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★7月号の特別公開記事★ 

 【Editorial】 

・ 統計学的に適切な動物実験 

  計画を立案すべし 

・ 細胞株の同一性の問題に対する取り組み 

・ ネオニコチノイド系農薬の危険性をめぐる議論は次の段階に 

 

Nature ダイジェスト法人購読 はプリント版、オンライン（PDF） 

版でのお申し込みが可能です。法人購読についてのお問い合 

わせは、最寄りの購読代理店、もしくは弊社セールス担当

( sl_sales@nature.com ）までご連絡ください。 

July 2015                 www.natureasia.com/ja-jp/libraries 

■セット価格30％～40%割引でのお申し込み期限間近！■ 

法人購読 創刊特別価格キャンペーン 

◆ 2015年7月31日までに2015年創刊のNature 

Plantsと Nature Reviews Disease Primers、
2016年創刊予定のNature Microbiology、Nature 

Energy、 Nature Reviews Materialsの全5誌を同

時購入で40% 割引 

◆ 2015 年7 月31 日までに2016 年創刊予定ジャーナ

ル全3 誌を同時購入で30% 割引 

◆ 2015 年8 月1 日から12 月31 日の間に、2016年創

刊予定ジャーナル全3 誌を同時購入で20% 割引 

 

2015年創刊の2誌、および2016年1月創刊予定の3誌は

オンライン版のみの刊行となります。 この機会にぜひサ

イトライセンス購読をご検討ください。 

 

購読と見積に関するお問い合わせ先： 

sl_sales@nature.com  

2015年創刊誌 2016年創刊誌 

    

  

  

  

http://www.natureasia.com/ja-jp/libraries/
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◆ ネイチャー・パブリッシング・グループが総合科学分野を牽引し、学際的ジャーナル 

 の出版をさらに強化 

 2015年6月24日 

 

ネイチャー・パブリッシング・グループ（NPG）は、総合科学分野でのリーダーシップを確立し、オープンアクセス出版

と学際的なジャーナルの刊行プログラムをますます充実させています。科学の進歩、共同研究の促進、研究コミュ

ニティーのニーズへの対応において、オープンアクセス、学際研究、総合科学研究のすべてが不可欠だとNPGは

説明しています。 

 

トムソン・ロイター社の2014年版Journal Citation Report*によれば、NPGのジャーナル3誌が、2年連続で総合科

学分野（multidisciplinary science）の上位にランキングされ、Nature が第1位、Nature Communications が第3

位、Scientific Reports が第5位となりました。また、Nature Communications が初めて全ジャーナルのトップ150

にランクインしました。 

 

NPGの最高経営責任者であるSteven Inchcoombeは次のように話しています。「私たちは、科学の進歩を支援し、

科学者のニーズに応えることをめざしています。とりわけ2014年版Journal Citation Reportの総合科学分野におけ

るNPGジャーナルの躍進、そしてNPGが持つ急成長するオープンアクセスジャーナルの卓越したな成功を喜ばしく

思っています。そのいずれもが学際的研究にとって非常に有益であり、例えば人口増加に伴う地球資源の持続可

能性など、私たちが直面するグローバルチャレンジについて理解を深め、適切な対処を進めるうえで今後ますます

重要性を増していくことでしょう。」 

 

さらにInchcoombeは次のように話しています。「NPGが刊行する数々の主要ジャーナルは、それぞれ独自の役割

を果たしていて、研究者がこうした課題を解決できるよう支援しています。これは、弊社の卓越した編集チームと編

集水準、そして、ご協力をいただいている超一流の著者、査読者、編集者の尽力の賜物です。」 

 

インパクトファクターは、ジャーナルの引用影響力を示すもので、2014年のインパクトファクターは、2012～2013年

に出版された論文の被引用数から計算されています。NPGのジャーナルは全般的に好調で、Nature ブランドの

ジャーナル16誌がそれぞれのカテゴリーのトップを占め、とりわけNature は、2014年においても世界で最も多く引

用された科学ジャーナルとなり（被引用数617,363）、7年連続で総合科学カテゴリーのトップにランキングされまし

た（インパクトファクター41.456）。また、学際的ジャーナルである Nature Climate Change のインパクトファクター

は14.547となりました。なおNPGは、新たな学際的ジャーナル Nature Energy を2016年に創刊することをすでに

発表しています。 

 

インパクトファクターは、平均引用率を同一研究領域内の他のジャーナルと比べる際に有益ですが、その限界も指

摘されており、他の指標も注目を集めています。NPGのジャーナルは、別のジャーナル指標を用いた場合も上位に

ランクされています。例えば、Altmetric**は、研究論文間の論文引用以外の、より一般的なソーシャルメディアでの

影響力を考慮に入れた指標です。2014年のAltmetric**トップ100論文には、NPG刊行ジャーナルに掲載された論

文が24編含まれており、全体のほぼ4分の1を占めていました。現在、nature.comに定期的にアクセスする利用者

は月間1000万人を超え、過去2年で20％以上増えています。これは、NPGのコンテンツが科学コミュニティーにとっ

て貴重なことを示しています。 

 

「6か月前、NPGはコンテンツシェアリング制度を導入し、定期購読者と報道機関が科学論文を共同利用できるよう

になりました。それ以降、個人購読者や報道機関が共同利用する論文に対して25万回以上の全文テキストアクセ

スがありました。この制度によって、異なる分野間の共同研究がさらに促進されることを期待しています」と

Inchcoombは話を結びました。 

 

NPGは、卓越した研究を重点的に取り扱う姿勢を堅持する一方、世界中の数多くの科学研究助成機関の後押しを 

 
NPG プレスリリース 

http://www.natureasia.com/ja-jp/libraries/
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※ 本プレスリリースの原本は英語であり、日本語は参考翻訳です。  

 英語プレスリリース： http://www.nature.com/press_releases/new-nature-journals-launch.html 

 

お問い合わせ先：以下のURLより、ウェブフォームにご記入の上、送信をお願いいたします。 

 http://nature.asia/jp-contact 

受け、著者がオープンアクセスを選べるジャーナルを急速に増やしてきました。2014年にはNPGがオープンアクセスで

出版した論文は全体の44％で、2015年には50％を超えました。これは大手出版社としては初めてのことです。NPG

は、これからもオープンサイエンスの選択肢の適用範囲を拡大し、科学者のニーズによりよく対応できるよう全力を尽く

します。 

 

多領域を扱うオープンアクセスジャーナルとして世界有数の Nature Communications は、2014年のインパクトファク

ターは、前年の10.742から11.470に上昇し、2012と2013年掲載論文の被引用数は26,346となり、世界で最も引用され

たジャーナル150誌に仲間入りしました。なお昨年、英国の研究情報ネットワーク（RIN）が Nature Communications に

掲載された論文の統計解析を行ったところ、オープンアクセスの論文は、定期購読方式の論文よりも、3倍も多く閲覧され

ていることが明らかになっています。この研究ではさらに、オープンアクセス論文の引用回数は定期講読方式の論文より

も多いことも示されています。 NPGの最も急速に成長しているオープンアクセスジャーナルである Scientific Reports に

は、専門的根拠に基づいた科学的に妥当な原著論文が掲載されています。2014年のインパクトファクターは前年の

5.078から5.578に伸び、世界で最も引用されたジャーナル500誌に初めてランクインしました。 さらに、NPGが中国で 

発行しているオープンアクセスジャーナル Light, Science and Applications は、2年目のインパクトファクターが14.603と

なり、光学（optics）カテゴリーにおいて、前年の第4位から Nature Photonics に次ぐ第2位に躍進しました。 
 
* Data is taken from the 2014 Journal Citation Report, Science Edition (Thomson Reuters, 2015.) 
** Altmetric is supported by Digital Science, which is also a Holtzbrinck investment. 

泌尿器科学および腎臓学の重要な科学的成果をタイムリーに解説するNature Reviews Nephrology は、2014年

版Journal Citation Report*でインパクトファクター8.542*を記録し、泌尿器科学および腎臓学分野の総合ランキング

では第5位、同分野のレビュージャーナルとしては第１位にランクづけされました。本誌は幼児から成人までの腎臓障

害の予防、診断と治療に関わるすべての領域をカバーします。 

 

また更にNature Reviews Nephrology ウェブサイトのWeb Focus（ www.nature.com/nrneph/focus ）では、毎年

テーマに基づき、既存のコンテンツをセレクションして無料公開しています。ご所属機関のエンドユーザーの皆様に、

ぜひご紹介ください。 

• Nephrology in the developing world 
• Bone and the kidney 
• Targeting complement in renal disease 
• Renal Transplantation 
 

トライアルと購読に関するお問い合わせ先： sl_sales@nature.com 

 

*2014 Journal Citation Reports, Science Edition (Thomson Reuters, 2015)  

泌尿器科学＆腎臓学 

レビュージャーナル 
No.1! 

http://www.natureasia.com/ja-jp/libraries/
http://nature.asia/jp-contact
http://www.nature.com/nrneph/focus/index.html
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❀Nature Plants 著者インタビュー公開のお知らせ❀ 
  
著者インタビュー 

植物には、まっすぐになろうとする力が働いている 
西村 いくこ氏 （Ph.D.）/ 京都大学 大学院理学研究科植物分子細胞生物学分科 教授 

上田 晴子氏 （Ph.D.）/ 京都大学 大学院理学研究科 植物分子細胞生物学分科 特定研究員 

 

グニャグニャと茎の曲がったシロイヌナズナが生えてきた。今まで見たこともないおかしな変

異体だ。なぜそんなに曲がっているのだろう？その仕組みの探究から、植物がもつ基本的な

性質が見えてきた。植物にはそもそも、まっすぐになろうとする力が働いていたのだ。100年

以上前にダーウィンが問いかけた謎に対する答えが、そこにあった。 

❀Nature Plants 著者インタビューアーカイブは以下のURLから閲覧いただけます。（無料公開） 

http://www.natureasia.com/ja-jp/nplants/interview/ 

 
2015年5月14日 コケの光合成に知る植物の進化 - 光をつかまえる植物の集光アンテナタンパク質 

岩井 優和氏／ カリフォルニア大学バークレー校 植物･微生物学科 Niyogi 研究室 

 （論文発表時：科学技術振興機構 さきがけ研究員／理化学研究所 光量子工学研究領域 ライブセル分子イメージング研究チーム 

客員研究員） 
 

2015年4月2日 植物は自分と他者を区別する - 他者の花粉を選んで受精するペチュニアの花 

高山 誠司氏／ 奈良先端科学技術大学院大学 バイオサイエンス研究科 細胞間情報学研究室 教授 

久保健一氏／ 奈良先端科学技術大学院大学 バイオサイエンス研究科 細胞間情報学研究室 博士研究員 

 

日本語による情報配信サービスを行っております。 ご所属機関の研究者のみな様にも、ぜひご紹介ください。 
 
● natureasia.comの日本語サイトでは、Nature Plants のコンテンツ概要を日本語でご紹介しています。 

http://nature.asia/nplants  （閲覧無料） 

 

● 日本語による月1回のメールマガジンを配信いたしますので、ぜひご登録ください。  
 www.natureasia.com/secure/ja-jp/register/  
 

購読や無料トライアルに関するお問い合わせ先： http://nature.asia/jp-contact 

www.nature.com/nplants 

2015年７月号 Vol1 Issue 7 
Volume: 1 (12 issues per year) 
ISSN (online) 2055-0278 
Date established: 2015 
Cover credit:: K. Moore from  
original image by Momoko Ikeuchi 

www.natureasia.com/ja-jp/nplants/interview/contents/3 

★ 当著者インタビューは無料公開中です。ぜひ、ご所属機の皆様にご案内ください。 

 

この著者のNature Plants 掲載論文 （閲覧には購読が必要です。） 

Letter: Regulation of organ straightening and plant posture by an actin-myosin XI cytoskeleton 

Nature Plants 1 : 15031 doi:10.1038/nplants.2015.31 | Published online 23 March 2015 

http://www.natureasia.com/ja-jp/libraries/
http://www.natureasia.com/ja-jp/nplants/interview/
http://www.natureasia.com/ja-jp/nplants/interview/contents/2
http://www.natureasia.com/ja-jp/nplants/interview/contents/1
http://nature.asia/nplants
http://www.natureasia.com/secure/ja-jp/register/
http://nature.asia/jp-contact
http://nature.asia/nplants-SL
http://www.natureasia.com/ja-jp/nplants/interview/contents/3
http://www.nature.com/http:/www.nature.com/articles/nplants201531?beta=true
http://www.nature.com/http:/www.nature.com/articles/nplants201531?beta=true


カスタマーサービスからのお知らせ 
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■============================================================■ 

 Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism 移管のご案内 
■============================================================■ 

 

ネイチャー・パブリッシング・グループ（NPG）は、2015年12月のvolume 35 issue 12をもってJournal of Cerebral Blood 

Flow & Metabolismの刊行を終了いたします。当ジャーナルは2016年1月にSage社へ移管され、刊行が継続される予定

です。 

 

現在、法人購読中のJournal of Cerebral Blood Flow & Metabolismサイトライセンス契約終了日が2015年12月31日

以降の場合は、2016年より貴機関のサイトライセンスはSage社より認可されます。現在から2015年12月の間に貴機関の

サイトライセンス更新が必要な際は、弊社セールス担当が適切な調整を致します。 

 

解約後アクセス権について 

アクセス権をご所有のアーカイブコンテンツは、2016年1月より jcb.sagepub.com にてご利用いただけます。また、2015

年12月末までに弊社よりJournal of Cerebral Blood Flow & Metabolism サイトライセンスをご購読いただき、コンテン

ツの解約後アクセス権をご所有のお客様には、ご購入済みコンテンツのCDをご提供することも可能です。CDをご要望の

際は、2016年1月22日までにinstitutions@nature.com へEメール（英文）でお申し込みください。 

2016年1月22日以降にお受けしたお申し込みにはご対応できない旨をご留意ください。 

 

オンライン版および印刷版の2016年購読について 

印刷版およびオンライン版のJournal of Cerebral Blood Flow & Metabolism 2016年購読更新に関するご質問は、

Sage社カスタマーサービス（https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/contact-us ） もしくは購読代理店にお問い合

わせください。 

 

ネイチャー・パブリッシング・グループ（NPG） カスタマーサービスお問い合わせフォーム： 

http://nature.asia/jp-contact 

2015年7月 最新のPrimerご紹介 

水痘帯状疱疹ウイルス感染症 Varicella zoster virus infection 

水痘帯状疱疹ウイルス（VZV）の感染症は水痘の原因となり、免疫不全者、胎児お

よび成人で重症化する場合がある。 

◆この記事は以下よりご覧下さい。（閲覧無料）◆ 

http://www.natureasia.com/ja-jp/nrdp/primer/65578 

★ www.natureasia.com/ja-jp/nrdp/ では、毎月日本語で最新の

Primerのご紹介を掲載しています。 

★ Nature Reviews Disease Primersの法人向けサイトライセンス

無料トライアルをご提供中です。 

トライアルと購読に関するお問い合わせ： sl_sales@nature.com  

http://www.natureasia.com/ja-jp/libraries/
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/contact-us
http://nature.asia/jp-contact
http://www.natureasia.com/ja-jp/nrdp/primer/65578
http://www.natureasia.com/ja-jp/nrdp
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マーケティング＆コミュニケーションズ （編集担当： 小林 真紀） 

 〒162-0843 東京都新宿区市谷田町2-37 千代田ビル 

TEL: +81 (0)3 3267 8757 
FAX: +81 (0)3 3267 8752 
http://nature.asia/jp-contact 

www.natureasia.com/ja-jp/libraries/ 
 

スポットライト： Human Genome Variation（HGV） データレポートとは？ 
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hgv.figshare.com  http://www.nature.com/hgv/ 

 

Human Genome Variation（HGV）は日本人類遺伝学会との提携により2014年に創刊された 

オープンアクセスのオンラインジャーナルです。 
 

人類遺伝学における重要な研究成果や今後の展望を発表する原著論文（Article）、総説（Review Article）のほか、新し

く発見・特定された疾患を引き起こす遺伝子の変異やその頻度を報告する短報であるデータレポート（Data Report) を

出版します。ジャーナルには検索機能付きの簡易データベース、 HGVデータベース (hgv.figshare.com) が備わり、

データレポートで報告された遺伝子変異の情報が登録され、医療従事者や研究者の情報源として公開されます。 

 

データレポートとHGVデータベースの詳細については、以下のサイトをご参照ください。 

http://www.natureasia.com/ja-jp/aj/hgv/journal-information/faq 

Human Genome Variation 日本語ウェブサイト（ www.natureasia.com/ja-jp/aj/hgv ）では、原著

論文の解説記事を「おすすめのコンテンツ」として掲載し、ご紹介しています。（閲覧無料） 

ディジョージ症候群の責任領域近位部にあるDGCR6遺伝子が円錐動脈幹異常に関与 

（2015年2月12日掲載） 

経路活性強度が大腸がん患者におけるセツキシマブ感受性の独立した予後バイオマーカーとなることを

新たに発見 

（2015年4月2日掲載） 

■ ご所属機関の遺伝学に携わる研究者の皆様に、ぜひHuman Genome Variation（HGV）をご紹介ください。 

http://nature.asia/jp-contact
http://www.natureasia.com/ja-jp/libraries/catalog/
http://www.natureasia.com/ja-jp/libraries/
hgv.figshare.com
http://www.nature.com/hgv/
hgv.figshare.com
http://www.natureasia.com/ja-jp/aj/hgv/journal-information/faq
http://www.natureasia.com/ja-jp/aj/hgv/
http://www.natureasia.com/ja-jp/aj/hgv/highlight/63722
http://www.natureasia.com/ja-jp/aj/hgv/highlight/63722
http://www.natureasia.com/ja-jp/aj/hgv/highlight/63724
http://www.natureasia.com/ja-jp/aj/hgv/highlight/63724
http://www.natureasia.com/ja-jp/aj/hgv/highlight/63724

