
 

1 

 
 

ISSN 1346-1990 
 

2012 年３月２1 日発行 

 
独立行政法人 

科学技術振興機構 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

J-STAGE800ジャーナル/40万記事公開とJournal@rchive170万記事公開 
 

J-STAGEが2012年1月27日に800ジャーナルを公開しました。参加学協会数では、予稿集

等を含め1､050学協会以上になりました。また、公開記事数では、J-STAGEジャーナルで40万、

Journal@rchiveでは170万を越え、総記事数で210万論文以上を公開いたしました。さらにDOI

を発行するCrossRefへの記事デポジット数も直近一年間で100万論文を達成し、これにより、世

界中からのさらなるアクセスに期待が広がっています。 

 

平成11年の運用開始から13年、J-STAGEがここまで発展できたのは、購読者の皆様はもちろん、ひとえに学協

会様を始め、推進委員会やアドバイザー委員会の多くのみなさまのご支援とご協力の賜であると痛感しています。

最近でも多くの国内リーディングジャーナルからJ-STAGEへのご参加申請をいただいていますが、ここ数年の傾

向としては、人文・社会学系の学協会様の参画を挙げることができます。学際系も含めて現在150誌以上に達しま

す。これは、分野を問わず電子化の重要性への認識が高まりつつあることと、Journal@rchiveによる電子化の効果

によるものと考えています。 

 

昨年のJST INFOPRO2011（情報プロフェッショナルシンポジウム）でご紹介しましたが、国内査読学協会誌（約

2,000誌）の電子化率は約62％であり、この内の半数以上がJ-STAGEあるいはJournal@rchiveによるものとなって

います（2011年3月、JST調査）。J-STAGEが日本の学協会誌の電子化に大きく貢献していると言えます。また、

JSTでは国内外の電子ジャーナルサイトやデータベースとの連携を進めています。平成23年度にはScopusや

SwetsWise、EBSCO、BIOSIS、INSPEC、PrimoCentral、ProQuest等々とリンクを開始し、次年度実施へ向けて現

在も連携先との交渉を継続中で、J-STAGE登載誌へのアクセスが確実に増加していくものと思われます。 

 

しかしながら、電子化率にしても欧米や中国と比べるとまだまだ低い状況にあり特に、人文・社会系学術誌の

電子化（約34％）、自然科学系を含めた和文誌の電子化（約54％）が大きく遅れを取っています。また、海外サイ

トとの連携も順調に進んではいるものの、J-STAGE登載ジャーナルの販促支援や海外での知名度の向上には改

善の余地があり、プロモーション活動の一層の強化策が必要と感じています。 

 

本年4月には、いよいよ新しいJ-STAGE（J-STAGE3）が誕生します。また、ジャパンリンクセンター（ＪａＬＣ）も同

時にスタートし、独自のDOI付与が可能となります。新しくなったJ-STAGEとＪａＬＣでさらなる電子化の促進と日本

の学術誌の情報発進・流通促進、学術出版業界の一層の活性化を図ってまいります。閲覧者の皆様、学協会の

皆様に育てられ、日本最大級の電子ジャーナルサイトとしてますます成長すべく頑張ってまいります。今後ともご

支援とご指導を賜りたくよろしくお願い申し上げます。 
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JaLC -9th Registration Agency として- 
 

ジャパンリンクセンター（Japan Link Center; JaLC）は論文、あるいは論文中の図表、引用文献などへのリンクをディ

ジタルオブジェクト識別子（Digital Object Identifier; DOI）を用いて管理するシステムです。国際DOI財団（Inter- 

national DOI Foundation; IDF）の統括の下、世界で下記の８つの機関が学術論文、研究データ、書籍などに対して

DOIを付与しています。 

 

 ・Airiti, Inc. 

 ・R.R. Bowker 

 ・CrossRef 

 ・DataCite 

 ・EIDR   

 ・mEDRA 

 ・OPOCE (Office des publications EU) 

 ・The Institute of Scientific and Technical Information of China (ISTIC) 

 

このたびJaLCは日本で初めて、世界９番目の付与機関（Registration Agency）となりました。 

JaLCは今後試行運用を経て、本格的な運用開始は平成24年度初頭を、また、JaLCがDOI登録機関としてDOI付与

を開始するのは夏ごろを予定しており、国内の学術情報の流通を促進するため日本語の扱いに優れたシステムを構

築します。 

 
 

 See U on J-STAGE3 ! 

 

～リリース作業・初期運用作業等への多大なご理解・ご協力まことにありがとうございます～ 
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〔シリーズ学会訪問〕～J-STAGE 利用学協会様の声～ 

                                ［公益社団法人 土木学会様］ 
今回は、土木学会様を訪問させていただきました。 

土木学会様は、2011 年 4 月 1 日に新しい法人制度に基づく「公益社団法人」として活動を開始され、2014 年には創

設 100 周年を向えられます。J-STAGE には 2002 年から登載を開始し、Journal@rchive でも公開しています。2011 年 1

月より土木学会論文集は 19 分冊の新たな電子ジャーナルに再編され J-STAGE で公開しています。 

土木学会編集委員長で、昨年まで東京大学の副学長をもなされていらした東京大学大学院新領域創成科学研究

科教授の磯部雅彦先生と事務局の松沼岳様にお話しを伺いました。 

－ まず、磯部先生のお立場(任務)ついてお願いします 

東大の土木学科を卒業後、横浜国大を経て 11 年前の新研究科創設時

から現職に就いています。土木学会は学生時代からの会員で、現在は土木

学会論文集の編集委員長をしています。掲載論文の採択などは各分野の

編集小委員会で行うので、編集委員会では情報発信のしかたや媒体を決

めたり、国際化や将来のビジョンなどについて議論しています。 

－ 土木学会の成り立ちと論文集について教えてください 

土木学会の前身は、明治 12 年（1879 年）に創立された“工学会”です。こ

こから様々な分野が発展して、多くの工学系学会が独立していきました。 

土木分野は、工学系のなかでも特に総合的な領域だったこともあり、比較的

長く工学会に留まっていましたが、大正 3 年（1914 年）に土木学会として創

立しました。土木学会論文集は昭和 19 年に学会誌から分離し、今年からは 19 分冊化して J-STAGE にまとめて掲載し

ています。これは、多岐にわたる土木分野において、専門性も品質も高い論文を掲載しつつ、土木学会の研究全体を

も見渡すことも出来るようにと考えたからです。 

－ J-STAGE をご利用になったきっかけ(動機)は？ また J-STAGE、Journal@rchive をご利用になっていかがでしょう

か？ 要望等ございましたらお願いします。 

重要視したのは情報発信力と国際化です。J-STAGE で発信力は強化しましたが、日本の学会の海外への情報発

信力はまだまだ不十分です。冊子体に比べ、海外へ発信するには電子化して必要な論文を検索して探せる Web ジャ

ーナルのほうが圧倒的に露出度が高い。査読と発信がうまく繋がって全体のプロセスが合理化できれば、印刷代も節

約できて経費削減になります。それは今とてもうまくいっています。Journal@rchive にも多くの論文を登録し、論文検索

がずいぶん容易になりました。また、電子ジャーナルの機能であるクロスリファレンスや Google などとの連携も便利です。

東日本大震災後に招待論文を掲載した時には、電子版は原稿の依頼、査読が済めば直ぐに発行出来て、ぺージ数

の増減などにも問題なく対応できました。 

－ 最近の学協会をめぐる状勢についてどのように思われますか。（海外大手商業出版社へ移っていくジャーナルに

ついて） 

海外の大手出版社から発行することは、特に悪いことだとは思いません。土木学会の分冊の中には、もしかしたらそ

のほうが有利だと判断できるものもあるかもしれません。ただ、土木学会全体としては、J-STAGE から国際展開を図る

方針を変えるつもりはありません。分冊に分かれていても、土木学会全体をまとめて見せるには J-STAGE が最適だと

考えています。 

－ 最後に、土木学会さまの今後の方針、J-STAGE に望むことについて教えてください。 

短期的には、まず今年度始めた 19 分冊の定着を図ること、また 2014 年(平成 26 年度)に 100 周年事業として行う予

定である土木学会英文論文集(Journal of ＪＳＣＥ)の発刊を着実に進めることです。長期的には、土木分野はとても広

い領域なので、専門性と総合性（俯瞰性）をいかに両立させるかが課題です。 

J-STAGEに望むこととしては、投稿・査読から登載データの作成、J-STAGEへの登載が一気通貫で出来ると非常に

有り難いです。また、是非お願いしたいのは J-STAGE 事業の継続性です。学術雑誌を収録する電子ジャーナルの様

な事業は、100 年 200 年と確実に続けていかなくては意味がありません。学術文化の進展と社会の発展に寄与する、と

いう土木学会の目的のためにも、仕分けなどで中断されたりしないよう(笑)、是非よろしくお願いします。 

－ありがとうございました。今後のご活躍をお祈りいたします。 

土木学会編集委員長 磯部雅彦先生(左）と 

土木学会研究事業課主事 松沼岳様 
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CrossCheck スタートへ 
 

 CrossCheck は、iParadigms 社の iThenticate をベースに CrossRef が提供している剽窃検知ツールです。 

剽窃、盗作などが疑われる論文をツールにかけると、DB や Web 上の文書とテキストパターンマッチングを行って、類似率が高い文

書を表示してくれます。DB には、数万件のジャーナルや本などの出版物の全文、Web 文書には PubMed や商用データベースのコ

ンテンツ、一般のインターネットのページなどが含まれています。J-STAGE3 投稿審査システムとの連携も可能です。 
 

・J-STAGE/Journal@rchive に登載されていて、かつ CrossRef サービスに参加されている雑誌が対象となります。 

・主に英語論文向けです。日本語論文にも利用可能ですが、DB に日本語文書がほとんど含まれていないため効果が見込めない

可能性があります。 

・CrossCheck にかけた論文は、全文が比較用の DB に登録され、他の論文のチェックに利用されます。 

・1 論文につき 0.75 米ドル(予定)の利用料金がかかります。また、ご利用には JST と覚書の締結が必要です。 

・4 月以降に CrossCheck ご利用説明会を開催する予定ですが、それ以前に利用開始をご希望の学会さまは JST 担当者にお問

い合わせ下さい。 
 

学会名鑑データベースをご存知でしょうか 

学会名鑑データベースは、日本学術会議の活動に協力する「協力学術研究団体」を中心に、我が国における主要学術団体各

種データを収録・公開しているサイトです。本データベースは、財団法人日本学術協力財団が冊子媒体で発行していた『学会名鑑

2007～9 年版』を基に、約 2,100 の学会に対して調査を行い、日本学術会議、独立行政法人科学技術振興機構（JST）及び財団法

人日本学術協力財団が協力してその内容をデータベース化したものです。現在 1,912 学協会が登録されています。 

以下の特長を有しています。 
 
１） 日本の学協会情報がＷｅｂ上でいつでも、どこでも無料で検索可能。 

２） 目的別の検索（分野、５０音、詳細）が可能。  

３） 更新期間が短縮（３年→３ヵ月）され、最新の情報を提供できる。  

４） ReaD&Ressearchmap との連携により、学会所属の研究者情報の調査が可能。  

５） Ｊ－ＳＴＡＧＥと J-GLOBAL との連携で、学会発行の電子ジャーナル等を閲覧することができる。  
 
J-STAGE、Journal@rchive 登載学協会はほとんどが登録されています。学協会名による検索機能を有し、機関詳細情報の他、

刊行物の紹介を行っており、J-STAGE あるいは Journal@rchive 登載誌であれば J-STAGE へリンクしているものもあります。 

今後、さらに内容の充実を図っていく予定です。   http://gakkai.jst.go.jp/gakkai/control/toppage.jsp 
 

アーカイブセミナー報告 

独立行政法人科学技術振興機構（JST）では、「Journal@rchive ＆ e ジャーナルセミナー2012」

を、去る 2012 年 1 月 19 日（木）東京、2012 年 2 月 7 日（火）大阪、で開催いたしました。第１部を 

e ジャーナルセミナーとして、日本学術会議副会長・慶應大学法学部教授で、科学技術論文発信・

流通促進事業推進委員会委員長の小林良彰先生から「論文誌電子

公開と学協会の社会的役割」との内容でご講演いただき、参加され

た皆様からは「大変重要な問題を考える貴重なヒントの機会となっ

た」等、大変好評をいただきました。第２部は Journal@rchive カンファ

レンスとして、Journal@rchive 実施学協会様に対して 2012 年 4 月から稼働します新システム

「J-STAGE3」の概要・スケジュール・アーカイブ基本覚書の考え方・運用についてご説明いたしまし

た。東京・大阪とも多数のご参加をいただき誠にありがとうございました。 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 

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 知識基盤情報部 電子ジャーナル担当（contact@jstage.jst.go.jp） 
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編集：独立行政法人 科学技術振興機構 （JST） 

イノベーション推進本部 知識基盤情報部 電子ジャーナル担当 

発行人 知識基盤情報部長 大倉 克美 

〒102-0081 東京都千代田区四番町 5-3 サイエンスプラザ 

電話  03-5214-8837（ダイヤルイン） 

E-MAIL contact@jstage.jst.go.jp 

 

 
♪東日本大震災・大津波から 1 年が経過しました。改めまして被災者の方々、並び

に ご家族・ご関係者の皆様に、心からお見舞い申し上げます。さて皆様がこの号を

お読みになる頃に J-STAGE3 はちょうどリリースされているはずですが皆様どのよう

な印象を持たれましたでしょうか？ Journal@rchive は J-STAGE と統合されておりま

す。電子ジャーナル担当一丸となってより良いシステムをご提供したいと考えており

ます故、今後とも皆様からの歯に衣着せぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し

上げます。新しい iPad を買おうかどうしようか迷いまくっている私の背中を誰か思い

っきり押してくださーい！(y) 
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