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1 開催概要 

1.1 趣旨 

2021 年度の J-STAGE セミナーは、昨今、研究成果公表の場が多様化し、ジャーナルで

論文を公開する意義や付加価値等、運営を見直す事例や、研究者主導の新しい学術コミュニ

ケーションの形成が見られることから、年間テーマを「研究成果発信の多様化とジャーナル」

と題し、情報を提供した。 

第 3回となる本セミナーでは、サブテーマを「ジャーナルの発展を目指す取り組み」と定

め、多様な媒体が出現しているなかで改めてジャーナルはどう存在していくのか、そのあり

方に着目し、隣接する分野の学会による共同出版、出版社との連携によるジャーナル運営と

いった、特徴的な取組みを行っているジャーナル発行機関の運営事例について紹介が行わ

れた。 

 

1.2 開催日時、場所 

日時：2022年 3月 11日（金）14:30～16:45（開場 14:00） 

開催形態：Zoom によるオンラインセミナー 

 

1.3 出席者の数および所属 

当日は途中出退席含め 139 人が出席した。出席者の所属が把握できたのは事前予約の上

出席した 122 人であり、うち最も多かったのは大学教員・職員、および、研究機関の 31人、

次いで学協会（事務局）の 21 人であった。他の主な所属は、学協会（役員）が 20 人、印刷

会社・出版社が 19 人、図書館 10人、学協会（編集委員）6人であった（複数回答あり）。 
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1.5 プログラム（時刻は計画時のもの） 

14:30～14:35 開会挨拶 中島 律子（JST） 

14:35～15:05 【日本地球惑星科学連合の統合ジャーナル Progress in Earth and 

Planetary Science 誌の取り組み】 

 大谷 栄治氏（東北大学） 

15:05～15:35 【Journal of Disaster Research 誌の実践事例】 

 林 春男氏（防災科学技術研究所） 

15:35～15:45 （休憩） 

15:45～16:15 【Information and Technology in Education and Learning 誌の実践事例】 

 鷹岡 亮氏（山口大学） 

16:15～16:45 【JST の構築するプレプリントサーバについて/令和 3 年度の J-STAGE

の取り組み】 

 JST 情報基盤事業部 

16:45 閉会挨拶 加藤 斉史（JST） 
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2 講演概要 

2.1  

【日本地球惑星科学連合の統合ジャーナル 

Progress in Earth and Planetary Science 誌の取り組み】 

 大谷 栄治氏 

（東北大学） 

 

東北大学の大谷と申します。この講演では日本地球惑星科学連合の統合ジャーナル

Progress in Earth and Planetary Science（PEPS）誌の取り組みと題しまして、このジャーナ

ルの創刊から現在まで、そして問題点についてご紹介いたしたいと思います。 

 

まず日本地球惑星科学連合（JpGU）の組織と現状についてご紹介したいと思います。 

図１にその組織をお示しします。 

 

 

図１ 日本地球惑星科学連合の組織図 

 

日本地球惑星科学連合の正会員は、宇宙惑星科学、大気水圏科学、地球人間圏科学、固体

地球科学、地球生命科学の 5 つのセクションに所属します。正会員は代議員を選出しまし

て、代議員の互選で理事会が形成されます。日本地球惑星科学連合は，それを構成する 51
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の学協会と緊密な連携をとっています。日本学術会議との連携もとっております。日本地球

惑星科学連合の PEPS 誌は、このセクションに対応した宇宙惑星科学、大気水圏科学、地球

人間圏科学、固体地球科学、地球生命科学と、境界領域の 6 つの分野から構成されていま

す。日本地球惑星科学連合の目的は主に２つあります。1 つは国内の学術教育への貢献です。

政策の提言のために、日本学術会議と強い連携を持っています。もう 1 つは国際的な貢献

です。国際的なサイエンスのプラットフォームを、学会を通して提供し、質の高いジャーナ

ル PEPS 誌を発展させることです。日本地球惑星科学連合の足跡として、1990 年に地球惑

星科学関連の 5 つの学会を中心として連絡会が作られ、学会の合同大会として開催されま

した。2000 年ころには合同大会の運営機構になり、2005 年に日本地球惑星科学連合が設立

されました。このときは 24学会から構成されておりました。この頃、新しい日本学術会議

ができ、日本地球惑星科学連合は地球惑星科学の窓口組織となりました。その後、一般社団

法人、公益社団法人を経て発展しています。2015 年には世界の地球惑星科学組織である、

アメリカ地球物理学連合(AGU)、ヨーロッパ地学連合(EGU)、アジアオセアニア地学会議

(AOGS)と協定を締結しています。2017 年には AGU と第 1 回ジョイントミーティング、

2020 年には第 2回ジョイントミーティングを開催しました。 

 

日本地球惑星科学連合の現状ですが、現在 51 の学協会が参加し、会員数 1万人くらいに

発展しました。最近の大会では 275 セッションを開催し参加者は 6,000 名～8,000 名となっ

ております。2011 年に公益法人化した際には、海外の会員を 10%ぐらい集め、また連合大

会を英語化して国際的に成果を発信することが目標になりました。また、セクションボード

の英語化も目標としました。一部は目標に到達していますが、到達できていない目標もあり

ます。2022 年現在以降、このパンデミックを乗り越えて目標の再設定が、必要になってお

ります。日本地球惑星科学連合の課題としては、より強い事務局、英語講演を増やす、パン

デミック後への対応があります。また、新たな可能性としてリモート会合への積極投資を検

討しています。 

 

本題の Progress in Earth and Planetary Science（PEPS）誌の、現状と課題についてご紹

介いたします。PEPS誌は 2013 年に発刊されました。Springer Nature のプラットフォーム

を使うことになりました。このジャーナルを創刊するにあたっては、当時、連合の副会長で

あった川幡穂高先生（現在の企画経営委員会の委員長）、Island Arc という地質学の国際誌

の編集長だった井龍康文先生が初代の総編集長として、それから PEPS誌の事務局として、

浅田智世さんがご尽力してくださいました（図２）。この PEPS誌は日本地球惑星科学連合

の 5つのセクションに対応する５分野と境界領域からの 6分野から構成されています。 
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図２ Progress in Earth and Planetary Science（PEPS）の創刊 

 

この PEPS誌は、参加 51学協会の共同出版ということが定義されています。51学協会は

それぞれジャーナルを持っていますので、パートナージャーナルの宣伝も行うということ

で、共同出版として創刊されました。まずは PEPS 誌が創刊されるにあたっての、日本の国

際出版をめぐる背景についてご紹介したいと思います。今から 12 年前の 2010 年、日本学

術会議が提言を出しました。その当時の、日本の国際誌の現状を分析しまして、その解決に

向けて包括的学術誌コンソーシアムの創設が提言され、当時の現状の問題点として、学会の

数だけ数多くの学術誌が存在し国際的な競争になかなか対応できていない。それまで日本

学術振興会（JSPS）の補助金によって、ジャーナルが生き延びてきていたわけですが、これ

が曲がり角にさしかかっていた時期でもありました。日本学術振興会は 2012 年に補助金政

策の方針転換を行いました。そして質の高いジャーナルに限定して支援するということに

なりました。この質の評価をどうするのかというのは非常に大きな問題になっています。そ

れについて触れてみたいと思います。 

 

これまで質を評価するのに使われているのは、みなさんご存知のようにジャーナルイン

パクトファクターと言われているものです。ジャーナルインパクトファクターは Clarivate 

Analytics（旧 Thomson Reuter）のWeb of Science に採録されたジャーナルに対して付与さ

れているものです。それは図３に示しますように、例えば 2019 年のジャーナルインパクト

ファクターというのは 2019 年に引用されました 2017 年と 2018 年のそのジャーナルの論
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文の数を 2017 年と 2018 年にそのジャーナルで出版された論文の総数で割り算もしたもの

です。 

 

 

図 3 ジャーナルインパクトファクター（JIF）とジャーナルの評価 

 

したがって、引用数が多ければ高くなるということで、引用数が評価の基準になっていま

す。内容に立ち入っているわけではなくて、単なる引用数ということです。良いジャーナル

は引用されるだろうという考えにもとづいています。ジャーナルの質は、このインパクト

ファクターがそのジャーナルのカテゴリーの何分位であるかによって評価されます。上位

の 25%を Q1、25～50%を Q2、50～75％を Q3、75％以下を Q4 と、順位付けされてしま

いました。したがって、これが、ジャーナルの質ということで、今用いられているものです。

これに対する問題点について申し上げたいと思います。このジャーナルインパクトファク

ター、つまり被引用度によって質を評価するということは、良い論文はそれだけ引用される

はずであり、そういう論文が載っているジャーナルが良いジャーナルである、ということに

なります。この問題点としては、例えば分野の大きさによって研究者数が変わります。引用

する研究者が多いと被引用数が多くなります。そうするとジャーナルのインパクトファク

ターが大きくなります。例えば、生物と医学など研究者の多い分野ですと、Q1/Q2（上位

25%）の境界のインパクトファクターが 6.0 程度になります。私たち地球惑星科学では

Q1/Q2 の境界のインパクトファクターは 4.1 です。PEPS 誌は 3.6 ぐらいですから Q2 で

す。また、このような分野だけではなく、引用する研究者の数にもよります。国によっては
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研究者数が多い、人口が多いところは、その国の発行ジャーナルのインパクトファクターが

高くなります。PEPS 誌は 3.6（Q2）です。国内投稿が 55％、海外投稿が 45％です。いず

れにしてもジャーナルの質の評価が不適切であるというのが現状であると考えています。

インパクトファクターは使わざるを得ない、しかし、質を評価するより良い指標が必要です。

私たちはレベルの高い学会を基盤にすることが、質を保証することであると考えています。 

 

わが国の国際誌をめぐる現状について、最近 Clarivate Analytics の棚橋佳子さん達がまと

めた論文について引用したいと思います。図４は、日本、中国、韓国、フランスについてQ1

ジャーナルから Q4 ジャーナルまでの数を示しています。2009 年から 2018 年までの変化

を示しています。こちらは 2019 年のオープンアクセスジャーナルの出版状況です。日本の

特徴としましては、Q1 ジャーナルがあまり多くない、Q4のジャーナルが多い。2013 年は

PEPS 誌を創刊した年で、日本学術会議が警鐘を鳴らしたのは 2014 年ですが、それ以後あ

まり変化はありません。中国を見ますと、2010 年ごろから Q1 が圧倒的に増えています。

韓国も同じです。フランスは日本と同じように変化なく推移していますが、Q1ジャーナル

が日本より多いです。これは、あまり良いとは思われないので改善することが必要です。J-

STAGEでも対応を考えておられると思います。 

 

 

図 4 我が国の国際誌出版をめぐる状況 
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さて、そのような状況で、PEPS 誌の創刊を計画しました。その際、どのようなジャーナ

ルが望ましいのかを検討しました。重要な点は４つあります。第一に、出版権を確保するこ

と。つまり著者または日本地球惑星科学連合が出版権を持っていて、出版社ではないという

ことです。第二に、オープンアクセスが最適であること。それから第三に、ジャーナルの所

有権を確保すること。日本発のジャーナルでないといけない。日本地球惑星科学連合とその

構成学会の共有のジャーナルであって出版社のジャーナルではない。これらが優先される

ということです。それから、第四に、高いインパクトファクター。インパクトファクターに

は問題があるにしても、良い雑誌はインパクトが高いはずであるということから、これを目

指すという方針でありました。国内の 3 社、海外 3 社に対して見積もりを求め、財政的に

不可能ではないという結論に達しました。 

 

以上がジャーナル方針を策定した道のりです。2008 年に第 1 回のジャーナルワーキング

グループで検討開始しました。2009 年には毎月のように会議を行って 2010 年までにほぼ

方針が決まりました。この間、私は日本地球惑星科学連合のジャーナル担当副会長として参

加しました。2010 年に方針が決ったのですが、実際にはなかなか進まず停滞しておりまし

た。2012 年に日本学術振興会の学術誌に対する方針転換の後押しを受け、2013 年に PEPS

誌が創刊されました。2010 年の時点での問題ですが、オープンアクセス、これは J-STAGE

を使うか、海外出版プラットフォームを使うか。その当時はインパクトファクターを高めた

いということで、海外プラットフォームを使ったらどうかという意見が強かったのです。た

だし、費用が J-STAGE の 2、3 倍でハードルが高い。その当時の日本地球惑星科学連合は

財政的には問題はありませんでした。それから2010年の最後になって異論が出されました。

いくつかの学会からレター誌を作りたい、もう作った、ということが知らされました。そこ

で、投稿者や読者の取り合い、編集者の無駄な重複、これらを避けなければいけないという

ことになりました。そこで、この PEPS 誌では総説論文（レビュー）を中心にしようという

方針に変わりました。そしてやはり各学会と会員の理解と支持が不可欠であるということ

も明らかになりました。それで３年くらいの時間が経ち、その結果として日本地球惑星科学

連合の地球惑星科学 5分野の総説論文を重視したジャーナルが設立されました。現在、PEPS

誌とともに、レターを中心とする欧文雑誌が、５つの学会による E ジャーナルとして発展

しています。これが PEPS 誌の創刊の歴史です。2012 年、ジャーナル名を決定して 2013 年

に受付開始で創刊致しました。それから 2017 年に Thomson Reuterへの採録が決定されま

した。2018 年に初めてインパクトファクター2.5 がつきました。2021 年のインパクトファ

クターは 3.6 になっています。 
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図５に、PEPS 誌の現状と課題について示しています。PEPS誌の編集委員会の構成は以

下のようになっています。編集委員は国内 39 名、海外 33名からなっています。総編集長、

宇宙惑星科学、大気海洋科学、固体地球科学、地球人間圏科学、生命地球科学、複合領域の

それぞれの編集長、そして前総編集長の 8 人と PEPS ジャーナルの事務局浅田智世さんが

PEPS 誌編集のコアになっています。 

 

 

図 5 PEPS 誌の現状と課題 

 

具体的な、内容をご紹介しますと、投稿者が一番多い国から、日本、中国、マレーシア、

米国の順になっています。論文受理は、日本、中国、米国、台湾の順になっています。した

がって、インパクトファクターを上げるために、日本と同時に中国、米国からの投稿が必要

になっています。総説論文が 20%に近づいていまして、これは若手研究者や学生の教育用

に使うことができます。 
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図６に分野ごとの論文の出版状況を示します。固体地球科学、大気水圏科学、宇宙惑星科

学が主な出版論文の分野になっています。PEPS 誌のダウンロード数もジャーナルの認知度

を示す大変重要で指標です。2020 年には 30 万件のダウンロードがありますが、年間 5 万

件から 10 万件くらいの増加を示しています。これは非常に良い傾向で、認知度はますます

上がって投稿が増える傾向を示しています。まだジャーナルインパクトファクター3.6 で、

Q2 ですが、私たちはQ1を目指しています。問題は APC（Article Publication Charge）が

やや高めであるということです。J-STAGE ジャーナルより確かに高めで、会員は約 14 万

円、非会員は約 17 万円になっています。以上 PEPS 誌についてご紹介しました。 

 

 
図 6 分野ごとの PEPSの出版状況 
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図７に示しますように、現在日本では、研究所、研究機関ごとにと JAIRO Cloudなどを

使ったデータリポジトリがあります。大学も 500館くらいの図書館がコンソーシアムを作っ

て機関リポジトリを作っていますが、まだコンテンツを検討中です。そしてご紹介がありま

したように J-STAGEが J-STAGE Data を本格的に運用し始めています。海外ではドイツを

例にとりますと、地球惑星科学と環境科学の分野では PANGAEA というナショナルデータ

リポジトリが作られておりまして、これは海外からもデータを受け入れています。ドイツで

は、PANGAEA を国立の研究所と大学の 2 機関が共同して運用しています。日本の場合に

は国立研究所は非常に良いリポジトリを持っていますが、その利用はそれぞれの機関内部

のみに限られています。大学では、まだ取り組みは具体的になっていません。PEPS誌の場

合、投稿する皆さんは PANGAEA、Zenodo など海外のデータリポジトリを使っております。

課題としましては、我が国にも、なんとかナショナルデータリポジトリができないものかと

思っています。 

 

図 7 我が国のデータリポジトリの現状 
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最後に、PEPS誌の生き残りのための今後の課題を図８にまとめます。ジャーナルの質の

評価にはインパクトファクターは問題がありますが、これを重視したいと思います。また

APC についても、オープンアクセスのジャーナルとして著者への負担が高いことも問題で、

合理的な価格にしておくことが必要です。そして、信頼できるナショナルデータリポジトリ

が日本にほしいと思います。この解決には、J-STAGE Dataの活用や、国立研究所のデータ

レポジトリの共同運用という考え方もありますが、今後の課題となっています。 

 

 

図 8 PEPS 誌の今後の課題 
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2.2  

【Journal of Disaster Research 誌の実践事例】 

 林 春男氏 

（防災科学技術研究所） 

 

「Journal of Disaster Research（JDR）」誌は 2006 年の 8 月に創刊、隔月号刊行で、基本

は年 6 回、プラス何回かの増刊号を刊行しています。今年の 3 月の時点では、これまで通

巻 108 号、掲載した論文の数が 1370 本というジャーナルです。本誌はオールハザードの

ディザスターリスクリダクションということで、自然災害、情報の災害、ライフライン、交

通災害、感染症などの災害を対象にしております。テロと戦争だけは対象外です。編集長は

私が仰せつかっております。特徴は、学際性とスコープの広さです。個別の学会誌ではなか

なか使いにくいような領域をもカバーできており、編集委員会が独自に存在しておりまし

て、コンテンツの監修、編集をしています。 

 

この雑誌の一番の特徴は、富士技術出版という出版社が編集部を引き受けて、この雑誌の

事務が支えられていることです。会員制ではないので、どなたでも投稿いただけます。その

代わりに投稿者に対してはペーパーチャージを取らせていただいております。英文誌です

けれども、和文でご投稿いただくこともできます。和文投稿に対しては翻訳のサービス（有

料）を出版社の方で行い、翻訳された英文原稿を元に査読がなされます。全部の論文がオー

プンアクセスであり、無料でどなたでも見ていただけるようになっています。この雑誌は、

災害を総合的に捉えて、その防止あるいは軽減ということに資することを目指しているピ

アレビューの英文誌です。創刊は 2006 年で初代の編集委員長は村上處直先生と瀧口克己先

生です。お二人が大変なご努力をされてこの雑誌を創刊されました。私自身は 2008 年から

この編集委員会のお手伝いをしており、発足当時の事情は残念ながら存じ上げておりませ

ん。2007 年から当初からオープンアクセスのジャーナルを目指していましたので、2007 年

からオープンアクセスを始め、無料で全文ダウンロードできるようになっています。2011

年、東日本大震災の発災を受け、東日本大震災について JDR 誌としても継続的に取り上げ

ていきたいということで、ペーパーチャージの無い掲載無料の特別号を刊行しました。2016

年、瀧口先生が委員長を退き、代わりに私が村上先生と二人で編集委員長をやることになり、

昨年、村上先生が退くということで、現在は名目上、私が一人で編集長をしている状態です。 

 

この雑誌が成り立ち、継続し成長できた大きな力は富士技術出版株式会社です。元々は

1948 年に富士海外市場調査という会社で出発され、日本の技術を英文で紹介をする事業を

していました。現在の名前になったのは 1989 年で、英文の学術誌の出版に乗り出されてお

ります。現在 4つの英文誌を刊行され、1989 年にはロボット工学メカトロニクスの「Journal 

of Robotics and Mechatronics」という雑誌、1997 年にはコンピューターサインスと計算知



2021年度第 3 回 J-STAGE セミナー報告書 

 

15 

 

能に関わる「Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics」

という雑誌、2006 年に私どもの「Journal of Disaster Research」、2007 年に自動化生産技術

に関わる「International Journal of Automation Technology」という、4種の刊行を続けてい

るところです。その他に委託業務として、「知能と情報」と言う雑誌の刊行もお手伝いをし

ているという会社です。 

 

私は今の職の前に、京都大学の防災研究所というところにおりまして、そこは日本自然災

害学会という学会の事務局でもありました。非常に長い歴史のある学会で、英文誌がありま

す。「Journal of Natural Disaster Science」という雑誌で、J-STAGEに載せていますが、そ

こで 2 年間編集長も務めました。しかし、全くの孤立無援で編集業務をすることになり、J-

STAGE の情報を見ていただいたら分かりますが、何年に一回かぐらいしか刊行できない。

私も実は 2 年間編集長をやっていて 2 号しか出せないという状況でございました。けれど

も、本来の業務がある中で、孤立無援で英文誌を査読のマネジメントも含めて刊行して行く

膨大な業務というのをどうやってやれば良いのか、という思いもありました。JDR 誌の編

集委員会に入れというお話があったときに、富士技術出版が基本的な事務を引き受けてく

れると知り、これは強力な推進要素だと思いました。また、年に 6号の刊行を目指して行く

という野心的な計画も大変素晴らしいと思って、お手伝いをすることになりました。ただし、

お金があるわけではないので、富士技術出版もほとんどメセナのような形でやっていただ

いており、編集委員会もある意味ボランティアとして活動しています。 

 

とはいえ、せっかく編集委員会に入ったわけですから、この JDR 誌の国際的認知度をあ

げるべしで、まずその世界的なインデックスに申請登録されるような、世界で最低限認知さ

れるようなジャーナルになることを目標としました。まだ SCI ジャーナルには登録されて

いませんが、Scopus、Ei Compendex、Emerging Sources Citation Index（ESCI）まで目標

を達成できました。また、今年度から Directory of Open Access Journals（DOAJ）に採録さ

れました。知名度を上げる上で効果が大きかったのが、この J-STAGEに載せていただいた

ことです。企業が出している雑誌でも掲載可能、ということで入れていただきました。実際

にアクセス数が倍以上、不連続に増え、認知度の向上、アクセシビリティの向上に大きく貢

献をしていただきました。現在一生懸命努めているのは編集委員の若返りと国際化です。今、

編集委員が 30 名おりますが、残念ながら圧倒的に日本中心の構成になっているので、これ

をもっと国際化すべく、いろいろな努力をしているところです。おかげさまで、最初は年に

６号も出すようなジャーナルでしかもペーパーチャージを取るということで、当時の災害

リスク低減の分野の中ではある種、ハゲタカジャーナル扱いをされたのかもしれませんけ

れども、継続的に努力をして、着々と投稿いただく論文数も増えています。ここのところ毎

年 110 編の論文が掲載できています。 
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投稿から出版までのプロセスは、他のピアレビュージャーナルと基本的には変わってお

りません。査読者の選定が編集委員会の非常に大きな業務です。お願いをした先生方とのや

り取りは、富士技術出版にしていただいています。レビューでアクセプトとなったものを順

次刊行しています。この JDR 誌の大きな特徴として、年 6 号出すわけですけれども、各号

に特集号というのを設けております。これは投稿の安定を図るという意味もありますが、災

害リスク低減に関わる様々な大きなプロジクトがあり、JST がファンディングしているもの

もあれば、SATREPSというのはまさしくその例で、5 年ぐらいの大きなプロジクトになり

ます。当然、中間評価、最終評価というのもあり、そこのリーダーの先生に JDR 誌を紹介

し、よかったら中間評価向けの成果の取りまとめ、あるいは最終報告書としてでも、この

JDR 誌を活用いただけないかと言うようなお誘いもしています。最近ではほぼすべての災

害リスク低減に関わる大きなプロジクトの成果は、ここでご紹介させていただいています。 

 

私自身は 2016 年から防災科研に移っておりますが、どうせ紀要を書くならば、そのピア

レビューをちゃんとしていただいた上で、学術成果として評価されるようなものにエネル

ギーを集中すべきではないかと思いまして、2017 年から防災科研特集号というのも毎年発

行しています。多い年は 10数編、少ない年は 4 編しか集まらないなど乱高下をしています

が、毎年特集号として防災科研の最新の研究成果のご紹介もしています。東日本大震災を契

機に始めた特集号については、特に若い研究者の皆さんにとって、ペーパーチャージはなか

なか辛いものがあるので、みんなで共有すべき大事なテーマについてはご負担なしに、どん

どんいろいろなお考えを集め、必ずしも研究者ではない現場の色々な情報も含め、掲載料無

料の特別号というのを作ってまいりました。これまでは東日本大震災特集号というのを、最

初の 12、13、14、15、16と 5年間続けて刊行し、10 周年で 2021 年に第 6 号を刊行しまし

た。2019 年には、その前年に西日本に大きな被害をもたらした西日本豪雨災害の特集号を

刊行しました。昨年、一昨年は COVID-19 and Historical Pandemic ということでコロナに

ついての特集号を刊行しました。これは富士技術出版の社会貢献の一環であり、コストを度

外視して、協力をしていただきました。村上先生が昨年お辞めになり、2015 年から毎年、

大きな功績をしてくださった方々にお贈りしておりました JDR 賞というのを村上處直記念

災害研究賞と名前を変えさせていただきました。さらに JDR 誌のダウンロード部門での年

間賞、サイテーションの多い年間賞、それからレビュアーを務めていただいた方達への年間

賞という部門賞も創設しました。これまで JDR 賞は 7 回ご提供してきており、第 1 回の山

崎文雄先生、カルロス・ザベラ先生、第 2 回ハリー・イェ先生、第 3 回越村俊一先生、第 4

回首藤伸夫先生、第 5 回臼田裕一郎先生、第 6 回井口正人先生、そして第 7 回は村上處直

先生ご自身に JDR賞をお贈りしました。 

 

さらに JDR 誌を発展させるべきということで、J-STAGE セミナーやジャーナルコンサル

ティングのミニセミナーを最大限活用し、今ジャーナルを取り巻く社会情勢はどうなって
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いるのか、あるいはクリティブコモンズや DOAJ 等、色々なことを学ばせていただき、そ

れを編集委員会に持ち帰り、アップデートしております、。その中で全面的に変更したもの

が投稿規程です。プレプリントの投稿も認め、むしろ推奨するようにしております。さらに

プレゼンスも高めていくため、ダウンロードの簡易化ということを何回か行いました。やは

り簡単にすればアクセス数が増えますし、クリティブコモンズについても整理をいたしま

して新刊論文も J-STAGE でダウンロードできるようになっております。今年は DOAJ に

も採録され、いかに J-STAGE がパワフルかというのは、このグレーの棒の高さを見ていた

だくとよいと思います。 

 

残された課題について最後にお話します。投稿者が増えてきたこともあり、最初は受理し

てから 2 週間で結論を出すと豪語していましたが、最近ややそれが遅くなってきており、

スピードアップが課題です。編集委員の国際化も喫緊の課題だと思っております。 

 

 

図 9 JDR 発展に向けた取り組み：プレゼンスを高める 
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図 10 JDR誌ダウンロード数の推移 

 

 

  



2021年度第 3 回 J-STAGE セミナー報告書 

 

19 

 

2.3 

【JST の構築するプレプリントサーバについて/令和 3 年度の J-STAGE の取り組み】 

 JST 情報基盤事業部 

 

2.3.1. プレプリントサーバ Jxiv について 

ご存じの方も多いと思いますが、改めましてプレプリントサーバについてご説明いたし

ます。ここでいうプレプリントとは論文の査読前原稿のことを指しています。プレプリン

トをオープンアクセスで公開するのがプレプリントサーバです。研究成果を迅速な流通、

またはそれによって研究が進展すること、あるいは先取権取得のために利用される、とい

うことで物理学から様々な分野に拡大しております。ここに様々な分野のプレプリント

サーバを挙げております。遡っては物理学分野の arXiv が嚆矢となり、様々な分野のプレ

プリントサーバが立ち上がってきております。また、近年では、商業出版者が自身でプレ

プリントサーバを立ち上げる、あるいは、運営するといった状況も起きております。 

 

研究者が研究を行いまして、成果が出た場合には、様々な発表の方法がありますが、多

くの分野ではジャーナルに投稿して発表する、ということが行われております。これには

いくつかのプロセスを経る必要があることから時間を要してしまいます。そこでプレプリ

ントサーバが登場いたしました。これを使えば研究者から直接、研究コミュニティに広く

研究成果を発表することが可能となります。そのことから研究が早く進むことであると

か、先取権取得のサポートができればというふうに考えております。ただ、いいことばか

りではございません。プレプリントは査読などのプロセスを経ずに公表できますので誤っ

た内容やデータ、倫理的に問題のあるプレプリントが投稿されることで却って社会に悪影

響を及ぶのではないか、という指摘を受けることがあります。ただ、質の保証については

ジャーナルの役目であると考えておりましてプレプリントは速報性が重要であると考えて

います。このようにジャーナルとプレプリントは補完関係があると考えております。そう

は言っても最低限のスクリーニングは必要だろうと考えております。 

 

日本には現状、本格的なプレプリントサーバがございません。プレプリントサーバに

よって研究成果の公開の遅れを解消できるのではないかと期待しております。分野を問わ

ない、また、日本発のプレプリントサーバですので日本語、英語のプレプリントを投稿・

公開できるプレプリントサーバと致します。なお、投稿は研究者に限定したいと考えてお

ります。具体的には researchmapあるいはORCIDのアカウントを持つ研究者となりま

す。公開されたプレプリントには DOI がつきます。今後の機能拡張と致しまして、公開

されたプレプリントにコメントを付けてプレプリントに関するディスカッションを行うこ

とができる機能や、J-STAGE 登載誌に簡単に投稿できるような機能を追加したいと思って

おります。 
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日本のプレプリントサーバを後発で立ち上げる目的ですが、現在、Covid-19 の研究でプ

レプリントサーバが注目を集めております。一方で、日本語でプレプリント投稿できる

サーバがない、ということで、また、既にいろんな分野でプレプリントサーバがある、と

申しましたが、分野によってプレプリントサーバがない分野もございます。更に、人文

学・社会科学といった分野では、日本語で記述することで深い理解が可能となる、という

分野がある、ということもございます。このような背景からプレプリントサーバを構築し

て、立ち上げようとしております。現在構築中のプレプリントサーバの画面を少しお見せ

したいと思います。こちらはトップページとなります。こちらは１件のプレプリントを表

示する画面となります。こちらがアカウント登録、ログインをする画面でして、下の方に

ある researchmap、ORCID からアカウント登録、ログインいただけることになっており

ます。 

 

実際にプレプリントサーバを使って研究成果を公開する流れについてご説明したいと思

います。まず、研究者が研究成果をジャーナルに投稿するときに同時にプレプリント

ジャーナルにも投稿投稿いただければと考えております。プレプリントサーバでは基本的

にオープンアクセスで論文が公開されます。プレプリントサーバに投稿された論文は基本

的なスクリーニングを行います。剽窃チェックや形式チェックといったような要件の

チェックを行い、要件を満たせば DOI また Creative Commons ライセンスを付けて公開し

ます。 

 

一方でジャーナルに投稿された投稿の方は、査読・審査・採択を経て出版・公開される

ということになります。ジャーナルに投稿されて査読コメントを反映した原稿について

は、プレプリントサーバに投稿することはできない、としております。これは、ジャーナ

ルとプレプリントの棲み分けの意図でございます。 

ジャーナルに投稿した論文が採択公開された場合、プレプリントからジャーナル版にリ

ンクを著者にて張ることとしております。また、プレプリントでは、アクセプトされる前

であれば、但し、一旦公開されたプレプリントは取り下げることができません。本日、学

協会の方が数多く参加されているかと存じます。ジャーナル側で、プレプリントで公開さ

れた論文を受け付けないジャーナルもあるかと思います。プレプリントで公開された論文

をジャーナル側で受け付けることを認めていただくあるいはプレプリントサーバへの投稿

を推奨していただくようお願いできればと考えております。 

 

最後にサイトオープンのご案内をさせていただきます。サイト名は、ジェイカイブと読

みます。これは先ほど出てきた物理の arXiv に肖った名前としております。3月 24日に
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オープンする予定でしてURLこちらでアクセスできるようになる予定です。是非アクセ

スいただければと思います。ご清聴ありがとうございました。 

 

図 11 プレプリントサーバによる研究成果の早期公開 

 

 

図 12 プレプリントとジャーナルに同時に投稿 
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2.3.2. J-STAGE の今年度の取り組みと次年度の予定 

本日は J-STAGEセミナーへご参加いただきありがとうございます。最後にこの場をお

借りしまして、今年度 J-STAGE が実施した取り組みの総括と、来年度の予定についてご

説明させていただきます。 

 

はじめに、J-STAGEの概況について簡単にご紹介します。2019 年に運用開始から 20 周

年を迎えた J-STAGEですが、2021 年 12 月時点で 1,977 の機関にご利用いただいてお

り、資料数は 3,434、記事数は 530 万件以上を公開するプラットフォームに成長しており

ます。記事のダウンロード数も年々増加し、海外からのアクセスが占める割合も増えてき

ています。このように国内外問わず多くのユーザーにご利用いただいている J-STAGEに

おいて、より充実したサービスを提供してまいりたいと考えております。 

 

続いて、J－STAGE Dataの概況についてご説明します。J-STAGE Dataは、J-STAGE

の登載論文に関連するデータを登載・公開するデータリポジトリです。2020 年 3月にリ

リース、2021 年 3 月に本格運用が開始されました。トップ画面はこちら、図に示すよう

に、J-STAGE の論文データと関連付けがあり、相互リンクがされています。J-STAGEか

らも付随データがある場合は、リンクをクリックし、飛ぶことができ、J-STAGE Dataも

同様にクリックすると J-STAGE 論文を閲覧できます。2021 年 3 月より本格開始した J-

STAGE Dataは、現在データ登載誌 16 件、参加申し込み数は 50 誌となり、開始から 1 年

で当初予定を大幅に超える申し込みがございました。月別の利用誌数も増加傾向にあり、

ダウンロード数も堅調に推移しています。様々な分野のジャーナルにおいて、研究データ

の公開への関心が寄せられていることと存じます。申込より 1か月半～2か月ほどでご利

用可能ですので、利用を検討されている機関におかれましては改めてお申込みをご検討頂

ければ幸いです。 

 

2021 年度、J-STAGE ではご覧のような取り組みを行ってまいりました。これらにつき

まして、簡単ではございますが順に説明いたします。まず、システム関係として挙げてい

るこちらの 5項目についてですが、検索機能拡張、システム可用性向上の 2 点は 2021 年

9 月にリリースした機能になります。③～⑤は、今月末にリリースする予定です。サービ

ス関係は 4 項目、ご紹介いたします。 

 

1 つ目は、検索機能拡張です。J-STAGE資料・記事検索機能を強化し、操作性を向上さ

せました。論理演算式による検索機能を付加し、指定検索機能により NOT 条件を加えた

検索、検索式の入力により複雑な条件での検索も可能になります。機能の詳細はリリース

ノートを公開しておりますのでご覧ください。２つ目は、システム可用性向上です。今ま

では、J-STAGEのシステムメンテナンス時にサービスを全停止しておりましたが、メンテ
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ナンス時も閲覧サービスを継続するメンテナンスモードをリリースしました。メンテナン

ス中は左上に「メンテナンスモード」のロゴが表示されます。利用できない機能はクリッ

ク不可のメッセージ表示がされます。メンテナンス時はご不便をおかけしますが、閲覧は

可能になりましたので引き続き J-STAGEをご活用いただけますと幸いです。 

 

３つ目は、全文 XML作成ツールでの改修です。J-STAGE では、全文 XML 形式で記事

を登載することで本文がHTML 画面にて公開されます。閲覧性の向上や、コンテンツの

流通拡大につながると考えられることから、JSTでは、J-STAGE登載記事の全文 XML化

を推進しています。しかしながら、全文 XMLの作成にかかるコストや技術面などの問題

で、実際に全文 XML形式での登載を行っているジャーナルは少ないのが現状です。JST

では全文 XML のデータ作成を行えるツールとして全文 XML作成ツールを昨年リリース

いたしました。さらに今年は、使いやすいさを追求し、機能を追加し、より多角的・効率

的な作業が可能となります。今回追加される機能はオレンジの吹き出し部分で、いくつか

内容を紹介しますと、ワード、Latex の原稿ファイルの複数記事を一括で変換が可能にな

り、変換後の書誌事項もGUI で編集ができます。記事のエクスポートも一括で行えるよう

になりました。編集登載システムとの連携もより高まっております。全文 XML の導入が

お済みでない J-STAGE利用機関の皆様におかれましては、本ツールのご活用をご検討い

ただけますようよろしくお願い申し上げます。3 月下旬リリース予定ですので機能の詳細

はリリースノートが公開されましたらご覧ください。また、本ツールの品質向上のため、

ご利用になったご感想やご要望等のフィードバックもその際、頂けますと幸いです。 

 

４つ目は、発行機関向けダッシュボードのリリースです。こちらはダッシュボード画面

のイメージ図ですが、資料全体/記事 1件ごとのアクセス状況をグラフで見える化し、表

示したグラフは PDFで、集計元のログは TSVで出力することができます。 

発行機関がご自身のジャーナルの利用状況を把握することが可能となり、運営に役立つこ

とができれば幸いです。3 月下旬リリース予定ですので機能の詳細はリリースノートが公

開されましたらご覧ください。５つ目は、その他機能改善となり、識別子情報の登録拡充

として書誌情報に以下項目が登録可能になります。また全文 HTMLのプレビューの待ち

時間短縮、責任著者情報の明示、など行い、ユーザビリティの向上を進めてまいります。

詳細は、リリースノートで公開致しますので、その際にご覧ください。 

 

つづきまして、サービス面での取り組みについてご紹介します。2021 年 12 月に J-

STAGEは利用規約の改正を行いました。主な改正点は、JaLC メタデータオープン化に伴

う改正、JaLC剽窃チェックサービスの J-STAGEへの導入に伴う改正、書誌情報の著者情

報を個人情報の取り扱いです。抄録については、利用を許諾する対象を「不特定多数」

「JaLC 正会員、連携機関のみ」のいずれかから選択が必要になります。利用機関さまは、
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編集登載システムにて「抄録ライセンスフラグ」の設定を行ってください。規約の新旧対

照表や JaLC におけるアナウンス等、詳細は以下に公開しておりますのでご覧ください。

引き続き多くの機関にご利用、皆様がたに閲覧して頂けますと幸いです。 

 

2 つ目に、J-STAGE利用機関向けのジャーナルコンサルティングを実施しました。今年

度は大きく三つの取り組みを行いました。メインとなるのは、DOAJというオープンアク

セスジャーナルのオンライン・ディレクトリ・サービスの収載要件を満たすための、

ジャーナルの改善活動の支援を行ったことです。参加した英文誌 12 誌は、学術出版を専

門とする海外のコンサルティング会社から直接コンサルティングを受け、和文誌 8誌は、

コンサルティング会社のコンテンツを JST が和訳して提供いたしました。そして、このコ

ンサルティングに参加したジャーナルの DOAJ 収載申請にあたっては、JST が代行して一

括申請を行っております。さらに、これらのコンサルティングから得られた、分野を問わ

ず学術ジャーナルが知っておくべき基礎的な情報を、コンサルティングに参加されていな

いジャーナルにも共有するため、ミニセミナーという形で情報提供を行いました。加え

て、ジャーナルの質の向上に関する個別相談等も随時対応しました。今年度のジャーナル

コンサルティングの成果報告、および、ミニセミナーの発表概要は、後日 J-STAGE web

サイト上に公開予定ですので、適宜ご活用いただけますと幸いです。 

 

つづきまして、その他サービス関係での取り組みについてご紹介します。1 つ目に、「研

究成果発信の多様化とジャーナル」という年間テーマにて、J-STAGEセミナーを開催しま

した。今年度はコロナ禍という状況に鑑み、3回ともすべてオンライン形式でのセミナー

として開催し、講演のアーカイブ動画を YouTubeでも公開するようにしました。こうし

た開催方式により、例年行っていた現地会場のみでの開催に比べ、多くの方にご視聴いた

だけたことと存じます。来年度も、社会情勢を踏まえながらオンライン形式でのセミナー

開催を検討しております。2つ目に J-STAGEニュースを今年は年 3回発行いたしまし

た。説明いたしましたリリース情報などもそちらでご紹介しております。どうぞご覧くだ

さい。続いて、現時点で計画している来年度の主な予定についてお知らせいたします。 

システム関係では、J-STAGE 登載データのチェック強化に係る改修を行う予定です。これ

により、より質の高いデータをご提供することが可能になる予定です。また、サービス関

係においては、今年度と同様、J-STAGEセミナーや、ジャーナルコンサルティングの実施

を予定しております。4月より投稿審査システムをご利用の方は利用規約が改定となりま

すので、ユーザページのご確認をどうぞお願いいたします。上記詳細は決まり次第、それ

ぞれ J-STAGE webサイトやメールにてご案内いたします。 

 

来年度は、J-STAGEの充実、申請数が増加傾向の J-STAGE Data のさらなる発展、そ

して当月より運用が開始するプレプリントサーバのサービスを行ってまいります。来年度
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も当制度、当サービスをどうぞよろしくお願いいたします。以上、ご聴講どうも有難うご

ざいました。 

 

図 13 2021 年度 J-STAGE 概況 

 

 

図 14 J-STAGE 2021 年度の主な取組 
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3 セミナー後の反響 

3.1 アンケート 

セミナー開催後、配信画面上でのアナウンスおよび参加申込者宛のメール送信によって

アンケートへの回答を依頼した。開催終了後 1週間後の回答数は 48 件であった。 

◆講演内容について 

「大変参考になった」22.4%、「参考になった」64.6%、「あまり参考にならなかった」4.2%、

「ほとんど参考にならなかった」0.0%、「その他（見ていない等）」8.9%となった。 

◆ウェビナーツール（Zoom）での開催方式について（複数回答可） 

「よかった」87.5%、「よくなかった」0.0%、「どちらとも言えない・わからない」4.2%、

また、「講演時間の設定は適切だった」25.0%、「講演時間が長かった」8.3%、「講演時間が

短かった」2.1%となった。 

◆その他コメント 

他に、自由記述で「ジャーナルの IF 値をあげるために、連合でレター誌を立ち上げると

いう方法に、いろいろな手を尽くしていると思いました」「非常に規模の大きい連合が発行

するジャーナルでしたが，国外にある競合ジャーナルとどのように住み分けをしているの

か，という点に興味があり拝聴しておりました」「特集によっては、掲載料をタダにすると

いう方法で若手の研究者の育成を行うという方法は参考になりました」「二つの学会が共同

で一つの学会誌を作る過程で、学会誌の本質的な議論が進められていた」「プレプリント

サーバ Jxiv についてさらに詳しく知りたいので、説明会を視聴したい」等の感想が寄せら

れた。 

 

4 公開資料 

本セミナーの当日配布資料を、下記URL に掲載している。 

https://www.jstage.jst.go.jp/static/pages/News/TAB4/PastIssues/-char/ja#2203/23 

 

また、当日の講演の動画を J-STAGE YouTube チャンネルでアーカイブ公開している（講

演者および所属機関の意向により、一部の講演については動画を非公開としている）。 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSXgr8_ZxZT0oh4vqNwGdjEkOqzXqLzYP 

https://www.jstage.jst.go.jp/static/pages/News/TAB4/PastIssues/-char/ja#2203/23
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSXgr8_ZxZT0oh4vqNwGdjEkOqzXqLzYP
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