
 J-STAGE Data マニュアル 

 データのアップロード 

 最終更新⽇︓2023年4⽉4⽇ 



 J-STAGE Data マニュアル︓データの  アップロード 

 No.  版  ⽇付  区分  変更内容  変更箇所 

 1  0.1  2020/03/23  新規  初版作成 

 2  1.0  2021/11/01  変更  操作全般の名称を「登載」か 
 ら「アップロード」に変更 

 全体 

 3  1.0  2021/11/01  変更  メタデータの⼊⼒における注 
 意事項を追記 

 1.4 メタデータの⼊⼒ 

 4  1.1  2022/01/05  変更  メタデータ項⽬の変更を反映 
 ・  Manuscript  title  を  必  須  ⼊ 
 ⼒から任意⼊⼒に 
 ・Copyrightの追加 

 1.4 メタデータの⼊⼒ 

 5  1.2  2022/8/31  変更  データセットファイルアップ 
 ロード時の注意を追加 

 1.3 ファイルのアップ 
 ロード 

 6  1.3  2023/4/4  変更  メタデータ項⽬の変更を反映 
 ・  Corresponding  author 
 email  address  を  任  意  ⼊  ⼒  か 
 ら必須⼊⼒に 
 ・「Translated〇〇」の項⽬ 
 名を「〇〇(in Japanese)に 
 ・Copyrightを任意⼊⼒から 
 必須⼊⼒に 
 ・⼀部項⽬の説明変更 

 1.4 メタデータの⼊⼒ 
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 0. はじめに 
 J-STAGE Dataは、国⽴研究開発法⼈科学技術振興機構が提供する、研究データの共有と利活⽤ 
 を促進するためのリポジトリです。J-STAGE Dataでは、  J-STAGE（科学技術情報発信・流通  総 
 合システム）  で公開される出版物に関連するデータを公開しています。J-STAGE Data上の各 
 データと、それに対応するJ-STAGE上の記事には相互リンクが提供されます。J-STAGE Dataの 
 閲覧は無料で、ユーザー登録やログインは必要ありません。 

 本マニュアルでは、J-STAGE Dataにデータをアップロードするユーザーのために、基本的なナ 
 ビゲーションや操作⽅法を解説しています。 

 J-STAGE Dataは、プラットフォームとしてFigshareのクラウドサービスを利⽤しています。 
 Figshareの詳細については  Figshare Knowledge  （英⽂サポートページ）をご参照く  ださい。 

 J-STAGE Dataのご利⽤に際してご質問がある場合は、  data-contact@jstage.jst.go.jp  へメー 
 ルにてお問い合わせください。 

 1. データのアップロード 
 1.1. オンラインフォームへのアクセス 
 オンラインフォーム（  https://jstagedata.jst.go.jp/submit  ）を介した  データのアップロード 
 は、原則として研究者（データが関連する記事の著者）⾃⾝によって⾏われます。 

 このオンラインフォームは、J-STAGE Dataを利⽤する全てのジャーナルに共通に使われるもの 
 で、ユーザーごとの個別のアカウントではなく、J-STAGE Data全体で共通のユーザー名・パス 
 ワードでログインします。このユーザー名・パスワードは、ジャーナル編集事務局におたずねく 
 ださい。 

 オンラインフォームに初めてアクセスするユーザーには、機械的なデータのアップロードを防ぐ 
 ための画⾯（CAPTCHA 図1）が表⽰されます（図１）。”Iʼm not a robot” の左に表⽰される 
 チェックボックスをクリックして、先に進んでください。 

 図1. オンラインフォームの  CAPTCHA  表⽰ 
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 1.2. ジャーナルの選択 
 次に表⽰されるページ（図2）では、投稿先のジャーナルを選択するためのドロップダウンメ 
 ニューが表⽰されます。ここでは、投稿先の（あるいはこれから投稿予定の）ジャーナルを必ず 
 選択してください。 

 ジャーナルを選択するには、スクロールしてジャーナル名をクリックします。表⽰されるジャー 
 ナルが多い場合には、テキストボックスの中にジャーナル名の⼀部を⼊⼒して該当するジャーナ 
 ル名だけに絞り込むこともできます。 

 図2. ジャーナル選択メニュー 
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 1.3. ファイルのアップロード 
 ジャーナルを選択すると、ファイルのアップロードを促す画⾯が表⽰されます（図3）。ページ 
 下部のボックス部分（図3 点線枠内）にファイルをドラッグ＆ドロップするか、Browseボタン 
 をクリックしてローカルフォルダからアップロードするファイルを選択します。⼀度に複数の 
 ファイルをアップロードすることも可能です。 

 ⼀連の作業において複数のファイルをアップロードすると、その複数のファイルに対しひとつの 
 メタデータを付与しひとつのDOIのもと公開することになります。⼀⽅、それぞれのファイルに 
 異なるメタデータを付与し異なるDOIのもと公開することも可能です。その場合は、同⼀のDOI 
 のもと公開したいファイルごとに、ファイルのアップロードの作業を繰り返してください。 

 図3. データアップロード画⾯ 

 J-STAGE Dataでプレビュー可能なファイル形式は、別資料︓  Figshareでプレビュー可能な  ファ 
 イル形式（英語サイト）  を参照してください。 

 【注意】プレビュー可能なファイル形式であっても、複数のファイルを圧縮したフォルダとして 
 アップロードした場合にはプレビューできません。 

 【注意】データセットと呼ばれる数値データの場合、汎⽤的で機械可読可能なデータ形式である 
 ことが望ましく、具体的にはExcel形式（拡張⼦︓xlsx、xlsなど）ではなく、CSV形式やTSV形 
 式のファイルをアップロードしてください。その際には、総務省の「  統計表における機械判読可 
 能なデータ作成に関する表記⽅法  」資料にある、統計表のレイアウトでのチェック項⽬を遵守す 
 る（ファイル内の数値データは数値属性とする、セルを結合しない、数式を使⽤せず数値にす 
 る）ことも⾮常に重要です。ぜひともご参照のうえ、ご留意のほどお願いします。 
 また、⽇本語を含むCSVファイルは⽂字コードをUTF-8に設定してください。UTF-8以外の⽂字 
 コードでは⽂字化けしてプレビュー表⽰されます。 
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 1.4. メタデータの⼊⼒ 
 ファイルのアップロードが完了すると、メタデータの⼊⼒画⾯が表⽰されます（図4）。 

 図4. メタデータ⼊⼒画⾯ 
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 メタデータ⼊⼒の際は以下の注意を参照して、可能な限り正確な情報を⼊⼒してください。⼊⼒ 
 が必須の項⽬はアスタリスク(＊)が表⽰されています。各項⽬にカーソルを移動するたびに、右 
 側の余⽩にその項⽬についてのガイドが表⽰されます。 

 項⽬名  必須  ⽂字制限等  ⼊⼒する内容・注意点など 

 Title  ＊  半⾓3⽂字以上500⽂字以 
 下 

 【英語⼊⼒のみ】データのタイトル。デ 
 フォルトではファイル名がそのまま表⽰ 
 されますが、データの内容を⽰すタイト 
 ルとしてふさわしいものに書き換えてく 
 ださい。J-STAGEの記事のタイトルとは 
 離れてデータについて⽰すタイトルにな 
 りますので、ほとんどの場合、J-STAGE 
 の記事のタイトルとは異なるタイトルに 
 なります。 
 この項⽬では次のタグが使⽤できます︓ 
 <b><em><i><small><strong><sub 
 ><sup> 

 Item type  ＊  ドロップダウンメニュー 
 からひとつを選択 

 データの種類として最もふさわしいもの 
 をメニューから選択してください。 

 Authors  ＊  【英語⼊⼒のみ】データの著者。 
 J-STAGEの記事の著者と異なっていても 
 かまいません。 
 ⽒名の⼀部をタイプした際に⽰される候 
 補に該当者がいれば、それを選択してく 
 ださい。該当者がいない、よくわからな 
 い場合は候補からは選択せず、Add 
 author detailsをクリックして詳細を⼊⼒ 
 し、Save detailsを押してください。複 
 数の⽒名を⼊⼒する場合には、この⼿順 
 を繰り返してください。 

 Categories  ＊  ドロップダウンメニュー 
 から最低ひとつを選択 

 データが関連する分野としてふさわしい 
 ものをメニューから選択してください。 
 複数の分野を選択することもできます。 
 分野名の⼀覧は別資料:  J-STAGE Data分 
 野名  をご覧ください。 

 Keywords  ＊  最低ひとつのキーワード 
 を⼊⼒後、Enterキーを 
 押下して確定 

 【英語⼊⼒のみ】データが関連するキー 
 ワードとしてふさわしいものを⼊⼒して 
 ください。数⽂字タイプした際に表⽰さ 
 れる候補に該当キーワードがあれば、そ 
 れを選択してください。複数のキーワー 
 ドを⼊⼒する場合には、⼊⼒後に必ず 
 Enterキーを押下して確定してから次の 
 キーワードを⼊⼒してください。 

 Description  ＊  半⾓4⽂字以上5,000⽂字 
 以下 

 【英語⼊⼒のみ】データの説明⽂を⼊⼒ 
 してください。J-STAGEの記事とは離れ 
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 てデータについての必要⼗分な説明が記 
 載されている必要があります。 
 この項⽬では次のタグが使⽤できます︓ 
 <address><h2><h3><h4><h5><h 
 6><blockquote><dd><dl><dt><hr 
 ><li><ol><p><ul><a><b><br><ci 
 te><code><em><i><small><strong 
 ><sub><sup><table><td><th><tr 
 > 

 Funding  候補から選択するか、選 
 択すべき候補がない場合 
 には250⽂字以下で助成 
 機関名のみ（助成⾦の全 
 情報ではない）をマニュ 
 アル⼊⼒ 

 データについて関連する助成⾦情報を⼊ 
 ⼒してください。データと関連する 
 J-STAGE記事の謝辞（Acknowledgemen 
 t）などにおいて助成⾦情報が記載されて 
 いる場合は、原則として⼊⼒してくださ 
 い。なお、ここに⼊⼒するのは研究助成 
 機関による研究助成⾦情報のみで、奨学 
 ⾦や企業との共同研究等による資⾦提供 
 は該当しません。 
 助成⾦のタイトル（英語）やIDの⼀部を 
 ⼊⼒すると、システムが⾃動的に 
 Dimensions  内の候補を表⽰します。該当 
 するものがあれば選択してください。誤 
 ⼊⼒を防ぐため、助成⾦IDの⼊⼒を推奨 
 します。研究課題統合検索（  GRANTS  ） 
 に登録されている体系的課題番号や研究 
 課題/領域番号を⼊⼒すると、候補が表⽰ 
 されます。 
 選択すべき候補がない場合には助成機関 
 名（助成⾦の全情報ではない）のみをマ 
 ニュアル⼊⼒してください。 

 Reference  データについて関連するURLがあれば⼊ 
 ⼒してください。公開データが関連する 
 J-STAGE記事についてはここでは⼊⼒せ 
 ずに、後述のArticle DOIに⼊⼒してくだ 
 さい。 

 License  ＊  ドロップダウンメニュー 
 からひとつを選択 

 データの⼆次利⽤に関するライセンスの 
 種類を選択してください。ライセンス名 
 の⼀覧および定義等へのリンクは別資料 
 ︓  J-STAGE Dataライセンス  をご覧くださ 
 い。 

 Manuscript 
 title 

 【英語⼊⼒のみ】データと関連する 
 J-STAGE記事の投稿時のタイトルを⼊⼒ 
 してください。英語のタイトルがない場 
 合は、ここで英語のタイトルを決定する 
 必要があります。任意項⽬ではあります 
 が、発⾏機関への連絡のため必ず⼊⼒し 
 てください（最終的には、発⾏機関によ 
 り削除されます）。 
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https://www.dimensions.ai/
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 Manuscript 
 number 

 J-STAGE記事投稿時の整理番号等があれ 
 ば⼊⼒してください（最終的には、発⾏ 
 機関により削除されます）。 

 Article DOI  J-STAGE記事のDOIが確定している場合 
 は⼊⼒してください（最終的には、発⾏ 
 機関により削除されます）。 

 Corresponding 
 author email 
 address 

 *  データの連絡先著者のメールアドレスを 
 ⼊⼒してください。 

 Title (in 
 Japanese) 

 データのタイトル（⽇本語表記）を⼊⼒ 
 してください。 

 Description (in 
 Japanese) 

 10⽂字以上10000⽂字以 
 下 

 データに関する説明⽂（⽇本語表記）を 
 ⼊⼒してください。 

 Manuscript 
 title (in 
 Japanese) 

 データと関連するJ-STAGE記事の投稿時 
 のタイトル（⽇本語表記）を⼊⼒してく 
 ださい。J-STAGE記事に⽇本語のタイト 
 ルがある場合には、必ず⼊⼒してくださ 
 い。 

 Authors (in 
 Japanese) 

 2⽂字以上10000⽂字以 
 下 

 データの著者（⽇本語表記）を⼊⼒して 
 ください。 

 Copyright  *  1⽂字以上250⽂字以下  【英語⼊⼒のみ】© マークに続けてこの 
 データの公開年および著作権者名を⼊⼒ 
 し「© 公開年 著作権者」の形式で表記し 
 ます。著作権者は、Authorsの場合、発 
 ⾏機関の場合、その他の場合がありま 
 す。 

 1.5. データおよびメタデータの送信 
 メタデータ⼊⼒フォームの下部には、ファイルのアップロードスペースがあります（図5）。こ 
 れは、メタデータ⼊⼒中に、他のファイルも⼀緒にアップロードすべきだと気付いた場合にファ 
 イルを追加できるようにするためです。複数のファイルをアップロードする場合でも、メタデー 
 タの⼊⼒は⼀度だけです。 

 メタデータの⼊⼒が完了したら、Submitボタンを押してフォームを送信します。フォーム送信 
 の  際  に  は、  送  信  者  は  J-STAGE  Data  の  利  ⽤  規  定  に  同  意  す  る  必  要  が  あ  り  ま  す。  こ  れ  ら  の  注  意  事  項 
 は、Submitボタンの上部に明⽰されていますので必ずご確認ください。 
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 図5. メタデータ⼊⼒画⾯のページ下部 

 1.6. 送信の完了 
 送信が完了すると、図6のとおりメッセージが表⽰されます。 

 フォームを送信しても、  ⾃動的にデータが公開されることはありません。  送信されたデータは、 
 該当するジャーナルの編集者宛てに通知され、必要な⼿続きを経た後で公開されます。 

 送信後のデータについてのお問い合わせは、  該当するジャーナルの編集部宛にご連絡ください。 

 図6. 送信完了画⾯ 
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