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リリースの内容・目的

J-STAGEへの全文XML記事登載をより容易に、効率的に
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■全文XMLでの記事登載により、HTMLでの全文公開が可能に
なります。これにより、
・様々な端末からの閲覧が可能
・ブラウザ上で翻訳可
・機械可読への対応
等の利点が得られ、学術情報の発信力向上に寄与します。

■全文XML作成ツールに以下のような機能を加えました。
・巻・号毎の複数原稿(Word/LaTeX)一括変換機能
・複数XMLファイルの一括インポート機能
・複数記事一括エクスポート機能（登載用ZIPファイル生成）
・テキストエディタに加えGUIによる書誌事項編集機能
・Word原稿からの全文PDF自動生成機能
これまで以上に多角的・効率的な編集業務を可能とします。



リリースの内容・目的

公開済みの記事をHTML公開形式へ更新
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■既に本文PDFのみで公開済みの記事に対して、訂正履歴なし
で全文HTML形式の記事へ更新可能とするよう、編集登載システ
ムの記事訂正画面に機能拡張を行います。

■既に全文HTML形式で公開された記事を記事訂正する場合に
ついても、編集登載システムの記事訂正画面から操作可能になり
ます。

全文HTMLプレビューの待ち時間短縮

■編集登載システムの全文HTMLプレビューについて、30分毎に
プレビュー作成を行っていましたが、アップロード後すぐに作成を
行うよう改善します。



注意事項
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■今回のリリースのため、現行の全文XML作成ツールで編集・保存されている
データについて、今回の新機能リリースを行う3月26日（土）に削除を行います。

全文XML作成ツールで保存されているデータが必要な場合は、3月26日（土）の
9時までにデータをダウンロードしておいてください。

現行の全文XML作成ツールのデータ削除



全文XML作成ツールの位置付け
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新たな全文XML作成ツールには下図のような利用方法があります。

●複数のWord原稿・LaTeX原稿をXML変換し、PDFファイル(Wordのみ)や全文テキストファイルも
自動生成することで、そのままJ-STAGEへ登載できるZIPファイルをエクスポート可能。
●全文XML形式だけでなく、書誌XMLの複数一括エクスポートも可能。
●既にXML化された記事をインポートし、ツール上でチェック・編集可能で、そのままJ-STAGEへ登載
できるZIPファイルをエクスポート可能

Pdf
TXT自動生成

Word原稿
LaTeX原稿
の変換

既にXML化
された記事の
チェック・編集

このまま
J-STAGEへ
XML登載

従来からの書誌XML作成ツールと合わせ、あらゆる形態の編集業務をサポートします。

今回全面改修した全文XML作成ツール



インポート
用ファイル

J-STAGEへの記事登載方法
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J-STAGEへの記事登載方法と、今回のリリース部分を示します。

全文XML作成ツール
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Web登載
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PDF
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アップ
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HTML PDF
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今回のリリース部分
エクスポート（※）

エクス
ポート

※全文XML作成ツールは
書誌XML形式も作成可能です。

書誌+PDF+全文HTML公開

書誌+PDF公開



概 要
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■ リリース日 令和4年3月26日（土）

■ リリース概要
１．全文XML作成ツール機能拡充

– 同一巻・号の複数記事原稿を一括変換し編集作業を一元管理

– XML記事インポート処理も同一巻・号の複数記事を一括入力可能
– エクスポート処理は複数記事をそのままXML登載可能なZIP形式で出力
– テキストエディタに加えGUIによる書誌事項編集機能を追加
– Word原稿はツール内でPDFファイルを自動生成しプレビュー確認可能
– 原稿から検索用全文テキストを自動作成し編集可能

– Word原稿変換の引用文献見出し生成を最適化
– LaTeX原稿変換の数式出力形式でMathML/TeXMath選択可能

２．編集登載システムへ既存記事の全文XML登載機能の追加

– 書誌XMLで公開済み記事を、記事訂正機能で全文XMLへ更新可
– 全文XMLで公開された記事を訂正する場合でも利用可能



概 要
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３．全文HTMLプレビューの待ち時間短縮
– 全文HTMLプレビュー作成について、待ち時間を短縮します。

従来は30分毎だったところを、記事アップロード後すぐに作成します。

４．記事作成管理機能のPMC・DOAJ用XMLファイルダウンロード機能強化
以下の処理によりPMCアップロード時のエラーを回避
– fn要素として定義されたSymbol属性を削除し、ワーニングログへその

内容を出力

– lang単位でkwd-groupを定義

– addr-lineが定義されている場合ダウンロード時にaddr-lineを出力

– 著作権表示/ライセンス設定画面で設定された定義で記号©を付与

以下の処理によりDOAJアップロード時のエラーを回避

– 抄録、キーワード、タイトル、著者名について<p>タグ、<br>タグを

半角スペースへ置換



１．複数記事一括変換
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同一巻・号の複数記事原稿を一括変換し、一元管理可能

従来版

更改版

・単一原稿ファイル毎のXML変換
・テキストエディタのみでの編集

・同一巻・号に登載する複数の記事原稿を
変換し、一覧画面からプレビュー確認や編
集が可能



１．複数記事一括変換
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複数記事を一括変換する際の入力ファイルについて

●従来と同じ操作で、単一の原稿ファイルを指定して変換することも可能です。

●単一原稿にpdfファイルを添付して変換する場合、フォルダに格納して
zipファイル形式にして下さい。
●複数原稿を一括変換する場合、原稿毎にフォルダに分け、全体をzipファイル
形式にして下さい。下図はword原稿の場合のフォルダ構成です。

wordファイル
{任意のファイル名}.docx

PDFファイル
{任意のファイル名}.pdf

全文テキストファイル
{任意のファイル名}.txt

フォルダ
メディア

画像・メディアファイル
{任意のファイル名}.{拡張子}

電子付録ファイル
{任意のファイル名}.{拡張子}

必須

ポイント：ファイル名の先頭に連番やページ番号を付けておくと、変換後に整理し易くなります。



１．複数記事一括変換
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media

画像・メディアファイル
{任意のファイル名}.{拡張子}

電子付録ファイル
{任意のファイル名}.{拡張子}

LaTeXファイル
{任意のファイル名}.tex

PDFファイル
{任意のファイル名}.pdf

全文テキストファイル
{任意のファイル名}.txt

bibファイル
{任意のファイル名}.bib

必須

フォルダ

●LaTeX原稿の場合のフォルダ構成は下図のとおりです。

※LaTeX原稿の場合は、ツール内でPDFファイル自動作成は行われません。
※Word原稿とLaTeX原稿の同時変換は行えません。



２．Word原稿からのPDF自動生成
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Word原稿については変換時の指定によりPDFを自動生成

Pdf

原稿にPDFファイルを添付してある
場合は、PDF生成を指定しても
自動生成は行いません。
PDFを添付していない原稿について
のみ、PDFの自動生成を行います。

プレビュー画面
によるPDF表示



２．Word原稿からのPDF自動生成
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記事編集中にPDFのダウンロード、差し替えが可能

【ダウンロード】
表示中のPDFをローカル
にダウンロードします。

【アップロード】
手元のPDFをアップロード
し、表示中のPDFと
差し替えます。

【Word変換】
手元のWord原稿をPDF
変換し、表示中のPDF
と差し替えます。



３．検索用テキストファイル自動生成
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Word、LaTeX原稿ともに、変換時に検索用テキストファイルを自動生成

TXT

原稿にテキストファイルを添付してある
場合は、全文テキスト生成を指定しても
自動生成は行いません。
テキストファイルを添付していない原稿に
ついてのみ、自動生成を行います。

全文テキスト編集画面



３．検索用テキストファイル自動生成
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記事編集中にテキストファイル編集が可能

【保存】
編集結果を保存します。

【削除】
表示されているテキスト
を全て削除します。

このフィールド内で
直接編集が可能です。



４．記事一覧画面
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一括変換した複数原稿を一覧画面から巻・号単位に管理・編集可能

【記事一覧画面】

【原稿変換画面】

「原稿変換」ボタンから変換画面
で各種指定を行い、変換を実行
すると、記事一覧画面に遷移し
変換ステータスが表示されます。
記事一覧画面から、様々な編集
が可能です。



４．記事一覧画面
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ツリー上で指定した巻・号の記事を表示します。
原稿変換時も、対象の巻・号を指定して行います。

ファイル名のリンクをクリックすると対象記事の編集画面へ
遷移します。チェックした記事に対してエクスポートや削除が
可能です。

記事毎の状態表示で

「要修正」はエクスポ
ート前に編集画面で
編集が必要です。

原稿変換後はこのボタンで変換
状況を更新してください。



５．GUIによる書誌事項編集
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【書誌事項編集画面】

テキストエディタでなく
GUIによる書誌事項編
集が可能

記事一覧からファイル
名クリックでGUIによる
書誌事項編集画面へ
遷移

【記事一覧】

画面左部にPDFを表
示し、参照しながら編
集可能
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５．GUIによる書誌事項編集

【編集メニュー】

書誌事項編集画面で「入力チェック」を行うと、タブ上に
エラー数が、該当項目にメッセージが表示されます。

編集内容を
保存します。



５．GUIによる書誌事項編集
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【一括変換操作時のポイント】 記事毎の個別編集を忘れずに

原稿変換画面では、個々の原稿の「開始ページ」「査読日」「公開日」は入力

できませんので、変換後、書誌事項編集画面で記事毎に入力してください。



５．GUIによる書誌事項編集
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表示したPDF画面上の範囲指定による編集画面へのコピー操作可能

PDF上で範囲指定し、
貼付ボタン押下で
編集先へ取込可能です。



６．エディターによる編集機能
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従来の全文XML作成ツール同様、エディターによる編集可能

画面左側に全文PDFを並べて表示しながら編集することが可能です。

このボタンでPDFの
表示・非表示を切替
可能です。



７．書誌事項編集とXML編集
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書誌事項編集とXML編集の内容は相互に反映され、いずれからの編集も可能です。

書誌事項編集画面で修正した
内容は、「保存」操作後にXML
編集画面へ反映されています。

XML編集画面で修正した
内容も、「保存」操作後に
書誌事項編集画面へ
反映されます。



８．XML記事の一括インポート

24

インポートボタン押下で
選択している巻・号に
手持ちのXML記事を
インポートし、チェックや
編集操作が可能です。

お手元のXML原稿を複数一括インポートしてチェック・編集・登載用ZIP出力が可能

J-STAGEへの登載前にXML構文チェック・GUIによる編集が可能



８．XML記事の一括インポート
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複数記事を一括インポートする際の入力ファイルについて

●複数原稿を一括インポートする場合、下図の命名規則に沿ったフォルダに格納

し、全体をzipファイル形式にしてください。

【記事識別子について】
（１）論文番号が存在する場合

巻_論文番号
（２）論文番号なし、開始ページあり、
連番なしの場合
巻_開始ページ

（３）論文番号なし、開始ページあり、
連番ありの場合
巻_開始ページ_連番



９．XML一括エクスポート
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編集後の複数記事を選択し、
「エクスポート」ボタン押下に
より、登載用ZIPを出力します。
エクスポートしたZIPには、
アップロードに必要なファイルが
全て含まれており、そのまま
XML登載が可能です。

J-STAGEへ登載するためのZIPファイルを一括変換

エクスポートしたZIPファイルを
そのまま編集登載の
「記事一括アップロード」
を使ってJ-STAGEへ一括登載
可能です。



１０．公開済み記事のXML更新
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記事訂正（履歴なし）

記事訂正画面のファイルアップロード画面で
「全文XML（ZIP形式）」のアップロードにより
学協会様ご自身で、書誌XMLでの公開済み
記事を全文HTML公開記事へ更新可能です。

アップロードするZIPファイル
中の画像データ等を用いて
全文HTMLが生成され、
全文HTML公開記事となりま
す。



１０．公開済み記事のXML更新

記事訂正画面から全文XMLをアップロードし、PDF公開から

全文HTML公開形式へ更新可能です。
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記事訂正画面のファイルアップロード
画面で、「全文XML」のアップロードにより
学協会様ご自身で、書誌XMLでの公開済
み記事を全文HTML公開記事へ更新可能
です。

記事訂正（履歴あり）



１１．全文HTMLプレビューの待ち時間短縮

全文HTMLプレビュー作成について、待ち時間を短縮します。

従来は30分毎だったところを、記事アップロード後すぐに作成します。
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全文HTMLプレビューを記事アップロード後
すぐに作成します。
数秒～数十秒程度で作成完了します。（※）

※多数の記事をアップロードした場合や、
処理の混雑時には数分程度の時間を要す
る場合があります。


