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園芸学会について
園芸に関する研究と技術の進歩を図るために設立された学会

桃は初夏～夏が旬だけれ
ども冬にとるにはどうすれ
ばよいか？

イチゴを長期間保存するに
はどうすればよいだろう

スイートピーの色を鮮や
かにするにはどんな品種
改良をすればよいだろう

園芸作物（野菜、花、果物）に関する様々な問題を解決
するための研究を推進するための学会です。



園芸学会の歴史
年

1923年（大正12年） 園芸学会創立

1925年（大正14年） 園芸学会雑誌創刊

1994年（平成6年） 京都で第24回国際園芸学会議が開催される

1999年（平成11年） 園芸学会ホームページ公開

2002年（平成14年） 園芸学研究の創刊

2004年（平成16年） 国立情報学研究所のNACSISにおいて、「園芸学会雑誌」およ
び「園芸学研究」のオンライン公開が始まる．

2006年（平成18年） J-Stageにおいて「園芸学会雑誌」および「園芸学研究」の電子
投稿が始まる．

2007年（平成19年） 園芸学会雑誌が完全英文誌化され，正式名称がJournal of 
the Japanese Society for Horticultural Science となる．

2015年（平成27年） 一般社団法人園芸学会に移行
英文誌の名称がJournal of the Japanese Society for 
Horticultural ScienceからThe Horticulture Journalに変更．

5年後に創立100周年



学会誌の変遷

学会設立から2年後
に創刊された。
1970年ころから英語

の論文も受け付ける
ようになった。

園芸学会雑誌

1925年

園芸学研究

2006年

和文の論文のみを
掲載する園芸学研
究を創刊。

J.Japan.Soc.Hort.
Sci

2007年

園芸学会雑誌を完
全英文誌かして、

正式名称を変更し
た。

The Horticulture
Journal

2015年

国際紙化を目指し
て誌名変更

園芸学会雑誌時代には、
年間6号発行していた。

次第に英語の論文
が増えてきて、英語
の論文専門の雑誌
と和文の雑誌とを

分ける必要性が出
てきた。

英文誌の国際化が

求められるように
なってきた。



園芸学会雑誌からJJSHS誌への誌名変更

英文と和文が混合していたため、英文であっても
日本語のabstractが掲載されていた。

英文誌化することで
年6巻発行を
和文誌、英文誌4巻ずつ
発行に変更



JJSHS誌からHortJ誌への誌名変更

Japanの文字が雑誌名に入ると国際誌のイメージから外れる。今後、より国際的な
雑誌として発展させていくために、Japanの文字をはずした雑誌名として国際的な
知名度アップの試みを加速させた。

誌名変更に関する懸念

・ まったく新しい雑誌名となるため、世界の園芸関係者に
認知してもらえるだろうか？

→ 1923年創設の古い学会がとりまとめをしている学会で
安心して投稿できるようにアピール。また、JJSHSの後
継誌であることも強くアピールし、JJSHS誌の巻を引き
継いでナンバリングしている。

特にScopusやWeb of Scienceに新規の雑誌でな
く誌名変更であることを直接伝え、title changeの

リンクをつけ、さらに採録やインパクトファクタの
算出が途切れないようにした



雑誌に投稿してもらうために

•雑誌の魅力をアピールする広報活動（ホームペー
ジなど）

•雑誌の魅力を高める取り組み

•投稿してくれた人が再度投稿してもらえるような試
み

•国際誌としての認知度アップ



ホームページの充実

表紙に各号のページの
リンクを貼り付けた
こった作りのホームペー
ジにしている。



最新の論文一覧のページ

Hort Jのホームページ

カバーギャラリーのページ

きれいなホームページにして、活性がある雑誌だと認識してもらえるように
努力している。



バナーなど

ホームページを充実させるためのバナーなどを作成



早期公開と冊子体発行時にFacebookを
更新して、利用者にアピール

Facebookの通知機能でユー

ザーがいち早く最新情報を入手
できる。



Hort J 誌のパンフレットを作成

国際学会やシンポジウムがあれば
そこで配布させてもらっている。



プロモーショングッズ作成

広報関係にはかなり力を入れている



Table of Contentsのメール配信

1ヶ月ごとの早期公開された論文の
紹介と冊子体が発行されたときに
論文一覧のリンクをつけたメールを
配信していた。

利用者がのびず、今年の3月
で廃止した。



再投稿してもらうために

•審査日数をできるだけ短縮したいため、投稿後40
日までで最初の審査結果を出してもらえるように、
編集委員に協力を要請している。

• アクセプトになった論文をできるだけ早く早期公開
できるように、事務局で心がけるようにしている。
また、著者の間違い等もできるだけ丁寧に見て、
事務局でよく見てもらえていると感じてもらえるよう
に心がけている。



審査判定項目の変更（Review Againの廃止）

以前は，Hort J（JJSHS）判定項目は，Accept, Acceptable after minor 
revision, Major revision,  Review again, Rejectの5項目であった．この中で
Review again（再審査）は非常に曖昧で，不必要に審査日数を伸ばす要因にも
なっていた．海外の雑誌でもこのような判定は見られないこともあり，Review 
againを廃止して判定項目を４つに減らした．その結果，審査日数が短縮され
た．
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審査・早期公開の迅速化についてはEditorial ManagerとProduxion
Managerの利用がかなり役立っている。

・ 紙ベースのやりとりが一切
なくなった。電子メールのやり取りも
かなり少なくなった。

・ 海外からの投稿に対して対
応しやすくなった。

・ システムからメール送信など
が可能で記録を残すことができる。
メールの一斉送信なども可能である。

・ 海外出張時でも作業を進められる



早期公開

J-Stageで早期公開されると学会HPとFacebook、twiterですぐに宣伝するようにしている。



国際誌としてのHortJの魅力を高め
るために
• 電子付録（Supplemental Material）の導入

• 特集号の企画

• 各種データベースとの連携（PubHort, Scopus, Web of 
Science）。PubMedCentralへの申請。

• 外国人への掲載料・英文校閲料の免除

• 掲載料の見直し（掲載料の引き下げ）

• 国際園芸学会との連携（表紙にISHSのロゴを入れた）



Pub Med Centralへの登録のため
の取り組み
• 論文の全文HTML（XML）の作成。

（外国の人には、スマホやタブレットで論文を見る人も多く、画面レイアウ
トを各デバイスに対応させやすいHTML（XML）が有利になる）

• 人介入試験に関する記述を加えるため投稿規定を改定。

• 利益相反に関する申告を投稿規定を改定し義務付けた。

Pub Med Centralの審査はまだ続いているが、登録のための対応を

していくことが結果的に、国際的なジャーナルとしての最低限の基準
を満たすことにつながっているのでは？



国際誌としての認知度アップの取り組み

・ 海外編集委員を大幅増員
→ 海外の人が数多くかかわっていることをアピール

・ 外国人投稿者へのサービスとして、学会年会費の優遇、掲載料・
英文校閲料の免除をおこなっている。

・ 国際園芸学会（ISHS）との連携により、他の雑誌との差別化がで
きる

・ 各種データベースへの登録

投稿数、海外からの投稿論文、掲載論文数の増加
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インパクトファクタの変遷

JJSHS JJSHS without Self Cites HortJ HortJ without Self Cites

JJSHS誌の英文化
HortJへの
誌名変更

英文誌化によってIFは大きく上昇。また誌名変更によって、HortJ誌以外からの
引用も増加している。

今年、
過去最高の
値となった



インパクトファクタの目標値に関して

園芸関係の研究者に良い論文を投稿してもらえる
受け皿になる程度の値であれば良いのでは。とに
かく高くというのは、雑誌の目標とは少し異なってい
るように感じる。

・ 園芸というのは、いわゆる純粋なサイエンスではなく、応用科学の分野に
なり、園芸から離れた幅広い研究者に影響を及ぼしていくというのも無理が
ある。

・ 生産現場などで問題となっていることの研究などは引用される確率が低
くなるが、雑誌の性格上、そういう論文も掲載していきたい。

もう少し高い値を目指してもよいかも



今後の取り組みと問題

・ 投稿数が増えてきており、編集委員の負担が増大。事務局のマネージメント仕事量が増大。

・ 国際園芸学会の誘致に成功したため、それを足がかりにしたプロモーション

・ 他国の園芸関係の学会で、ジャーナルを発行していない学会との連携

出版元が信頼されていないと投稿してくれない。

アジア園芸学会 2023年の誘致
国際園芸学会 2026年の誘致


