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はじめに

• 2022年1月開催の宇宙科学シンポジウムでは、

口頭講演・ポスター講演の講演要旨を、研究者の情報発信サイト

であるresearchmap に「資料公開」記事として記載いただきます。

• 講演申込時に、researchmapのサイトの「資料公開」のトップ

ページもしくは「資料公開」のポスター掲載(予定)のページの

URL情報もお送りいただくようお願いしております。

• ここでは、researchmapアカウントの作り方と、researchmap上

での講演要旨の記載方法を説明いたします。
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researchmapのアカウント作成

researchmapのサイトからメニューの「新規登録に
ついて」にアクセスし、説明に従ってアカウントを
作成してください。
通常、1営業日以内にアカウントは発行されます。
大学院生・企業研究者の方もアカウントを作成でき
ます。

researchmap にアカウントをお持ちでない方は、
下記の要領でアカウントを作成します。
すでにアカウントをお持ちの方は、このページは
スキップしてください。

researchmapのトップページ 3

researchmapのサイト
https://researchmap.jp



researchmap上の講演要旨について

• researchmap上の講演要旨は、講演申込フォームに書く内容と同じでも

良いですし、講演に沿ってより内容を膨らませたものでも構いません

(逐次，要旨をアップデートしていただいても問題ありません)。

• ポスター講演については、ポスターファイルをresearchmap上の講演要

旨の「資料公開」ページに添付してください。

(講演申込以後に添付するので結構です。)

• 講演によっては、シンポジウム参加者以外にアクセスされたくない内容

を含んだポスターファイルもあるかも知れません。その場合は、ファイ

ルダウンロードにパスワードを設定してください。

• その際、パスワードは SSS22 としてください。
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資料公開ページの作り方
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1. researchmapへログイン
2. マイポータル(ホーム)へ移動
3. メニューの「資料公開」ページへ
4. 「+追加」ボタンを押す
5. 講演番号，タイトル，概要，Skype

情報等を記載し，ポスターファイル
をアップロード

6. 必要に応じてポスターファイルの
ダウンロードパスワードを設定

7. 「一時保存」が可能
8. 「決定」ボタンで公開

----再編集，追加する場合----
A1. 右上の「編集」ボタンを押して
修正し，「決定」ボタンで公開
（「編集」ボタンがない場合，右下の
「詳細を表示」リンクを押すと出現）
A2.「追加」ボタンを押すことで複数の
資料公開することが可能

※マイポータルに「資料公開」の見出しがない場合，「資料公開」ページに何も表示されない場合は後述参照

1~3.

4.

5~8.

A1.

A1-A2.



完成イメージ
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ポスターファイル

講演番号，概要，
Skype接続先等

タイトル

発表者から訪問者へのコメン
トです．訪問者から発表者向
けのコメント欄はありません．



※マイポータルメニューに「資料公開」ページがない方，
「資料公開」ページに何も表示されない場合
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マイポータルに
「資料公開」の見出しがない

白いページが表示されるだけ

P.10へ

P.11へ



ファイルパスワードの設定
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パスワード設定チェックがない場合
1. 「セッティングモードON」ボタンを押す
2. 右上に出現したグローサ付ホイールマークを
押す
3. 一覧表示にある「資料公開」の「編集」
ボタンを押す
4. 「2段目」の「資料」タブを開き一番下の
チェックを入れ，「決定」ボタンを押す
5. 切り替わった画面で右上の「終了」ボタンを
押す．
6. 左記の「通常」の手順で設定する．

通常
P.5手順6においてチェックボタンを押し
パスワード「SSS22」を入力してください

1.

2.

3.

4.



メニューに「資料公開」がない場合
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メニューに
「資料公開」がない

1. メニューバー横にあるボタンを押す

※researchmapにログインしている前提です

2. 「ページ追加」ボタンを押し，
「資料公開」と記載して「決定」

追加さ
れます



「資料公開」ページになにも表示されない場合
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必要な項目
-1段目
タイトル
概要

-2段目
資料

-3段目
特になし

白いページが
表示されるだけ

※researchmapにログインしている前提です

1. 「セッティングモードON！ 」 2. 「プラグイン追加」ボタンを押す

3. 「汎用データベース」の
「+追加」ボタンを押す

5. 「資料公開」のデータベースフォーマットを
作成．「公開にする」を選択し，1~3段目を
設定して「決定」．右上の「終了」で完了し，
「セッティングモードOFF」で元に戻る．4 「一覧表示」で出てくる「XXXX」

の「編集」ボタンを押すか
「+追加」で「資料公開」を作成



トラブルシューティング
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• 資料公開のページ作成時に編集ボタンが現れない
• researchmapへログインしてください
• 右上のセッティングモードONボタンを押してください
• 右下の詳細表示のリンクを押してください
• それでも現れない場合はresearchmapのヘルプ(https://researchmap.jp/public/inquiry) から

問い合わせフォームを利用してお問い合わせください．

• 資料公開のページで一時保存ができない
• ファイルがアップロードされていない場合エラーがでることがあります
• ポスターができていない期間にそのような状況となった場合，適当なテキストファイルなどダ

ミーファイルをアップロードしておいてください

• 記事が消えた
• 編集ページやセッティングモードON状態で現れる×印のボタンを押すといろいろと消えます．

キャンセルボタンではないのでお気を付けください．



English Version
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The 22nd Space Science Symposium 

Instruction for using “researchmap”

FY2021 Space Science Symposium Committee
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Introduction

• At the 22nd Space Science Symposium held in January 2022, 

abstracts of oral and poster presentations are included in the 

“Document release" page on researchmap, a website for  

researchers.

• When applying for presentations, we ask that you also send us URL 

information on the top page of “Document release" on the 

researchmap site or on the poster publication (planned) page of 

“Document release".

• Here, we will explain how to create a researchmap account and 

how to describe the abstract of the presentation on researchmap.
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Creating your account on researchmap

Access “About New Registration” menu in the 
researchmap site and create your 
researchmap account following the 
instruction there. Typically, the account will be 
ready within one working day.

Graduate students and corporate researchers 
can also create accounts.

Those who do not have researchmap accounts, 
create your accounts as follows.
If you already have the account, skip this page.

researchmap top page [English page] 15

researchmap site
https://researchmap.jp/



Abstracts of the presentation on researchmap

• The abstract of your presentation on researchmap may be the same 

as the abstract written on your presentation application form, or it may 

be rich according to the content of your presentation. 

(There is no problem even if you update the abstract sequentially.)

• For poster presentations, please attach a poster file to the “Document 

release” page of the abstract of the presentation on researchmap. 

(It is OK to attach it after applying for the presentation.)

• You might have a poster file that contains content that you don't want 

anyone else to access. In this case, set a password for the file 

download. 

• In doing so, the password should be “SSS22”.
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How to make a “Document release” page
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1. Log in to researchmap
2. Move to My Portal (Home page)
3. Move to “Document release” page 

appeared in Menu
4. Press “+Add” button
5. Upload poster file with the 

presentation number, title, brief, Skype 
information, etc.

6. Set download password for the poster 
file as required.

7. Allow “Save temporally”
8. Release with “OK” button

---- when re-editing or adding ----
A1. Press “Edit” button in the upper right 
corner to correct, then press the OK 
button to release.
(If there is no "Edit" button, pressing the 
"View details" link at the bottom right)
A2. Multiple documents can be published 
by pressing “+Add" button.

* If there is no heading of “Document release" on My Portal, if nothing is displayed on 
the “Document release" page, please refer to the following pages. 

1~3.

4.

5~8.

A1.

A1-A2.



Finished image
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Poster file

Presentation number, brief, 
Skype connection destination, 
etc.

title

Comment from a presenter to 
visitors. There is no comment 
section for presenters from visitors.



* If you do not have a “Document release" page in the My Portal 
menu, If you don't see anything on “Document release” page
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My portal does not have 
the title of “Document 
release"

I only see white pages.

To page 21

To page 22



Set file passwords
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When there is no password setting check
1. Press the "Setting mode ON" button.
2. Press wheel mark with grousers appearing 
in upper right. 
3. Press the "Edit" button of “Document release" 

in the list view. 

4. Open the “Reference” tab of “Section 2”, 

check the bottom box, and then press the OK 

button.

5. Press the “Quit" button in the upper right of 

the switched screen. 
6. Perform the "Normal" procedure.

Normal
Press the check button in Step 6 on page 
17 and enter the password "SSS22".

1.

2.

3.

4.



If there is no “Document release" in the menu
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On the menu of My 
Portal, there is no 
“Document release".

1. Press the button next to the menu bar

*It is assumed that you are logged in to researchmap

2. Press the green tab "+ Add new 
page", and then enter "Document 
release" and Press "OK“ button.

will be 
added



If you don't see any of them on the Document release page
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Required terms
-Section 1
Title
Brief

-Section 2
Reference

-Section 3
(Nothing in particular)

The white page
It just appears

*It is assumed that you are logged in to researchmap

1. "Setting mode ON!" 2. Press the "Add plugin to center" button

3. Press “+ Add” button of 
“MultiDatabases”

5. Created a data base format for Document release. 
Check “Setting public”, set contents in Section 1-3, 
and finally press “OK”. Complete by “Quit" in the 
upper right, and then "Setting mode OFF".4 Press “Edit” button of "XXXX" that 

appears in "List“ or “+Add” button to 
create “Document release”



Troubleshooting
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• “Edit” button does not appear when creating a “Document release” page.
• Log in to researchmap
• Press the setting mode ON button
• Press the link to “View details”
• If the problem persists, contact the researchmap Help 

(https://researchmap.jp/public/inquiry) using the inquiry form

• Cannot “Save temporally” in the “Document release” page
• An error may occur if the file has not been uploaded
• If this happens while posters are not available, upload a dummy file such as an appropriate 

text file

• The page disappeared
• If you press the “X” button that appears when the edit page or setting mode is ON, various 

items will disappear. Please be careful as it is not a cancel button.


