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初秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼 
申し上げます。 
 
電子出版が多様化した現在、学術分野でのリソースは「書籍」「雑誌」「学術論文」といった従来の形態を超え、研究者の間

では自身の研究成果やプロフィールをウェブ上で公開し、他の研究者との意見交換や研究情報の収集にソーシャルメディ

アを利用する傾向が高まっています。学術コミュニケーションの場がウェブ上へと急速に移行しつつあるなか、オープンア

クセス出版モデルやセルフアーカイビングの普及、更に研究データの公開に伴い、ウェブ上に氾濫する多くの学術情報を

どのように管理し利用するべきかが、図書館業務をご担当されている皆様にとっても、新たな課題であるかと存じます。 

1….. ご挨拶 
2….. フォーラムのお知らせ 

4….. スポットライト 

 ～インパクトファクター2013～ 

5….. 2013 年秋 注目のジャーナル 
 Nature Communications 
6….. Nature Climate Change 
 Nature Geoscience 

7….. Nature ダイジェスト創刊 10 周年記念 

 ～特別公開記事～ 
 

こういった現代の情報管理にまつわる議論について皆様とご一緒に

考えるべく、この度ネイチャー・パブリッシング・グループでは第１５回

図書館総合展において学術コミュニケーションとオープンデータの将

来を展望するフォーラム 
『進化する学術コミュニケーションツールとオープンデータの様相  
～ 図書館の果たす役割 ～』 を開催することとなりました。 
 
Macmillan Science and Education の傘下でネイチャー・パブリッ

シング・グループの姉妹会社であるデジタル・サイエンスでは時代に

先駆けて、革新的な学術コミュニケーションツールを開発する多くのベ

ンチャー企業をパートナーに迎え支援を致しております。 それらのパ

ートナー企業の中から figshare の創立者、マーク・ハーネル氏が来日

し、当社が提供するリポジトリサービス figshareをご案内し、学術論文

だけではなくそれに付随する研究データを公開することの意義や、オ

ープンデータが求められる背景について考察いたします。 
 
また、ネイチャー・パブリッシング・グループのアナリスト、宮入暢子が

figshare や Altmetric、ReadCube など、デジタル・サイエンスが提供

するソリューションを事例として、学術コミュニケーションのあり方やそ

れをサポートするツールが日々進化していくなかで、研究者が図書館

に求める研究支援の将来について講演をさせていただきます。 
 
是非このフォーラムに参加をいただき、図書館管理者の皆様とご利用

者の皆様双方にとって最良の環境を構築する為の、ご参考にしてい

ただければ幸いです。また第１５回図書館総合展の開催期間中は、

展示ホールにて出展も致しております。合わせてお立ちりより下さい。 
 
フォーラムの詳細とお申し込み方法は、2～3 ページをご参照くださ

い。皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。 
 

ネイチャー・パブリッシング・グループ 

サイトライセンス ビジネス ユニット 一同 

サイトライセンスの 

お問合せは 

institutions@natureasia.com 

http://www.natureasias.com/ja-jp/libraries
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日時／開催場所 

10 月 29 日（火） 15：30～17：00 

会場： パシフィコ横浜 アネックスホール ２０１ （第一会場） 

〒220-0012 横浜市西区みなとみらい 1-1-1    www.pacifico.co.jp 
 

主催: ネイチャー・パブリッシング・グループ / デジタル・サイエンス 

 

 

 

 

講演者: 
 

Mark Hahnel   マーク・ハーネル 

（figshare, Founder） 

 

宮入暢子 

（ネイチャー・パブリッシング・グループ、コンサルタント / アナリスト 

アジアパシフィック） 

 

 

当フォーラムでは、figshare の創立者、マーク・ハーネル氏を迎え、当社が提供するリポジトリサービス figshare をご案内

し、学術論文だけではなくそれに付随する研究データを公開することの意義や、オープンデータが求められる背景につい

て考察します。また、弊社アナリストの宮入暢子が、figshare や Altmetric、ReadCube など、デジタル・サイエンスが提供

するソリューションを事例として、学術コミュニケーションのあり方やそれをサポートするツールが日々進化していくなかで、

研究者が図書館に求める研究支援の将来を展望します。 
 
ネイチャー・パブリッシング・グループ / デジタル・サイエンス主催フォーラム ウェブページ 

http://www.natureasia.com/ja-jp/libraries/events/library-fair-2013 
 
 
 
 
 
 

 

第１５回図書館総合展  

ネイチャー・パブリッシング・グループ / デジタル・サイエンス主催フォーラム 
進化する学術コミュニケーションツールとオープンデータの様相  
～ 図書館の果たす役割 ～ 

第 15 回図書館総合展 Library Fair & Forum             

ウェブサイト： http://2013.libraryfair.jp/ 

2013.10.29（火）～10.31（木） 10:00 – 18:00 入場無料 

場所： パシフィコ横浜 展示ホール・アネックスホール 

同時開催：学術情報オープンサミット 

http://www.natureasias.com/ja-jp/libraries
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フォーラム参加お申込み 

参加費： 無料 （200 席） 
参加お申し込み先： institutions@natureasia.com  
 (担当: ネイチャー・パブリッシング・グループ 小林 真紀 ) 
 
フォーラムサイトの『参加お申し込み』からもご登録いただけます。 
http://www.natureasia.com/ja-jp/libraries/events/library-fair-2013 
 
申込締め切り： 2013 年 10 月 25 日 （金） 午後 17:00 
 

※ 図書館総合展ご招待券をご要望の方には、郵送にて弊社招待券をお送り致します。 フォーラムお申し込みの

際にその旨をお書き添えください。 
※ 満席になり次第、締め切りとさせていただきます。ご了承ください。 

 

図書館総合展 ブース出展 

10/29（火）~ 10/31（木）の図書館総合展開催中、ネイチャー・パブリッシング・グループは展示ホールにてブース出

展を致します。ぜひお立ち寄りください。 
 
◆ Nature、Nature 関連誌、Scientific American、Palgrave ジャーナル等のご紹介。 
◆ figshare の創立者であり、フォーラム「進化する学術コミュニケーションツールとオープンデータの様相 ~ 図

書館の果たす役割 ~」の講演者の一人であるマーク・ハーネル氏による、figshareの取り組みについてのご紹

介。 
（10/29（火）のみ） 

Macmillan Science and Education の傘下でネイチャー・パブリッシング・グループの姉妹会社であるデジタル・サ

イエンスでは、以下のようなサービスが提供され、nature.com をはじめとする多くのジャーナル出版社やデータベ

ース提供会社に採用されています。 
 
• figshare：   研究者が出版した論文に関連する図表や動画などの研究成果を引用可能なオープンデータ  

としてウェブ上で共有するリポジトリサービス 
 
• Altmetric：  電子ジャーナルに掲載される論文の Facebook や Twitter などのソーシャルメディアでの 
•             反応、また Mendeley や CiteULike などのサービスからのアクセス状況などをもとにして定的 

評価を行う論文評価ツール 
 
• ReadCube： PubMed や Google Scholar などを介した文献検索機能や、ユーザーが保存した論文をもと 

にした関連論文検索機能などを備えた、論文管理・閲覧ツール 

 

http://www.natureasias.com/ja-jp/libraries
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ジャーナル誌名 
2013 年 

発表 

ランキング 

位/何誌中 
カテゴリー 

Nature 38.597 1/56 総合科学 

Nature Climate Change 14.472 1/209 環境科学 

1/74 気象・大気圏学 

Nature Geoscience 12.367 1/170 地球科学 

 
Nature Materials 

 
35.749 

1/134 化学・物理学 

1/239 材料科学 

1/127 応用物理学 

1/68 物理・凝縮系物理学 

Nature Medicine 22.864 1/121 医学（研究/実験) 

Nature Methods 23.565 1/75 生化学的研究法 

Nature Nanotechnology 31.170 1/69 ナノサイエンス ・ ナノテクノロジー 

Nature Photonics 27.254 1/79 光学 

Nature Reviews Drug Discovery 33.078 1/159 生物学・応用微生物学 

1/260 薬理学 

Nature Reviews Genetics 41.063 1/161 遺伝学 

Nature Reviews Microbiology 22.490 1/116 微生物学 

Nature Reviews Molecular Cell Biology 37.162 1/184 細胞生物学 

Nature Reviews Neuroscience 31.673 1/251 神経科学 

Nature Reviews Rheumatology 9.745 1/29 リウマチ学 

インパクトファクター 2012 
ネイチャー誌中 14 誌が世界 No.1！ 
 
2012 年刊行学術誌のインパクトファクターが、先月発表となりました。 
 
インパクトファクターとは、Journal Citation Reports（Thomson ISI 社）発表による学術誌の認知度および科学的信頼性

を研究者が評価する際に最も広く利用されている指標です。特定の 1年間において、ある特定雑誌に掲載された「平均的

な論文」がどれくらい頻繁に引用されているかを示す尺度で、一般にその分野における雑誌の影響度を表します。 
 
ネイチャー・パブリッシング・グループからは下記の 14 誌が各カテゴリーにおける引用指数ナンバーワンとなりました。総

合科学（Multidisciplinary Sciences）では Nature 誌が引き続き首位に輝いただけでなく、2010 年 4 月に創刊をしたばか

りの Nature Communications が、2 年目にしてインパクトファクター10.015 を記録し、第３位となりました。 

2012 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2013) 

スポットライト 

http://www.natureasias.com/ja-jp/libraries
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生物化学、物理科学、科学の全領域における質の高い研究論文を出版するオンライン限定の総合ジャーナル 
Nature Communications は、昨年の 7.396 を上回る 10.015*というインパクトファクターを獲得し、総合科学分野で世界

第 3 位に輝きました。2010 年、NPG 初のハイブリッドオンラインジャーナルとして創刊し、それ以降掲載論文数も 2,000
本を超えました。日本からの投稿数、掲載論文数も年々増加し、現在、日本から約270本の素晴らしい研究成果が掲載さ

れています。そのうち 50％以上の論文が、オープンアクセスを選択しています。 
 
今年6月より本誌では、研究成果が毎日発表されるようになりました。また日本だけのサービスとして、日本からの研究成
果、メディアで報道された研究成果など注目の論文のアブストラクトを、毎月日本語に翻訳し、掲載しています。 
 
アブストラクトの公開のURL：  www.natureasia.com/ja-jp/ncomms/abstracts/ 
 
メールマガジンにご登録いただければ、最新の情報をまとめて受け取ることができるので、大変に便利です。関連分野が
記載され、さらに論文タイトルと要約を日本語に翻訳していますので、さっとメールマガジンに目を通すだけで、一週間に
発表された内容をすぐにご確認いただけます。 
 
メールマガジンご登録のURL:  www.natureasia.com/secure/ja-jp/register/ 
 
 
総合科学分野で世界第3位のコンテンツを持つNature Communicationsの機関購読を是非ご検討下さい。 
 
サイトライセンスアクセスとオンラインのサービス 
• オンラインアーカイブは2010 年4 月分から提供しています。 
• サイトライセンス購読期間中に限り、カレントのコンテンツに加えて過去4 年間のアーカイブにアクセスができます。 
• 原著研究論文の著者は、オープンアクセスでの出版 
（論文処理料金/Article Processing Charge が発生）を選択できます。 
 
独自のオンライン機能 
• PubChem 化学構造とリンクした「化合物の強調表示ツール」 
• 文中で立ち上がる二次元化学構造のポップアップボックス 
• 化合物情報ページとのリンクで、論文中の重要な化合物の立体構造、別名、科学情報を提供する「論文の内容」 
ボックス 

 
 
 
 
 
 
 
  

2013 年秋 注目のジャーナル 

お問い合わせ 

ネイチャー・パブリッシング・グループ 

institutions@natureasia.com 
（担当： 水木 ・ 加藤 ・ 大橋） 

 

 

www.natureasia.com/japan/libraries 

http://www.natureasias.com/ja-jp/libraries
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東日本大震災とそれに伴う大津波の被害をうけた日本での地球科学、環境科学、気象学における研究は、世界中の注目を浴びています。 
また国内では原子力発電に代わる自然エネルギーの発見と開発が大きな課題となっています。そういった中で Nature Climate Change と 
Nature Geoscience の研究論文は、今後ますます学術図書館での重要性を増すことでしょう。是非サイトライセンス購読をご検討下さい。 
 
お見積のお問合せ・トライアルのお申込み： institutions@natureasia.com  （担当： 水木 ・ 加藤 ・ 大橋） 

地球科学ではナンバーワンである Nature Geoscience は、地球科学全体に

関する最高の研究成果をまとめた月刊ジャーナル誌で、核となる主題的領域

はもちろん、地球科学に直接的なつながりをもつ他の関連領域をもカバーしま

す。2012 年インパクトファクターで 12.367*を記録しました。本誌のコンテンツ

は、大気、海洋、氷河と氷床、固体地球など、地球科学のすべての研究領域

を網羅し、地域規模および地球規模のフィールドワークや数値モデル研究か

ら理論研究まで、地球研究者が用いるすべての手法に基づく研究を取り扱い

ます。地球システムの理解に寄与するものであれば、物理学、化学、生物学

研究のすべてが本誌の対象となります。 
 
原著論文を掲載するだけでなく、総説、論文についてわかりやすく解説した

News and Views、他ジャーナルに掲載された注目の成果を簡潔にまとめた

Research Highlight、論説（Commentary）、関連した書籍や芸術イベントのレ

ビューなどを通じて、地球科学における最新の進展についてお伝えします。  
 
ハイライトは Nature Geoscience 日本語サイトをご参照ください。 
www.natureasia.com/ja-jp/ngeo/ 
 
 
 
 

Nature Climate Change は気候変動に関する極めて重要な最先端研究を

テーマとした質の高い論文の掲載を目的とした月刊誌です。2011 年 4 月に創

刊後初の指標となる 2012 年インパクトファクターで 14.472*を記録しました。

それにより環境科学及び気象・大気圏学における分野別引用率第一位となり

ました。 
 
本誌は物理科学から社会科学にわたる各研究分野での気候研究の論文を

掲載し、学際的研究の構築、統合を目指します。全球的な気候変動の影響に

関する研究だけでなく、経済や政策、一般社会との関わりを論じた研究も対

象となります。 
 
ユニークなコンテンツとしては、Market Watch で気候変動が全世界の市場と

経済圏、産業に及ぼす影響（例えば、食料価格、炭素放出の経済的論点、保

険会社の気候変動への取り組み）等々をテーマとした記事を掲載し、Policy 
Watch では研究者が関心を持つような政策、科学やその他の論点に的を絞

った記事を技術論に立ち入らず、読みやすく書いています。 
 
注目のハイライト Nature Climate Change 日本語サイトをご参照ください。 
www.natureasia.com/ja-jp/nclimate/  
 
 

サイトライセンスをご利用の図書館様に是非ご注目いただきたいのが、分野別でインパクトファクター第一位となった
Nature Climate Change と Nature Geoscience の 2 誌です。 

 
Editor: Rory Howlett 
Volume 3: 12 issues 
ISSN: 1758-678X  
ISSN (online): 1758-6798 
Impact Factor: 14.472* 
Date established: April 2011 

 
 
 
 
www.nature.com/natureclimatechange 
 
 
 
2012 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2013) 

 
Editor: Heike Langenberg 
Volume 6: 12 issues per year 
ISSN: 1752-0894  
ISSN (online): 1752-0908 
Impact Factor: 11.754* 
Date established: January 2008 
 
 
 
 
www.nature.com /naturegeoscience 
 
 
 
2012 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2013) 

http://www.natureasias.com/ja-jp/libraries
mailto:institutions@natureasia.com
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今年創刊 10 周年を迎えました 

2004年1月創刊当初の期待は、Nature の前半部分の記事、すなわち News、News Feature、News and Views を日本

語で紹介することによってより多くの方々に Nature を楽しんでいただくことでした。英語圏では、Articles や Letters など

論文が掲載されている後半部分よりも、前半部分のほうが人気があります。しかし日本では、前半部分の記事よりも後半部

分のほうが人気が高いという調査結果が得られ、このギャップを埋めるべく、「Nature ダイジェスト」はスタートしたのです。

最初は Nature 日本版の付録として発刊されましたが、2005年1月には独立した雑誌として生まれ変わりました。2010年

4 月には書店販売も開始し、おかげさまで発行部数も年々増加しております。 

「Nature ダイジェスト」が発行 10 周年を迎えることができましたのは、ひとえにご愛読いただいている読者のみなさまのお

かげです。また、専任の翻訳者や編集協力会社をはじめ制作、販売にご尽力くださったみなさまにも大変お世話になりまし

た。心からお礼申し上げます。 

「Nature ダイジェスト」では、創刊 10 周年を記念し、2013 年 4 月から 12 月の期

間さまざまな企画をご用意しております。ダイジェスト発行から 10 年間の科学界

のニュースを振り返り、これまでに掲載した記事の一部を本誌ウェブサイト上で毎

月無料公開いたします。また本誌では、研究者の皆様に研究の道を目指すきっか

けとなったエピソードを伺うインタビュー記事を掲載する予定です。さらに、Nature 
本誌を抽選で無料購読いただけるキャンペーンも計画中です。みなさまには

「Nature ダイジェスト」をさらにお楽しみいただけると確信しております。 

これからも「Nature ダイジェスト」は、Nature とともに科学の進歩を見つめ、最新

の科学ニュースをお届けしてまいります。科学に興味をお持ちのすべてのみなさ

まに、発売日が待ち遠しく思っていただける雑誌となるようスタッフ一同精進してま

いります。末永く「Nature ダイジェスト」をご愛読いただければ幸いに存じます。 

ネイチャー・パブリッシング・グループ 

アジア・パシフィック 

代表取締役 CEO 

アントワーン・ブーケ 

これまでに掲載した記事の一部を 

本誌ウェブサイト上で 

毎月無料公開中！ 

 

皆様の図書館ユーザーの方々にも 

是非ご紹介ください。 

 
 

Nature ダイジェスト創刊 10 周年記念ウェブページ 
www.natureasia.com/ja-jp/ndigest/10th-anniversary/ 
 
Nature ダイジェスト特別公開記事ウェブページ 
www.natureasia.com/ja-jp/ndigest/specials/ 
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