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1．はじめに
科学技術振興機構（以下、「JST」という。）が運

営するJ-STAGE （Japan Science and Technology 
Information Aggregator Electric）は、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および国際的
な流通を促進することを主な目的として、1999年
にサービスを開始した。これまでに 2 度のシステ
ムリニューアル（2003年、2012年）を行っているが、
2012年のリニューアルでは、Journal@rchive（ジ
ャーナル・アーカイブ）と統合し1 ）、その後も総
合電子ジャーナルプラットフォームとして発展を
続けてきた。

掲載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
である。

これまでJ-STAGEでは、総合電子ジャーナル
プラットフォームとして査読付き論文誌を中心に
掲載を行ってきたが、さらに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、会議論文、
要旨集、研究報告書、技術報告書等も掲載の対象
とするサービス方針への転換を行った。

本稿では、新たなサービス方針の内容と、これ
に伴うJ-STAGE登載機能の開発および公開画面
表示の変更点などについて紹介するとともに、今
後のJ-STAGEの開発についても触れていく。

2．新たなサービス方針について   
（掲載資料種別の拡大）

学協会などが発行する科学技術刊行物を
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、これまで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）も対象となり、J-STAGEのコ
ンテンツは大きく拡大されることとなった（図 1 ）。
発行機関にとってはJ-STAGEを利用できる機会
が大幅に増大する。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。その結果、
J-STAGEのコンテンツがさらに充実し、閲覧者の

ごぞんじですか?　第100回
J-STAGEのコンテンツが拡大します！

図 1　J-STAGE掲載資料種別の拡大
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利用機会もますます増えていくことを期待してい
る。

3．J-STAGE登載機能の開発（Web登載機能）
J-STAGEは学術電子ジャーナルプラットフォー

ムであるが、J-STAGEに記事を登載する作業は、
各発行機関がJ-STAGEの登載機能を用いて行う
運用となっている。

登載のためには、 1 つの記事について、記事の
全文PDFファイルに加えてXMLファイル（書誌の
み、または、全文）を作成してアップロードする
必要がある（本機能を「XML登載機能」という）。

この度JSTでは、XML登載機能に加えて、より
平易にJ-STAGEへの記事登載が行えるための機
能を新たに開発し、2015年11月29日にリリースし
た（本機能を、「Web登載機能」という）。従来の
XML登載機能との大きな違いは、記事をアップ
ロードする際にXMLファイルを必要とせず、記
事の全文PDFファイル（透明テキスト付き）のみで
足り、書誌事項をWeb画面に直接入力する点にあ
る。また、各発行機関は、機能の特徴に応じて両
機能を柔軟に使い分けることが可能である。表 1
にそれぞれの機能の特徴をまとめた。

表 1　J-STAGE登載機能の特徴
機能 特　　　　　徴

XML
登載機能
（従来）

・XMLファイル（書誌または全文）を用意する必要がある
・複数記事を一括してアップロードする機能がある
・目次の編集や早期公開機能などの詳細な設定が可能
・記事数の多い資料向き

Web
登載機能
（新規）

・XMLファイルは不要
・簡易な操作で、記事の登載を行うことができる
・書誌事項は1記事づつWeb画面に入力する必要がある
・シンプルな機能
・記事数の少ない資料向き

4．公開画面のリニューアルと書誌事項の追加
4．1 公開画面のリニューアル

J-STAGEの新たなサービス方針により掲載コ
ンテンツが拡大し、今後は査読付き論文誌を掲載
しているジャーナル以外の科学技術刊行物も掲載
の対象となることは、先に述べたとおりである。
そこで、閲覧者の利便性を考慮し、下記の情報を

明確にするために公開画面の関連部分についてリ
ニューアルを行った。

・資料種別
・査読の有無
具体的には、「資料種別のアイコン表示」、「資

料種別による検索の追加」「査読アイコンの表示」
「査読付き資料の検索」である3 ）（図 2 ）。

図 2　J-STAGE公開画面のリニューアル

4．2 書誌項目の追加
3.で述べたJ-STAGE登載機能の開発の中で、表

2 の書誌項目が入力できるようなシステム改修も
合わせて行った。なお、発行機関によるこれらの
項目の入力はいずれも任意となっている。

表 2　追加書誌項目の一覧
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 ）
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5．J-STAGE新しい画面インターフェイス  
（評価版）の開発

J-STAGEはサービスを開始以来、科学技術刊行
物の電子化に貢献し、学術電子ジャーナルプラッ
トフォームとして発展してきたが、電子化だけで
はなく、電子化された科学技術刊行物の国際発信
力を強化していくための取り組みも行っている。
J-STAGE掲載記事のダウンロード数の推移を示
す（図 3 ）。全体的にダウンロード数は増加傾向に
ある。特に、海外ダウンロード数の増加が顕著で
あり、これまでの取り組みが寄与しているものと
考えている。

図 3　J-STAGE掲載記事ダウンロード数の推移

さてJ-STAGEでは、毎年度J-STAGEご利用の
方々にアンケートのご協力をいただいている。ア
ンケートでは、「便利に活用させていただいてい
る」との嬉しい声をいただいているが、今後に対
するご期待やご要望の声も多くいただいていると
ころである。

特に、「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
関することと、「わかりやすく、使いやすくして
欲しい」「画面がわかりにくい」「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
フェイスの改良”に関することが多く寄せられて
いる。“コンテンツの充実”については、2.で述べ
たように、J-STAGEのコンテンツ拡大のサービス
方針により、今後ご期待に応えていくことができ

るものと考えている。
一方、“画面インターフェイスの改良”につい

ては、ジャーナルの国際発信力の強化に向け、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」という。）
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4 ）。評価版の開発にあた
っては、現在J-STAGEに掲載中の英文誌 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 3 に紹介する4 ）。

表 3　新画面インターフェイス（評価版）の
開発基本方針

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
・閲覧者が回遊しやすく、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

評価版には、本開発にご協力をいただいている
英文誌 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。

6．おわりに
J-STAGEは国内で発行される科学技術刊行物の

学術電子ジャーナルプラットフォームとして運用
を開始し、電子化を支援するための機能（論文の
早期公開機能、電子付録、引用・被引用リンクの
機能、アクセス認証機能、PPV機能）を付加して
きた。さらには論文の査読工程を支援するための
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オプションとして、投稿審査システム（Editorial 
ManagerおよびScholarOne Manuscripts）、剽窃
検知ツール（CrossCheck）の利用を導入してきた。

本稿では、J-STAGEの取り組みとして「コン
テンツの拡大」「公開画面のリニューアル」「新し
い画面インターフェイスの開発」について一連の
紹介をしたが、今後のJ-STAGEは、電子化による
記事の公開支援のみならず、掲載誌の「国際的な
流通促進」「国際発信力の強化」を果たしていく
ための機能を兼ね備えた、日本の学術情報総合プ
ラットフォームを目指してさらなる発展を続けて
いきたい。
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