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Jxiv FAQ 
2022年 3月 24日初出 

2022年 12月 22日改訂 

 

〈概要〉 

 

プレプリントとは何ですか？ 

研究成果である論文は査読付き学術誌（ジャーナル）に投稿され査読・改訂を経て採択され

たものが出版されますが、このプロセスにおいて査読にもとづいて改訂される前の原稿を

プレプリント（査読前原稿）と呼びます。そして、このプレプリントをオープンアクセスで

公開するサーバがプレプリントサーバです。近年、研究成果を科学コミュニティに迅速に流

通させるため、また、研究者がいち早く自分の研究成果を公表し先取権を得るため、さまざ

まなプレプリントサーバからプレプリントが公開されるようになってきています。プレプ

リントは査読前原稿です。すなわち、研究者による学術的な評価・検証が行われていない原

稿であり、最終出版版の論文ではありません。報道機関は、プレプリントの内容を確立され

た情報として報道しないようご注意ください。 

 

Jxiv とは何ですか？ 

科学技術振興機構（JST）の運営するプレプリントサーバです。国内外から投稿されたプレ

プリントをオープンアクセスで公開します。Jxiv は国の予算で運営します。 

 

Jxiv は J-STAGE と関連がありますか？ 

JST では電子ジャーナルのプラットフォームである J-STAGE も運営していますが、Jxiv

は J-STAGE とは独立したサービスであり直接の関連はありません。 

 

 

〈プレプリントの投稿〉 

 

Jxiv ではプレプリントの投稿・公開に費用はかかりますか？ 

Jxiv からのプレプリントの投稿・公開に料金はかかりません。いったん公開されたプレプ

リントは無料で公開され続けます。 

 

Jxiv にはどのようなコンテンツを投稿できますか？ 

Jxiv の投稿規約（https://jxiv.jst.go.jp/jxiv_docs/ja/Jxiv_submission_terms_ja.pdf）を満た

す論文を投稿することができます。論文の体裁を成していないもの、科学とはみなされない

内容のもの、著作権法ほか法令などに反するもの、倫理上の問題があるもの、公序良俗に反

するものなどは投稿できません。 

 

Jxiv では誰が投稿できますか？ 
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Jxiv のアカウントを取得すれば投稿できます。投稿に必要なアカウントの作成にあたって

は researchmap あるいは ORCID のアカウントが必要になります。なお、海外からの投稿、

また、日本以外の国籍をもつ人からの投稿も同様に扱います。 

 

Jxiv ではどの研究分野のプレプリントを投稿できますか？ 

Jxiv では研究分野を問いません。自然科学・社会科学・人文学ほか、学際的な領域など従来

の枠を超えた研究分野から投稿が可能です。 

 

Jxiv ではどの言語のプレプリントを投稿できますか？ 

Jxiv では英語および日本語で書かれた論文の投稿が可能です。 

 

プレプリントとして公開した原稿を投稿できるのはどういったジャーナルですか？ 

現在、多くのジャーナルにおいてプレプリントとして公開された原稿の投稿を認めていま

すが、認めていないジャーナルもありますので、Jxiv に投稿する前に投稿を予定している

ジャーナルの投稿規程を確認する必要があります。 

Jxiv や他のプレプリントサーバに公開された原稿の投稿を受け付ける国内誌を以下にて紹

介しています。 

プレプリント公開論文の投稿を受け付けるジャーナル 

https://jxiv.jst.go.jp/index.php/jxiv/announcement/view/4 

※紹介したジャーナル以外にもプレプリントを受け付けているジャーナルがあります。投

稿予定のジャーナルの投稿規程を必ずご確認ください。 

 

ジャーナルに投稿済みの原稿は Jxiv に投稿できますか？ 

Jxiv ではジャーナルに投稿済みであっても、受理（accept）されていない原稿であれば投稿

が可能です。ジャーナルに受理されたあとはその原稿は投稿できません。ただし、投稿済み

の原稿についてプレプリントサーバへの投稿を認めていないジャーナルもあります。ジャ

ーナルに投稿済みの原稿の Jxiv への投稿にあたっては、事前に投稿したジャーナルに確認

をしてください。 

 

Jxiv と同時に別のプレプリントサーバにも投稿できますか？ 

ほかのプレプリントサーバに投稿あるいは公開されている原稿は Jxiv に投稿できません。

ほかのプレプリントサーバと Jxiv に同時に投稿することも認めていません。Jxiv に投稿の

のち公開されるまでのあいだ、その原稿はほかのプレプリントサーバに投稿できません。た

だし、Jxiv から公開されたのちは、ほかのプレプリントサーバに投稿することが可能です。 

 

Jxiv に投稿するときに使用できるファイル形式は何ですか？ 

Jxiv には PDF 形式で作成した原稿を投稿してください。ファイルの容量は 20 MB 以下と

してください。投稿された PDF 形式の原稿は、編集あるいは加工されることなく、そのま

ま公開されます。なお、PDF 形式は必須ですが、加えて Word 形式および LaTeX 形式のフ
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ァイルも投稿することができます。 

 

Jxiv では論文のほか関連するデータも投稿できますか？ 

Jxiv には PDF 形式の原稿のほか、関連するデータをあわせて投稿・公開することが可能で

す。ただし、ファイルあたりの容量は 20 MB 以下としてください。 

 

 

〈プレプリントの公開〉 

 

Jxiv のプレプリントは査読されていますか？ 

Jxiv では投稿された原稿を専門家による査読（peer review）をすることなく公開します。 

 

Jxiv のプレプリントは公開にあたりスクリーニングされていますか？ 

JST では、Jxiv に投稿された原稿が投稿規約 

（https://jxiv.jst.go.jp/jxiv_docs/ja/Jxiv_submission_terms_ja.pdf）を満たしていること、

すなわち、論文の体裁を成しているか、科学とみなされるものであるか、法的・倫理的な問

題はないか、また、剽窃はないかについて最低限のスクリーニングをしたうえで公開します。

投稿規約を満たすことを確認するために、ある程度内容に踏み込んで判断する場合があり

ます。 

 

剽窃について類似度の判断基準はありますか？ 

剽窃チェックツールで得られた類似度をもとに剽窃かどうかを判断する基準は、分野によ

って様々であると考えています。また、研究内容によっても判断する基準が異なります。従

って、Jxiv では、何％以上の場合は剽窃とする、などの一律の基準を設けておりません。 

 

Jxiv から公開されたプレプリントには DOI が付与されますか？ 

公開されたプレプリントには文字列「jxiv」が含まれる DOI が付与されます。また、改版に

より複数の版が生じた場合も、すべての版は同一の DOI となります。従ってプレプリント

を引用する際には、バージョンを明記する必要があります。 

 

Jxiv のプレプリントの記載・内容について責任を負うのは誰ですか？ 

Jxiv から公開されたプレプリントの記載・内容については、著者のみが責任を負います。

JST は Jxiv から公開されたプレプリントの記載・内容について同意あるいは保証をするも

のではなく、いっさいの責任を負いません。 

 

Jxiv ではプレプリントの投稿から公開までどのくらいかかりますか？ 

Jxiv では、投稿された原稿および書誌情報に問題がないかぎり、通常、投稿から 48 時間以

内（JST の休日は含まない）に公開します。 
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投稿から 48 時間経過してもプレプリントが公開されません、何故ですか？ 

投稿数が多く処理に時間を要する場合、プレプリントの公開について十分な議論を要する

場合などには 48 時間を超えることがあります。ご了承下さい。なお、Jxiv 管理者から投稿

者に対応を依頼する場合がありますが、この場合は再投稿の日時から公開までが 48 時間と

なります。また、Jxiv 管理者からの依頼に対して投稿者が対応しない場合には、6 ヶ月経過

した時点で投稿を削除いたしますのでご了承下さい。 

 

 

〈プレプリントとジャーナル〉 

 

Jxiv ではプレプリントがジャーナルに受理され出版されたあとにはどうなりますか？ 

Jxiv にいったん公開されたプレプリントはそのまま公開されつづけます。ジャーナルで出

版されたことにより非公開化・削除されることはありません。 

 

Jxiv のプレプリントからジャーナル等で出版された論文へのリンクは設定されますか？ 

Jxiv にて公開されたプレプリントがジャーナル等に採択され出版されましたら、著者はジ

ャーナル等で出版された論文へのリンクを設定する必要があります。 

 

Jxiv から J-STAGE 登載誌に直接的に投稿する機能はありますか？ 

現時点ではありません。なお、JST では、ほかのプレプリントサーバで実装されているよう

な、Jxiv から公開しているプレプリントを J-STAGE 登載誌に簡易に投稿できる機能の開

発を予定しています。 

 

 

〈著作権など〉 

 

Jxiv では誰がプレプリントの著作権を所有していますか？ 

Jxiv では、著者自身が著作権を保持している原稿についてのみ投稿が可能です。公開にあ

たってプレプリントには著作権者は著者であることが表示され、この表示を変更あるいは

削除することはできません。 

 

Jxiv ではプレプリントの二次利用ライセンスはどのように定めていますか？ 

Jxiv では、プレプリントにコンテンツの二次利用について定める CC ライセンスを付与し

たうえで公開します。どの CC ライセンスを付与するかについては、投稿のときに著者が決

定します。なお、クリエイティブ・コモンズの規定により、いったん付与された CC ライセ

ンスの変更あるいは取り消しはできません。 

 

 

〈プレプリントの修正〉 
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Jxiv では投稿した原稿を取り下げできますか？ 

Jxiv では、投稿した原稿はプレプリントとして公開されるまでのあいだは投稿者自身で取

り下げが可能です。この場合、投稿された原稿は書誌情報を含めいっさい公開されません。 

 

Jxiv では公開済みのプレプリントを修正できますか？ 

Jxiv から公開されたプレプリントは、ジャーナルに受理（accept）されるまでのあいだは改

版による修正が可能です。改版にあたっては、修正された PDF 形式の原稿を提出し、最初

の投稿のときと同様に JST によるスクリーニングののち、公開されます。そのほか、書誌

情報を修正する場合、関連データを修正あるいは追加する場合も、改版となります。改版の

のちも、改版前の PDF 形式のプレプリントも非公開化・削除されることなくそのまま公開

されつづけ、書誌情報には修正の理由および日時が表記されます。Jxiv では、投稿したジ

ャーナルの査読者や編集者が推奨する改善にもとづいた修正はできません。 

 

著者は Jxiv にて公開済みのプレプリントを撤回・非公開化・削除できますか？ 

著者は、Jxiv から公開されたプレプリントを撤回・非公開化あるいは削除することはでき

ません。撤回では、書誌情報およびプレプリントを閲覧可能としたまま、プレプリントに

撤回された旨を表示し、書誌情報に撤回理由と撤回日時を明示します。Jxiv から公開した

プレプリントに重大かつ明らかな間違いがあるなどの場合、著者はプレプリントを撤回と

するよう JST に求めることができます。非公開化では、撤回に加えて、プレプリントを閲

覧できない状態にします。削除とは、プレプリントと書誌情報ともに閲覧できない状態を

指しますが、Jxiv では公開済みのプレプリントを削除することはありません。 

 

Jxiv では公開済みのプレプリントが撤回されることがありますか？ 

Jxiv に公開されたプレプリントは、研究不正が明らかになった、著作権法ほか法令などに

反することが明らかになった、著者が公開したプレプリントに明らかな間違いがあること

を理由に撤回を求めてきたなどの場合、JST の判断によりプレプリントを撤回とすること

があります。Jxiv に公開されたプレプリントが撤回となった場合、プレプリントに「撤回」

と明示され、書誌情報に撤回である旨、および、その理由と日付が表示されます。Jxiv に公

開されたプレプリントが撤回となっても、プレプリントおよび書誌情報は公開されつづけ

ます。 

 

Jxiv では撤回となったプレプリントが非公開化されることがありますか？ 

Jxiv にて撤回となったプレプリントについて、公開しつづけることに問題があると JST が

判断した場合、プレプリントを非公開化することがあります。その場合、書誌情報に撤回お

よび非公開である旨、および、その理由と日付が表示されます。Jxiv にて撤回となったプ

レプリントが非公開化されても、書誌情報は公開されつづけます。 


