
2023/4/29

不具合修正・機能改善等項目（主要なもの）

# 改修日 区分 内容

389 2023/4/29 公開系

書誌画面と全文HTML画面について、以下の新機能および改修をリリースします。

   • 著者情報に筆頭/最終著者が複数であることの情報表示を追加

   • 著者情報に複数の責任著者（Corresponding author）アイコン表示を可能とする

   • “著者にメールを送る”のリンクを削除

388 2023/4/29 公開系
公開系の詳細検索機能について、指定検索で著者所属ID、助成機関/事業IDを検索可能にしま

す。

387 2023/4/29 編集登載

記事の書誌情報に以下の項目を追加します。

   • 著者情報に筆頭/最終著者の設定項目を追加

   • 著者情報に複数の責任著者を指定可能とする

386 2023/4/29 公開系

公開系の不具合対応をリリースします。

   • My J-STAGEを新規登録する際に送信される仮登録メールにて、仮登録完了メールに

  記載のURLがユーザーが使用しているメールソフトのセキュリティにより

  「https://www.jstage.jst.go.jp/～」

  で始まる本登録用のURLが変更されている場合、URLクリック時にエラーになる

  不具合を解消します。

385 2023/3/29 公開系
引用文献リンクをクリックした遷移先の「リンク情報詳細」画面より、書誌情報の詳細情報を

非表示にします。

384 2023/3/25 編集登載

編集登載の不具合対応をリリースします。

   • 訂正記事に公開済記事の一部の書誌事項で情報引き継がれない不具合

   • XML登載の記事編集画面にて、会議論文の場合に発行日の項目が非表示だった不具合

   • 日付を入力する際のカレンダーアイコンが複数存在する画面にて、意図しない日付が設定

される可能性がある不具合

383 2023/2/27 公開系

書誌画面の著者関連情報、関連記事にて表示される記事タイトルについて、一部の記事につい

ては以下の固定文言になります。

   • 日本語画面

 こちらをクリックするとJ-GLOBAL上の詳細情報がご覧になれます。[(J-GLOBAL ID)]

   •  英語画面

 Click here to see detailed information on J-GLOBAL.[(J-GLOBAL ID)]

382 2023/2/25 編集登載
ダッシュボードのTSVエクスポートにて出力されるTSVファイルの文字コードを、"BOMなし

UTF-8"から"BOMつきUTF-8"に変更します。
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# 改修日 区分 内容

381 2023/1/28 編集登載

編集登載の記事登載時の入力チェックおよび入力時のデータ補正機能をリリースします。

   • 以下の項目には<>“の3つの記号は入力不可とする

  対象項目：

   会議の開催地、助成機関/事業名（英語）、助成機関/事業名（日本語）、

   助成機関/事業ID、助成金番号

   • 以下の項目に先頭および末尾の全半角スペースを除去するデータ補正を追加する

  対象項目：

   会議名（英語）、会議名（日本語）、会議の回次、会議の開催地、

   助成機関/事業名（英語）、助成機関/事業名（日本語）、助成機関/事業ID、

   助成金番号

   • 引用文献の発行年は半角数字4桁の形式を必須とする

   • 引用文献の筆頭著者の姓は入力必須とする

380 2023/1/28 編集登載

編集登載画面の文言修正を行います。

   • データリポジトリの「Data Availability Statement登録・編集」画面に遷移した際、タイ

トル入力欄に「Data Availability Statement」をデフォルト表示する

   • データリポジトリの「データ登録・編集」画面にDOI入力時の入力サポートメッセージを追

加する

379 2023/1/28 編集登載

編集登載の不具合対応をリリースします。

   • 記事アップロードの引用文献区分「dissertation」の登録時の不具合

   • 記事アップロードにて査読日が複数ある場合にエラーとならない不具合

378 2023/1/28 公開系

全文HTML画面の不具合対応をリリースします。

   • 全文HTMLの引用文献へのリンクにカーソルを当てた際のツールチップ表示において、修飾

タグが多重に定義された際の表示が不正となる不具合

377 2022/12/24 公開系

Graphical abstract表示追加対応をリリースします。

   • 巻号一覧画面にデフォルトでGraphical abstractの表示を追加することで、画面上より

Graphical abstractを一覧できるようになります。

376 2022/10/29 公開系

詳細検索画面の検索時の不具合対応をリリースします。

   • 検索式を入力して検索行う場合にて、英単語を複数記述してかつダブルクォーテーション

で囲んで検索を行うと、意図せず近傍検索した結果を表示する不具合

375 2022/8/27 公開系

書誌画面の著者関連情報の表示機能を改修しました。

   • 著者関連情報を表示できない場合の表示内容の修正

  J-GLOBALの文献データが表示できる場合は、J-GLOBALへリンクを表示します。

   • 著者関連情報を表示できる場合の英語画面の固定文言を修正

374 2022/6/25 編集登載

編集登載の不具合対応をリリースします。

   • プレビュー画面に論文IDの設定がない場合でも「論文ID：」が表示される不具合

   • 記事一括アップロード時のDASエラー不具合

373 2022/6/25 全文XML作成ツール
全文XML作成ツールの不具合対応をリリースします。

   • 書誌事項編集画面の抄録に<label>タグ定義された場合の不具合
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# 改修日 区分 内容

372 2022/6/10 編集登載
編集登載の不具合対応をリリースします。

   • PMC形式ダウンロード機能の操作時にエラーが発生する不具合

371 2022/5/28 公開系
ショッピングカートからの注文確認画面に、注文確定後のキャンセルについての文言とリンク

を追加しました。

370 2022/5/28 公開系
公開系の不具合対応をリリースします。

   • 認証記事の全文HTMLをpay-per-viewにて参照時に抄録内画像が表示されない不具合

369 2022/5/28 編集登載

編集登載の不具合対応をリリースします。

   • プレビュー表示にて資料名が長い場合にプレビューヘッダの表示が見切れる不具合

   • Web登載の訂正履歴あり記事訂正時に、過去に実施した訂正内容・理由の文字数チェック

で記事訂正が実施できない不具合

   • 記事アップロードにて、monthタグ(pub-type="collection"のpub-dateタグの下)に数字

以外が設定された場合に全文テキスト作成処理でエラーになる不具合

368 2022/4/23 編集登載

記事アップロードに使用するXMLファイルについて、ヘッダ-部に記述するDTDのURL表記は

"https"のみ有効とします（"http"はエラーになります）。

   • 有効なDTD表記

 "https://www.jstage.jst.go.jp/dtds/1.1/JATS-journalpublishing1.dtd"

367 2022/4/23 編集登載

編集登載の不具合対応をリリースします。

   • 早期公開改版記事プレビューの関連文献表示の不具合対応

   • 記事訂正で責任著者を設定した場合に、責任著者アイコンのプレビュー表示が行われない

不具合の対応

366 2022/4/23 公開系

公開系の不具合対応をリリースします。

   • 日英以外の言語設定のブラウザ使用時に、巻号一覧画面のメタデータダウンロードでエ

ラーになる不具合の対応

   • 責任著者のアイコンクリック時に表示されるメールアドレスが長い文字列長の場合、改行

表示される不具合の対応

365 2022/3/26 公開系

公開系の新機能をリリースします。

   • 著者情報への責任著者（corresponding author）情報明示

   • 所属機関ID、ROR ID等の複数種類の助成金ＩＤの表示追加

   • 論文番号の表示箇所追加

   • 公開データのJ-STAGE登載一覧リストへの情報追加

   • J-STAGE Dataへのリンク及びバナーの追加

   • 資料トップ画面ヘッダー部「もっと読む」リンク先改善

   • J-STAGE Web API のhttps化対応
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# 改修日 区分 内容

364 2022/3/26 編集登載

全文XML関連機能改修をリリースします。

   • 全文XML作成ツールへ以下の機能を追加

  - 巻・号毎の複数原稿一括変換

  - 複数XMLファイルの一括インポート、エクスポート

  - GUIによる書誌事項編集

  - Wordからの全文PDF自動生成機能

   • 公開済み記事を全文HTML公開形式へ更新できる機能

   • 全文HTML公開記事の訂正機能

   • 全文HTMLプレビューの待ち時間短縮

363 2022/3/26 編集登載

ダッシュボード機能をリリースします。

   • 発行機関が自誌の利用状況をグラフ等で把握・分析できるダッシュボード機能

   • グラフのＰＤＦ形式保存機能

   • 利用状況ログのエクスポート機能

362 2022/3/26 公開系、編集登載

識別子情報拡充対応をリリースします。

   • 記事の書誌事項に所属機関ID・ ROR ID等の複数種類の助成金IDの項目追加

   • 編集登載システムの改修

   • 書誌画面/全文HTML画面での識別子情報の表示

361 2022/3/26 編集登載

編集登載系の改修をリリースします。

   • Web登載へ発行日入力欄追加

   • XML登載の不具合対応

  - XML登載時に謝辞、原稿種別のデータ登録が行われないケースの修正

  - XML登載時に引用文献のref-list要素を複数記述した際に、書誌画面および全文HTML

   画面にref-list記載の引用文献が全て表示されないケースの修正

  - 巻号一覧プレビューで特定の操作時にエラーとなる事象への対応

360 2022/3/26 編集登載

公開日一括設定の画面表示時に以下の文言のポップアップ表示を追加しました。

「公開日一括設定画面に移動します。よろしいですか？

対象記事が多い場合、表示に数分程度時間がかかることがあります。」

359 2022/3/26 公開系 COUNTER R4レポートの提供機能を停止します。

358 2022/3/26 公開系

公開画面の文言修正を行います。

   • "投稿規定"の文言を"投稿規程"に修正

   • トップページのフッターのコピーライト表記より年を削除

   • 英語画面のヘッダー、フッターのリンク文言修正

  - PR media → Media resources）

  - User's manual → User Manuals）

  - Current confirmed browsers → Browser compatibility）

 • 英語画面の文言修正

  - J-STAGE Home、journal home、journal issue、special issue、about the journal、

   article overview、Subscription、Register My J-STAGE、Sign in to My J-STAGE

  の画面文言を修正
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# 改修日 区分 内容

357 2021/12/18 公開系

COUNTER R5レポートの形式に以下の修正を行いました。

1. レポートヘッダ

 • 全レポートの「組織 ID（Institution̲ID） 」の形式を"JST:購読機関 ID"に変更

 • プラットフォームレポートPRの「メトリックタイプ（Metric̲Types）」について、

"Searches̲Platform | Total̲Item̲Investigations | Unique̲Item̲Investigations |

Unique̲Title̲Investigations | Total̲Item̲Requests | Unique̲Item̲Requests |

Unique̲Title̲Requests"の値の場合は省略

 • タイトルレポートTRの「アクセスタイプ(Access̲Type)」より、"Controlled| OA̲Gold"の

値の場合は省略

 • タイトルレポートTR̲J1, TR̲J3, TR̲J4の「レポート属性（Report̲Attributes）」は、デ

フォルト値の場合は出力を省略

2. レポート出力カラム

 • プラットフォームレポートPRの「データタイプ(Data̲Type)」について、Metric̲Type が

"Searches̲Platform"の場合は"Platform"を出力するように変更

 • タイトルレポートTR̲J1, TR̲J2, TR̲J3, TR̲J4から「ISBN」を除外

 • タイトルレポートTR̲J1から「アクセスタイプ(Access̲Type)」を除外

3. 全レポートファイル形式

 • 文字コードを"UTF-8 BOMなし"から"UTF-8 BOMあり"に変更

356 2021/12/18 公開系
COUNTER画面の文言を修正します。

   • COUNTER Menu画面にCOUNTER R4廃止のアナウンス文言を表示

355 2021/10/30 公開系

公開系の検索機能の不具合対応をリリースします。

   • トップページ、ヘッダからの検索を行った際に、ヒット件数が膨大になる不具合の対応

   • 一部の長い文字列で検索を行った際に、検索がヒットしない不具合の対応

354 2021/10/30 公開系

以下の検索関連画面の英語文言を一部修正します。

   • 修正対象画面：advanced search、advanced search result、favorite articles、favorite

search、Search in your favorite titles

353 2021/10/30 編集登載
編集登載の不具合対応をリリースします。

   • 記事訂正時にDOIの変更が可能となる不具合の対応

352 2021/9/25 公開系

英語画面の資料種別 (Publication type) の文言を修正しました。

 Journals → Journal

 Magazines →  Magazine

 Others → Othes

351 2021/9/25 公開系 上付き文字、下付き文字の表示サイズを通常の文字よりも小さく表示するように修正します。

350 2021/9/25 編集登載
本文PDFの互換性バージョンについて、「Acrobat X およびそれ以降」のバージョンを利用可

能にします。

349 2021/9/25 公開系 メンテナンス中でも公開系画面の閲覧を可能とするメンテナンスモードをリリースします。
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# 改修日 区分 内容

348 2021/9/25 公開系

公開系の検索機能拡張をリリースします。

【資料検索・結果】

   • 資料検索（資料名、発行機関名）にAND/OR/NOT検索機能を追加

   • 検索対象文字のハイライト表示機能追加

【詳細検索】

   • NOT条件を加えた検索が可能

   • 検索式を用いた高度な検索が可能

   • カタカナ検索時の仕様を変更

【詳細検索結果】

   • 検索対象文字のハイライト表示追加

   • 検索条件変更へ遷移するリンク追加

   • ブラウザバック時に検索条件保持

【トップページ、ヘッダからの検索】

   • 検索対象データを「全文」「資料タイトル」「論文タイトル」「抄録」「キーワード」

「引用文献」「著者」としました。（リリース前は「全文」のみ）

347 2021/9/25 編集登載

編集登載の検索用全文テキスト、本文PDFに関する改修をリリースします。

【XML登載 - 公開日設定】

   • 検索用全文テキスト自動作成機能を追加

   • 本文PDFを必須とするチェックを追加

【XML登載 - 記事一括アップロード】

   • 全文XMLから検索用全文テキスト作成時に、<front><body><back>タグ内からデータを

抽出するように仕様を改修

   • 検索用全文テキストの検索対象となる単語数の上限値を無制限化

【XML登載/Web登載 - 公開日一括設定】

   • 検索用全文テキストまたは本文PDFなし記事を処理対象外とするチェックを追加

346 2021/9/7 公開系

公開系の不具合対応をリリースします。

   •2021/8/27より発生していた、記事画面におけるData Availability Statementセクション

のJ-STAGE Dataのプレビューが表示されない不具合の対応

345 2021/7/31
公開系

編集登載

公開系、編集登載の不具合対応をリリースします。

   •書誌画面、全文HTML画面のDASセクション名の不具合の対応

 全文XMLで記事アップロードを行った際、XMLファイルのref-listタグ直下のtitleタグの

 内容がDASのセクション名として登録される不具合を解消しました。

344 2021/6/26 公開系
公開系の不具合対応をリリースします。

   •早期公開記事にデフォルト版名（Version 1/1版）が表示されてしまう不具合の対応

343 2021/6/26 編集登載

編集登載の不具合対応をリリースします。

   •早期公開記事にデフォルト版名（Version 1/1版）が設定されてしまう不具合の対応

   •版リンク設定画面でデフォルト版名（Version 1/1版）が設定されてしまう不具合の対応

342 2021/6/26 メール

My J-STAGE 新着資料アラートメール（英語）の誤記を修正します。

 誤：Publihser

 正：Publisher
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341 2021/4/24 公開系

公開系画面の文言を修正します。

   [早期公開記事、本公開記事の書誌画面と全文HTML画面]

   • 英語画面の新しい版、本公開記事がある場合の文言を修正

   • 詳細 / Details 欄内の文言を修正

   [早期公開記事一覧画面]

   • 英語画面の早期公開についての説明文言を修正

340 2021/4/24 メール
My J-STAGE仮登録のメール文に、メールソフトによりURLが変更されている場合の説明文を

追加しました。

339 2021/3/27 編集登載

DOAJ形式ファイル ダウンロード機能の改善対応をリリースします。

   • Print ISSNが未設定の資料の場合は<issn>の空タグ出力を抑止します。同様にOnline

ISSNが未設定の資料の場合は<eissn>の空タグ出力を抑止します。

338 2021/3/27 編集登載

PMC形式ファイル ダウンロード機能の改善対応をリリースします。

   • 原稿種別/分野（<article-categories><subj-group>）の"subj-group-type"属性につい

て、複数の 稿種別/分野が記載されている場合は記事記述言語と一致する言語属性の"subj-

group-type"属性に対して

"heading"の値を設定するように変更します。

337 2021/3/27 公開系

Twitter等のSNSでJ-STAGEのページがシェアされた場合の対応として、以下の画面にOGPタグ

を設定します。

  • トップページ

  • 資料トップ

  • 巻号一覧

  • 書誌画面 / 全文HTML画面

336 2021/3/27 公開系 My J-STAGEユーザ向けのアラートメール配信時間を12:00に変更します。

335 2021/3/27 編集登載

編集登載の機能改善対応をリリースします。

   • 記事一括アップロード機能でXMLファイルから記事データを登録する際に、助成機関ID

（<named-content content-type="funder-id">）の値からタブ、改行、全角/半角スペース

をトリムして登録するように修正

   • 全文HTMLファイル作成処理中に全文XMLファイルをアップロードした場合、全文HTML

ファイルが作成されない事象の修正

334 2021/2/27 公開系

クレジット決済機能(PPV)の入力項目を削減します。

  • 購入者の情報から以下の入力項目を削除

  電話番号、郵便番号、国、都道府県、市区町村、番地以降、建物名・階・部屋番号

333 2021/1/23 編集登載
編集登載の不具合対応をリリースします。

   • 書誌事項プレビュー画面を初回表示した際に英語表示される不具合の修正

332 2020/12/16 編集登載
編集登載の不具合対応をリリースします。

   • 全文XML作成への連携機能、Web登載の記事リンク削除機能の不具合対応

331 2020/11/28 全文XML作成ツール

全文XML作成ツールの改修をリリースします。

   • XML作成マニュアルHTML版へのリンクを設定する

   • 引用文献の見出しがない場合に前段に判定される不具合の対応

   • タグ前後の空白スペースが削除される不具合の対応

330 2020/11/28 編集登載

編集登載の不具合対応をリリースします。

   • 巻号が存在しない資料で記事管理画面を表示時にアラート表示される事象の対応

   • 早期公開にセクションが作成できてしまう事象の対応
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# 改修日 区分 内容

329 2020/10/24 編集登載
編集登載の不具合対応をリリースします。

   • 訂正記事のプレビュー画面表示時に言語切替を実施するとエラーとなる事象の対応

328 2020/9/26 編集登載

全文XML作成ツールをリリースします。

   • Word、LaTeXの原稿をXMLに変換する機能を追加

   • XML編集機能を追加

   • XMLインポート、XMLエクスポート、本文画像・電子付録追加機能等を追加

327 2020/9/26 編集登載

PMC、DOAJ形式ファイル ダウンロード機能をリリースします。

   • 記事管理画面にPMC、DOAJ(ja)、DOAJ(en)のXML形式をダウンロードできる機能を追加

   • 記事管理画面に登載したXML形式（書誌XML / 全文XML）の情報表示を追加

326 2020/9/26
公開系

編集登載

早期公開版管理機能をリリースします。

   • 書誌画面、全文HTML画面に早期公開改版記事の情報（公開日、改版履歴、記事リンク）を

追加

   • 早期公開改版記事作成機能を追加

   • 記事アップロード機能に早期公開改版記事をアップロード可とする改修を実施

   • 版リンク設定機能を追加

   • 早期公開停止機能を追加

325 2020/9/26 編集登載

抄録ライセンスフラグ項目追加対応をリリースします。

   • 記事の書誌情報に抄録ライセンスフラグを追加

   • XMLアップロードファイルに抄録ライセンスフラグを項目追加

   • 抄録ライセンスフラグ一括設定機能を追加

   • サービス管理に抄録ライセンスフラグ設定を追加

324 2020/9/26 公開系 書誌画面に表示される記事リンクにアイコン表示を追加しました。

323 2020/9/26 編集登載

編集登載の不具合対応をリリースします。

   • 全文HTMLプレビューの日本語表示時に電子付録アイコンが英語ラベルで表示される不具合

の対応

   • 記事リンク画面の一部画面レイアウトが崩れる不具合の対応

322 2020/8/17 公開系

書誌画面および全文HTMLに出力しているGoogleScholar向けのメタデータタグの

"citation̲title"について、「タイトル + "(半角スペース1個)"+サブタイトル」の形式で出力す

るよう変更します。

321 2020/8/17 編集登載 電子付録の利用可能拡張子にpngとepsを追加します。

320 2020/5/23 公開系 J-STAGEロゴ画像を20周年版から通常版に差し替えます。

319 2020/3/20 公開系
公開系の不具合対応をリリースします。

   • この資料について（About the journal）画面にカバー画像が表示されない不具合の対応

318 2020/2/22 公開系 資料トップ、書誌画面、全文HTML画面のSNS共有ボタンから"Google+"を削除しました。

317 2020/2/22 公開系
書誌画面、全文HTML画面の引用文献欄の「もっと見る」機能を廃止し、初期表示時からすべて

の引用文献を表示するよう修正しました。

316 2020/2/22 公開系 巻号一覧、詳細検索結果画面に記事のサブタイトルを表示するよう修正しました。

315 2020/2/22 公開系
資料内詳細検索結果画面の文言を以下の内容で修正しました。

  "資料内詳細検索結果" → "資料内検索結果"
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# 改修日 区分 内容

314 2020/2/22 公開系
詳細検索結果画面の文言を以下の内容で修正しました。

  "詳細検索結果" → "検索結果"

313 2020/2/22 公開系

詳細検索画面の文言を以下の内容で修正しました。

  日本語画面

   • 発行年入力欄の"年から"、"年まで"の文言を削除し、入力ボックスの間に"～"を表示

  英語画面

   • Publication year入力欄の"From year"、"To year"の文言を削除し、入力ボックスの間に"

～"を表示

312 2020/2/22 公開系
おすすめ記事画面の文言を以下の内容で修正しました。

  "過去のおすすめ記事" → "おすすめ記事"

311 2020/2/22 公開系

資料トップ画面の文言を以下の内容で修正しました。

  日本語画面

   • "過去のおすすめ記事を見る" → "すべてのおすすめ記事を見る"

   • "インパクトファクター" → "Journal Impact Factor (JIF)"

   • "ジャーナルのニュースとお知らせ" → "発行機関からのお知らせ"

  英語画面

   • "IMPACT FACTOR" → "Journal Impact Factor (JIF)"

   • "Journal news & Announcements” → "Announcements from publisher"

310 2020/2/22 公開系

この資料について（About the journal）画面の連絡先メールアドレス欄に以下の文言を追加し

ました。

  日本語画面

   • "（メールアドレスの(at)は＠に変更しご利用ください）"

  英語画面

   • "(Please change "(at)" into "@".)"

309 2020/2/22 公開系
巻号一覧画面の巻号検索実行ボタンの文言を以下の内容で修正しました。

  "実行" → "閲覧"

308 2020/2/22 公開系 購読者認証画面に購読者番号に関する文章を追加しました。

307 2020/2/22 編集登載
XML登載の公開日設定画面に以下の文言を追加しました。

  "※22:00-24:00の時間帯は公開日の解除を行うことができません。 "

306 2020/2/22 編集登載
公開日一括設定画面に以下の文言を追加しました。

  "記事に紐づかないセクションは公開日一括設定の対象外となります。"

305 2020/2/22 編集登載

Web登載の記事作成・編集画面に以下の文言を追加しました。

  "Web 登載サービスで新規記事の追加もしくは記事の削除を行うと、公開済みの記事を含めて

記事の表示順が開始ページ昇順で変更されます。"

304 2020/2/22 編集登載
購読者一覧、購読者登録・変更画面の文言を修正しました。

  "購読者ID" → "購読者番号"

303 2020/2/22 編集登載

アクセス統計ダウンロード画面に以下の文章を追加しました。

※アクセス統計とアクセス数ランキングはクローラーの集計方法が異なるため数値が異なるこ

とがございます。予めご了承ください。

※ジャーナルアーカイブ記事のアクセス統計が必要な場合はJ-STAGEセンターまでお問い合わ

せ下さい。

302 2020/2/22 メール My J-STAGE仮登録のメール文に"【よくあるご質問】"の文章を追加しました。
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# 改修日 区分 内容

301 2020/2/22 公開系

公開系画面のアップデートを行います。

 • ヘッダー・フッダー部のからのサイト階層の更新

 • 文面の改訂、記載情報の更新

 • トップ画面の改修（注目トピックス追加、デザインの一部修正等）

300 2020/2/22
公開系

編集登載

データリポジトリ対応機能をリリースします。

１．公開系

 • 記事関連データ情報の表示

 • 検索機能の強化

 • 資料画面、書誌画面のアイコン種類追加

２．編集登載

 • 書誌項目の追加

 • 記事関連データ情報の項目追加

 • 資料情報の追加

299 2020/2/22 公開系
公開系の不具合対応をリリースします。

・全文XML形式での引用文献内<ext-link>タグによる全文HTML表示崩れの対応

298 2020/1/25 公開系

COUNTER R5レポートの形式に以下の修正を行いました。

1. レポートヘッダ

 • 全レポートの「報告期間(Reporting̲Period)」の形式を"Begin̲Date=yyyy-mm-dd;

End̲Date=yyyy-mm-dd"に変更

 • 全レポートの「作成日(Created)」の形式を"yyyy-mm-ddThh：mm：ssZ"(RFC 3339)に

変更

 • タイトルレポートTR̲J1、TR̲J4の「レポート名(Report̲Name)」の値より、全角ダブル

クォーテーション(”)を削除 （“OA̲Gold” → OA̲Gold）

2. レポート出力カラム

 • プラットフォームレポートPRから「アクセス方法(Access̲Method)」を除外

 • プラットフォームレポートPRの「データタイプ(Data̲Type)」には常に"Journal"の値を出

力するように変更

 • タイトルレポートTR、TR̲J2、TR̲J3、TR̲J4の「印刷版ISSN(Print̲ISSN)」「オンライ

ン版ISSN(Online̲ISSN)」から不要なスペースを削除

297 2020/1/25 編集登載
編集登載の不具合対応をリリースします。

・記事訂正(履歴なし)機能にて、全文テキストのファイル差替ができない事象への対応

296 2019/12/2 編集登載
初回公開日に設定可能な日付について、今までは2営業日以降から選択できましたが3営業日以

降に変更します。

295 2019/11/23 公開系
公開系の不具合対応をリリースします。

・特定の画面幅でヘッダー部のプルダウンが表示されない不具合の対応

294 2019/10/26 公開系

公開系の不具合対応をリリースします。

・XMLファイルで記事一括アップロードを行った場合、XMLファイルに記述した装飾タグ前後

のスペースが表示されなくなる不具合の対応

293 2019/10/26 編集登載
編集登載の不具合対応をリリースします。

・プレビュー表示で号タイトルが表示されない不具合の対応

292 2019/8/29 公開系
公開系の不具合対応をリリースします。

・2019年3月以降のCOUNTER R4レポートが指定できていた事象への対応
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291 2019/8/29 編集登載

編集登載の不具合対応をリリースします。

・記事一括アップロードにてXMLファイルの<copyright-statement>タグ内に装飾タグを設定

した場合、資料に設定された著作権情報が登録される不具合の対応。

・オープンアクセス記事に購読者認証が設定される不具合の対応。

・アクセス統計レポートに最新巻のデータが表示がされない不具合の対応。

290 2019/7/27 編集登載

編集登載の不具合対応をリリースします。

・JATS0.4形式のXMLファイルで記事一括アップロードを行った場合、CCライセンスが設定さ

れない不具合の対応。

289 2019/7/1 編集登載
初回公開日に設定可能な日付について、今までは10営業日以降から選択できましたが、2営業日

以降に短縮します。

288 2019/6/22 公開系
公開画面の不具合対応をリリースします。

・Interner Explorer利用時に資料カバー画像が正常に表示されない不具合の対応。

287 2019/5/25 公開系 J-STAGEロゴ画像を20周年版に差し替えます。

286 2019/5/25 公開系
Yahoo!検索 カスタムサーチサービス終了のため、トップページのサイト内検索をYahoo!検索

カスタムサーチからYahoo!検索窓に変更します。

285 2019/5/25 公開系
公開画面の不具合対応をリリースします。

・全文HTMLにて図のキャプション内のリンクが正常に遷移しない不具合の対応。

284 2019/5/25 編集登載
編集登載の不具合対応をリリースします。

・記事ダウンロード時に一部の修飾タグが実体参照形式で出力される不具合の対応。

283 2019/4/20 公開系 COUNTER R5を正式版としました。

282 2019/4/20 編集登載

編集登載の不具合対応をリリースします。

・記事一括アップロード後の確認画面からのプレビューが旧レイアウトで表示される不具合の

対応。

・BIB-PのJATS1.1形式の記事アップロードにて、会議の回次情報(<conf-num>)が必須とな

る不具合の対応。

281 2019/4/20 公開系
書誌画面に著者関連情報、関連文献の表示機能を追加します。

著者関連情報、関連文献はJ-GLOBALよりデータを取得して表示を行います。

280 2019/4/8 編集登載

編集登載の不具合対応をリリースします。

・JATS1.1のBIB-P形式、FULL-P形式のファイルアップロード時に<issue>タグなしでもアッ

プロード可能にします。

・記事ダウンロードにて抄録内の修飾タグが実体参照形式になってしまう不具合の対応。

279 2019/3/24
公開系

編集登載

JATS バージョンアップ（0.4→1.1）対応をリリースします。

・CCライセンス対応

・書誌項目の追加

・DTDの変更

・全文XMLの変更

・PMC用XMLファイルとの形式一致対応

・資料のオープンアクセス設定追加

・ISSN-Lの表示

278 2019/3/24 編集登載

旧BIB形式・SGML形式のファイルアップロード機能を廃止します。

【廃止するファイル形式】

・BIB1.4 形式

・BIB2.1 形式

・SGML 形式
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277 2019/1/26 編集登載
編集登載の不具合対応をリリースします。

・公開済記事のプレビュー画面にてPDFダウンロードボタンが非表示となる不具合の解消。

276 2019/1/26 公開系

公開画面の不具合対応をリリースします。

・全ての早期公開記事が本公開された際のパンくずリストの「早期公開」リンク押下時のエ

ラーの解消。

275 2018/11/5 公開系

COUNTER R5対応の試行版をリリースします。

・COUNTER R5に準拠したアクセス統計レポートの出力機能をJ-STAGEに適用する。

・2018年10月分よりCOUNTER R5形式のアクセス統計レポートが取得可能。

・アクセス統計レポートをAPIで取得できるようにするSUSHI API機能をリリース。

・COUNTER R5のアクセス統計レポート作成完了のメール配信を開始。

274 2018/9/29
公開系

編集登載

資料の分野を新規追加します。

・学際科学系に「環境学」を追加。

・人文・社会科学系に「哲学・宗教」、「文学・言語学・芸術学」、「人類学・史学・地理

学」、「法学・政治学」、「経済学・経営学」、「社会学」、「心理学・教育学」を追加。

273 2018/9/29 編集登載
編集登載システムの不具合対応をリリースします。

・XML登載の記事訂正画面での、引用文献情報訂正時における不具合対応。

272 2018/6/30 公開系

公開画面の不具合対応をリリースします。

・全文HTMLオンマウス時のポップアップ表示不正（URL文字列が"̲forRefXslReplace̲"に置

き換わる）の対応

271 2018/6/30 公開系
以下の旧画面インターフェースを非表示にします。

・トップページ（英）、Announcement From J-STAGE（英）、J-STAGE News（英）

270 2018/6/30 公開系
資料種別「会議論文・要旨集」の資料にて、巻号一覧画面の表示をセクション毎に改ページす

る仕様から、記事50件毎に改ページする仕様とします。

269 2018/6/30 バッチ系

アクセス統計機能強化をリリースします。

・出力項目を最適化

・ボット除外アクセス数を併せて出力

・記事に対する被引用数の出力を追加

・単月だけでなく、任意の指定期間での複数月集計レポートを出力

268 2018/6/30 編集登載

【入力データのチェック強化】

入力データのチェック強化機能をリリースします。

・記事アップロード時の必須項目の空タグを禁止

・引用文献項目のチェック強化

・著者と著者所属機関関連チェックの強化

267 2018/6/30 編集登載 訂正履歴なしでの記事訂正機能をリリースします。

266 2018/6/30 公開系
以下の画面の印刷レイアウト崩れを修正します。

・書誌事項、全文HTML、巻号一覧、早期公開一覧、特集号一覧、詳細検索結果

265 2018/6/30 公開系
メインプラットフォームがJ-STAGEであるジャーナルについてのみ、 被引用情報が表示される

よう制御します。
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264 2018/6/30 公開系
メタデータダウンロード(text形式)に以下の書誌情報を追加します。

 巻の発行年、巻、号、大会名、セクション名、ページ番号

263 2018/6/30 公開系
以下の画面の巻号情報等の表示順を「発行年、巻、号、ページ」に変更します。

・書誌事項、全文HTML、資料トップ、巻号一覧、詳細検索結果

262 2018/6/30 公開系
以下の画面に記事の発行日を表示します。

・書誌事項、全文HTML、巻号一覧、詳細検索結果

261 2018/6/30 公開系 巻号一覧画面に前身誌・後続誌へのリンクを表示します。

260 2018/6/30 公開系 「この資料について」画面に分野情報を表示します。

259 2018/6/30 公開系 資料一覧画面に資料名・発行機関名入力による資料検索機能をリリースします。

258 2018/6/30 公開系 詳細検索結果画面に検索結果を発行日でソートする機能をリリースします。

257 2018/5/26 公開系 Altmetricsを一部の資料の書誌画面に試行的に表示します。

256 2018/4/28 公開系

公開画面の不具合対応をリリースします。

・巻号一覧画面の「Show abstract / Hide abstract」アイコンについて、クリック時の動作不

良およびアイコン表示が不正な状態になる問題の対応。

255 2018/4/28 編集系

編集登載システムの不具合対応をリリースします。

・プレビュー機能で全文HTMLのレイアウトが全般的に崩れてしまう問題の対応

・記事一覧画面にて、巻のみ（号なし）が最新巻になっている場合に特定の操作手順を行うと

記事の情報が表示されない問題の対応

254 2018/4/28 編集系

ダークアーカイブ設定のデフォルト値を設定します。デフォルト値はダークアーカイブ設定機

能をリリースする2018年4月28日時点の「資料アクセスポリシー設定」と「記事の認証設定」

の状況より、以下の条件で設定を行います。

・資料アクセスポリシー設定が「認証なし」かつ全記事に認証設定がない：公開

・上記以外：非公開

253 2018/4/28 編集系 ダークアーカイブ設定機能をリリースします。

252 2018/3/24 公開系

公開画面の不具合対応をリリースします。

・新着情報画面で資料種別が「会議論文・要旨集」の場合、画面内の新着巻号へのリンクが常

に最新巻号に遷移してしまう問題の対応。

251 2018/3/9 編集系
編集登載システムの不具合対応をリリースします。

・プレビュー機能で全文HTMLに不正なスペースが含まれてしまう問題の対応

250 2018/2/26 編集系

編集登載システムの不具合対応をリリースします。

・サイト編集ツールにて、Chromeブラウザ使用時にリンク挿入機能が使用できない問題の対応

・プレビュー機能で"0"巻選択時に"0"巻の記事が表示されない問題の対応

・プレビュー機能で記事の並び順が正しく表示されない問題の対応

249 2018/2/26 公開系
新IF切り替え前の「引用」「被引用」「電子付録」「成果」へのURLへ遷移すると404エラーと

なる事象を、記事の書誌ページへ遷移するよう改修します。

248 2018/2/26 公開系 月間アクセス数ランキングに[公開日] [Publised]のラベルを追加します。

247 2018/2/26 公開系
各種ツールチップ（マウスオーバーした際に表示される吹き出し）について、HTMLタグがその

まま表示される問題を改修します。
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# 改修日 区分 内容

246 2018/2/26 公開系
著者情報内の所属機関情報が著者に複数ある場合、カンマ(,)で区切るのではなく、改行で区切

るよう改修します。

245 2018/2/26 公開系
書誌ページおよび全文HTMLページの「図表」「Figures & Tables」をそれぞれ「図」

「Figures」と名称変更します。（該当エリアで表は表示されないため）

244 2018/2/26 公開系 書誌ページおよび全文HTMLページのPDFボタンを赤色とし、見やすくなるよう改修します。

243 2018/2/13 編集系
初回公開前の資料について、公開日を設定する際には10営業日以降の日付のみ入力可能とする

チェックを追加します。

242 2018/2/13 編集系 記事の記事記述言語の設定を一括で行える機能をリリースします。

241 2018/2/13 編集系 記事の査読有無の設定を一括で行える機能をリリースします。

240 2018/2/13 編集系 巻号単位で認証設定を一括で行える機能をリリースします。

239 2018/1/27 編集系
編集登載の記事認証設定画面に「認証開始日」、「認証終了日」を追加し、認証期間を確認で

きるように改修します。

238 2018/1/27 編集系
編集登載システムのアクセス統計レポートダウンロード画面の「集計開始年月」および「集計

終了年月」について、デフォルト値を「今月」から「先月」に変更します。

237 2018/1/27 公開系

資料ページの「過去の巻号」タブ押下時、これまでは

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/[資料コード]/[巻]/[号]/̲contents/

と巻号番号を含んだURLに遷移していたところ、

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/[資料コード]/list/

と固定のURLに遷移する改修をします。

236 2018/1/10 編集系
記事編集後の画面遷移を、これまでの「最新巻号」から「直前に編集していた記事の巻号」へ

変更します。

235 2018/1/10 編集系 未公開記事を巻号単位で公開日を一括で設定・解除できる機能をリリースします。

234 2017/12/23 公開系
公開画面の横幅調整を行います。（横幅768～991pxのモバイル画面時にメニューが非表示と

なる問題の対応）

233 2017/12/23 編集系 書誌プレビューの初期言語を変更します。（英語→日本語）

232 2017/12/23 公開系 資料ページの各種タブにISSNを表示します。

231 2017/12/23 公開系 資料ページタブの文言「過去の巻号」を「巻号一覧」に変更します。

230 2017/12/23 編集系 おすすめ記事の文字数制限を追加します。（タイトル2000字まで、内容1500字まで）

229 2017/12/23 公開系 書誌ページのツイッタ―アイコン押下時の遷移先URL変更（書誌ページURL→DOI）

228 2017/12/8 公開系 記事一覧のセクション大文字化を解除する修正をします。

227 2017/12/8 公開系 おすすめ記事の抄録省略表示の不具合を改修します。
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# 改修日 区分 内容

226 2017/12/8 公開系 引用文献リンクの空白混入が発生しないよう改修します。

225 2017/12/8 公開系 全文HTMLプレビュー時の画像リンク不具合を改修します。

224 2017/12/8 公開系 全文HTML内リンクにピリオドが含まれる場合の不具合を改修します。

223 2017/12/5 編集系
編集登載システムの不具合対応をリリースします。

・編集登載プレビューで抄録内画像が表示されない問題の対応

222 2017/11/30 公開系
編集登載システムの不具合対応をリリースします。

・公開系で抄録内画像が表示されない問題の対応

221 2017/11/25 公開系 My J-STAGE自動ログイン機能を実装します。

220 2017/11/25 編集系、公開系

公開系の全画面を新しい画面インターフェースにリニューアルします。

また公開系のリニューアルに伴い、編集登載システムを改修します。

詳細については以下のリリースノートをご覧ください。

https://www.jstage.jst.go.jp/static/files/ja/jstagenewif̲releasenote.pdf

219 2017/10/5 公開系
ファーストページプレビューの不具合対応をリリースします。

・一部の訂正記事のファーストページプレビューが作成されない問題の対応

218 2017/8/26 公開系

Yahoo!JAPANのOpenIDサービス終了に伴い、My J-STAGEでは以下のOpenIDを利用したロ

グイン機能を終了します。

 ・Yahoo!JAPAN IDでログイン

 ・livedoor IDでログイン

 ※以後はMy J-STAGE IDにてログインしてください。

217 2017/7/5 公開系 一部の画面の表示速度を改善します。

216 2017/7/5 公開系 新着情報のバックナンバー画面に100件毎のページング機能を追加します。

215 2017/5/27 編集系

XML登載の記事作成・編集画面、記事アップロード画面にて、抄録に入力できる抄録内画像の

指定に誤りがある場合、警告を表示するよう変更します。

[警告を表示するケース]

・抄録内画像に「jpg、jpeg、png、gif」以外の画像形式を指定している場合

・アップロードされていないファイルを抄録内画像に指定している場合

・抄録内画像のファイル名の記述が「./Graphics/abst-」で始まらない場合

214 2017/4/29 公開系
COUNTERレポートの購読機関情報画面にて、発行機関が作成したユーザーIDの場合はIPアド

レスを修正できないように変更します。

213 2017/3/26 公開系
クレジットカード決済による論文一部売り（Pay Per View）機能について、クレジット決済代

行会社を変更します。

212 2017/2/25 編集系
編集登載システムの不具合対応をリリースします。

・Web登載から作成した訂正記事がJaLCシステムへ登録されない問題の対応

211 2017/1/28 編集系
旧Journal@rchiveの資料に対し、BIB-J、FULL-J形式のXMLファイルを使用した記事一括アッ

プロードを使用できるようにします。

15/27



# 改修日 区分 内容

210 2017/1/28 編集系 Web登載の記事作成・編集画面にて、0号への号タイトルを設定不可とします。

209 2017/1/28 編集系

Web登載の記事作成・編集画面にて、抄録に入力できる<font>タグのface属性、<span>タグ

のstyle属性には下記のみ入力可とします。

・<font>タグ

ローマン体（<font face="roman">）

サンセリフ体（<font face="sans-serif">）

のみ設定可能とします。

・<span>タグ

小英大文字（<span style="font-valient: small-caps;">）

オーバーライン（<span style="text-decoration: overline;">）

のみ設定可能とします。

208 2017/1/28 編集系
Web登載の記事作成・編集画面にて、抄録に入力できる改行タグは従来の<br>、<br/>に加え

て<BR>、<BR/>での入力を可とします。

207 2016/12/24 編集系

編集登載システムの不具合対応をリリースします。

・記事管理画面の公開前記事を一括削除する際のパフォーマンス改善対応

・資料カバー画像の拡張子制限対応

206 2016/12/24 公開系
一部の資料の資料トップ画面、書誌事項画面、詳細検索結果画面に表示される記事本文リンク

を外部サイトへのリンクに変更します。

205 2016/12/20 編集系
編集登載システムにて、公開処理が行われている時間帯(22:00～24:00)は公開日設定解除を行

うことができないよう変更します。

204 2016/12/20 公開系、バッチ系
被引用アラート機能（My J-STAGE機能 > お気に入り管理 > お気に入り記事）を再開しま

す。

203 2016/11/26 公開系
2016年3月25日より表示を停止していました被引用文献情報について、改善を完了したため表

示を再開します。

202 2016/8/27 公開系

【GoogleScholar連携向上対応】

GoogleScholarとの連携向上の機能をリリースします。

・書誌画面にGoogleScholar向けのメタデータタグを出力

・資料一覧画面からのリンク、資料トップ内の巻号一覧部分からのリンクをクローラー向けに

対応

・新着記事一覧画面（https://www.jstage.jst.go.jp/pub/latest/articles.html）を新規公開

201 2016/8/27 編集系

【入力データのチェック強化】

DOIの重複チェック機能をリリースします。

・別の資料とのDOI重複チェック

・同一資料内の異なる巻号の記事のDOI重複チェック

200 2016/7/9 編集系、公開系

【記事登録時に使用可能なタグの追加】

①<p>タグ

・抄録に<p>タグを使用可能とします。

 一括アップロード用のXMLファイル、XML登載/Web登載の抄録にて<p>タグを記述できま

す。

・<p>タグを設定することで、公開画面の抄録欄内で改行させることができます。

②<img>タグ

・抄録に<img>タグを使用可能とします。

 XML登載/Web登載の記事作成・編集画面にて<img>タグを記述できます。

・<img>タグを設定することで、公開画面の抄録欄内で文中画像を表示することができます。
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# 改修日 区分 内容

199 2016/7/9 編集系

【引用文献のリンク情報の制御機能】

意図していない引用文献情報がリンクされる事象を回避させるための機能をリリースします。

・引用文献にリンクを付けない設定を追加

・引用リンク情報の削除機能追加【新規画面】

198 2016/7/9 編集系

【入力データのチェック強化】

記事登載時の入力データのチェック機能をリリースします。

・入力項目のスペースエラー

・著者情報のORCIDのデータ形式をチェック

197 2016/7/9 編集系

【入力データのチェック強化】

DOI関連のチェック機能をリリースします。

・DOI組み立てルールに従った入力項目チェック

・DOIの重複チェック

・プレフィックスのチェック

・早期公開と本公開のDOIのチェック

196 2016/7/9 公開系 My J-STAGEのセッションのタイムアウト時間を15分から30分に変更します。

195 2016/7/9 公開系 My J-STAGEログイン時の初期表示で抄録内画像が表示されるように修正します。

194 2016/7/9 編集系 購読機関情報登録・編集画面でのコメント欄の文字種チェックを削除します。

193 2016/7/9 編集系

【グループ化資料で旧Journal@rchive分の記事をプレビュー表示を修正】

・カレント誌分のスタイルシートを参照するよう修正

・カレント誌分の資料情報を参照するよう修正

192 2016/7/9 公開系

【グループ化資料で旧Journal@rchive分の記事の公開画面表示を修正】

・書誌事項画面にて、カレント誌分の資料情報を参照するよう修正

・詳細検索結果画面にて、カレント誌分の資料情報を参照するよう修正

191 2016/4/23 編集系

【入力データのチェック強化】

記事登載時の入力データのチェック強化のため、以下の2機能をリリースします。

・JaLCシステムへのデータ連携制御

・DOI関連のチェック強化 - DOIの有効文字種の扱い

190 2015/12/11 編集系、公開系

購読者IDのパスワード形式を2015/11/29（日）以前の形式に戻します。

・2015/12/12（土）以降の購読者ID パスワード形式

 文字種：半角英数記号（半角スペース使用可）

 文字数：1-32文字

  ※2015/11/29（日）以前と同等

189 2015/11/29 編集系、公開系

【対象コンテンツの拡大】

従来のジャーナルに加え、会議論文・要旨集、研究報告書・技術報告書、解説誌・一般情報

誌、その他が登載可能となります。

188 2015/11/29 編集系、公開系

【Web登載機能の追加】

1記事ずつWeb画面から記事の書誌事項を入力し、記事本文のPDFファイルを指定することで記

事の公開が可能となります。（従来のXMLファイルは必要としません）

187 2015/11/29 編集系、公開系

【書誌項目の追加】

助成金を受けた論文のファンド情報、著者の識別子であるe-Rad研究者番号、ORCID iD、査読

日等の書誌項目が追加され、登録・公開が可能となります。
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186 2015/11/29 編集系
【入力データのチェック強化】

記事登載時の入力データのチェックを強化し、データの精度を向上させます。

185 2015/11/29 編集系 記事登載時のログインパスワードのパスワード変更・再発行・ロック機能が追加されます。

184 2015/11/29 編集系 セッションのタイムアウト時間を60分から120分に変更します。

183 2015/11/29 編集系 記事一覧の最大表示件数を50件から100件に拡大します。

182 2015/11/29 編集系、公開系
セキュリティ強化のため、編集登載の認証ID、購読者ID、My J-STAGE IDのパスワードを新規

登録・編集する際に使用可能な文字数、文字種を変更します。

181 2015/11/29 編集系(サービス管理)

サービス管理に資料のデフォルトカバー画像設定機能を新規追加します。

資料のデフォルトカバー画像設定機能は下記の画面遷移にて使用可能です。

「サービス管理」 -> 「資料一覧」 -> 「資料情報登録・編集」 -> 「資料カバー画像設定」

180 2015/11/29 編集系
セキュリティ強化のため、編集登載の認証IDのパスワードが90日間変更されていない場合は警

告メッセージを出力するようにします。90日間のカウントは11/29よりスタートします。

179 2015/11/29 編集系

引用文献の自動リンク付与を行わない設定が可能になります。

下記の二種類の設定方法があります。

・XMLアップロードファイルの引用文献区分に「unlinkable」（リンク対象外コンテンツ）を

設定する。

・XML登載の引用文献登録・編集画面より、引用文献区分のプルダウンメニューから「リンク

対象外コンテンツ」を選択する。

178 2015/11/29 編集系
XML登載の記事作成・編集（基本書誌情報）画面の「査読有無」の項目について、ラジオボタ

ンの初期値を「未選択」の状態とする変更を行います。

177 2015/11/29 編集系
XML登載の記事作成・編集（成果情報）画面の「言語」の項目について、初期値を「日本語」

とする変更を行います。

176 2015/11/29 公開系

詳細検索の条件について、対象コンテンツ拡大と書誌項目の追加の対応として下記の変更を行

います。

・資料種別に「会議論文・要旨集」「研究報告・技術報告」「解説誌・一般情報誌」「その

他」を追加

・記事の査読有無の項目を追加

・記事属性に「電子付録あり」を追加、「電子アーカイブ」を削除

・検索条件の検索対象プルダウンメニューに「ORCID」、「e-Rad研究者番号」、「FundRef

ID」、「助成機関名」、「助成金番号」を追加

・検索オプションの項目を削除

175 2015/11/29 公開系

公開系の資料の言語種別の表記について、"欧文"と"英文"にわかれていた表記を"英文"に統一し

ます。

（変更対象：発行機関の連絡先画面、ジャーナル一覧のテキストファイルの記述内容）

174 2015/11/29 公開系

ジャーナル一覧のテキストファイルについて、対象コンテンツ拡大の対応として以下の修正を

行います。

・全ての資料種別のコンテンツを出力

・「資料種別」の項目を追加で出力

173 2015/11/29 公開系

My J-STAGEのお気に入り管理のお気に入り資料、お気に入り記事の検索条件について、対象

コンテンツ拡大の対応として検索条件に「会議論文・要旨集」「研究報告・技術報告」「解説

誌・一般情報誌」「その他」を追加します。

172 2015/11/29 公開系
ショッピングカートと購入手続き画面の表示項目に「閲覧有効期限」と「言語」を追加しま

す。
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171 2015/11/29 編集系
書誌画面のプレビュー時に表示されるパンくずリストの表記について、公開画面の表記に合わ

せて文言を修正します。

170 2015/10/15 編集系
引用文献原文にDOIが記載されているとき、引用リンクが付く可能性が高くなるよう修正しま

す。

169 2015/4/18 公開系

書誌事項、全文HTMLにある引用・被引用タブはで、引用・被引用文献の言語に関わらず情報を

表示するように変更します。

（in Japaneseを表示しません）

168 2015/4/18 編集系
引用文献プレビューにある引用文献の言語に関わらず情報を表示するように変更します。

（in Japaneseを表示しません）

167 2015/4/18 編集系
アップロード時、XMLでの引用文献の言語指定がなければ、引用文献をみて言語を指定するよ

う変更します。引用文献原文の文字列が半角英数記号のみ：en上記以外：ja

166 2015/4/18 編集系

記事アップロード時や記事作成・編集画面、公開日設定画面にDOI重複チェックを追加しま

す。

重複がある場合、記事アップロードではエラーとなりアップロードできません。記事作成・編

集画面や公開日設定画面では警告が表示されます。

165 2015/4/18 編集系
編集登載システムにおいて、JOI関連のチェックやJOIの表示をしないように変更します。

(公開系では先行リリース済み)

164 2015/4/18 編集系 編集登載画面ヘッダ部分の「ヘルプ」と「ログアウト」の間にFAQへのリンクを追加します。

163 2015/4/18
編集系

(JST内部向け機能)

新規資料の公開時にセンター作業として実施してる認証作業をシステム化します。新しい画面

はサービス管理の以下の画面で利用できますが、センターユーザのみの機能です。

162 2015/4/18 編集系

記事アップロード時に、タイトルの登録言語と記事記述言語の食い違いをチェックするよう変

更します。下記例のように食い違いが警告を出すように変更します。

例)タイトル：日本語無し 記事記述言語：日本語

161 2015/4/18 編集系 記事記述言語が無指定の場合、J-STAGE表示優先言語を登録するように変更します。

160 2015/4/18 編集系
引用文献でJaLCにリンク先が登録されていないものについて、URL部分がクリッカブルになる

よう変更します。

159 2015/4/18 公開系
全文HTML画面の引用文献でJaLCにリンク先が登録されていないものについて、URL部分をク

リッカブルにする処理を追加します。

158 2015/4/18 編集系

おすすめ記事登録・編集画面において、論文番号項目に「.(ピリオド)」を入力すると属性

チェックにてエラーとなる為、DBに「.」を含んだ文字列を登録できませんでした。ピリオドを

使用出来るようチェック処理を修正します。

157 2015/4/18 編集系

アップロードXMLに文字参照で記載した文字がダウンロードすると通常の文字列になるため、

ダウンロードファイルがXML構文不正となりますが、文字実体参照のまま登録できるように修

正します。

エラー例：

&lt; → <

156 2015/4/18 外部連携系

新規公開資料は公開済みの号がないため、発行年を持っていないため、資料公開前のJaLCへの

デポジットを実施していません。

新規公開となる資料は記事の作成された時点で号の発行年で公開されるとみなしJaLCへデポ

ジットされるよう変更いたします。

155 2014/12/21 編集系
資料メタデータ登録処理のインターフェイス、書誌メタデータ登録処理のインターフェイス、

被引用応答処理のインターフェイスをJaLC2対応のインターフェイスに変更します。

154 2014/12/21 編集系 「＋」を含む巻号の場合、プレビューがエラーとなる不良の対応を実施します。
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153 2014/12/21 編集系、公開系
JOI(JST Object Identifier)を、国際標準の識別子DOIに統一します。これまで登録済みのJOI

リダイレクトについては継続いたします。

152 2014/12/21 編集系
アクセス統計レポートのフォーマット（項目）を整理します。「JSTリンクセンター利用別アク

セス数」および被引用数内訳の項目は、JaLC2システムリリースにともない廃止となります。

151 2014/10/25 公開系 グランドメニューの文言修正、また、切り替えタブの文言修正を行います。

150 2014/7/26 公開系
書誌画面メタタグにおけるdoi記述等の拡張を行うことで、Altmetric社の「Altmetric it!」

および文献管理ツール「Mendeley Web Importer」に対応できるようにします。

149 2014/7/26 編集系、公開系
現在「Copyright©学協会等名」で固定されている著作権表示のフォーマット、表示位置などを

ジャーナル毎に設定・表示できるように拡張します。

148 2014/7/26 編集系、公開系 キーワードの区切り文字をジャーナル毎に設定できるようにします。

147 2014/7/26 公開系
被引用情報に「著者名」「資料名」「標題」「発行年」「巻」「号」「開始ページまたは論文

番号」を表示できるように改修します。

146 2014/7/26 公開系 書誌情報ページに、DOI等のメタタグを追加します。

145 2014/7/26 編集系
ファイル差し替えを行った後、基本情報の登録処理で強制ログアウトとなる不具合対応を行い

ます。

144 2014/7/26 編集系 記事管理画面の認証アイコンが正しく表示されない問題に対応します。

143 2014/7/26 公開系

ファーストページプレビューを実装します。（抄録の無い記事について、認証有無に関わらず

記事1ページめのイメージをjpg画像で表示します）※詳細については以下をご覧ください。

https://www.jstage.jst.go.jp/pub/html/pdf/AY04S260.files/renkei0612.pdf

142 2014/4/26 編集系 HTML編集において、ヘッダー画像が表示エラーとなる不良対応を行います。

141 2014/4/26 編集系 アップロード後プレビューを行なうとエラーとなる不良対応を行います。

140 2014/4/26 編集系 編集登載系の指定フォントをMS Pゴシックに統一します。

139 2014/3/29 公開系
訂正履歴を表示する際、記事タイトルの言語種別ではなく、画面表示言語にあわせて表示する

よう修正します。

138 2014/3/29 編集系 GraphicalAbstractのプレビューで表示サイズが公開画面とあわせるよう修正します。

137 2014/3/29 編集系 記事訂正時にDOIの修正ができないように修正します。

136 2014/3/29 その他 訂正記事を公開後の引用文献再問い合わせの対象とします。

135 2014/3/29 編集系
Full-J,BIB-Jでのアップロード時にJOI/DOIの組み立てルールに発行年が含まれている場合、組

み立てられるJOI/ DOIから発行年が抜ける不良を修正します。

134 2014/3/29 編集系(サービス管理) 巻号一覧の開始ページ取得を変更します。

133 2014/3/29 編集系 編集登載機能の記事管理画面(著者入力画面)からORCID IDを入力可能とします。
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132 2014/3/29 その他 COUNTER レポートのRelease4 準拠のレポートを追加します。

131 2014/3/29 その他
学協会向け月次レポートにおいて、アクセス数０件の行（国別レポートであれば国、記事レ

ポートであれば記事）も出力するよう修正します。

130 2014/3/29 公開系
検索ボタンにフォーカスがない場合でも、エンターボタン押下で検索実行するように変更しま

す。

129 2014/3/29 公開系
クイック検索のテキストエリアに文字を入力した状態でクイック検索のタブを切り替えた時、

入力した内容が切り替えた後のタブにも表示されるようにします。

128 2014/3/29 公開系
クイック検索の発行機関名検索、誌名検索について、日本語画面表示時に英語誌名を入力し検

索してもヒットするようにします。

127 2014/3/29 公開系 詳細検索メニューレイアウトを修正します。

126 2014/3/29 公開系 クイック検索の巻号頁検索で「巻」「頁」のみの検索ができるようにします。

125 2014/3/29 公開系 早期公開アラート情報へのDOI情報を追加します。

124 2014/3/29 公開系 RIS、BIBTeXファイルにＤＯＩを出力するようにします。

123 2014/3/29 公開系
新規公開記事（通常公開記事、早期公開記事、本公開記事）のＲＳＳ（記事ＲＳＳ）配信を行

うようにします。

122 2014/3/29 公開系
論文番号ラベルの表示、非表示設定（以降、論文番号ラベル表示設定）をできるようにしま

す。

121 2014/3/29
編集系

公開系
編集登載画面から抄録の外字登録を可能にします。

120 2013/12/21 公開系

新着情報の文言を変更します。

①新着情報タブ

New Title ⇒ New Titles

New Issue ⇒ New Issues

Release announcement ⇒ Coming soon

②公開予告文言

（英語）

I recorded the open release announcement.

⇒New title will be launched on J-STAGE.

（日本語）

公開予告を登載いたしました。

⇒新規ジャーナルを公開予定です。

119 2013/12/21 公開系 早期公開記事が本公開された後は早期公開記事を記事検索結果に含めないよう改修します。

118 2013/12/21 公開系
RSSフィード登録（J-STAGE、資料別新着情報）バッチの編集内容を、新着巻号等を表示でき

るように改修します。

117 2013/12/21 公開系 ジャーナルツールのコンテンツエリア（右側）の順番を変更します。

116 2013/12/21 公開系 論文種別、原稿種別、サブジェクトの入力、表示規則を統一します。
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115 2013/12/21 公開系 標題検索時にサブタイトルでも検索できるように改善します。

114 2013/12/21 編集系

編集登載機能の掲載コンテンツ編集機能で編集する学会作成コンテンツの件数拡張、表示順の

指定を可能にします。件数については、現状5 件まで表示できるところを15 件までに拡張しま

す。

113 2013/12/21 編集系 記事、セクションの移動先設定画面で、複数セクション、複数記事の移動を可能にします。

112 2013/12/21 編集系
COUNTERレポートのバージョンを、DOI 情報が新規導入されたRelease4 準拠へアップデート

します。

111 2013/12/21 編集系
記事登載時にDOI,JOIの文法間違い（論文番号や巻号頁入力忘れ等）をチェックできるよう改

修します。

110 2013/12/21 編集系
記事管理のプレビュー機能で、現状プレビュー間を遷移出来ないリンクを、遷移可能にしま

す。

109 2013/12/21 編集系
引用文献登録・一覧編集画面に表示可能な引用文献最大値を、現状の100件から2000件に拡張

します。

108 2013/12/21 編集系
記事作成・編集（ファイルアップロード）画面、ファイル情報編集画面で、入力可能なタグを

拡張します。

107 2013/7/27 公開系
各画面で巻を指定して資料トップ画面の目次を表示する際に、0号がある場合は0号の記事を表

示できるように改善します。

106 2013/7/27 編集系
発行機関連絡先画面の出版社URLを変更してもJaLCに連携されない事象に対応するため、出版

社URL変更時に、デポジットフラグを更新するように変更します。

105 2013/7/27 編集系

著者登録・編集画面のラベル・エラーメッセージを変更します。

（変更前）著者名（フリガナ）

（変更後）著者名（ふりがな）

104 2013/7/27 編集系
目次プレビュー画面の著者名間のカンマの前に、不要なスペースがある不具合の対応につき、

不要なスペースを削除します。

103 2013/7/27 編集系 既登録の購読者で、パスワードが更新されないように修正します。

102 2013/7/27 編集系

早期公開記事からの本公開二重公開防止に伴い、以下2項目を追加、改修します。

・記事アップロード画面で、本公開のアップロード枠(プルダウン)を新規作成。

・論文番号が既存の早期公開記事と合致したら紐付けてアップロードする。

101 2013/7/27 編集系 予稿集BIBアップロード必須項目を緩和します。

100 2013/7/27 編集系 記事修正機能を学協会権限のアカウントで利用可能とします。

99 2013/5/25 公開系
目次一覧の論文タイトルが単語の途中で改行されてしまうため、スタイルシートの修正を実施

します。

98 2013/5/25 編集系
記事アップロードの著者情報と所属機関情報の関連を、同じ関連で複数指定した時にシステム

エラーになる事象の対応を行います。

97 2013/5/25 編集系
新着情報表示設定画面で表示有無「表示しない」を登録しても、J-STAGEトップ、RSSに新着

情報が表示される事象の対応を行います。

96 2013/5/25 編集系 セッションのタイムアウト時間を30分から60分に変更します。

95 2013/3/23 公開系 My J-STAGEの初期パスワード仕様を、よりお使いいただきやすい形に一部変更します。
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94 2013/3/23 編集系
奥付の変更を、編集登載システムから学協会様自身で行えるようになります。（従来の申請書

による受付は廃止となります）

93 2013/3/23 編集系
学協会名の変更を、編集登載システムから学協会様自身で行えるようになります。（従来の申

請書による受付は廃止となります）

92 2013/3/23 編集系
資料のアクセスポリシーを登録できるようになります。（従来の申請書による受付は廃止とな

ります）

91 2012/12/22 公開系
PPV機能において、ダウンロードするコンテンツの記述言語を表示します。なお、記述言語は書

誌メタデータから取得します。

90 2012/12/22 公開系 書誌ページに論文表紙画像を表示する機能を実装します。

89 2012/12/22 公開系

コンテンツ種別認証設定を実装します。これにより、電子付録・引用文献リストなど指定した

種類のコンテンツを、記事の認証有無設定に関わらず認証無しで表示できるようになります。

なお、設定はジャーナル単位となります。

88 2012/12/22 公開系
書誌ページおよびアラートメールにおいて、早期公開記事の表示をよりわかりやすく改善しま

す。

87 2012/12/22 公開系
検索結果表示において、2000件以上検索でヒットした場合でも検索結果を表示するよう改善し

ます。

86 2012/12/22 編集系 巻号並び替えにおいて、巻号のソート順に「発行年」をキーとして追加します。

85 2012/12/22 編集系

コンテンツ種別認証設定を実装します。これにより、電子付録・引用文献リストなど指定した

種類のコンテンツを、記事の認証有無設定に関わらず認証無しで表示できるようになります。

なお、設定はジャーナル単位となります。

84 2012/12/22 編集系
記事の発行年と冊子発行年が一致しない場合でもエラーを出力しないよう、西暦データの

チェック仕様を変更します。

83 2012/12/22 編集系 図表にMP4,m4vを登録できるようにします。

82 2012/12/22 編集系

学協会様からのご要望にあわせ、XSLTスタイルシートの変更を行います。

 ･引用文献のラベルのインデントを変更

 ･引用文献における巻番号を太字に

 ･引用文献の姓名間にスペースを挿入

 ･テーブルと本文の間に行間を設定

 ･<body>直下の<p>タグ記述を表示できるように

 ･脚注の<label>要素について、改行なしをデフォルトに

81 2012/10/27 編集系
予稿集記事アップロードにおいて、著者名かな等に「ー」(長音)が入力できない不具合を修正

します。

80 2012/10/27 編集系
目次プレビューにおいて、全文HTML、本文PDFのリンクが表示されない場合があります。これ

に対応します。

79 2012/10/27 編集系
記事管理ソート設定画面（全記事ソート）で「ソート実行」操作を行うと、ソート設定画面の

セクションの表示順が不正な順で表示される不具合を修正します。

78 2012/10/27 編集系
特定の操作を行った場合、未公開早期公開記事が[すべて]タブには表示されるが、[未公開]タブ

には表示されないデータが作り込まれる事象を修正します。

77 2012/10/27 編集系 目次プレビューで日本語抄録のみの際、抄録リンクが付かない不具合を修正します。

76 2012/10/27 編集系
記事作成･編集画面の利用可能HTMLタグエラー(HTMLタグに「”」を含むとエラーとなる)を改

善します。
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75 2012/10/27 編集系 XML形式での引用文献複数対応を行います。

74 2012/10/27 編集系 XML形式での早期公開時の論文番号欄を変更します。

73 2012/10/27 編集系 発行機関様のご要望等に基づき、XML形式での引用文献番号登録仕様を改善します。

72 2012/10/27 編集系 XML形式での図表ファイル名制約の緩和対応を行います。

71 2012/10/27 編集系 早期公開記事の表示順改善を実施します。

70 2012/10/27 編集系 巻号クイック検索におけるページ検索の追加対応を行います。

69 2012/9/22 公開系 全文ＨＴＭＬにおいて、数式が正常に表示されない場合がある不具合を修正します。

68 2012/9/22 公開系
早期公開記事を本公開した際、所定の削除操作を行わないと本公開記事に早期公開分の訂正情

報が表示される不具合が発生しているため、これを修正します。

67 2012/9/22 公開系

titleタグに資料タイトル、論文タイトルを表示します。これにより、SNS連携やSEO上の有利

性が向上します。（なお一部、タグがそのまま表示されます。これについては今後修正を検討

いたします）

66 2012/9/22 編集系 記事訂正を行った際、公開時に公開日が表示されない場合がある不具合を修正します。

65 2012/9/22 編集系
引用文献プレビュー画面で表示言語の切り替えを行うと、書誌事項プレビュー画面に遷移する

問題を修正します。

64 2012/9/22 編集系
一部、旧システムからの移行データにおいて、ＤＢ内のデータに制御コード文字が含まれる

と、検索用インデックスが作成できない不具合を修正します。(移行データでのみ発生)

63 2012/8/25 公開系 RSSリーダ環境からRSSフィードの取得ができない不具合を修正します。

62 2012/8/25 公開系
PPV購入手続き画面で、郵便番号(zip code)に英文字がある国でも入力が行えるよう改修しま

す。

61 2012/8/25 編集系 アップロード時でなくとも電子付録の説明を設定できるよう改善します。

60 2012/8/25 編集系
所属(日,英)の必須チェックが、XMLアップロードと画面編集で異なっている部分に対応しま

す。

59 2012/8/25 編集系

XML記事アップロードで指定できる引用文献区分「other」が編集画面上では設定できないた

め、記事作成編集(引用文献)画面にてその他を登録できるように改修します。また、XMLダウ

ンロードで記事区分「other」を出力できるようにします。

58 2012/8/25 編集系
記事アップロードで、サイズの大きいファイルをアップロードした場合、ブラウザのタイムア

ウトとなる場合があるため、対処を施します。

57 2012/8/25 編集系
制限値4000文字以上の引用文献原文を登録した場合に後続処理でエラーとなるため、文字数

チェックを機能追加します。

56 2012/8/25 編集系
購読機関マスタから購読機関を削除すると、COUNTER統計で購読機関名が空欄のレコードが表

示される事象を修正します。

55 2012/8/25 編集系 記事編集において、登録済みのセッションIDが削除される場合がある事象を改善します。
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54 2012/8/25 編集系 目次プレビューで、巻タイトルが正常に表示されない場合がある事象を改善します。

53 2012/8/25 編集系
購読者登録画面と公開系画面でのパスワード利用可能文字が異なっているため、共通運用しづ

らい場合があります。購読者登録画面の利用可能文字体系を公開系と原則共通化します。

52 2012/8/25 編集系 XMLのダウンロードで連番が出力されない事象に対応します。

51 2012/8/25 編集系
予稿集において、開催グループ、主催共催情報が未登録の場合、公開画面でエラーが発生する

場合があるため、システム上の対応を行います。

50 2012/8/25 編集系
記事リンクの作成において、記事グループに記事を追加する操作を行った際、これまで必要で

あった承認処理を省略し、運用を迅速化します。

49 2012/8/25 編集系 全文HTMLプレビューで、数式が正常に表示されない事象を改善します。

48 2012/7/28 公開系 検索結果画面で、ソート順ラベルを「発行日」でなく「公開日」に変更します

47 2012/7/28 公開系 検索結果画面（英語画面）で、表示件数ラベルの記述を修正（語順等）します

46 2012/7/28 公開系 ＣＯＵＮＴＥＲパスワード等変更画面で、更新が完了したことがわかりにくい点を修正します

45 2012/7/28 公開系 公開予告ジャーナル表示の運用を開始します

44 2012/7/28 公開系

旧Journal@rchive分記事の一部において、検索インデックスにバージョンの古いものがあり、

特定の条件で検索すると結果に反映されない場合があることが判明したため、再作成の対応を

行います。

43 2012/7/28 編集系 引用文献登録編集画面で設定した表示順が、画面に反映されない不具合を修正します。

42 2012/7/28 編集系

SGMLアップロードにおいて、以下の点を修正します。

①<onlinepubdate>タグで日付を指定しているが「オンライン公開日」に反映されない。

② <moddate>タグで日付を指定しているが「修正日」に反映されない

41 2012/7/28 編集系 ＢＩＢ1.4 XML SGMLにおいて、記事アップロード号名のハイフン対応を行います。

40 2012/7/28 編集系 JOI/DOI作成ルールにおいて、「号」「連番」に対応します。

39 2012/7/28 編集系 編集画面において「’」(アポストロフィ)を入力可能とします。

38 2012/7/12 公開系 COUNTERにおいて、機関名名称の文字数制限を緩和します(160文字まで)

37 2012/7/12 編集系
引用文献の言語を日本語に設定した場合、引用文献リンク問い合わせに失敗する場合がありま

す。これを改修します。

36 2012/7/12 編集系
ヘッダ画像を変更した場合、プレビュー画像が正確に反映されない（プレビュー画面のみ）こ

とがあります。これを改修します。

35 2012/7/12 編集系
記事管理画面で、プレビュー権限のみのユーザが本文PDFプレビューを行うとエラーとなる事

象を改善します。
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# 改修日 区分 内容

34 2012/7/12 編集系
目次プレビューで、複数の所属機関に所属している場合二重に表示される（プレビュー画面の

み）事象を改善します。

33 2012/7/12 編集系 電子付録タブの英語タブ誤植（プレビュー画面のみ）を修正します。

32 2012/7/12 編集系
全文HTMLファイル作成バッチ異常終了により、全文HTMLのプレビューに支障が生じている事

象を改修します。

31 2012/6/23 公開系
JOI/DOI検索で、早期公開記事と本公開記事が同時にヒットした場合、本公開記事を表示する

よう改修します。

30 2012/6/23 公開系
一部ジャーナルにおいて、一行に長い文字列（URLなど）がある場合、改行されないことで画

面が見づらくならないよう改修します。

29 2012/6/23 公開系
PPV（論文一部売り)購入画面で、購入後のアクセスURLが登録されたメールアドレス宛にメー

ルで着信することをよりわかりやすく表示します（メールアドレス入力欄にも注記を追加）

28 2012/6/23 編集系
一度セクションを削除後、当該削除セクションの表示順以降に新規セクションを追加した場

合、表示順が重複する不具合を修正します。

27 2012/6/23 編集系 編集登載システムのタイムアウト時間を15分から30分に延長します。

26 2012/6/23 編集系
XMLアップロードにおいて本公開記事を更新した際の「開始／終了ページ」「連番」更新を修

正します。

25 2012/6/23 編集系 記事訂正の際に作成した履歴データが記事削除後も削除されない点を修正します。

24 2012/6/23 編集系
SGMLアップロードにおいて「全文テキスト必須解除」「0巻0号での早期公開記事アップロー

ド」に対応します。

23 2012/6/23 編集系 おすすめ記事登録において、画像がなくても記事登録ができるよう改良します。

22 2012/6/23 編集系
一定の条件下（同一資料に同一の巻・開始ページが存在する場合）において、号の異なる記事

がプレビューに表示される点を改修します。

21 2012/6/23 編集系 SGML(BIB1.3)の著者名文字制限を大幅に緩和します。

20 2012/6/23 編集系
早期公開→本公開リンクのラベル文字列を、多くの学協会様からご要望をいただいた形式に改

めます。

19 2012/6/23 編集系
実体参照文字に関する登載時の制限を緩和します。（発行機関様におかれましては、記事の登

載には引き続きセキュリティ上のご配慮をお願いいたします）

18 2012/6/23 編集系 1号が複数年にわたる場合に登載が行えない不具合を改修します。

17 2012/5/26 公開系 本公開済み記事の目次・書誌画面で早期公開日を表示できるよう改修します。

16 2012/5/26 公開系 メールアドレスの入力を必須としないパスワード変更機能をご提供します。

15 2012/5/26 公開系
誌名・発行機関検索において、大文字小文字を区別しない形で検索いただけるよう改修しま

す。

14 2012/5/26 公開系
クイック検索（J-STAGE Top等の右上検索窓）において、検索後、タブがデフォルトに戻らな

いよう改修します。
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13 2012/5/26 公開系 目次画面・書誌画面で発行日の初期表示状態が異なり、わかりにくい点を改修します。

12 2012/5/26 公開系 英文抄録のみを持つ記事の英文抄録を日本語画面にも表示できるよう改修します。

11 2012/5/26 編集系 目次画面・書誌画面で発行日等の書誌情報が表示されている状況を改修します

10 2012/5/18 公開系
複数のワードが入力される検索において、ワード間のスペース全角/半角を区別する場合がある

不具合を改修します。

9 2012/5/11 公開系 My J-STAGEの英文表記を一部修正します。

8 2012/5/11 公開系 My J-STAGE登録時、IDに「+」が入っていると正しく登録できない不具合を修正します。

7 2012/5/11 編集系 巻のみの一部ジャーナルでスタイル変更ができない不具合を修正します。

6 2012/5/11 編集系
目次スタイルを変更(Bスタイル、Cスタイル)すると、表示されるべき書誌事項が非表示扱いに

なる不具合を修正します。

5 2012/5/11 編集系 日本語画面プレビューにおいて、一部内容が英語表示となる不具合を修正します。

4 2012/5/11 編集系
早期公開済みの記事を本公開する場合、一定の条件においてJOIが引き継がれない場合のある不

具合を修正します。

3 2012/5/11 編集系
引用文献問い合わせの正常終了時に「正常処理」の文言をクリックするとリンク先に遷移する

よう改修します。

2 2012/5/11 編集系 XML記事アップロードで、修飾タグ前後のスペースが削除される不具合を修正します。

1 2012/5/8 公開系
記事において、JOIリンクのコピーやTwitter等へのリンクが正しく表示されない不具合を修正

します。
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