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画面リニューアルについて
【リニューアルの背景・取り組み】

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）

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、 J-STAGE評価版（利用者からご意見をいただ
く試験サイト）を製作・公開

2017年11月25日より、評価版の画面デザインをJ-STAGE登載全誌に適用しました。
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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）

皆様からのご意見を反映し、
デザインを大きく変更。



J-STAGEトップ
My J-STAGE自動ログイン機能

月間アクセス数ランキング表示

資料ページ
インパクトファクター表示

おすすめ記事紹介

月間アクセス数ランキング表示

資料紹介文掲載

編集委員紹介

ウィジェットエリア

（発行機関からのお知らせ等の表示エリア）

メタデータダウンロード（text形式）

書誌ページ
固定メニュー表示

文献管理ツール Mendeley との連携

関連記事情報、著者関連情報の表示

（J-GLOBAL連携）

閲覧履歴の表示
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主な新機能

全文HTMLページ
固定メニュー表示
引用文献のマウスオーバー表示

その他
モバイル対応
フィードバックボタンの設置
詳細検索で類義語の予測表示

（J-GLOBAL連携）



トップページ(1)

資料や記事のお気に入り登録・アラートメール登録が
可能なMy J-STAGE機能を引き続き実装。

自動ログイン機能を新たに実装。一度ログインしてお
けば以後簡単に資料・記事の管理が可能。

（一台の端末を複数人でご利用の場合、使用後に必ず
ログアウトをお願いします。）
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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、「表示数を増やす」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、「表示数を増やす」押下
で計30件表示

新着号一覧

日本語・英語の言語切り替え

言語切り替え

NEW

NEW
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トップページ(2)

ジャーナルや発行機関からの検索、各種ご案内については画面上部のメニューより
ご参照ください。（トップページ以外の各種ページからも遷移できます。）



My J-STAGEログイン中、こちらより資料のお気に入り登録・アラート設定が可能

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新たに表示
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最新号記事を最大4件まで表示。（学会設定の記事 or ランダムに4件）

またグラフィカルアブストラクトを含む記事の場合、あわせて表示

発行機関のおすすめ記事を最大5件まで表示。コメントが付いている場合
もあります。（青枠部分）

「論文を投稿する」「投稿方法」「投稿規定」ボタンより投稿に関する発
行機関サイト・PDFへ遷移可能。

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

投稿関連のリンク※

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、あわせて表示

ランキング表示

お気に入り資料登録

タブ表示

※発行機関が設定をしている場合のみ表示

NEW

NEW

NEW



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

発行機関からのお知らせ、関連資料、リンクバナー、ダウンロード
ファイル、前身誌・後続誌等の情報が表示。発行機関毎に自由にカ
スタマイズし、表示。

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)

NEW

NEW

※発行機関が設定をしている場合のみ表示



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

発行機関のおすすめ記事は巻号一覧ページでもコメント付きで表示

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)

NEW

※発行機関が設定をしている場合のみ表示
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「メタデータをダウンロード」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。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

すべての抄録を表示する

左側：検索ボックスより資料内の全文検索が可能。

右側：巻号を指定して該当号の記事一覧ページへ。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

NEW



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、発行機関からの全お
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）

おすすめ記事紹介※ NEW

※発行機関が設定をしている場合のみ表示



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、発行形態等を発行機関から紹介

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、紹介文等で発行機関から紹介。
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※

NEW

NEW

※発行機関が設定をしている場合のみ表示

発行機関連絡先を表示

論文の投稿方法、購読方法、掲載漏れやデータ誤りの修正については、各発行機
関が管理していますので、こちらより発行機関へ直接お問い合わせください。

発行機関連絡先



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 NEW

NEW
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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、こちらより記事のお気に入り登録・アラー
ト設定が可能

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)

NEW

NEW
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デフォルトで5件表示。「もっと見る」押下で全件表示

引用文献

・この著者の本ジャーナルでの最新論文

→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。

・この著者の最新論文

→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。

・この著者の特許

→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）

・J-GLOBALで著者の詳細情報を見る

→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。「もっと見る」押下で全件表示

図表

書誌ページ(3)

NEW



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

NEW

NEW



ウィジェットエリア
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表示項目

・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が表示
されます。

想定される表示例：
次号発行予告、投稿受付のお知らせ、ジャーナルHPへのリ

ンク、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※ NEW

※発行機関が設定をしている場合のみ表示
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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
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フィードバック/お問い合わせ

画面・機能に関する要望、不具合報告
（表示崩れ、接続エラー等）は画面右側
のフィードバックボタンよりご連絡くだ
さい。皆様のフィードバックをもとに、
今後のサービス向上のための改善を図り
ます。
（ページ名、操作内容、使用環境等も併
せてお知らせください。）

フィードバックボタンからのご意見に
JSTからの返信は原則いたしません。

フィードバックボタン

論文の投稿方法、購読方法、掲載漏れやデータ誤りの修正については、各発行機関が
管理していますので、発行機関へ直接お問い合わせください。
＜発行機関連絡先の確認方法＞
https://www.jstage.jst.go.jp/static/files/ja/howToContactInformation.pdf

その他のご不明点は、FAQページ
https://www.jstage.jst.go.jp/static/pages/FAQs/TAB3/-char/ja
をご確認の上、解決しない場合
contact@jstage.jst.go.jp
までご連絡ください。
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発行機関の皆様へ

ご紹介の新機能の表示設定については、編集登載システムより行う必要があります。

編集登載システムマニュアルおよび2017年8月に開催した説明会『J-STAGE新画面イン
ターフェースへの切替について』の資料をご参照の上、登録作業をお願いします。

【J-STAGE操作マニュアル（一覧）】
https://www.jstage.jst.go.jp/static/pages/GuidelineAndManuals/TAB1/-char/ja

【J-STAGE_操作マニュアル サイト編集ツール編】
https://www.jstage.jst.go.jp/static/files/ja/jstage_sousa(saitohenshu).pdf

【説明会配付資料】
https://www.jstage.jst.go.jp/static/files/ja/170830seminar1.pdf

【説明会動画(Youtube)】
https://www.youtube.com/watch?v=Zcz4Jr3lWUI


