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今号の記事：
●J-STAGE の社会的貢献に関する一つのお願い～産学連携における J-STAGE の役割～
●事例紹介-第 2 回-：論文の剽窃対策と CrossCheck の試験導入 ［日本疫学会様］
●シリーズ学会訪問 ～J-ETAGE 利用学協会様の声～［特定非営利活動法人日本産学連携学会様］
●CrossRef ワークショップ・年次総会に参加しました
●ORCID 会議に参加しました

J-STAGE の社会的貢献に関する一つのお願い
～ 産学連携における J-STAGE の役割 ～
九州大学名誉教授

約 40 年間の研究者生活を終えて、私は「大学等の知の産業社会への移転」
に関する仕事に携わっている。つまり、J-STAGE の情報を、研究者として
ではなく、産学官連携コーデイネータあるいはマネジャーとして利用する位
置にいる。産学官連携分野で大学の知の受け皿に当たる地方行政機関及びそ
れに関連する地域産業振興財団の最大のニーズは、地域の枠を越えて、広く
大学の研究成果特に近い将来の産業技術のシーズを開示して欲しいというニ
ーズである。このようなニーズを持っている人達は、J-STAGE に多くの技
術シーズ情報が含まれていることは知っているが、同時に J-STAGE には技
術シーズ以上に膨大な基礎研究成果が含まれていることも承知している。私
自身がコーデイネータの立場で技術シーズを知ろうとすれば、研究者時代と
は比較にならないほど多数の論文を読まなければならないことに気付き、二
の足を踏んでしまう。

齋藤 省吾

先生

大学の知の移転に関して印象に残っている二つの事実を紹介したい。一つは、シンガポール国立大学
が公開しているシーズ集である。同大学の産学連携を担当する機関が作ったシーズ集は２部に分かれて
いて、１部は大学所属の研究者達の過去数年間の研究成果の題名とアブストラクトであり、２部では各
研究者が「このような技術分野の課題ならば、産業界の申し出があれば協力する」ことを明言している。
第二の例は、10 数年前に出された UK の教育白書である。ここでは、大学の 2 大義務である「教育」と
「研究」が明瞭に定義付けされている。研究は 3 種類（Curiosity-led, Blue-sky, Testing hypothesis）の
みである。10 数年前に起きた大きな変化は、産業社会を支援する制度が教育白書に加えられたたことで
ある。この新制度は財政的にも裏付けされ、第 3 の流れ（third stream）と呼ばれる予算を使用した大
学の研究は産業特に地域の企業を支援するためのものであることが義務付けられている。また、その後、
第 3 の流れによる研究を活かす機関は Regional Development Association であることも明示されている。
ここで、私のお願いを述べたい。それは、J-STAGE の検索キーワードに大学研究者達の論文の謝辞
（Acknowledgement）に書かれている研究支援機関あるいは研究支援制度を加えて欲しい、ということ
である。JST の CREST, さきがけ、ERATO, A-STEP, シーズ発掘、地域ニーズ即応型、育成研究を必
ずキーワードに入れることを特に望みたい。JST の支援制度から得られた研究成果を「知の移転」事業
の候補に入れることは、研究者の合意が得られると信じている。ご苦労な仕事を増やすことは恐縮では
あるが、J-STAGE の価値を一段と高め、JST の活動の一段の進展を念じてお願いする次第である。
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〔事例紹介：第 2 回〕論文の剽窃対策と CrossCheck の試験導入
［日本疫学会様の場合］
CrossRef が運用している学術情報の剽窃検知サービス“CrossCheck”は、2010 年 7 月現在までに 83 の出版
社がデータベース共同利用に合意しており、48,517 誌のジャーナル・書籍論文 2,550 万件が調査対象となっ
ています。J-STAGE ではこの CrossCheck のトライアルを 2009 年度から行ってきました。今回は、トライ
アルに参加した日本疫学会の学会誌“Journal of Epidemiology”編集委員長の祖父江友孝様（国立がん研究
センター）と、編集担当橋本勝美様（同）に論文の剽窃に関する取組についてお伺いした内容をご紹介します。
― トライアルに参加した経緯は
これまで、とくに“Journal of Epidemiology”誌で剽
窃の問題があったわけではありませんが、以前関わってい
た別の雑誌で直面した際に、非常に混乱してしまったこと
がありました。ですから、今回は予防のためといった意味
合 い が 強 か っ た で す 。 当 時 は COPE （ Committee of
Publication Ethics(*)）の存在も知りませんでした。
― 具体的な利用方法は
はじめは単独版をダウンロードして利用していました。
今 は 、 導 入 し て い る 投 稿 審 査 シ ス テ ム ScholarOne
Manuscripts に組み込んだ形で利用しています。結果が帰
ってくるのが単独版より遅くなりますが、使い方は非常に
簡単です。査読段階で疑わしいと判断された論文と、最終
的に受理された論文だけをチェック対象にしています。

祖父江様

橋本様

― 実際に盗用・剽窃の例は見つかりましたか
30%を目安として、それ以上の割合で類似箇所が見つかった論文を精査していますが、幸いなことに結果的
に剽窃と判断されたものはありませんでした。メソッド部分の記述がひっかかっているケースが多かったです。
また、同じ言い回しを自著の複数の論文で使っていたことが原因というケースもありました。
― 万一剽窃ありと判断された場合の対応は
予めフローを作成して決めてあります。ただし学会としての罰則は設けていません。具体的な処罰等は、著
者の所属先にゆだねています。
― CrossCheck の効果、費用について
「参加している」というだけでも、投稿者に対してある程度剽窃の予防効果はあると思います。ただそれは
CrossCheck が何なのかが知られていないと意味が無いですが。今後の本格導入後は、1 論文あたり 75￠の経
費がかかるということですが、受理後の論文や査読時に怪しいと判断した場合にしか使っていませんし、学会
にとって大きな負担ではないと考えています。
― ＪＳＴへのご意見など
科学技術論文流通に関する戦略は、アメリカはアメリカ自身のため、ヨーロッパもヨーロッパ自身のために、
皆自分たちの利益を考えて行っています。それに対抗するためにも、日本も J-STAGE のような情報発信元を
自前で持っている必要があると思います。
また、ジャーナルを発行していくには、最低限必要な情報を遅れずに入手していかないといけません。学会
の理事会は、学術的なことは分かるが編集の専門家ではないので、そういった情報をＪＳＴからも得られると
有り難いですね。
― ご協力ありがとうございました。
*1997 年イギリスで設立された出版倫理について検討するフォーラム。日本疫学会や大手を含む雑誌の出版社・編集者が参加している。
状況に応じた行動指針を提言する一連のフローチャートを HP で提供。http://publicationethics.org/flowcharts
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〔シリーズ学会訪問〕～J-STAGE 利用学協会様の声～
［特定非営利活動法人日本産学連携学会様］
本シリーズも今回で 10 回目を数えました。本号では 1 面で産学官連携における J-STAGE の社会的貢献につ
いて斉藤先生に語っていただきましたが、今回はこれに合わせて「産学連携学会」様を採り上げさせていただ
きます。色々な分野のジャーナルを公開している、J-STAGE のもう一つの側面に着目して、ご利用いただいて
いる点についても、伺いました。
特定非営利活動法人 産学連携学会 理事（学術委員長）の小野浩幸先生を訪問し、お話を伺いました。
小野先生は、山形大学大学院理工学研究科ものづくり技術経営学専攻で教鞭をとる傍ら、国際事業化研究セン
ター副センター長、工学部米沢街中サテライトキャンパス長として地域の産学連携について具体的な取り組み
をされています。
◆
◇
◆
－ 産学連携学会様をご紹介いただけますか
学会の発足は、2003 年 3 月で、発刊はその翌年の 2004 年からで、J-STAGE
での公開も同時に行ってきました。 当初は、地域毎に活動を開始している産学
連携活動のメソッド、事例、ノウハウを共有化することが中心でありましたが、現在
では、『地域産学官連携事例への支援』、『産学連携人材の育成』、『学としての
産学連携学の確立』を 3 本柱として活動を進めております。
－ 先生の注力されていることについて、お話いただけますか
大学と企業が手を組む産学連携を具体的に実践するために、キャンパスで
じっと待つのではなく、大学の方が街中に出て行く発想で、米沢街中サテラ
イトキャンパスを設立し、地域の産業界と密接な基盤として、世界市場を俯
瞰でき技術人材、高付加価値型事業を展開できる人材の育成で地域貢献の大
きな力になればと考えております。
－ 貴誌の電子化を含め、J-STAGE ご利用のきっかけは何でしょうか。
上記の３本柱を実現するには、現業の方や行政の方など幅広い読者の広
がりは不可欠であり、インターネットでの公開は必須で、J-STAGE は、創
刊から利用させていただいています。

山形大学教授 小野

浩幸

先生

大学院理工学研究科ものづくり技術経営学専攻
国際事業化研究センター副センター長
工学部米沢街中サテライトキャンパス長

－ J-STAGE をご利用になられて、情報公開、国際発信力の強化等、お役
に立っていますか。
産学連携の分野では、海外の論文数と比べるとまだまだ少ない状況にあります。当会での国際発信等は今後の課
題となりますが、J-STAGE 上で多分野の情報が公開されていることは、色々な分野の専門家の目に触れることにな
り、産学連携にとっては学域として横断的、広範囲な特性を持ちますので、他の分野とのコラボレーションが避け
て通ることはできず、J-STAGE を介した情報発信は、極めて重要であると考えております。

－ J-STAGE をご利用になられて、良い点、不満な点について如何でしょうか。
「ジャーナル公開の速度が速まったこと」が、もっとも恩恵にあずかっているように感じます。さらに、バック
ナンバーの充実と、キーワード検索の精度向上を含む検索機能全体の改善が望まれるところです。
－ 最後に、今後の方針（抱負）について教えてください。
「産学連携」の学としての確立を急ピッチで進めておりますが、 一方で実践活動を重視した実学の面もあって、
広く学問としての体系が構築され認知されるには、さらなる時間と多くの人々の努力が必要と思っています。この
ために学会員の増強を進めたいと考えております。
これまでに、学会設立の準備活動を含め、約 10 年が経過しました。今秋号の学会誌では、この 10 年を振り返っ
た「学としての確立」をテーマとして特集を組んでおりますので、是非、J-STAGE を利用する皆様に一読いただき、
「産学連携」についてご理解いただくとともに、コラボレーションの機会が生まれることを願っております。
－ ご協力、ありがとうございました。ご期待に添えるよう今後とも頑張ってまいります。
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CrossRef ワークショップ・年次総会に参加しました
2010年11月15日～16日にロンドンにて、行われたCrossRef ワークショップと年次総会に参加しました。新規サービスと皆様に
関係する部分に重点をおいてご報告させていただきます。これまでは、半日の技術会議の翌日に全日の年次総会という構成でした。提供
サービスが増加し、技術会議が半日では収まらないということで、今回はワークショップと名称を変え、サービス紹介、技術的な議論を行い
ました。
●ワークショップ
プログラムの書き直しを行っています。これは、これまで基本的なプログラムの改変がCrossRef自身でできないようになっていたことを
改善するためのものです。プログラム書き直しにより、機能拡張と性能改善も同時に図り、今後のサービス追加にも迅速に対応できることを
狙っています。
ここ数年来、新サービスとして紹介されてきたCrossMarkがついにリリース
されるようです。これは、DOIの付与された論文コンテンツが、出版社メンテナ
ンス版であることをWeb上で確認できるようにし、いわば論文に「折り紙」をつけ
られるようにするものです。また、訂正や撤回等、版の更新があったか、訂正版
はどこにあるか、等を提示できるようにするものです。オプションサービスです
ので、すぐに対応が必要になるものではありませんが、今後普及していくものと
思われ、J-STAGEでも検討したいと考えております。また、学術関係電子書籍
へのDOI付与が急速に増加しており、CrossRefとしても力を入れています。
CrossCheck参加メンバーも120を超え、タイトル数も伸びているようです。
いいニュースとして、Elsevier社がついにCited-by Linkingサービス*に参加
を決定したとの発表がありました。2億件に上る参照文献データの投入は来年
から数ヶ月掛けて行われるようですが、これでJ-STAGEからの海外主要誌論文への被引用リンクが、より充実することになる予定です。
*

引用文献情報を登録し、被引用リンク検索が可能となるサービス。以前はForward Linkingと呼んでいました。

●年次総会
財政状況が好調であること、会員が順調に増加していること、新規サービスがいろいろと追加されていることなどが報告されました。
Porticoとのメタデータ保存の連携なども行われるとの報告がされました。
恒例の外部講演者による講演テーマは科学研究における信頼に関するものでした。他に科学技術データにDOI付与を行うOECDや
MIT図書館の事例報告なども行われました。CrossRefのサイト(www.crossref.org)でほとんどの発表のスライドがご覧いただけます。

ORCID 会議に参加しました
2010 年 11 月 18 日にロンドンにて、行われた ORCID（Open Researcher & Contributor ID）参加者会議に参加しました。
ORCID は、これまで、商業出版社や公共機関などで運用されてきた研究者特定のためのサービスが抱えていた同姓同名や誤記などに起
因した著者同定問題を解決するためのプロジェクトです。上記の CrossRef にお
いても Contributor ID として議論され、計画されていたものでしたが、昨年からト
ムソンロイター、ネイチャーパブリッシンググループが主導し、多くの国からプロ
ジェクトの運営について議論を開始していました。今年９月に ORCID Inc.として
組織を発足しています。会議で発表された、いくつかのポイントをご紹介させて
いただきます。
●サービス内容
研究者に識別番号(ORCID ID)を付与し、特定を容易にします。また、
ORCID IDを検索したりORCID IDから既存サービス用識別番号や、当該研究者
のプロフィールが検索できる、などのサービスも検討されていますが、ビジネス
モデルを始め、サービス範囲・開示可能範囲等が検討されています。
●基本方針
ORCID運営の基本方針について草案が紹介され、オープンな運営とする
こと、研究者への費用負担は求めないこと、プライバシー設定を利用者側で行えるようにすること、などが盛り込まれています。
●これから
公的機関のORCID採用については、NIHを始め、まだ動向を見守るところが多いようですが、β版開発に着手しており、投稿審査シ
ステムと連動して登録を促すなど、導入に向けての試みがいくつか行われています。JSTとしても動向を注視していきます。
J-STAGE ニュース Ｎｏ．26
♪師走入り。スカイツリーは、12 月 1 日に 500m を超え、2012 年の春には
634m になって開業の予定。J-STAGE も公開雑誌タイトル数は、すでに
670 誌を超え、2012 年春の J-STAGE３の発進に向けて鋭意努力中です。
人文社会科学等もカバー、機能も充実し、より使いやすく、よりグローバル
な J-STAGE となるよう頑張ってまいりますので、これまで以上のご支援を
賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。皆様、どうか良いお年をお
迎えください。（HO)
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J-STAGE および J-STAGE ニュースに関するご意見・ご質問をお待ちしております。 JST 研究基盤情報部 電子ジャーナル担当（contact@jstage.jst.go.jp）
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