
                        
 

日本学術会議－文部科学省協同による学術誌に関する予備調査について 
（中間報告） 

 
 
調査の主旨と目的： 

 

日本学術会議の包括的学術誌コンソーシアの提言に関する議論とその後の関連する議論

の過程で、日本にどれだけの学術誌があり、どれだけの発行規模か、そして、各学会が抱

える課題と将来に向けたビジョンに関して、定量的な調査が行われないままに、あくまで

定性的な議論のみが行われているとの認識が関係者の間で生まれた。これを受けて、学術

誌の定量的な調査を試行することとした。なお、本調査は本格的な学術誌調査の是非を見

る予備調査と位置づける。本予備調査の結果をもとに本格的な学術誌に関する調査の設計

を行い、最終的には学術誌白書に相当する、定常的な調査と解析を行う体制を整え、明日

の学術情報流通に関する施策に役立てることを目的とすることとした。 
 
調査準備：Google を利用した簡易アンケートの実施 

本予備調査に当たる前に学術会議分科会メンバー有志により、Google アンケートを利

用した簡易調査を行い、概数で 600 近い学協会の回答を得た。この調査準備の結果をき

っかけとして、下記予備調査を行うこととなった。 
 
 

予備調査 1：代表的学協会によるインタビュー調査 

調査準備にて、協力的な反応をいただいた学会の中から、分野と規模、発行体制などを

考慮して 30 学協会等を選択し、インタビューによる調査を行った。（3-6 月） 
 
予備調査２：学術会議加盟団体に向けた web アンケート調査 

Web アンケートを利用して、学術会議加盟団体に向けた、学術誌の動向調査を行った。

日本学術会議と文部科学省の連盟で各学協会に依頼を行った。（3-6 月） 
 
なお、予備調査 1,2 共に震災の影響でしばらく中断し、学協会の様子を見ながら再開し

ている。そのため今回は 6 月 27 日時点でのデータを簡易解析したものを報告する。 

 資料 ４   
科学技術・学術審議会学術分科会 

研究環境基盤部会学術情報基盤作業部会 
（第４１回）平成２３年 ７ 月 １日（金） 
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学協会による情報発信に係る取組事例と課題について（案） 

 
 

これまでの学術情報基盤部会における、各学協会からの情報発信の現状と課題について

のヒアリングをふまえ、学協会として参考になるような取組事例と課題について整理を行

った。（以下は項目の羅列であり、各学術誌と学協会の置かれた環境によって項目の是非や

効果が変わることに注意。） 
 
１．施策の立案のために参考となる既存の事例 
○編集・出版体制（編集委員会、エディターの活用、査読） 

・出版社を含めた定期的な戦略会議、将来計画ワーキンググループ、編集実行委員会、

編集実行委員会等の開催による密接なコミュニケーション（日本植物生理学会、日本

化学会） 
・ 海外エディターの活用（日本植物生理学会） 
・ 専任エディターの雇用と活用（日本物理学会、日本動物学会） 
・ エディターへの定期的な情報配信による情報のシェア（日本植物生理学会） 
・ 特集号やレビュー論文の積極的な出版（植物生理学会、応用物理学会、細胞生物学

会、日本化学会、日本心理学会、日本動物学会、日本物理学会） 
・ 投稿元としてのアジアの意識（電子情報通信学会、応用物理学会、日本循環器学会） 
・ アジアを巻き込んだ編集体制の構築（日本化学会） 
・ アジアに海外セクションを持っての活動（電子情報通信学会） 
・ 日本からの情報発信が公正に行われる場の確保の意識（日本物理学会、日本化学会、

細胞生物学会、日本動物学会） 
・ 和文誌を含む知財確保としての学術誌の意義付け（細胞生物学会、鉄鋼協会） 
・ 学術誌の中の速報論文の分離によるスピンアウト創刊（応用物理学会） 
・ 編集委員の人数を絞って精鋭化（高分子学会、細胞生物学会(構想)、日本動物学会） 
・ 海外編集委員の設定（高分子学会、化学工学会、日本循環器学会、日本動物学会） 
・ 研究者の人脈を生かした原稿依頼（細胞生物学会、日本物理学会） 
・ 優秀論文賞の設定（日本化学会、日本心理学会、日本動物学会） 
・ 良い査読者への謝礼（日本循環器学会） 
・ 編集委員長の任期の長期化（日本南アジア学会、日本物理学会） 

 
 
○電子出版プラットフォーム（電子投稿・査読システムの活用、論文の提供の形態、アー

カイブの実施） 
・該当論文の被引用先の表示（PubMed、Scopus、Web of Scinence）（日本植物生理学

会） 
・スマートフォン向けサイト（植物生理学会） 
・動画、音、多量のカラー画像など、印刷物では表現できない情報を出版（植物生理学

会、日本物理学会、日本化学会、日本動物学会） 
・ 図表のパワーポイント形式でのダウンロードが可能（植物生理学会） 

 
 
○オープンアクセス（対応の有無・検討状況、コスト負担） 

・電子版別刷りの無料配布（植物生理学会） 
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・ 出版 1 年後のオープンアクセス化（植物生理学会） 
・ オープンアクセス化による雑誌自身のリニューアルの検討（日本物理学会） 
・ オープンアクセス誌の創刊（電子情報通信学会） 
・ IF を上げるための OA 化（細胞生物学会、鉄鋼協会） 

 
○ビジネスモデル、事業の体制、およびマーケティング 

・分野の動向分析、著者・読者アンケートの実施（植物生理学会） 
・シンポジウム開催（植物生理学会、日本物理学会、応用物理学会、電子情報通信学会） 
・ 編集者による投稿セミナー（植物生理学会） 
・ 査読セミナー（電子情報通信学会） 
・ 優秀論文の内容書き下しによるプレス配信（日本物理学会、日本動物学会） 
・ 表紙コンテスト（植物生理学会、日本動物学会） 
・ e-only 化（細胞生物学会） 
・ 論文発行時に会員にメールを送るシステム（細胞生物学会、日本動物学会） 
・ 化学系の雑誌を集めた合同プロモーション（日本化学会） 
・ 印刷会社の海外アウトソース（日本南アジア学会） 
 

２．考慮されるべき学術誌の課題、および関連情報 
 

・ IF 以外の指標の意識（多数の学会） 
・ 研究成果の質を客観的に保証する装置としての学術誌の意識（日本経済学会） 
・ 編集委員長レベル、事業レベル、事務レベルでの情報共有の場（応用物理学会、日

本化学会他多数、生物系学会） 
・ オープンアクセス化のための初期支援要望（日本物理学会、電子情報通信学会、細

胞生物学会） 
・ 新しい電子ジャーナルサービスへの対応（日本物理学会、日本化学会） 
・ 国際情報発信を意識した web ページ全般の充実（電子情報通信学会） 
・ 科研費成果公開促進費の電子ジャーナル対応（多数の学会） 
・ 科研費成果公開促進費の和文誌中の英文論文割合制限の緩和について（日本言語学

会） 
・ 投稿前原稿の web 公開（日本経済学会） 
・ 学術誌の育成は地道に長く続けるもの（日本経済学会） 
・ 日本が強い研究分野の学術誌の支援（高分子学会、応用物理学会、鉄鋼協会） 
・ 技術論文や特許に対する正当な評価（電子情報通信学会、高分子学会） 
・ 編集委員になることに対する評価の向上（多数の学会） 
・ 編集事務局の集約化（細胞生物学会、日本動物学会） 
・ 国の研究戦略、知財ビジョンに連動した学術誌戦略とその支援（細胞生物学会） 
・ 学術誌の定量分析などによるコンサルテーション（日本心理学会他多数） 
・ 外部委託、提携の際の、事業に関するコントロールの困難さ（価格設定、著作権の

扱いなど）（日本心理学会、日本経済学会） 
・ 学術誌担当者の専門職化（金属学会、日本化学会） 
・ 和文誌の教育的意義付け（金属学会、電子情報通信学会） 
・ 研究者の学会活動自体に対する評価（日本疫学会） 
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２．以上の項目から見えるメタ要素と人材について 
 

日本学術誌それぞれの独自性や各研究分野におけるリーディングジャーナルとしての

自助努力、関連領域との連携があっても、更に必要なものは； 
 
 １．持続性 <-単独機関による努力・人力の限界 
 ２．技術力 <-急速に進む IT、価格力を裏付けする購読・OA 対応など複雑化する出版

界の困難 
 ３．情報力 <-アンケートからも分かった日本の学術情報基盤の定性的分析などから学

術出版に必要なことの評価の不足と限界を解決すること。 
  
そのために必要な人材例： 
 １．電子出版（ジャーナル、会誌、専門書等含め）の専門家育成 
 ２．電子出版ライセンシング（売る・買う両方から）の中核機能 
 ３．国際活動（科学者は学術の場で、出版者は学術領域・図書館領域・データベース領

域いずれにおいても）国際場面における日本のポテンシャルを余すことなくアピール

する活動体制 
 ４．コーディネイター（各分野における学術出版活動を、独自性を持ちつつ、最適化す

るための内製・外注や、国産技術の導入を支援するコンサルタント、評価するシンク

タンク的機能） 
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予備調査 1：代表的な学協会に対するヒアリングの結果 
 

 
インタビュー学会名 

 

分野 学会・組織名 訪問先住所 

1 医薬生物 日本薬学会 渋谷 

2 医薬生物 疫学会 築地 

3 医薬生物 細胞生物学会 名古屋 

4 医薬生物 植物生理学会 名古屋 

5 医薬生物 循環器学会 仙台 

6 医薬生物 日本発生生物学会 本郷 

7 医薬生物 かずさＤＮＡ研究所 木更津 

8 人文社会 日本南アジア学会 本郷 

9 人文社会 日本心理学会 本郷三丁目 

10 人文社会 日本オセアニア学会 市ヶ谷 

11 人文社会 日本文化人類学会 市ヶ谷 

12 人文社会 上智大学 モニュメンタ・ニッポニカ 四ツ谷 

13 人文社会 古代アメリカ学会 南与野 

14 人文社会 経済学会 東京 

15 人文社会 日本言語学会 乃木坂 

16 人文社会 東京外語大学 日本文化研究センタ－ 多磨 

17 人文社会 図書館情報学会 秋葉原 

18 理工 化学工学会 北府中（農工大） 

19 理工 日本数学会 秋葉原 

20 理工 電子情報通信学会 芝公園 

21 理工 生物工学会 大阪 

22 理工 日本セラミックス学会 つくば 

23 理工 物質・材料研究機構 つくば 

24 理工 金属学会 つくば 

25 理工 鉄鋼協会 つくば 

26 理工 応用物理学会 九段下 

27 理工 高分子学会 築地 

28 理工 物理学会 新橋 
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インタビューガイドテンプレート案 

 
0 導入（2-3 分） 

 この度はお忙しいところ、インタビューを受けていただきありがとうござい

ました。今回は事前にお知らせさせていただいた通り、日本発の学術誌の強化

策を探るべく〇〇学会の（〇〇誌の）事例についてお聞かせいただきたく思っ

ております。アンケートについてもお願いしており、その内容と多少被る内容

もございますが、生の声としてお聞かせいただければ幸いです。 
 
1 全般（10 分） 

・ 早速ですが、〇〇誌は、どのような雑誌でしょうか。（エンジンスタートと

して、しばらく（2-3 分）話してもらう、また、状況に応じてアンケートの

結果なども見ながら、ジャーナルの性格、背景を掴む） 
・ この分野の研究者が現在目指すトップジャーナルはなんでしょうか。 
・ 身近なライバル誌、目標誌というものは存在していますでしょうか。 
（以下、ライバル誌やトップジャーナルが明確な場合それらとの差を聞くこと

も意識する） 
 
2 編集出版体制（10 分） 

・ （続いて編集出版体制についてお聞きしたいと思います。） 
・ 良い原稿を集め、良いものだけを選ぶときに一番意識されていることはなん

でしょうか。 
・ 財政や、体制の問題が無いと仮定して、国際誌もしくはトップジャーナルと

なるために、現在の編集体制をさらに強化するには、どのような方法が考え

られるでしょうか。（相手に応じて専任編集委員長の話を向ける） 
・ 編集委員や審査員になることは評価につながっていますか/学会として評価

に繋げていますか？また、評価すべきと思いますか？ 
・ 不正や剽窃に対してはどのような対応を行っていますでしょうか。 
・ 審査以外の事務を担当する学術誌担当スタッフを集約化、例えば学協会共同

で雇用して複数誌を担当することは検討に値しますか？ 
・ ポスドクのキャリアパスとして論文誌の編集担当を任せるという可能性は
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〇〇誌としてはあるでしょうか。 
3 電子出版プラットフォーム（10 分） 

・ 現在お使いの電子出版プラットフォームの良いところはなんでしょうか 
・ 逆に悪いところ、不足しているところはなんでしょうか 
・ ライバル誌、もしくは他のプラットフォームでこれは重要と思われることは

ありますか？ 
・ 日本の良い論文だけを集めたバーチャルな電子ジャーナルプラットフォー

ムに興味はありますか？ 
 
4 配信、購読モデル（10 分） 
・ （会費充当型、個人購読費を主とする場合）会費充当型で事業を進めていく

上で不安な点はありますか？ 
・ （図書館購読費を主とする場合）購読収入の状況はいかがですか？ 
・ 雑誌の宣伝活動はどのように行っていますか（対著者、対読者・図書館） 
・ 他出版社で行われている宣伝活動で良いと思うものはありますか？ 
 
5 オープンアクセスについて（10 分） 

・ 著者支払いモデルの紹介と是非について反応を見る。（当該誌が OA の場合、

その状況を伺う） 
・ SCOAP3 モデル（購読費のリダイレクト案）の紹介と反応を見る。 
・ 上記のいずれかのモデルに対する支援で一定の事業費が担保された場合、〇

〇誌としては OA 化を検討する可能性はありますか？ 
 
6 ビジネスの観点について（10 分） 

・ ◯◯誌や◯◯学会にとって、健全な財政状況とはどのようなものでしょうか。 
・ 科研費の成果公開促進費のような補助は受けていますか？必要でしょう

か？改善点は？ 
・ オンラインに課金することは考えられていますか？オンライン版に課金し

ないで事業を継続することに一定（5-10 年）の見通しがありますか。 
・ 海外の学術系商業出版社を検討されたことはありますか？ 
・ 日本の学術系商業出版社に対して期待していますか？ 
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7 その他（10 分—残り時間） 

・ 日本のリーディングジャーナルに対する支援策が始動した場合、立候補する

可能性はありますか？その場合特に条件がありますか？ 
・  
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組織名

ジャーナル名

1全般

雑誌概要

マトリックス

分野トップジャーナル

ライバル誌・目標誌

2編集出版体制

良い原稿の収集・選択

編集体制強化方法

編集委員・審査員にな
ることの評価

不正・剽窃対応

学術誌事務スタッフの
集約化
PDのキャリアパスとして
の可能性

3電子出版プラットフォーム

使用プラットフォームの
長所
使用プラットフォームの
短所

他誌プラットフォーム

バーチャル電子ジャー
ナルプラットフォーム

4配信、購読モデル

会費充当型事業の不安
点

購読収入の状況

宣伝活動

他出版社の宣伝活動

5オープンアクセスについて

著者支払いモデル

SCOAP3モデル

OA化の可能性

6ビジネスの観点について

健全な財政状況とは

補助金

オンライン課金

海外商業出版社の検討

国内商業出版社への期
待

7その他

リーディングジャーナル
支援策
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,12;<�� http://www.hspehss.jp/ 200
,12=�� 650
,12>��
)��� http://wwwsoc.nii.ac.jp/sslc/index.html 107
)?��� http://wwwsoc.nii.ac.jp/jalha/ 446
)@AB�� http://jslp.jp/ 300
CDEFGHIJK��LMNEOPQ�� http://www.jrscweb.com/ 560
���� 300
�56��<��> http://www.jace.gr.jp/index.html 629
RST��� http://wwwsoc.nii.ac.jp/jwsa/ 472
RU=�V��� 1184
WXYZ�� 196
[\]^��� http://homepage3.nifty.com/bimi/ 193
[^��� http://wwwsoc.nii.ac.jp/jahs2/ 2474
[^��<�� http://wwwsoc.nii.ac.jp/aae/Home.html 520
3_`a�� http://wwwsoc.nii.ac.jp/arp/ 1100
34bc�� http://www.sasj.org/ 500
34de�� http://www.j-sam.org 1132
��fgh�� http://www.mammalogy.jp/japanese/ 973
��ij��� http://www.wakusei.jp/ 617
��kl�� http://jshrm.scholars.jp/ 914
����mn�� http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsci2/index.html 1600
����op�� http://jsca.umin.jp/ 5148
����q��� http://www.jsct.org/ 520
����rs>�� http://www.jslm.org/ 2862
����tuNF�� http://homepage2.nifty.com/clin_virol 800
��BvAB�� http://www.pat.hi-ho.ne.jp/theo-psy/ 105
��wx�y�<�� 700
��z{�� http://yokagakkai.jp/ 97
��|}�<�� http://www.joes.gr.jp/ 600
��"~��)�� http://wwwsoc.nii.ac.jp/jzpr/index.html 880
�����x�� 482
������ 382
��)��� http://wwwsoc.nii.ac.jp/jalp/ 504
��)���� http://wwwsoc.nii.ac.jp/jaft/index.html 404
������� http://www.nih.go.jp/saj/index-j.html 400
������� http://www.jssrr.jp 1367
�����B�� http://wwwsoc.nii.ac.jp/jhps 950
����>�T��� http://square.umin.ac.jp/medsocio/index.htm 700
����h�� http://wwwsoc.nii.ac.jp/jasca/ 1960
���B�<�� wwwsoc.nii.ac.jp/pesj 1200
���B�� 18244
�������� http://www.jscm.gr.jp/ 600
���+��>�� http://plaza.umin.ac.jp/jaem/ 5235
��.��B�� 250
���aGF���a�)�� 705
��������� http://www.jscc-home.jp/ 250

��� �� http://wwwsoc.nii.ac.jp/jasso/ 2600
��¡¢£¤¥�� http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsce3/ 438
��¦§AB�� http://wwwsoc.nii.ac.jp/jacp2/ 1316
��¨©ª/«¬EFGH�� http://www.jasssdd.org/ 579
��¨����� http://www.jsdb.jp/ 1424
��¨<¨©�� http://www.hatsuhatsu.com/ 789
��£ª�� 500
��3$��� http://www.jsbba.or.jp/ 12400
��348®�� http://wwwsoc.nii.ac.jp/amsj/ 430
��345¯�� http://fmsj.ac.affrc.go.jp/ 800
��34°±�� http://wwwsoc.nii.ac.jp/agrmet/index.html 760
��²³34�� 520
��²´µ�� http://wwwsoc.nii.ac.jp/jscta/ 700
��¶·�)�� http://jact.umin.jp/ 1699
��¶·¸�� http://dementia.umin.jp/ 2000
��¹.�x�� http://square.umin.ac.jp/intrac/ 570
��º�� http://www.jgg.jp/ 2070
����.B�� http://wwwsoc.nii.ac.jp/jstp3/ 1024
��2»�<¼)�� 208
��½¾�� http://www.speleology.jp/ 228
��¿ÀÁ��� http://jas.umin.ac.jp/ 2000
��¿�AB�� http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsap2/ 416
��¿�Â¿�� http://wwwsoc.nii.ac.jp/jes2/ 800
��¿�ÃÄ<Å�� http://bre.soc.i.kyoto-u.ac.jp/~jsabg/ 324
��ÆÇ����� http://wwwsoc.nii.ac.jp/jssm/ 560
��78T��� http://urbansocio.sakura.ne.jp/ 301
��ÈÉÊË�� 320
����� http://philosophy-japan.org/ 1500
��ÌÍ>�� http://homepage2.nifty.com/cryomedicine/ 220
��ÎÏÐÏ�� http://www.jaits.org 360
��ÑB��� 1600
��ÒÓ>�� 2700
���Ô��� http://www.chilin.jp/ 1190
��ÕÖ�� 2015
��ÕÖ�� 2027
��9B�<�� http://wwsoc.nii.ac.jp/japg 545
��9B�<�� http://wwwsoc.nii.ac.jp/japg/ 650
��9¼×Ø���� http://wwwsoc.nii.ac.jp/umlgr/ 333
��9¼ÙÚ�� http://www.gakkai.ne.jp/jilf/ 568
��9Û�Ü� http://wwwsoc.nii.ac.jp/jgu/ 502
��9Ý��� http://www.geochem.jp/index.html 950
��9��<�� http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsese/ 638
��9:�x�� 1350
��9Þ�� http://www.lichen.akita-pu.ac.jp 200
��·%ßàáâãä�� http://www.j-soft.org/ 950
��å ��� http://www.pssj.jp/ 1405
��V�T��� 140
��æç�� http://www.sediment.jp/ 491
��;è>�� http://www.jspfsm.umin.ne.jp/ 5207
��;éê]�ëeì¿�� http://jsg.sakura.ne.jp/ 267
��;<�FíMî��� http://wwwsoc.nii.ac.jp/jspspe/ 170
��ïðñ�� http://www.daekisen.org 350
��òó}��� http://www.jssf.jp/index.html 950
��´9�� http://www.geod.jpn.org/ 480
��ô��^�� 95
��õö�� www://css.jaist.ac.jp/jcs/ 229
��õ}÷µ�øùú�� http://ortho.aa2.netvolante.jp/jaefll/ 636
��û��� http://www.j-sosei.jp/ 1100
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��üýþ���� http://jshi.umin.ac.jp/index.html 419
��üý����� http://www3.nacos.com/jshc/ 1000
���B�h�� www.jspa.net
���B�� http://physiology.jp/ 2700
�����B�� http://www.biophys.jp 3375
����9B�� http://wwwsoc.nii.ac.jp/tbsj/index.htm 300
�����¤��� http://www.jsb.gr.jp/ 104
�������� http://www18.ocn.ne.jp/~jagc 436
��	Ö
�� http://jsfe.gr.jp/ 406
��	Ö�� http://www.miyagi.kopas.co.jp/JSFS/
��	���� http://www.jswe.or.jp 2752
����ßàB�� http://www.jhim.jp 5700
���5���B�� http://www.asas.or.jp/jsnp/ 1189
���5���� http://www.jnns.org/ 600
���5���� http://www.jnss.org/ 5400
��A�.�� http://www.jcc.gr.jp 9000
��A�u��M��E��Ø��� http://www.cvit.jp/ 6200
��A��M��� http://www.jse.gr.jp/ 4887
������� http://reaj.i-juse.co.jp/ 680
����
�� http://www.jsfe.jp/index-j.htm 646
�� ��B�� http://www.jspp.org 2474
��ßà9 �� http://www.jsgi.org/ 470
��!�ë.�� http://www.jsge.or.jp/ 31529
��"#$Û}��� http://www.jpoa.org/ 1247
��"#%&'(��� http://homepage2.nifty.com/ped-ORL/ 977
��"#)*¸�� http://www.jspid.jp/ 2438
��+��� http://www.soc.nii.ac.jp/nsg/ 174
��,>-�.��Ö4¿�,>��/��"¿http://nichiju.lin.gr.jp 27535
��0É�� http://jasl.jp/ 166
��0^>�� http://jaom.umin.ne.jp/ 1330
��T�¤1�� http://scs.kyushu-u.ac.jp/~sasa/ 157
��T�2Ü�`�� http://jcsara.bus.osaka-cu.ac.jp/ 230
��T��� http://www.gakkai.ne.jp/jss/ 3727
��34�� 760
�� 5¤1�� http://www.mssj.jp/index-jp.html 1278
��%&'(��� 10637
��67���� http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsc/ 620
��#89:��>�� http://wwwsoc.nii.ac.jp/jscap/ 3529
��=�B
�� http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsdmd/ 2010
��=����)�� http://www.jsotp.org 726
��=�>�� http://www.jads.jp/ 96000
��;)�� http://wwwsoc.nii.ac.jp/japl/ 2021
��<=>�� http://www.adolescence.gr.jp/ 1831
���?@T��� http://js-cs.jp/ 683
���?@�A��� http://www.jshsc.jp 200
��Ö4]^��� http://www.jshit.org 240
��Ö4F�BF�� 550
��XCDE�� 450
��F4�� http://wssj.jp/ 1086
��ÙlB�� http://zaimukanri.jp/ 233
��ÙÚ�� http://www.gakkai.ne.jp/jipf/ 890
������� http://wwwsoc.nii.ac.jp/mssj/ 500
��G0�� 1269
��øHI�� http://jsbmr.umin.jp/ 2300
��øJØ��� http://www.jsfr.jp 3700
��ÔKßà�� http://gssc.jp/siss/ 105
���LMd%ª/��.N ��O�¸��� http://www.higherbrain.gr.jp/ 4621
��Â¿�)�� http://jabt.umin.ne.jp/index3.html 1695

��Â¿>�� http://www.tokyo-med.ac.jp/ph/jsbm/index.htm 600
��PQRS�� http://jsass.or.jp 4117
��T:>>��.��U�>���VWX23:4Y1�JZ� 1728
��
4[\])�� http://wwwsoc.nii.ac.jp/jaipl/ 520
��(^��� www//larynx.jp 1050
��_`}��� 9446
��_`�'^��� http://www.jssp.umin.jp/ 1350
���)�� http://www.nihongo-bunpo.org/ 595
����� http://jpling.gr.jp/index.html 2480
��abë£cd�� http://www.jsre.org 5600
��Z���� http://wwwsoc.nii.ac.jp/psj5/index.html 1080
��e�Úf�� 350
��g2h�� 1356
����ij���,the Japanese Society for Invhttp://www.jsid.org/ 1449
���}��� http://www.jsvs.org/ja/ 3100
��klXú�� http://wwwsoc.nii.ac.jp/jacg/japanese/top.html 700
��$^�)�� http://www.jspea.org/ 971
��56Úf�� http://www.jepa-hq.com/indexj.html 1139
��56��Ü� http://www.gakkairengo.jp 42000
��56�� 3400
��mn�� http://wwwsoc.nii.ac.jp/nkb/doc/ichiran.html 865
���<AB�� http://wwwsoc.nii.ac.jp/jaep/ 7200
���<T��� 1472
���<
�� http://www.jset.gr.jp/ 2676
���<opäq�� http://jaems.jp 367
��rh�� http://www.fish-isj.jp/index.html 1278
��'stu�� http://www.jspo.jp/ 2300
��°�2��� http://www.kishoku.gr.jp/ 3475
��vwAB�� http://wwwsoc.nii.ac.jp/psychono/ 711
��x�yFz�{Gä�<�� http://jsthe.org/ 139
��B�`�� http://www.sitejama.org/ 726
���x���� 6198
����|}~�� http://www.j-ems.org 714
�����<�� http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsoee/ 1600
��1	�� http://www.swsj.org/ 380
��1���� http://jscf.jp/ 150
������� http://wwwsoc.nii.ac.jp/pssj/ 500
�����<�� http://www.jsse.jp/ 1280
������<��� 1102
���Õ���� http://news7a1.atm.iwate-u.ac.jp/jsvc/ 350
���Õ���� http://www.kachiku-eisei.jp/ 200
����ë�� http://www.pasj.jp/ 634
������ http://www.psj.gr.jp/jpn/ 990
�����)�� ����://����������� 6000
�������� http://wwwsoc.nii.ac.jp/jmexs/ 340
�����<�� http://wwwsoc.nii.ac.jp/jmes2/index.html 1508
����
B�� http://www.jsiam.org 1589
���¸���>�� 1400
��n�� http://wwwsoc.nii.ac.jp/jea/ 1531
����¿��� 430
������ 2400
�������� 200
�����<��� 150
������ http://wwwsoc.nii.ac.jp/elsj/ 1600
��������
��ì¿�B�� http://seiri.taiiku.tsukuba.ac.jp/~jsesp/ 1480
��ì¿ë{Q�{GME���� http://www.jsmr.org/ 5300
��ì¿�FíMî���� http://jspess.org/ 240
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��<Å�� http://www.nacos.com/jsb/ 1958
��>�a�
�� http://www.jamit.jp/ 630
��>�� http://jams.med.or.jp/ 108
��ÃÄ�� (The Gencetics Society of Japan) 10000
�������� http://www.jsvac.jp/index.htm 850
��{�M���E���� http://www.rssj.or.jp/ 1000
��{Q�{GME��Ü����� http://www.reha-renkei.org/ 509
��{Q�{GME��
��� http://www.resja.gr.jp/ 831
�� ¡¢W£>�� http://www.memai.jp/ 1600
��¤�L��ã¥q{���� http://wwwsoc.nii.ac.jp/james2/ 80
��íz¦§M���� http://www.jaspm.jp/ 330
��¨©�ª�� http://www.peptide-soc.jp/ 458
'QÔÕÖ×ØÙÚ+ÛÜ�ÝM�. http://www.hijiyama-u.ac.jp/users/jsspf/index.htm 167
���ã�{q��� http://www.jsavr.jp 105
��«{Má�§zM�� http://www.nfbt.org/ 120
��©§������ http://www.plankton.jp/ 586
��¬¦M¤�q���� http://www.humancare-s.jp 105
��¬¦M¤��qAB�� www.cog.is.tohoku.ac.jp/~siwasaki/ 300
��¬����� http://jhcs.kenkyuukai.jp/ 300
���ã®F¯l�� http://www.b-jitsumu.com/ 520
���ã®F�¤®ão���� http://www.bmsj.or.jp/ 182
��Q���.�� http://www.hansen-gakkai.jp/ 300
��°±�� 435
��²u³áäMª²P��� http://wwwsoc.nii.ac.jp/bf/ 304
��²M�ON{q{Gä�� http://www.vrsj.org 1100
���BM¥����� 650
���§t¤GäP��F�BF�� http://www.jstss.org/ 1118
��p¦Mu�� 305
��G¥F�� http://www.jsts.cc/ 228
���u�� http://thaigakkai.org/ 201
��FíMî=�>�� 1040
��FíMî@ã´�µM�� www.jssgs.org 120
��E�M¨�QtqM�� http://www.schopenhauer.org 137
��ã´�µM�� 170
��ã´®{P�>���� http://www.ge-academy.org/ 4180
��ã´uH¶�ã�uF�� http://www.joycesocietyjapan.com/ 115
���·¦¥ME��ª/�� http://wwwsoc.nii.ac.jp/jacd 1380
���·¦¥ME���� http://www.caj1971.com/ 500
���M����� http://www.jcoachings.jp/ 620
��¸���¸�¹��� http://jscc.jp/ 450
��º{¸¦§H�� homepage3.nifty.com/jscs/ 850
��º»µ�� http://jacs.jp/ 400
��tä{qH�á¼M�»M�� 230
��u��M�EP©�� http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsi/ 203
��qo{º��� http://www.jaah.jp 399
��q·½¾�� http://www.asas.or.jp/jsaas/ 214
��qá{º�� http://wwwsoc.nii.ac.jp/africa/ 800
��PDA¿��� http://www.j-pda.jp/ 800
��K-ABCq�Fo���� http://www.k-abc.jp/ 665
��EU�� http://wwwsoc.nii.ac.jp/eusa-japan/index.html 524
��18nÀ�� http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsecs/ 373
�ÁT��� wwwsoc.nii.ac.jp/sjfs/ 106
������<�� http://www3.ocn.ne.jp/~eltforum/, http://blog.goo 148
ÂµÃ¯ÄÅ¿)���ÆÇ�� http://wwwsoc.nii.ac.jp/sosyaku/ 1113
ÂµÃ¯ÄÅ¿)���A��}��� http://jscvs.umin.ac.jp/ 4036
ÂµÃ¯ÄÅ¿)���abë}��� http://www.jacsurg.gr.jp/ 3228
ÂµÃ¯ÄÅ¿)���È|Û¸�� 1961
ÂµÃ¯ÄÅ¿)���ÉwÊË�� http://www.jade.dti.ne.jp/~kaizen/index.html 7959

ÂµÃ¯ÄÅ¿)���>�¤®ão���� http://jhm.umin.jp/ 6322
ÂµÃ¯ÄÅ¿)�V��mn�� http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsi2/index.htm 4661
ÂµÃ¯ÄÅ¿)�V��¤����� http://wwwsoc.nii.ac.jp/mbsj/ 15350
ÂµÃ¯ÄÅ¿)�V��A�£��� http://wwwsoc.nii.ac.jp/jspim/FrontPage.html 1406
ÂµÃ¯ÄÅ¿)�VÌÔ���<�� http://jalt.org/ 2800
¿���>�� http://www.dourinken.com/taikai.htm 1497
ÍÎÏÐ�� http://homepage3.nifty.com/toyotoji/ 685
ÍÎ���� 1200
Í,��� 450
Í��$ÛÑ/}��� http://www.ejaot.jp/ 2400
ÍÒqãq�� http://www.jsseas.org/index.html 700
Íqãq����<������ 200
ÆÇ�B�� http://wwwsoc.nii.ac.jp/jssp3/ 429
È°��� 24000
ÌÍ��
�� http://wwwsoc.nii.ac.jp/jscc/ 182
ÓÔ���� http://wwwsoc.nii.ac.jp/chosenshi/index.html 300
�+3456�� http://www.agr.nagoya-u.ac.jp/~rescd/ 200
�+��$Û}�Ñ/}��� 5202
�ÕÔ+5�� http://www-cres.senda.hiroshima-u.ac.jp/ 416
�Ô����� 563
�Ô�ÕÔ$Û}��� http://www.chushi.gr.jp/ 1200
9�Ö;��� 1531
9:3�56�� http://wwwsoc.nii.ac.jp/arfe/ 427
9:T��� http://wwwsoc.nii.ac.jp/jarcs/ 400
9:����×MEqH http://jcas.jp 92
!Ø���� http://www.tanso.org/ 1100
VÙ������� http://blogs.yahoo.co.jp/osaka_rekkakyo 330
ÚWÎ��V.�� The Pacific Society� http://osaka-gu.ac.jp/php/shimaoka/taihei/ 190
ÛÜ���� 400
ÝÞAX��.NßàÝÞ����� http://www.kawabata-kinenkai.org/bungakukai/in 175
áâ�x�� http://www.cans-net.jp/ 580
ãÉ�Ää�� 322
åÈ°�� 500
�Å56�� http://wwwsoc.nii.ac.jp/jshe2/ 800
�æ����� 1163
	������� http://www.jawre.org/ 154
�;��� http://www.smbs.gr.jp 330
ç�Ä��� http://jfes.ac.affrc.go.jp/index_j.html 286
�3��56��.N èé3456��� http://www5e.biglobe.ne.jp/~ksae/ 268
 ���Ñh�� http://www.jscrp.jp/ 542
ßà·ê�� http:///www.jsik.jp 290
ëH�� http://jodaibungakukai.org/ 510
,>op}��� http://jsvas.info/ 1334
,>n�� http://www.vet-epidemipl.jp/ 390
ì���� http://sprj.org/index.html 170
Å���� http://www.speciesbiology.org/ 400
TÖ)���<Å�� http:/www11.ocn.ne.jp/~rinboku/ 410
TÖ)�í����� http://www.jcorr.or.jp 1203
TÖ)����î�� http://www.apstj.jp/ 1800
TÖ)���ïð=��� http://www.hotetsu.com/ 6512
TÖ)����B�� http://wwwsoc.nii.ac.jp/jps/ 18000
TÖ)���Ãñòrs�� http://www.jsndi.jp/ 3920
TÖ)���¥óë��� http://www.urol.or.jp 7682
TÖ)���ôó.�� http://www.jds.or 17883
TÖ)���ÍÎ>�� http://www.jsom.or.jp/index.html 8690
TÖ)���õ�ö>�� http://www.jsum.or.jp/ 14000
TÖ)����÷>�� http://www.jsrm.or.jp/ 4463
TÖ)��� ��� bsj.or.jp 2100
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TÖ)����øè]^�� http://wwwsoc.nii.ac.jp/hpi/ 411
TÖ)���kù.�� http://www.kekkaku.gr.jp/hp/ 3300
TÖ)���ÛX}��� http://www.jsprs.or.jp/ 4394
TÖ)���ú��� http://www.jsh.or.jp 11137
TÖ)���ûü�� 2376
TÖ)������)�� http://www.chemotherapy.or.jp 6000
TÖ)�È�ßàÎ��� http://www.ieice.org/jpn/index.html 35000
TÖ)�Ì��ýþ�� http://www.jsam.jp 5112
TÖ)����� 5822
TÖ)�V����QÑ�� http://www.jsrae.or.jp/ 4496
TÖ)�V���B�� http://www.pharmacol.or.jp/ 5330
TÖ)�V��3_>�� http://www.jarm.jp/ 4500
TÖ)�V��ÆÇ���� http://jssspn.jp/ 2600
TÖ)�V�����
�� 4000
TÖ)�V��
��<�� http://www.sme.or.jp/ 3600
TÖ)�V��
�� http://mathsoc.jp/ 5100
TÖ)�V������
�� http://www.jsfst.or.jp/ 2911
TÖ)�V��!�ë£cd�� http://www.jges.net/ 32117
TÖ)�V������ 797
TÖ)�V����<�� http://www.nkg.or.jp 4487
TÖ)�V��	
�� http://wwwsoc.nii.ac.jp/jim/index-j.html 6637
TÖ)�V��°±�� 3826
TÖ)�V���Ú�� http://wwwsoc.nii.ac.jp/jshe/ 3212
TÖ)�V��Éw����� http://www.jsnfs.or.jp/ 4584
TÖ)�V���§u�LãM�� http://wwwtribology.jp 2500
TÖ)�Vßà��]^�� http://www.infosta.or.jp 1405
%&'(����� http://www.jibirin.gr.jp 4490
��9 �� http://www.kt.rim.or.jp/~srg/ 750
X_V�>�� http://ds22.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~igakkai/index. 901
ÙÖ)���!�ë.�� http://www.jsge.or.jp 31529
ÙÖ)� ����� http://www.nichigan.or.jp 14215
ÙÖ)�V��� http://wwwsoc.nii.ac.jp/hsj/ 2440
���� http://www.jsrr.jp/ 460
ÔK���� http://wwwsoc.nii.ac.jp/iaoc/ 217
ÔK=�������+� http://wwwsoc.nii.ac.jp/jadr/ 2000
ÔK�§�Gäq��1 171
ÔKã´�µM�� http://isgs-japan.org/index.html 190
��V�=�� 749
��TÖ)�����QÑ�� http://www.jsrae.or.jp/ 4382
��TÖ)���op��� http://www.anesth.or.jp/ 11572
��TÖ)������� 2796
��TÖ)���_`u�©§���� www.shika-implant.org/ 11970
��TÖ)���¤{���ã¥q{���� http://www.jime.jp 2278
��TÖ)����� http://wwwsoc.nii.ac.jp/jpi/ 3752
��TÖ)�V�����]^�� http://www.jsrt.or.jp/ 16740
��TÖ)� 9�
�� http://www.jiban.or.jp/ 10119
��TÖ)�V���B�� http://www.jsap.or.jp/ 25000
��TÖ)����
�� 1466
�Î���� http://wwwsoc.nii.ac.jp/jstc/index.html 394
ZHqo{º�� http://jssaa.rwx.jp/ 159
�;����� http://population-ecology.org 365
e���� http://hc3.seikyou.ne.jp/home/langue/index_genj 40
$�9¼���� http://home.hiroshima-u.ac.jp/geishi/ 300
$^
�� http://www.dra.gr.jp/ 310
56�`�� http://wwwsoc.nii.ac.jp/ses/jp/index.html 247
569B�� 762
56���� 712
5¯Â¿���� http://www.soc.nii.ac.jp/jam/index.html/ 485

5¯Â¿���� http://www.jaas.jpn.org/ 739
�° ��� http://www.jabc.jp 221
!~��� 862
"#ì����� 167
èé)�� 550
èé./0��� http://konarc.naro.affrc.go.jp/kiban/kyubyochu/m 542
èé�Ô�� http://wwwsoc.nii.ac.jp/kcg/ 253
èé=��� http://www.ab.auone-net.jp/~kdsk/ 1000
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��9:�� http://arsc.tiu.info/main-j.html 470
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/$�� http://www.jshs.jp 2415
01TÖ)�B��)���� 3000
01TÖ)������B�� http://www.jscpt.jp 3140
01TÖ)�������«{³LãF��� http://embryologist.jp/ 660
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01TÖ)�����9 �� http://wwwsoc.nii.ac.jp/jseg/index.html 2178
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01TÖ)���¨u��{¥P��� http://www.jspc.gr.jp/ 4274
01TÖ)�ßà8B�� 20042
01TÖ)�9c�ßà�� 1039
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01TÖ)�V��;<=��� http://www.jos.gr.jp/ 6300

16



01TÖ)�V��ú=>}��� http://www.jshbps.jp/ 3216
01TÖ)�V��ù>�� http://www.jsnm.org/ 3600
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DV-X����� http://www.dvxa.org/ 439
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.T������M�� 372
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