
Editorial Managerのご提案
～世界標準のシステムを貴誌にとって最適な形で～
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1. Editorial Manager 概要

実績、システム概要

Ver. 1.1 2



1 株式会社アトラス会社概要
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本社所在地

〒101-0051

東京都千代田区神田神保町2-4-63 Daiwa神保町ビル2F

TEL 03-5211-6140(代表) FAX 03-5211-3140

事業内容

一言で表すと：IT × 学術 の会社

・学術論文・電子ジャーナルサービス

・学術大会電子化支援サービス

・学協会業務IT支援サービス

設立 1986年8月

資本金 3,000万円

代表者 代表取締役 中井和寛

従業員数 50名

株式会社アトラスのビジョン

⚫ ITを通じて学術コミュニケーション・学術研究の

発展に寄与し、社会に貢献します。

⚫ 学術に特化した実績と経験を活かし、一歩進んだ、

価値の高いシステムとサービスを提供します。

⚫ お客様に寄りそって期待をうわまわり、

頼れるパートナーになります。

⚫ 一人ひとりが仕事に誇りを持ち、豊かで充実した

人生を送れる会社を目指します。



サービス紹介

学術論文・
電子ジャーナルサービス
ジャーナルの電子化をお手伝いするサービ
スを提供しています。

• オンライン投稿・審査システム

• 電子ジャーナル公開プラットフォーム構築

• 電子ジャーナル公開サイト構築

• オンライン公開・XMLデータ作成

学術大会電子化
支援サービス
学術大会や各種イベントの価値をさらに高
めるサービスを提供しています。

• 電子抄録公開システム

• 演題登録・プログラム編成システム

• 参加申し込みシステム

• 学術大会用ホームページ作成

学協会業務IT支援サービス
会員管理やウェブコンテンツ作成といった
学会業務全般の電子化や、英文校閲サービ
スなどを通じて学会運営全体をサポートし
ています。

• 会員管理システムパッケージ
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1 Editorial Manager 開発・提供元紹介
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社名 Aries Systems（アリエス・システムズ）

本社所在地 アメリカボストン

設立 1986年

代表者 Lyndon Holmes（リンドン・ホームズ）

Aries社の実績

「Editorial Manager」をはじめ世界の学術出版向け

ソフトウェア開発で20年以上の経験をもつ

アメリカボストンの本社のほかイギリス、ドイツにも

オフィスを構える



多くのジャーナルが利用

1 Editorial Manager 概要
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3 4

1. 世界中で採用

便利で気の利いた機能

2. 多彩な機能

利用永続的な改善、価値の向上

4. 機能の拡張

外部連携でより良いものに

3. 外部サービス連携
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1.1 世界中で採用

⚫ 世界で 7,500 誌 以上の学術雑誌が利用

⚫ 日本でも 200 誌 以上の学術雑誌が利用

出版社 学会

米国土木学会 米国内分泌学会

米国地質学会 米国薬学会

米国気象学会

米国心理学会
など

米国消化器病学
会
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生命科学

日本血栓止血学会 - 日本血栓止血学会誌 日本医学教育学会 - 医学教育

日本緩和医療学会 - Palliative Care Research 日本人類学会 - Anthropological Science

日本脈管学会 - 脈管学 日本冠疾患学会 – 日本冠疾患学会雑誌

岐阜大学大学院連合農学研究科 – Reviews in Agricultural 
Science

日本調理科学会 – 日本調理科学会誌

グローバルヘルス技術振興基金 – GHIT Fund 日本理学療法士協会 – 理学療法学

日本理学療法士協会 – Journal of the Japanese Physical 
Therapy Association

ATCS編集委員会 – Annals of Thoracic and Cardiovascular 
Surgery

日本体力医学会 – The Journal of Physical Fitness and Sports 
Medicine

日本バイオレオロジー学会 – Journal of Biorheology

日本生体医工学会 – 生体医工学 耳鼻咽喉科臨床学会 – 耳鼻咽喉科臨床

日本血液学会 – 臨床血液 日本薬学会 – Chemical and Pharmaceutical Bulletin

日本薬学会 – Biological and Pharmaceutical Bulletin
Annals of Vascular Diseases編集委員会– Annals of Vascular 
Diseases

日本薬学会 – YAKUGAKU ZASSHI
日本食品科学工学会 – FOOD SCIENCE and TECHNOLOGY 
RESEARCH

日本食品科学工学会 – 日本食品科学工学会誌 日本集中治療医学会 – 日本集中治療医学会雑誌

日本放射線技術学会 – 日本放射線技術学会雑誌 日本心臓血管外科学会 – 日本心臓血管外科学会雑誌

日本産科婦人科内視鏡学会 – 日本産科婦人科内視鏡学会雑誌
日本酸化ストレス学会 – Journal of Clinical Biochemisliy and 
Nuliition

日本家政学会 – 日本家政学会誌 日本乳癌検診学会 – 日本乳癌検診学会誌

1.1 日本での利用実績
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生命科学
日本リハビリテーション医学会 – The Japanese Journal of 
Rehabilitation Medicine

日本リハビリテーション医学会 – Progress in Rehabilitation 
Medicine

日本育種学会 – Breeding Science 日本体育学会 – 体育学研究

日本生物環境工学会 – 植物環境工学 日本臨床細胞学会 – 日本臨床細胞学会雑誌

東北ジャーナル刊行会 – The Tohoku Journal of Experimental 
Medicine

日本薬理学会 – Journal of Pharmacological Sciences

日本農薬学会 – Journal of Pesticide Science 日本農業気象学会 – 農業気象

園芸学会 – 園芸学研究
園芸学会 – Journal of the Japanese Society for Horticultural 
Science

日本血管外科学会 – 日本血管外科学会雑誌 日本水産学会 – 日本水産学会誌

日本脳卒中学会 – 脳卒中 日本体力医学会 – 体力科学

日本遺伝学会 – Genes & Genetic Systems 日本森林学会 – 日本森林学会誌

日本体育学会 – International Journal of Sport and Health 
Science

日本生態学会 – 日本生態学会誌

日本生態学会 – 保全生態学研究 日本肩関節学会 – 肩関節

日本サイトメトリー学会 – Cytomeliy Research 日本造血細胞移植学会 – 日本造血細胞移植学会雑誌

徳島大学医学部 – The Journal of Medical Investigation 日本フードシステム学会 – フードシステム研究

応用生態工学会 – 応用生態工学 日本小児神経学会 – 脳と発達

日本医真菌学会 – 日本医真菌学会雑誌 四国歯学会 – Journal of Oral Health and Biosciences

1.1日本での利用実績
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生命科学

千葉看護学会 – 千葉看護学会会誌 日本眼光学学会 – 視覚の科学

北海道大学獣医学研究科 – Japanese Journal of Veterinary 
Research

日本メンデル協会 – CYTOLOGIA

日本小児臨床アレルギー学会 – 日本小児臨床アレルギー学会誌 日本小児看護学会 – 日本小児看護学会誌

日本骨髄腫学会 – International Journal of Myeloma 株式会社インターズー – Asian Clinical Veterinary Medicine

日本臨床救急医学会 – 日本臨床救急医学会雑誌 全日本鍼灸学会 – 全日本鍼灸学会雑誌

日本視能訓練士協会 – 日本視能訓練士協会誌 日本肘関節学会 – 日本肘関節学会雑誌

日本消化器内視鏡学会 – 日本消化器内視鏡学会雑誌 日本循環器看護学会 – 日本循環器看護学会誌

日本内分泌外科学会・日本甲状腺外科学会 – 日本内分泌・甲状腺
外科学会雑誌

日本がん看護学会 – 日本がん看護学会誌

日本静脈経腸栄養学会 – JSPEN
日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会 – 日本ストーマ・排
泄リハビリテーション学会誌

北海道作業療法士会 – 作業療法の実践と科学 日本スポーツ栄養学会 – 日本スポーツ栄養研究誌

CBI学会 – CBIジャーナル 日本小児神経外科学会 – 小児の脳神経

日本門脈圧亢進症学会 – 日本門脈圧亢進症学会雑誌 日本蘇生学会 – 日本蘇生学会誌

久留米大学医学部 – The Kurume Medical Journal
内閣府食品安全委員会 – Food Safety – The Official Journal of 
Food Safety Commission of Japan

日本心臓血管麻酔学会 – Cardiovascular Anesthesia 日本理学療法士協会 – Physical Therapy Research

日本小児アレルギー学会 – 日本小児アレルギー学会誌 関東整形災害外科学会 - 関東整形災害外科学会誌

1.1日本での利用実績
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生命科学
日本創傷外科学会 - International Journal of Surgical Wound 
Care

和歌山医学会 - 和歌山医学

日本在宅医療連合学会 – 日本在宅医療連合学会誌 東日本整形災害外科学会 – 東日本整形災害外科学会雑誌

日本補綴歯科学会– Journal of Prosthodontic Research 日本菌学会 - Mycociense

日本組織細胞化学会 - Acta Histochemica et Cytochemica 日本爬虫両棲類学会 - Current Herpetology

日本作業療法士協会 - 作業療法 昭和大学学士会 - 昭和学士会雑誌

日本診療放射線技師会 – 日本診療放射線技師会誌 北日本看護学会 – 北日本看護学会誌

日本母子看護学会 – 日本母子看護学会誌

日本在宅看護学会 – 日本在宅看護学会誌

日本泌尿器内視鏡学会 - Japanese Journal of Endourology

1.1日本での利用実績

（2020年11月30日現在）
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理学・工学

日本トライボロジー学会 – トライボロジスト 日本トライボロジー学会 – Tribology Online

統計数理研究所 – Annals of the Institute of Statistical 
Mathematics

統計数理研究所 – 統計数理

地盤工学会 – 地盤工学ジャーナル
日本フルードパワーシステム学会 – 日本フルードパワーシステム
学会論文集

日本機械学会 – 日本機械学会論文集 日本機械学会 – JSME English Journal

日本コンクリート工学会 – コンクリート工学年次論文集
日本コンクリート工学会 – Journal of Advanced Concrete 
Technology

砥粒加工学会 – 砥粒加工学会誌 電気化学会 – Electrochemistry

計測自動制御学会 – 計測自動制御学会論文集
計測自動制御学会 – SICE Journal of Control, Measurement, 
and System Integration

日本デザイン学会 – デザイン学研究 エレクトロニクス実装学会 – エレクトロニクス実装学会誌

日本感性工学会 – 日本感性工学会論文誌
日本感性工学会 – International Journal of Affective 
Engineering

システム制御情報学会 – システム制御情報学会論文誌
アジア交通学会 – Journal of the Eastern Asia Society for 
Transportation Studies

農業農村工学会 – 農業農村工学会論文集 画像電子学会 – 画像電子学会誌

軽金属学会 – 軽金属 粉体粉末冶金協会 – 粉体および粉末冶金

日本非破壊検査協会 – LU2013 日本磁気学会 – Journal of the Magnetics Society of Japan

日本航空宇宙学会 – 日本航空宇宙学会論文集 日本航空宇宙学会 – 航空宇宙技術

日本航空宇宙学会 – Transactions of the JSASS 日本航空宇宙学会 – Aerospace Technology Japan

1.1日本での利用実績
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理学・工学

照明学会 – Journal of Light & Visual Environment 廃棄物資源循環学会 – 廃棄物資源循環学会論文誌

日本高圧力技術協会 – 圧力技術 水文・水資源学会 – 水文・水資源学会誌

日本画像学会 – 日本画像学会誌 農業情報学会 – 農業情報研究

石油学会 – Journal of the Japan Petroleum Institute
日本鉱物科学会 – Journal of Mineralogical and Petrological 
Sciences

水文・水資源学会 – Hydrological Research Letters 日本塑性加工学会 – 塑性と加工

日本計算工学会 – 日本計算工学会論文集 色材協会 – 色材協会誌

日本船舶海洋工学会 – 日本船舶海洋工学会論文集 精密工学会 – 精密工学会誌

日本木材学会 – 木材学会誌 日本知能情報ファジィ学会 – 知能と情報

ターボ機械協会 – International Journal of Fluid Machinery and 
Systems

日本品質管理学会 – ANQ Congress and Total Quality Science 
by JSQC Submission System

日本実験力学会 – 実験力学 日本実験力学会 – Advanced Experimental Mechanics

フォトポリマー学会 – Journal of Photopolymer Science and 
Technology

日表面技術協会 – 表面技術

日本地下水学会 – 地下水学会誌 地理情報システム学会 – GIS-理論と応用

日本地球化学会 – Geochemical Journal プラズマ・核融合学会 – Plasma and Fusion Research

ホソカワ粉体工学振興財団 – Kona Powder and Particle Journal
日本シミュレーション学会 – Journal of Advanced Simulation in 
Science and Engineering

日本冷凍空調学会 – 日本冷凍空調学会論文集 低温工学・超電導学会 – 低温工学

1.1日本での利用実績
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理学・工学

土木学会 – 構造工学論文集A 人工知能学会 –人工知能学会論文誌

火薬学会 – Science and Technology of Energetic Materials 地盤工学会 – 地盤工学会誌

溶接学会–溶接論文集 日本都市計画学会 -都市計画論文集

日本計算機統計学会 - 計算機統計学
法政大学情報メディア教育研究センター – 法政大学情報メディア
教育研究センター研究報告

日本ガスタービン学会 -日本ガスタービン学会誌/International 
Journal of Gas Turbine, Propulsion and Power Systems

1.1日本での利用実績

（2020年11月30日現在）
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人文・社会科学

日本基礎心理学会 – 基礎心理学研究 日本商業学会 – 流通研究

日本地域学会 – 地域学研究 日本認知心理学会 – 認知心理学研究

パーソナリティ心理学会 – パーソナリティ研究
プロジェクトマネジメント学会 – プロジェクトマネジメント学会
誌

日本NPO学会 – ノンプロフィット・レビュー 日本カウンセリング学会 – カウンセリング研究

日本教育心理学会 – 教育心理学研究 日本家庭科教育学会 – 日本家庭科教育学会誌

国立極地研究所 – Antarctic Record（南極資料） 国立極地研究所 – Polar Data Journal

日本LD学会 – LD研究 日本言語学会 – 言語研究

日本心理臨床学会 – 心理臨床学研究 日本金融・証券計量・工学学会 – JAFEE Journal

日本顔学会 – 日本顔学会誌 日本保育学会 – 保育学研究

経済学史学会 – 経済学史研究 組織学会 – 組織科学

日本健康教育学会 – 日本健康教育学会誌 日本経営工学会 – 日本経営工学会論文誌

コンピュータ利用教育学会 -コンピュータ&エデュケーション 農村計画学会 – 農村計画学会論文集

日本青年心理学会 – 青年心理学研究 日本死の臨床研究会 – 死の臨床

（2020年11月30日現在）

投稿数は年間20本～1,200本まで、

幅広いユーザに利用いただいております。

1.1日本での利用実績
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• 日本小児歯科学会

• 日本歯科放射線学会

• 日本骨代謝学会

• 日本放射線技術学会

• 日本リウマチ学会

• 日本肝胆膵外科学会

• 日本脳腫瘍病理学会

• 日本核医学会

• 日本乳癌学会

• 日本癌治療学会

• 日本胃癌学会

• 日本超音波医学会

• 日本医学放射線学会

• 日本解剖学会

• 日本心血管インターベンション治療学会

• 日本糖尿病学会

• 日本ヒト細胞学会

• 日本ワクチン学会

• 日本寄生虫学会

• 日本ミトコンドリア学会

• 日本生物工学会

• 日本菌学会

日本の学会の実績（海外出版社経由）
•日本神経科学学会

•日本小児神経学会

•日本耳鼻咽喉科学会

•日本眼科学会

•日本食道学会

•日本感染症学会

•日本整形外科学会

•日本心臓病学会

•日本研究皮膚科学会

•日本心不全学会

•日本法医学会

•日本肩関節学会

•日本呼吸器学会

•日本生理学会

•日本人工臓器学会

•日本胸部外科学会

•日本腎臓学会

•日本麻酔科学会

•日本生殖医学会

•日本補綴歯科学会

•日本歯科医学会

•日本矯正歯科学会

• 日本生薬学会

• 個体群生態学会

• 光科学協会

• 粉体工学会

• 日本応用動物昆虫学会

• 日本陸水学会

• 日本木材学会

• 日本動物行動学会

• 日本海洋学会

• 日本魚類学会

• 日本衛生学会

• 可視化情報学会

1.1 世界中で採用
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1.2 多彩な機能①

⚫ 電子投稿システムとして、当然あるべき機能、あると便利な機能、痒いとこ

ろに手が届いた気の利いた機能 を揃えています。

各誌に合わせた審査フローを設定

画面

ユーザ情報 定型メール

投稿票、審査票、査読シートなど、

各誌に合わせて設定
投稿者 事務局 委員長 エディタ 査読者

投稿 受付 エディタ選定 査読依頼 査読

審査修正

採択

不採択

修正投稿

最終投稿

投稿者、事務局、編集委員長、エディタ、
査読者などのユーザ情報は常時更新可能

・・・

操作完了時や依頼時に送信される

定型のメール

××先生

ABCジャーナル編集室です。

この度は投稿ありがとうござい
ました。

履歴など

投稿データ、ファイル、査
読結果、操作履歴やコメン
ト等の情報

投稿者

画面

事務局

画面

委員長

画面

審査フロー

・・・

姓 名 所属 メール

田中 一郎 ○大学 ××@××

鈴木 花子 ▲大学 ××@××

レポート
多彩なレポート

Editorial Manager

は 投稿・審査 の

すべてを集約

統計レポートは
編集委員会などで活用
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1.2 多彩な機能②

投稿者 事務局 委員長 担当エディタ 査読者
投稿者 -初回投稿画面-

初回投稿の画面例です。

著者名、抄録、キーワード等の入力、

ファイルアップロードなどを行います。

各雑誌毎に著者に入力してもらう項目を

カスタマイズします。

受付 エディタ選定 査読依頼 査読

審査修正

採択

不採択

投稿

修正投稿

最終投稿

初回投稿 ファイルアップロード画面 ちょっと嬉しい機能（投稿者画面）

●自動保存機能

投稿者が入力したデータは自動的に保存
されます。外出で一度PCをシャットダウ
ンしても、続きからすぐに再開できます。

●PDFの作成者情報を自動削除

投稿者が添付したファイル（WORD、
Excel、JPEG、LaTeXなど）は自動的に
PDF化され、審査にまわります。

PDFの作成者情報（プロパティ）は自動で
削除されるので、ファイルから投稿者情報
が漏れることはありません。査読者に対し、
投稿者情報を開示しない学会に有効です。

投稿の作業状況を見える化

ナビゲーションバー



事務局の画面例です。

投稿原稿を確認し、受付番号を付与します。

※受付番号は、自動付与、手動付与のどち
らも可能です。
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1.2 多彩な機能③

原稿一覧画面 ちょっと嬉しい機能（事務局画面）

●フラグ・メモ

各原稿に30種類以上のフラグを立てるこ
とが可能です。フラグと共にメモを残す
ことも可能です。

著作権委譲未完、早めに審査を行う必要
がある原稿だ、などのフラグ を立てるこ
とで、一目で判断でき、また委員の先生
方とも共有できます。

投稿者 事務局 委員長 担当エディタ 査読者

受付 エディタ選定 査読依頼 査読

審査修正

採択

不採択

修正投稿

最終投稿

投稿
事務局 –受付画面-

原稿一覧画面では、投稿され
た全原稿の状態（査読中、審
査中など）を一目で確認する
ことができます。



委員長の画面例です。

投稿原稿を確認し、担当するエディタを
選定します。
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1.2 多彩な機能④

委員長 –担当エディタ選定画面-
投稿者 事務局 委員長 担当エディタ 査読者

受付 エディタ選定 査読依頼 査読

審査修正

採択

不採択

修正投稿

最終投稿

投稿

担当エディタ選定画面 ちょっと嬉しい機能（委員長画面）

●編集者の詳細を把握

各編集委員が現在担当中の投稿の本数を
確認できるほか、査読者、著者として仕
掛中の投稿や過去の実績を把握すること
ができます。

現在、何本抱えて
いるか

依頼するエディタを選択

●簡単に原稿の状態を把握

原稿を「依頼したエディタ別の原稿一
覧」、「ステータス別の原稿一覧」等で
確認することができます。

一覧として見やすい方法でご覧ください。



担当編集委員（エディタ）の画面例です。

投稿原稿を確認し、査読者を選定します。
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1.2 多彩な機能⑤

担当編集委員 –査読者選定画面-

査読者選定画面 ちょっと嬉しい機能（編集委員画面）

●担当中の原稿の状態が一目で分かる

自身が担当している原稿の査読進捗状況
が常に表示されます。

見落としや、作業忘れも防ぎます。

投稿者 事務局 委員長 担当エディタ 査読者

受付 エディタ選定 査読依頼 査読

審査修正

採択

不採択

修正投稿

最終投稿

投稿

現在抱えている数、過去
の実績、

などが表示されます。

依頼する査読者に
チェック

1名の査読者から査読報告の
ある原稿が4件あることを示
しています。



査読者・校閲者の画面例です。

査読の結果を入力します。

査読シートは雑誌毎にカスタマイズします。
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1.2 多彩な機能⑥

査読者 –査読結果入力画面-

査読結果入力画面 ちょっと嬉しい機能（査読者画面）

●原稿種別毎の査読シート

査読シートは原稿種別毎に用意すること
が可能です。

投稿者 事務局 委員長 担当エディタ 査読者

受付 エディタ選定 査読依頼 査読

審査修正

採択

不採択

修正投稿

最終投稿

投稿

添付ファイルがある場
合はこちらからアップ
ロード

原著論文用

査読シート

レター用

査読シート

その他の機能については

「 5. 主な機能のご紹介 」

で 紹介します。
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1.3 外部サービス連携①

⚫ 外部サービスやデータベース等と連携して、査読審査

のサイクルを更に充実させます。

投稿 受付
査読者
選定

査読 判定

論文剽窃検知サービス
Similarity Checkで剽窃
チェック

タイトルや抄録からProQuest内の350万人
の研究者をマッチングして、候補者選定

著者の貢献度や
役割を明確化

著者情報の同定 研究助成金情報の登録

関連論文検索
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1.3 外部サービス連携②

# 名称 内容 参考

１ 著者の貢献度や役割を明確化 https://casrai.org/credit/

２ ORCID

著者情報の同定プロジェクト
研究者がORCIDから付与されたIDを
入力するだけで著者情報を自動入力
できる

https://www.atlas.jp/orcid/

※アトラスはORCIDプロジェクトの
メンバーです。

3 FundRef

特定機関の助成研究論文を容易に特
定することができる、助成金に関す
る情報収集・公開をするシステム

https://www.crossref.org/services/f
under-registry/

4

論文剽窃検知サービス
Similarity Checkで剽窃チェック
希望するタイミング（初回投稿時、
修正投稿時、採択時）で自動的に
チェックが可能

詳細は後ページの「主な機能のご
紹介」に記載しております

５ ProQuest
タイトルや抄録からProQuest内の
350万人の研究者をマッチングして
候補者選定

https://www.proquest.com/

https://casrai.org/credit/
https://www.atlas.jp/orcid/
https://www.crossref.org/services/funder-registry/
https://www.proquest.com/APAC-JP/
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1.3 外部サービス連携③

⚫ 日進月歩の、”IT技術“、”ジャーナル界隈のトレンド“、その双方

に、後れを取らず更に新しいものを提供するために、機能拡張を

続けています。機能拡張への投資額は毎年 5億円 です。

※日本からの要望も機能
拡張候補として取り上
げています。

学術界の
トレンド

IT技術の
トレンド

カスタ
マーの
要望

日本のカ
スタマー
の要望



2. Editorial Manager を上手に使う

導入・サポート
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2 Editorial Manager を上手に使う
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Editorial Manager は素晴らしそうだ。
こんなに機能があるし、こんなに実績もある。
このシステムで大丈夫！

本当にこれで大丈夫か・・・
イヤ、違う とアトラスは考えます。



2.1 システム導入に際してよくある失敗事例
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⚫ どこのクライアントも画一的に導入してしまい、シス

テムの良さを活かせない

⚫ システムを導入すれば 100%解決するという期待を

持たせてしまう

⚫ 運用開始後の対応が悪く、苦労し続ける

アトラスはIT会社、IT会社だからこそ痛いほどわかるオチ・・・



2.2 アトラスの役割
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⚫ システムだけの提案ではだめ。便利に使いこなすお手

伝いをすることが最も重要と考えます。

⚫ システムは万能ではないし、100%の満足の確約はで

きない。でも 100%に近づけるように考え、提案し

ます。

EMを導入することではなく、

活用してもらうことを目指す

学協会様



2.3 導入時も導入後も
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⚫ 検討時、導入時、よりも圧倒的に長いのが本番スター

ト後。導入後サポートこそ、電子投稿システム提供に

おける大事な品質の 1つだと考えています。

検討時 導入時 導入後サポート

数か月 数か月 数年

スタート後こそ大切
導入だけ頑張る、
じゃ足りない



2.4 具体的なアトラスの取り組み①
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⚫ ITILに準拠したサポート体制を構築

（サポートメンバーは全員ITIL Foundation有資格者）

※ITILとは … ITサービスマネジメントのデファクトスタンダード

開発元(Aries社)

学協会事務局様

EMサポート
センター

サポート担当

担
当
者

緊急性の高い不具
合や要望は即時に
報告、迅速に対応

定期的な会議（2週に1
度）を実施して常に課題
や要望、進捗を共有



2.4 具体的なアトラスの取り組み②

Ver. 1.1 32

⚫ 各ジャーナルにあわせた導入コンサル

⚫ 英文誌/和文誌、分野、ジャーナルの規模、によって必要な機能や

サポートは異なるので、ジャーナルにあわせたサポートを実施

A誌的な最大活用 B誌的な最大活用

A誌 B誌

A誌にはA誌、B誌にはB誌に適したやり方で、最大限に EM を活用する



Ver. 1.1 33

2.4 具体的なアトラスの取り組み③

⚫ 導入後のカスタマイズは追加料金無し

⚫ テスト運用では洗い出せなかったカスタマイズは導入

後こそ生じる

●審査フローの変更

●各役割への権限付与

●投稿画面の入力項目

●必須・任意の設定

●文字数制限

●査読シートの入力項目

●採否決定シートの入力項目

●各画面の説明文

●メール定型文の追加、変更

カスタマイズ可能な範囲

●期限日の設定

●自動アラートメール

etc…

＜カスタマイズ画面例＞

※学協会様でのカスタマイズも可能です。
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2.4 具体的なアトラスの取り組み④

⚫ 機能拡張のお知らせは、資料を日本語化、かつ

分かりやすく再調整して提供

⚫ 折角の機能拡張も知ってもらわなければ意味がない

Ariesからの資料はアメリカ
的で分かり難い・・・

翻訳だけではなく、おもてな
しの心で理解しやすくする。

多くの方々に便利な新機能を活用して欲しいのです！
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2.4 具体的なアトラスの取り組み⑤

⚫ 知識の共有化の仕組み

⚫ 色々な職種の知識が組み合わさってナレッジになる。会社

としてのナレッジを提案に活用する

⚫ EM活用事例の共有

アトラスのナレッジ
ナレッジから良い提案へ

エンジニア 導入サポート
営業・マーケ
ティング

・最新の技術情報

・世の中の技術トレンド

・お客様からの声

・現場の先生の意見

・EMの活用事例

・学術業界のトレンド

・同業者の横の繋がり



3. 主な機能のご紹介

機能の詳細
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3.1 画面言語パターン

⚫ 3種類の言語パターンを用意

機能概要

ポイント！

「日本語バージョン」、「英語バー
ジョン」、「日本語/英語 切替バー
ジョン」の3種類

ジャーナルに応じた言語パターンの
設定が可能

投稿者 事務局 委員長 担当エディタ 査読者

受付 エディタ選定 査読依頼 査読

審査修正

採択

不採択

投稿

修正投稿

最終投稿

対象箇所

英語情報を後から設定す
ることができます

今は国内の投稿しか
ないが、将来的には海外
からの投稿も受付けたい

英語バージョン

英語画面

ワンクリックで日
本語画面と英語画
面を切り替える

日本語バージョン

日/英 切替バージョン

日本語画面
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3.2 ユーザ情報共有機能

⚫ 他ジャーナルとユーザ情報を共有

機能概要

ポイント！

和文誌、英文誌で利用した場合、片
方にユーザ情報を登録するともう片
方のジャーナルにも反映される

査読割り当て時にそれぞれのジャー
ナルで抱えている投稿数を確認でき
る

投稿者 事務局 委員長 担当エディタ 査読者

受付 エディタ選定 査読依頼 査読

審査修正

採択

不採択

投稿

修正投稿

最終投稿

対象箇所

英文誌では英語名
で、和文誌では日本語名
で表示できます

パスワードは共通の
ものを利用できます

和文誌エディタ

査読者 和文誌 英文誌 合計

Aさん 5 3 8

Bさん 2 1 3

Cさん 2 6 8

Bさんに依頼しよう

外国の先生達は
名前が日本語だと
分からない

パスワードを
一つにしたい
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3.3 多彩な査読者検索

⚫ 4種類の査読者検索条件

機能概要

ポイント！

「通常の検索」、「分野の合致」、
「査読者の専門分野」、「お気に入
り検索」の4種類で検索

原稿に応じて簡単に査読者を検索

エディタ自ら、簡単に査
読者をシステムに登録す
ることができます

依頼しようと思った
査読者が登録されていなけ
れば、事務局に依頼しない
といけない？

通常の検索

「名前」､「所属」､「キーワー
ド」などで検索する

分野の合致

原稿の分野と、査読者に紐付く専門分
野が合致する査読者一覧を表示

査読者の専門分野

分野を選択し、それに紐付く査読者
一覧を表示

お気に入り検索

「著者と同じ所属機関に属する査読
者を除外する」、「査読担当中の投
稿が1件以上ある査読者は除外する」
などのお気に入り検索項目を、各々
が登録しておく

投稿者 事務局 委員長 担当エディタ 査読者

受付 エディタ選定 査読依頼 査読

審査修正

採択

不採択

投稿

修正投稿

最終投稿

対象箇所
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3.4 代替査読者機能

⚫ 代替の査読者を用意しておく

機能概要

ポイント！

査読打診で断られたときに備えて、

予備の査読者をあらかじめ用意できる

◼断られた場合の再依頼の手間いらず

◼査読の停滞防止

必ず代替査読者を
選ぶ必要はありま
せん

必ず代替査読
者を選ばないとい
けない？

正規の査読者

●査読者選定時に正規の査読者と代替査読者を

選択しておく。

●正規の査読者に断られた時点で代替査読者が

正規の査読者に昇格して、 打診メールが送信

される。

代替査読者

正規の査読者
に昇格した時
点で査読打診
メールが送信
される

A B 正規の査読者

C 代替査読者D

Aさんに断られたらCさん、

Bさんに断られたらDさんを昇

格させるといった設定も可能

投稿者 事務局 委員長 担当エディタ 査読者

受付 エディタ選定 査読依頼 査読

審査修正

採択

不採択

投稿

修正投稿

最終投稿

対象箇所
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3.5 自動督促

⚫ 督促メールを自動的に送信する

機能概要

ポイント！

査読報告が遅れている査読者、修正
原稿提出が遅れている著者などに対
して、自動督促メールを送信

複数のパターンを
登録することがで
きます

査読期限1週間前、
期限1週間後、3週間後、
1ヶ月後、いろんなパ
ターンを登録したい

進捗の停滞を防ぐ

期限から

1週間遅延

あと3日
ですよ

1週間過ぎ
てますよ

自動リマインダ ToDoリスト送信

定期的に委員長やエディタに対して、

それぞれのToDoリストを自動送信

（毎週月曜日など）
ToDo

リスト

毎週

月曜日

●新規担当：×件

●規定査読数達成原稿：▲件

投稿者 事務局 委員長 担当エディタ 査読者

受付 エディタ選定 査読依頼 査読

審査修正

採択

不採択

投稿

修正投稿

最終投稿

対象箇所
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3.6 代理操作

⚫ 事務局による他のユーザの代理操作

機能概要

ポイント！

事務局はID/パスワードを知らなくて
も各ユーザの画面に自由に入れる

代理操作をすることで、他ユーザの
操作確認や、操作補助が可能

ユーザ情報検索から

当該のユーザを検索し、
ログインする

ユーザ一覧画面
作業履歴には「誰が」、
「いつ」代理操作した
か残るので安心

投稿者 事務局 委員長 担当エディタ 査読者

受付 エディタ選定 査読依頼 査読

審査修正

採択

不採択

投稿

修正投稿

最終投稿

対象箇所
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3.7 Similarity Check

⚫ 論文剽窃検知サービス

機能概要

ポイント！

CrossRef が提供する論文剽窃検知
サービスSimilarity Checkと連携

希望するタイミング（初回投稿時、
修正投稿時、採択時）で自動的に
チェックが可能

類似率の

パーセンテージを

表示します

Editorial Manager画面 Similarity Check画面

投稿者 事務局 委員長 担当エディタ 査読者

受付 エディタ選定 査読依頼 査読

審査修正

採択

不採択

投稿

修正投稿

最終投稿

対象箇所
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3.8 原稿種別毎の投稿票の設定

⚫ 同じ雑誌でも複数の投稿票を用意

機能概要

ポイント！

原著論文とレターで著者に入力しても
らう項目を変えることが可能。（入力
項目、必須有無、文字数制限など）

ヒアリング内容が原稿種別毎に異な
る場合に有効

原著論文 レター

論文種別

標題

著者情報

カテゴリー

抄録

キーワード

推薦査読者

非推薦査読者

ファイルアップロード

論文種別

標題

著者情報

ファイルアップロード

設定例

●詳細設定も変更可能

・入力項目の有無

・同じ項目でも必須かどうか

・入力文字数制限
※抄録文字数は原著では400文字、

レターでは200文字など

いつでも原稿種別
を追加することが
できます

原稿種別が
後から追加される
ことが予想される

投稿者 事務局 委員長 担当エディタ 査読者

受付 エディタ選定 査読依頼 査読

審査修正

採択

不採択

投稿

修正投稿

最終投稿

対象箇所
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3.9 レポート機能

⚫ 様々なレポートを出力

機能概要

ポイント！

30種類以上の定型レポート

定型以外に学会で欲しいレポートの
設定も可能

編集委員会の資料などで活用

学会独自のテンプ
レートを作成する
ことが可能です

現在編集委員会で
使用している

レポートに合わせたい

■投稿状況

■月別投稿数

■国別投稿数・採択数

■原稿種別毎の投稿受付数

■特定期間の審査結果

■エディタ別審査結果

■平均審査・査読日数

■投稿別審査処理日

■査読者別査読状況・査読結果

■査読数TOP20

■ユーザ情報一覧

■ユーザ情報の分野一覧

■所属機関別ユーザ情報一覧

など

定型レポート（一部）

レポート自動送信

委員長や事務局に対して、集計
したレポートファイルを定期的
に添付して自動送信

毎月1日

前月の結果を集計した
レポートファイルが自
動的に送信される

毎週月曜日などの
設定も可能

自動的に図や
グラフ化も

投稿者 事務局 委員長 担当エディタ 査読者

受付 エディタ選定 査読依頼 査読

審査修正

採択

不採択

投稿

修正投稿

最終投稿

対象箇所
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3.10 共著者確認

⚫ 本当に共著者であるかの確認

機能概要

ポイント！
同意を得ずに共著者となっていないか
の確認

46

◼初回投稿完了時に共著者に対して
メールを送信

◼本当に共著者か同意してもらう

投稿者 事務局 委員長 担当エディタ 査読者

受付 エディタ選定 査読依頼 査読

審査修正

採択

不採択

投稿

修正投稿

最終投稿

対象箇所

パターン１ – メール配信のみ -

初回投稿完了時に共著者全員にメール配信

初回投稿完了

共著者A 共著者B

あなたが共著者と
なっている原稿が
投稿されました

パターン２ – しっかりと同意を得る -

初回投稿完了時に共著者全員にメール配信し、

更に、「同意する/同意しない」を選択させる

共著者A 共著者B

同意する場合はこちらをクリック

http://○○○○○○

同意しない場合はこちらをクリック

http://××××

初回投稿完了
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3.11 ディスカッション機能

⚫ 委員長、エディタでオンライン討論

47

機能概要

ポイント！

判断に迷った原稿などを議題にあげて、
オンラインでディスカッションする機能

編集委員会を開催して採否の議論を
する学会の場合、集まらなくても、
この機能を用いて代替可能

投稿者 事務局 委員長 担当エディタ 査読者

受付 エディタ選定 査読依頼 査読

審査修正

採択

不採択

投稿

修正投稿

最終投稿

対象箇所

招待者選択画面

ディスカッション画面

招待する委員長、
エディタを選択

コメントを入力
して投稿 コメントの履歴



査読票

Ver. 1.1

3.12 規定査読者数到達のお知らせ

⚫ 査読が完了したことの通知

48

機能概要

ポイント！

規定数の査読が完了した時点で、
査読を依頼したエディタに対して、
完了通知が送信される

査読が完了したかどうかを気にする
必要がなくなる

投稿者 事務局 委員長 担当エディタ 査読者

受付 エディタ選定 査読依頼 査読

審査修正

採択

不採択

投稿

修正投稿

最終投稿

対象箇所

原稿種別や原稿の内容
によって、査読者数を変え
ることができます

原稿によって、
査読者数を変えるこ
とがある

査読票

査読者A

査読者B

エディタ

規定の人数の査読が
完了しました

提出

提出
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3.13 査読者に対する配慮

⚫ 査読者へ採否結果などを通知する
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投稿者 事務局 委員長 担当エディタ 査読者

受付 エディタ選定 査読依頼 査読

審査修正

採択

不採択

投稿

修正投稿

最終投稿

対象箇所

機能概要

ポイント！ 担当してくれた査読者にお礼を
※送信しない設定も可能です

◼査読完了時にありがとうメールを送信

◼担当した原稿の採否結果を送信

採否結果の通知

採否決定 著者

当該原稿の

査読者

審査の結果、
採択になりました

査読いただいた
A論文は採択とな
りました。

サンキューメール

査読者

査読いただき、

ありがとうございました

査読報告の提出完了時に、査読者に対し
て御礼メールを送信
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3.14 多彩なフロー

⚫ ジャーナルに適したワークフロー
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機能概要

ポイント！

様々なシステムフローを設定可能

最適なフロー

投稿者 事務局 委員長 担当エディタ 査読者

受付 エディタ選定 査読依頼 査読

審査修正

採択

不採択

投稿

修正投稿

最終投稿

対象箇所

投稿者 事務局 委員長 エディタ 査読者

投稿 受付 エディタ選定 査読依頼 査読

修正

採択

不採択

修正投稿

最終投稿

投稿者 事務局 委員長 査読者

投稿 受付 査読依頼 査読

修正

採択

不採択

修正投稿

最終投稿

投稿者 事務局 委員長 エディタ 査読者

投稿 受付 エディタ選定 査読依頼 査読

修正

採択

不採択

修正投稿

最終投稿

審査

編集委員会

フロー例 ※この他にも様々なフローを設定することが可能です

●担当エディタが採否決定の権限を持つ例 ●委員長が1人でまわしている例
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3.15 その他の機能

機能名 概要

ユーザ情報のマージ

（名寄せ）

同じ人で複数のアカウントが作成されてしまった場合、

アカウントをマージ（名寄せ）することが可能です。

ディープリンク
メールの中に記載されたURLをクリックするだけで、ログインすることが

可能です。セキュリティを考慮してセットします。

エディタ投稿時の

ブラインド

編集委員長やエディタが投稿した原稿は、当該の人に

審査工程を見せないように、ブラインドすることが可能です。

二重投稿のチェック日数設定
投稿者の重複投稿を防ぐために、指定した日数内に同じ投稿者から投稿が

ある場合、重複マークを表示します。

出版者ロール
「出版者ロール」から、採択後のデータをダウンロードすることが可能で

す。FTPサーバへの転送も可能です。

ORCIDを使用したユーザ登録
EMにユーザ登録する際に、ORCIDに登録している氏名や所属機関の情報

を取り込むことが可能になりました。

編集者の一括アサイン

複数の編集者を一度の操作でアサイン（依頼）可能になりました。

例えば、編集委員長と担当編集委員を一回の操作でアサインすることがで

きます。



4. 導入ステップ

導入までの流れ
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⚫ お申し込みからご契約までの流れ

※各学協会のご事情にあわせてスケジュールは調整可能です。
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4.1 導入ステップ①

ご検討

STEP1

お申込み

STEP2

ご契約

STEP3

…学協会様作業 …アトラス作業

ご紹介資料の送付、概算の
御見積作成、デモサイトの
ご提供

基本契約書、御見積書・注文
書をお送りいたします。

内容ご確認いただき注文書を
PDFまたはFAXにてアトラス
へお送りください。

注文書をアトラスが受領いたし
ましたらご契約となります。

ご契約後に初期費用のご請求書
をお送りいたします。



⚫ 初回打ち合わせ後、3ヶ月～6ヶ月で運用開始できます。

※各学協会のご事情にあわせて数週間程度でも導入可能です。
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4.1 導入ステップ②

本運用

STEP8

初回打合せ

ヒアリング

（3時間）

STEP4

サーバ設定

カスタマイズ

14営業日

STEP5

試行前

打合せ

（3時間）

STEP6

試行運用

(1～3ヶ月)

STEP7

…学協会様作業 …アトラス作業

投稿票、審査表、
査読票の画面項目
やシステムフロー
についてヒアリン
グします。

ヒアリングした内容
をシステムに反映さ
せます。

カスタマイズの設定
確認や試行前の注意
点などを説明します。

テスト論文を用いて、
試行を進めていただ
きます。

※各学協会の事情に
より試行期間は調整
させていただきます。

微調整のカスタマ
イズを実施し、本
番開始です。

運用開始後、サ
ポート費用のご請
求をお送りいたし
ます。



6. デモサイト

体験してみる
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⚫ デモサイトは日本語版、英語版、日本語/英語切替版の

全部で3つご用意しております。
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6.1 デモサイト①

URL

日本語版 ：

英語版 ： http://www.editorialmanager.com/atlas3/

http://www.editorialmanager.com/atlas6/

日英切替版： http://www.editorialmanager.com/atlas9/

⚫ 多くの学会様に同時にご利用いただいております。

⚫ 新規ユーザ登録は行わないで下さい。

⚫ ユーザ情報変更（メールアドレス等）は行わないで下さい。

⚫ 投稿時に使用する原稿は、正式な原稿ではなくダミーファイルで投稿して下さい。

注意事項
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6.1 デモサイト②

デモサイトシステムフロー

受付 エディタ選定 査読依頼 査読

審査修正

採択

不採択

投稿

修正投稿

● 修正依頼は編集委員から直接著者に通知されます

● 最終的な採否の決定は委員長が行います

⚫ デモサイトに設定されているシステムフローです。
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6.1 デモサイト③

役割 使用ログインボタン（英 / 日） ユーザ名 パスワード

著者 Author Login / 著者ログイン at-author Authortest1111

査読者1 Reviewer Login / 査読者ログイン at-reviewer1 Reviewertest1111

査読者2 Reviewer Login / 査読者ログイン at-reviewer2 Reviewertest2222

査読者3 Reviewer Login / 査読者ログイン at-reviewer3 Reviewertest3333

査読者4 Reviewer Login / 査読者ログイン at-reviewer4 Reviewertest4444

編集委員1 Editor Login / 編集者ログイン at-editor1 Editortest1111

編集委員2 Editor Login / 編集者ログイン at-editor2 Editortest2222

編集委員3 Editor Login / 編集者ログイン at-editor3 Editortest3333

編集委員長 Editor Login / 編集者ログイン at-chief Chieftest1111

事務局 Editor Login / 編集者ログイン at-office Officetest1111

出版者 Publisher Login / 出版者ログイン at-publisher Publishertest1111

⚫ デモサイトにはテストに必要な役割のユーザを既に登録してあります。

下記のユーザ名、パスワードでシステムにログインして下さい。
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株式会社 アトラス

お問合せ先

⚫ 電話 ： 03-5211-6140   

⚫ FAX ： 03-5211-3140   

⚫ メール ： info@atlas.jp


