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1：投稿フロー 
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①テクニカルチェック 

 編集委員会事務局により、投稿論文の形式面を審査いたします。内容面については、この段階では審査いたし

ません。ここでは、以下のような項目が確認されます。 

 

・著者あるいは共著者の学会登録状況 

・投稿パッケージの充足状況 

・文字数、書式（フォントやレイアウト）、引用形式など 

・著者を推定可能な記述の有無（「拙著によれば…」など） 

・その他、形式面および技術面全般（ファイル拡張子など） 

 

 テクニカルチェックをパスした場合、②ＳＥ審査へと進みます。 

 テクニカルチェックをパスしない場合、編集委員会事務局より、投稿論文の「差し戻し」を行います。テクニ

カルチェックにおける差し戻しは、リジェクト（≒審査終了）ではありません。投稿者が適切な修正を行い、同

内容の論文を再投稿すれば、再度、テクニカルチェックを受けられます。２回目以降の再投稿でテクニカルチェ

ックをパスすれば、②ＳＥ審査へと進みます。 

 

②ＳＥ審査 

 テクニカルチェックをパスした投稿論文は、編集委員会執行部によって内容面を検討し、テクニカルチェック

終了時点で在任中のシニアエディター（ＳＥ）の中から、論文の審査・査読に適当であると考えられるＳＥに、

ＳＥ審査をアサインします。 

ＳＥ審査では、ＳＥは、投稿論文が『組織科学』に掲載するにふさわしい内容であるかどうか1、ならびに、投

稿論文に課題がある場合に査読プロセスを経ることで掲載可能な水準まで修正可能かどうかを、審査します。投

稿論文を多面的に評価するため、ＳＥ審査は２回を上限に実施します。 

 

 ＳＥ審査にパスした場合、③査読審査に進みます。 

 ＳＥ審査にパスしなかった場合、編集委員会執行部は速やかに次のＳＥにＳＥ審査をアサインします。２回目

のＳＥ審査にパスした場合、２回目のＳＥの下で③査読審査に進みます。 

２回目のＳＥ審査もパスしなかった場合、投稿論文は「ＳＥダブル・リジェクト」となり、審査は終了となり

ます。 

 

 

 

③査読審査 

 ＳＥ審査をパスした投稿論文は、ＳＥと、ＳＥによって選定された２名2の匿名3レフェリーによる査読審査へ

進みます。査読審査では、以下のいずれかの審査結果が、審査根拠と改訂・修正提案とともに、投稿者に通知さ

れます。投稿者は、査読審査結果を参考に、ＳＥとコミュニケーションをはかりながら、『組織科学』掲載に向

                             
1 過去にあまり例はありませんが、例えば社会現象との関わりの一切無い純然たる自然科学論文のように、『組織科学』のポリシー

に合致しない論文や、『組織科学』ＳＥが審査できない論文などが、内容不適合として想定されます。 
2 ＳＥより要望があり、編集委員会執行部が認めた場合、３名以上の匿名レフェリーを選定する場合もあります。 
3 レフェリーはダブルブラインド（投稿者はレフェリーを、レフェリーは投稿者を特定できない状態）となります。 
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けた作業を進めていきます。 

 

  （１）アクセプト（採択） 

   『組織科学』に掲載することを審査担当ＳＥが承諾し、査読審査を終了すること。 

 

  （２）マイナー・リビジョン（修正後採択） 

   『組織科学』に掲載するにあたり、軽微な改訂・修正が必要であること。 

 

  （３）メジャー・リビジョン（修正後再審査） 

   『組織科学』に掲載するにあたり、大幅な改訂・修正が必要であること。 

再投稿の後、再度、投稿論文を査読審査する。 

 

  （４）リジェクト（掲載不可） 

   『組織科学』掲載に適当ではないと判断し、査読審査を終了すること。 

   リジェクトされた論文は、大幅な改訂がなされない限り、再投稿することができません。 

 

 

アクセプト後 

 アクセプト後は、編集委員会執行部が掲載時期を決定します。 

掲載時期が近づいたら、出版社ならびに編集委員会事務局とコミュニケーションをはかりながら、掲載に向け

た編集作業を勧めます。誤字脱字の修正、図表の修正（色調やフォントサイズなど）、校正作業など、ごく軽微

な修正がこの段階の作業の中心となります。また、クローズにしていた著者推定可能情報を復帰させたり、謝辞

を提出したりするのもこの段階です。修正によって文字数が大きく増えるような場合や内容に変更が生じる場合

には、再度、審査担当ＳＥに指示を仰ぐ場合もあります。 
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２：投稿前の確認事項 

アカウント作成 

 論文投稿システム“Editorial Manager”を利用して論文を投稿するためには、アカウント登録が必要です。

アカウント登録マニュアルを参照し、アカウントを登録してください。共著者全員のアカウント登録も必要です。 

 共著論文を投稿する場合には、代表者（筆頭著者でなくて構いません）１名が責任著者＝投稿者として新規投

稿フローを開始し、その途中で共著者のアカウントを追加します。新規投稿の完了、および、共著者アカウント

の追加（投稿者による追加、共著者による承認）が完了した後は、全著者が編集に関与できるようになります。 

 

投稿パッケージ準備 

 『組織科学』では、投稿にあたり、以下のような電子ファイルを提出します。いずれのファイルにも、著者・

投稿者を推定可能な情報（例：ファイル名やプロパティ情報など）を含まないように注意してください。 

 

  （１）論文本体ファイル（本文、図表、注釈、参考文献等全てを含むもの） 

    MS Word（docx）で作成したファイル。 

    『組織科学』掲載時の版組ではなく、ＳＥ審査・査読審査の利便性に配慮してください。 

  ・横書き 

  ・段組無し（１段組） 

  ・全ページに通し番号 

  ・フォントサイズ 10.5、可能な限り MS Wordデフォルトのフォント（游明朝など）を用いる 

  ・図表を本文中に挿入する4 

  ・その他、執筆・投稿規定を遵守する 

  

  （２）図表ファイル 

    論文本体ファイルに挿入した図表をまとめたファイル。 

    MS Wordに挿入した図表は PC環境によって文字が見えにくくなってしまう場合があるため、論文本体に

挿入したものより高解像度の図表を、MS Word（docx）、MS PowerPoint（pptx）、MS Excel（xlsx）、PDF

のいずれかのファイル形式で、１ファイルにまとめて提出してください。 

 

 

 

 

 

 

投稿時に入力する諸情報の準備 

文字数 

 論文は、標題（タイトル）、抄録（要旨）、本文、注釈（文末注）、参考文献リスト、謝辞、等によって校正さ

                             
4 従来は、図表は論文本体には挿入せず、＜図表１挿入＞などとのみ記述し、図表は別ファイルにて提出していました。今後は、

ＳＥ審査・査読審査の利便性を考え、論文本体に挿入してください。図表挿入に伴うレイアウトの乱れは、アクセプト後に修正可

能です。 
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れます。新規論文投稿時には、抄録（要旨）、本文（原稿）、注釈（文末注）、参考文献リストの文字数を入力す

る必要があります。 

 

 標題（タイトル）：文字数規定はないが、簡潔に論文内容を指し示すものとする 

 抄録（要旨）：和文 200文字、英文 200words以内 

 

 原稿全体（総文字数）：本文、図表、注釈、参考文献を合計して 18,000字以内 

 本文：論文全体より、標題・要旨・図表・注釈・参考文献、謝辞等を除いたもの。 

    すなわち、例えば「Ⅰ．はじめに」から結びまでを意味する。 

図表番号や図表名は含まないが、節や項の番号やタイトル、注釈記号＝1)は含む。 

 図表：大きさにより 400字、600字、900字に換算する。 

図表等の換算文字数は、『組織科学』誌面 2分の 1ページ大の大きさの図表で 900字を目安とする。 

図表番号や図表名も、400字・600字・900字の中に含む。 

 注釈：本文中の注釈記号は、本文文字数として計上する。 

    文末に掲載する注釈は、注釈記号も含めて計上し、注釈文字数×0.6を文字数とする。 

 参考文献：参考文献文字数×0.6を文字数とする。 

  

 例えば、以下のように計算し、換算後文字数をシステムに入力します。 

計上数 換算数

本文 15,000 15,000

図表 半頁サイズ図表×2 1,800

注釈 1,000 600

参考文献 1,000 600

合計 - 18,000
 

 

 謝辞は、上記文字数に計上しません。論文のアクセプト後に、おおむね 200文字を上限として、出版社との校

正作業の過程でメール等によって提出します。 

 

キーワード 

 論文のキーワードを、日本語・英語で最低１つ、最大５つまで登録します。 

 

希望ＳＥ 

 ２名まで、審査を希望するＳＥを指名することができます。ただし、希望通りに選定されるとは限りません。 
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３：投稿する 

著者ロールでログインし、新規投稿を開始する 

新規投稿を開始する 

 ログイン後、著者ロールとなっていることを確認してください。その他のロールでログインしたとしても、プ

ルダウンメニューから簡単にロールを切り替えることができます。 
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新規投稿を再開する 

 新規投稿を開始した後、途中で投稿作業を中断した場合、作業状況が自動で保存されます5。その場合は以下の

ように「作業中断中の投稿を再開する」メニューが選択可能となりますので、同メニューを選択して投稿作業を

再開してください。 

 

 

 

 

 画面左側、アクションリンクと書かれた文字列の上にカーソルを移動すると、ポップアップメニューが表示さ

れますので、「投稿を編集」ボタンをクリックして、作業を再開してください。また、投稿を削除することもで

きます。「メールを送信」ボタンは、査読プロセス以後に利用します。新規投稿時には利用しません。 

 

 

  

                             
5 中断の形態によっては保存されない場合もありますので、ご注意ください。 
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論文種別を選択する 

 はじめに、投稿する論文の種類をプルダウンメニューより選択してください。 

 

 

 論文種別を選択すると、自動的に ORCID 6との連携を求める説明が表示されます。連携する場合は、「ORCIDプ

ロフィールと連携」ボタンをクリックします。外部ウィンドウより ORCIDプロフィールとの連携が可能ですので、

指示に従って作業を進めてください。 

 また、アカウント登録時に ORCID IDと連携している場合には、自動的に ORCID iDが表示されます。 

 

 論文種別選択、ORCID連携作業（しなくても構いません）の完了後、画面右下の「次へ進む→」ボタンをクリ

ックします。 

 
 

ファイルをアップロードする 

 次は、以下のような画面に遷移します。ファイルをアップロードします。 

                             
6 ORCID IDに関する質問は、編集委員会事務局では受けかねますのでご了承ください。 
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 参照ボタンをクリックしてファイルを選択するか、当該ファイルを画面右側にドラッグ＆ドロップすると、フ

ァイルがアップロードされて、自動的に以下のように画面下部にファイル情報が更新されます。ファイル名は自

動で変更されるため、アップロードのたびにファイル種別を選択してください。下図赤枠内のプルダウンメニュ

ーよりファイル種別（論文原稿または図表）を選択し、「次へ進む」をクリックしてください。 

 

 誤ってファイルをアップロードした場合は、画面右側の「選択」のラジオボックスをチェックし、その下の「削

除」ボタンをクリックすれば、削除することができます。 
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キーワード、投稿論文の専門分野を入力する 

 
 投稿論文のキーワードを、日本語・英語で入力してください。キーワードはそれぞれ 5 件まで登録できます。

6 件以上登録することもシステム上は可能ですが、テクニカルチェックの差し戻し要件となりますのでご注意く

ださい。 

 キーワードを入力したら、「↓次へ」ボタンをクリックします。キーワード入力画面がクローズされ、新たに

分野設定画面がオープンします。「分野を選択」ボタンをクリックすると外部ウィンドウが立ち上がります。 
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 画面左側の「＋」ボタンをクリックすると、小項目が表示されます（次ページ）。 
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該当する項目をチェックし、画面中央の選択ボタンをクリックすると、画面右側に反映されます。 

 

 
 問題がなければ、画面下部の「OK」ボタンをクリックします。 

 外部ウィンドウが閉じられ、新規投稿時のウィンドウに専門分野が反映されます。 
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 問題がなければ、「次へ進む→」ボタンをクリックします。 
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論文・著者情報の入力、確認を行う 

 指示に従い、論文や著者の基礎情報を入力してください。 

 

 

 ※執筆・投稿規定に従い、文字数を入力してください。また、希望するＳＥを 2 名まで氏名することができま

す。「、」で区切って２名まで入力してください。入力しなくても構いません。 
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 著者を推定可能な情報がないこと、論文内容がオリジナルの未公刊学術論文であることを確認し、「はい」を

選択してください。「いいえ」を選択することもシステム上は可能ですが、全てリジェクトとなります。 

 

 『組織科学』は、投稿者のうち最低１名が組織学会員であることを求めており、かつ、投稿作業は組織学会員

が担うことを求めています。その旨を確認し、「はい」を選択してください。また、投稿フローの簡略化のため、

おわかりになる場合には学会員番号も入力してください。 
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 『組織科学』編集委員会では、投稿フローの透明性や公平性を確保するため、投稿者と学問的に極めて近しい

ＳＥ（師弟関係、同研究室出身など）を候補から除外することを方針の一つとしております。編集委員会執行部

によるＳＥアサイン作業の簡略化のため、出身大学院（または大学）およびゼミナール等の指導教官名を記入し

てください。この情報は編集委員会執行部および事務局が、ＳＥ選定のためだけに利用します。 

 

 全て入力を終えた後は、「次へ進む→」ボタンをクリックしてください。 
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事務局宛コメントを入力する 

 

 

 事務局宛にコメントがある場合、入力してください。例えば、共著者ではないが同内容の共同研究者がＳＥに

いらっしゃる場合などが想定されます。特になければ空白でも構いません。 
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標題（論文タイトル）、抄録（要旨）、著者情報を入力する 

標題（論文タイトル）を入力する 

 

 

 論文タイトルを、日本語・英語で入力してください。稀に、ファイルをアップロードした際に自動で論文タイ

トルが取り込まれ、タイトルとして自動で表示される可能性があります。内容を確認し、必要に応じて修正して

ください。入力が終了したら、「↓次へ」ボタンをクリックします。 
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抄録（要旨）を入力する 

 

 次いで、抄録（要旨）を入力します。こちらも自動取り込みがなされる場合があるので、必要に応じて修正し

てください。入力が完了したら、「↓次へ」ボタンをクリックします。 
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著者情報を入力する 

 

 投稿者のアカウント情報に従って、上記のような画面が自動で表示されます。単著論文の場合には、内容に誤

りが無いことを確認し、「PDFを作成→」ボタンをクリックします。改めて内容を全て確認した場合には、「保存」

ボタンをクリックし、新規投稿を再開してください。 

 

 共著論文の場合、「＋著者を追加」ボタンをクリックし、立ち上がった外部ウィンドウに姓名・メールアドレ

スを入力し、左上のフロッピーアイコンをクリックしてください。このとき、共著者には必ず事前にアカウント

を登録していただき、その登録時の姓名とメールアドレスを入力するようにご注意ください。誤ったメールアド

レスで登録すると、システム上ならびに共著者のアカウント管理が煩雑化します。 

１番左のアイコンは「入力した情報を共著者として登録を終了」、左から２番目のアイコンは「入力した情報

を共著者として登録し、さらに共著者を追加する」を意味します。３人以上の共著論文の場合、左から２番目の

アイコンをクリックしていきます。 
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 共著者が追加されると、このように行が追加されます。 

著者の並びは、行の順となります。１番上に表示されるのが筆頭著者となります。著者の並びを変更したい場

合は、青いバーをドラッグ＆ドロップして操作してください。 

また、責任著者＝投稿者は、Editorial Manager を利用して実際に投稿フローに従事します。責任著者は変更

しないでください。責任著者＝筆頭著者ではありません。 

全て入力したら、「PDFを作成→」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共著者の確認作業 

 投稿者による新規投稿作業が全て完了した後、システムより自動で次のようなメールが配信されます。 
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 共著者である場合は、上の URLをクリックしてください。この時点でアカウント登録が完了していない場合は、

アカウント登録を求められます。アカウント登録が完了している場合は、ログインを求められた後、次のような

入力画面が開きます。 
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 入力後、「ジャーナルに送信」ボタンをクリックしてください。共著者として承認された後は、通常の投稿者

と同じように、論文の審査状況を確認できるようになります（本マニュアル最終頁を参照してください）。 
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新規投稿を完了する 

 「PDF を作成する→」ボタンをクリックすると、以下のような画面に遷移するとともに、サーバー上で PDF を

作成する作業が開始されます。PDF完成までしばらくお待ちください。通常は１～２分程度で終了します。 

 

 

 

 PDF作成が完了すると、アクションリンクが表示されます。 

 

 

 アクションリンクの文字列上にカーソルを移動させると、メニューが表示されます。 

 まずは「PDFを表示」メニューをクリックし、PDFをダウンロードし、内容を確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 ダウンロードした PDF ファイルは、論文原稿（論文本体）および図表ファイルが統合され、かつ、1 ページ目



2019.05.07版 

27 

 

に下のようなフェイスシートが自動で挿入されます。 

 

 

 内容を確認し、誤りがある場合には、アクションリンク→「投稿を編集」より修正してください。 

 問題が無い場合には、画面右側、「同意します」にチェックした上で、アクションリンク→「投稿―事務局に

送信する」ボタンをクリックします。 
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 再度、ORCID 連携を求められます。必要に応じて連携を行い、連携を行わない場合には「…進む」ボタンをク

リックします。 

 

 

 最終確認が求められます。問題がなければ、「OK」ボタンをクリックします。これにて、新規投稿は終了です。

新規投稿が無事に終了すると、メインメニューの「＋審査状況を確認する-［審査中の投稿］」リンクがハイライ

トされます。 

 

 

 

 この後は、編集委員会事務局によりテクニカルチェックを行い、問題なければＳＥアサイン、ＳＥ審査へと進

んでいきます。この後は、審査完了と結果通知まで、お待ちください。 
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４：テクニカルチェックによる差し戻し 

 論文パッケージ不備、形式不備、著者情報推測可能記述がある場合などは、編集委員会事務局により、「テク

ニカルチェック不備」を理由に論文の差し戻しを行います。要修正箇所が修正され、修正投稿がなされ、再度の

テクニカルチェックをパスするまで、査読審査プロセスは実施されません。 

 テクニカルチェックにて不備が見つかった場合、以下のようなメールが届きます。 

 

 

 

システムへ著者ロール・にてログインし、メインメニューを確認してください。 

テクニカルチェックによる差し戻し論文は、「返却された投稿」へ移動されます。 

 「◆返却された投稿を確認する」リンクをクリックすると、論文リストが表示されます。 
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 修正原稿（論文原稿、図表）および文字数等のデータをご用意頂いた後に、アクションリンクの「投稿を編集」

をクリックしてください。投稿プロセスの修正画面へ遷移します。新規投稿時と同様に、修正を進めてください。 

 

ファイルアップロード画面では、まず旧ファイルを削除してください。 

ファイル右端のチェックボックスにチェックし、削除ボタンをクリックすると削除されます。 

その上で、改めて修正原稿を全てアップロードし直してください。 

 

 この後は、新規投稿時と同様に、基本情報等を修正し、事務局へ投稿を送信してください（P26参照）。 
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５：リジェクト 

 論文がリジェクトされた場合には、その旨を伝える通知が届きます。 

 投稿フローは終了となります。 
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６：修正投稿を行う（メジャー・リビジョン、マイナー・リビジョン） 

①審査結果を確認する 

審査が完了すると、登録時のメールアドレスに以下のようなメールが届きます。 

 

 
 ログインＵＲＬよりログインするか、ホームページよりログインします。 
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ログインすると、「＋審査状況を確認する – [審査中の投稿]」から、「◇審査結果を確認して修正する – [要

修正の投稿]」へ論文が移動しています。「◇審査結果を確認して修正する – [要修正の投稿]」をクリックする

と、論文一覧が表示されます。 

 

 

「審査結果」をクリックすると、結果通知メールの内容を再確認できます。 

 アクションリンクの「査読添付ファイルを表示」より査読関連ファイルをダウンロードできます。審査結果、

および、アクションリンクの「査読添付ファイルを表示」より査読関連ファイルを参照し、修正・改稿を行って

ください。 
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②修正投稿を辞退する 

 アクションリンクの「修正投稿を辞退」をクリックすると、修正を辞退し、論文を取り下げることができます。 

 

③修正投稿を開始する 

 

 修正投稿を開始する前に、修正投稿パッケージ（論文原稿、図表、リビジョンリスト）、修正原稿の文字数、

修正後の標題や抄訳などをご準備ください。準備ができましたら、アクションリンクの「修正投稿を開始」より、

修正投稿を開始します。再度、新規投稿時とよく似たプロセスが始まります。 

 

③－１：論文種別の入力 

 「自由論題」または「Call for papers」を選択できますが、新規投稿時と同じ種別を選択してください。 

 

③－２：ファイルアップロード 

 まずは、初回投稿時から継続して利用するファイルを選択します（継続利用のチェックボックスにチェックし

ます）。ファイルを更新する場合にはボックスにチェックせず、「次へ進む」をクリックします。 

 

 新規投稿時と同様のファイルアップロード画面が表示されますので、修正論文パッケージをアップロードして
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ください。完了したら、次へ進むをクリックします。 

 

 

③－３：キーワード、分野の入力 

 新規投稿時と同様に、キーワードと分野を入力します。初回投稿時の情報が自動挿入されているので、適宜、

修正してください。 

 

③－４：基本情報 

 新規投稿時と同様に、文字数等を入力します。初回投稿時の情報が自動挿入されているので、適宜、修正して

ください。 

③－５：コメント 

 新規投稿時と同様に、編集委員会事務局宛にコメントがある場合、入力します。初回投稿時の情報が自動挿入
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されているので、適宜、修正してください。 

 

③－６：投稿情報 

 新規投稿時と同様に、論文タイトル（標題）、抄録（要約）、共著者のいる場合には共著者情報を入力します。

初回投稿時の情報が自動挿入されているので、適宜、修正してください。入力を終えたら、「PDFを作成」をクリ

ックします。 

 

③－７：事務局へ送信する 

 

 PDF 作成が完了すると、上記画面にアクションリンクが表示されます。いちど「ＰＤＦを表示」をクリックし

てＰＤＦをダウンロードし、確認してください。問題がなければ、アクションリンクより「投稿 - 事務局に送

信する」をクリックします。送信が成功すると、自動で著者メインメニューに戻ります。 

 

「◇審査結果を…」から「＋審査状況を…」に論文が移動されていれば、修正投稿は完了です。 

修正投稿の後、更に修正投稿を求められた場合、同じ手順を繰り返します。 

 


