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１．個人IDの登録

（ユーザ登録）

　　　　　　　内　　　容
・電子投稿・査読システムへのログイン画面
・個人情報の入力画面
・個人情報の入力画面（入力例）
・登録内容の確認画面
・登録後に送付される
　登録者への自動送信メール
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電子投稿・査読システムへのログイン画面

①個人ＩＤをお持ちで無い方は，「ＩＤ取得」ボタンを

クリックし，個人情報等のご登録をお願いします。
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個人情報の入力画面

①各項目を入力してください。

必須項目（お名前，姓，名，勤務先１，電話番号
およびe-mailアドレス）は必ず入力してください。
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個人情報の入力画面（入力例）

①各項目の入力が終わりましたら，「確認」ボタン

をクリックしてください。
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登録内容の確認画面

①登録内容が正しければ，「登録」ボタンをクリッ

クしてください。



-6-

登録後に送付される登録者への自動送信メール

登録したメールアドレスに，自動メール「Database information notification of IEEJ Paper 
Management System」が送信されます。

電子投稿・査読システムにログインするための，
個人ＩＤとパスワードです。
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２．論文の投稿

　　　　　　　　　　内　　　容
・電子投稿・査読システムへのログイン画面
・Ｔｏｐメニュー画面（論文の投稿）
・論文の投稿画面
・論文投稿内容の確認画面
・論文の投稿完了画面
・論文投稿内容修正画面
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電子投稿・査読システムへのログイン画面

①個人ＩＤとパスワードを入力してください。

② 「認証」ボタンをクリックしてください。
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Ｔｏｐメニュー画面（論文の投稿）

①新規の論文を投稿するため，論文の投稿

「選択」ボタンをクリックしてください。
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①ログインＩＤが著者１に自動的に入力されます。

必要に応じて，その他の著者の登録ＩＤを入力し
てください。尚，投稿論文の全著者の個人ＩＤを入
力する必要はありませんが，ここで入力したＩＤの
著者は当該論文に関わる査読状況を随時確認す
ることができます。

②論文タイトルを入力してください。

③ 「参照」ボタンをクリックして，投稿論文，著作権

譲渡証，論文投稿票，和文論文要旨（日本語論文
の場合）およびExtended SummaryのＰＤＦファイ

ルを指定してください。

④連絡先の著者を選択指定してください。

⑤必要に応じて，「参照」ボタンをクリックして，研

究会推薦書などのＰＤＦファイルを指定してくださ
い。

⑥特集号へ投稿する場合には，該当する特集号

を選択指定してください。

論文の投稿画面
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⑦投稿する論文の内容に合致する領域を選択し，

チェックボックスにチェックを入れてください。

⑧論文投稿画面への入力が完了したら，

「確認」ボタンをクリックしてください。

論文の投稿画面（続き）



-12-

①投稿する各ファイルが正しいことを

ＰＤＦファイルのアイコンをクリックして
確認してください。

②投稿するファイルが正しいことを確認したら，

「投稿」ボタンをクリックしてください。

③投稿するファイルを訂正する場合は，「戻る」

ボタンをクリックしてください。

論文投稿内容の確認画面
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論文の投稿完了画面
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② この例では，「参照」ボタンをクリックして，論文

等投稿票のＰＤＦファイルを指定してください。

①エラーメッセージが表示された場合は，

指摘に従って，対応してください。（論文等
投稿票が添付されていない例）

論文投稿内容修正画面
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３．投稿論文の査読状況
確認

　　　　　　　　　　　　内　　　容
・既投稿論文の査読状況の確認
・論文査読状況（論文投稿直後の画面例）
・論文査読状況（査読者が査読中の画面例）
・論文査読状況（再投稿待ちの例）
・論文査読状況（掲載決定で査読終了した例）
・論文査読状況（返送決定で査読終了した例）
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既投稿論文の査読状況の確認

①既投稿論文の査読状況の確認，再投稿など

のために，既投稿論文に関する著者への情報
「選択」ボタンをクリックしてください。

最初にログインして，このＴｏｐメニュー画面に入ってください。
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論文査読状況（論文投稿直後の画面例）

下記は論文投稿直後の画面です。この後，電気学会事務局が投稿書類のフォーマットなどを確
認した後に，「事務局が論文を受理しました」の状況になります。また，投稿者宛てに，自動メー
ル「Confirmation letter of IEEJ paper submission」が送信されます。



-18-

論文査読状況（査読者が査読中の画面例）

電気学会事務局の受付，論文主査の選出，論文幹事の選出，査読者の選定が終わり，査読者A
および査読者Bに査読を依頼して，査読者Aは査読が終了し，査読者Bは査読中であるときの例

です。
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論文査読状況（再投稿待ちの例）

①「回答表示」ボタンをクリックして，

査読結果（照会事項など）の内容を
確認してください。

②再投稿に対して，「提出」または「辞退」ボタンをクリックしてください。

　再投稿するの場合は，査読結果を参考にして，論文等の内容を必要
に応じて修正し，「提出」ボタンをクリックして，再投稿処理をしてくださ
い。投稿の操作は,初回投稿時と同様です。

　再投稿が完了しますと，赤文字の「論文の再投稿を待っています」は
「論文の再提出を終えました」に変わり，「提出」「辞退」ボタンは「論文
表示」ボタンに変わります。
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論文査読状況（掲載決定で査読終了した例）

査読の結果，掲載が決定したことを示します。
　最終原稿を提出操作に移るときには，「提出」ボタンをクリックし
てください。その後の操作は，「６．論文の提出」を参照してくだい。



-21-

論文査読状況（返送決定で査読終了した例）

査読の結果，返送が決定したことを示します。
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４．最終投稿論文の提出

　　　　　　　内　　　容
・掲載決定論文の提出画面
　（提出待ち論文一覧表）
・最終原稿提出画面
・最終原稿提出内容の確認画面
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掲載決定論文の提出画面（提出待ち論文一覧表）

①掲載が決まって，最終的な論文を提出すると

きには，「提出」ボタンをクリックしてください。掲
載を取りやめるときには，「取下」ボタンをクリック
してください。

ログイン後のＴｏｐメニューから「既投稿論文に関する著者への情報」の「選択」ボタンをクリックし
て，論文査読状況画面を開いて，最終原稿の提出を待っている論文の「提出」ボタンをクリックす
ると，下記の掲載決定論文の提出画面が表示されます。
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最終原稿提出画面

①必要事項を選択入力ま

たはチェックしてください。

②必要事項を入力したら，「確認」ボタンをクリッ

クしてください。

・
・
・



-25-

最終原稿提出内容の確認画面

①内容を確認してください。

②内容を確認して，問題なければ「投稿」ボタンをクリックしてください。

これにより，最終原稿が投稿されます。
　登録内容を訂正する場合は，「戻る」ボタンをクリックしてください。
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５．専門領域の登録

　　　　　　　　　　内　　　容
・専門領域を登録するとき
・専門領域の更新および確認画面
・専門領域の登録確認画面
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専門領域を登録するとき

①専門領域を更新するために，「選択」ボタンを

クリックしてください。

最初にログインして，このＴｏｐメニュー画面に入ってください。
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専門領域の更新および確認画面

①論文委員の方は専門領域を５つ以上をチェッ

クしてください。論文委員以外の方は最低限度
はありません。

② 「登録」ボタンをクリックしてください。

ここでは，確認画面は表示されません。
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専門領域の登録確認画面

登録した専門領域が表示されます。登録内容を確認して，修正が必要であれば，再度Ｔｏｐメニュー
から専門領域の更新および確認の操作をしてください。専門領域を更新（登録）すると，登録され
た専門領域の内容が自動メールで送られます。
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６．論文の査読
（論文査読者用）

　　　　　　　　　　内　　　容
・電子投稿・査読システムへのログイン画面
・Ｔｏｐメニュー画面（査読依頼がある場合）
・査読の受諾または辞退
・査読の受諾後の画面
・査読結果の入力選択
・査読結果報告の入力画面
・査読結果の確認画面
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電子投稿・査読システムへのログイン画面

①個人ＩＤとパスワードを入力してください。

② 「認証」ボタンをクリックしてください。

担当論文幹事が投稿論文の内容をもとに，適切な査読者（通常は論文委員）を選定し，査読を割
り当てると依頼した査読者宛てに自動メール「IEEJ review assignment (ID B##-###) [Reviewer]」
が送信されます。このメールの内容に従って，ログインし，査読をしてください。
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Ｔｏｐメニュー画面（査読依頼がある場合）

①査読依頼がある場合に，この項目が表示されます。

査読の「受諾」「辞退」あるいは査読結果を「入力」する
場合は，「選択」ボタンをクリックしてください。
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査読の受諾または辞退

入力

① 「論文表示」ボタンをクリックすると

論文表示画面が表示されます。

②論文査読を受諾する場合は，「受諾」ボタンをクリックしてくださ

い。このボタンは一度クリックすると消滅します。
査読を辞退する場合は，「辞退」ボタンをクリックしてください。
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査読の受諾後の画面

「受諾」ボタンをクリックしたことにより，「受諾」ボタンが表示されな
くなります。
査読を辞退する場合は，「辞退」ボタンをクリックしてください。
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査読結果の入力選択

①査読結果を入力するために，「入力」ボタンを

クリックしてください。

論文査読結果を報告する場合，必要に応じて，
「査読の記入要領」を参照してください。
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査読結果報告の入力画面

①必要事項を選択入力

してください。
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査読結果報告の入力画面（続き）

①‘査読結果（判定，判定
理由および照会事項など ）

をテキストで入力することも
できます。

①照会事項および判定結理由をＰＤＦファイルにして，アップロー

ドするときには，このワードファイルを利用することができます。

査読結果（照会事項，判定および判定理由など）の報告は，ＰＤＦファイルをアップロードする方法
とテキストを直接入力する方法があります。適切な方法を使ってください。

② 「参照」ボタンをクリックして，照会事項および判定理由

を記入したＰＤＦファイルをアップロードしてください。
ＰＤＦファイルのプロパティに査読者の情報がないことを確
認してからアップロードしてください。例えば，「Adobe 
Acrobatの場合，「ファイル」メニュー→「プロパティ」→「概
要」のタブで「作成者」を含むプロパティの確認ができます。
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査読結果報告の入力画面（続き）

①電気学会の論文の国際学術情
報データベース（ＳＣＩ：Science 
Citation Index ）への登録のため

に，それぞれの項目に対して評価
を選択入力してください。

② Wiileyの英語論文として掲載

する候補かどうかの判定は日本
語で書かれた論文が対象です。

③論文幹事に対して，査読者からコメントがある

場合は，テキストで入力してください。

④査読結果報告内容の入力等が完了したら，

「確認」ボタンをクリックしてください。
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査読結果の確認画面

この例では，照会事項をＰＤＦファイルと直接入
力の両方になっていますが，必要に応じていず
れかをを利用してください。
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査読結果の確認画面（続き）

①査読結果の内容に問題が無ければ，「送信」ボタンを

クリックして，担当幹事に報告してください。これで，査読
報告は完了です。


