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J-STAGE Data マニュアル：サイトの閲覧と検索 

0. はじめに 
J-STAGE Dataは、国立研究開発法人科学技術振興機構が提供する、研究データの共有と利活用
を促進するためのリポジトリです。J-STAGE Dataでは、J-STAGE（科学技術情報発信・流通総
合システム）で公開される出版物に関連するデータを公開しています。J-STAGE Data上の各
データと、それに対応するJ-STAGE上の論文には相互リンクが提供されます。J-STAGE Dataの
閲覧は無料で、ユーザー登録やログインは必要ありません。 
 
J-STAGE Dataは、プラットフォームとしてFigshareのクラウドサービスを利用しています。本
マニュアルでは、J-STAGE Dataを初めて利用するユーザーのために、基本的なナビゲーション
や操作方法を解説しています。Figshareの詳細についてはFigshare Knowledge（英文サポート
ページ）をご参照ください。 
 
J-STAGE Dataのご利用に際してご質問がある場合は、data-contact@jstage.jst.go.jpへメールに
てお問い合わせください。 
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1. J-STAGE Dataのナビゲーション 
1.1. トップページ 

 
図1. J-STAGE Dataのトップページ 

 
トップページ (https://jstagedata.jst.go.jp/) には、J-STAGE Dataで公開されているデータの一覧
や、ジャーナル別、分野別などのナビゲーションが提供されます（図1）。主な表示項目は以下
のとおりです。 
 
① ロゴ（トップメニューバー）：常に表示され、クリックするとトップページに戻ります。 
② Browse：①と同様、常に表示され、クリックするとトップページに戻ります。 
③ 検索ボックス：キーワードを入力して検索を開始できます。 
④ Log in：サイト管理者および発行機関ユーザーがログインできます。一般のユーザーは使うこ
とができません。 

⑤ ロゴ（ページ中央）：クリックするとJ-STAGE Dataのサイト説明が表示されます。 
⑥ ジャーナル表示リンク：クリックすると、J-STAGE Dataにデータを公開しているジャーナル
の一覧が表示されます。各ジャーナルのロゴをクリックすると、当該ジャーナルのページに

遷移します。詳しくは1.2. ジャーナル別ページをご覧ください。 
⑦ Follow：サイト管理者および発行機関ユーザー向けの機能です。一般のユーザーは使うこと
ができません。 

⑧ ALL：クリックするとJ-STAGE Dataで公開されているデータが、公開日付の新しい順に表示
されます。 

⑨ CATEGORIES：クリックするとJ-STAGE Dataで公開されているデータを分野別に一覧でき
ます。詳しくは1.3. 分野別ページをご覧ください。 

⑩ SEARCH：クリックすると③と同様な検索ボックスが表示され、キーワードを入力して検索
を開始できます。また、同時に表示されるhelp?をクリックすると、ヘルプページを開いて検
索方法を参照することができます。J-STAGE Dataの検索について、詳しくは2. J-STAGE 
Dataの検索をご覧ください。 
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⑪ Sort：データの並び順を指定できます。デフォルトではPosted date（データの公開日）が選
択されていますが、First online date（ 初にオンライン公開された日）で並び替えることも

できます。それぞれ昇順（古い順）あるいは降順（新しい順）を指定できます。 
⑫ more stats：クリックするとJ-STAGE Dataの統計ページに遷移し、データの閲覧・ダウン
ロードの状況を見ることができます。詳しくは3. 統計ページをご覧ください。 

⑬ (thumbnail)：各データのサムネイル表示をクリックすると、当該データの詳細ページに遷移
します。詳しくは1.4. データ詳細ページをご覧ください。 

⑭ (footer)：ページ 下部には、J-STAGE Dataに関する情報、規約、マニュアルなどへのリン
クが常に表示されています。 

 
1.2. ジャーナル別ページ 
J-STAGE Dataのトップページ中央にあるロゴマークのすぐ下にある、「J-STAGE Data」とい
うリンクをクリックすると、J-STAGE Dataにデータを公開しているジャーナルの一覧が表示さ
れます（図2）。表示された各ジャーナルのロゴまたはジャーナル名をクリックすると、当該
ジャーナルのページに遷移します。 
 

 
図2. ジャーナル一覧の表示 

 
ジャーナルのトップページ（図3）の表示項目は、1.1. トップページと同様ですが、一覧表示さ
れるデータがトップページではJ-STAGE Data全体を対象としているのに対して、ジャーナル
トップページでは当該ジャーナルに関連するデータのみになります。また、ジャーナルトップ

ページからの検索は、当該ジャーナル内のみが対象となります。 
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図3. ジャーナルのトップページ（例） 

 
1.3. 分野別ページ 
J-STAGE Dataのトップページ中央にある、「CATEGORIES」というリンクをクリックする
と、J-STAGE Dataに公開されているデータを分野別に一覧表示することができます（図4）。
表示された各分野名をクリックすると、当該分野のデータ一覧のページ（分野別ページ）（図5
）に遷移します。J-STAGE Dataで使用している分野の一覧は別表1：J-STAGE Dataの分野名を
ご覧ください。 

 
図4. 分野一覧の表示（例） 
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なお、分野の一覧表示はまず大分類のアルファベット順に表示され、いずれかをクリックする

と、さらに当該大分類に属するデータの一覧が表示されます。また、ページ上方には小分類項目

がアルファベット順に表示され、クリックしてさらに絞り込むことができます（図5）。 
 

 

図5. 分野別ページ（例） 

分野別ページの表示項目は、1.1. トップページと同様ですが、一覧表示されるデータがトップ
ページでは全分野を対象としているのに対して、分野別ページでは当該分野に関連するデータの

みになります。また、分野別ページからの検索は、当該分野内のみが対象となります。 
 
1.4. データ詳細ページ 
トップページ、ジャーナル別ページ、分野別ページで一覧表示されるデータのサムネイル画像を

クリックすると、当該データの詳細ページ（図6）が表示されます。 
 
データ詳細ページの主な機能や表示項目は以下のとおりです。 
 
① データプレビュー機能：データのプレビューが表示され、ダウンロードすることなくデータ
の概要をチェックすることができます（一部のデータでは表示されません）。また、データ

の様式に合わせて、プレビュー表示をスクロールしたり、拡大・縮小するためのボタンが表

示されます。 
②データ活用のための機能：以下のボタンをクリックして、データをさまざまに活用することが

できます。 
● Cite：クリックすると、データを引用する際に必要な書誌事項が所定の様式（デフォル
トはDataCite）でDOIとともに表示されます。表示中のデータを引用する際に、コピー＆
ペーストできます。 

● Download：表示中のデータをダウンロードできます。ファイルのサイズが表示されてい
るので、ダウンロードする前に確認してください。 

● Share：表示中のデータをSNSで共有できます。 
● Embed：<iframe>タグによる記述が表示され、これをコピーして他のWebページなどに
埋め込むことにより、データのサムネイル画像をリンク付きで表示することができま

す。 
③データ詳細：データのタイトルや著者（データ作成者）、データの説明文、関連する論文のタ

イトルなど、表示中のデータに関する詳細が表示されます。すべてのデータ項目についての詳細

は別表2：J-STAGE Dataのデータ項目をご覧ください。 
④データの利用状況：表示中のデータの利用状況について、以下のような統計情報が表示されま

す。 
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● Views：当該データがJ-STAGE Data上で何回閲覧されたかが表示されます。 
● Downloads：当該データが何回ダウンロードされたかが表示されます。 
● Citations：当該データがDimensionsデータベースに収録された論文などから何回引用さ
れたかが表示されます。Dimensionsに関する詳細は、こちら(外部サイト)をご参照くだ
さい。 

● Altmetric：SNSなどオンライン上の注目度に関する指標が表示されます（SNS上での参
照があるデータにのみ表示されます）。Altmetricに関する詳細は、こちら(外部サイト)を
ご参照ください。 

⑤関連ページへのナビゲーション：表示中のデータに言及しているJ-STAGE上の論文のタイト
ルが表示され、クリックするとJ-STAGE上の論文の書誌ページに遷移します。また、発行機
関名やロゴをクリックすると、このジャーナルのトップページに遷移します。 

⑥カテゴリとキーワード：表示中のデータが属するカテゴリ名や、関連キーワードなどが表示さ

れます。それぞれクリックすると、当該カテゴリまたはキーワードに相当するJ-STAGE Data
内のデータを自動的に検索します。 

⑦ライセンス情報：表示中のデータのライセンス情報が表示されます。J-STAGE Dataで使われ
るライセンスの詳細は、別表3：J-STAGE Dataのライセンスをご覧ください。 

⑧データのエクスポート機能：表示中のデータに関するメタデータをエクスポートし、お使いの

文献管理ソフトウェアなどで管理できます。エクスポートできる形式は、RefWorks, BibTeX, 
Endnote, DataCite, NLM, DC and RefManです。 
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図6. データ詳細ページ（例） 
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2. J-STAGE Dataの検索 
J-STAGE Dataのどのページからも、ページ上方にある「Search on J-STAGE Data...」と書かれ
た検索窓にキーワードを入力して、検索を実行することができます（図7）。 

なお、本マニュアルの検索事例には英語の検索語を利用していますが、タイトルやキーワードな

どが日本語で記述されているアイテムについては、日本語での検索も可能です。 

 

 

図7. 検索画面 

2.1. 基本的な検索 
画面上部の検索窓（図7.の太枠部分）にキーワードを入力し、Enterキーを押下すると検索が実
行されます。例えば、以下の検索を実行すると、J-STAGE Data上で「cell」という語がメタ
データに含まれるアイテムが検索され、結果が表示されます。 

cell 

 

ダブルクォーテーションマーク（”   “）をつけてフレーズの完全一致検索を実施することもでき
ます。例えば、以下のように “stem cell” とフレーズ検索を実行すると、J-STAGE Data上で「
stem cell」というフレーズがメタデータに含まれるアイテムが検索され、結果が表示されます。 
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“stem cell” 

 

以下のようにダブルクォーテーションマークを使わない場合は、「cancer」「cells」 
「treatment」のいずれかの語が含まれるアイテムがすべて検索されますのでご注意ください。 

cancer cells treatment 

 

2.2. 検索結果表示 
検索結果の表示画面（図8）では、画面右側に検索結果の一覧が表示されます。 

● sort by ：検索結果の並び順は、初期値では「Relevance」（関連度）順に表示されます
が、並び替えオプションから選択することにより、公開日付順などで並べ替えることも

できます。 
● その隣のアイコン（図8の矢印部分）をクリックすることにより、サムネイル表示とリス
ト表示の切り替えを行うことができます。 

● suggested content：J-STAGE Dataからの検索結果の後に、figshare.comや、その他の
Figshareをプラットフォームとするすべてのデータリポジトリからの関連アイテムが表
示されます。 

画面左側（図8の太枠部分）に以下のようなフィルタリング機能が提供されます。すでに検索し
た結果をさらに絞り込みたい時に使います。チェックボックスをオンにすると現れる Apply 
filters（図8の楕円部分）をクリックして、絞り込みを実行します。 

● include figshare content：J-STAGE Data内のデータだけでなく、figshare.comや、そ
の他のFigshareをプラットフォームとするすべてのデータリポジトリにおける検索結果
が含まれるようになります。 

● select date：検索結果には全ての期間のアイテムが含まれますが、Posted date（データ
の公開日）やFirst online date（ 初にオンライン公開された日）などの期間で絞り込む

ことができます。 
● item type：検索結果には全てのデータのタイプが含まれますが、このオプションから選
択することにより、特定のタイプに絞り込むことができます。 

● licence：検索結果には全てのライセンスが含まれますが、このオプションから選択する
ことにより、特定のライセンスに絞り込むことができます。 

● category：検索結果には全ての分野のアイテムが含まれますが、このオプションから選
択することにより、特定の分野に絞り込むことができます。 
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図8. 検索結果表示画面 

2.3. 高度な検索 
特定のデータ項目を対象にして検索を行うには、項目名をコロン（ : ）で囲みます。対象項目に
ついては、別表4：J-STAGE Dataで検索が可能な項目をご覧ください。 

例えば、以下の検索を実行すると、「cancer cell」という語がキーワード項目として設定された
アイテムのみを検索します。 

:keyword: cancer cell 

 

キーワードを対象にして検索する場合には、ダブルクォーテーションを使わなくても完全一致検

索となることにご注意ください。例えば、以下の検索を実行すると、「music and puppets」と
いう語がキーワード項目として設定されたアイテムのみを検索し、「music」あるいは「
puppets」のみがキーワードとなっているアイテムは検索されません。 

:keyword: music and puppets 

 

複数のデータ項目を対象にして検索することもできます。例えば、「cancer」という語をキー
ワードに含んでいて、「chemistry」の分野に該当するデータを検索するためには、以下のよう
な検索が有効です。このような場合、AND検索を実施するにはANDを大文字で入力してくださ
い。 

:keyword: cancer AND :category: chemistry 
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同一のデータ項目を繰り返してANDまたはOR検索することもできます。例えば以下の例では、
3名の異なる著者名をOR検索し、いずれかの著者が含まれるアイテムを結果として表示しま
す。 

:author: M. Hahnel OR :author: J. Smith OR :author: Albert Einstein 

 

検索にANDとORを混在させることもできます。例えば以下の例では、「law」をタイトルに含
んでいるか、もしくは「democrat」がキーワードに含まれ、かつ「respect」がいずれかのデー
タ項目に含まれるアイテムが検索されます。 

:title: law OR (:keyword: democrat AND :search_term: respect) 
 

タイトルやデータ説明文などを対象にして検索する場合には、ダブルクォーテーションマークを

使って完全一致検索を実行できます。例えば以下の例では、「line balancing for improving 
production」というフレーズがタイトルに含まれるアイテムが検索され、それに加えていずれか
の語がメタデータに含まれるアイテムが関連度に応じて表示されます。 

:title: “Line balancing for improving production” 

 

特定のデータ項目を対象にした検索と、データ項目を特定しない検索を組み合わせることも可能

です。例えば以下の例では、タイトルに「science」を含み、「cell」というキーワードをが付与
されたデータのうち、いずれかのメタデータ項目に「private research」というフレーズが含ま
れるアイテムを検索できます。 

:title: science AND :keyword: cell AND :search_term: private research 

 

高度な検索では、検索式が曖昧あるいは不正確な場合にエラーメッセージが表示されますので、

メッセージに従って検索式を適宜修正してください。 
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3. 統計ページ 
J-STAGE Dataのトップページから、「more stats...」をクリック（図9）すると、統計ページ
（図10）に遷移します。各ジャーナルのトップページにも、同じ位置に「more stats...」のリン
クがあり、そこから統計ページに遷移することができます。 
 

 
図9. 統計ページへのリンク 

 
図10. 統計ページ表示例 
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統計ページでは、J-STAGE Data上のデータがどれだけ閲覧・ダウンロードされたかが、グラフ
で表示されます。 

ユーザーは左側に表示されるフィルターを操作して絞り込みを行うことができ、操作の結果はグ

ラフに即時に反映されます。また、Top items および Top item types として、閲覧数が多いアイ
テムやそのタイプがページ下部にテーブルとして表示されます。 

ジャーナルのトップページから統計ページに遷移した場合には、当該ジャーナルのみにあらかじ

め絞り込みが行われた状態でグラフが表示されます。 

フィルタリング機能には以下のようなものがあり、これらは組み合わせて利用することができま

す。 

● Group：特定のジャーナルに絞り込むことができます。 
● Item type：特定のアイテムタイプに絞り込むことができます。 
● Category：特定のカテゴリに絞り込むことができます。プルダウンメニューには、少な
くとも一つの公開アイテムが存在しているカテゴリのみが表示されます。 

● Author：特定の著者に絞り込むことができます。 
● Timeframe：特定の期間に絞り込むことができます。プルダウンメニューからWeekly、

Monthly、Yearlyを選択すると、それぞれ直近の1週間／1ヶ月／1年に、Select datesを選
択すると、絞り込む対象期間の始まりと終わりを指定することができます。指定できる

短期間は7日間です。 
また、同じ機能がグラフ上部のタイトル部分からも実行できます。 

● Metrics：Views（閲覧数）、Downloads（ダウンロード数）、Total（合計）を選択し、
表示することができます。デフォルトではすべてが選択されています。 

 
トップ10として以下のような情報がテーブル表示されます。各テーブルは、少なくとも3件以上
の情報がある時にしか表示されません。 

● Top items based on total views：　閲覧数が も多いアイテム 
● Top groups based on total views：閲覧数が も多いグループ（ジャーナル） 
● Top item types based on total views：閲覧数が も多いアイテムタイプ 
● Top referrals based on total views：訪問が も多い参照元 
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J-STAGE Data マニュアル：サイトの閲覧と検索 

別表1： 

J-STAGE Dataの分野名 (アルファベット順) 
大分類 小分類 
Basic Sciences 
基礎科学系 

Chemistry 化学 
Earth Sciences and Astronomy 地球科学・天文学 
Mathematics 数学 
Physics 物理学 

Engineering and Technology 
工学系 

Architecture and Civil Engineering 建築学・土木工学 
Electrical and Electronic Engineering 電気電子工学 
Engineering in General 一般工学・総合工学 
Mechanical Engineering 機械工学 
Nanosciences and Materials Sciences ナノ・材料科学 

Humanities and Social 
Sciences 
人文・社会科学系 

Anthropology, History and Geography 人類学・史学・地理
学 

Economics, Business & Management 経済学・経営学 
Law, Political Sciences 法学・政治学 
Literature, Language & Linguistics and Art 文学・言語学・芸術

学 
Philosophy, Religion 哲学・宗教 
Psychology, Education 心理学・教育学 
Sociology 社会学 

Interdisciplinary Sciences 
学際科学系 

Environmental Sciences 環境学 
Information Sciences 情報科学 
Interdisciplinary Sciences 学際科学 

Life Sciences 
ライフ系 

Agriculture and Food Sciences 農学・食品科学 
Biology, Life Sciences and Basic Medicine 生物学・生命科学・

基礎医学 
Medical and Health Sciences 
医学・保健衛生系 

Clinical Medicine 臨床医学 
Dentistry 歯学 
General Medicine, Social Medicine, and 
Nursing Sciences 

一般医学・社会医
学・看護学 

Pharmaceutical Sciences 薬学 
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J-STAGE Data マニュアル：サイトの閲覧と検索 

別表2： 

J-STAGE Dataのデータ項目 
表示項目名 項目内容 

Title データのタイトル 

Item type データの種類 

Authors データ作成者の氏名 

Categories データが関連する分野 
分野名の一覧は別表1：J-STAGE Dataの分野名を参照 

Keywords データが関連するキーワード 

Description データの説明文 

Funding データに関連する助成金情報 

Reference データに関連するウェブページURL 

License データのライセンス 
ライセンス名の一覧および定義は別表3： 
J-STAGE Dataのライセンスを参照 

Translated title 英語以外の言語によるデータのタイトル 

Translated description 英語以外の言語によるデータの説明文 

Translated manuscript title データに関連する論文の英語以外のタイトル 

Translated authors 英語以外の言語によるデータ作成者氏名 

 

 

  

17 



 
J-STAGE Data マニュアル：サイトの閲覧と検索 

別表3： 

J-STAGE Dataのライセンス 
 

画面上の表示 日本語訳   

CC-0 パブリックドメイン提供 定義 日本語訳 

CC BY-SA 4.0 継承 4.0 国際 定義 日本語訳 

CC BY-ND 4.0 改変禁止 4.0 国際 定義 日本語訳 

CC BY-NC 4.0 非営利 4.0 国際 定義 日本語訳 

CC BY-NC-SA 4.0 非営利 - 継承 4.0 国際 定義 日本語訳 

CC BY-NC-ND 4.0 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 定義 日本語訳 

CC BY 4.0 (default) 表示 4.0 国際 定義 日本語訳 

MIT MITライセンス 定義 参考邦訳 

GPL GNU一般公衆ライセンス（バージョン1） 定義 

日本語解説 GPL 2.0+ GNU一般公衆ライセンス（バージョン2） 定義 

GPL 3.0+ GNU一般公衆ライセンス（バージョン3） 定義 

Apache 2.0 アパッチ・ライセンス（バージョン2） 定義 参考邦訳 
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https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.ja
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ja
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ja
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja
https://opensource.org/licenses/mit-license.php
https://osdn.net/projects/opensource/wiki/licenses%2FMIT_license
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-1.0.html
https://www.gnu.org/licenses/licenses.ja.html
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html
https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
https://ja.osdn.net/projects/opensource/wiki/licenses%2FApache_License_2.0


 
J-STAGE Data マニュアル：サイトの閲覧と検索 

別表4： 

J-STAGE Dataで検索が可能な項目 
 

項目 検索対象 制御 

:title: データのタイトル 完全一致 

:description: データの説明文 完全一致 

:keyword: キーワード 完全一致 

:category: データが関連する分野 
分野名の一覧は別表1：J-STAGE Dataの分野名を参照 

完全一致 

:author: データ作成者の氏名 完全一致 

:item_type:  データの種類 
J-STAGE Dataで使用されているのは以下の通り。 
figure, media, dataset, poster, journal contribution, conference 
contribution, preprint, presentation, thesis, software, book, 
online resource 

完全一致 

:search_term:  全ての項目 部分一致 

:orcid: 著者のORCID識別子 完全一致 

:references: データに関連するURLなど 完全一致 

:doi: データのDOI 完全一致 

:licence: データのライセンス 
ライセンスの一覧は別表3：J-STAGE Dataのライセンスを参
照、検索の際はハイフン不要（CCBY、など） 

完全一致 

:resource_doi: データが関連しているJ-STAGE上の記事DOI 完全一致 

:resource_title: データが関連しているJ-STAGE上の記事タイトル 完全一致 
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