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はじめに 

論文の査読者の意見はピアレビュー プロセスの重要な一部です。このガイドは、

ScholarOne Manuscripts の査読者のロールの概要を説明することを目的としています。 

 

レビュープロセス 

以下の手順はレビュープロセスの高位の手順です。本書では以下の各手順について詳

しく説明します。 

 査読の依頼の受信 

 依頼の承諾 

 論文の査読 

 オンラインでの査読  

 査読の投稿 

 

依頼の受信 

査読者は論文の査読の依頼を E メールで通知されます。E メールのテキストはカスタマ

イズできるため、その内容は雑誌によって異なる可能性があります。 
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依頼への回答 

E メールには依頼の回答に使用するハイパーリンクが含まれていることがあります。適

切なハイパーリンクを選択すると、回答が雑誌に送信され、その回答でシステムが更

新されます。 

 

[同意済み] ハイパーリンクを選択すると、査読者センターへのリンクを含む追加の  
E メールが送信されます。リンクをクリックして査読を開始します。 

 

 

備考:  E メールに回答用のリンクが含まれていない場合は、E メールで返信する必要が

あります。  

 

E メールに返信する代わりに査読者センターにログインすると、新しい依頼の受信が通

知されます。 
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[依頼の表示] を選択して、[アクション] 列から適切な回答を選択します。[同意して査

読を開始する] を選択すると、投稿とスコアシートに直接移動します。 

 

サイトに [辞退 - 代替の推薦] オプションが設定されている場合、このオプションを選

択すると確認画面が表示されます。 

 

[確認しました] オプションをクリックすると、代替の推薦を記録するための新しい画

面が表示されます。  
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推薦を送信すると、画面に御礼のメッセージが表示されます。 

 

[辞退] や [休止] などの他のオプションでも回答の確認を求められます。回答が記録さ

れると御礼のメッセージが表示されます。 
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査読者センターへのログイン 

ログイン 

ScholarOne Manuscripts の雑誌のサイトにはそれぞれ固有の Web アドレス（URL）があ

ります。通常、雑誌から送信する依頼メールまたは依頼回答メールでそのアドレスが

提供されます。URL がハイパーリンクされている場合は、E メール内のリンクを選択し

ます。ブラウザのアドレスフィールドにWebアドレスを入力して、キーボードの Enter 
キーを押してもアクセスできます。雑誌のログインページが表示されます。 
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ORCID ログイン 

雑誌サイトは、ORCID ログインを使用するように設定されている場合があります。[ロ
グイン] ボックスの下部にある [ORCID iD でログイン] ボタンをクリックします。  

 

次に、ORCID ID にログインするか、ORCID アカウントを登録します。  

ユーザーがこのログインプロセスを以前に実行したことがある場合、またはすでに 
ORCID iD を ScholarOne プロファイルにリンク済みである場合、ScholarOne サイトに自

動的にログインされます。  

このときに初めて ORCID と ScholarOne アカウントをリンクする場合は、発行者または

雑誌が ORCID iD を取得し、ユーザー名や住所などアクセスが制限された情報を読み取

ることを承認するよう求められます。アクセスが制限された情報を読み込むと、

ScholarOne アカウントのない新しいユーザーのアカウント作成時に必要なプロファイ

ル情報が事前入力されて入力が簡略化されます。  
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次に、ORCID アカウントを ScholarOne サイトにリンクします。新しいアカウントを 
作成するか、既存のサイト資格情報でログインかを選択するオプションが表示され 
ます。  

 

 

すでに ScholarOne サイトでアカウントを所有している場合は、ScholarOne ログイン資

格情報を一度だけ入力する必要があります。以降は、ScholarOne または ORCID 資格情

報のいずれかを使用して参加サイトにログインできます。  
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アカウントの設定とメンテナンス 

雑誌の ScholarOne Manuscripts サイトのアカウントは、以下の 2 つの方法のいずれかで

作成できます。 

 雑誌がアカウントを作成し、ログイン方法の説明をメールで送信します。 

 一部の雑誌には査読の招待にアカウント情報が含まれます。アカウント情報

が届かない場合はパスワードの取得方法を確認します。 

 

アカウント情報を更新するには、自分の名前をクリックして更新するセクションを選

択します。 

 

 

備考:  ここでユーザー ID とパスワードを変更することもできます。 

 

 

パスワードヘルプ 

パスワードを忘れた場合は、[パスワードのリセット] を選択します。 
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E メールアドレスを入力して、[リセットリンクの送信] ボタンを選択します。システム

からパスワードをリセットする方法の詳細を含む E メールが送信されます。 

 

 

言語の切り替え 

言語の切り替えでは、デフォルト言語の英語から別の言語に表示を切り替えることが

できます。この機能がサイトに設定されている場合は、画面上部のヘッダーに言語の

切り替えが表示されています。現在利用可能な言語は、フランス語、中国語、日本語

です。 
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備考:  すべてのアップロードされた文書とエンドユーザーが提供したテキストは切り

替わらず、各ユーザーが入力した言語で表示されます。 
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査読者センターの概要 

ホームページ 

[ホーム] ページには、ロールに基づいて基本的なナビゲーションが表示されます。 
権限のあるロールのみが表示されます。さまざまな発行物に対するサイドナビゲー 
ションも表示されます（該当する場合）。 

 

[ホーム] ページには多数の便利なナビゲーション機能と、サイト固有の情報や画像が

含まれています。 

ヘッダー 

クイックリンク: 次の機能にアクセスできます。 

 ユーザー名 – クリックしてアカウントを編集します。 
 投稿規定・各種書類 – 雑誌固有のユーザー向け説明文と、ピアレ

ビュー プロセスに必要な雑誌固有のフォーム。管理者にはページ

を編集するための画面が表示されます。  
 ヘルプ – さまざまなヘルプ機能へのリンク。  
 ログアウト 
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雑誌のロゴ 

トップレベルメニュー: このメニューからロール別のセンターと機能にアクセス

します。ユーザーがアクセス権を所有しているセンターのみが表示されます。

管理者センターや編集者センターなど一部のセンターは、ドロップダウンリス

トの付いた見出しの下にグループ化されています。システムでの操作中、この

メニューは常時表示されるため、ユーザーは容易に機能を切り替えることがで

きます。 

左メニュー: 他の雑誌に切り替えるオプション（設定されている場合）と、ヘル

プや文書へのリンクにアクセスできます。 

 

論文の査読 

査読センターにアクセス 

トップメニューで [査読] のロールを選択します。 

 

 

査読する論文にアクセス 

[査読] ダッシュボードには、査読する必要がある論文の数が表示されます。[アクション]
では [査読の継続]、[要旨の表示]、[プルーフの表示]、または [雑誌に連絡] を選択でき

ます。 
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[査読の継続] を選択すると、画面の左側に PDF のプルーフ、右側にスコアシートが表

示されます。このタイプのナビゲーションを使用すると、PDF のプルーフをスクロー

ルしたり、査読する文書の領域の横にスコアシートを表示することができます。  

 

論文の査読とスコアに役立つ 4 つの追加のタブがあります。 
 

 ファイル: アクセスできるファイルがすべてリスト表示されます。 
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 詳細: 投稿の詳細とバージョン履歴、著者名（ブラインド法による査読以外

の場合）、要旨が表示されます。 

 

 

 説明: 雑誌が指定した説明が表示されます。 
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 検索ツール: Web of Science や PubMed などの検索エンジンで投稿内の情報を

検索できます。アクセスできる検索エンジンは、出版社や雑誌によって決ま

ります。 
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査読のスコアと投稿 

スコアシートの形式は雑誌によって異なり、雑誌固有の質問、評価フィールド、著者

へのコメント、編集者へのコメント、およびファイルを添付する機能が含まれること

があります。 
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備考:  赤色のアスタリスクの付いたフィールドには、スコアシートを送信する前に回

答する必要があります。 

 

スコアシートの上にクイックリンクが表示され、要旨と著者の回答にアクセスできます。 
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査読者の PUBLONS オプトイン 

スコアシートに設定されている場合、 Publons でピアレビューの査読者の投稿が即時に

認識されます。[はい] を選択すると認識され、リンクをクリックすると Publons の詳細

が表示されます。 

 

 

備考: Publons の記録に過去の査読結果を追加する方法については、「完了済み査読の 
Publons クレジット」のセクションを参照してください。 

 

ORCID ID の関連付け 

スコアシートは査読者の ORCID iD を要求するように設定できます。査読者の回答は、

必須にも任意にも設定できます。査読者がログインすると、ORCID iD が査読者のアカ

ウントに関連付けられます。ログインしていない場合は、サイトに査読フォームが表

示されている場所のみが表示されます。 

ORCID iD がない場合、質問は以下のように表示されます。 
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ORCID iD を関連付けた後、質問には、関連付けられた ORCID iD が表示されます。 

 

 

ファイルの添付 

ドロップゾーンをクリックするか、コンピューターからファイルをドロップします。

最大 10 ファイルを一度にドロップできます。  
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ファイルはアップロードする前に標準基準を満たす必要があります。査読者はファイ

ルの提供先に関する必須の質問に回答する必要があります。通常、これは著者と編集

者か、編集者のみとなります。回答するとアップロードプロセスが開始されます。 

 

 

査読を送信すると、画面に通知が表示されます。 
 

 

  



  ScholarOne Manuscripts™ | 査読者 ユーザーガイド  ページ 23  

© 2019 Clarivate Analytics  
発効日: 2019 年 8 月 13 日 
版: 2.8   

雑誌への連絡  

査読中の論文について質問がある場合、雑誌の担当者に問い合わせる必要があります。 

 

[事務局へ問い合わせ] リンクを選択すると、新しいウィンドウが開いて連絡する適切

な担当者に宛てた E メールを作成できます。 

 

 

その他の通知 

査読プロセス中に受け取ることができるその他の通知は、今後の査読の期限の通知と

査読が期限切れになった場合の通知です。 
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著者の回答の表示 

修正論文の場合、詳細タブの採否通知に対する著者の回答を表示できます。設定され

ている場合、著者に送信された採否通知も表示できます。 

 

[著者の回答] リンクをクリックすると、回答に関する情報にアクセスできます。 
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査読の推奨事項 

査読フォームは 30 秒ごとに自動的に保存されます。保存するときにフォームの右下に

短いメッセージが表示されます。その表示は 1 秒で消えます。  

 

査読者は [草稿として保存] ボタンを使用すると手動で保存できます。また、[保存＆ 
印刷] ボタンを使用すると印刷することもできますブラウザの機能または [保存＆印刷] 
ボタンを使用して、ID、タイトルおよびフォームを含むページの右側を印刷できます。 

コメントをカットアンドペーストする場合は、ワードパッドやメモ帳などのプレーン

テキスト エディタを使用することをお勧めします。 

多くのサイトがブラインド法による査読を行っているため、著者へのコメントには名

前を含めないでください。 
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査読結果の表示 

査読を投稿した後、ダッシュボードの [投稿済みスコア] セクションで査読結果にアク

セスできます。 
  

 

[アクション] 列で [投稿済み査読の表示] を選択します。新しいウィンドウに査読結果

が表示されます。 
  

  



  ScholarOne Manuscripts™ | 査読者 ユーザーガイド  ページ 27  

© 2019 Clarivate Analytics  
発効日: 2019 年 8 月 13 日 
版: 2.8   

査読結果対する PUBLONS クレジット  

Publons では、学術機関が雑誌への学術寄稿やピアレビューを追跡、確認および紹介で

きます。ScholarOne を使用すると、ユーザーはすでに完了した過去の査読のクレジット

を取得できます。  

[Publons クレジットが保留の査読] 待ちリストから過去の査読にアクセスします。 

 

クレジットを受け取るには、該当する論文の横にあるチェックボックスと [Publons  
クレジットの取得] を選択します。 

 

Publons へのデータ転送を確認する完了メッセージが表示されます。 
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Web of Science Group について 
Clarivate Analytics の Web of Science Group が管理する世界の研究情報は、研究を加速するために多様な学

界、企業、出版社、政府で利用されています。また、そのために出版社に中立な世界最大のサイテーシ

ョンインデックスとリサーチインテリジェンスのプラットフォームである Web of Science が活用されて

います。そのほかにも、Converis、EndNote、Kopernio、Publons、ScholarOne、Institute for Scientific 
Information (ISI)などの有名ブランドを提供しています。Web of Science Group の「大学」である ISI はイン

デックス、関連情報、分析コンテンツ、サービスを構築する基盤となるナレッジコーパスを管理し、イ

ベント、会議、出版物を通して外部にその知識を広め、調査を実施してナレッジベースの維持、拡張、

改善に努めています。詳細については、webofsciencegroup.com をご覧ください。  
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