
1.　  は　じ　め　に

　J-STAGE（科学技術情報発信・流通総合システム）
は，科学技術振興機構（JST）が運営する学術電子
ジャーナルプラットフォームである。国内の学協会など
が発行する科学技術刊行物の電子化と，電子化された科
学技術刊行物の国内外への流通を促進する目的として開
発したシステムで，1999 年にサービスを開始し今日に
至っている。これまでに 2 度のシステムリニューアルを
行い，現在も学術電子ジャーナルプラットフォームとし
て発展を続けているところである。
　J-STAGE は，学協会などの発行機関自身が J-STAGE
の登載機能やツールを利用して論文等の記事を公開し，
閲覧者が J-STAGE の検索機能などを活用して記事を閲
覧できるサービスである（図 1）。
　本稿では，J-STAGE に掲載されているコンテンツに
関すること，J-STAGE 掲載記事の流通促進を目的とし
た外部サービスとの連携状況，および，閲覧機能や図書
館向けのサービスについて紹介する。また，J-STAGE
が 2015 年に行ったサービス方針の転換とこれに伴う公
開画面表示の変更点について紹介する。さらに，将来の
J-STAGE を見据えて取り組んでいる開発の状況につい
ても触れることにより，J-STAGE の現況と今後につい
て一連の紹介を行う。

2.　  J-STAGEの掲載コンテンツについて

2.　1.　  掲載コンテンツの現状
　J-STAGE は 2012 年のシステムリニューアルの際に，
Journal@rchive（ジャーナル・アーカイブ）と統合し 1），
その後もコンテンツ数が増加している。コンテンツの規
模については，資料数 1,900 誌，記事数 2,708,456 記事
となった（2015 年 12 月末現在）。近年では年間に約 50
誌，約 90,000 記事のペースで増加しており，国内最大
級の規模となった。
　掲載資料の分野は，医学・薬学分野が最も多く，約
30% を占めており，工学，生物学，と続いている。人
文・社会科学も約 10% を占めており，J-STAGE は幅広
い分野のコンテンツを掲載している学術電子ジャーナル
プラットフォームであるといえる。
　J-STAGE では，書誌事項のみならず本文の PDF ファ
イルも閲覧することができる。多くの PDF ファイルは
フリーに閲覧・ダウンロードすることが可能であるが，
一部には認証が付されているものもある。認証の有無に
ついては，各発行機関の判断に委ねられているが，
J-STAGE 掲載資料の約 87% がすべての記事をフリーで
公開している状況である。一方で，認証記事を含む資料
については，新しい記事にのみ認証を付し，一定期間経
過後にフリー公開とするケースが多いようである。
　また，J-STAGE は早期公開機能を有している。本機能
は，査読などを経て掲載することは決定しているが，巻・
号・開始ページ等の書誌が未確定の記事を公開できる機
能である。通常，掲載決定から冊子発行までの間には一
定の期間がかかるが，早期公開機能を活用することによ
り，冊子発行前に研究成果をいち早く発信することがで
きる。このため，著者と閲覧者の双方にメリットが生じ
ることから，本機能を活用する掲載誌も徐々に増加して
おり，今後さらなる活用が進むことを期待している。
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2.　2.　   掲載資料種別の拡大について 
（J-STAGEサービス方針の転換）

　サービス開始以来，J-STAGE では査読付き論文誌を
中心に掲載を行ってきたが，J-STAGE が日本の学術情
報総合プラットフォームとして幅広く科学技術刊行物の
電子化を推進することを目的として，査読付き論文誌以
外の資料種別も掲載の対象とするサービス方針への転換
を行った。
　これまでは，科学技術刊行物を J-STAGE に掲載する
ための要件の一つとして，その刊行物が「査読・審査済
み論文（投稿を広く受け付けるものであること）を掲載
したものであること」が規約に定められていた。した
がって，科学技術刊行物であっても，査読記事が含まれ
ていないものや，大学の紀要などのように限られた人し
か投稿ができないものは，J-STAGE 掲載の対象となら
なかった。
　新たなサービス方針では，上述の要件を緩和すること
により，査読付き論文誌（ジャーナル）以外にも例え
ば，企業が刊行する技報（研究報告，技術報告等），発
表した研究開発成果の概要をまとめたもの（会議論文・
要旨集等），知識，技術紹介，製品紹介などの記事を掲
載したもの（解説誌等），科学技術理解増進のための啓
蒙的記事を掲載したもの（一般情報誌等）も対象とし，
今後 J-STAGE のコンテンツを拡大することとした（図
2）。
　発行機関にとっては J-STAGE を利用し，科学技術刊
行物を幅広く発信・流通できる機会が大幅に拡大するこ
とになる。また，閲覧者からは「より多くの記事を掲載
して欲しい」「分野を幅広く掲載して欲しい」「掲載誌の
種類を増やして欲しい」などの“コンテンツの充実”に
関する声を多くいただいている。今回のサービス方針の
転換により，閲覧者のご期待に応えていくことができる

ものと考えている。
　また，国立情報学研究所電子図書館事業（NII-ELS）
のサービス終了 2）が予定されており，NII-ELS 掲載誌が
J-STAGE へプラットフォームを移行する動きが活発化
することが想定される。これを受けて，JST は国立情報
学研究所（NII）と連携し，移行をスムーズに行うため
の技術支援を行うことを予定している。このような取り
組みの結果，J-STAGE のコンテンツがさらに充実し，
閲覧者の利用機会がますます増えていくサービスに発展
していくことを期待している。

3.　  J-STAGEと外部サービスとの連携について

　J-STAGE は，科学技術刊行物の電子化を目的として
いるが，公開された記事の国内のみならず国際的な流通
を促進することもサービスの大きな目的である。この流
通促進を行うために，J-STAGE に掲載された記事には
コンテンツに対するオンライン上の恒久アクセスを保証
するための識別子である DOI（Digital Object Identifi-
er）が付与されるが，ここでは J-STAGE に公開された
記事が国内外から閲覧される機会を向上させるための取
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図 1　J-STAGE サービスのしくみ

図 2　J-STAGE 掲載資料種別の拡大
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り組みとして J-STAGE が推進している外部サービスと
の連携について，そのしくみと連携の状況について紹介
する。
　J-STAGE に掲載された記事の情報は，ジャパンリン
クセンター（JaLC）に登録される。JaLC は DOI 登録
機関として，その会員が保有する電子的学術コンテンツ
の書誌・所在情報を一元的に管理し，DOI の登録のほ
か引用・被引用情報を提供するサービスを提供してお
り 3），JST ほか国内学術機関によって運営されている。
また，JaLC は登録されたデータを外部サービスに提供
するしくみも持っている。
　また，J-STAGE においても外部サービスに情報を提
供するしくみを持っている。これらのしくみによって，
J-STAGE に掲載された記事の情報を連携先のサービス
が取得し，インデキシングが行われると，当該サービス
の検索対象に J-STAGE の記事が加わる。また，当該記
事の検索結果画面には，その記事の全文が掲載されて
いる J-STAGE 画面へのリンクが作られる（図 3 に
PubMed の例を示す）。これにより J-STAGE の記事は，
J-STAGE に直接アクセスをする閲覧者だけでなく，連
携先サービスの利用者からも閲覧される可能性が加わ
る。その結果，記事の閲覧機会が向上し，国内外への流
通が促進されるしくみである。
　J-STAGE では，現在のところ Google，CiNii など国
内外の主要なサービスとの連携を継続しており，医学系

で は PubMed や WPRIM（Western Pacific Region In-
dex Medicus）との連携関係がある。連携サービスに
よって，連携の対象となる J-STAGE 掲載記事は異な
り，すべての記事が対象となる場合もあれば，連携サー
ビスの基準に応じて一部の記事が対象となる場合もあ
る。したがって，J-STAGE に掲載されている記事のす
べてが連携サービスの検索でヒットするとは限らない
が，J-STAGE では，現在も新規の外部サービスとの連
携開始に向けた取り組みを行っている。
　次に，J-STAGE 掲載記事のダウンロード数の推移を
示す（図 4）。全体的に増加傾向にあり，かつ，国内お
よび海外からのダウンロード数がともに増加しているこ
とから，掲載記事の流通促進を目的としたこのような取
り組みが寄与しているものと考えている。
　ここまで，J-STAGE のコンテンツの掲載状況，掲載
資料種別を拡大するサービス方針の転換，およびコンテ
ンツの流通促進に関する取り組みについて紹介したが，
次にコンテンツの閲覧に関連する閲覧者向けの便利機
能，および，図書館向けのサービスについて紹介してい
く。

4.　  J-STAGEコンテンツの閲覧について

4.　1.　  公開画面のリニューアル
　2.2 で述べたとおり，J-STAGE では掲載資料種別を拡
大するサービス方針の転換を行った。今後は，査読付き
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図 3　PubMed との連携
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論文誌以外の資料も増加することが見込まれるため，閲
覧者の利便性を考慮し，「資料種別」および「査読の有
無」に関する情報を明確にするため，公開画面の関連部
分についてリニューアル（図 5）を行った（2015 年 11
月末リリース） 4）。
　また，表示される書誌事項についても追加した（表
1）。「ORCID iD」，「Fundref ID 等のファンド情報」，

「査読情報」，「会議情報」を発行機関が入力できるよう
なシステム改修を行った（2015 年 11 月末リリース） 4）。
なお，これらの書誌事項の入力はいずれも任意である。
4.　2.　  My J-STAGE機能

　J-STAGE のコンテンツを閲覧するにあたって，登録
は不要である。インターネット環境があれば，誰でも自
由にコンテンツ（認証が付されている記事を除く）を閲
覧することが可能であるが，「My J-STAGE 機能」は
ID とメールアドレスの登録により，付加機能を利用す
ることができるものである。
　My J-STAGE の機能には，主に下記のものがある。
① お気に入り資料登録：資料を登録しておくと，当該資

料における新規公開記事の情報がメールで送付され
る。

② お気に入り記事登録：記事を登録しておくと，当該記
事に関して追加情報，被引用情報，認証解除があった
場合にメールが送付される。

③ お気に入り検索条件の登録：J-STAGE では，トップ
画面の簡易検索のほかに，検索条件を設定して検索で
きる詳細検索機能がある。この際の検索条件を登録す
ることで，検索の効率化が図れる。

　なお，My J-STAGE に登録をしても，認証付きの記
事を閲覧できるわけではないのでご注意願いたい。すで
に述べたように，認証は各発行機関により付されるもの
であるため，認証記事の閲覧に関することは，各発行機
関にお問い合わせをいただく必要がある。
　My J-STAGE には 2015 年 11 月末現在で約 40,000 人
の方にご登録をいただいているところである。手軽な機
能であり，活用をいただければ幸いである。

5.　   J-STAGEの図書館等向け機能について 
（COUNTERレポート提供サービス）

　図書館等にとって，購読資料の利用状況に関する情報
は，その資料の購読を継続するか否かを検討するための
材料となる。図書館等が冊子の資料を所蔵している場合
には，貸し出し数や複写数などにより，その資料がどれ
だけ利用されているかを把握することが可能であるが，
オンラインジャーナルなどの場合は，図書館等が利用状
況を直接把握することは困難である。
　この場合，正確なアクセス数などの情報は，出版社等
から統計レポートを提供いただき，利用状況を把握する
方法によらざるを得ない。しかしながら，各出版社から
の統計レポートの書式や言葉の定義がバラバラであるた
め，購読資料間での比較をすることが困難であるという
背景から COUNTER プロジェクトが設立された 5）。
　COUNTER（Counting Online Usage of NeTworked 
Electronic Resources）とは，電子ジャーナルや電子書
籍を購読している図書館等に対して，利用統計を報告す
る際に推奨されている国際基準である。2002 年末に
COUNTER Code of Practice（COUNTER 実 施 規 範）
が策定されて以来，J-STAGE は，COUNTER に準拠し
たレポートを図書館等に配信するための検討を行い，
2006 年 10 月より配信を開始した 5，6）。現在では，国内外
の図書館に広く利用されるサービスとなった。
　出版者である学協会等が購読機関へ統計レポートを提
供することは，購読機関の購読継続可否に影響を与え，
雑誌発行の戦略にも関わることから，J-STAGE に掲載
されているすべての資料の COUNTER レポートを提供
するのではなく，各学協会が提供の可否を選択できるよ
うなしくみとしている。一方，購読機関は学協会が提供
可とした J-STAGE 掲載資料の中から必要なものを選択
してレポートを取得できるしくみとなっている。
　本サービスをご利用するにあたっては，J-STAGE の
所定のサイト 7）に機関情報（基本情報，自機関の IP ア
ドレス等）を登録し，アカウントの発行を受ける必要が
ある。アカウント発行後に希望する資料を選択しておく
と，登録した自機関の IP アドレスから選択した資料へ
のアクセス数に関するレポートが毎月配信される。な
お，レポートは COUNTER Release4（最新版）に準拠
している。
　2016 年 1 月時点で J-STAGE 学協会等が提供を可とし
ている資料数は 172 誌である。資料名は J-STAGE の
COUNTER 掲載ページ 8）を参照されたい。購読誌が
含まれている場合は，本サービスの利用により COUN-
TER レポートを取得し，資料の購読管理に役立ててい
ただきたい。
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図 4　J-STAGE 掲載記事ダウンロード数の推移
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6.　  J-STAGEの新しい画面インターフェイス 
（評価版）の開発

　最後に，J-STAGE の新しい画面インターフェイスの
開発について紹介する。J-STAGE では，毎年度ご利用
の方々にアンケートにご協力をいただいている。アン
ケートの回答では，「画面がわかりにくい」「使いやすく
して欲しい」「外国人も便利に使えるようにして欲しい」
などの“画面インターフェイス”に関するご要望も多く

いただいている。
　J-STAGE のサービス目的の一つである“国際発信力
の強化”とこのようなご要望を背景に，JST では海外の
ジャーナルプラットフォームを参考に新しい画面イン
ターフェイス（以下，評価版）の開発に着手し，2016
年度に一部機能を試行的に公開する予定としている 9）。
評価版の開発にあたっては，現在 J-STAGE に掲載中の
日本薬学会様および日本機械学会様の英文誌計 3 誌にご
協力をいただき，開発を進めているところである。新し
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表 1　追加書誌項目の一覧 4）

情報種別 追加書誌項目 備　　考

著者識別子
ORCID iD ※1 著者を特定する固有 ID を追加。

e-Rad 研究者番号は従来の科研費研究者番号。e-Rad 研究者番号

ファンド情報
（FundRef ID　※2 他）

助成機関名（日本語・英語）
助成機関 ID
助成金番号

FundRef からの選択もしくは自由入力で助成機関情報等を設定する。

査読情報 最終査読日
従来は査読有無のみだった査読情報に最終査読日を追加。
最終査読日がある記事は査読有と設定される。

会議情報

会議名（日本語・英語）
回次
開催地（日本語・英語）
開催日

会議論文等に会議情報を設定する。

※1　 ORCID は世界中の研究者に対する固有の識別子（ORCID iD）の付与を目的とする非営利団体（http://orcid.org/ ）
※2　 FundRef は CrossRef が運営する研究助成金の情報収集，公開を行うサービス（http://www.crossref.org/fundref）

図 5　J-STAGE 公開画面のリニューアル
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い画面インターフェイスの仕様についての基本方針を表
2 に紹介する 9）。
　評価版には上述の 3 誌を登載し，現行の J-STAGE と
並行して公開する予定となっている。公開後は，評価版
に対するご意見等をもとに改良の検討を行い，2017 年
度以降に評価版を刷新した画面インターフェイスを
J-STAGE 全誌に適用していく計画としている。

7.　  お　わ　り　に

　J-STAGE は，ご利用の学協会等と JST が共同で運用
する学術電子ジャーナルプラットフォームであるが，本
稿では閲覧者および図書館向けに J-STAGE の現況を紹
介しながら，最近および今後に向けた J-STAGE の取り
組みを織り交ぜて紹介した。今後，J-STAGE はコンテ
ンツ拡大により，学術電子ジャーナルプラットフォーム
から日本の学術情報総合プラットフォームを目指してい
く。J-STAGE サービスが図書館で広く普及し，有効に
活用されていくことを願ってやまない。

参 考 文 献・注

 1） 佐藤竜一ほか．J-STAGE 新システムが加速する国内学
術論文誌の電子化と流通．情報管理．55（2），2012，
106─114．（オンライン），入手先〈http://doi.org/10.1241/ 

johokanri.55.106〉，（参照 2016─01─08）．
 2） 国立情報学研究所．“電子図書館（NII-ELS）の事業終

了について”．（オンライン），入手先〈https://www.nii.
ac.jp/nels_soc/about/〉，（参照 2016─01─08）．

 3） 加藤斉史ほか．ジャパンリンクセンターによるリンク管
理と日本語の電子的学術コンテンツへの DOI 付与．情
報管理．55（1），2012，42─46．（オンライン），入手先

〈http://doi.org/10.1241/johokanri.55.42〉，（参照 2016─
01─12）．

 4） 国立研究開発法人 科学技術振興機構．“J-STAGE リ
リースノート”．（オンライン），入手先〈https　:　//www. 
jstage.jst.go.jp/pub/html/pdf/AY04S580.files/release 
151030_02.pdf〉（参照 2016─01─14）．

 5） 荒川紀子．J-STAGE 購読機関への利用統計レポートの
提供開始と COUNTER 準拠．情報管理．50（1），2007，
32─39．（オンライン），入手先〈http://doi.org/10.1241/
johokanri.50.32〉，（参照 2016─01─15）．

 6） 独立行政法人 科学技術振興機構．J-STAGE NEWS No. 
13．（オンライン），入手先〈https://www.jstage.jst.go.
jp/pub/jnews/J-STAGE_NEWS_NO13.pdf〉，（参照
2016─01─15）．

 7） 〈https://www.jstage.jst.go.jp/FF01S030Init〉，（参照
2016-01-15）．

 8） 〈https://www.jstage.jst.go.jp/pub/html/AY04S190_
ja.html〉，（参照 2016-01-15）．

 9） 国立研究開発法人 科学技術振興機構．“新しい画面イン
タフェース（評価版）の開発について”．（オンライン），
入手先〈https://www.jstage.jst.go.jp/pub/html/pdf/
AY04S610.files/20151015_shiryo_newinterface.pdf〉，

（参照 2016-01-14）．
（原稿受付け：2016.1.29）

J-STAGE 活用のすすめ―J-STAGE の現況と今後について― （亀井）　　119

表 2　新画面インターフェイス（評価版）の開発基本方針 7）

1.　グローバルなジャーナルプラットフォームデザイン
　　・各国特有の文化にとらわれない使いやすいサイトを目指す
　　・直感的な操作が可能なデザインを目指す

2.　閲覧者の目的を達成できるデザイン
　　・閲覧者が迷わず資料にたどり着け，必要な操作を行うことができる
　　・ジャーナル管理者が見せたい情報を効果的に宣伝できるデザインを目指す

3.　記事の読みやすさを重視したマルチデバイス対応
　　・スマートフォン等でも記事を読みやすく，ユーザビリティの高いデザインを目指す

4.　閲覧者を引きとめる要素
　　・閲覧者が回避しやすく，再訪したくなるサイトを目指す

5.　ソーシャルメディアとの連携
　　・書誌リンクの拡散を図るため，ソーシャルメディアを活用できるサイトを目指す
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