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2012年 J-STAGE3
Journal@rchiveサイトとの統合、デザイン・
ユーザーインターフェースの刷新、データ
形式を国際標準であるXML方式へ移行、
購読・販売管理機能の強化などの改革を
実施

2015年11月 登載対象コンテンツ拡大・Web登載機能追加
2016年 ELSデータ移行を開始

評価版の開発（公開インターフェース改善）

J-STAGEの来歴
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1999年 J-STAGE

ジャーナルの電子化による情報の発信と流通の迅速化を

目的としたプラットフォームとしてサービスを開始

2003年 J-STAGE2
横断検索機能、My J-STAGE機能、早期公開、全文HTML公開などの機能を追加

2005年～
2011年

学協会誌について創刊号まで
遡って電子化し、169万論文を公開

国立情報
学研究所
電子図書
館事業
(NII-ELS)
の終了
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J-STAGE評価版とは
＜J-STAGE評価版とは＞

J-STAGEの画面インターフェース改善のため、新画面を反映し試験的に公開を行っている、J-
STAGEベータ版サイト

https://jstagebeta.jst.go.jp/browse/

＜開発経緯＞

J-STAGEの画面まわりについて多くの課題・要望（直感的に操作しにくい、表示される英語が
分かりにくい、ジャーナルの情報をもっと効果的に発信したい等）

J-STAGE評価版は、海外のジャーナルプラットフォームを参考に、見やすく、使いやすく、海
外発信力強化へ繋がる電子ジャーナルプラットフォームとなることを目指して製作

＜J-STAGEが目指すもの＞

J-STAGE登載ジャーナルの「閲覧数増加」「引用数増加」「投稿数増加」「ブランド力向上」
「学会活動の強化」「国際発信力強化」etc…
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国際発信力強化へ国際発信力強化へ

＜評価版の基本開発方針＞
1. 見やすく、使いやすいジャーナルサイトへ
2. 関連する学術情報を紹介
3. 利用機関自らが独自の工夫でジャーナルをアピール



J-STAGE評価版 これまでの公開状況
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※日本薬学会：「Chemical and Pharmaceutical Bulletin」、
「Biological and Pharmaceutical Bulletin」

日本機械学会：「Mechanical Engineering Letters」

2016年5月18日：
J-STAGE評価版を試験的に公開開始
（※モデル誌3誌のみ公開）

2017年3月29日：
J-STAGE評価版の画面デザインを一新
（引き続きモデル誌3誌のみ公開）

評価をいただく目的のため「評価
版」。日本語ページや
My J-STAGE機能等を持たない、
最小限開発の試験サイト

皆様からのご意見を反映し、デ
ザインを大きく変更。また日本語
ページやMy J-STAGE機能も追
加し、今のJ-STAGEと同機能に

使い心地、ご要望をこちらの
Feedbackボタンより受け付け。
→総計76名より168項目のコメ
ント（要望、好評ご意見等）をい
ただきました。



現行J-STAGEへの新画面の適用
2017年11月25日（土）、現在のJ-STAGEを新画面に切り替え予定

切り替え後は全誌の公開画面が新しいデザインとなります

旧J-STAGEの画面は残りません

URLに変更はありません

新画面切り替え後の利用機関の運用

記事の公開作業はこれまで通り編集登載システムを使用

記事の登載方式や、書誌XMLファイル、全文XMLファイル等に変更はなし

新管理ツールを利用してジャーナルに関する情報発信が可能

切り替え前の利用機関準備期間

10月初旬から11月中旬頃まで（予定）、サイトの見た目の確認・ジャーナル情
報を事前に入力いただく準備期間を設定（利用機関のみアクセス可）

新画面確認環境へのアクセス方法は後日改めてメールでご案内予定
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J-STAGEトップ

資料ページ
1. 資料トップ

2. 過去の巻号

3. おすすめ記事

4. この資料について

書誌ページ

全文HTMLページ

ウィジェットエリア

モバイル画面

[注] - 画面レイアウトおよび機能は開発中のため、予告なく変更されることがあります。

- ご紹介する画面に含まれる情報は開発のためのテストデータです。そのため実際の情報と異なる場合があります。
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新画面ご紹介



トップページ(1)

My J-STAGEへの登録を促し、利用者を
お気に入り資料登録、お気に入り記事登録
へ繋げる

自動ログイン機能によってこれまでより容
易にMy J-STAGE機能を利用可能

「Register to My J-STAGE for free!」
のポップアップについては、トップページ
に限らずJ-STAGEに遷移した時に表示さ
れる。一度閉じると以後は表示されない
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J-STAGE全体でのアクセスランキング1～5位を表示
（PDF＋全文HTMLの閲覧数でカウント）

Graphical abstractがある場合右側に画像を表示。マ
ウスオーバーで拡大

My J-STAGE登録・ログインボタン

ランキング表示

現行J-STAGEと同様。デフォルト15件、more押下
で計30件表示

新着タイトル一覧

現行J-STAGEと同様。デフォルト10件、more押下
で計30件表示

新着号一覧



トップページ(2)

現行J-STAGEの「資料名別一覧」「機関別一覧」
「分野別一覧」に相当

7

資料を探す

SNS連携

J-STAGEに登載されている分野をイメージ。左から順に「医
学・ライフサイエンス」「物理・化学」「人文社会学」「情
報・テクノロジー・コミュニケーション」「エンジニアリン
グ・宇宙・惑星・天体」を意味する。7秒ごとに自動スライド

トップバナー

J-STAGEからのお知らせエリア

J-STAGE概要、お知らせ、利用規定、FAQ等の
各種静的ページへのリンク

静的ページリンク

検索ボックスより全文検索。また右下の
「Advanced search」より詳細検索ページへ

検索ボックス



My J-STAGEログイン中、こちらよりお気に入り登録可能

資料ページはタブ切り替え

資料ページ(①資料トップ)(1)

インパクトファクターを持つ資料はこちらからアピール可能
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最新号記事を最大4件、任意に表示

またグラフィカルアブストラクトを含む記事の場合、合わせて表示

（記事を設定しない場合、ランダムに4件）

おすすめ記事を最大5件まで資料トップに表示可能

利用機関からのコメントも表示可能（青枠部分）

→学会賞受賞論文やノーベル賞関連論文等のアピールの場に

「論文を投稿する」「投稿方法」「著者のためのガイドライン」ボタンより
利用機関サイトへ誘導可能。設定したURLやPDFに遷移する

インパクトファクター表示

おすすめ記事紹介

最新号記事表示

投稿を誘導するリンク

資料内でのアクセスランキング1～5位を表示

またグラフィカルアブストラクトを含む記事の場合、合わせて表示

ランキング表示

お気に入り資料登録

タブ表示



資料種別、査読有無、認証有無、全文HTMLの有無、早期公
開記事の有無についてアイコンで表示

「この資料について」ページで表示されるジャーナル紹介文
のうち、冒頭2行が表示される。「もっと読む」押下で「こ
の資料について」ページへ遷移
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ジャーナル紹介文（冒頭2行）

巻号指定で直接ページ遷移

お知らせ等、利用機関がカスタマイズ可。詳細は18, 24ページ

ウィジェットエリア

資料情報表示

資料ページ(①資料トップ)(2)



記事のDOIを記事一覧ページでも表示
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・早期公開

・過去の巻号

・特集号

はいずれも同じページ構成のため、「過去の巻号」を例としてここでは
紹介

登録したおすすめ記事は巻号一覧でもコメント付き表示

おすすめ記事紹介

DOI表示

資料種別、認証有無、全文HTMLの有無等についてアイコンで表示

記事情報表示

資料ページ(②過去の巻号)(1)
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「メタデータのダウンロード」押下でRIS, BIB TeX, Textの3種類
からページ内の書誌情報を一括取得可能（最大50件）。今回新たに
Text対応しており、押下すると別タブでテキスト平文を表示する

・抄録を表示する・・・記事単位で抄録を展開

・PDF形式でダウンロード・・・PDFページへ遷移

・HTML形式で全画面表示・・・全文HTMLページへ遷移

メタデータダウンロード

畳まれた全記事の抄録を展開する。（現行J-STAGE
と同様）

展開後は冒頭5行のみ抄録が表示され、さらに詳し
く見たいときは抄録下部の「抄録全体を表示」を押
下する

すべての抄録を表示する

左側の検索ボックスより資料内全文検索可能。

右側のエリアで巻号を指定して該当記事一覧ページ
へ。ページまで指定すると該当書誌ページへ遷移

検索ボックス・巻号ページ指定ボタン

資料ページ(②過去の巻号)(2)

抄録・全文の表示



資料ページ(③おすすめ記事)
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このページでは過去に登録されたもの含め、全おすすめ記
事を一覧表示。（資料トップでは最大5件まで表示可能）

おすすめ記事紹介



資料ページ(④この資料について)
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資料の概要、歴史、発行形態等を紹介可能

また最下部の『Published by 公益社団法人 日本薬学会 』

部分は、編集登載システムで利用機関連絡先URLを設定している場合、自動的
にリンクとなる

資料紹介文の表示

編集委員メンバーを氏名、所属、連絡先、顔写真、紹介文等で紹介可能。
また上部、下部の2種類の表示エリアがある

・上部はメッセージが右側に常時表示される

・下部は3列表示。クリックすることでメッセージ等の詳細情報が展開さ
れる

編集委員の紹介



書誌ページ(1)
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ORCID、e-Rad研究者番号、所属機関を表示

著者情報詳細の表示

・キーワード

・資料種別、フリー誌についてアイコンで表示

・巻号ページ

・DOI

・早期公開や記事訂正の記事リンク

・公開日、早期公開日、受付日等の日付情報

・記事訂正情報

・会議情報

・ファンド情報

公開日等の詳細情報表示

各種SNSへの投稿をより分かりやすく。また書誌データを
Mendeleyにワンクリック保存可能

SNS、文献管理ツール等との連携

セクション名、タイトル、サブタイトル、著者名を表示

スクロールしても常に画面左上に固定される。

「抄録」「引用文献」「図表」「著者関連情報」「電子付録」「被引用文献」
の順でメニュー表示。押下で該当エリアへページ内遷移

固定メニュー表示
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・全文HTMLページへのリンク

・PDFページへのリンク

・メタデータダウンロード（資料ページと同様、RIS, BIB TEX, Textの3種類）

・著者へのメール連絡

・利用機関へ連絡

閲覧している記事について、同一資料内の関連記事を表示
※J-GLOBALと連携し情報を取得

関連記事情報の表示

My J-STAGEログイン中、こちらより登録可能

お気に入り記事登録

直近に閲覧した記事の履歴を5件まで表示

閲覧履歴の表示

書誌ページ(2)
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デフォルトで5件表示。View more押下で全件表示

引用文献

・The latest articles of this author in this journal

→同一資料内の著者執筆記事を新しい順に3件まで表示します。

・The latest articles of this author

→他資料の著者執筆記事を新しい順に3件まで表示します。

・Patents of this author

→著者の特許情報を新しい順に3件まで表示（J-GLOBALサイトへ遷移）

・View author mapping on J-GLOBAL

→著者の共著者マップを表示（J-GLOBALサイトへ遷移）

※J-GLOBALと連携し上記情報を取得

著者関連情報

各種ファイルをダウンロード可。動画は埋め込みで再生可

電子付録

著作権情報、CCライセンスマークを表示

著作権情報

デフォルトで3件表示。View more押下で全件表示

図表

書誌ページ(3)



全文HTMLページ
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スクロールしても常に画面左上に固定される。

「キャプションメニュー」「引用文献」「図表」「電子付録」「被引
用文献」の順でメニュー表示。押下で該当エリアへページ内遷移

固定メニュー表示

本文中の引用文献番号をマウスオーバーすることで、ページ下部の引
用文献リストへ遷移しなくても記事情報を確認可能

引用文献のマウスオーバー表示

図の表示をより大きく。表はスクロール方式を採用

図表の表示改善



ウィジェットエリア
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表示可能項目

・お知らせ

・関連資料、関連情報

・ダウンロードファイル

・リンクバナー

・前身誌、後続誌

・自由項目

「資料ページ（資料トップ）」「資料ページ（この資料について）」「書誌ページ」につ
いて、ウィジェットエリア（画面右側のエリア）に利用機関からのお知らせ等を表示可能

想定される使用例：
次号発行予告、投稿受付のお知らせ、ジャーナルHPへの誘導、

申し込み書等のダウンロードリンク等

ウィジェットエリア
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モバイル対応

資料トップ 書誌ページ 全文HTMLページ

各画面表示をモバイル端末の画面サイズへ最適化

※iOS(Safari)、Android(Google Chrome)で動作確認



管理ツールご紹介
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ジャーナル情報の登録方法

ジャーナルの基本設定

ウィジェットの表示設定

お知らせ設定

リンクバナー設定

ダウンロードファイル設定

資料説明設定

おすすめ記事設定

最新号おすすめ記事設定

編集委員メンバー設定

投稿規定等の設定

画面プレビュー

[注] - 画面レイアウトおよび機能は開発中のため、予告なく変更されることがあります。

- ご紹介する画面に含まれる情報は開発のためのテストデータです。そのため実際の情報と異なる場合があります。



ジャーナル情報の登録方法
編集登載システム内、「サイト編集」ページより新管理ツールへ遷移します。
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ヘッダーより各項目の
編集を行います



登録①「ジャーナルの基本設定」(1)
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資料ページのイメージカラーの変更

「論文を投稿する」「投稿方法」「著者
のためのガイドライン」「パスワードの
変更」「このジャーナルを購読する」の
リンク設定。飛び先URL or ダウンロード
PDFをここで設定する。

※従来は編集登載システムでPDFのアッ
プロードやURLを設定いただきましたが、
今後はこちらからの登録となります。



登録①「ジャーナルの基本設定」(2)

23

「ウィジェットエリア」や「この資
料について」内項目の固定ラベルの
変更

資料トップのアクセスランキングへ
のview数の表示有無選択

「おすすめ記事」について、固定ラ
ベルや資料トップへの最大表示件数
の変更

Impact Factorの表示設定



登録②「ウィジェットの表示設定」
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公開画面右側に表示させる
項目をドラッグ＆ドロップ
で選択

表示可能項目

・お知らせ

・関連資料

・関連情報

・ダウンロードファイル

・リンクバナー

・前身誌

・後続誌

・自由項目

例えば「お知らせ」「バナー」のみ
右側に移動させると、公開画面で
「お知らせ」「バナー」が表示される。

※「お知らせ」「バナー」の内容に
ついては、別途設定が必要。



登録③「お知らせ設定」
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公開期間や表示内容を設定

公開画面



登録④「リンクバナー設定」
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公開期間、バナー画像、URLを
設定

公開画面



登録⑤「ダウンロードファイル設定」
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ファイル名、バナー画像、URL
を設定

公開画面



登録⑥「資料説明設定」

28

公開期間、説明文章を設定

公開画面



登録⑦「おすすめ記事設定」

29公開画面

おすすめ設定したい記事を
検索し、選択

利用機関からのコメント（推薦
文章等）や紹介画像があれば
設定

利用機関からのコメント



登録⑧「最新号おすすめ記事設定」

30公開画面

資料トップに表示したい最新号
記事を4件まで選択

未設定の場合、ランダムで4記事
表示



登録⑨「編集委員メンバー設定」

31公開画面

公開期間、顔写真、表示内容
等を設定



画面プレビューについて①
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新管理ツールで登録した情報は、ヘッダーのプレビューリンクより表示の確認が可能

設定した日付時点での表示を
（例）お知らせの表示期間を2017/9/1～2017/11/30と設定した場合、
・2017/8/31プレビュー⇒非表示
・2017/9/15プレビュー⇒表示
・2017/12/1プレビュー⇒非表示

[注]一部表示は日付設定と連動せず、今時点のものが表示されます。
（ランキング等）

他のページのプレビューについても、プレビュー画面
内の遷移で確認可能



画面プレビューについて②
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現行J-STAGEのプレビュー方法
公開画面の変更に伴い、編集登載システムの書誌ページプレビュー機能も一部変更

切替後のプレビュー方法

・現行J-STAGEと同様、編集登載のプレ
ビューリンク押下で書誌ページを確認可能
・書誌ページプレビューから「過去の巻号」
押下で、号毎に記事を一覧で確認可能
・再度各書誌ページへ遷移し、画面の確認
が可能



廃止する機能

新デザインへの変更に伴い、現行J-STAGEの一部機能を廃止します。

ページ編集機能（HTMLを記述し学会独自の静的ページを作成する機能）

⇒新管理ツールの各種機能をご利用ください

目次画面マスタ、書誌事項画面マスタ

⇒J-STAGE全体の統一感のため、目次ページ表記、文字レイアウト、日付表示スタイル、
キーワード区切り文字表記等の選択機能を廃止

スタイルシート変更

⇒J-STAGE全体の統一感、およびモバイル対応のため今後は全誌統一します

その他改ページ設定、変遷樹形図、ヘッダ画像編集等

特に影響が大きく、切替までにご対応いただく必要がある利用機関については個別にご
連絡しております。
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新管理ツールへ移行する機能
新デザインへの変更に伴い、現行J-STAGEの一部の情報は新管理ツールで設定します

配色設定

グランドメニュー設定（購読について、投稿する、投稿規定等）

学協会からのお知らせ、おすすめ記事、資料の説明

35

同機能が新管理
ツールに有り

編集登載システム
新管理ツール



アクセス統計レポートの出力変更について

36

「引用文献」「被引用文献」「電子付録」「成果」がタブ切替表示でなくなるため、
個別のカウントは行わず、アクセス統計レポートの一部出力が0となります。あらか
じめご了承ください。

summaryレポート
（現行）

articleレポート（切替後）

summaryレポート
（切替後）

articleレポート（現行）



切り替え前の利用機関準備期間

37

各ジャーナルの画面の見た目の確認、およびジャーナルに関する情報の事前登
録を目的として、利用機関確認環境（公開画面・編集登載システム）を限定公開
いたします。

10月上旬から11月中旬までの期間を予定

公開中のJ-STAGEとは別の試験環境（公開画面・編集登載システム）

アクセスにはID/パスワードが必要（利用機関宛に別途ご連絡）

期間内に入力されたデータは、11月25日（土）の切替時にJ-STAGEへ移行

詳細は改めてご連絡いたします

9月 10月 11月 12月

J-STAGE

利用機関確認
環境

J-STAGE評価版

（公開中） 新画面

限定公開
登録いただいた
データを移行

（公開中） 公開停止

[注] - J-STAGEへの記事のアップロード・公開設定作業は、従来通り編集登載システム（本番環境）をご利用ください。

- 利用機関確認環境（試験環境）は論文PDF等の一部データが登載されていませんが、画面確認・事前登録作業には影響ありません。
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新機能を活用した場合（資料トップ）

事前登録を一切行わなかった場合、
最新号の4記事（ランダム表示）および
ランキング情報のみ、表示されます

おすすめ記事やウィジェットエリアを充
実させることで、ジャーナルの特徴を
アピールできます。

何もしない場合 活用した場合
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新機能を活用した場合（この資料について）

事前登録を一切行わなかった
場合、発行機関連絡先情報の
み、表示されます

ジャーナル紹介文やエディトリ
アルボード、ウィジェットエリア
を充実させることで、ジャーナ
ルの特徴をアピールできます

利用機関準備期間に登録を一切しない場合でも記事の公開
に影響はありませんが、ジャーナル情報の発信のため、でき
るだけ登録いただくことをオススメします。

何もしない場合

活用した場合



まとめ
新画面切替後の記事の公開作業について

記事の公開作業はこれまで通り編集登載システムを利用（XML登載、WEB登
載）

記事ファイル（全文XML形式、書誌XML形式）の構成も変更なし

プレビュー機能のみ一部変更あり。より直感的に分かりやすく確認可能

新機能をご利用いただくメリット

ジャーナルを知ってもらう、ジャーナルの独自性を出せる

→「資料紹介文」「おすすめ記事紹介」「ウィジェットエリア」を充実させ、
インパクトのある見た目に

論文投稿方法、査読透明性の明快化

→「論文を投稿する」「投稿方法」「編集委員の紹介」を充実させ、投稿者へ
のアピールに

積極的なご活用をお願いいたします
40



ご清聴ありがとうございました。
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