
電子投稿審査システム 
ScholarOne Manuscripts 
著者用操作マニュアル Ver.1.0 

目　次 

2015.3.12.作成 
(公社)日本材料学会編集委員会 

①ログイン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・　p.1, p.8 
②ユーザーアカウント登録　　　　　　　　　　　　　 ・・・　p.2 
③原稿投稿 
　　(1)論文(原稿)種別，題目，要旨の入力　　　　　　・・・　p.10 
　　(2)検索用語(Keywords)，領域(Category)の入力　・・・　p.11 
　　(3)著者・共著者の情報入力　　　　　　　　　　  ・・・　p.13 
　　(4)会員資格等の設問への回答　　　　　　　　　  ・・・　p.14 
　　(5)ファイルアップロード方法　　　　　　　　　　・・・　p.15 
　　(6)確認＆投稿方法　　　　　　　　　　　　　　  ・・・　p.17 
④投稿作業終了　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・　p.20 

付録：特殊文字の使い方　　　　　　　　　　　　　　・・・　p.21 



https://mc.manuscriptcentral.com/jsms 

１．インターネットに接続されたＰＣで，ブラウザソフトを立ち上げ，以下の 
　　ＵＲＬに接続して下さい． 

注：・ブラウザのポップアップブロック機能は，無効になっていることを確認して下さい． 
　　・以下に示す画面は，使用されるＰＣのＯＳやブラウザソフトにより，表示が異なります． 
　　・以下の画面では，共通して表示されるヘッダー部分（下図）は省略しています． 

２．右のようなログイン 
　　画面が表示されます． 
　　既に，ユーザーアカ 
　　ウントを取得してい 
　　る場合は，ユーザー 
　　ＩＤとパスワードを 
　　入力してログインし 
　　て下さい．【p.6へ】 
　注：ユーザーアカウントを 
　　　未取得の場合は，最初に 
　　　ユーザーアカウントを取得 
　　　して下さい．【p.2へ】 

①ログイン 

p.1 



p.2 

②ユーザーアカウント登録 

氏名と，e-mailアドレス 
を入力します． 

入力が終わったら， 
をクリックします． 
※氏名は英語で入力も可能 
　です． 
※e-mailアドレスのコピー 
　＆ペーストはできません． 



p.3 

②ユーザーアカウント登録 

左側の｢住所１｣へ，所属
機関名，住所等を入力し
ます． 
入力が終わったら，　　 
をクリックします． 
※｢市または東京23区名｣に 
　入力した以降を，｢住所｣ 
　へ入力して下さい． 
※右側の｢住所２｣は，入力 
　不要です． 



p.4 

②ユーザーアカウント登録 

最初に，ユーザーＩＤを 
確認して下さい． 
（e-mailアドレスが表示 
　されています） 
次に，パスワードを設定 
し，確認のために再入力 
して下さい． 
注：ユーザーIDとパスワード 
　　は，半角英数字で入力 
　　して下さい．空白を含め　 
　　ることはできません． 
　　コピー＆ペーストは使用 
　　できません． 
注：パスワードは，2つ以上 
　　の数字を含む8文字以上 
　　で設定して下さい． 



p.5 

②ユーザーアカウント登録 

〈中略〉 

次に，ご自身の研究の 
検索用語(キーワード) 
を選択します． 

キーワードリストに50 
音順に表示される候補 
をマウスでクリックし 
ます． 
選択したキーワードで 
よければ，      をクリ 
ックすると右側の枠に， 
選択した用語が追加さ 
れます． 
注：最低でも一つ選択する必 
　　要があります． 
注：キーボードからの入力は 
　　無効です．（右枠内には 
　　表示されますが，次の画 
　　面へ進むときに，エラー 
　　になります） 

キーワードリストにない用語は， 
この枠へ，キーボードから入力 
して下さい． 



p.6 

②ユーザーアカウント登録 

〈中略〉 

続いて，ご自身の研究 
の領域(カテゴリー)を 
選択します． 

この枠内に表示されて 
いる候補をマウスで 
クリックし，　　 を 
クリックすると， 
右側の枠に，選択した 
用語が追加されます． 
注：最低でも一つ選択する 
　　必要があります． 
注：キーボードからの入力 
　　は無効です． 
　　（枠内に表示されますが， 
　　　次の画面へ進むときに， 
　　　エラーになります） 



p.7 

②ユーザーアカウント登録 
長期間(一ヶ月以上)，留学
等で不在になることが分
かっている場合は，その期
間を入力して下さい． 
　※長期間不在の場合でも， 
　　メールで確実に連絡が 
　　とれる場合は，入力不 
　　要です． 

　　 をクリックすると，
アカウントが登録されま
す． 

アカウント登録が完了し
た旨のメッセージが表示 
されます． 
　※以降，ここで登録した　 
　　ユーザーIDとパスワード 
　　で，システムにログイン　 
　　できます． 



３．ログインに成功すると，以下のような画面(Welcome)が表示されます． 
　　　　　をクリックします． 

①ログイン 

p.8 

利用者により，表示される内容が変わります． 
　・｢著者｣は，全てのユーザーに表示されます． 
　・｢査読者｣，｢調査委員｣，｢検読委員｣は，編集委員会からお願いしている方に表示されます． 
　・｢担当編集委員｣は，部門委員会選出の｢特集号｣担当の方に表示されます． 



４．以下のような画面(Dashboard)が表示されます． 
　　新たに投稿 
　　原稿の準備 
　　を始める時 
　　は， 

　　をクリック 
　　します． 

　　投稿準備中 
　　の原稿があ 
　　る場合は， 
　　ここに 
　　表示されて 
　　います． 

①ログイン 

p.9 

注：下記画面中の｢論文リスト｣， 
　　｢論文作成｣等の｢論文｣は， 
　　｢原稿｣の意味です． 

編集委員会から自動送信された 
最近のメールは，ここに表示さ 
れています．不要であれば，削 
除できます． 

該当する 
論文(=原稿) 
の件数が 
表示されて 
います． 

投稿規約(原稿執筆上の注意)を表示できます． 

著者用操作マニュアルを表示できます． 
最新版は，学会ホームページからダウンロードして下さい． 



p.10 

③原稿投稿 
(1)論文(原稿)種別，題目，要旨の入力 

注：｢論文投稿｣と表示されて 
　　いますが，全ての原稿種別 
　　が対象です． 

論文(原稿)種別を，プルダウンメニューの 
中から一つ選択します．選択した原稿種別に 
よって，入力が必要な項目が自動的に再表示 
されます． 

論文(原稿)の題目と要旨等を入力します． 
コピー＆ペーストが可能です． 
特殊文字(ギリシャ文字，特殊記号等)や， 
文字装飾(イタリック，上付き，下付き等) 
は，　　　 ボタンをクリックして挿入操作 
を行います．【操作方法は，付録参照】 

選択・入力完了後は，　　　　 をクリックして 
次の画面へ進みます．（以下，共通） 

論文(原稿)種別等を，順番に入力します． 



③原稿投稿 
(2)検索用語(Keywords)，領域(Category)の入力 
論文(原稿)の内容に応じた｢検索用語(Keywords)｣を入力します． 
原稿種別によっては，入力不要の場合もあります． 

キーワードリストに50 
音順に表示される候補 
をマウスでクリックし 
ます． 
選択したキーワードで 
よければ，      をクリ 
ックすると右側の枠に， 
選択した用語が追加さ 
れます． 
注：最低でも一つ選択する必 
　　要があります． 
注：キーボードからの入力は 
　　無効です．（右枠内には 
　　表示されますが，次の画 
　　面へ進むときに，エラー 
　　になります） 

p.11 
注：前の工程(画面)へ戻る必要がある場合，ブラウザの｢戻る｣ボタンではなく， 
　　必ず　　　　   をクリックして下さい．（以下，共通） 

注：｢特集号｣へ投稿の場合は，必ず，　 
　　特集号名を入力して下さい． 
　　 （忘れると普通号扱いになります）　 



論文(原稿)の内容に応じた｢領域(Category)｣を入力します． 
原稿種別によっては，入力不要の場合もあります． 

この枠内に表示されている 
候補をマウスでクリックし， 
　　  をクリックすると， 
右側の枠に，選択した用語 
が追加されます． 
注：最低でも一つ選択する必要があり 
　　ます． 
注：キーボードからの入力は無効で 
　　す．（枠内に表示されますが， 
　　次の画面へ進むときに，エラー 
　　になります） 

原稿に英語キーワードが記載されて 
いる場合は，その日本語訳を，この 
枠内にカンマで区切ってキーボード 
から入力して下さい． 

p.12 

③原稿投稿 
(2)検索用語(Keywords)，領域(Category)の入力 



③原稿投稿 
(3)著者・共著者の情報入力 

p.13 

下の段の｢共著者を追加｣で 
著者・共著者の 
 ・e-mailアドレス 
 ・敬称(省略可) 
 ・氏名 
　　(英語表記も可能です) 
 ・所属機関 
 ・部署名(省略可) 
 ・国名 
 ・都道府県名 
　(省略可ですが，入力して下さい) 
 ・市または東京23区 
を入力し，一番下の 

をクリックして下さい． 

上の段の｢著者｣リストに 
追加されます． 
全ての共著者を表示させた 
後に順番を指定して下さい． 

注：e-mailアドレスを入力し， 
　　　　 をクリックすると， 
　　材料学会会員データベース 
　　で検索した情報が自動で 
　　入力されます．自動入力 
　　された情報は，この画面 
　　上で変更できません． 



③原稿投稿 
(4)会員資格等の設問への回答 

〈中略〉 

〈中略〉 

各設問に対する回答を 
選択・入力・チェック 
します． 
原稿種別によって設問 
項目が異なります． 

特集号への投稿の場合は， 
必ず，特集号名を入力し 
て下さい． 

第一著者が満40歳未満の 
場合は，第一著者の生年 
月日を入力して下さい． 

p.14 



p.15 

③原稿投稿 
(5)ファイルアップロード方法 
注：予め，カメラレディ 
　　原稿のpdfを作成して 
　　下さい． 
注：アップロードできる 
　　ファイルのサイズは 
　　最大１ＧＢです． 

｢ファイルを選択｣ボタン 
をクリックし，アップ 
ロードするファイルを 
選んで下さい． 

｢ファイルの内容｣のプル 
ダウンメニューから， 
｢カメラレディ｣を選択 
して下さい． 

　　　　をクリックして 
下さい． 



p.16 

③原稿投稿 
(5)ファイルアップロード方法 
アップロード中は，右の画面 
が表示されます． 

アップロードが完了すると， 
ファイルの情報を表示する 
画面(File Details)が表示さ 
れますので，内容に誤りが 
なければ，      をクリック 
して下さい． 

元画面(p.13に示した画面) 
中程の｢アップロードされた 
ファイル一覧｣に，ファイル 
が表示されます． 
投稿待ちのファイルが複数 
ある場合，投稿順序を｢順番｣ 
で指定できます．順番を指定 
した場合は，　　　  をクリ 
ックして下さい． 
注：以上で原稿ファイルのアップ 
　　ロードは完了ですが，｢投稿｣ 
　　ではありません． 

※ネット環境等により， 
　アップロードに時間が 
　かかる場合があります． 



③原稿投稿 
(6)確認・投稿方法 

〈中略〉 

Step 1～Step 6まで 
の最終確認欄が表示 
されます． 

Step 6には｢×｣が表 
示されています． 
　　  をクリックし， 
最終チェックを行い 
ます． 
※別画面に，ヘッダー 
　付きプルーフ原稿が 
　表示されます． 
　原稿本文には， 
　　For Review 
　という透かし文字が 
　入っています． 

p.17 



p.18 

③原稿投稿 
(6)確認・投稿方法 
プルーフ原稿の確認 
が終わると，Step 6 
の｢×｣が｢✓｣に変わり 
ので　　  をクリック 
します． 

再確認が表示される 
ので，OKをクリック 
します． 

ファイルのアップロ 
ードが始まります． 

※ネット環境等により，アップロードに 
　時間がかかる場合があります． 



p.19 

③原稿投稿 
(6)確認・投稿方法 
アップロードが終わる 
と，右の画面 
(File Details)が表示さ 
れますので，内容に誤 
りがなければ，　　を 
クリックして下さい． 

右の画面(Submission 
Confirmation)が表示 
され，投稿作業が完了 
了します． 
編集委員会から，原稿 
受理のメールが送信さ 
れます． 
※編集委員会からのメール 
　発信日が原稿受理日に 
　なります．メールが届か 
　ない場合は，お問い合わ 
　せ下さい． 



p.20 

④投稿作業終了 
投稿作業を終了する場合は，メイン画面右上の｢Log Out｣をクリックします． 

この著者用操作マニュアルは，適宜，更新します． 
現在は，Ver. 1.0(2015.3.12版)です． 
最新版は，日本材料学会ホームページのメインページから 
ダウンロードしていただけます． 
バージョンと改定日をご確認の上，原稿投稿時には，最新版を 
ダウンロードしてご覧下さい． 



p.21 

付録：特殊文字の使い方 



p.22 

付録：特殊文字の使い方 
論文(原稿)の題目と要旨を入力する際【p.8参照】に，特殊文字と文字装飾を用いる 
ことができます．画面中の　　    をクリックすると，特殊文字の一覧が別画面に表示 
されます．【下記参照】 

題目または要旨の入力枠 
内にカーソルを移動し， 
用いたい特殊文字をクリ 
ックすると，該当文字が 
枠内に表示されます． 

注：題目または要旨の文言の途中 
　　に挿入することはできません． 
　　（文言の末尾に表示されます 
　　　ので，挿入した位置へ移動 
　　　して下さい） 
注：適切に挿入されたかどうかは， 
　　　　　   をクリックして確認 
　　して下さい． 

標準(Standard) 

ギリシャ文字(Greek) 特殊記号(Special) 

数学記号(Math) 



p.23 

付録：特殊文字の使い方 
文字装飾（太文字，下線付文字，イタリック文字，上付き文字，下付き文字）を用 
いることができます．特殊文字一覧表下部の表【下図参照】で，装飾を指示します． 

【文字装飾例１(イタリック文字)】 
　・題目または要旨の入力枠内にカーソルを移動し，｢Begin Italic｣と｢End Italic｣をクリック 
　　します． 
　・題目または要旨の入力枠内に，<i>と</i>が挿入されます． 
　・イタリック体にしたい文字を<i>と</i>の間に入力します． 
　　　　例：応力比R　→　応力比<i>R</i> 

【文字装飾例２(下付き文字)】 
　・題目または要旨の入力枠内にカーソルを移動し，｢Begin Subscript｣と｢End Subscript｣を 
　　クリックします． 
　・題目または要旨の入力枠内に，<sub>と</sub>が挿入されます． 
　・下付きにしたい文字を<sub>と</sub>の間に入力します． 
　　　　例：CO2削減　→　CO<sub>2</sub>　 



p.24 

付録：特殊文字の使い方 
【文字装飾例３(ギリシャ文字＋イタリック体＋下付き文字の組み合わせ)】 
　　　例：疲労限度σw　→　<i>σ</i><sub>w</sub>　 

【文字装飾例４(ギリシャ文字＋イタリック体＋上付き文字の組み合わせ)】 
　　　 例：応力拡大係数範囲ΔK m　→　Δ<i>K<sup>m</sup></i> 

実際の入力画面と，　　　 クリックで表示されるプレビュー画面を以下に示します． 

注：文字装飾用タグも，題目または要旨の文言の途中に挿入することはできません． 
　　（文言の末尾に表示されますので，挿入した位置へ移動して下さい） 
注：原稿投稿後，編集委員会から送信されるメールに記載の題目に中には，文字装飾用タグが表示され 
　　ますが異常ではありません．装飾された状態の文字は，ｐｄｆ原稿で確認して下さい． 


