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MDPI(Multidiciplinary Digital Publishing Institute) とは

日本支社の設立

MDPIJapan合同会社は、MDPIのサービスを通じて、世界の先端を走る日本の研究成果をよりスピーディかつオープンに世界
へ発信するお手伝いをするべく、2019年9月に東京に設立されました。

各ジャーナルの日本編集部の他、著者様向けのヘルプデスク機能を備えており、日本の皆様にMDPIのサービスをより身近
に感じてもらえるよう活動しています。

オープンアクセスについて

オープンアクセスとは、インターネット上に無料公開することで誰もが制限なく閲覧・利用
できる仕組みのことです。研究成果をオープンアクセスで無料公開し世界中すべての人々へ
科学情報を公開することで、より多くの知的革新と創発を引き起こし、科学技術のさらなる
発展へとつながることが期待されています。学術論文・科学情報に対してこの考え方が広
まったのは、2001年に開かれたBudapest Open Access Initiativeを中心とする一連
のオープンアクセス化の運動に由来しています。さらに論文購読料を読者に課す従来型
の出版社の相次ぐ購読料の値上げも相まって、今日までその規模は拡大し続けています。
また、オープンアクセス形式で公開された論文はそれ以外の論文に比べて拡散・引用され
やすいことがいくつかの調査で支持されるなど、その利点も注目されています。

1996年スイスのバーゼル市にて設立されたオープンアクセスジャーナル専門の学術出版社であり、オープンアクセス出版の
パイオニア企業です。研究データや科学情報に誰もがアクセスできる未来の実現に向けて、世界中の多様なバックグラウンド
を持つ研究者に対してオープンで使いやすいサービスを提供しています。

2021年現在、300以上のオープンアクセスジャーナルを多様な学術領域において出版・運営しており、そのうち85誌は
Clarivate社『Journal Citation Report』上でImpact Factor付きの評価を受けています。MDPIの出版サービスの特徴
として、迅速かつ高品質なプロセスが挙げられます（投稿から掲載までの平均日数：37日）。これは、投稿・査読・編集・採否
の決定・校正などの全ての過程が社内で一括管理されている弊社独自の編集プラットフォームにより実現されています。

MDPIは、出版サービスの他にも、論文データベースScilitや学会プラットフォームSciforumなど、研究活動をあらゆる
側面からサポートするサービスを多数運営しています。

MDPIは以下の団体に所属、参画しています。詳しくはウェブサイトを御覧ください。 www.mdpi.com/about
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MDPIのジャーナル

MDPIは医学・生命科学・物理科学・工学・地球環境科学・数理情報科学・人文社会科学
の幅広い学術領域において多彩なオープンアクセスジャーナルを運営しています。以下
は各領域における代表的なジャーナルです。全一覧は右のURLより御覧いただけます。

www.mdpi.com/about/journals

医学

(IF: 6.639)
腫瘍学に関する研究

(IF: 3.706)
医療診療における症例と臨床

(IF: 3.390)環境健康学・公衆
衛生に関する研究

(IF: 4.241)
臨床診療の症例と研究

(IF: 6.321)
薬学・薬品に関する研究全般

(IF: 4.422)
免疫学・ワクチンに関する研究

生命科学

(IF: 2.752)動物学・動物形態学
に関する研究

(IF: 6.312)抗酸化機構・代謝
に関する生命科学

(IF: 6.600)細胞生物学・分子
生物学に関する研究

(IF: 4.096)
遺伝学・遺伝子に関する研究

( IF :  5.923)分子生物学に関
する医学的研究

(IF: 4.128)微生物・ウイルス・
プリオンに関する研究

物理科学

( IF :  2.679)
自然科学に関する研究全般

( IF :  3.623)
材料科学に関する研究全般

( IF :  4.41 1 )
化学に関する研究全般

(IF: 5.076)
量子・ナノ材料に関する研究

工学

( IF :  2.881)薄膜および表面
加工に関する研究

( IF :  3.004)エネルギー利用
に関する技術と政策

(IF: 4.848)リモートセンスに関
する技術と応用

(IF: 3.576)センサー技術と応用
に関する研究

地球環境科学

(IF: 2.925)
農畜産物に関する科学や技術

( IF :  2.686)気象学やエアロ
ゾルなど大気に関する研究

(IF: 3.251)環境問題、持続可能
な開発へ向けた技術

(IF: 3.103)水質に関する科学、
水資源の管理技術・政策

数理情報科学

(IF: 2.524)エントロピーに関
する理論と計算

(IF: 3.049)電子取引に関する
技術・実例・法制度

(IF: 2.258)
数学に関する研究全般

( I F :  2 . 7 1 3 )対称性に関する
自然科学・数学

人文社会科学

(ESCI)芸術の歴史・理論・実践
に関する研究

(ESCI)
教育に関する理論と実践

( E S C I )哲学・研究倫理に関
する研究

(ESCI)社会構造・コミュニティ
に関する研究

*IF: Impact Factor, ESCI: Emerging Sources Citation Index (Clarivate Journal Citation Report 2021より)
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Regular Edit  最短5営業日
英文法や英単語・英熟語を、英語エキスパートスタッフが校正します

Rapid Edit  最短1営業日
Regular Editをさらにスピーディーに校正します

Specialist Edit 最短5営業日
Regular Editに加え、専門用語・表現を分野に精通したスタッフが校正します

Preprint

MDPIが運営する査読前論文(プレプリント)の公開用サーバです。ご投稿いただくと数日以内に
Preprint上で公開され、DOI番号が割り当てられます。迅速な論文公開をご希望の際はご活用
ください。なお、査読前論文をご投稿される際は、投稿予定先雑誌の規定をよくご確認した上
でご利用ください。		 	 	 　　

Sciforum

学会やシンポジウム、フォーラム、ワークショップ、サマースクールの際にご活用いただけるウェブ
プラットフォームです。Sciforumを使うことで各学術会議のウェブページを簡単に作成するこ
とができ、会の告知や参加登録、Call for Paper、講演の配信などを行えます。ウェブページの
作成サポートだけでなく、ご希望に合わせて宣伝やデザイン、当日運営(会場やスケジュール
管理など)、経理管理、抄録の査読などのサービスも追加でご利用いただけます。お見積りは
info-tokyo@mdpi.comまでお気軽にご連絡ください。なお、学会抄録やConference Paper
はSciforum上やProceedings誌上、または各ジャーナルの特集号として公開することが
可能です。いずれの場合でもDOI番号が割り当てられます。

Scil it

1.2億報以上の文献情報を収録する最大級の無料データベースです。Scilitには学術論文だけ
でなく学会抄録や学術書情報も収録されており、キーワード検索はもちろん、ランキング作成
や検索結果の表出力、結果の統計処理を行えます。論文執筆や研究トレンドの把握の際にぜひ
ご活用ください。	

二次利用に関して
MDPIが出版する全ての論文は、クリエイティブ・コモンズ表示4.0のライセンスのもと、オープン
アクセスで公開されています。適切な論文クレジット(著者名、論文情報など)を表示することを
条件に、改変や翻訳などの二次利用を無料で行えます。詳細はクリエイティブ・コモンズウェブ
サイトを御覧ください。	 　

著者様向けサービス

www.mdpi.com/authors/english

英文校正サービス
最短2営業日納品のスピーディーな英文校正サービスをリーズナブルな価格でご利用
いただけます。専門のスタッフが丁寧に校正いたします。MDPIジャーナルへ投稿される
論文に限らずご利用可能です。

https://sciforum.net

www.preprints.org

http://creativecommons.org

www.scilit.net
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大学・機関・学会様向けサービス

出版の各段階におけるMDPIサービス一覧

学術雑誌運営サービス JAMS

Journal & Article Management System(JAMS)は、学術雑誌の運営プラットフォームサービス
です。オープンアクセス出版のパイオニアとして蓄積してきたノウハウを活かし、効率的なオー
プンアクセスジャーナルの運用、既存の学術誌のオープンアクセス化などをJAMSを通じて行
うことが可能です。学会誌の運営にお悩みの学会様や、オープンアクセスジャーナル運営にご
興味をお持ちの方はお気軽に	info-tokyo@mdpi.com までご連絡ください。

機関オープンアクセスプログラム IOAP

Institutional Open Access Program(IOAP)は、大学・研究機関にご所属の研究者の方を対象
とした論文掲載料の割引プログラムです。登録機関にご所属の方は、論文掲載料(APC)を10%
割引、英文校正サービス利用料を10%割引でご利用いただけます。登録無料で、投稿数の制限
等はありません。また、登録機関の図書館用のMDPIアカウントを作成することで、所属機関
からご投稿された全ての論文を一括管理することが可能になります(論文情報や出版状況の
確認、論文掲載料の一括支払いなど)。国内外800以上の機関様にご利用いただいています。
お申込みやご質問は	info-tokyo@mdpi.com	までご連絡ください。

Writing
英文校正

Submission

Peer Review

1st Decision

Revision &
2nd-review

Final Decision

Published

Preparation
Scilit

平均 �� 日

平均 �� 日

学会パートナーシップ
MDPIが運営するオープンアクセスジャーナルをパートナー誌としてご登録いただくと、
・	学協会員様の論文掲載料(APC)の割引
・	学協会様ご企画の特集号での論文掲載料	一部無料(ご企画は任意です)
・	ご主催の学術会議やシンポジウムへのスポンサーシップ
・	Sciforum利用料の割引
などの特典をご利用いただけます(登録料・更新料	無料)。	
ご登録後は、パートナー誌ロゴのホームページ上へのご掲示をお願いしています。
オープンアクセスジャーナルの運営・活用にご興味をお持ちの学会様はぜひご検討ください。	
これまでに国内外100以上の学会様にご登録いただいています。
お申込みやご質問は	info-tokyo@mdpi.com	までご連絡ください。



お問い合わせ先
E-mail :  info -tokyo@mdpi.com

Tel:  (03)  5829 3835

平日9:30-18:00

東京オフィス所在地
〒103-0004

東京都中央区東日本橋2丁目23-3　
MYS東日本橋4階

www.mdpi.com/offices/japan

www.facebook.com/MDPIJapan

blog.mdpi.jp.wordpress.sciforum.net/


