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1.中国・アジア研究論文データベースとは

【開発の趣旨と目的】

• 日本における中国研究のさらなる発展をバックアッ
プするため、JST中国総合研究・さくらサイエンスセ

ンターでは、「中国・アジア研究論文データベース」
の構築を決定。

• JSTが運営する国内最大の科学技術情報プラット
フォームJ-Stageのシステム、ノウハウを活用する形
で開発。

• 本DBの構築により、中国研究の活性化、また研究

論文への簡単なアクセスの実現により、対外発信力
の強化をめざす。
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対象となる学協会

• 中国および中国を含むアジア地域を研究対象とす
る学協会

→中国を含まないアジア地域研究の学協会様につい
ては、J-STAGE（WEB登載版、後述）を推奨

• 論文データベースを構築するためには、一般に学協
会で論文を電子化し、データベースに登録する作業
が発生するが、本DBでは紙媒体からPDF化し、
データベース登載までをJST側で行い、学協会の負
担を大幅に軽減する。
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データベースの基本方針

• J-STAGEのシステムは、豊富な機能を備えているものの、人文・

社会科学の研究論文に対してはオーバースペック気味であるため、
簡便な新しいインターフェースを用意。
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中国・アジア研究論文
データベース

J-STAGE
（WEB登載版）

J-STAGE
（フル機能版、XML登載）

メタデータ項目数 23項目 30項目以上 100項目以上

WEB査読機能 × × ○

XMLファイルの登載 × × ○

初期コンテンツの
電子アーカイブ化

○ × ×

その他の特徴
アップロードする原稿は
PDFのみ。

アップロードする原稿は
PDFのみ。

一定レベル以上の専門
知識・技術が必要なため、
専門業者に業務委託し
ている学会もある。



本データベースのメリット

• 研究論文の電子化に関する初期作業（既存雑誌の
電子化、メタデータの作成）をJSTが行うため、学協
会側の負担が少ない。

• 学協会側の運営については、論文の新規登載の際、
PDFファイルおよび23項目のメタデータをアップロー
ドするのみ。

※メタデータは23項目全てを入力する必要は無い
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データベース登載までの流れ

1. 学協会様とJSTとの間で覚書を締結

2. 論文の電子データが無い場合、JSTが電子アーカイブ化
（透明テキスト付PDF（注）、メタデータ作成）を手配→専門業
者に委託

※作業範囲･･･基本的には雑誌創刊号から最新号まで

※原本の入手が困難な場合、コピーでも対応

※電子データがある場合はJSTへデータ送付

3. 学協会様による作成されたデータのチェック

4. 一般公開
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電子PDF化 テキスト抽出 

作業の流れ 

データベース登録 データベース公開 

（注）OCRソフトによる自
動認識のみ。



本データベースの機能

• 管理画面（後述）を通じて各論文の公開/非公
開の設定、書誌情報の編集、論文の登録/削
除などが可能
※例）発行より3年以内の論文を非公開に設定

公開の許諾が取れている論文のみ公開に設定

• 掲載論文は無料公開
※本DBの有料公開機能については、決済システム提供業者
がサービスを停止したため、機能を廃止。

→有料公開についてはJ-Stageの利用を推奨
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学協会様側の運営について

• 論文PDF、メタデータの用意
※雑誌の最新号発行の際、PDFデータの作成を推奨

※初回登載以降、JSTは基本的には電子化作業・

DBへの登載を請け負いません。

• 管理画面よりアップロード
※1論文単位から登載が可能。

※公開日の予約設定も可能。
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公衆送信権について

• 公衆送信権（インターネット上での公開の権
利）については、学協会様による各著者と調
整が必要

• 例１）雑誌掲載の全論文を公開対象とし、公開停止
の要望があった際に、学協会側の操作により非公
開に設定。

• 例２）各著者に論文公開に関する同意書等を配布・
回収することで公開/非公開を設定。
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運営状況について

掲載論文数：

• 2016年1月（スタート時）…約
2200本

• 2020年1月…6000本を超える
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運営状況について
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月別ページビュー

ページビューは年々増加し、2018年度に月平
均11,000件を超え、2019年度は13,000件を
上回っている。

年月 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

4月 4,810 8,092 7,418 12,241

5月 7,385 6,131 9,809 12,627

6月 13,344 6,985 12,303 13,919

7月 8,149 14,066 11,801 14,696

8月 5,551 6,633 8,598 10,823

9月 5,594 8,704 10,226 10,781

10月 6,932 7,181 10,369 14,393

11月 20,817 6,630 18,074 17,517

12月 6,578 7,257 11,006 14,060

1月 7,648 7,015 14,050

2月 5,221 5,727 17,060

3月 6,419 4,487 10,920

平均 8,204 7,409 11,803 13,451

合計 98,448 88,908 141,634 121,057



論文を登載している学協会・学会誌
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• 日本中国学会『日本中国学会報』

• 満族史研究会『満族史研究』『満族史研究通信』

• 日中社会学会『日中社会学研究』

• 三国志学会『三国志研究』

• 中国経済経営学会『中国経済研究』『中国経営管理研究』

• 中国女性史研究会『中国女性史研究』

• 九州中国学会『九州中国学会報』

• 日本秦漢史学会『日本秦漢史研究』『日本秦漢史學會〃報』

• 中国現代史研究会『現代中国研究』

• 中国文化学会（東京文理科大學漢文學會）『漢文學々會報』

• 日本現代中国学会『現代中国』



論文を登載している学協会・学会誌
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• 中国社会文化学会『中国―社会と文化』

• 近現代東北アジア地域史研究会『近現代東北アジア地域史研究会
NEWS LETTER』

• 孫文研究会『孫文研究』

• 日本道教学会『東方宗教』

• 六朝学術学会『六朝学術学会報』

• 日本中国当代文学研究会『日本中国当代文学研究会会報』（デー
タ準備中）

• 立命館東洋史學會『立命館東洋史學』 （データ準備中）

• 中国研究所『中国研究月報』 （データ準備中）

ほか



今後の展望
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• 大学リポジトリ等で公開さ
れている雑誌論文について
、リンク集を設置する

• 戦前、戦中、戦後間もない
頃の雑誌論文の書誌情報
の掲載（約5万件を予定）

• 参加学協会のさらなる増加
（現在、約1万件の論文デ
ータを準備中）



2.中国文献データベース（JSTChina）

• 中国の科学技術重要文献の
データベース。抄録を日本語
化し、無料で公開

• JSTが運営する日本最大級の

科学技術文献データベース、
JDreamⅢのシステムを活用し
公開
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中国文献データベース（JSTChina）



2.中国文献データベース（JSTChina）

• 中国で重要資料とされる約2500誌から約2000誌を選定、デ
ータベース化。

• →中国の最新の研究成果を知ることができ、日中の科学技術
協力の促進にも役立つ

17中国文献データベース（JSTChina）



3.日本の中国関連団体情報

• 日本の中国関連団体
情報
公的機関、財団・社団法人、大
学研究機関、華人団体、日中
友好協会、NPO法人、学会・

研究会、学友会、関連企業等（
合計約240団体）に分類し、各
団体の情報を掲載。

→日本の中国関連団体をほぼ網
羅
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日本の中国関連団体情報



日本の中国関連団体情報の機能

各団体のイベント情報を掲載

→簡易的な学協会HPの代わりと
しても利用可能

→イベント開催時により多くの関

心のある層に効果的にアピール
することが可能。
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日本の中国関連団体情報



• 参加団体・・・239団体

• 掲載イベント数は1700件を超える

運営状況について
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4.Science Portal China

Science Portal China
（SPC）とは？
• 中国の科学技術をはじとした

各種情報を掲載するポータイ
ルサイト

• 2008年11月、サービス開始

→科学技術をベースに日中間の
相互理解を深める

21



Science Portal Chinaのコンテンツ

主なコンテンツ

• 中国科学技術ニュース

• 専門家によるコラム

• 政策文書

• 調査報告書（主に科学技術
関連）

• 統計資料（中国統計年鑑、
中国科技統計年鑑など）
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Science Portal China 各種コラム

【知財現場 躍進する中国、どうする日本】

• 知財大国へと変貌する中国について専門家が解説
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中国の大学情報

• 中国全土の大学の情報を網羅的に掲載（中国の主要800大学）
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統計年鑑

• Science Portal Chinaでは『中国統計年鑑』『中国科技統計年鑑』『中国
教育統計年鑑』の最新版を公開

• 社会・経済、科学技術、教育などの幅広い分野の詳細な統計データ
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中国関連書籍紹介リスト

• 最新の中国関連書籍情報を掲載
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5.日中・中日科学技術論文機械翻訳システム

• 京都大学 大学院情報学研究科の黒橋禎夫教授とJSTによ
り、中国科学技術信息研究所（ＩＳＴＩＣ）の協力を得て開発

• 高品質な「対訳コーパス」 *とニューラルネットワーク**による

深層学習を用い、特に科学技術に関する文章の翻訳精度は
非常に高い

• 2018年5月公開
* 「対訳コーパス」…機械翻訳の訓練に用い

られる教師データ。同じ内容について複数の

言語で書かれた文（＝対訳文）を収集。

**ニューラルネットワーク…人間の脳細胞に

おける情報伝達の仕組みを模して考案され

た計算モデル。

27



まとめ

• わが国の中国研究の発展のため、中国総合研究・
さくらサイエンスセンター（CRSC）では、各種データ

ベースやポータルサイトなどを運営し、中国研究に
おけるハブとしての役割を担っている。これらのサ
ービスを通じて、日中間の相互理解の促進したい。

• 中国・アジア研究論文データベース、Science 
Portal Chinaなど、CRSCのサービスを是非ご利用
・ご活用ください！
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