
J-STAGE
編集登載システム

新機能リリースノート

J-STAGE利用発行機関向け

別紙1 早期公開版管理手順

令和２年 ９月１５日

情報基盤事業部 研究成果情報グループ



１．概要
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■リリース日 令和２年９月２６日（土）

■早期公開記事のアクセプト版からタイプセット版への差し替え等、記事の体裁の変更などの改訂を行う用途で利用
できます。
■早期公開、早期公開の改版記事、本公開記事は全て同じDOIを付与します。
■従来通り、改版記事の公開を行わずに本公開記事を公開することも可能です。
■早期公開および早期公開版管理機能はXML登載サービスのみ利用可能です。

早期公開
記事

本公開
記事

早期公開
改版記事

早期公開記事の改版記事を登載･公開できます。
本公開

改版 本公開

同時に早期公開停止機能、および書誌画面アイコン表示追加をリリース
します。



1．概要
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早期公開改版記事では、書誌画面に「版名」、「版毎の公開日」、
「改版履歴」等の情報が表示されるようになります。

https://doi.org/10.XXXX/XXXXXXXXXX

論文ID：XXXXX

・版毎の公開日が表示

・改版履歴が表示

改版記事の書誌画面

・版名がリンクになって表示

・版名リンクから改版前の記事を
参照可能。
・各版の公開日が表示
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２．早期公開記事の改版手順



２．手順の概要
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①改版記事
アップロード

②改版履歴
入力

③版リンク
設定

④プレビュ
ー確認

⑤公開日
設定

早期公開記事の改版は以下の作業手順になります。



２．手順① 改版記事アップロード
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記事一括アップロードにて改版記事データをアップロードします。

XML登載 -記事一括アップロード

・プルダウンで
「早期公開記事」
を選択

・改版記事のZIPファイルを選択。
・改版記事のXMLファイルには、改版
対象とする早期公開記事の論文番号
をセットします。

・プルダウンとファイルを選
択後、「アップロード」ボタ
ンを押下。

・次画面でアップロードを「
確定」します。



２．手順② 改版履歴入力

7

改版記事の改版履歴を入力する画面に遷移します。
XML登載 -記事管理

・「早期改版未公開」
タブを選択

論文番号：XXXXX

・アップロードした改版
記事の「記事編集」を
選択



２．手順② 改版履歴入力
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改版履歴を入力します。
XML登載 -記事作成・編集(早期公開データ改版履歴)

・「編集」アイコンを選択

・「改版箇所」を選択
・「改版内容」「改版理由」を入力



２．手順③ 版リンク設定
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版リンク設定画面に遷移します。
XML登載 -記事管理

論文番号：XXXXX

・アップロードした改版
記事の「版リンク設定」
を選択



２．手順③ 版リンク設定
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版リンク設定を行います。
XML登載 -版リンク設定

TEST ARTICLE TITLE
・最初に公開した早期公
開記事に版名を設定

・改版記事に版名を設定

・版リンク表示を”あり”に指定
（“なし”にした場合、書誌画面に版名が表示
されません。）



２．手順④ プレビュー確認
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改版記事のプレビュー画面を表示します。
XML登載 -記事管理

論文番号：XXXXX
・アップロードした改版
記事の「書誌事項プレ
ビュー」を選択



２．手順④ プレビュー確認
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改版記事のプレビュー画面を確認します。
書誌事項プレビュー

・版名がリンクになって表示

・版名リンクから改版前の記事を
参照可能。
・各版の公開日が表示

https://doi.org/10.XXXX/XXXXXXXXXX

論文ID：XXXXX

・版毎の公開日が表示

・改版履歴が表示



２．手順⑤ 公開日設定
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改版記事を選択して公開日設定画面に遷移します。
XML登載 -記事管理

論文番号：XXXXX

・「公開日設定」を選択

☑

・アップロードした
改版記事をを選択



２．手順⑤ 公開日設定
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改版記事に公開日を設定します。
公開日設定

論文番号：XXXXX

・「公開日」を設定

・「公開日設定」を押下
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３．早期公開停止機能



３．早期公開停止

16

撤回等で本公開を行わなくなった記事を早期公開停止にできます。

■早期公開停止した場合、以下の状態になります。
・本公開を行うことはできません。また通常の早期公開の状態に戻すことはできません。
・公開画面の早期公開記事一覧に表示されなくなります。
・公開画面の詳細検索結果に表示されなくなります。
・早期公開停止した後でも、DOIまたは直接URLを指定した場合は書誌画面は表示されます。

撤回告知
記事

早期公開
記事

本公開
記事

記事の撤回等

早期公開停止

改版機能を使用して撤回
告知記事を公開し、その
後に早期公開停止を行
います。



手順の詳細は「２．早期公開記事の改版手順」を参照

３．早期公開停止 – 手順
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早期公開停止する場合、まずは改版記事として撤回告知記事を公開し
ます。

①改版記事
アップロード

②改版履歴
入力

③版リンク
設定

④プレビュ
ー確認

⑤公開日
設定

早期公開記事の改版手順

改版記事として撤回
告知記事をアップロ
ード

⑥早期公開
停止操作

次ページにて手順を説明



３．早期公開停止 – 手順
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撤回告知記事の公開後、早期公開停止操作を行います。

XML登載 -記事管理

・対象の記事の
「早期公開停止」を選択

論文番号：XXXXX
[撤回] Test Article Title
Taro Kagaku



３．早期公開停止 – 手順
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早期公開停止の確定を行います。
早期公開停止

・早期公開停止する場合
は「停止」を押下

論文番号：XXXXX

・早期公開停止についての
説明を確認する
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４．書誌画面アイコン表示追加



４．書誌画面アイコン表示追加
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早期公開記事が本公開された場合、書誌画面の記事リンク部分にアイ
コンを表示します。

本公開早期公開

TEST ARTICLE TITLE
TEST ARTICLE TITLE

科学太郎
科学太郎

keyword, testdata
keyword, testdata

XXXXX

https://doi.org/10.XXXX/XXXXX
https://doi.org/10.XXXX/XXXXX

2020年1巻1号 p.1-2

本公開記事へのリンクに アイコンを表示 早期公開記事へのリンクに アイコンを表示



４．書誌画面アイコン表示追加
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書誌画面の記事リンク部分に以下の種類のアイコン表示を追加します。

記事リンク種類 アイコン

早期公開記事へのリンク

本公開記事へのリンク

記事リンクの元記事

記事リンク - Correction
記事リンク - Retraction Notice
記事リンク - Republication Notice
記事リンク - Republication Article
記事リンク – Comment
記事リンク - Reply to Comment
記事リンク -その他記事

!

!

!


