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Taylor & Francis Groupが
ジャーナル出版を
お手伝いいたします

“

…ジャーナル3誌の出版にTaylor & Francisを選
んだことは、ビジネス的にも最高の決断
でした

”

AMERICAN ACADEMY OF ADVERTISING

さらに拡大する
オープンアクセス

「Open Select」方式では、出版方
法をオープンアクセスと講読ベ
ースのいずれかより選択いただ

Taylor & Francisでは、2006年以降オープンア
クセス出版の取り扱いを行っています。著者の
ための幅広いオプションを取り揃え、信頼度の
高いピアレビューと共に良質のオープンアクセ
スジャーナルの出版を可能にします。ゴール
ド・オープンアクセスの利用は、フルテキスト
のダウンロードと共に増加の一途をたどって
います。
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オープンアクセスに関するビデオは以下のリンクよりご覧いただけます

www.tandfonline.com/page/openaccess
Taylor & Francisは、学術団体との密接な連
携により、オープンアクセス出版に向け
た取り組みを行っています。その一例が
Regional Studies Associationsのゴールド・
オープンアクセスジャーナル『Regional
Studies, Regional Science』です。

「我々の新しいオープンアクセス
ジャーナル『Regional Studies, Regional
Science』は、Taylor & Francisのマーケ
ティングとソーシャルメディア・チ
ームの専門知識と熱意によってうま
く立ち上げることができました。彼
らの粘り強く，創造的な取り組み
は、我々の著者や広範に渡る研究者
コミュニティに利益をもたらしてく
れることは、言うまでもありませ
ん。」
SALLY HARDY, REGIONAL STUDIES
ASSOCIATION 最高責任者

制作からオンライン掲載に至るまで、ジ
ャーナル出版のあらゆる側面において、
協力のもと作業が進められました。同誌
は、2013年11月冬の学術大会にて創刊が
発表されました。

Finchレポートの公表
後、一年以内に24のピュ
ア・オープンアクセスジャ
ーナルを出版。

ジャーナルを成功へ導く
プラットフォーム
Taylor & Francisは、自社の革新的な発想に誇り
を持ち、努力を惜しみません。その一例とし
て、American Statistics Associationのような学術
団体に向け、専用のポータルサイトの作成を行
っています。Taylor & Francis Online上に置くこと
で、各学術団体とTaylor & Francisのウェブサイト
とを機能的にブランディングさせています。

「Taylor & Francisとの契約は、
Sociological Focusにとって過去数年
間で最も重要な決断でした。制作過
程はスムーズで、チームは専門的で
対応力に優れ、またオンライン・シ
ステムも素早く柔軟、素晴らしいテ
クニカル・サポートも備わっていま
す。」
ANNA LINDERS, NORTH CENTRAL
SOCIOLOGICAL ASSOCIATION

「ASAのポータルサイトは、我々の
ポータルサイト

フロントページ

ジャーナル群を、学会のブランドと
して一つの区分されたサイトに集め
る上でとても役に立ちました。ポー
タルサイトのページでは、ユーザー
は全タイトルの中からフルテキスト
検索やより高度な検索が可能で、好
きなジャーナルにアクセスすること
が出来ます。フレキシブルでわかり
やすいサイトであることが利用を
促進し、ASAのジャーナル群がより
注目を集めることに繫がっていま

メンバー専用ページ

ASA用に作成されたポータル・サイトでは、
メンバーや購読者がTaylor & Francisより出版
されたASA関連ジャーナルにアクセスでき、
論文単位でのメトリクス、および彼らのジ
ャーナルに限定した検索機能を提供してい
ます。

す。」
ERIC SAMPSON,
AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION

最新の市場における
課題への対応
世界中に拠点を持つTaylor & Francisの製作チーム
は、最先端の制作共有システム、Central Article
Tracking System (CATS) の使用により、提供する
サービスの継続的な向上と拡張を目指していま
す。またこのような革新は、高度な品質水準を損
なうことなく提供しています。当社の制作部門は
「最初から正確に」の文化を取り入れています。

「中でも特にありがたかったこと
は、厳しい市場環境において学術ジ
ャーナルをいかに運用するかに関す
る、編集委員会での気軽な議論でし
た。それを繰り返すうちに、ジャー
ナルの学術的評価は向上していまし
た。」
WAYNE HART, AUSTRALIAN ASSOCIATION
OF SOCIAL WORKERS
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発展的な出版をリード
Taylor & Francis Groupは、発展途上国の非
営利機関に対し、できるだけ広く学術ジ
ャーナルを提供することに全力で取り組ん
でいます。
当社には、STAR (Special Terms for
Authors and Researchers、著者と研究者の
ための特別規定) と呼ばれる独自の方針の
採用により、発展途上国の研究者や著者に
対し、それぞれの研究に役立てるために学
術論文へのアクセスを可能にする取り組み
を行っています。この取り組みを実施して
いる出版社は当社以外にありません。

「現在ISTEでは、これまで行って
きた学会出版からRoutledgeレーベル
からの出版へ移行の最中ですが、こ
れまでの経過には非常に満足してい
ます。オンライン投稿査読システム
ScholarOneのトレーニングは、わかり
やすくて有益なだけでなく、楽しみ
ながら受けることができました。 こ
れからは安心して任せることができ
ると確信しています。実り多く末永
い関係に期待しています。」
KATE CONLEY, INTERNATIONAL SOCIETY
FOR TECHNOLOGY IN EDUCATION

「極めて制約された、機関の縛りの中で研究を行っている研究者のアクセシビリテ
ィに対して我々が抱いていた懸念は、いわゆる「発展的イニシアチブ」を目指して
多大な努力を続ける、Taylor & Francisのおかげで幾分緩和されました…」
JOOST FONTEIN, CRITICAL AFRICAN STUDIES

世界中から
いつでもアクセス

「国際的に出版されている学術ジャ
ーナルのEditorとして、T&Fとのやり
とりは他に例をみない、たぐいまれ

モバイル端末による情報アクセスがかつてない
ほど増加する中、Taylor & Francisでもそのニー
ズに応じて最新のモバイル対応に取り組んでい
ます。ユーザーは閲覧、検索等、ニーズに合わ
せて当社のモバイル・インターフェイスを最適
化することができます。また、論文の保存やオ
フライン時のアクセス、ホーム画面のカスタマ
イズ、さらにはメールやソーシャル・ネットワ
ークで記事の共有も可能。その他多くの便利な
機能をご用意しています。

な経験でした。非常にリーズナブル
な条件設定、素晴らしい出版設備に
よるバックアップ、編集者に与えら
れた完全な自由、迅速な対応、問題
に対する効率的な是正、極めて丁寧
な応対…良い点は挙げてもきりがな
いほどです！」
M. C. DEO, ISH JOURNAL OF HYDRAULIC
ENGINEERING, EDITOR-IN-CHIEF

www.tandfonline.com
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とその洞察力は期待を上回るもので
した。また透明性が保たれた中での
徹底的なサポートにはとても助かり
ました。テクノロジーのすごさも卓
越したもので した。」
KATHY LEWIS, INSTITUTE OF HEALTH
PROMOTION AND EDUCATION 名誉幹事

「日本国外における我々のジャー
ナルの認知度が大幅に高まりまし
た。 論文へのアクセス数の向上が、
引用数の増加に大きく貢献していま
す。」
矢野豊彦, JOURNAL OF NUCLEAR SCIENCE
AND TECHNOLOGY, EDITOR-IN-CHIEF

David Green,
グローバル・ジャーナル出版
ディレクター
david.green@tandf.co.uk

「CAAの長年に渡るRoutledgeや
Taylor & Francisとのパートナー
シップは、私達の主力ジャー
ナル『The Art Bulletin』、『Art
Journal』そして『caa.reviews』の
制作、デザイン、発信過程に
おいて、エキサイティングな
革新を期待させてくれます。
今後もこれらの重要な出版物
の読者の幅をさらに拡張し、
画期的な学識を世に広める新
たな方法を提案していきたい
と思っています。」
ANNE GOODYEAR, COLLEGE ART
ASSOCIATION 理事長

「Taylor & Francisは、各種学会
との恊働において豊かな実績
を持っています。学会という
特殊な組織のニーズに対し、
理解を持って応じてくれま
す。」
HELEN PERKINS, SOCIETY
FOR RESEARCH INTO HIGHER
EDUCATION (UK) ディレクター

学術ジャーナル出版のために
Taylor & Francisとのパートナー
契約を結ぶ学術団体の数は、過去
数年の週1件のペースと比較して
急速に増加している。

「敏捷さと対応力は、Taylor &
Francisの大きな強みであり、そ
れらは作業に関わるスタッフ
の才能と献身的な姿勢の賜物
でしょう。」
PROF. DON AMBROSE,
THE ROEPER INSTITUTE, USA

www.taylorandfrancisgroup.com/partnership/societies

Taylor & Francis Groupの学術
ジャーナル出版についての詳
細は以下までお気軽にお問い
合わせ下さい：

