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I would like to congratulate the XML Scholarly Publishing
Association on becoming 10 years old
JATS Standing Commitee

Jeff Beck

Members of the Association and Japanese publishers and scholars have made an enormous

contribution to the maintenance, growth, and success of the ANSI/NISO Z39.96-2021, JATS: Journal
Article Tag Suite Standard over the years, especially in helping to reduce the Western Language focus
of the article models.

One of the earliest Japanese contribution that set the scene for other collaborations was the

involvment of the Scholarly Publishing Japan (SPJ) group including Soichi Tokizane in the creation

of the first draft version of JATS, JATS 0.4 in 2011. This first NISO draft was an update to the NLM 3.0
article models that included the important <name-alternatives> element [Container element for more
than one version of a personal name, the element <name> (for example, the name written in both Japanese

Kana characters and the Latin alphabet)].

Japanese authors have also made significant contributions to JATS-Con over the years. JATS-Con is a

conference for anyone who uses, or is interested in learning about, the Journal Article Tag Suite (JATS).

Articles include "Implementing XML for Japanese-language scholarly articles" by Soichi Tokizane in

2012 and "Creating JATS XML from Japanese language articles and automatic typesetting using XSLT"
by Hidehiko Nakanishi, Toshiyuki Naganawa, and Soichi Tokizane.

Additionally, in 2015, the Japanese Science and Technology Agency (JST) and the XML Scholarly

Publishing Association (XSPA) collaborated to host JATS-Con Asia (https://www.jats-con-asia.org/) in Tokyo.

This was the first JATS-Con to be held outside of the halls of the US National Library of Medicine, and
it was a great success.

Japanese contributions to the JATS article models and standard have been essential for the

globalization of the shared article models and invaluable for supporting the interchange of journal

article materials around the world. I look forward to the next 10 years working with the XML Scholarly
Publishers Association.
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学術情報XML推進協議会が10周年を迎えられたことを
お祝い申し上げます
JATS検討委員会委員

ジェフ・ベック

当協会の会員および日本の出版社や学者の皆様は、ANSI/NISO Z39.96-2021、JATSの維持、発展、成功に

多大な貢献をしてこられました。特に、論文モデルが欧米の言語に偏っている点を改善することに貢献されて
きました。

日本での最初の貢献は、2011年にJATSの最初のドラフト版であるJATS 0.4の作成に時実象一氏らScholarly

Publishing Japan（SPJ）グループが参加されたことでした。この最初のNISOドラフトは、NLM 3.0論文モデ

ルの更新版で、重要な<name-alternatives>要素［人名の複数のバージョンを表すコンテナ要素、<name>要
素（例えば、日本語のカナ文字とラテンアルファベットの両方で書かれた名前）］などの追加、改良を含んでいました。

また、JATS-Conには長年にわたり、日本人の発表者も多大な貢献をしてこられています。JATS-Conは

Journal Article Tag Suite（JATS）を使用したり、JATSについて学ぶことに関心のある人のための会議です。2012

年の時実象一氏の「日本語学術論文のXML実装」や、中西秀彦氏、長縄敏行氏、時実象一氏の「日本語論文
のJATS XML作成とXSLTによる自動組版」などの発表がありました。

さらに、2015年には、科学技術振興機構（JST）と学術情報XML推進協議会（XSPA）が協力し、JATS-Con

Asia（https://www.jats-con-asia.org/）が東京で開催されました。これは、米国国立医学図書館のホール以外で
開催された初めてのJATS-Conであり、大きな成功を収めました。

JATSの論文モデルと規格に対する日本の貢献は、共有論文モデルのグローバル化に不可欠であり、世界中

の雑誌論文資料の交換を支援する上で非常に貴重なものでした。さらに、これからの10年間、学術情報XML
推進協議会と一緒に仕事ができることを楽しみにしています。
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