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Journal of Disaster Research (JDR)
• 2006年8月創刊、偶数月年6回（＋増刊号）刊行

• 対象領域：自然災害、情報災害、ライフライン災害、
交通災害などのあらゆる災害（テロや戦争は除く）

• 編集委員長：林春男（防災科学技術研究所）

• 学際性・幅広いスコープ（学会誌では扱いにくい領域を扱う）

• 独自の編集委員会が編集

• 出版社の編集部がしっかり運営を支える

• 誰でも投稿可能、学協会に所属している必要はない

• 英文誌だが和文原稿による投稿も可能

• 全論文がオープンアクセス

• 2022年3月時点で通巻108号、総掲載論文数は約1370本
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Journal of Disaster Research (JDR)の歩み
• 「災害を総合的に捉え、その防止、あるいは軽減に資する」

英文学術誌

• 2006年 創刊
初代編集委員長は村上處直先生（防災都市計画研究
所）、瀧口克己先生（東京工業大学）

• 2007年 オープンアクセスを本格的に開始
無料で論文PDFがダウンロード可能

• 2012年 東日本大震災をきっかけとして掲載料無料の特別号

刊行開始

• 2016年 林春男が新たに編集委員長に就任

• 2021年 村上先生が編集委員長を辞退
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富士技術出版株式会社
• 1948年 富士外国市場調査（Fuji Marketing Research）として設立

• 1968年 日本の技術を紹介する英文誌Technocrat（1968-1985, 1986年以降は “Techno 
Japan” [-2001]）刊行

• 1989年 富士技術出版に社名変更、英文学術誌出版の開始
Journal of Robotics and Mechatronics刊行

• 1997年 Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics刊行

• 2006年 Journal of Disaster Research刊行

• 2007年 International Journal of Automation Technology刊行
オープンアクセス開始
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富士技術出版株式会社の論文誌
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Journal of Robotics and Mechatronics (JRM) 
1989年創刊
ロボット工学・メカトロニクス

Journal of Advanced Computational Intelligence 
and Intelligent Informatics (JACIII)
1997年創刊
コンピュータサイエンス・計算知能

International Journal of Automation Technology 
(IJAT)
2007年創刊
自動化技術・生産技術

Journal of Disaster Research (JDR) 
2006年創刊
災害研究・防災

「知能と情報」
（日本知能情報ファジィ学会誌）

【その他：委託出版】

下記４誌を刊行。全て弊社ホームページとJ-STAGE（2018年～）に登載。



JDRの国際的認知度の向上
• 国際的なインデックスへの申請・登載

• Scopus (Elsevier社, 2012年～)

• Ei Compendex (Elsevier社, 2013年～)

• Emerging Sources Citation Index (ESCI) (Clarivate社, 2017年～)

• Directory of Open Access Journals (DOAJ) (Infrastructure Services for Open Access, 2022年～)

• J-STAGE登載 (2018年～)

• 企業が刊行する論文誌の登載も認可されたのがきっかけ
• 認知度向上、アクセシビリティを高めるため

• 編集委員の国際化
• 2022年3月11日現在：日本22名、アメリカ3名、イギリス1名、トルコ1名、イタリア1名、
台湾1名、ペルー1名（合計30名）

• さらなる編集委員の国際化を目指す
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近年は100件前後の論文を掲載。

0

20

40

60

80

100

120

140

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

掲
載
論
文
数
（
本
）

年

掲載論文数推移



投稿から出版まで
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青：著者 紫：編集委員 オレンジ：編集部 緑：査読者が行う
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特集号
• 大きなプロジェクトの報告書や研究所の紀要の代わりになる

• SATREPS（インドネシア）「火山噴出物の放出に伴う災害の軽減に関する総合的研究」
（京都大学 井口正人先生ほか）

• 2016年 Vol.11 No.1に特集号Part 1刊行
• 2019年 Vol.14 No.1にPart 2刊行
• 特集号が研究プロジェクトの成果報告として評価される（出典：地球規模課題対応国際科学技術協力プロ
グラム（SATREPS）研究課題別終了時評価報告書、p. 5）

• 防災科研特集（2017年～）
• 紀要の代わりに論文誌に特集として刊行する
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特集号
• 掲載料無料の特別号

• 特定の話題について分野の垣根を越えて論文を募集したい
• 普段は英文論文誌への投稿をしない、躊躇してしまうような方にも投稿してもらいたい

• 人文・社会科学系の研究者
• NGO・NPO職員、公務員など

• これまで刊行してきた特別号
• 東日本大震災特別号（2012～2016, 2021）
• 西日本豪雨特別号（2019）
• COVID-19 and Historical Pandemics特別号（2021, 2022）

• 富士技術出版の社会貢献の一環として行っている
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村上處直記念災害研究賞 (JDR賞)

• 2015年 JDR賞 (JDR Awards) 創設
• JDRに関連し、災害研究の進展に大きく貢献した方を表彰

• 学術的に大きな影響を与えた論文の著者
• 特色がある、時宜を得たなど、有用な特集の企画・編集担当者
• 多くの論文を査読いただいた査読者など

• 2022年 村上處直先生が編集委員長を辞退されたのを機に、JDR賞を「村上處直記念

災害研究賞」 (MURAKAMI Suminao Award for Disaster Research) と改称
新たに「JDR賞ダウンロード部門」、「JDR賞被引用部門」、「JDR賞査読者部
門」を創設
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歴代JDR賞受賞者 （所属は受賞時のもの）

12

2015年 (第1回)
山崎文雄先生 Carlos Zavala先生
（千葉大学） （ペルー国立工科大学）

2016年 (第2回)
Harry Yeh先生

（オレゴン州立大学）

2017年 (第3回)
越村俊一先生
（東北大学）

2018年 (第4回)
首藤伸夫先生

（東北大学名誉教授）

2019年 (第5回)
臼田裕一郎先生

（防災科学技術研究所）

2020年 (第6回)
井口正人先生
（京都大学）

2021年 (第7回)
村上處直先生

（防災都市計画研究所）



JDR発展に向けた取り組み：世界標準に即し
• J-STAGEセミナーで多くの有益な情報を収集・活用

• ジャーナルを取り巻く世界の情勢把握（CCライセンス、DOAJ、COPE等）

• 投稿規定の改定
• JDRを国際水準へと引き上げていくため
• 海外のジャーナルコンサルティング会社の支援を受ける
• 編集委員会での議論を経て2020年8月に新規定施行
• プレプリントの投稿を認める

• 旧規定には規定なし、世界でのニーズの高まりを受けて明文化
• プレプリントを推奨している（出典：JDR投稿規定、p. 4）
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JDR発展に向けた取り組み：Presenceを高める
• 弊社サイトでの論文PDFダウンロードの簡易化（2020年8月～）

• ダウンロード時に必要だった無料のアカウント登録撤廃

• CCライセンス（CC BY-ND）の導入（2021年8月～）
• 同時に、新刊論文もJ-STAGEでダウンロード可能に

• Directory of Open Access Journals（DOAJ）
• 2022年1月 収載

右図：DOAJにおけるJDR誌のページ。
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ダウンロードの簡
略化によって、従
来より2～3倍のダ
ウンロード数。

J-STAGEでの論文
PDF公開により、
さらにダウンロー
ド数が増加した。
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現在の課題
• 査読の迅速化

• 最新の研究をタイムリーに公開する

▪ 編集委員の国際化
▪ 海外の編集委員を増やして国際的なジャーナルを目指す
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