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業務用語 読み仮名 説明

Altmetrics ｵﾙﾄﾒﾄﾘｸｽ
ソーシャルメディアでの言及、マスメディアでの報道など、社
会的な影響を加味した学術論文評価指標。

APC ｴｰﾋﾟｰｼｰ Article Processing Charge：論文処理費用のこと。

CAS Fulltext Options
(ChemPort)

ｷｬｽﾌﾙﾃｷｽﾄｵﾌﾟｼｮﾝ
(ｹﾑﾎﾟｰﾄ)

CAS(Chemical Abstracts Service)が運営する原文献リンク
サービス。STNなどのデータベースの検索結果と見つかった原
文献とをリンクでつなぐ。J-STAGEもこのサービスにより、引
用文献リンク、STN検索結果からのリンクを実現している。
ChemPortは旧称。

CiNii ｻｲﾆｲ

国立情報学研究所(NII)が運営する論文情報ナビゲータ。国内
の学協会誌、予稿集、大学紀要などが検索でき、引用文献や全
文情報、全文リンクが提供されている。J-STAGEの論文も検索
対象となっており、抄録ページへのリンクが表示される。

COUNTER ｶｳﾝﾀｰ
図書館などの購読機関に対し、電子ジャーナルがどのくらい読
まれたかを出版社側が提供するレポートの国際規格（Counting
Online Usage of NeTworked Electronic Resourcesの略）。

CrossMark ｸﾛｽﾏｰｸ
CrossRefが提供している、論文などの改版、変更情報を確認で
きるWEBベースのサービス。

Crossref ｸﾛｽﾚﾌ
DOIの登録機関の一つ。非営利団体PILAにより運営されてい
る。J-STAGEはJaLCを介してCrossrefの引用文献リンク・被引
用リンク情報を得ている。

DOI ﾃﾞｨｰｵｰｱｲ
デジタルオブジェクト識別子( Digital Object Identifier
)。

DOIプレフィックス ﾃﾞｨｰｵｰｱｲﾌﾟﾚﾌｨｯｸｽ IDFが付与するディレクトリの識別子。DOIを参照。

EBSCO Discovery Service ｴﾌﾞｽｺﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰｻｰﾋﾞｽ
図書館がアクセスできるあらゆる情報とEBSCOが提供する情報
とを、図書館ごとに検索対象をカスタマイズして提供する包括
的なサービス。

GDPR ｼﾞｰﾃﾞｨ-ﾋﾟｰｱｰﾙ
EU一般データ保護規則。欧州の個人データ保護に関する新しい
規則。

Google Scholar ｸﾞｰｸﾞﾙｽｶﾗｰ Google社による学術文献に特化した検索エンジン。

Google サーチ ｸﾞｰｸﾞﾙｻｰﾁ Google社による世界最大級の検索エンジン。

Graphical abstract ｸﾞﾗﾌｨｶﾙｱﾌﾞｽﾄﾗｸﾄ
J-STAGEの機能の一つ。書誌抄録画面に画像ファイルを表示で
きる機能。

HTML ｴｲﾁﾃｨｰｴﾑｴﾙ

Hyper Text Markup Language（ハイパーテキスト マークアッ
プ ランゲージ）。
ハイパーテキストを記述するためのマークアップ言語（ハイ
パーテキストとは、文章や画像、音声など、複数のオブジェク
トをリンクさせた文書の表現形式のこと）。

IDF ｱｲﾃﾞｨｰｴﾌ
The International DOI Foundationの略。国際DOI財団（
http://www.doi.org/ ）。

IF ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀｰ
学術雑誌の重要性または影響度を定量化した指標の一つ。主に
自然科学、社会科学分野の学術雑誌について、掲載論文の年間
の被引用回数から算出される。

ISSN ｱｲｴｽｴｽｴﾇ

逐 次 刊 行 物 を 識 別 す る た め の 国 際 的 な コ ー ド 番 号
（International Standard Serial Number）。日本国内で発行
される出版物のISSNはISSN日本センターにより登録・管理され
る。出版物の媒体により印刷物にはPRINT ISSN、オンライン資
料には ONLINE ISSNを表示する。 J-STAGE 登載に際して、
ONLINE ISSN の取得は必須要件となる。ISSN-LはLinking ISSN
の略称で、同じ内容の刊行物が複数の媒体で発行される場合、
ISSNは別々の番号となるがISSN-Lは同じ番号になる。ISSN-L
は、ISSN-Lで結びつけられるISSNのうちのいずれか一つと同じ
8桁の数字からなる。
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業務用語 読み仮名 説明

JATS ｼﾞｬｯﾂ

Journal Article Tag Suiteの略。電子ジャーナル記事をXMLで
表現するための標準的仕様。NLM-DTDを基礎とし、米国情報標
準化機構（NISO）より2011年3月にNISO JATS 0.4がリリースさ
れた。J-STAGEでは、2019年4月にJATS1.1にバージョンアップ
する予定。

JDream III ｼﾞｪｲﾄﾞﾘｰﾑｽﾘｰ
ジー・サーチが運営する科学技術や医学・薬学関係の国内文献
を網羅的に、さらに海外文献についても検索できる日本最大級
の科学技術文献データベース。

J-GLOBAL ｼﾞｴｲｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
JSTが運営する「つながる、ひろがる、ひらめく」をコンセプ
トに、これまで個別に存在していた科学技術情報をつなぎ、発
想を支援するサービス。

JMEDPlus ｼﾞｪｲﾒﾄﾞﾌﾟﾗｽ
JSTが作成・販売する文献データベースの記事ファイルの名
称。医学薬学分野を対象とする。

J-STAGE NEWS ｼﾞｪｲｽﾃｰｼﾞﾆｭｰｽ
J-STAGEの活動を紹介する広報誌。年4回程度刊行される。PDF
版はWebでも公開している。

J-STAGEセンター ｼﾞｪｲｽﾃｰｼﾞｾﾝﾀｰ
サービス運用業者がその業務遂行にあたって、ユーザ（発行機
関）対応を行う場合に用いる呼称。またはその拠点。

JSTPlus ｼﾞｪｲｴｽﾃｨｰﾌﾟﾗｽ
JSTが作成・販売する文献データベースの記事ファイルの名
称。科学一般分野を対象とする。

MathSciNet ﾏｽｻｲﾈｯﾄ
米国数学会が運営するデータベースサイト。文献検索のほか、
Mathematical Reviewsを収録する。J-STAGEの記事の引用文献
からリンクされている。

My J-STAGE ﾏｲｼﾞｪｲｽﾃ-ｼﾞ
閲覧者が自分のメールアドレスとパスワードをJ-STAGEに登録
することにより、J-STAGE上の頻繁に閲覧する資料や記事の登
録など個別設定が可能となる機能。

NASA ADS ﾅｻｴｰﾃﾞｨｰｴｽ

米国航空宇宙局(NASA)が出資しているプロジェクトで、ジャー
ナルや予稿集、学位論文などの論文抄録が検索・閲覧できる
サービス。宇宙科学・物理学等の分野に限定されている。J-
STAGEと相互リンクされている。

NBDC ｴﾇﾋﾞｰﾃﾞｨｰｼｰ

JSTバイオサイエンスデータベースセンターが運用する、国内
外に散在する生命科学系データベースの中身を一括でキーワー
ド検索できるサービス。ライフサイエンスデータベース統合推
進事業の一環で作成している。

NDL ｴﾇﾃﾞｨｰｴﾙ 国立国会図書館の略称。

NDSL ｴﾇﾃﾞｨｰｴｽｴﾙ

韓国科学技術情報研究院（KISTI）が運営する、韓国のナショ
ナル学術情報のポータルサイト。学術雑誌、書籍を中心に、特
許、規格など複数の学術情報データベースの検索サービスを提
供している。

NII ｴﾇｱｲｱｲ 国立情報学研究所の略称。

NII-ELS ｴﾇｱｲｱｲｲｰｴﾙｴｽ
国立情報学研究所が運営した電子図書館事業で、2017年3月に
事業終了。NII-ELSに登載していたジャーナルは一部を除きJ-
STAGEへ移行している。

ORCID ID ｵｰｷｯﾄﾞｱｲﾃﾞｨｰ
Open Researcher and Contributor IDの略称で、科学者やその
他学術著作者（英語版）を一意的に識別するためのコード。

Portico ﾎﾟﾙﾃｨｺ
2002年に米国に設立されたダークアーカイブサービスを提供す
る非営利機関。 (https://www.portico.org/)

PrimoCentral ﾌﾟﾘﾓｾﾝﾄﾗﾙ
ExLibris社が提供する、主要な学術出版機関から文献情報や論
文フルテキストの提供を受けて作成する学術情報統合インデッ
クス。

PubMed ﾊﾟﾌﾞﾒﾄﾞ

米国国立医学図書館が運営する無料のデータベースサイト。文
献やゲノムなどの検索サービスを提供している。PubMed検索結
果からのリンク、引用文献からPubMed抄録へリンクというよう
に、J-STAGEと相互リンクが張られている。
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業務用語 読み仮名 説明

RA ｱｰﾙｴｰ Registration Agencyの略。DOI名の登録機関のこと。

Scopus ｽｺｰﾊﾟｽ
Elsevier社が提供する世界最大級の有料抄録・引用文献データ
ベース。

SDGs ｴｽﾃﾞｨｰｼﾞｰｴｽ

持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）。
SDGsは、2001年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後
継として、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能
な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から
2030年までの国際目標。

Similarity Check ｼﾐﾗﾘﾃｨｰﾁｪｯｸ

Crossrefのオプション的な位置づけで提供されている剽窃検知
サービス。iThenticateというサービスを利用している。
CrossCheckから Crossref Similarity Checkに名称変更され
た。

Summon ｻﾓﾝ
ProQuest社が提供する、図書館がもつ様々なリソースを検索す
るためのディスカバリ・インタフェース。

SVG ｴｽﾌﾞｲｼﾞ

W3C勧告として公開された画像形式。J-STAGEでは抄録やタイト
ルなどの書誌抄録画面で数式や分子式などの図を文字のように
表示できる機能として実装されていた。閲覧するPCのブラウザ
にAdobeなどの配付するプラグインをインストールすることが
必要な場合がある。

TRID ﾃｨｰｱｰﾙｱｲﾃﾞｨｰ

Transportation Research Board（TRB）の交通研究情報サービ
ス（TRIS）のデータベースと、OECDの共同交通研究センターの
国際交通研究の資料（ITRD）データベースを組み合わせた統合
データベース。

WPRIM ｳﾌﾟﾘﾑ
WHO/WPRO（世界保健機関/西太平洋地域事務所）が作成する医
療保健関連データベース。

XML ｴｯｸｽｴﾑｴﾙ

Extensible Markup Language（エクステンシブル マークアッ
プ ランゲージ）は、基本的な構文規則を共通とすることで、
任意の用途向けの言語に拡張することを容易としたことが特徴
のマークアップ言語。

エラータ（Errata） ｴﾗｰﾀ
J-STAGEで公開された記事に対し、誤りの修正を行う記事。修
正対象となる記事との間で記事リンクを設定する。

オープンアクセス ｵｰﾌﾟﾝｱｸｾｽ

学術研究成果を誰もが無料でオンラインで利用でき、再利用の
範囲が明示されている仕組みのこと。オープンアクセス実現の
方法としては、グリーン・オープンアクセスとゴールド・オー
プンアクセスがある。

カレント登載 ｶﾚﾝﾄﾄｳｻｲ ジャーナルなどで最新の巻・号を公開すること。

クリエイティブコモンズラ
イセンス（CCライセンス）

ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｺﾓﾝｽﾞﾗｲｾﾝｽ

国際的非営利組織クリエイティブコモンズが提供する著作権
ルールで、作品を公開する作者が「この条件を守れば私の作品
を自由に使って構わない」という意思表示をするためのツー
ル。「クレジットの表示」「非営利での使用」「改変禁止」
「元の作品のCCライセンスの継承」の４つの作品利用の条件を
組み合わせた、6種類のCCライセンスがある。（クリエイティ
ブコモンズ ジャパンより
https://creativecommons.jp/licenses/）

ジャーナル ｼﾞｬｰﾅﾙ

J-STAGEの資料公開形態の一つ。逐次刊行物の一種で、通常、
週刊から季刊、年刊程度の刊行頻度で定期的に刊行される出版
物。同一の誌名をかかげ、毎冊逐次番号（巻・号等）をもち、
多数の執筆者による論文、記事等を収録する。

ジャーナルメタデータ ｼﾞｬｰﾅﾙﾒﾀﾃﾞｰﾀ
ジャーナルを特定するためのデータ。ジャーナルタイトル、
ISSNなどで構成される。

ジャパンリンクセンター
(JaLC)

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾘﾝｸｾﾝﾀｰ

DOIのRA（登録機関）の一つであり、DOIを用いた文献リンク
サービスも行う。JST、NII、NDL、NIMSが共同運営する。J-
STAGEが利用していたJSTリンクセンターの機能を大幅に拡充す
る形でJSTが開発。
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業務用語 読み仮名 説明

セクション ｾｸｼｮﾝ
J-STAGEの各資料の目次画面における区切り。分野名や記事種
別（原著論文、総説など）などの場合が多い。

ダークアーカイブ ﾀﾞｰｸｱｰｶｲﾌﾞ

通常の利用を前提とせず、長期的保存と安定的提供とを目的と
して行うアーカイブ方式。自然災害などにより一定期間以上、
出版社Webサイト等からコンテンツを提供できない事態が発生
した場合、ダークアーカイブしたコンテンツがダークアーカイ
ブサービス提供機関により公開される。

デポジット ﾃﾞﾎﾟｼﾞｯﾄ
データを他システムに預け入れること。HTTPやFTPなどのプロ
トコルによる。通常システムごとに固有の形式を持つ。

バーチャルジャーナル ﾊﾞｰﾁｬﾙｼﾞｬｰﾅﾙ
既にJ-STAGEで公開されているジャーナルの記事を集めて別の
新しいジャーナルとして公開する機能。

ヒアリングシート ﾋｱﾘﾝｸﾞｼｰﾄ
J-STAGEに新規ジャーナル用サーバー環境を設定する際にベー
スとなる、ジャーナルの基本情報を記載したシート。J-STAGE
申込時に新規発行機関に記入してもらうもの。

ファーストページプレ
ビュー

ﾌｧｰｽﾄﾍﾟｰｼﾞﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ
抄録をもたない記事について、公開画面の書誌ページに記事本
文１ページ目の画像を表示する機能。書誌ページで、閲覧者が
記事の概要を把握できることを目的とする。

メタデータ ﾒﾀﾃﾞｰﾀ

情報検索システムの検索の対象となるデータを要約したデータ
のことをメタデータと呼んでいる。図書館情報学の分野では書
誌情報と呼ぶこともある。例えば、文書であれば著者名や標
題、発表年月日等のほか、関連キーワードなどを含めるのが一
般的である。

ライセンス ﾗｲｾﾝｽ

J-STAGEにおいて、購読者認証管理やアクセス管理等を行うた
めの、一定の条件セットのこと。例えば記事に認証を設定する
場合、まず希望の認証条件をライセンスという形で設定する。
次に記事側でその記事が認証ありかなしかを定義し、その上で
適用されるライセンスを割り当てる。これにより、複雑な認証
条件を実現することができる。

医中誌Web ｲﾁｭｳｼｳｪﾌﾞ
医学中央雑誌刊行会が運営する国内の医学、歯学、薬学および
その周辺分野の論文情報の検索サービス。

課金（PPV） ｶｷﾝ
J-STAGEの機能の一つ。ジャーナルの全文PDFを１論文単位でク
レジットカード決済にて購入できる機能。 PPV（ Pay Per
View）とも呼ぶ。

過去分登載 ｶｺﾌﾞﾝﾄｳｻｲ 既に発行された巻・号を公開すること。

合本 ｶﾞｯﾎﾟﾝ

J-STAGEの機能の一つ。ジャーナルのある号が予稿集として公
開されている場合に、ジャーナルの巻号一覧画面の当該号から
予稿集の目次画面へリンクすることにより、あたかも同じ巻に
通常号と抄録号を収録しているように見せる機能。

巻 ｶﾝ
主にジャーナルにおける発行単位。１年分を１巻とすることが
多い。次の巻が発行する度に１ずつ増加させる。誌名が変更さ
れても巻番号は１に戻さず引き継がれることも多い。

既存発行機関 ｷｿﾞﾝﾊｯｺｳｷｶﾝ 既にJ-STAGEで資料をオンライン公開している発行機関。

記事 ｷｼﾞ
論文・総説・巻頭言・書評などの総称。J-STAGEで公開するコ
ンテンツの最小単位。

記事リンク設定 ｷｼﾞﾘﾝｸｾｯﾃｲ
エラータ、記事撤回、訂正再出版などの際に、それを告知する
記事と元の記事等関連する記事間をハイパーリンクで結ぶ機
能。

購読機関 ｺｳﾄﾞｸｷｶﾝ
図書館や研究所など電子ジャーナルを購読・閲覧している機
関。J-STAGEでは無償公開されているジャーナルを閲覧してい
る場合も購読という。
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号 ｺﾞｳ

主にジャーナルにおける発行単位。１ヶ月や四半期分を１号と
することが多い。巻をもたず、号のみの資料もあるが通常１つ
の巻の下に複数の号をもつことが多い。次の号が発行される度
に１ずつ増加させ、次の巻が発行されると１に戻る。
Supplement号など特殊な号をもつこともある。

国立国会図書館サーチ ｺｸﾘﾂｺｯｶｲﾄｼｮｶﾝｻｰﾁ

国立国会図書館（NDL）が運営するデジタルアーカイブポータ
ルサイト。様々なインターネット上の電子化された情報を検
索、案内している。J-STAGE（Journal@rchive）の論文も検索
対象となっており、抄録ページへのリンクも表示される。NDL
サーチとも称する。

誌名 ｼﾒｲ 資料名に同じ。ジャーナルの資料名を指すことが多い。

誌名変遷 ｼﾒｲﾍﾝｾﾝ
刊行が続いている雑誌の誌名が変わる（誌名変更する）こと
を、誌名変遷という。通常、誌名変更された場合の後継誌には
新しいISSNが付く。

資料（名） ｼﾘｮｳ（ﾒｲ）
ジャーナル、予稿集・要旨集、報告書などの総称。個別の名称
を資料名という。タイトルともいう。

資料アラート ｼﾘｮｳｱﾗｰﾄ
My J-STAGEの機能の一つ。登録したジャーナルの新しい公開記
事の目次がメールで送付されてくる機能。

書誌（事項） ｼｮｼ
個々の文献の識別、確認の指標となる事項。例えば、雑誌の記
事においては、標題、著者名、著者の所属機関、誌名、巻、
号、ページ、出版年、写真・図・表の数、参照文献の数など。

新規発行機関 ｼﾝｷﾊｯｺｳｷｶﾝ

新たに資料をJ-STAGE上でオンライン公開しようとする発行機
関。これまでにJ-STAGEを全く利用していない発行機関、既に
J-STAGEで別資料をオンライン公開している発行機関共に含
む。

早期公開 ｿｳｷｺｳｶｲ
一般的にはジャーナルの記事をページ割り付けされる前にオン
ライン公開すること。J-STAGEの同機能の名称。

東日本大震災アーカイブ ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝﾀﾞｲｼﾝｻｲｱｰｶｲﾌﾞ
国立国会図書館が運営する、東日本大震災に関するデジタル
データを一元的に検索・活用できるポータルサイト。

（購読者）認証 (ｺｳﾄﾞｸｼｬ)ﾆﾝｼｮｳ
J-STAGEにおいて記事閲覧のアクセス制限を行うこと。J-STAGE
ではID・パスワードによるものとアクセス元機関のIPアドレス
による方法をサポートしており、設定は発行機関にて行う。

派生（誌） ﾊｾｲ(ｼ)
ある雑誌から別の雑誌が分離(派生)したとき、分離(派生)した
雑誌を派生誌と呼ぶ。

発行機関 ﾊｯｺｳｷｶﾝ 学会、協会および大学等も含む学術団体の総称。

文字実体参照 ﾓｼﾞｼﾞｯﾀｲｻﾝｼｮｳ

文 字 参 照 (character references) に は 、 文 字 実 体 参 照
(character entity references)と数値文字参照 (numerical
character references)の2種類がある。HTML等のマークアップ
と特殊記号とを区別するためや、キーボードでは直接入力でき
ない記号を入力するのに用る。

編集登載システム ﾍﾝｼｭｳﾄｳｻｲｼｽﾃﾑ
発行機関担当者あるいは印刷会社担当者がJ-STAGE登載データ
のアップロード、各種設定を行うためのシステム。

予稿集 ﾖｺｳｼｭｳ

J-STAGEの公開形態の一つ。学会の大会で発表されるあるいは
発表された研究内容をまとめた資料。大会開催前の抄録のみの
場合が多い。資料名は同じ大会名を使用し、回次のみ増加する
ものが多い。

論文 ﾛﾝﾌﾞﾝ
原著論文、速報、短報など、独創的な研究で、科学上意義のあ
る結論または事実を含むもの。記事と同義で使用することもあ
る。
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