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リリース概要
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■J-STAGE機能追加（データリポジトリ対応）
J-STAGEに登載されている論文等(記事)の画面に、研究成果論文の根拠となるデータ等の記事に関連す
るデータ（記事関連データ）情報を表示できる様に機能追加しました。

・ リリース日 2020年2月22日

・ 新機能イメージ

データリポジトリ

J-STAGE 公開画面

・リポジトリに保存されてい
る記事関連データ情報など
をJ-STAGEで表示します。

■ J-STAGE Data
*1

の場合はデータプレビュー表示をします。

*1)J-STAGE Data：記事関連データを公開するJ-STAGEのデータプラットフォームです。2020年3月より試行運用を開始いたします。
※試行運用はパイロットジャーナルのみとなります。予めご了承ください。



■公開画面

１．記事関連データ情報
*1

の表示
記事関連データやデータプレビュー

*2

を公開画面に表示する機能を追加しました。

２．検索機能の強化

詳細検索結果の画面にてデータリポジトリに対応している記事の絞り込み検索機能を追加
しました。

３．資料画面、書誌画面のアイコンが増えます

資料画面、書誌画面に「J-STAGE Data」「データリポジトリ」「電子付録」のアイコンを追加
しました。
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*1)記事関連データ情報：記事関連データ、DAS(data availability statement)などを指します。
*2)データプレビュー：J-STAGE Dataの場合はデータがプレビュー表示されます。
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■編集登載システム

1．書誌項目の追加

１-１.追加された書誌項目の一覧表
１-２.XMLファイルに記述する項目を追加
１-３.XMLファイルの記述例

２．記事関連データ情報の項目追加

データリポジトリタブを追加し記事関連データ情報の入力項目を追加

３．資料情報の追加

３-１.資料画面に表示されるアイコン種類が増えました。
３-２.資料にデータリポジトリ情報を表示します。
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公開画面
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記事関連データ情報の
見出し

Data Availability 
Statement

データ説明(データリポジ
トリにリンク)

J-STAGE Dataを利用するリポジ
トリ区分の場合にデータタイトル、著
者名を表示。

J-STAGE Dataを利用
し、記事との紐づけを行う
とデータプレビュー表示。

※右図はJ-STAGE Dataにアップ
ロードしたデータの記述例です。

公開画面

セクション名

▶1-1.書誌画面の表示例（J-STAGE Dataの場合)

１.記事関連データ情報の表示
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記事関連データ情報の見出し

データプレビュー

J-STAGE Dataロゴ

※J-STAGE Dataから公開
日、データタイトル、著者名を
取得し表示します。

Data Availability 
Statement

データ説明 (データリポジトリにリ
ンク)

※上図はJ-STAGE Dataにアップロードしたデータの記述例です。J-STAGE Dataの場合はデータプレビュー表示されます。

セクション名

▶1-2.全文HTML画面の表示例（J-STAGE Dataの場合)

公開画面１.記事関連データ情報の表示
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▶1-3.書誌画面の表示例（その他のデータリポジトリの場合）

記事関連データ情報
の見出し

セクション名

Data Availability 
Statement

データ説明 (データリ
ポジトリ先にリンク)

上図はXXXXリポジトリの記事関連データ情報表示例です。

公開画面

データリポジトリサンプル

１.記事関連データ情報の表示
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詳細検索結果の絞り込み条件に

データリポジトリを追加。J-STAGE 

Data、その他のリポジトリに関連デー

タがある記事の絞り込みが可能になり

ました。

公開画面

※詳細検索結果画面に表示されます。

２.検索機能の強化
▶データリポジトリに対応している記事の絞り込み検索機能を追加

▶「詳細検索結果」画面へのページ遷移は以下になります。

・J-STAGEトップにて「検索条件の詳細設定」を押下 ＞各種条件を設定後、
「検索」ボタンを押下>詳細検索結果画面

新規作成記事サンプル

新規作成記事サンプル

https://doi.org/10.1234/jsttest.60.1.1

https://doi.org/10.123
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書誌画面、全文HTML画面などに「J-STAGE Data」アイコン、「データリポジトリ」
アイコン、「電子付録」アイコンを追加しました。

公開画面

書誌画面 全文HTML画面

３.資料画面、書誌画面のアイコンが増えます
▶3-1.書誌画面、全文HTML画面の表示例

新規作成記事サンプル
新規アップロード
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情報管理

https://doi.org/10.1234/jsttest.60.1.1

2000年 60巻 1号 p. 100-100

巻号一覧

公開画面

詳細検索結果

巻号一覧画面、詳細検索結果画面などに「J-STAGE Data」アイコン、「デー
タリポジトリ」アイコン、「電子付録」アイコンを追加しました。

３.資料画面、書誌画面のアイコンが増えます
▶3-2.巻号一覧画面、詳細検索結果画面の表示例

新規作成記事サンプル
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J-STAGE J-STAGE Data データリポジトリ 電子付録

書誌画面 〇 〇 〇

全文HTML画面 〇 〇 〇

資料一覧画面 〇

資料トップ画面 〇

早期公開画面 〇 〇 〇

巻号一覧画面 〇 〇 〇

特集巻号、特集号画面 〇 〇 〇

この資料について画面 〇

資料内検索結果画面 〇

詳細検索結果画面 〇 〇 〇

My J-STAGE J-STAGE Data

お気に入り記事一覧 〇

お気に入り資料一覧 〇

▶3-3.追加されたアイコン一覧表
公開画面３.資料画面、書誌画面のアイコンが増えます
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編集登載システム
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▶1-1.追加された書誌項目の一覧表
編集登載

書誌項目 必須 説明 記述例

タイトル 〇※１
記事関連データの見出しを
入力します。

Data Availability Statement 

Data 
Availability 
Statement

〇※１
記事関連データの保存先や
取扱いについてを入力します。

全てのエビデンスデータはJ-STAGE Dataで利用できます。
The data analysis file and all annotator data 
files are available in J-STAGE Data

リポジトリ区分 〇※１

データの保存先を「利用な
し」、「J-STAGE Data」、
「その他」から１つを選択しま
す。

J-STAGE Data

以下の書誌項目が新たに入力可能となります。

１.書誌項目の追加

*1) 条件付き必須：記事関連データを入力する場合のみ必須となります。

入力された項目は公開画面（P５～P7）にてご確認できます。
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▶1-1.追加された書誌項目の一覧表
編集登載

書誌項目 必須 説明 記述例

データ説明 〇※１ 記事関連データのデータ説明を入します。
これはXXXの派生研究にて生成されたデータ
です。

外部リンク 〇※１

記事関連データの外部リンクを設定します。
指定なし、doi、urlの中から１つを設定し、
doiとurlにはそれぞれ値を入力します。

https://doi.org/10.xxxx/xxx.xx.xx
https://xxx.com/data/xxx.html

記述言語 〇※１
データが書かれた言語を「日本語」、「英
語」、「その他」から選択します。

日本語

データタイプ

研究データがどの様に生成されたのかを選
択します。「supporting」、
「generated」、「analyzed」、「non-
analyzed」、「-(その他)」

supporting

データタイトル
記事関連データのデータタイトルを入力し
ます。

Sample data001,1998-1999

以下の書誌項目が新たに入力可能となります。

１.書誌項目の追加

*1) 条件付き必須：記事関連データを入力する場合のみ必須となります。

入力された項目は公開画面（P５～P7）にてご確認できます。
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▶1-2.XMLファイルに記述する項目を追加（JATS1.1）

■<back>タグの配下に<sec>タグを追加し、sec-type=”data-availability“ specific-use=“リポジトリ区分”を設定。

■<ref-list>配下には<ref>タグのデータが複数登録でき、データ説明にはmixed-citationタグを使用し記述に柔軟性

を持たせました。

■<ext-link-type>にはurlとdoiの2種類を設け、どちらでもリンクアウトが可能です。

編集登載

※ <sec>配下のタグはXMLダウンロードファイルにも追加されます。
※JATS1.1のみとなります。追加項目等の詳細につきましてはXMLガイドラインをご参照ください。

１.書誌項目の追加

https://www.jstage.jst.go.jp/static/pages/GuidelineAndManuals/TAB2/-char/ja


<sec sec-type=“data-availability” specific-use=“J-STAGE Data”>
<title>Data Availability (J-STAGE Data)</title>
<p>The following datasets were generated or analyzed for this study:</p>
<ref-list>

<ref id=“data1” xml:lang=“en”>
<mixed-citation publication-type=“data” specific-use=“generated”>

<data-title>Sample Data 1</data-title>
<ext-link ext-link-type=“doi”

xlink:href="https://doi.org/10.NNNN/XXX.data1">https://doi.org/10.NNNN/XXX.data1</ext-link>
</mixed-citation>

</ref>
</ref-list>

</sec>
<sec sec-type="data-availability" specific-use="other">

<title>Data Availability (XXX Repository)</title>
<p>The following datasets were generated or analyzed for this study:</p>
<ref-list>

<ref id="data2" xml:lang="en">
<mixed-citation specific-use="supporting">

<data-title>Sample Data 1</data-title>
<ext-link ext-link-type="url" xlink:href="https://XXX/XXX.data1">https://XXX/XXX.data1</ext-link>

</mixed-citation>
</ref>

</ref-list>
</sec>

16

▶1-3.XMLファイルの記述例
編集登載

J-STAGE Data

その他データリポ
ジトリ

※上記の通り、記事関連データ情報は複数の記述も可能です。
※追加項目等の詳細につきましてはXMLガイドラインをご参照ください。

１.書誌項目の追加

https://www.jstage.jst.go.jp/static/pages/GuidelineAndManuals/TAB2/-char/ja
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②追加登録ボタンを押下後、記事
関連データ情報（Data 
Availability Statement等)の登
録(画面2)を行います。

※公開済の記事に関しましては記事訂正(履歴あり)にて
登録が可能となります。

▶2-1.XML登載サービスの操作

XML登載

編集登載

①データリポジトリタブを押下

２.記事関連データ情報の項目追加

画面２

画面１



18

③記事関連データ情報を登録後、データの追加登録ボタンを押下し、個別データの登録(画面3)を
行います。

▶2-1.XML登載サービスの操作

XML登載

編集登載２.記事関連データ情報の項目追加

画面２

画面３
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②DASを追加ボタンを押下後、記事関
連データ情報（Data Availability 
Statement等)の登録(画面2)を行い
ます。

※公開済の記事に関しましては記事訂正(履歴あり)
にて登録が可能となります。

③データリストより追加ボタンを押下し、
個別データの入力を行います。

Web登載

編集登載２.記事関連データ情報の項目追加
▶2-2.Web登載サービスの操作

画面１

画面２

①データリポジトリタブを押下
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▶データリストの追加ボタンを押下すると
右図のような画面が出現、個別データ
の登録(画面3)を行います。

Web登載

編集登載２.記事関連データ情報の項目追加
▶2-2.Web登載サービスの操作

画面２

画面３
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資料情報の追加
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資料トップ画面、この資料について画面などに「DOAJ」「SCOPUS」「PUBMED」「休刊・廃刊」
などのアイコンを追加しました。

※「DOAJ」、「SCOPUS」、「PUBMED」はそれぞれDOAJ掲載誌、SCOPUS掲載誌、PUBMED掲載誌です。

▶3-1.資料画面に表示されるアイコン種類が増えました。
公開画面

※DOAJ、SCOPUSのアイコンはJ-STAGEにて付与するため、発行機関様のご対応は不要です。

資料トップ この資料について

３.資料情報の追加

「この資料について」画面にもアイコンが表示されるようになりました。
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J-STAGE DOAJ SCOPUS PUBMED 休刊廃刊

資料トップ画面 〇 〇 〇 〇

この資料について画面 〇 〇 〇 〇

資料一覧
ジャーナルを資料名で検索画面

〇 〇 〇 〇

資料一覧
ジャーナルを発行機関で検索画面

〇 〇 〇 〇

▶3-1.資料画面に表示されるアイコン種類が増えました。
公開画面

My J-STAGE DOAJ SCOPUS PUBMED
休刊
廃刊

お気に入り資料一覧 〇 〇 〇 〇

３.資料情報の追加

<アイコン一覧表>
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データリポジトリアイコンを押下するとペー
ジ下部のデータリポジトリ情報が表示さ
れます。

データリポジトリ情報を設定すると、資
料トップとこの資料についての画面にデー
タリポジトリアイコンが表示されます。

公開画面３.資料情報の追加
▶3-2.資料にデータリポジトリ情報を表示します。
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②この資料についての画面下部に表示したい内
容をデータリポジトリ情報に入力します。

①画面表示設定を選択します。

編集登載３.資料情報の追加
▶3-2.資料にデータリポジトリ情報を表示します。

▶「画面表示設定」画面へのページ遷移は

以下になります。

・編集登載システムにログイン ＞サービス管

理 >サイト編集（個別資料） ＞画面設定

管理 ＞画面表示設定

<データリポジトリ情報登録方法>
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本件に関する質問等は下記までお問い合わせください。

メールアドレス：center@jstage.jst.go.jp

補足情報

JST（科学技術振興機構）情報基盤事業部
J-STAGE センター


