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Key topics

• Brief introduction of the Journal of the Meteorological Society
of Japan (JMSJ)

• JMSJ’s use of the Jxiv preprint server

• Integrity issues in relation to preprints at JMSJ

• 日本気象学会・気象集誌(JMSJ)の簡単な紹介

• JMSJにおけるプレプリントサーバー(Jxiv) の利用について

• プレプリントの観点からの JMSJのintegrity



気象集誌
Journal of the Meteorological Society of Japan
https://jmsj.metsoc.jp/index.html

• 刊行開始 1882: Ser. I: 1882-1922, Ser. II:
1923-2022, Vol. 100 in 2022

• 通常号年６号、特集号/特別号

• 全編英文

• J-STAGE にて全文公開
 XML対応(PDF版、HTML版)
Open Access (CC-BY; DOAJ登録誌）

• スコープ
気象学に関する広範なテーマを対象とする。
科学的新規性、気象および関連分野の科学的理解
の促進に寄与する技術的開発

• 投稿者
気象学会会員・非会員を問わない
研究を主務としない研究者や発展途上国からの投
稿料免除

• Publication since 1882: Ser. I: 1882-1922, Ser. II:
1923-2022, Vol. 100 in 2022

• 6 regular issues per year, special issues/special
issues

• Full text in English
• Full text available on J-STAGE

 XML support (PDF and HTML versions)
 Open Access (CC-BY; DOAJ registered journal)

• Scope
 The Journal covers a wide range of topics
related to meteorology.

 Scientific novelty, technological developments
that contribute to the scientific understanding of
weather and related fields.

• Contributors
 Both members and non-members of the
Meteorological Society of Japan

 Contribution fees are waived for authors in allied
non-research specific fields and from developing
countries



JMSJの10の特徴
1. 広範な気象学の研究分野がスコープ

2. 多様なタイプの論文
科学的新規性・技術開発、Article, Notes and
Correspondence(速報、質疑応答）、招待レビュー論文、
データ付き論文(電子補助ファイルの利用）

3. オープンアクセス、全論文がフリーでダウンロード
可能

4. 比較的安価な掲載料(APC)
カラー図版、ページ数に関わらず固定価格

5. 比較的迅速な査読プロセス
レビューは一か月以内、Notes and Correspondenceは4か
月以内に査読終了

6. 早期公開
受理後直ちにDOIを発行、電子版を直ちに公開

7. 特別号・特集号。招待レビュー論文

8. 気象集誌論文賞
若手研究者の投稿について教育的配慮

9. 1882年以来の⻑い歴史

10. WEB広報、SNS等による論文のプロモーション



Meteorology
気象学

Earth Sciences
地球科学

Physics
物理学

Syukuro Manabe
The Nobel Prize in Physics 2021
眞鍋淑郎
ノーベル物理学賞（2021年）

Journal of the Meteorological Society of Japan
日本気象学会気象集誌

(American Meteorological Society)
アメリカ気象学会

Prog. Earth Planetary Sciences (Japan Geoscience Union)
地球惑星科学連合

(American Geophysical Union)
アメリカ地球物理学連合

Some earlier papers by Dr.
Manabe were published by JMSJ.
真鍋博士の初期論文の一部はJMSJより公開
された

arXiv



Introduction to Jxiv at JMSJ
JMSJへのJxiv導入



JMSJ Guide for Authors 投稿規程
https://jmsj.metsoc.jp/GuideforAuthors.pdf

1.9 Preprints

To support the wide dissemination of research, the journal encourages authors to post their research
manuscripts on Jxiv (https://jxiv.jst.go.jp/) or other community-recognized preprint server, either before
or alongside submission to the journal. Manuscripts submitted to both the journal and Jxiv will be
listed in a special section on the journal’s website (https://jmsj.metsoc.jp/preprint.html) and may be
promoted via the journal’s SNS/social media channels.

This policy applies only to the original version of a manuscript that describes primary research. Any
version of a manuscript that has been revised in response to reviewers’ comments, accepted for
publication, or published in the journal should not be posted on a preprint server. Instead, forward
links to the published manuscript may be posted on the preprint server.

Authors should retain copyright in their work when posting to a preprint server.

研究を広く普及させるため，本誌では，著者が本誌への投稿前または投稿と同時に，Jxiv
(https://jxiv.jst.go.jp/) やその他のコミュニティで認知されているプレプリントサーバに研究原稿を掲載す
ることを推奨する．本誌とJxivの両方に投稿された原稿は、本誌ウェブサイト
（https://jmsj.metsoc.jp/preprint.html）に掲載され、本誌のSNS/ソーシャルメディアチャンネルで宣伝
されることがあります。

この方針は、一次研究を記述したオリジナル版の原稿にのみ適用されます。査読者のコメントを受けて修
正され、出版が認められた原稿や、ジャーナルに掲載された原稿は、プレプリントサーバーに掲載しては
ならない。その代わり、出版された原稿へのフォワードリンクをプレプリントサーバーに掲載することが
できる。

プレプリントサーバーに投稿する場合，著者は著作権を保持しなければならない．



• Jxiv
Journal を問わない
形式的な要件のみのチェック
Journalに要求されていないセクションの追記が
求められ、投稿原稿と異なる：

• Declaration
• Author contributions

Preprints to be submitted to any journal can be
uploaded.
Only formal requirements are checked for
preprint.
The sections are requested to be added, and
differs from the submitted manuscript



Research Square/In Review
Nature-SPRINGER/Prog. Earth Planet. Sci.

投稿システムと連携している
投稿時に preprint server への掲載オプション

Connected to the submission system
Option to post to preprint server at time of submission



ESSOAr
American Geophysical Union 関連のジャーナルの
preprint
初校に限らず、受理後の原稿搭載も可能。

Preprints of journals related to American Geophysical
Union
Manuscripts can be posted at the time of submission
and after acceptance.(e.g. in the illustrated case)



arXiv
1990年代にarXivを利用（佐藤）
気象の分野では利用は拡がらなかった
I used the arXiv in the 1990s.
Use of the preprint server did not spread in the field of meteorology.



Copyright Policy of American Meteorological Society
アメリカ気象学会の著作権規程
https://www.ametsoc.org/ams/index.cfm/publications/ethical-guidelines-and-ams-
policies/ams-copyright-policy/

7. Distribution from a Non-AMS Database or Website
a. Distribution prior to Submission
b. Distribution after Submission but prior to Editorial Decision
c. Distribution after Editorial Decision
d. Open Access Institutional Repositories

7. AMS以外のデータベースまたはWebサイトからの配布
a. 投稿前の配布
b. 投稿後だが、編集委員会による決定前の配布
c. 編集委員会による決定後の配布
d. オープンアクセス機関レポジトリ

• (External) Preprint servers can be used to post manuscripts at each stage, not just the first
draft. Rules and regulations at each stage are provided.

• （外部）プリプリントサーバーに、初稿だけでなく、それぞれの段階の原稿を掲載可能。それぞれ
の規程を整備。



Integrity of JMSJ in terms of preprints
プレプリントの観点からみたJMSJの公正性

• Preprints
 Introduced mainly to provide for rapid publication in the first draft stage.
Allows for citation of manuscripts in the submission stage and makes them
accessible to reviewers.
Example:

Kodama, S., Satoh, M., 2022: Statistical analysis of remote precipitation in Japan caused by typhoons in September.
Submitted.

Kodama, S., Satoh, M., 2022: Statistical analysis of remote precipitation in Japan caused by typhoons in September.
Jxiv, https://doi.org/10.51094/jxiv.10

Roles of “preprints” are clearly defined at JMSJ, with a list of preprints and their
status at the JMSJ website: https://jmsj.metsoc.jp/preprint/index.html

初稿段階での迅速な公開のために導入
投稿段階の原稿を引用し、査読者がアクセスできるようになる
JMSJにおける「プレプリント」の役割を明確にし、JMSJのWeb上にプレプリント論文
の一覧とそのステータスを掲載 https://jmsj.metsoc.jp/preprint/index.html



Integrity of JMSJ JMSJの公正性
For three fundamental ways in which the research record can be undermined:

研究成果が毀損される3つの可能性へのJMSJの対処

• Research fraud through fabrication, falsification, and plagiarism.

研究不正（捏造、改ざん、盗用）
Use of “iThenticate” for similarity check
iThenticateを用いて剽窃チェックを行う

• Lack of reproducibility due to improper recording and/or reporting of research
procedures.

研究プロセスの記録の不備や論文への不十分な記載による再現性の欠如
Encourage use of “J-STAGE Data”; not mandatory (data volumes can be too large in
meteorology)
J-STAGE Data利用の推奨：必須ではない（気象学の分野ではデータ容量が大きい）

• Insufficient rigour or robustness in editorial and peer-review processes.

論文の編集･査読プロセスにおける正当性や堅牢性の不備
Unique editorial board system: All members of the editorial board can view papers
which are proposed acceptance and comment and suggest revisions in terms of
clarity.
編集委員会の独自システム：編集委員全員が受理予定の論文を閲覧し、透明性の観点か
らコメントや修正提案を行うことができる。



• Available from July 2020

• 15 data sets published

• Average data size: 23GB

• 2020年7月利用開始

• 現在まで15件のデータ公開

• 平均的なデータ容量：23GB

https://jstagedata.jst.go.jp/jmsj

Introduction of
J-STAGE Data to JMSJ

JMSJへのJ-STAGE Data導入




