
J-STAGEサービス方針説明会 

平成２７年５月11日 

 

Lite登載機能追加と対象コンテンツ拡大について 



J-STAGE - 科学技術情報発信・流通総合システム - 

 1999年サービス開始 

 全収録誌数: 1,864誌 全収録記事数: 2,651,271記事 

 (2015.4.30現在、刊行終了誌や予稿集を含む) 

 国内で刊行される科学技術(人文科学・社会科学を含む) 

逐次刊行物の国内外への発信・流通促進 

 論文等情報のオープンな流通の促進 (認証機能オプションもあり) 

 アーカイブよりも、最新コンテンツの公開を重視 

 データの作成・公開・運用は各発行機関(J-STAGE利用学協会等)が行う 

国内の学会・協会が発行する学術電子ジャーナルの
国内最大級共同プラットフォーム 

ジャーナル1,737誌、論文約265万件（2015.4.30現在）  

９割近くのジャーナルが無料 

www.jstage.jst.go.jp 
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日本の研究成果を迅速に発信 
（９割近いジャーナルが全文 
 無料公開） 

事業全体の企画・運営 
システム運用・管理 

プラットフォームを無償提供 
公開機能 
全文（PDF（必須）・XML） 
書誌・抄録 

登載機能（Web・XML） 

サービス概要 

発行機関（学協会） コンテンツの作成、 
アップロード 

運用（閲覧者からの 
問い合わせ対応等） 

J-STAGE運営への協力 

J-STAGE 
全記事に 

DOIを登録 

3 



コンテンツ概要と利用状況 
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カレント誌の分野
（H25/9時点） 
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J-STAGEと国内外の情報サービスとの連携 

その他の 
情報サービス 

メタデータ提供 

検索エンジン等 
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J-STAGEサービス方針の趣旨 

J-STAGEのサービス方針が新しくなり、登載対象の 
コンテンツを拡大するともに、審査要件を緩和します。 
 
 
※今までJ-STAGE Lite（仮称）としてご案内しておりました機
能はJ-STAGEの一部として提供します。 
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J-STAGEの位置付け 

■現在： 
 J-STAGE ＝ 総合電子ジャーナルプラットフォーム  

・国内ジャーナルの電子化を牽引 
・国内ジャーナルの国際発信力の担い手 

■今後： 
 J-STAGE ＝ 日本の学術情報総合プラットフォーム  

・ジャーナルのみならず幅広い学術情報について 
 電子化を推進し、日本の学術情報の国内外への発信 
 力強化、利用機会および価値向上を図る 

・日本最大級の全文学術情報サイト 
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J-STAGEの新サービス方針 

①対象コンテンツの拡大 
これまでジャーナルが中心だった登載対象コンテンツ
を拡大します。 
 
②ご利用機会の拡大 
審査が緩和され、ご利用機会が大幅に拡大します。 
 
③Web登載機能の追加 
J-STAGEにXMLファイルを必要としないWeb登載機能
が追加され、学術電子コンテンツの運営が平易にス
タートできます。 
（過去の説明会でJ-STAGE Liteと呼んでいたもの） 
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①対象コンテンツ拡大 

資料種別  中心となる基本的な資料例 （JSTにおける分類） 

１．ジャーナル 
研究基盤情報として研究成果、技術開発成果を研究者、技術者向けに広く流布させることを目的として刊行される、 
原著論文を主たる記事としている雑誌。広がりをもつ研究者・技術者層から投稿され、研究者・技術者層に広く閲覧
されることを前提としているもの、査読を経た記事を含むことが望ましい。 

２．研究報告・技術
報告 

  
特定の機関の研究、技術開発、調査の中間成果、活動成果を研究者、技術者向けに広く流布させることを目的とし
て刊行される雑誌、報告書など。個々の記事が原著論文であるものから、短報や紹介記事を掲載したもの。 
具体的には、企業が刊行する技報（研究報告、技術報告等）や、大学紀要、研究所報告、研究ファンドの報告書、科
学技術レポート、「成果報告書」「成果事例集」「研究紹介」などがあたり、研究ファンドの簡易な成果紹介も含む。 
 

３．会議論文・要旨
集 

学協会等が開催する研究集会に発表した研究開発成果の概要をまとめたもの。個々の記事が原著論文であるもの
から短報のものまで、会議関連の資料全般が対象。具体的には「会議論文集」「要旨集」「予稿集」「概要集」などとし
て刊行したもの。事例発表会等の事例集、講義テキストを含む。企業や大学が主催するシンポジウム、セミナー等の
会議要旨集を含む。 

４．解説誌・一般情
報誌 

技術動向や技術応用等を当該分野及び境界領域の研究者、技術者に広く流布することを目的として、実用的な知
識、技術紹介、製品紹介などの記事を掲載したもの。また一般向けの科学技術理解増進のための啓蒙的記事を掲
載したものや業界ニュース誌を含む。 

 
５．その他 

 
上記①～④の定義に当てはまらない学術誌。 
候補として調査資料・統計資料等のコンテンツが挙げられる。 
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②ご利用機会の拡大 
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現行J-STAGEの優先誌審査 今後適用される簡易審査 

コンテンツ -ジャーナル 

-ジャーナル 
-研究報告・技術報告 
-会議論文・要旨集 
-解説誌・一般情報誌 
-その他 

基本的要件 

①発行機関が非営利団体であること 
②学術雑誌を発行していること（または発行予定であること） 
③公開用のデータを発行機関にて作成可能であること 
④査読審査を経た原著論文を掲載していること 
⑤投稿を学内あるいは機関内等で閉じず広く公募していること 
⑥発行機関は、日本国内にその運営主体があること 

②学術雑誌を発行していること（または発行予  
  定であること） 
③公開用のデータを学協会側にて作成可能で 
  あること 
⑥発行機関は、日本国内にその運営主体があること 
※営利団体の利用で、オープンアクセスでない場合は費
用を頂く予定です。 

人的サポート ・あり ・あり 

審査 
・優先誌審査 
 （原著論文数、採択率、編集体制等を審査し年間約50誌を選
定） 

・簡易審査 
 基本的要件を満たしていると認められるもの 

ISSN 必須 必須 

J-STAGE利用開始時の審査が緩和され、ご利用機会が拡大します。 



「①対象コンテンツの拡大と③Web登載機能の追加」の関係図 

J-STAGE DB 
J-STAGE 
システム 

記事アップ 
ロード作業 

公開画面 

J-STAGEにXMLファイルを必要と 
しないWeb登載機能を追加。 

ジャーナル 
研究報告 
・技術報告 

③Web登載機能の追加 

XML登載機能 Web登載機能 
    

（ファイルアップロード） 

XML 

①対象コンテンツの拡大 

電子ジャーナルが中心だったコ
ンテンツの登載対象を拡大。 

対象 
コンテンツ 

※登載機能は自由に選択 

※どちらの登載機能を使っても同一の
公開画面に表示されます。 

会議論文 
・要旨集 

解説誌・ 
一般情報誌 

その他 
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③ Web登載機能 （入力画面） 

※画面はイメージであり、実際とは異なります 

① 書誌事項（巻・号・開始
ページ、タイトル、著者名、
著者所属、キーワード、抄
録、引用文献リスト等。一
部は任意項目）はWeb画面
での単純な作業で入力 

② PDFをアップロード 
③ 公開日設定 
 
1画面ですべての設定が完了 

登載に必要なファイル 

・PDF(透明テキストつき)ファイルのみ 

書誌情報はWeb画面上で登録 
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XML登載機能 （現行J-STAGEの機能） 

※画面はイメージであり、実際とは異なります 
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XML・本文PDF・検索テキストファイルを
所定のフォルダ構成で作成 

巻、号、セクション
を事前に設定 

アップロード 

各記事に必要な設定を実施 



XML登載機能 Web登載機能 

記事作成 

巻号編集・巻号プレビュー ○ 記事からの自動作成 

セクション設定 ○ - 

複数記事の一括アップロード（XML） ○ - 

Web画面入力による記事登録・修正 ○ ○ 

記事表示順ソート ○ ページ番号順表示 

記事訂正 

記事リンク設定（エラータ） ○ ○ 

記事訂正機能 ○ ○ 

早期公開 早期公開設定 ※ジャーナルのみ対象 ○ - 

XML登載機能とWeb登載機能の比較 
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XML登載機能とWeb登載機能の特徴 

※画面はイメージであり、実際とは異なります 

登載機能 特徴 必要となるファイル 

 
 
XML登載機能 

 
・XMLを用意する必要がある 
・細かい設定が可能 
・やや難易度は高め 
・記事数が多いコンテンツ向き 

 
・書誌XMLファイル 
・全文PDFファイル 
・全文検索用テキストファイル 
 ※書誌XMLの例 

 
 
Web登載機能 

 
・XMLを必要としないため、少ない準備
でスタートが可能 
・操作が簡易 
・記事数が少なめのコンテンツ向き 

 
・全文PDFファイル 
（透明テキスト付き） 
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登載機能の選択（トップ画面） 

※画面はイメージであり、実際とは異なります 
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XML登載機能 Web登載機能 

XMLファイルを利用した登載機能になります。ひと
つのXMLファイルに含まれる複数の記事を一度に
アップロードできます。また、Web画面でXMLでアッ

プロードした記事の修正や記事の新規追加も可能
です。 
旧BIBやSGMLファイルの登載もこちらになります。 

Web画面により、１記事づつ書誌事項を入力し登
載していく機能になります。 
XMLファイルの用意は必要ありません。 
 
 

XML登載機能を利用する＞ Web登載機能を利用する＞ 



登載機能の構成図 

※画面はイメージであり、実際とは異なります 

・アクセス管理 
  -ID、PWによる認証設定 
  -IPアドレスレンジによる認証設定 
  -PPV設定 

・サービス管理 
  -登載用IDの発行 
  -ジャーナルのバナー画像設定、 
   お知らせ、連絡先の変更 

J-STAGE 
ログイン 

XML登載 
メニュー 

サービス 
管理 

アクセス 
管理 

Web登載 
機能 
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XML登載 
機能 

Web登載 
メニュー 

サービス
選択 

※サービス管理/アクセス管理は登載
機能によらず共通 



公開画面イメージ （資料一覧） 

会議論文・要旨集 

ジャーナル 

解説・一般 

研報・技報 

資料種別と査読有無をア
イコン表示 

査読 
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会議 

査読 

会議 

資料種別による
絞り込み 

研究報告・技術報告 

解説・一般誌 
その他 

査読有無 

査読あり 

査読有無による
絞り込み 



公開画面イメージ （検索結果一覧） 

ジャーナル(12,412) 

会議論文・要旨集（6,751) 資料種別によ
る絞り込み 

査読有無による
絞り込み 

記事の資料種別をアイコン
表示 

研究報告・技術報告（1,968) 
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ジャーナル 査読 

会議 

解説誌・一般情報誌（179) 

その他（0) 



J-STAGEご利用開始までの流れ 
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●ご利用開始までのフロー 
 
  ・お申し込みの方法 
 
  ・要件の確認 
 
  ・J-STAGE公開までの支援について 
 
   
  ・ELSデータ移行支援について            新規 
 
 
●今後のスケジュール 
●オプション機能のご紹介 
 

ご説明の内容 

現行との比較を 
交えて概略をご説明 



J-STAGEご利用開始までの流れ 
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１. お申込み ご利用開始 ２. 要件の 
確認 

３. J-STAGE  
公開支援 

３´.ELSデータ  
移行支援 

システム設定 
検証など 

ご希望の機関様のみ対象 

機関様にて記事登載開始 

全体フロー 

機関様 JST 機関様、JST 

機関様、JST 

機関様 

１、２、３： 
 フローに変更なし。内容に変更あり。 

３’：新規フロー 



J-STAGEご利用開始までの流れ 
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■お申込み受付開始 
 平成27年8月1日（予定） 

 

１．お申込み 

■J-STAGEのページに下記を掲載  
 平成27年7月（予定） 

■ご提出いただくもの（予定）  
 

  
 

■ご提出の方法 
  郵送またはメール  

 

・J-STAGE概要説明資料 
（導入ご検討用資料） 

・利用規約（改訂後） 

・エントリー書類の様式 

・ご利用開始までの流れ 

・エントリー書類 
  コンテンツの基本情報を記載 

・冊子体 
・データ作成・登載体制 
・投稿規定 

・発行計画（発行予定誌のみ） 

・査読体制（査読付きコンテンツのみ） 



J-STAGEご利用開始までの流れ 
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２．要件の確認 

■要件の緩和に伴い、プロセスの短縮化を図ります。 

現  行 今  後 

ヒアリング J-STAGEの概要説明を兼
ねて、個別に原則実施。 

原則行なわず、書面によ
る確認とする。（J-STAGE概
要説明資料は公開） 

頻度 隔月の実施 毎月の実施（予定） 

基本的 
要件 

②学術雑誌を発行していること（または発行予  
  定であること） 
③公開用のデータを学協会側にて作成可能で 
  あること 
⑥発行機関は、日本国内にその運営主体があること 

・エントリー書類 
  コンテンツの基本情報を記載 

・冊子体 
・データ作成・登載体制 
・投稿規定 

・発行計画（発行予定誌のみ） 

・査読体制（査読付きコンテンツのみ） 



J-STAGEご利用開始までの流れ 
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３．J-STAGE公開支援（システム初期設定、検証など） 

■ご利用になる登載機能を選択いただきます。 

XML登載機能を利用（現行） Web登載機能のみ利用（新規） 

（１）初回打ち合わせの実施 
 ・初期登録情報の確認 
 ・スケジュール調整 
 ・登載機能デモ 
 ・書誌XMLツールデモ  

（２）システム初期設定 
 ・ID,PWの払い出し  

（３）各種検証 
 ・データ検証（主XMLデータ） 
 ・アップロード検証 
 ・公開日検証  

（４）初回公開、本運用開始 

約3ヶ月 
↓ 
短縮 

（１）初期登録情報の確認 
 
 ・スケジュール調整 
 ・登載機能デモ 
 ・書誌XMLツールデモ  

（２）システム初期設定 
 ・ID,PWの払い出し  

今回の開発 
により省力化 

（３）各種検証 
 ・データ検証（主XMLデータ） 
 ・アップロード検証 
 ・公開日検証  

打ち合わせ省略の検討 

可能な範囲で省略を検討 

約3ヶ月 
↓ 

大幅短縮 



J-STAGEご利用開始までの流れ 
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３´．ELSデータの移行支援（ご希望の機関様のみ対象） 

機関様からのご依頼の状況により、公開までの所要期間が変動することが想定されます 

ELS出力データの取り込

みのみを行います。デー
タの修正は行いません。 

データ確認および修正を
公開前に機関様で実施
をお願いします。 

・移行支援の対象は記事コンテンツのみとなります。 
・認証設定は引き継がれません。 
  J-STAGEのアクセス管理で設定してください。 



J-STAGEご利用開始までの流れ 
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１. お申込み ご利用開始 ２. 要件の 
確認 

３. J-STAGE  
公開準備 

３´.ELSデータ  
移行準備 

全体フロー（ご利用開始までの期間短縮を図ります） 

機関様 JST 機関様、JST 

機関様、JST 

機関様 

約2ヶ月→1ヶ月 約3ヶ月→短縮 

状況により変動 

機関様からのお申し込み数の状況により、ご利用開始まで期間を要する場合が想定されます。 



今後のスケジュール 
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サービス方針 
説明会5月 

 

ご利用説明会 
7月（予定） 

お申込み 
受付開始 

8月（予定） 
 

リリース 
11月末（予定） 

 

サービス方針 ● 

全体スケジュール ● 

各規約類の改訂 ● 

J-STAGE概要説明資料の公開 
（導入ご検討用） 

● 

お申込み要領の公開 
 

● 

ご利用の手引き公開 
（ご利用開始までの準備編） 
 

● 

ご利用の手引き公開 
（本運用編） 
 

● 
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オプション 概要 費用 審査 対象 

書誌XMLツール 
 

全文PDFファイルから、J-
STAGEにアップロードする書
誌情報のXMLファイルを作
成するツールです。 
 

無料 審査なし 

（要申し込
み） 

論文 

短報、総説など
の記事 

投稿審査システム 
（Editorial Manager） 
(ScholarOne Manuscripts) 

電子投稿、電子編集・審査、
工程管理などを支援するシ
ステムです。 

学協会員
数に応じ
た費用負
担 

審査あり ジャーナル 
（査読あり） 

CrossCheck CrossCheckは、 iParadigms
社のiThenticateをベースに
CrossRefが提供している剽
窃検知ツールです。  
 

ご利用数
に応じた
費用負担
あり 

審査あり 
 

ジャーナル（欧
文誌） 

J-STAGEのオプション機能について 



お問い合わせ先 
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科学技術振興機構 知識基盤情報部 
J-STAGE担当 

 
contact@jstage.jst.go.jp 

 

mailto:contact@jstage.jst.go.jp
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開発状況・サービスに関する情報ご提供 
開発状況・サービス提供スケジュール等に関する情報掲載のページを開設しています。 

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja 

[導入検討中の学協会の方]－［J-STAGE Lite（仮称）の開発について］  ※Lite（仮称）の名称は変更予定です。 

関連情報はツイッター、 
メールマガジン等でも 
配信しております 

J-STAGE Twitter：＠jstage_ej 

J-STAGE News e-mail 検 索 

※ ［導入検討中の学協会の方］の
ページにオプション等のご説明もご
ざいます。 


