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米津保雄1)

{要約}タンパク質構造情報の多くは一次構造についで分光学的 (CD宅ORD等)に容易に取得

可能な二次構造であり宅単結晶を必要とする三次構造情報は既知のタンパク震の中でも多くはな

い。そのために，構造と機能との相関を犠討するには宅三次構造既知のタンパク震機能の二次講

造と検討する対象タンパク震の実験で得られる二次構造データとの類似性が重要な情報となる O

そこでー従来では完全な三次構造データからしか算出できなかった二次構造抽出を，不完全(構

造ヂータの…部欠損した)な玉三次講温からでも推定抽出可能にする算出法を検討して司ベクトル

化によるアルゴリズムを報告した。本アルゴリズムは アミノ駿配列情報と Cα座標の三次構造

のみからニ次靖盗を推定抽出する。

{キーワード]タンパク質，二次構造宅三次構造，ベクト jレ化宅アルゴリズム

1 .はじめに

タンパク質立体構造(圏1)から二次構造を推定抽

出するアルゴリズムについて報告した。現在，タン

パク質分子情報に関する公知データベースとして利

用可能なものには，立体構造について PDB(Protein 

Data Bank :米国)および CDB(ケンブリッジ結品

データベース:英国)，配列データベースでは PIR

(Protein Identification Resource :米国)， SWISS-

PROT ( EMBL & University of Geneva :スイス)， 

さらに，機能配列パターン情報の PROSITE

(University of Geneva :スイス)がある O しかし，機

能を検討する上で重要である立体構造情報について

は，現得が実験上の問題やデータベースへの登録が

積極的で、なかったことなどから配列情報に比べてき

わめて少ない。すでに，これらの事実を考慮、して，

データベース登録されていないタンパク質三次元構

造を知る上で参考となるデータ取得のために，郷ら

は文献掲載のステレオ悶を利用して視差角から三次

元座擦を得るソフトウェアを開発して [1L多くの

研究者にツールとして使われている。郷らによるソ

フトウェアによって三次構造の読覚化は可能となっ

たが，ステレオ図の多くは Cαの座標であり側鎖な

どの構造情報は含まれていな~'0他方，一般的に生

化学的分析によって多く，また簡易に分析されてい

る一次構造および二次構造情報の有用性はいうまで

もないところである。また， PDBなどの公矢口 DB

の三次・一一次構造と二次構造データには不一致が認

められ，その標準化のために PDBには二次構造辞

書作成を行える Kabush& Sanderプログラムが添付

されているが，本プログラムは水素結合にもとづく

アルゴリムで作成されているため側鎖データを必要

とする。 よって PDB登録書式のすべてを網羅した

三次構造であれば， Kabush & Sanderによって二次

構造を推定抽出可能であるが [2L公知データベー

スに登録されていない「ステレオ図などから作成さ

れた三次構造」や登録されていても「データが一部欠

損している立体構造:不完全な三次構造jなどでは

適応できない。そこで，ステレオ図のように Caの

座標(主鎖構造のみ)からなる三次構造および部分的

なデータ欠落にも対応して，二次構造を抽出するア

ルゴリズムを才会討した。

1)茨i成大学工学部システム工学科 同大学院理工学研究科システム工学専攻問附刊誌求先宇316 茨城県日立rn'I'，災沢II!T4… 12-

1. yonezawa@life01.dse.ibaraki.ac.jp) 
(原稿受理B1995年 6月四日)
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逆平行

F構造

日へリックヌ

間 1 タンパク賓の分子内構造

D. Freifelder“Essentials of Molecular Biology" 

Jones and Bartlett Pub. Inc.， 1985の図を参考にした

2.本アルゴリズムの基本スキーム

本アルゴリズムは既知の三次構造データの中で{則

鎖情報が欠落したもの，すなわちアミノ酸配列情報

とCαの三次産標のみから二次構造を抽出する。そ

の処理の基本は，構造既知のタンパク質三次構造

データをそのアミノ酸配列憤報にしたがって方向ベ

クトルとしてデータベース化(以下，判定DB)し，

その判定データにもとづいて対象とする二次構造未

判定のタンパク質三次構造をベクトルイとして，判定

DBのベクトルデータとマッチングすることによっ

てニ次構造を抽出するものである。本アルゴリズム

は以下の 3つの処理部から構成される。

1 )方向ベクトル計算処理部

構造既知タンパク鷲の各三次構造座標 (Cα鹿襟)

をアミノ酸の配列順序にしたがって方向ベクトル成

分に分解して判定BDを作成する。

2 )対象タンパク質ベクトル計算部

一次構造未知のタンパク質三次構造座標 (Cα鹿

標)を方向ベクトル成分に分解する。

3 )二次構造抽出計算部

判定DBに登録されている既知構造から抽出され

た二次構造と対応する方向ベクトルと，対象タンパ

ク質の方向ベクトルを比較検紫して，対象三次構造

データより二次構造を抽出する計算部。

四次構造

(複数のサブユニットの 合体)

三次構造

(一本のペプチド鎖の作る立体構造)

ドメイン

(コンパクトな球状構造)

モジュール

(エキソンに対応する約20残

の局所ペプチド鎖)

一次構造

(アミノ酸配列)

回2 タンパク嚢構造の階層性における二次構造

すなわち，本アルゴリズムは構造既知タンパク質

(三次構造，二次構造および一次構造〔配列情報J)を

もとに，各二次構造構成要素部分を方向ベクトルに

分解し，データベース化(判定 DB)し，その判定

DBを用いて二次構造未知のタンパク質三次構造か

ら二次構造を推定抽出するものである。そのため

に，劉鎖データがなくとも，また，一部の構造欠損

があっても二次構造算定が可能であることを特徴と

しているアルゴリズムである。

3 .アルゴリズムの構成

本アルゴリズムの 3つの処理部について以下に詳

説する。

3. 1 判定データ計算処理部(既知構造からのこ

次構造抽出パラメータ算出)

三次，二次，一次構造既知で、あるタンパク質構造

データを PDBなどから取り出し，それらタンパク

質構造中に存在する α幽Helix，s -Strand構造(霞 2)

の各々をベクトル化して，二次構造抽出のパラメー

タとなる基本構造データの算出)として出力する。

また，この処理と平行して Sheet構造のパラメータ

計算(方向ベクトル，伸展ベクトル， Strandのねじれ

角)および二次構造位震の認識計算として，タンパク

質中に存在するこ次構造の Horizontalangleの計算を

行なう O これら算出した伸展ベクトル・パラメータ
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全件データ

対象タンパク質二次構造推定

図3 ユニバーサル判定値を用いた処理の流れ

鑓について， α抗 elix，/3 -Strandの伸展ベクトルの

平均健と標準偏差値をこ次構造ごとに算出する。

3.2 判定値 DBの構築処理部

先の判定データ計算処理部で出力されたニ次構造

抽出暫定用データ(判定データ)をデータベース化す

る。本 DB構築部では α-Helix，/3欄 Strand構造，

Sheet部構造， Strandのねじれ角，二次構造の

狂Olizontal朗 gleのデータを格納する。そのデータ格納

の分類には以下に示す基準を適応したい-610
a)計算されたタンパク質金件のデータ，その平均

値および擦準備差値。

b)スーパーファミリ一分類(Dayhoffら[3])にも

とづくカテゴリーごとのデータ，その平均値および

標準備差鑓。

c)機能分類 (PDB)にもとづくカテゴリーごとの

データ，その平均値および標準偏差値。

d) PROSITE (機能に特徴的なアミノ酸配列パター

ンDB)にもとづくカテゴリーごとのデータ，その平

均髄および標準備器値。

3.3 二次構造抽出判定処理部(一次構造と Cα 

座標のみのタンパク費立体構造からの二次

晴造抽出)

一次構造(配列i寄報))1関にもとづく Cα産標の順

番で先に述べた各Cα関の各撞ベクトル計算を行な

い，その結果をすでに算出している判定データと

ファミリ一対象
一次構造から

ファミリ一計算

対象タンパク質二次構造推定

国4 ファミリー分類値を用いた処理の流れ

マッチングさせて各二次構造の種類を判定する。さ

らに，時様にすでに既知タンパク質から算出した

Horizontal angleとのマッチングによって二次構造

の位置を推定する O この位置誰定にもとづいて各々

の二次構造種の領域(長引を決定する。以上の 3ス

テップを処理することによって，側鎖データがなく

とも二次構造を抽出することが可能となる。

次に，本アルゴリズムを用いる場合の典型的な処

理を流れ図で、示す。

( 1 )ユニバーサル判定髄の利用(図 3) 

一次構造判定データの算出を行なうためのタンパ

ク質が，対象タンパク質にとって構造抽出の判定デー

タを算出するための母集団として十分な数がある場合

には，その全件データを用いて二次構造推定を行な

う。この場合，種々のタンパク質構造研究の進拶に

伴ってデータ量が増加すれば，本アルゴリズムによる

推定の根拠である判定データ算出のもとデータ(母集

団)が増えることから，判定借頼度が向上していくと

いうデータベースの成長性が見込まれる。

( 2 )ファミリ一分類判定値の適罵(図的

ファミリ一分類のように構造類倒性にもとづくタ

ンパク質の分類の範囲において二次構造暫定データ

を算出した場合には，三次構造を構成する二次構造

の種類と機能構造を形成する桔対位霊をある程度ま

で絞り込むことができる O このような限定範聞にお
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ファミリ一対象
次構造から

ファミリ一計算

ファミリー単位での

){ターンマッチング

対象タンパク質二次構造推定

図5 不完全タンパク賓の処理の流れ

いて算出される二次構造判定データは，全件データ

から算出される判定データに比べてその推定精度の

向上がなされる。

これは，ニ次構造判定データの算出を行なうため

のタンパク質が対象タンパク質にとって十分な数を

確保できない場合や，よりよい精度を得たい場合に

有効な処理である。

( 3 )不完全タンパク質への適用

対象タンパク質の三次構造座標データが一次構造

に適合しない場合，すなわち三次構造鹿楳の欠落が

ある場合には，従来アルゴリズムでは二次構造推定

国難であったが，本アルゴリムでは補正処理によっ

て算出することが可能である。これは三次構造艦標

の欠落があった場合においても，ベクトル計算上で

鹿擦を方向ベクトルの最小二乗法などの統計子法に

よる捕正を行ない二次構造を算定するものである。

また，アミノ酸配列の類似度の高い場合には，その高

類似のタンパク質から算出されている判定データで構

うことができ，これをもとに二次構造を算出する。

4.二次靖造推定抽出の処理計算

本アルゴリズムを構成する二次構造推定抽出のた

めの各処理言十算は，次に示す 2つの形状抽出をもと

としている(表 1)。

上記Helix/Strandの形状抽出ならびに戸胴シート形

状拙出を行なう各計算は以下のとおりである。

表 1 形状抽出の各計算処理

Helix/Starand 

の形状抽出

/3-シートの形

状抽出

axis (Helix， Starand)の伸展

方向ベクト jレの計算

①iヲーシート面の方向(シート

面の法線ベクトル)計算

②戸"シート揺の伸展方向(

StrandのaXlsの平均)計算

③戸"シート面のねじれ角の計

算

1 ) Helix . Strandの形状拙出

この形状抽出は axis(Helix， Strandの伸展方向ベ

クトル)を算出することで行なわれる。 ここで，

HelixやStrandの中心糠の方向ベクトルを axisと定

義する。 axisは/3-シート面の形状や結晶格子中での

パッキング状態におけるこ次構造の位霞関係を定義

するために行なう計算であり，正規化したベクトル

として axisのX，Y， Z成分と， axisをX軸に投影

した時の長さを算出する。

計算の手順:Helixや Strandを構成するアミノ酸

残基の α炭素座棋をもとに， axisの底線の方穏式を

最小ニ乗法で計算する。さらに axisをX軸に投影

した長さの計算は以下による。

1= (Xmax -Xmin) / A 

ただし Xmax，Xminはそれぞれ Helix，Strand 

のX成分の最大値，最小{直o

AはHelix，Strandの axisのX成分。

2 ) /3暢シートの形状抽出

この形状抽出は(J綱シート面の方向，s-シートの

伸展方向と s-シート面のねじれ角の計算の 3つから

なり，各々の許算は以下のとおりである。

①介シート面の方向(シート面の法線ベクトル)

計算

/3 -シート崩の法線ベクトルの計算により，正規化

したベクトルとしてのF幽シートの X，Y， Z成分を

各Strandを構成する α炭素の座標より，これらが形

成する面の方積式を最小二乗法で算出する。

②/3 -シート面の伸展方向 (Strandの axisの平均

値)の計算

戸舗シート面の伸展ベクトルとは， /3-シートを構

成する Strandの axisの平均値であり，このとき

Strandの反平行関係は無規し，すべて平行であると
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して Strandの axisの和を取ることとし，正規化さ

れたベクトルとして，'3-シート面の伸展方向のベクト

ルの X，Y， Z成分を次のように算出する。

EX=(ヱAXX(i) X R (i) ) /N 

EY=(三AXY(i) X R (i) ) /N 

EZ= (ヱ AXZ(i) X R (i) )府

ただし， EX， EY， EZは戸剛シート面の伸展方向

ベクトル

iはStr・andのid

AXX (i)， AXY (i)， AXZ (i) ; Strandiの axisR

(i) ; S汀andに対する iの平行皮平行関係 1=王子行，

l口皮平行 ;N:シートを構成する Sむandの総数

@p-シート屈のねじれ角の計算

iトシートは単純な平面ではなく若干のねじれが存

在し，その p欄シートを構成する両到の Strandの

axisのなす角をF鞠シート逝のねじれ角と定義して

次のように算出する O

ANG= COS (AXX ( 1 ) X AXX (N) X R (N) 

十AXY(1) X AXY (N)半沢 (N)十

AXZ (N) X R (N) ) 

ただし， ANGは戸"シート顧のねじれ角

AXX ( 1 )， AXY ( 1 )， AXZ ( 1) : Strand 1に

対する axis

AXX (N)， AXY (N)， AXZ (N) : Strand Nに

対する aXls

R (N) : Strand 1に対する Strand Nの平行・

反平行関係 1=乎仔 2=反平行， N=シートと

形成する Strandの総数

5 .本アルゴリズムの出力例

アルゴリズムの検証を行なうために，ユニバーサ

ル判定データとファミリー判定データを用いたニ次

構造抽出を行った。双方ともに，対象タンパク質は

PDBに登録されている 4DFRを用いた。ユニバー

サル判定データは PDB(1993年版)の全件データの

みを用い， CDB等は加えない条件である。

また，ファミリー判定データは PIR(Protein 

Idenification Resouce)で 4DFR (Dihydolofolate 

reductase[ EC : 1.5.1.3])と問じ事在日書のスーパーファ

ミリーを対象として算出した。※ [4DFRは13-

121 

Sheet rich Proteinの併として用いた]

1 )ユニバーサル判定データによる抽出

‘OFR 
159 
HI S L IMLA V01¥ V IGH&N̂ HPWN LP AD 1.1¥ WTκru-lTLOXl'VIHG氏IITWCSI
GRP LPGRKHI 1 LSSQPCTDOt¥V'l'WVKSVOEAIMCGOVP t IHVIGGGP.V'i 
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I;RIA:ユニバーサ)1.-判定データを附いた二次11¥13主主IIIH'¥'I]定対象タ
ンノtク1:t(こ 4DFRを用いて K&S法と本アルゴリズムを

比較したc 許可定データを PDBの会f'!:データから作成し

た為に二次椛遺品11mパラメータが 4DFR腐の特徴を巡りj

に表していず， 111JJ'l'，おうJJ!'が低い]ここで， Aiまa-Helix，

B は/3-Strand， TはT臼rnを表す。

2 )ファミリー判定データによる抽出l
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図B:ファミリー判定データを附いたこ次榊造.JlIIH"，判定対象タン
パク質に 4DFRを用いて K&S法と本アルゴリズムをi七

較した。じ¥ol]iEデータを PDB'1'の!湾じファミリーデータ
から{抑止した為に二次構造抽出パラメータが 4DFR属の

特徴を適切に表し，長11.'1:'，精度がおくなっている]ここで，

Aはα-Helix，B (ま，g-Strand， TはTurnを表す。
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6.結 圭亙
ロロ

本論文では，タンパク質三次構造をベクトル化す

ることによるニ次構造推定抽出アルゴリズムによっ

て，完全な三次構造座標が整わないタンパク繋にお

いても二次構造を推定抽出することが可能となっ

た。また，本アルゴリズムは利用方法を検討してい

くことで対象タンパク質に最適な情報蓄積を行な

い，研究上の精度を上げることが可能なシステム構

造をとらせることができるようになっている。現状

でのタンパク質立体構造データベースはタンパク質

機能の研究で期待される程には充実しておらず，タ

ンパク質の三次構造座標データの蓄積増加が期待さ

れるところであるが，単結晶化がネックとなってい

る。これらの背景においては，公知となったタンパ

ク質構造情報の有効活用によるこれらデータの補償

は少なからず要望されるところであり，本アルゴリ

ズムではその一部を補完できることを示せた。今後

は，より膨大な情報元である遺信子配列情報との関

係連携した大規模データベースが必要であると考え

る次第である。
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Abstract 

An algorithm is presented for predicting the secondary structure of the tertiary protein structure that is partially 

missing from its PDB (Protein Data Bank) . This algorithm [vectrization algorithms: VA] compares the vectrized 

tertiary structure and secondary structure. The V A approach is used to analyze the tertiary structure in the PDB， 

whose crystal structures are already known from X-ray studies. Comparative analysis followed by multiple 

comparative regression identifies those PDB data that correlate with the variation in properties described by a 

comparative set. The properties of ir市 restin this study are co民 ernedwith the extraction ofα-Helix， s -sheet合om

the tertiary structure. 

The algorithm offers important advantages over those currently in use for the prediction of unknown proteins in 

the secondary structure. 

五eywords:Protein， Secondary structure， Tratiary structure， Vectrization， AIgorithms 
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タンパク質ー DNA構造相関にもとづく

機能タンパク質データベヤスシステムの構築

米津保雄1)

{要約]遺伝子自己升情報およびタンパク質配列情報からタンパク蜜機能を推定することを毘的と

した情報処理を行なうためには，配列靖報宅二次構i急三次構造構報等とその機能情報との相関

が行なわれる必要があり宅そのためのヂータベースシステムを構築した。本データベースシステ

ムは機能をオブジェク卜としたタンパク質講温情報とその元情報となる遺伝子惜報との相関検索

を行なうための RDBMS(リレーショナル・データベース・マネージメントシステム)であり宅構

造の特徴を抽出するための「アライメント機能jおよびパターン比較と機能オブジェクトとを関係

付ける「構造活性相関機能jを持つ。また司その構築においてはハードウェアによる処理能力の向

上性を推進可能とするために，移植性に重点を置いてソフトウェア・プラットホームとして GUI

(グラフイカルユーザインターフェイス)に X-Windowsを宅またデータベ…スツールとしての

RDBお1SにORACLEを用いたO

{キーワード}タンパク質構造晴報宅遺伝子配列摺報句構造機能相関宅 RDBMS，UNIX弓移植

性弓 X-Windows

1 .はじめに

遺伝子配列の決定法の急速な進歩により，コン

ビュータfgI{:析の対象となる生体構造分子情報に関す

るデータベースは膨張の一途をたどり，また，ヒト

ゲノム鵠報解析プロジェクト[1 ]の本絡稼働化に

伴って，その成果物である遺伝子配列から有用情報

を抽出するための情報処理システムの必要性が高ま

り，その開発は急務となっている。未知の配列情報

から機能などの有用情報を得るためには，広範囲な

「構造と機能相関のデータベースjがその基盤として

必要であることは明らかであり，その矯報処理研究

の第一段階として機能をオブジェクトとする構造と

の梧関を客観的な尺度で示すことを可能とするデー

タベース構築を許回し，まずそのためのデータ蓄積

を実施した。

本目的達成のために，すでに判明している機能を

オブジェクト化し，その機能と梧関している構造

(一次構造〔配列情報)，二次構造，三次構造)を検索

可吉巨なデータベースシステムとして設計し，プロト

タイピングした。

本データベースシステムはオブジェクトである機

能から配JIH寄報を検察でき，またその配列情報にも

とづいて立体構造情報であるニ次構造ならびに三次

構造をリレーショナル(関係付け)に参照することを

可能としている。さらに，機能オブジェクトの範囲

における類似、性検索のためのfアライメント機能Jと
配列パターンの類似性を算出する「ホモロジ一計算

機能jを持つ(*用いたアミノ駿パターンの記述に関

しては，機能に特徴的なパターンにより分類されて

pるPROSITE:スイス[2 ]に準じた)0 

こ次構造および三次構造は fpDB(Protein Data 

Bank) [ 3] :米自」登録のものを， PROSITEとクロ

スリファレンスできる SWISS-PROT[ 4] :スイ

ス， EMBL Data base [ 5 ]欧州をもとにして抽出

した。さらに，これらのタンパク質構造情報で補え

1)茨城大学工学部システム工学科 同大引涜理工学研究科システム工学専攻〔別刷り訪求先:キ316 茨城県日立市"10成沢的 4-12-
1， yonezawa@lifeOl.dse.ibaraki.ac必〕

(原稿受理日 1995年 6月20日)
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表 1 公知の生体分子データベース

種類 データベース名称

核薮
I I1¥ D.._~_'_酬情報データ〕DB CD Europian Molecular Biology Laboratory 

Data Library 
CZ) GenBank (NCBI: US) 
③ GDB (Theg巴nomeData base for Human 

Gene Mapping: US) 
D抗PA(Drosophi Genetic Map: US) 

① EDP (Promotors Data Bases: US) 
@ ECD (Eschericia coli D B: US) 
⑦ TFD (Trans. Fact. Data. Base) 

その他 ⑧ REBASE (Restriction Enzyme) 
の遺伝 ⑨ ENZYME (Enzyme Nomenculture) 
子 DB ⑮ OMIM (Disease Information) 

タンノf ① PIR (Protein Sequence Data 
ク'sf認日 Base， NBRF: Gorgetown Univ) 
ヲIJDB CZ) SWISS司PROT(EMBL & Univ. Gen巴va)

③ DPIP (Database for infomation 
ofPeptide (ペプチド研究所.jp) 

タンノf 告 PDB(Protein Data Bank) 
ク質立 Brook Haven National Lab 
体構造 ⑤ CSD (Cambridge Stracture Data 
DB Base) 
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* 1993年でのデータベース

ない立体構造を CSD(Cambridge Stracture Data 

Base)で補足すべく CSDにリンク可能なインター

フェイスを持たせている。

以下に本データベースシステムで参照した既存の

データベースの代表例を示す(表 1) 0 

このように数多くのデータベースが構築されてき

ており，立体構造情報は約千数百件と少ないが，配

列情報は遺伝子操作技術の伸展によりすでに数十万

件を超える現状にあり，とくにヒトゲノム・プロ

ジェクトによる遺伝子配列情報の増大には著しいも

のがある。

2 .タンパク質の機能分類とデータベース

タンパク質活性(機能)のデータベースは先に述べ

たIPROSITEJが公開されている。本データベース

はタンパク質立体構造データベースである PDBお

よび遺伝子配列情報データベース (EMBL，

// 
ID PROTEIN_KlNASCTYR: PATTERN 

AC PS00109: 。APR-1990 (CREATEO): APR-1990 (DATA UPOATE): APR-1990 (INFO UPOATE) 

DE Tyrosine protein kinases specific signature. 

PA [L1VMFYC! -x-[HY! -x-D-[L1VMFYト [RA!-x (2) -N田[L1MVFC!(3) 

対 /RELEASE=14. 15409: 
間 /TOTAL=85 (85): /POSITIVE=85 (85): /UN州問酔0(0): /FALSE]OS=O (0) : 

NR /FALSCNEG= 1 (1) ; 
CC /TAXO-RANGE=7?E?V: /W，X-REPEAT叶;

DR P00534， KER1$CHICK.τP11273. KER2$CHICK. T: POOS35. KERBSAVIER. T; 

DR 向 4412. EGF間関酎E. T: 向 0533. EGFR$Huw，N. T: 向 6268. EGFS$H酬 AN. T; 

DR P04626. ERB2$HωAAN. T: P06494. NEU$RATτP13388. 田/RK$XIPMA， T: 

DR P08069. IG1R$Hl為IAN. T: P06213. INSR$HLt<仏N. T: P 15208. 1 NSR$MJUSE. T: 

DR P15127. INSR$RAT • T; P09208目 INSR$DRα叫E. T; P14616. IRR$封印oIAN • T; 

DR P14617. 1沢民$CAVPO • T; P00529. KROSSAVISU. T; P08922. KROS$Huw，N. T; 

OR P08941. KROS$CHICK. T; P04629. TRKl刷出!AN. T; P08119. TRK2制uw，N. T; 

司 P15209. γRK8$MJUSE. T; P08923. KL TK製品OUSE. T; P13368. 1LξS$OR四泊E. T; 

DR Pl0121. KKIT$H凶品N. T; P05532. KK IT製伺USE. T; P04048. KK IT軒 SVHZ. T; 

DR P09619. PGOR$HWAN. T; P 16234. PGOS刷出制札 T; 向 5622. PGORS，肌JSE. T; 

OR P 13369. KFMSSFELCA.γP00545. KFt晶軒SWD.τP01333. KFM$$Huw，N. T; 

OR P09581. KF!品$閥USE. T; P 11362. FLG$HLt<柑~ . T; P16092. FLGS!品USE • T; 

OR Pl0616. NINL$DRCME. T; Pl0611. NINS判決倒E. T; P03949. KA8L$CAEEL. T; 

OR P11681. KABLSCALER. T; P00522. KABL$ORα~E. T; Pl0447. KABL$FSVHY. T; 

OR P00519. KABL$Hl>品N. T; P00521. KABL$制LVAB. T; P00520. KABLSト~USE. T; 

DR P09759. KELK$RAT • T町 P1423B. KFES$FELCA. T; P00542. KFESSFSVGA. T; 

OR P00543. KFES$FSVSτ. T; P07332. KFES$HWAN. T; P00544. KFGRSFSVGR.τ; 

OR P09169. KFGR$H協もAN. T: 引 4234. KFGR鈴I¥OIJSE. T; P09160. KFLK$RAT • T; 

OR P00541. KFPS$AVISP. T; P00530. KFPSSFUJSV. T; P08631. KHCKSHuw，N. T; 

DR P08103. KHCKS時間USE. T; P06239. KLSK制uw，礼 T; P06240. KLSK$閥 USE. T 

OR P01948. KLYN$Hlル仇N. T; P08581. KMEτ$Hl舟oIAN' T; P16056. KMET$M:lUSE. T; 

OR P01949. KRET制uw，N. T; P15054. 陪 RC$AVIS2. T; P00525. KSRCSAVISR. T; 

DR P14084. KSRC$AVISS. T; P14085. KSRC$AVIST守 T; P00523. KSRC$CHICK. T; 

OR P00528. KSR吋閉山E. T; POB630. KSR2$0闘い¥E. T; P11361. KSR4S0R叫 E. T; 

OR P12931. 間前制制AN. T; 問 5480. KS附袋ゆOUSE. T; P00526. KSRC相 SVP • T 

OR P00524. KSRC$RSVSR. T; P 13115. KSR I$XENLAφT; P13116. KSR2SXENLA. T; 

OR Pl印 51. KFRT$Hω品N. T; P06241. KFYN$H出制~. T: P13406. KFYNSXENLA. T; 

OR P00521. KY正S$AVISY. T; P09324. KYES杭削CK.τP01941. KYESSHWAN. T; 

OR P 1 0936. KYES$XENLA. T; 

DR P13381. EGFRSCHICK. P; 

DR P 14083. KDTKSORCME. N; 

00 

関 1 PROSITEの機能配J'1jパターンデータ例

GenBank)とリファレンスを介してクロスリンクさ

れており，現在約1，500種のタンパク質活性のアミノ

酸特徴パターンが登録されている。このアミノ酸特

徴パターンは次に示すように(図 1) ，特定の機能を

持つタンパク質中に見いだされた特徴的なアミノ酸

の西日列)"¥ターンである。

よって， PROSITEのカタログ・ファイ Jレをf寄幸長

元として立体構造と配列情報，機能情報，遺伝子の

配列情報の間で以下に述べる構造活性相関の情報姑

理を行なわせることとした。

( 1 )構造機能相関情報処理

1 )機能検索処理

PIR， SWISS-PROTまたは各自のタンパク質配列

データ(遺怯子配列情報から各生物種ごとのコド

ン・ユーセージを用いてタンパク質配列情報へ翻訳

したものを含む)を検索対象として， PROSITEデー

タとの類似性検葉(パターンマッチング，ホモロ

ジーサーチ)を行ない，対象タンパク質の機能を検

索・推定する。

2 )付加情報の取得

PROSITEにクロスリファレンスさオ1ている

PIR， EMBL， GenBankおよび SWISS-PROTに登

録されている構造情報以外の情報を検索し，統合
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類似機能を持つアミ

ノ按配列パターンの

分子立体構造上での

位置情報の取得

二次構制|

EMBL， GenBank， PIR， 

SWISS-PROTとのリン

ク検索

類frt配弼および付随

情報の叡得

っ一造予測
機能構造の二次構造情報の蓄積

図 2 PROSITEデータベースの機能と構造相関情報の
蓄犠也理フロー毘

ファイル化する。

3 )立体構造とのリンク

PDBの艶列データとのリンクにより，対象タンパ

ク質との類似性から PROSITEの機能配列またはそ

の類似配列の三次元構造上の位置を検索させて，機

能と三次構造との相関情報を得る。

以上の 3項目の情報処理を有効に活用することに

よって，機能未定のタンパク質記列(未知の遺伝子

からの翻訳タンパク質一次構造を含む)の既知機能

タンパク質との類似性にもとづく機能誰定の支援，

さらに PDBとのリンクによっては，機能部伎の立

体構造上の位置関係情報 ならびに機能と椙関する

立体構造の情報を取得することができる O

すなわち，本データベースシステムですでに登録

されている既知の機能に対応するアミノ酸記列パ

ターンと対象である機能未知のアミノ酸配列パター

ンの相向性を検索して機能を推定し，さらに，その

機能のアミノ酸配列パターンの立体構造上の位置を

既存タンパク質立体構造上の位置から相関検索する

ものである。この機能により，以下のタンパク質機

能と構造との相関倍報が入手できることとなる。

①機能未知のタンパク繋の機能推定情報

②機能既知に照らした機能未知の立体構造情報
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③機能既知とは異なる機能未知の配列情報差異の

立体構造上への影響。

以上の 3点に加えて，これらアミノ酸配列'情報の

起源情報となる遺伝子配列情報 (DNAまたは RNA

の配列情報)もまたリレーショナルに検索可能で、あ

り，遺伝子操作などによるタンパク質合成によっ

て，機能と構造相関の生化学的実証実験の情報を提

供することが可能である(図 2)0

本データベースシステムのよ記機能は，先に述べ

た生体分子にかかわる各種データベースの関係付け

を基盤として検討した結果成しえるものであり，そ

の関係付けの検討結果は次に示す図 3のようにクロ

スリファレンス可能なデータベース構造であり，こ

れらのクロスリファレンスに統合性を持たせて結互

的な検索を意団して本データベースシステムは設計

されている。

以上のように，機能と構造とを相関させるための

専用データベースシステムの効果は，多くの既存

データベースに登録されている情報の統合化をはか

る機能により，遺伝子，タンパク質(一次構造，一

次構造，三次構造)という靖報の流れの中で，機能

をオブジェクト化することにより効果的なものとす

ることができる。
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3.機能のオブジェクトイヒと

デ…タベ…ス構造

機能分類には PROSITEのような特異的な配列パ

ターンによる方法と， PIR (NBRF)のような配列類

似度によるファミリー，スーパーファミリ一分類法

の2つが知られている。機能をオブジェクトとして

用いるためには，過去の蓄積データを用いることが

可能で、ある点でこれら 2つの方法を準用するのが有

利である。

本データベースシステム構築の臣的は未知の配列

清報の機能推定にあり，タンパク質分子全体での配

列情報の類倒度から導出されるファミリ一分類より

も，機能と直接的に対応した配列パターン検索によ

り導出されている PROSITE分類のほうが，情報処

理の簡易性を与える意味で適していると判断した。

また，配列実質{玖'性をオブジェクトであるタンパク質

機能に適応した場合には，タンパク質分子内に複数

の機能を内存しているようなタンパク質で、は，これ

を特定することに困難さが生じる。

これに対して，機能に国有の自己列パターンを用い

た場合には，個々の機能を特定することが可能であ

る。さらに， タンパク質の機能は自己列悟報にもとづ

いて形成される立体構造に支配されるが，配列憶報

の微小な差異が立体構造に大きく影響を及ぼして，

く異なる立体構造を与える場合も少なくなPoそ

のため，配列類似性を根拠とする機能分類から逸税

した，分類に適合しない場合が多く予想される。

基本的(物理則的)にはアミノ畿配列が二次構造，

三次構造を形成していると考えられるのであるが，

その形成過程を支配する力学的ならびに生化学的法

則性のすべてが解明されているわけではなく，配列

の類似度をどのように検索し，また，比較すれば立

体構造が類似であるかなどの判定が完全には明島と

なっていない。そのために本データベースシステム

では， PROSITEに登録されている機能に特異的な

配列パターンをオブジェクトである機能に対応する

情報とし，ファミリー，スーパーファミリーを関連

情報として参損する設計tした。

( 1 )データベースシステムの基本スペック

特異的配列パターンに代表される機能をオブジェ

クトとするデータベース構築に必要な機能を，機能

と構造の情報を相関させるという観点、から検討し，

以下に示す 4項呂を選定した。

①機能(オブジェクト)による配列の検索機能

②検索されたタンパク質に付随された以下の構造

情報の関連検索ならびに計算娃理

@特異的配列パターンを含む全配列

@語訪日の Hydrophobicity.電荷配列

@糖鎖結合部位， Sδ 結合部{立

@シグナルペプチド自己列

@二次構造情報

@ニ次構造情報

@ファミリ一分類 (Dyhoffmethods [ 6 ] ) 

③一次構造の類似度計算処理

④二次構造のパターン類似度計算処理

そして，これらの情報ならびに情報処理が，オブ

ジェクトである機能項自にリレーショナルであるこ

とが本データベースシステムに特徴的である。オブ

ジェクトは特異的配列パターンに対応した機能分類

の情報であり，オブジェクトと記述のカラム内には

機能を形成する主要'1害報が記述される。よって，特

異的配列パターンに代表されるオブジェクトを記述

したカラムにはファミリ一分類記述が含まれ，オブ

ジェクトの検索によって全配列，二次構造，三次構

造と三次構造の位置に関する情報が検索可能である

必要がある。また，これらの情報が既存データベー

スに欠損している場合や新規情報であるためにその

データが存在していない場合に，これらのデータを

補償するための演算処理が必要である。以上のシス

テム要件を満足させるためにはデータの登録，修正

や追加を容易に行なえることが必要であり，そのよ

うなフレキシピリティーを持たせるために RDBMS

(リレーショナル・データベース・マネージメント

システム)を基礎とした構築を行なった。

( 2 )データベースシステムとしての機能

RDBMSを基本とする本データベースシステムに

は先に述べた各種処理機能が装鋸されているので，

以下の出力機能の設定を行なうこととした。

①パターン類似の自己列情報(名称，配列，ファミ

リ一分類，その他の帰属情報)

②各タンパク質盟列の物理化学情報 (Hydro-

phobicity，電荷醍列など)

③各タンパク雲配列の構造情報(糖鎖結合位置，
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X-Windows 

UNIX環境

関4 移植性考患の開発ツール

S-S結合位罷など)

5む各タンパク質配列に対応する構造情報(二次構

造情報，三次構造情報，趨三次構造情報など)

多くの出力はテキストデータとして扱うことがで

きるが，三次構造の出力やマンマシンインターフェ

イス (MMI)の強北のためには三次元グラフィクス

(3 Dグラフィクス)が必要である。そしてこれら

の要求を充足し設計aおよび開発効率を向上させるた

めに，構築ツールを統一することが要求される O

よって本システムでは，プロトタイピングの効率化

および開発後の拡張性や移槌性(より高水準のハー

ドウェアへの移行)を考慮した構築ツールを検討し

て用いることとした。

( 3 )データベースシステム構築ツールの選択

前項での開発機能婆件を満足し，さらに，構築の

効率化と移植性の確保のために以下の内容で開発を

行なうことした(図 4)。

①開発機種:SUN Sparc II 

UNIXワークステーションの主流であり，また互

換機種が豊富，かつ異機種の統一性を UNIX互換で

行なえる利点、がある。

② RDBMS : ORACLE 

パソコンから UNIXマシン上での稼働実績を持ち

広範囲の移植性を確保でき，また簡易データベース

言語が高機能性を持ち，各種処理を付加させるプロ

グラムを装儲することが容易。

③グラフィクス:HOOPS 

②と詞じくパソコンから UNIXマシン上での隷働

実績を持ち広範囲の移植性を確保でき，またグラ

フィクス機能のカスタマイズが容易で、ある。

ORACLEおよび HOOPSの双方が動作可能なコ

ンピュータの機種は，パーソナルコンビュータから

機能オブジェクト

特異的配列パターン・ファミリ一分類

国 5 機能と構造データとの相関性

UNIXワークステーションと広く， UNIXワークス

テーションの範轄に入る機撞自体も広範屈である。

そのためこのソフトウェアツールの稼働の範屈であ

れば，本データベースシステムはきわめて容易な移

植が可能で，上位マシンへの移行も簡易である O さ

らに， HOOPSはMS-WindowsやX-Windows上で

動作できるので， MMIをMS-Windowsおよび X司

Windowsに統一して，操作性の向上を図ることが

できる C

以上のように UNIX系のハードならびにソフト

ウェア環境を用いることにより，イーサーネット

(Ethernet)上ですCP/IPプロトコルが運営ネット

ワークに接続される罰じプロトコルをサポートする

f自の UNIXマシンとの問で，クライアントーサー

ノfーモデルを実装することができる O このクライア

ントーサーノfーモデルによって，ネットワーク上に

接続される UNIXマシンに X司WindowsとHOOPS

の両方が搭載できれば，複数のユーザにまたがった

共同運用形態を構築することが可能となる。

4 .データベースシステム開発の実際

本システムは以上の検討にもとづいて， RDBMS 

である ORACLEを用いて以下に示す手傾にした

がって構築された。

{第一段措}データベースの構築(図 5) 

PROSITEの特異配列パターンに対応する機能項

目をオブジェクトとして，配列(アミノ酸，核酸)， 

立体構造，物性などの'捷報および、その付槌11脅報をリ

レーショナルな静態でデータベースfとした O この

データベースイヒを行なうための既存データベース

(表1)からのデータ入力および加工は次のとおりで

ある。
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表 2 ホモロジー計算の機能

機 能 説 明

制御パラメータ

フ
評価配列記述 読 各ファイルから必要

ア み データを定義された
イ )み ブァイ jレフォーマッ
lレ 配列ファイ JL-- み トに従って読み込む入

出力 評価テーブル

計算結果 ホモロジー値を書き込む

Windowの指定 新 Windowで配列を指定

対応部分配列の Windowに対応する評価配
Fお 分記 ヲIjの部位指定
モ
ロ ホモロジー{直の 基準配列と評価配列との
ン

計算 ホモロジーを計算

定-方A 

アミノ酸コード アミノ酸残基を 1文字コ
変換 ードへ数値変換

評価方法の判定
ホモロジー鎧の評価方法
を判定する。

1)ホモロジーサーチ (HomologySearch)計算(表2)

配列および配列パターンの類似度計算

※マルチプル・アライメント法を適舟

2 )二次構造の推定抽出計算

三次構造から二次構造の抽出計算

※Kabush & Sanderアルゴリズム[7]を適用

本アルゴリズムで作成されたプログラムは Pデー

タベースに Pascalで記述されて付属されているもの

であるが，処理速度の向上ならびに移植性確保のた

めに C言語でデザイン，作成したものを用いた。

{第二段階]グラフイカルユーザインターフェイス

の構築

ク守ラフィクスによるインターフェイス lまx-
Windows上の HOOPSによってなされる。

これは HOOPSの持つポリゴン描額，画像データ

ベース機能によって配列のキャラクター出力，配列

上の特定部位の図式化，二次構造，三次構造の三次

元出力を行なうものである。また， HOOPSはx-
Windowsにドライブされているために，接数の

ウインドウのオープンによるマルチな MMI(マンマ

シンインターフェイス)を GUIで提供することがで

きた。

以上のシステム環境の構築によって，リレーショ

ナルな指定出力が機能する。すなわち，機能菌訪日パ

ターンに類倒のタンパク質の一次構造およびニ次構

造の参照，三次構造上の位置情報(特定部位の全体

立体構造上の位置情報)を得ることができ，さらに

その構造の物性情報を併せて参照できる。

これらの本システムにかかわるデータベース構造

の実際に関しては，本稿の最後に Appendixとして

そのデータベースフォーマットの詳細を示した

(Appendixを参照)。

また，本システムはネットワークに TCP/IP接

続することで容易にクライアント・サーバーモデル

を構築できることから，被数のユーザの利用ならび

にネットワークに接続された逮捕地で、の運用が可能

なシステム環境を提供する(ただし，グラフィクス

の共有には大容量データ転送を可能とするネット

ワーク(たとえばウルトラネットのような)が必要と

なる。現在，ネットワーク(Internet)を用いた外部

からのアクセスを可能とするために，グラブイクス

データの圧縮転送ならびに簡易な端末側ツールを準

備中であるが，当大学内のネットワークトラフィク

ス上での問題を低減するためのネットワーク敷設を

計踊中であり，なるべく早くのネットワーク公開を

検討している。

5 .結 五
回==ロ

本論文ではタンパク質とその構造の相関性を検討

支援するためのデータベースシステムのプロトタイ

ピングを行ない，既存の公知データベースを統合す

る方法でその自的を達成した。現在，本プロトタイ

プを運用して，構造と機能の椙関を解析する情報処

理を行ない，既知機能配列パターンで定義したオブ

ジェクト数の増大を行なうべく，運用蓄積したデー

タの解析を進める計画である。この計画は，既知機

能配列パターンとして登録されているいずれにも属

さない場合が多く存在することへの対処の lつであ

る。さらに構造機能指衡を推進させるためには，登

録されている説知機能配列パターン定義の範轄に分

類されない場合(類似度が低い，パターンの一部が

大きく異なる)の機能推定に関して検討を進めるこ

とが重要であり，本報のシステム機能の一部である

ニ次構造位置にかかわる情報処理機能のより一窟の

充実が必要であろう。
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[Apendix: タベース・フォーマット設計書(フォーマット{持)] 

構成テーブル ATOM_BASE 原子レベル構造データテーブル

RESD_BASE 残基レベル構造データテーブル

CHAI_BASE ペプチド鎖レベル構造データテーブル

PROT_BASE タンノfク質レベル構造データテーブJL-

SITE_DIC 活性部技の辞書

SITE_BASE 活性部位レベル活性データテーブル

ACTV_BASE タンパク質レベル活性データテーブル

ATOM_PROP 原子レベル特性髄テーブル

RESD_PROP アミノ駿レベル特性値テーブJL-

XREF _TBL PROSITE， PDB， EMBL， PIR， GenBank， etc陪の対花、表

XREF_TBL作成用作業テーブJL-

XREF _TMP SWISS-PROT， PROSITE， PDB， EMBL， PIR， GenBank， etc聞の対応、表

PROS_SWSS PROSITE-SWISS… PROTのポインタと検索結果 (PROS汀E由来)

SWSS_PROT ORACLE版 SWISS_PROTデータ

SWSS_FTR 特徴的な領域を集めたテーブル (SWISS-PROT由来)

XREF _ORG SWISS鴨PROT，PROSITE， PDB， EMBL， PIR， GenBank， etcのポインタ
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SITE DIC 

A は文字列， 1は整数 DATEは日付型を指し，数字は桁数を表す。※のカラムの内容の組み合わせでエントリーを特定

する。

ノ FIELD FO浪路AT EX為波PLE 説明、

ENTRY NAME A25 ASN GLYCOSYLAT工ON エントリー名(識別名称)

DATA OR1G1N Aエ5 PROS工TE 本エントリーのデータの出処

UPDATE FLAG Aエ X 更新フラグ

DATA CREAT DATE 01・APR司 9000:00:00 エントリーを作成した日付け

UPDATE DATA DATA 01伽APR-9000:00:00 PATTERNもしくは RULEのデータ最終受章rr日付け

UPDATE 1NFO DATA 。ェ-APR司 9000:00:00 PATTERN，RULE以外のデータ最終更新日付け

ACT1V GROUP A1CO Post-七rans1ational令a 活性部{立のグループ名 (PROSITELISTの分類)

DESCRPT10N A1CO M-glycosila七ionsi te 活性高rSj交の名称(機能:s1'fr、)

M1N LEN PATTE沢N 工4 4 PATTERNのカラムに記述されたパターン長の

MAX LEN PATTERN 工4 4 後ノj、.最大値残主主数を単位として記す

PATTERN A120 込 (p)争 (ST)ー(p) 活性部伎の配手IJ配手IJパターン

ADD ROLE NO 13 。 配列パターンに関する補助ルールの数

TAXONOM工C A5 77忍7V ペプチドの分宿範国(生物種の範j立J)

区AX REPEAT 工2 NULL 最大繰り返し数

S1TE_POSE_NO 工3 l 特記すべき残基の数

S工TE POSE 1-6 工3 NULL 特記すべき残基の位震 (N末端からのエレメント数)

S工T日 1-6 A5 carbohydrate 特記すべき残慕の特徴記述

SITE BASE 

A は文字列， 1は整数 DATEは日付型を指し，数字は指数を表す。※のカラムの内容の総み合わせでエントリーを特定

する。

FI窓LD FORM込T EX且.MPLE 説 告月

ENTRY A12 4DFR 識別名称

DATA OR工G1N Al P エントリーに対応する構造データの，'1'，処 1) 

DOMA工N NO 工l 。 ドメイン怒号 (0，1，2，3，…N)

ENTRY SUB AI0 剥議別名称

S1TE_NO 12 エ 活性部位の識別番号

DATA_OR工G1N_ACT A15 PIミOS工TE 活性部位データのオリジナル (Reference出処)

EミEFERENCE A25 DHFR 活性部位決定に用いた Alignの相手 (PROSITE)

ACT工VA GROUP A100 enzyme-oxidoreductas 活性部位のグループ名称

DESCR工PT工ON A100 dehydrofola七ereduct 活性吉ISf立の名称

SUBSTRATE A50 7.3-dihydrofolate re =$i'!{ 

RESOLUTANT A50 5，6，7，3-七e七rahydrofo 生成物

ACT工V S工TE POS 工3 工4 活性部{立の N-末の位置(鎖の N米からの残基数)

ACT1V S工TE LEN 工3 ヲ 活性吉lif立の長さ(残基単位)

ACT工V S工TE A70 ヱGMEMAMPT 活性部位の配列(アミノ駿一文字表記)

POWER MANT F3.5 仮数部

POWER EXP 工10 複数音rS機能の強さを定議化した値

POWER UN工T A20 単位

1)“ P ";PDB，“お ";E抗BL，"G ";Genbank， ，‘ N ";NBRF (PIR) ，巴tc



生体分子構造・機能相関データベース

SITE BASE 

、々 、、/〆ミ:¥ゾヌ段、九九九マ朗 γ 、、三

ENTRY， DATA_OR工G工N， S工TE BASEと同じ

DOMAIN_NO， 

ENTRY SUB 

FUNCT工ON

SUBSTRAT忍

COFACTOR 

ACT工VATOR

INH工BITOR

FIELD 

工NH工B工T TYPE 

RESOLUTANT 

S工TE NO 

POWER MANT 

POWER おXP

POWER UNIT 

OPTlMAL PH 

THERMOSTABIL工TY

工ON POWER 

ATOM PROP 

AMINO_ACID 

ATOM NAME 

ATOMR WEIGHT 

RAD(VS) 

おじCTRO MAP 

A100 reduction of dihydro タンパク質レベルでの機能(加水分解， 綾化等)

A50 7，3-dihydrofola七ere 主主質

A50 補語字索

A50 活性化物質

A50 calnoptar工工1 限努物質

FO沢MAT EXAMPLE 説明

A1 C 組努メカニズム

A50 5，6，7，8-te七rahydrofo 生成物

工2 1 機能部{波数

F8.5 仮数部

工10 複数部機能の後さを定i量化した{政

A20 1tt絞

F5.2 4.0 機吉話発現のjl~;盛 pH

F5.1 熱安定性

F7.3 イオン強度に対する樹t'l:

A1 G アミノ般名称、の一文学表記

A3 CA 原子の名称(PDBの表記法を)1夜間)

F7.3 エ2.011 原子笠

F5.2 エ.70 ファンデルワー)1-ス半径

F7.3 0.246 '屯終分布

Constraction of予roteinfunction data base based 
on inter-r・elationof protein and DNA 

Yasuo Yonezawa 1) 

1) Department of System Engineering， Faculty of Engineering and Grαduate school of Science 

& Engineering， lbaraki University 

Abstract 

133 

A relational database of protein structure has been developed to enable rapid and flexible inquiries concerning 

numerous aspects of protein architecture. The coordinates of approximately 600 PI‘oteins from the Brookhaven Data 

Bank has been processed by standard computer programs， and these can be used to generate many additional terms 

that qualify aspects of protein structure. These terms included solvent accessibility， main-and side冊 chaindihedral 
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angles， and secondary structure. In a relational database， the information is stored in tables with columns holding the 

different entri巴sfor the terms. The database was established under the ORACLE management system. Inquiries are 

constructed in ORACLE using SQL (structur・edquery la時uage)， which is simple to use and alleviates the need for 

extensive computer programming. The power of the database is demonstrated when several tables， or the entries 

into a single table， are cross-correlated. This database system will provide a system by which to guide all areas of 

protein modeling， including structure prediction， site-dir・ectedmutagenesis and the correlation of structure with 

functions. 

五eywords:Protein structure data， Genetic sequence， Inter-relation， RDBMS， UNIX Transportation， X幽 Windows
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金子周可 1) 鵜JlI義弘2) 大武博3) 河本健4)

竹内浩昭 5) 竹腰正隆6) 藤田信之 7)

[要約]生命科学領域で常用される英語と自本語の学術用語を収集した「ライフサイエンス用語

タベースJ(LifeSciDict)の大改訂について報告する。主な改訂作業は(1)専門領域を互いに

異にする20名の研究者による辞書モニターの実施， (2)学術論文中に出現する単語の頻度分析

による頻出語の補充， (3)意味情報，訳語の優先順位，先頭発音情報などの付加，を含んでい

るO この改訂によって，畠本語見出しで25，000語，英語見出しで29，000語を収録した改訂版

LifeSciDictが完成し，公開用「ライフサイエンス辞書2Jの元とした。辞書を公開するにあたっ

ては，これまでのかな漢字変換辞書，英和・和英電子辞書，英和逐次変換辞書に加え，新たにス

ペルチェック辞書，さらにそれぞれについて従来の Macintosh販に加えて MS-DOSないし

Windows対応版を制作した。これらのうイフサイ工ンス辞書2シリーズはすべてネットワーク

上で公開され 3ヵ月間で延べ2，500以上のダウン口ードがあった。

{キーワード]ライフサイエンス，学術舟語，辞書，電子辞書，かな漢字変換，データベース，

英語，スペルチェック，フリーウェア

しはじめに

筆者らは先にライフサイエンス領域における学術

用語の現状を調査した結果，パソコンおよびネット

ワーク等の電子メディアで活用できるライフサイエ

ンス用語データベースを新たに構築する必要性を見

いだし， Iカミな・漢字・英語J構造を主体とする「ラ

イブサイエンス用語データベースJ(LifeSciDict)を

作成するとともに，そのデータベースから各種かな

漢字変換および電子辞書のための「ライフサイエン

ス辞書jを制作，ネットワーク上で3パージョンと

して公開した[1， 2]。また，文献検索結果やネッ

トワークニュースから得られる英文の視認性を向上

させるツールとして， LifeSciDictを活用した独創的

ツール etojを開発した[3 ]。しかしながら，この iヲ

パージョン辞書では各用語について十分な検討がな

されたとはいい難く，誤槌や入力ミス，また分野の

偏りなどが指摘できた O また， etojに適するよう

に，第一選択の訳語を罷先的に表示させる辞書を再

編成する必要があった。そこで今回，われわれは

LifeSciDictに対して大規撲な改訂を加えるため

に，メンバー全員およびネットワーク上で募集した

有志による辞書モニターを実施した。また，進歩の

著しい生命科学にあって新しい概念を表す学術用語

にいち早く対略するため，学術論文中に出現する単

語の頻度分析を行なった。さらに，訳語の俊先順位

や将来的に和英変換辞書を作成する際に必要となる

意味および先頭発音情報を付加する作業を行なっ

た。本論文では，これらの改訂経過に加え，その後

に行なったパージョン 2辞書の制作と公開状況につ

いて報告する。

1)京都大学薬学部. 2)浸水翁農業生物資i身、研究所. 3)福井県立火学経淡学部， 4)広島大学的IA!出11，5)静岡大学際学者fi. 6)東海大

学医学部，7)国立遺伝学研究所〔別刷り請求うた:守606-01 京都府京都市左京区E吉田下阿達町 京都大学薬学部薬理学識殴 金子JliJ百l，
skaneko@ddbj.日ig.ac.jp)

(原稿受理日 1995年6月5日)
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2 .βバージョン辞書のモニタ一実施

[方法] 辞書モニターは NIFTYωServeバイオ

フォーラム (FBIO)に書き込んでいるアクティブメン

ノfーから大学勤手レベルの知識を有し，専門領域が

重ならなP14名を任意に選定し，このうちあらかじ

め協力を本諾pただいた13名(内，海外在住者 2名)

にわれわれプロジェクトメンバー 7名を加えた総勢

20名で行なった。この20名によって網器される専門

領域としては，臨床医学，歯学，看護学，遺伝学，

発生学，生理学，崩理学，微生物・ウイルス学，生

化学，薬理学，動物学，分子生物学，神経科学，農

芸化学，有機化学，特許情報，英語が含まれた。

モニタ一員には大きく分けて 2種類のデータベー

ス出力を渡した。 l点目はp版公開以降，用語の補

充をメンバーで、続けた21，566語持点で、の LifeSciDict

全エントリーをあいうえお)1関に和英出力したもので

あった。これについては全モニタ一員に同一の印刷

出力したものを渡すとともに，希望者には

MacJDicをMacintoshで参照してもらうよう依頼

表1 モニタ一回答のうち，訂正に関する代表的な例

1.誤訳・誤字に関する指摘

achromatelアクロマートJ→achromat

caries I踊食」→「踊蝕j

2.さい伺語や不正確な用語を新語に置き換える指摘

conditioned medium Iならし培養液j→f培養上清j

pasteurization I火入れj→「低温殺菌」

3.複合語を新たに定義してより正しい訳にする指摘

earl y onset I早い・開始」→「平発性J
lower metastatic potentiall下位の・転位性の・電位J
→1ftま転移能」

4.訳さないほうが理解しやすい専門用語があること

の指摘

intron I介在記列J→「イントロンjを第一選択にした

ほうがわかりやすい

polyc¥onal antibody I多クローン姓抗体J→fポリク

ローナル抗体」

5.分野による訳語の遠いがあることの指摘

femaleは生物学なら fメスjだが，臨床医学では「女

性j

isolation は生化学なら「単離jだが，涯学では「隔

離」もある

6.複数の訳語を考慮に入れなければならない指摘

dischargel放電j→「分泌H退院jもある

potentiall電位」→li替在力H強力なjもある

した。 2点Bは，専門分野の関連キーワードと日常

的に読んで、いる学術誌をあらかじめ各モニタ一員に

アンケートで回答してもらい，それを参考にして素

材となる次の英文4種類を選び，これらから Fパー

ジョン辞書を用いて etoj英和変換した日本語・英語

混じり文を作成した。

a) 1994年 CurrentContentsに収録されたモニター

希望の学術誌より抽出した抄録

b) 1993年 MEDLINEでモニター希望のキーワー

ドで検索した抄録

c) 1992年 Nature，Scienceなどからモニター希望

のキーワードで検索した抄録

d) New England Journal of Medicine CD長 OM

(1990-1992)よりモニター希望のキーワードで検索

した論文の全文

これらは全員に異なる内容を渡したため，全体で

英文としては8.7MB，翻訳結果としては16.2MBと

いう大量になった。また，一部のモニタ一員には

ネットワークニュース (bionet.*; BIOSCI USA)の英和

訳の検討を{衣頼した。以上の印刷出力を元にして，モ

ニタ一員およびプロジェクトメンバーには誤訳に対し

ては訂正，不足に対しては追加を，電子メールを用い

て約 1ヵ月の期設にて鴎答いただいた。

〔結果] 全モニタ一員から匝答を得ることがで

きた。総モニタ一回答数は追加の要請が1，329項居，

訂正指摘が1，197項目であった。追加に関しては，各

モニタ一員の専門領域で不足と思われる重要語のほ

か，すでに etoj辞書に登録されていた名詞の形容調

形，あるいは形容詞の副詞形などの指摘が多かっ

た。また，訂正に関しては表 1に代表的な併を示し

たが，誤字・誤訳の修正や新語の採用がある程度行

なわれた他，複合語の定義によってより正礎な訳語

を作成するための例や，専門家にとっては訳さない

方が理解しやすい語句があることなど，有用な指摘

が多かった。しかし，分野による第一選択訳の遣い

や，一般的にも複数の訳語がほぼ均等に鏡い分けら

れているケース(表 1の 5， 6)があることが判明

し，これらは分野別の辞書を作成することで一部は

対応できるものの， etoj逐次単語訳の限界を明らか

にした。

以上の回答にもとづき，重複する指擁や専門など

によって相異なる毘解についてプロジェクトメン

バーで、約 1ヵ丹間検討を重ね，純増分として958語
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を新規に採用し，約1，000語に対して各種の訂正を行

なった。この結果，モニター集計後のデータベース

規模は22，738語となった。また，モニター結果を参

考にして，和英方向および英和方向のそれぞれにつ

いて第一選択訳と訳語の並び順に再検討を加えた。

なお，こうして完成した改訂版LifeSciDictからい

くつかの需子辞書をパージョン 1辞書として制作

し，アップルコンピュータ社の教育機関向けの機関

誌 Syllabusに付録する CD-ROMのために提供した

(これは1994年12丹に Syllabus会員向けに艶布され

た)。しかし，ネットワーク上での公開はさらに大

きなスケールで内容を改訂・充実させてから行なう

こととして，われわれは続いて新たな改許作業に

入った。

3 .学f持論文の単語頻度分析による

データベースの強化

実際に最新の学術論文で繁帰されている英単語が

LifeSciDictに収録されているかどうかをチェック

し，頻出語をより多く収録する目的で，論文中で使

われる単語頻度分析の材料としたのは次の 2種類で

ある。

a) Current Contentsの1994年(CCOD94)1年分に

出現するすべてのキーワード

b) New England Journal of Medicine CD-ROM 

1990・1992(NEJM92) 3年分にインデックスされて

いるすべてのキーワード

これらをいず

語尾解析によつて同じ単諮カかミら派生するものをまと

め，累積出現頻度を求めた。

例として， a)によって求められた年間 1万回以上

出現した頻出31語とその年間出現頻度(採用論文数)

を図 1に訴した。この結果には，最近の研究動向

(in vivoより invitro， organ levelより cellおよび

molecular leveI)が的確に反検されていると考えら

れる O そこで，年間100割以上出現する頻出語につ

いてはLifeSciDictでほぼ完全にカバーできるよ

う，内容を追加した。

このようにして用語を補充した結果， etoj辞書

は29，433語になった。また，和英見出しでみた

LifeSciDict収録数は25，064語となり，パージョン

1から2，326語の追加が行なえた。そこで，これを各

cell(s) 

protein(s) 

rat(s) 

gene(s) 

receptor(s) 

human 

expresslon 

factor(s) 

acid(s) 

binding 

disease(s) 

e持ect(s)

DNA 

growth 

sequence(s) 

system(s) 

activi!y(-ies) 

patient(s) 

むrain(s)

analysis十es)

induce(s，d) 

RNA(s) 

membrane(s) 

むlood

cancer 

virus(es) 

activation 

synthesis(唱 s)

molecular 

identification 

in vitro 

o 10 20 30 40 50 60 
出現間数(千回)

国 CurrentContentsのキーワードとして 1万回以上
出現した単語

( )内の線数形ないし分詞形を含む

種ライフサイエンス辞書 2の充データとして辞書の

制作に用いた。

4 .意味情報等の付加

和英方向の機械翻訳に関しては，英和機械翻訳よ

りも辞書に対する要求が厳しい。英作文において，

形容詞や副詞の位露関係は意味によって習慣的に定

められている。また，吉古賀認の選択一つを慨にとっ

てみても，次に示すように，その誼後の名詞のもつ

属性に応じた選択基準が存在している。

1)格助詞 I~でJ を英訳する場合

• Iたくさんの労働力で研究を続けたj

→「労働力jは「ものの機能や性費jを表す

→“Research was continued with much manpowerゾ'

• Iよい状況で研究を続けたJ

→「状況」はfものの様態や状況Jを表す

一+“Researchwas continued in a good condition." 
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表 2 LifeSciDictで採用した意味情報と収録した語数

意昧'情報 苦口五口米克ん人

機能もしくは性質 1，816 
官能基 148 
代謝生体系 16 

様態もしくは状況 1，149 
現象 3，081 
病名 1，249 
イベント 19 

物質名 1，499 
亨認申長日口日 3，336 
生体内物質 1，202 
動植物 625 
酵素 355 
材料 110 
食べ物 57 

行為 1，961 
方法 611 

よ詰所 180 
Wi締結阿立名 2，160 
場所 (at) 65 

発生物 286 
知的産物 706 
書類 92 

単位 793 
時間 68 
金銭 13 

道具 592 
t口1.1μ?口に口l 165 
乗り物 1 

人名 341 
毘{本組織・会社名 276 
団体組織および地名 411 

2H-によってjを英訳する場合

• r膜電流は膜電位国定法によって測定されたj

→行i英電註固定法jは「方法jを表す

→“Transmembrane current was measured by the 

voltage-clamp method." 

@打j葉電流は膜電位岡定増i幅器によって測定されたj

→「膜電位毘定増幅器jはf道具Jを表す

→“Transmembrane current was measured with a 

voltage-clamp amplifier." 

このように，和英機械翻訳に用いられる辞書は名

詞にその意味情報を付加する必要がある。現在，パ

ソコンで使用可能な和英翻訳システムは数少ない

が，われわれは将来の対応に備えて，名調，形容

詞，副認にそれぞれ意昧憤報を付加することにし

た。表 2は LifeSciDictで採用した名詞の意味情報

カテゴリーである O これらは常に上位にある概念が

下位にある概念を内包しているような単純な関係で

はなく，毘 2に示すように一部は共通構造をとるよ

場所 (at) 場所 (in)

現象 行為

ovo 
国 2 意味情報の集会論的な考え方

(上)場所はその大きさによって前讃詞 inないし atを伴

う。解剖用語としての体の部位名には，そのどちらの

ケースも存在する。

(下)JJ1.象と行為は一部で重なっている。病名は現象の一

吉fiであり，実験などの方法は行為の一吉fiとしてそれぞれ

内包される。

うな按雑な集合として理解する必要がある O なお，

当初は英和方向にこの意味情報を用いる予定はな

かったが，後に英和辞書においても専門的な名詞の

訳に意味情報を付加説明として「酵素名」ゃf解剖用

語」という注釈を付けることによって，より理解し

やすくなることが判鴫した(図 6を参照)。

キ日英機械翻訳にとって英語エントリーにもう一つ

必要なデータは，先頭発音が母音であるか子音であ

るかということである O これは可算名詞およびそれ

に先行する形容認に対して不定冠詞いないし

an)が付く場合，その選択基準として使われる O

LifeSciDictには将来，発音情報を含めたいと考えて

いるが，その表記方法について一定の解決策がない

現状では，とりあえず先頭発音情報を付加して，和

英辞書に対応できるようにした。

以上のようにして，日本語見出し25，064語に対

して，意味情報と先顕発音倍報を付加した

LifeSciDictがデータベースソフトウェアのファイ

ルメーカ -Pro上に完成した(図 3)。

5 .パージョン 2辞書の制作

A. かな漢字変換と英和・和英辞書

LifeSciDictの改訂を受けて，戸パージョンで公開
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interpeduncul司rnucleus 

interpedunculor nuclei 
nucleus interpeduncul邑ris

国 3 LifeSciDict改訂版のエントリー外観

弓翠臼
iI(n仏り，s心} 逗ζコ
|I(nいnω，

iK仙〈仏(La凶at州i泊川η心 Eま王コ
l iにに二コ

f形11f詰1核JI立解者IJ学用語である。 lii.数形(n.s)と複数形(n，p)で不規則的な語尾変化をする。 f長J制

学用語としてはラテン諮由来のIlfひ考方も佼われるが，この場合には先頭発音は子音である。

表 3 ライフサイエンスかな漢字変換辞書に収録された

語数の増加

J'(ージョン ，3 (1993年11丹) 2 (1995:9三 2丹)

ことえり 15，011 22，493 

ATOK 8 16，179 24，790 

YJE-Delta 14，879 (YJE-y ) 24，786 

EGBRIDGE 制作せず 24，782 

した各穂かな漢字変換辞書や英和・和英辞書[1 ， 

2 ]の改許作業に取りかかった。 Macintosh用の臼

本語入力システムであることえり， ATOK 8，VJE-

Deltaの 3種類について作成したパージョン 2辞書

は，表3に示すようにpパージョンに比べて収録語

数が50-60%増加した。また，基本辞書とマージし

て使うケースのある ATOK8と，マージした辞書

を VJE-yから引き継いで使用している可能性のあ

るVJE-DeItaに関しては， /3パージョンに含まれて

いた間違いを訂正するため， /3パージョンから削

践すべき語句のリストをテキストファイ jしとして

作 成 し ， 新 たな辞書に添付した。古くから

間acintoshの日本語入力システムとして使われて

いる EGBRIDGEに関しては，従来のパージョン 5

以前においては8，000語を超えるユーザー辞書を作成

できない問題があったが，パージョン6.0になって新

たに無制設の大きさの専門辞書をテキストファイル

から作成することが可能になった。ユーザーからの

要望もあったため，今回新たに EGBRIDGE辞書に

ついても制作した。

英和・和英辞書については，戸パージョンより作

成した実績のある MacJDicとShastaについて，最

新パージョンのこれら辞書ツールに適合した和英並

園出合漁法 Bd

1 ATOK8，""""踏
ろ合

1.イムノブロvト

霊]1]11:

3.im狩lunoblot

題 4 ATOK 8和英辞番での「かなJ→「漢字(カタカナ)J 
ザ「英語jの3段階変換

変換に|涼してfかなJから一気に「英諮Jになる不自然さを

避け，一旦正しい1:1本語かどうか総認してから英語に変

換できるよう改良した。

びに英和辞書を制作した O 新しく市販された辞書

ツールである TSMPassportおよび rSTONESuper 

に関しでも制作を試みたが，十分な速度あるいは性

議が得られないことが判明したため，公開を見合わ

せた。また，日本語入力システムである ATOK8 

は捜数の辞書をオプション辞書としてファンクショ

ンキーなどに割り当てて使用することが可能であ

り， ，5パージョンでも和英および英和辞書を制作し

ていたが，今田新たに手1]英辞書を制作する場合に，

かな入力に対して一旦は漢字あるいはカタカナ表示

をした後で、それに相当する英語を表示するように仕

様を変更し(図 4)，利用者がより使いやすいように

した。

B.スペル辞書

生命科学分野の論文をスペルチェックにかける場

合，問題になるのは専門用語がかなりの割合で「ス
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表 4 CCOD94での頻出単語(単語長が 5文字以上)のう
ちスペルチェック辞書に未収録、の語数

スペルチェック辞書

Nisus U. S. Dictionary 

Medical Dictionary 

上位200語

15 

6 

Excalibur LifeScience Dictionary 0 

上位1，000語

182 

56 

O 

差隠当日日日日告叩抑制ヌイフム世イニビン己主総書室2: for:t:1議長i!!~~~iêI!

11 エ:~!'l 168.9 MB 1型周

かな?英字変換際審

簡
ことえ~ライフサイエ:>.A議書 E

震F

EGBRIDGEライフサイエンス護軍事2

国 5 MaCIntosh用ライフサイエンス辞書2

グパージョンに比べて語数を摺やし，来rrたに
EGBRIDGEかな漢字変換辞書と ExcaJiburmスペル
チェック辞=i!}:をi¥llJ作した。書籍[4]に収録したおlacJDic

辞議と MacEtoJ静蓄には独自のアイコンを付けた。

ベルミスjであるという判断を下されることであ

るO スペルチェックツールでは，本文にあるように

正しいスペルをf記'1意jさせることは可能であるが，

万が一関連ったスペルをそのまま記憶させてしまっ

た場合は，スペルチェックの信頼性そのものにかか

わるまずい結果を引き起こす。また，システムレベ

ルでスペルチェック辞書が統一されていない今，わ

れわれの Macintoshのハードディスクには今や十数

種類のスペル辞書が多大な場所を占領し，せっか

く登録した専門用語も別のアプリケーションでは

再びfスペル間違いである」との宣言を受けること

になる。このような点について，われわれは

LifeSciDictから専門用語のスペルチェック辞書を

作成可能であるとしながらも，主として十分な速度

が得られかったことから制作公開を見合わせていた

[ 2 ]。

ところで，医学用語のスペルチェック辞書は意外

にも少ない。その中にあって， Nisus Writerには別

売オプションとして MedicalDictionaryが用意され

ている。そこでわれわれは CCOD94の頻出上位200

語および1，000語について， Nisus Writerの2つのス

ペルチェック基本辞書を使って，どれだけの単語が

f間違いであるjと判断されるかの実験を行なった

(表 4)。この結果から， 1，000語レベルでみた場

合，新しい単語であると判断される割合は通常のス

ペルチェック辞書を使った場合に18%程度であり，

医学辞書を用いることでそれが 6%程度に減ること

がわかる。通常の辞書では IlipidJI peptideJ 

I nucleotideJなどの基本的な物質名に始まり閤有名

詞に至るまで，多くの専門用語は未登録である。し

かし，医学辞書を荊いても IcytokineJやloncogeneJ

などの比較的新しい概念や IEscherichia coliJ 

IXenopus laevisJなどの学名は苦手で、あるようだ。

われわれはこの結果から，ライフサイエンス論文

に適した独自のスペルチェック辞書を作成する必要

性があると考えた。そして，フリーウェアのスペル

チェッカーである IExcaliburJ用にその標準辞書には

収録されていない生命科学舟語13，745語を網羅した

スペルチェック辞書を試作した。 IExcaliburJは本来

TeXファイルのスペルチェック用に Bucknell大学

の RickZaccone氏が作ったフリーウェアである

が，テキストファイルのスペルチェック全般に応用

できる軽くて性能のよいスペルチェッカーである。

この「巴xcaliburJ舟ライフサイエンス辞書は

CCOD94で年間10間以上出現する 5文字以上の単語

をすべて収録しており，とくに OCRソフトウェア

で書籍や専門誌を電子化したテキストのチェックな

どに威力を発揮すると考えられる。

C. MS-DOS， MSベ再Tindows，Unixへの対応

以上のようにして Macintoshに対応するライフサ

イエンス辞書はラインアップ。が整ってきた(図 5) 

が， MS-DOSやUnixへの対応は従来より遅れてい

た。今回， MS-DOSに関しては ATOK8に関する

かな漢字変換，英和，和英それぞれの辞書を制作す

るとともに， VJE-Delta方式のかな漢字変換辞書用

テキストおよびEDIC形式の和英テキストを公開し

た。また， MS-DOSで{吏うことができるフリーウェ

アの英和辞書は他にもいくつかあるとの情報を得た

ことから，オンラインソフトウェアとして入手可能

な辞書関連アプリケーションに対する調査を行なっ

たところ，新潟大学の西川貴博 (TaN)氏が耕作した
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PDIC. EXEおよび PDICW.EXEがそれぞれ MS-

DOSおよび抗S-Windowsで使えるフリーウェアの

英和ないし和英辞書として護れた評判を得ているこ

とを知った。 PDICおよびPDICWは，単語の入力

時に前方一致でヒットする単語を順次表示していく

いわゆる incrementalsearchが可能であり，これは

Macintoshのフリーウェアの辞書ツールには例をみ

ない優れた機能であるとともに，高速な検索を可能

に実現している。われわれはさっそく作者と連絡を

取り， 29，586語を含む PDIC5形式の英和辞書を制

作した(図 6)。なお，和英および類義語辞書は

PDICパッケージに含まれるツールによって作成す

ることが可能で、ある O

そのほか， MS~DOS および Unix 対応としては，

MacJDic一般用語辞書を編纂しているオーストラリ

ア Monash大学の JimBreen教授が提唱している

EDICTフォーマットに忠実に従った品認定義を行

なった EDICT形式テキストも耕作した。 Unixで標

準的に用いられているかな漢字変換システムである

Wnn， Canna， SJ 3の各フォーマット静書を制作す

るための共通仕撲である pubdic+形式の辞書につい

ては接数のユーザより電子メールで要望を受けた

が，品詞定義が LifeSciDictより細かなレベルで設

定しなくてはならないこと，日本語の頻度情報を含

めることが認められていることの 2点の理出から次

期パージョンの課題として耕作・公闘を見合わせ

た。

5 .辞書の公開

以上のように制作したfライフサイエンス辞書2J

は，利用者の便宜を考え，パソコン通信と Internet

両方のネットワーク上(表 5)および書籍に付録する

CD揃 ROM[4 ]という 3語類のメディアで公開し

た。 2丹中旬に公開した際にこれらのサイトに関連

する NIFTY-ServeFBIO会議室， fj.sci.bio，司.sci.

medical等にアナウンスを行なった。すべての辞書

は転載にも制限を設けないフリーウェアとしたた

め，現在では初期アップロードサイト以外に，パソ

コン通信では PC-VANおよび日経 MIX，インター

ネット上では理研 (ftp.riken.go.jp)および東北大

(ftp.tohoku.ac担)の anonymousftpサイトにも転載

された。

pre-coo[ 
pre-coo[ing 
手re-stainedmarker 
preadipocyte 
prealbumin 
preanesthesia 
preanesthetic 
preanesthe甘C冊edica告on
precancerous 
prec剖 cerousch出 ge
precen十ra[gyr出

precesson 
precipit喜nt
precipitate 

予冷する
予冷
{漆お義色マーカ一
部E旨紡絡胞
プレアルブミン
前隠密
麻喜岸育Eの
麻喜岸直Ij投薬，続投言霊
前密性の
前筏病変前がん病変
(飽き;1j) CÞI~\前窃
産量差
(繋品)i克殺到
沈殿物，j搬す

関6 Windows用英和辞書PDICWの検索直器

Windows 3.11用の PDICWおよびMS-DOSのコマンド

レベルで使用できる PDICは，ともに incrementalsearch 
が可後で高迷な英tilli宇議ツールであり，和英や類義語検

索も可能である。

表 5 ライフサイエンス辞書2の公開場所

( 1 ) NIFTY -Serveノfイオフォーラム (FBIO)

データライブラ 1)1 (LIB 1 ; MS心OS)

データライブラリ 3(LIB 3 Macintosh) 

( 2 )国立遺伝学研究所.anonymous ftpサイト (ftp.nig.

ac.jp)のディレクト 1)* 

pub/dos/dict (MS-DOS) 

pub/mac/dict (Macintosh) 

pub/unix/dict (Unix) 

*URLならftp://ftp.nig.ac必/pub/dos/dict(Ms心OSの
場合)， pub/mac/dict (Macintoshの場合)， pub/unix/ 
dict (Unixの場合)

なお，公開してから 5月中旬までの 3ヵ月間の科

用実鎮としては，遺{云研 anonymousftpサイトでは

Macintosh関連で延べ729，MS-DOS関連で延べ

227のダウンロードが確認された。また， NIFTY-

Serve FBIOにおいても Macintosh関連で延べ

1，343， MS-DOS関連で延べ256のダウンロードがな

された。/3パージョンの場合には延べ2，000を超える

ダウンロードを得るまでに約 8ヵ月を要しており，

パージョン 2の利用実讃はそれを凌ぐペースで順調

に伸びている。

6 .おわりに

新たに平成6年度から文部省科研費の助成を得た

LifeSciDictはこのようにして初年度の大改富と新
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しいパージョン 2静香の公額を終えることができ

た。 戸パージョンを使用していた研究者の多くに新

しいパージョンが届いていることを願うとともに，

ぜ、ひ問題点などの指摘をメンバーのメーリングリ

スト lsd@dna.affrc.go.jpまで反映させて{ましい

と願っている。現在 データベースとしての

LifeSciDict利用法としては，研究者が偶人で使う

電子辞書に線られているが，次期パージョンでは頻

度や用例情報をさらに生かした新しい辞書づくりを

したいと考えている。また，より実用的な目標とし

て密内のみならず，諸外国の学生・碗究者，海外在

住の註本人研究者が使えるよう， Internet技術を活

用してさまざまなサーピスを世界中に無償で提供し

たいと考えている。すなわち LifeSciDictは学術誌

がハイパーテキスト化される時代にさらに有用な電

となる可能性を秘めているだろう。
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The making of public Life Science Dictionary Version 2 

Shuji Kaneko 1)， Yoshihiro Ugawa 2)，狂iroshiOhtake 3)， Takeshi Kawamoto 4) 
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3) FukuiP肉声cturalUniversity， 4) Hiroshima University， 5) Shizuoka University， 

6) Tokai University，刀NationalInstitute of Genetics 

Abstract 

We hereby announce a major revision in the Life Science Dictionary database (LifeSciDict) ， a reference work 

containing specific English and Japanese terms used regularly in the field of life science. The revision involves: 

( 1 ) monitoring of the dictionary by 20 researchers representing various fields of specialization; (2) 

supplementing of frequently used terms from scientific journals; and (3) definitions of the attribution of a word 

and the priority of translated terms. The revised edition of the LifeSciDict consists of 25，000 Japanese and 29，000 

English entries， and is to be used as the source of the publicized Life Science Dictionary Version 2. An original 

spell check dictionary， as well as the advanced version of Kana-Kanji and English-Japanese dictionaries were 

produced and released in Macintosh， MS-DOS and Windows formats. These dictionaries were made available on 

computer networks， and the total number of downloads reached over 2，500 within the first three months of its 

availability. 

Keywords: Life Science， Scientific Terms，おictionary，Electronic Dictionary， Kana酬 KanjiConversion， Database， 

English， Spell Check， Freeware 
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生存分析用ソフトウェア HyperKaplanの

作成と仕様

浅野道雄1)

{要約] Macintosh版生存分析用ソフトウェア HyperKaplanを作成し宅フリーウェアとして公

表してきたo Kaplan-Meier法宅生命表法，一般化Wilcoxon検定司 Cox-Mantel検定雫 logr加 k

検定など自本癌治療学会生存率算出競約に員IJる代表的な手法をカバーしている o FISHER， 

StatViewとの比較において計算結果の完全一致を認め唱信頼性を確認できたo Kaplan-Meier法

の作図に要する時間(j:， Motorola社 63040/32抗日zの CPU環境およびデータ数60で約13秒で

あった。 Kaplan-Meier法の生存曲線のカラーイヒや演算処理の高速化などの課題が残されている

が，現行バージョンでも十分有用と考えられた。

{キーワード] HyperKaplan弓生存分析宅 Kaplan-Mei回・法哩生存率宅 HyperCard

1闘はじめに

は Kaplan-Meier法の生存率の計算，作国お

よび有意差検定を簡便に行なうソフトウェアとし

て， HyperKaplanを作成し， 1992年以来フリーウェ

アとして公表してきた。このソフトウェアの仕様，

有用性と信頼性について述べる o

Kaplan-Meier法は，標本数が少ない場合にもすべ

てのデータを宥効に利用して生存率を算出できる統

計学的手法であり[1 ]，臨床研究においてしばしば

用いられている O しかし，従来， Kaplan-Meier法に

よる生存率の計算や生存曲線の作鴎を行なうための

ソフトウェアは， f~吏用方法が煩雑なものが多くまた

高値であった C そのため，操作方法が儒慢でグラ

ブィックに強いとして急速に広まった Macintosh

パーソナルコンピュータをしても，計算や作図を

軽lこ行なうことはできなP~犬況にあった。そこで，

KaplanふtIeier法による生存率の算出ならびに生存由

競の作践を行なう簡便なソフトウェアとして私は

HyperKaplanを作成し， 1992年にフリーウェアと

して商用ネットワークに公開した。 以後，パージョ

ンアップを重ね[2] (表1)，現在パージョン4.2.3

が公表されている(閤1)0 今司では，臨沫医学系の

学会報告や学会雑誌の論文でHyperKaplanを用いて

作成された生存曲線が散見されるようになった。

2隊 HyperKaplanの仕様

HyperKaplanは， HyperCard上で作動するスタッ

クと日手ばオ1るソフトウェアである。 Version4.2.3の開

発環境は， Macintosh SE/30， PowerMacintosh 7100/ 

66AV，漢字 Talk7.0およびHyperCard2.0である O

XFCN， XCNDの作成には CompileIt!を用いた O

データはすべて群別に分けた状態で入力する O あ

らかじめ死亡例および打ち切り例を示す記号(数字

以外の半角文字)を各々設定し，生存期間の数字の

末尾に付す。このようなデータを18群まで入力する

ことができる(図 2) 0 J ¥ージョン4.2.3では，

KaplanふtIeier法に加え生命表法による生存率の計

算・作図が可能である。一つのグラフに問時に18群

まで描くことができる。 KaplanωMeier法では 5つの

線の撞類を選択することができるほか，累積死亡率

などの表示を行なう累積増加グラフの作図や打ち切

り例を示すヒゲの表示が可能である。生存率の差の

1)東京都立駒込病院外科〔別刷り請求先:〒113 東京都文京区本駒込 3-18-22 東京都立駒込病段.ghh00200@niftyserve.orお〕

(原稿受理日 1995:ff.8月4日)
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ノfージョン

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

3.6 

4.04 

4.12 

4.2.0 

4.2.3 

Japanese Journ日101Computer Science Vo1.2， No.2， 1995 

公表B

1992.1.15 

1992.3.20 

1992.3.30 

1992.5.10 

1993.2.25 

1994.2.15 

1994.8.1 

1994.9.7 

1994.6.20 

表 HyperKaplanのパージョンアップの沿革

内容

• Kaplan-Meierの方法による生存率の計算
o 5群の生存曲線を隠i時に作図

・一般化 Wi¥coxon検定
・計算.f学問・ヘルプ・グラフ保存の 4つのスタックで構成

.グラフの大きさの可変化
0;償制lの数字が自動入力

・テキストファイルの自動入力
.インターフェイスの改議

・4つのスタックを 2つに統合し絞設化
.ヘルプ機能を本体に総み込む

・グラブの~ilh 自主主の長さの可変化

・ユーザインターフェイスの変更，軽量化

・テキストファイルの読み込みの簡易化

・英語版 HyperCardへの対応

o Cox司Mantel検定の追加
・グラフ上で打ち切り例を示すヒゲの描画を選択可能に

・打ち切り例，死亡例を区別する文字の設定可能に
・環境設定の簡易化

ologrank検定の追加
・累積噌加型グラフに対応、

データの一括保存，入力を可能lこすることにより，入力したデータとソ

フトウェア本体を独立させることができるようになった

・生命表法の追加
・生命表グラフのカラー描闘機能追加

・アラート機能追加
・現行最新パージョン

国 HyperKaplanの初期画面 函 2 HyperKaplanの入力画面

表 2 生存率取り扱い規約とHyperKaplan

生存主容の計算

有意差検定としては一般化 Wilcoxon検定， Cox-

Mantel検定， logrank検定の 3方法が可能である。

計算・作間・検定を行なうデータの選択や統計学的

手法の選択は，すべてマウス操作によるクリックで

行なう。

(0直接法)

⑧生命保険数潔法

.Kaplan-Meier法

OCoxの重屈帰型生命表法(C冶xの比例ハザードモデル)

生存率のき去の統計学的有意性の検定

0累積生存率の標準備さをに慕づく検定

OMantel-Haenszel検定

.logr昌nk検定

@一般化 Wi¥coxon検定

@Cox-Mantel検定

@は HyperKaplanで計算可能な手法を示す

これらの統計学的手法は，現在わが鴎における

存分析の標準的指標となっている日本癌治療学会癌

規約総論[2 ]で紹介されている統計学的手法の大半

を網羅していることになる(表 2)。

HyperCardでは， ドロー系の作闘ができないた

め，斜めの線をきれいに出力することができない。
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生

存 50
E手

11-30と12-30の生存臨線の比際

〈年}

望書祭鰐需品 ~ 

図 3 HyperKaplanによる Kaplan-Meier法の生存歯隷

ところが， Ka勾pla加n

段状になるため，震直と水平の隷が描ければよく，

ドロ一系を扱えなくてもプレゼンテーションに用い

るグラフを作図することが可能となった(悶 3)。

方，生命表法のグラフはわが国で、は折れ隷グラフで

描かれることが多いので， HyperKaplanの初期の

}'¥ージョンでは前述の理由でカバーされなかった

が， 1994年に FredericRinaldi氏により公表された

フリーウェア XCMDr ChartoidJを用いることによ

りパージョン4.0より可能となった(図 4)。

3. HyperKaplanの統計学的計算

以下に本ソフトウェアの代表的統計'学的手法とし

て Kaplanふ1eier法と一般化 Wilcoxon検定につい

て，計算式と中心的スクリプトを示す。

( 1 ) Kaplan-Meier法[1宅 4J 

Kaplan-Meier法の計算方法では，時間 tにおける

生存率 S(t)は次の一般式で与えられる。

(n . i) 
S(t) = I1 ~一一一

~=~ (n -i + l) (1) 

ただしここで S(r)は時間 tまで生存期間が短い)1援

に r番自の症例が生存する確率を表し r番自の症

例が打ち切り例の場合はスキップする。

前述のような生存期間と死亡・打ち切り別記号を

併記したデータを変数“ Data刊に入力すると，表 3

のスクリプトにより生存率の一覧が変数 curnSRで、

得られる。実際の HyperKaplanのスクリプトでは，

この部分には XFCNを用い，計算の高速化を図っ

ている。

0.8 

C 0.6 
s 
R 0.4 

0.2 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

Period (month) 

襲警 11-30 

翻 12-30

函 4 HyperKaplanで作図された生命表法のグラフ

表 3 Kaplan-Meier法で生存率を求めるための

スクリプト

f百nctionKaplan mark，Data 
put number of lines of Data into N 
repeat with r口 1toN 
if last char of lin巴rof Data is mark then put 1 into line r of SR 
els巴put(N-r)/(N-r+l) into line r of SR 
if r= 1 then put line r of SR i丹toline r of cumSR 
else put preSR * (lin巴rof SR) into line r of cumSR 
put line r of cumSR into preSR 

end repeat 
return cumSR 
end Kaplan 

ただしmarkは打ち切例を示す記号、 Dataは入力されたデー
タを示し、生存率の一覧表は変数ωmSRにより得られる

( 2 )一椴住 Wilcoxon検定[1， 4 J 

A群と 8群の症例の例数を n1， n 2とし， A群

とB群の症例の生存期|習を Xi' Y;で訴す。打ち切り

例は Xil，Y21で示す。このとき， uv，w，VGrWを次

のように定義する O

r -1 : (X;<巧)または (X;ろ)

~j= J 0 : (川口ろ)， (xJと巧!)， (x/くろ)

|またはいz>ザ)
ll:(xr>持)または (xJ巧)

W =エU;j

11必1泣2 ヒ己f弓弓今
VαrW立下u.，:.

(nl + n2)(nl + n2 -1)合-，

( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 

このとき Wh局arWは平均{直 0，分散 lの正規分

事に従うので，有意性の有無について検定すること

ができる。

関数 UVは打ち切り例を表す記号を“ rnark"とする

と表 4のスクリプトにより得られる。これを入力

データについて繰り返すことにより ，W/-J克rW

を算出することができる。
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4 .信頼性『計算時揖

計算の信頼性を確認するために，最長生存期間

200ヵ月以下，最大データ数110以下，打ち切り率。

から100%の範囲で乱数を発生させて18群のサンプ

ルデータを作成し，他のソフトウェアによる計算結

果と比較した。 HyperKaplanの使用環境は

Quadra 800，漢字 Talk7.1， HyperCard 2.1および

HyperKaplan 4.2.3である O 比較のために使用した

ソフトウェアは FISHER[ 6 ]と StatVeiw

ver・4.1+SurvivalTool ver 1.1 [ 7 ]であり，前者に使

用した機種は PC-9821AP 2， MS-DOS 5.0で，後

lまPowerMacintosh7100/66A V，漢字 Talk7.5で

ある。 Ka叩pla叩n

，一般化 Wilcoxon検定における W 値およびp

値， logrank検定おけるカイ二乗値およびp値につ

所
婆
E寺
荷

表4 一般化Wilcoxon検定における関数U泊の
スクリフ。ト

function U iふmark
if last char of i is mark and last char of s is not mark then 
d巴letelast char of i 
if i>=s then [官tUI111 

巴ndif
if last char of s is mark and last char of i is not mark then 
d巴letelast char of s 
if iく=sthen retul11句l
endif 
if iくsthen retul11 -1 
if i>s then retul11 1 
r巴tUI110 
end U 

ただし，変数iおよびsが打ち切り例の生存期間を示す
場合には，その末尾に記号円nark"が付されているもの
とする

(秒)
14 

12 

政 10

8 

6 

4 

2 

O 
5 

四幽幽欄闇Kaplan陶Meier法

…一生命表法

10 15 20 25 30 35 40 45 50 

データ数
*同じデータ数の 21詳のグラフを
作閲するのに~した時間

函5 作閣の所要時間

いて FISHERの計算結果と，また生命表法の各生存

期間における生存率を StatVeiwによる計算結果と

比較したところ，各々完全に一致した。 Cox-

Mantel検定については両者とも比較できなかった。

次に最長生存期間200ヵ月以下，データ数 5例か

ら60開まで 5f7tl刻みのデータを乱数を用いて作成

し，前述の使用環境下で生符率の計算，作罷，有意

差検定に要するi時期を測定した。生存率計算の所要

時間はデータ数60で KaplanωMeier法，生命表法と

もに約 5秒であった。作詞では， 60例の 2群のグラ

フの作図に Kaplan-Meier法で約13秒，生命表法で、

約 8秒饗した(岡 5)。一方，事意差検定は30例ずつ

の 2群間の検定において一般化 Wilcoxon検定では

21秒， Cox-Mantel 検定では8.5秒， logrank検定では

8秒であった(毘 6)。

また， Ka叩pla紅an

作図ともlにこ1，10∞Of併列のデ一タの計算が可能なことが確

2志さオ1た。

5 .考察

臨床データの解析上，生存分析の手法はきわめて

重要な意味を持つ。 HyperKaplanは簡便に用いるこ

とのできる生存分析用ソフトウェアとして，これま

でに多くの医学医療関係者等に使用されてきた。乱

数を利関した任意のデータを陪い，これまでに公式

に論文等で用いることが認められているソフトウェ

アと計算結果が完全に一致したことは，このソフト

ウェアの信頼性を裏付けたものといえる。

(秒)
140 

120 

所
100 

要
5寺 80 

問
60 

40 

20 

O 

5 1 0 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

データ数
*同じデータ数の 21昨の税問の有
意差の検定に要する11寺II1J

国6 有意差検定の所要時間
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HyperCardの隈界から，計算に若干時間がかかる

が， 50例前後の臨床データまでなら，十分鎚用に耐

えられるものと思われた。現段階では， Kaplan-

Meierの生存曲線をカラーで出力できないため，今

後改良していきたい。

なお， HyperKaplan 4.2.2は，蒔用パソコンネット

ワークNIFTY-ServeFBIO Lib 3 #385， FMACUSL 

Lib 5 #403にアップロードされている。また，

HyperKaplan 4.2.3は1995if.6丹30日，東京で開かれ

た胃癌研究会において，スタップの厚意により配布

された。

謝 辞

ノTージョン1.0以来， HyperKaplanの使用報告をく

ださった多くの方々に感謝致します。
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The Detail of the Stac主forSur、rivalAnalysis: HyperKaplan 

Michio Asano 1) 

1) Tokyo Metropolitαn Komagome General Hospitαl 

Abstract 

The author・developeda program for the Macintosh computer， named HyperKaplan， to analyze survival data. 

This program was released on an orトlinenetwork. HyperKaplan covers almost all of the statistical methods as 

reviewed in the General Rules for Reporting on Clinical Oncology by the Japan Society for Cancer Therapy. These 

methods involve the life table method， the Kaplanふ1eiermethod， the generalized Wilcoxon's test， CoxωMantel test 

and logrank test. The results given by HyperKaplan matched that of Fisher and StatView Survival Tools， 

confirming its viability. Although improvements are sti11 called for in the colorization of the Kaplanふ1eiersurvival 

curve and speedup of the operation， the current version of Hyper‘五aplanis sti11 useful for medical research. 

Keywords: HyperK叩lan，survival analysis， Kaplan 





Japanese Journal ofComputer Science Vol.2， NO.2: pp. 149 -153 qu 
Q
J
 

Q
J
 

4

，A
 r

 
t
 

Cμ Z
 

0
凸μ

 
A
 

Jμ ρしi
 

l
 

戸
、
δU
 門、

Y
t
A
 

真崎武1)土橋康成1)

{要約}病理診断部門で Macintoshを用いて，画像の電子ファイルを業務に組み込むことを試み

た。臓器切り出し毘の撮影には家庭用ビデオカメラを君いた。顕微鏡像宅 X線画像はスライド写

真を撮影した後フィルムスキャナで入力した。部内各自の杭上で任意に参照でき，他教室の

Macintoshからも，学内 LANを介して参照が可能となった。

しかしさらに利用範屈を拡げるには宅ビデオカメラの分解能，色再現性宅画像データ作製の手

間などが問題である O

{キーワード}病理診甑，デジタル麗像， Macintosh宅LAN

病理診断部門は顕微鏡像や臓器の肉眼像などを扱

う。われわれは Macintoshを用いた業務システムを

構築し[1]，これらの困像データを日常業務として

扱ってきた[2 ]。以下では約2年間の運用経験であ

きらかになった問題点と可能性を議論する O

1 .画像デ-9の作製方法について

1)ビデオカメラ入力

われわれの施設では，ビデオカメラの Sビデオ信

を，ピデオ闘像取り込み用機能拡張ボード

(RasterOps 24STV)を介して Macintosh

( Quadra 800)へ入力している。

ピデオカメラの利点は，比較的安価なこと，取り

込みが瞬時に終わることである。後者lま多?亡な診療

業務に組み込むにふさわしい。臓器撮影には家寵用

のビデオカメラ (PanasonicNV-S99)を利用してい

る。 CCD罷体撮像素子 l枚を装備した， S-VHS規

格のものである O 室内照明の明るさでホワイトバラ

ンスのとれた撮影が可能で、あり，レンズの直前まで

の近接撮影が可能であるなど，高価な業務用ビデオ

カメラや写真撮影に勝る点もある O

しかし，ビデオカメラの分解能不足は明らかで，

臓器撮影では従来のスライド写真による記録も廃止

できない。顕微鏡援では細部の所見が読めず，直接

検鏡する場合よりも 1段高い倍率の対物レンズを用

いる必要がある。

また，顕微鏡像では急調の再現性が不完全で，と

くに PAS染告の赤紫色，細抱診標本のオレンジ

色，などは他の怠との判別が国難な場合がある c こ

れは安価な 1CCDカメラ (HITACHIKPC251， 

FLOVEL CC-980)でも，高価な 3CCDカメラ

(SONY DXC930)でも間半議である。

顕微鏡につないだビデオカメラでは，撮影時にホ

ワイトバランス，頴微鏡のフォーカス，コンデン

サー絞りなどを手動で合わせる必要があるうえ，取

り込みのパソコン側の操作は多数回のマウス繰作や

ファイル名人力などを必要とする O このため診甑業

務中に語寝取り込みを行なうのは，診断に集中すべ

き思考を I令i析する意味でも事実上不可能である O

2 )スライドスキャナ

この経緯から顕微鏡磁鎮の入力装置としては，

スライド写真とスライドスキャナ (Nikon

COOLSCAN)の組み合わせを多用することに

なった。色調，分解能とも良好で、あるが，コント

1)京都府立医科大学 病佼病捜部〔別別り請求うも:干602 京都府京都市上京区河原則広小路 京都府立医科火学 病院病腹部，

mazaki@koω.kpu-m.ac.jp) 
(原稿受理日 1995i:f三7月5日)
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ラストはもとの顕微鏡操，あるいはスライド写真よ

りも低下するため，画像処理ソフトウェアでコント

ラストを強調する処理が必要である O

画面で、参照する毘的で， 600X400画案， 72 dpi， 

24bitカラーの条件で運用しているが，顕微鏡が400

倍などの高能率の場合には，顕微鏡の光学的分解能

の限界よりも雨前iの画案の方が 2倍以上細かい結

果，スライド写真をみているのと抵ぼ同様の画質が

得られる。

この方法の欠点、は取り込みの手間である O スキャ

ン持隈以外に，画{象データ圧縮などの時間も必要な

ため， 1枚3分程度の時間がかかる。診i軒者自身で

行なうのは事実上不可能である。現在この作業を秘

:占が受け持っているので運用できているが，時間的

な負担が大きいため処理できる枚数には張界があ

るO

3 )冨像スキャナ

病理診断の依頼用紙には，主治医が臨床症状や病

巣の略図などを記載する。この用紙は標本を後日見

直す際に再度参関する必要があるが，現状では診断

報告用紙とともに綴じて保管されており，棚から探

し出して参照するのは能率が悪い。調像スキャナ

(EPSON GT-8000)を用いて，これを画面で参照す

ることを試みた。 72dpi， 16階調グレースケールの

形式で，スキャン持に輪郭強調を軽震付加すると，

くせ字も画面で十分判読できる画像データとなる。

データ量は B5版 l枚で約50五Bである。自黒二値

化された画像ではむしろ判読が困難である O しか

し， 1枚のスキャン操作に約 1分かかるため 1日

あたり約 l時謂の余分の作業が必要という見積りに

なり，業務に組み込むのは不可能であった。

X線フィルムなどのi画像も，題像スキャナで良好

な画像データが得られるが，臨床医とフィルムを見

ながら討議している際に，フィルムをシャーカステ

ンからはずしてスキャンを行なうのは現場の運用に

なじまない。よって，普通のカメラですばやくスラ

イド写真に撮影し，後日スライドスキャナで入力し

ている。

ヰ)PhotoCD 

利点はフィルムをスキャンする子爵がかからない

ことである。欠点、は写真代に加えて 1枚あたりお

よそ150丹かかるランニングコストである。画質は

もとのスライド写真に比べると，コントラストが低

くなる点が気になる O

われわれの用途は多数の画像をファイルし，画面

で参照するだけである。この用途に合わないのは，

CD 1枚あたりの記録枚数が少ない (100枚)ことで

ある。年間，数千枚におよぶ闘{象を多数枚の CDに

分けて保存するのは使いにくい。ちょうどよい画素

数の闘{翠がないことも問題である O 一般的な

PhotoCDマスターの規格では， 384X256， 768X 

512の画素数がわれわれの必要とするものに近い

が，前者では分解能が不足し，後者では13インチモ

ニタでは商屈をスクロールしないと全体が見えな

い。画像ファイル名が意味のない記号であるのも因

る。 CD-ROMのデータ読み取りが遅いこともあ

り，結局画素数を変更し，別のハードディスクにコ

ピーしてまとめ，ファイル名を付け変える必要があ

り，日常業務になじまない。

2.画像電子ファイ jレの扱い

カラー画像データの形式には， 16 bit， 8 bitと

いった階識の少ないものもあるが， 8 bitでは臓器

像，顕微鏡換とも睡素がモザイク状に表示され，画

質が不十分で、ある。また 8bitデータを表示する際

は， 256色という色数の限界のなかで，画{象ごとに

最適な色のレパートリー(パレット)を設定する動作

が行なわれるため， 24 bit， 16 bitのデータよりも表

示に時間がかかる場合もある。またデータ量から見

ても， JPEG圧縮を行なったあとのデータ量はbit数

の比ほどの差がない。すなわち24bit， 16 bitのほう

が8bitより庄縮効率がよい。よって，あえて 8bit 

データを利用する必要はない。一方， 24 bitと16bit 

の商質の差は，病理顕{象では画面上で判別できない

のでどちらでもよい。

画像データ庄縮には，専用のボード(豆油otaC-

cube CompressionMaster 2 )も利用してみたが，在

縮畠体の所要時間が短くても (900KBを3秒以

内)，棲数のファイル圧縮を一度に指示できず，ま

た，圧縮されたデータがそのままでは PICT形式

(Macintoshの標準的な画像形式)と完全な互換性が

ないため，付属のユーティリティーソフトウェアで

再変換する必要があり，かえって時間がかかる。
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r 
蓄量 File Edit Prefs Pictur告 Catal告9 Window 10:18 T 

図 1 X線麗像等
整形外科領域の11重傷の病理珍i絞{こは X線などの繭像が不可欠であるつ症例ごとのフォルダを

PixeIC註tのアイコンに没ねると，夜ちに一覧表形式で表示される。

現在は秘書がフリーウェアの PixelCat(BombCat 

& Yoshiki氏)を別用して 1枚10秒程度で在縮作業

を行なっている。圧縮率はおよそ10分の lである

が，原画換との差は並べて比較しでもわからない程

度である。

光磁気ディスクなどの大容量記憶装置があれば，

EE縮作業は不要との議論もあるが，実際には非圧縮

ファイルはネットワーク上の伝送に余分に時間がか

かり，実用性を著しく損なう(ファイ jレを開くの

に，非圧縮で 8秒，臣縮で 4秒かかる)。パック

アップの所要時間も約10倍になる O また光磁気ディ

スクは，磁気ハードディスクに比べて遅いため日常

業務の上での画像参照には向かないし，データパッ

クアップの居的でも待ち時間がかかり非能率的であ

る。パックアップにも安鋸になったハードディスク

を複数接続するほうが現実的である。

このような経過から，われわれが現寂日常業務と

して運用しているのは，ピデオカメラで、撮った臓器

切り出し図 [1-2]，整形外科領域の症例の X線

画像をカラースライドから入力したもの(図1)，

要症例や部内の勉強会のカラースライド(顕微鏡像)

を入力したもの(臨 2)に限られている。

これら l万枚以上の画像ファイルは，光磁気ディ

スクに保存用のパックアップをとり，ハードディス

クにもう lつのパックアップをとっている。後者は

学内の LAN上で公開して，各臨床科の医局，研究

室でも参照が可能である。なお画像には患者名など

を書かず，プライパシー保護を行なっている。

画像データベース(ノ1イネックス HynexView)を

導入し，顕微鏡埠，臓器闘像， X線、剥擦などを関連

づけて管理することを試みたが，多数の入力項目を

手作業で登録する必要があるため，多数例の運用は

不可能であった。この磁のソフトウェアを運用する

には，専属のオベレーターを雇う必要がある。

またファイルのままの画像データは， PICTファ

イルに対応したソフトウェアであれば，いずれで、も

画像を参照することができる。特定の画像データ

ベースに画橡データを登録するのは，データの汎用

牲を損ない非実用的である O より簡便な，画像ファ

イルの保存場所のみを登録するソフトウェア

(ALDUS FETCHなど)を使って，管理，検索する

方法も試してみたが必要性はなかった。なぜ、なら，

Macintoshの基本機能の「ファイル検索j機能を使え

ば，ファイルのままでもファイル名， 自持ーなどを
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移参 File Edit Prefs 

望日n-01ゴ1..P..IoJ 盟問自由トミ/刊CT 吉駅周9..1.:.写1.'p'.IC.IJ 霊~.o.:g2..づ./.EIç下 関n-空~:.2..l..P'.I Ç.IJ 主現行-02-3!PICT; 望日1.~.:9.~:.lJP'.1εIJ

虫望n“日~.:.U~!E. 総~.:Q1“2..l..P' I Ç.Jj

紛れ阻む6也事1..p..IC，Jj 9.Y.o.:'白?了l!PICT

盟主.0.:.0..チ?!EI.巳T 宮~.Ð.:Q~:.3./.P..1Ç，Jj

国2 細胞診の麗像

細胞診勉強会のスライドを保存してある O 画面表示の分解能は顕微鏡の光学的分解能より細かいため，スライドを見るの

と変わらない画質である O

キーワードにして検索することは可能だからであ

る。

3.病理直像の特殊性

このように，現行の比較的安価な機器とソフト

ウェアでは，病理診断業務の酉像を電算機上で扱う

ことには限界がある。それでも病理画像の電子ファ

イル化を追及するのには，病理岡像の特殊性が背景

にある。

顕微鏡標本のもつ画像データのすべてを顕微鏡の

分解能の限界まで電子化すると 1平方センチの切

片が，圧縮したとしても100-200MBのデータ童に

なる O よって顕微鏡画像の電子ファイルは，標本の

画像を代表する「目次」以上にはなりえない。

ところが顕微鏡睡操は単なる粗データではなく，

病理援がその部位を選んで観察したという判断の記

録でもある O 枚数が増えて，病理陸が診断に至るま

での画像を順次記録できれば，病理医の思考過程を

たどることにもなる。この事実は，筆者らが遠隔病

理診新[3 ]を 2年あまりにわたって試験運用してき

た過程で経験したことでもある。いままでこの思考

過穏は，ディスカッション顕微鏡(二人が同時に覗

き込める顕微鏡)のもとでのみ，先輩から後輩へと

受け継がれてきた技術であり，決して市販の教科書

やアトラス類には表現されてこなかったのである。

このような極探ファイルは病理涯を育てるための教

育資料として，また，病理診断を佑の病理医が再検

討して精度管理を行なう上で重要な意味をもってく

るで、あろう。

現在日本では病理医が不足しており，病院に病理

医がいても相談梧手も指導すべき後進もいないま

ま，一人で広い分野の多数の標本を診断している。

このままでは若い病理医を育てることはむずかし

く，また，病理医が専門分野を深めることも国難で

ある。現在でも，標本を郵送して他の病理涯に意見
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を求めることは日常的に行なわれているが，画像伝

送技能によってコンサルテーションが行なわれ，そ

の過寝が醒像データとして記録され公開されるなら

ば，重要な痕例が専門の病理監の下に集まり，診断

学の進歩に寄与すると毘時に，その成果を日本中の

病理罷が利用し，病理診断学と竪療の質的向上がも

たらさす1るで、あろう。

語 辞

画像ファイルの圧縮，パックアップなどをしてい

る秘書の上松ちとせさん，北関万友美さんに感謝し

ます。
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Digital images in routine surgical pathology 

Takeshi Mazaki， Yasunari Tsuchihashi 1) 

1) Hospital Department 01 Pathology， Kyoto Prφctural University 01 Medicine 

Abstract 

Over the past two years， the author・shave been attempting to utilize digital imaging in routine surgical 

pathology， using a Macintosh system on a network. Digital images ofresected organs were taken using a consumer-

use video camera. They replaced previous freehand drawing. Some of the microscopic images and radiological 

images could be digitalized with a film scanner and be made ready to use on a CRT. These images also could be 

used on a Macintosh remotely connected via the university LAN. At present， applications are considered limited 

due to the relatively low quality of the video image and due to the poorly automated procedures for image 

acqUlsrtlun. 

Keywords: surgical pathology， digital image， Macintosh， LAN 
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和田克哉1)

{要約}最近ー糖尿病患者教育においては，メデイカルスタップによる従来の一方向的かつ画一

的な complianceapproachに加え司患者自らカf自己を解析し宅自らの行動を変容させる

empowerment approachが必要であると言われている O そのためには，個々の患者とともに医

学的s情報のみならず，学習能力や心理的，社会的麗性とその変化を十分に把握し解析し宅その患

者に適した治療への動機づけ苛知識や技術の指導を行なうことが不可欠である。

そこで宅 HyperCardスタックょに，①スタッフが扱う検査鑓や病歴等のデータ記録ととも

に宅患者自身が操作する②性格宅不安度，およびセルフ・エフィカシー(自己遂行可能感)の心理

的アブローチ，および③金事護法や薬物療法等に関する知識習得度の判定や金品成分計算の機能

を構築仏当院の糖毘病教育入院システムの支援ソフトとして活用した。

本稿では宅パソコンの使用経験のない人をも対象とする教育における HyperCardの有用性を

紹介したい。

[キーワード}糖尿病宅教青，エンパワーメント， HyperCard宅エゴグラム宅不安度，セルフ・

工フィカシー

1 .糖尿病教青の重要性

現:tt40議以上の自本人の10人に一人が患者と言わ

れる糖旅病は，毎自が戦いの連続であり，現時点で

は治療を終生続けなくてはならない。そこで患者教

育が他の疾患にも増して非常に叢要となる。この患

者教育においては，患者の病態のみならず，患者の

さまざまな背景の要国を知ることがまず重要であ

る。すなわち，患者の食行動，運動状況，家族状

況，仕事内容，性格や不安度等の心理特性などであ

る。そのような情報を把握した上で，医師のみなら

ず，看護婦，栄養士，薬剤師などのメデイカルス

タップによる専門的な，かつ患者の背景に応じて儒

別化された教育が要求される O

しかし糖尿病治療の大部分は，患者自身の自己管

理に全面的に依存しており，メデイカルスタッフの

役割はその本震において二次的なものであり，自

管理の成否は，患者自身の糖旅病に対する理解と治

療を継続しようとする意志そのものにもとづいてい

るO したがって患者自らが自己を解=析し，積極的に

白日に必要な知識を獲得し，強い意志を持って自

の行動を変容させる empowermentapproachが良好

な自己管理の継続に不可欠で、ある。

そこで，①検査{誌や病歴等の医学的データや社会

的背景の記録となるデータベース機能の{まかに，

②患者自身が操作して行なう種々の心理的アプ

ローチと糖旅病知識の習得度判定および学器機能

等を HyperCardスタック上に構築し，その

empowerment approachの一端を握う教育シス

テム支援ソフトとしての有用性を検討した。な

お，本スタック群は患者教育のみならず，これか

らスタッフを日指す新人教育にも適用できるよう

配慮、した。

1)成J烏総合病院 臨床研究検査科〔別刷り請求先:マ738 広潟県廿日市rtiJ:出御前 1-3-3 成島総合病説 臨床研究検査科，

gga03042@ni主:yserve.or.jp)

(原稿受理131995if. 7丹11日)
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2.糖尿病教育におけるパソコンの利用

パソコンの患者教育システムへの利用は，以下の

利点、があると考えられる。

1)各スタップは自分の専門分野の11嘗報のみなら

ず，患者のあらゆるデータをリアルタイムで共有で

き，患者を多面的に総合的に把握することにより，

個々の患者に適した的確な指導が可能となる O

2 )聞き叡り法や用紙法と異なり，パソコンが相

手であるため患者によっては心理的負担が少ないこ

と，質陪に対する答え直しができないこと，細々の

患者に合わせた内容の設定が可能なことから，より

的確な客観的データが得られやすいと考えられる。

3 )データの管理や分析が容易であるため，患者

指導にフィードパックできる新知見が得られやすい。

4 )患者への質問用紙，アンケート等の回収，集

計を行なう必要がなく，省力化，および用紙や時間

の節約につながる。

5 )使用する患者にとっては，効果音やグラ

フィックにより楽しく集中して操作でき，自己の

解析を自らが行なうことで治療のための行動変容

の意識を持ちやすくなり，これは empowerment

approachの一端を:tHうものと考えられる。

しかし，パソコンを利用するうえで市販ソフトは

概して高価で、あり，また，倍々の施設の教育システ

ムに合致した内容を持ち，満足のいく使用感が得ら

れるものを見つけることは難し~'0 

そこでHyperCardを用いる利点は，①費用をかけ

ずに，②倍々の使用に最適な内容およびデザインに

よる，③Excel等のほかのアプリケーションソフト

と自由に，また望めば自動的にデータの受け渡しが

可能な，かつ④Macintosh所有者法誰でも使用可能

なソフトを作成し，利用できることである O

さらに， HyperCardでは，文字と数値を混在して

扱えること，データはすべてテキスト形式で保存さ

れるため Macintoshのみならず他のシステムへのデー

タの移動が容易である利点をもっている。欠点、は検索

等におけるスピードが遅いことであるが， Power 

Macintoshの登場や高速のハードディスクの抵価格化

により通常の使用においては{まとんど問題がない。

パソコンを患者教育に利用した文献は多いが，糖

尿病関係ではパソコンの画面上に質問を表示してそ

の回答から知識度を判定するもの[1 ]，血糖値や臨

中インスリン濃度をシミュレートし [2-4]，食事

療法や薬物療法の重要性を説くものが多い。また

HyperCardを利用したものでは，学生等を対象とす

る， AIDS [5]，心臓血管学[6 ]等の学習ソフトや

ビデオモジュール[7]として使用された報告がある

が，患者への empowermentapproachの一手段とし

て用いられた例は見あたらない。

3. HyperCardスタック群の内容

作成したスタック群の構成を図?に示す。
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一紋的知識

食事療法

運動療法

経口薬物療法

インスリン療法

シックデイルール

合併:症

心理的アブローチ

Iエゴグラム

し不安度分析
セルフ・エフイカシ

データベース

(医学的デー夕、社会的属性、心理特性、知識!支害事) 回 1 スタック群の構成
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それぞれ司食品は、どの表記入。ますか動かす!のポタンを押してから、一つずつマウス

あなたはぬ"と:のよえ一万を遊び…ま;士会1，:3..…ザ でí~鈴させてください。 でa富たら、 i乙担でよしl、モn以上わからなけ担{点[もう隊参lの

...?..~立;;Q);f;::l.t ~ztIj3L支 <'.l.:..ð..y..'" ……山 ω
ボタンを押してください。 半分以上できないと、退緩で書ません 17

1.糖尿痛教育λi混:ふと忍宏ムの紹ゴt町内“

之一肥満度査全品、ヌタ:一………………一…も…
_3.糖尿病知識の壬エ Yご豆町…

4_.-'1主揺診断/不安度診鮪どエフιカル土台工
.5.食品交換表

立食品成分計算蟻 叩山

ri終-了l~ 糖尿病にな校最:まごさを壬エ ".L2

国2 環器選択 菌 3 食品交換表の理解

. .，‘晶、“晶、“.勺司 動胴晶 晶、晶、 ν"“晶、晶、』晶晶、‘食品翁ミ長 Jゑ愛(g)t1口'L::-…Z霊a質 i量殺 炭水il:J哲食謀総当ゑ“

臨4 食品成分計算1懐

上段の食品名をクリックすれば食

品の削除や分抵の変更がをま易に行

える。下段の食品の分類をクリッ

クすると，その分類に含まれる上

段の食品名にマークが入る。

11 } ¥ン1'Ji

31+牛ミンチ

3φ豚ミンチ

己主主5
31+Jim 関

認ケチャヴブ

~.!Jウスタ}ソ}ス

読ま草

総長まを表寸、 → 
ノヘloii5

項自選択カード(国 2)から以下のそれぞれのスタッ

クに移動する O

(1)患者教育への導入部

a綱肥満度の計算

患者自身が入力した身長と体重から， Body Mass 

lndex (BMI)が計算され，理想体重，および杷満度

が表示される。糖球病では 肥満によるインス 1)ン

感受性の低下が耐糖能の悪化に大きく関与してお

り，自分の記満度を常に把握することは継続的治療

の動機づけにつながる O

b.糖探病になりやすさのチェック

食事，運動，家族歴等の簡単な10儲の質問に答

え，各自が持つ危険因子を把握する O

C. 教膏入院システムの紹介

当続の教育入院システムの概略を示す。

~''''ゐ

20 74.4 2 11 14.1 0.4 
100 2守3 17.9 23.1 日 む2

100 264 18.2 l守宮 D 0.2 
50 17.5 0.5 0.1 3.8 3 
2日 32.4 2.5 2.2 0.2 a 
5 6.3 0.1 。 1.4 0.2 
5 5.3 0.1 B 1.2 0.4 

0.4 B 。 B B 0.4 

300.4 6合2虫 41.3 46.4 20.7 1.8 
..畠由色 t 1. _ _1 _、目? .!..t:"!!'写".-= ~ぞ， C可~.両閑宝虫E

( 2 )金品交換衰の理解(図 3) 

u 

。

←食品を自1]隠した

いと意ゴ空会最を~
更したいと患は品

その食品名のよで

ク .1).ヌクし7主くだ

.~.“!，~..~.…“… m … 

食品の追加

~ 

( 印制 ) 

日

糖尿病における食事療法は， I過食，偏食を避

け，規則正しい食事をするjことである。食品交

換表は主に含まれる栄養素により食品を 6つの表

に分類したもので，関じ表の食品であれば交換し

て食べても栄養のバランスが変わりにくいため，

食事療法の大きな助けとなる O そこで食品交換表

の理解を高めるため，ゲーム感覚で食品アイコン

を各表に配分する。正誤はボタンのハイライトや

効果音により表示する。

( 3 )食品成分計算帳(図的

自常よく摂取するメニューを食品名を選択し，分

を入力して作成し，カロリーオーバーや栄養成分

の備りがなL功冶チェックする O 現衣600品自余りの

食品を登録しており，今後この数を増やしたい。食
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ご飯と交換でき山るのは次のどれだLょう古干

[ ここを押す以ヘ進む科

( 中止 ) 
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1合 小圭晴、かたくり朗話、哀のとIζ日告殺されますか. 。
z ご盟の1l単位田55デラムですがおもちの1l延世{志向グラムちしょう
3 x 
4 うどーん100ゲラムと中惑そぽ100グラム、力ロリ帽の会ないの{まと・ 3

5 。κ 4桔拐の金パン1枯{ま健主義世でしょうか+
6 オレンジと交摘できるの日どれでしょうか.
7 OK 宮除の多い築関〈パナナ、柿など}出、 18のさ延怯をどれくちい日
8 吉い泉帽を会べIた日括、そのために何を減告す畠葺がありますか?
g OK IR バナナを与が卦金ぺた場合、その日記念ぺちれる誕の宣(~何グIラ

10 匂のll!桔{ま甘殊が増しているので‘ご飯をどのくらい漏らす占墓古
11 高3め卵を食ぺ獄い卦‘海やしてちいいもの目何ですか?
12 x 卵白だ'lt~注品何器で1!延世として計築す担(!よいでしょうか?

13 X 開のカロリー{ま止めどれ(，よョて連主てくるのでaしょうか?
14 最近、育会魚がよい金品としてク口-:1:アップさねていますが、 a
1S 木綿豆腐と繍ごしE高守、カロリーの;g;μの昨どちちですか2
16 OK OK チm ズa母乳製品ちすが、次のうちx棋できるちの話どれですか 10

日 f1 

屈5 食事療法の知識度判定
左上:(a)問題の出題一三者択一式を採用している。

左下:(b)誤った答えを選択した場合…効果音とともに正解を表示する。

右上:(c)金問問答後の表示…前聞の成績と比較し，コメントが現われる。

右下:(d)成綴の保存…後にスタッフは患者がど、の問題を誤ったか確認し，それ以後の指導に役立てる c

TA Analysis 

5… … … … … あ 山いう …引きんの性格診断

d.::tな…ことはd..::tと言:むずiこお刊さ…

え~ご山レま目玉虫……………………一一一一…

E
 

山科目
函6 性格診断

すべて答えた後，各スコアとコメントが表示される。

品や分量を変えてみることにより，どうすれば溜切

なカロリーと栄養バランスが得られるか患者自身が

学習できる。また，作成したものを退院後の食事例

としてプリントアウトし，持ち帰る場合が多い。

( 4 )知識度(一般的知識宅食事療法司運動療法宅

薬物療法，インスリン療法宅シックディルールー合

静症の各項自)の判定(図 5) 

患者の糖尿病知識に対する理解度を判定する。患

者ごとに自動記録された各項目の正誤から，理解不

十分な点、を把握し，それ以後の指導にフィードパッ

クする。入，退院時の比較を知識獲得に対する教育

効果の判定の目安とする。なお，知識度の判定用問

題は当院にて作成した。

( 5 ) I['¥J里的アプ口一チ

a.性格分析:臼本交流分析協会繍交流分析法に

よるエゴグラム， 48~頁自(図 6 )。

人はすべて 3つの自我状態〔親の自我状態

(Parent) ，大人の自我状態 (Adult)，子供の自我状

態 (Child)Jを持つとされ，これをさらに細分化し，

5つの自我状態[CP(Critical Parent) 批判的な親の

自我状態， NP (Nuturing Parent) 養育的な親の自
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我状態， A (Adult) 大人の自我状態， FC (Free 

Child) 自由な子供の自我状態， AC (Adapted 

Child) : /1関応した子供の自我状態〕についてそれぞ

れスコア化する。個々の患者の自我状態が思考方法

や行動様式の備りに大きく影響するため，糖尿病教

育においては，自我状態の分析はその自我状態に合

わせた個別指導をする上で不可欠で、ある。患者に

とっても自己の自我状態を把握し，自分のどのよう

な部分を変容すべきかを知ることは，糖尿病治療の

継続だけでなく充実した社会生活を送る上で有益で、

あると考えられる。

b. 不安度分析 (State-traitanxiety inventory， 

STAI:状態一特性不安尺度)[ 8] :岸本らのE本語

版 STAI[9]による状態不安哩および特性不安，そ

れぞれ20J貫目。

状態不安とは，とくに今このi瞬間にどう感じてい

るかの不安で，個人がそのときおかれた生活体条件

により変{とする一時的な'1嘗緒状態を示している O そ

の際の生活体条件とは，主観的，意識的に認知され

る緊張や気づかいなどの感情状態と，自律神経活動

の2面から成り立っており，客観的な危険さとは直

接関係がない。特性不安とは，普段どう感じている

かの不安で，不安状態の経験に対する個人の性格傾

向を示すものである。

重症合併症を有する糖尿病群が合併症をほとんど

有しない糖球病群に比し特性不安のスコアが低く，

重篤な合併症を有するに変る糖尿病患者は神経症傾

向や不安が少なく，糖旅病をあまり気にせず治療を

放置しやすい傾向にあると報告されている [10]0 不

安度が高すぎる場合，その掠因が糖球病にあるの

か，あるいはそれ以外にあるのか見極めることが重

要である O 後者の場合，その掠到の除去が糖尿病治

療においても不可欠であり，また前者の場合や逆に

不安度が低すぎる場合，より知識を深める等の適切

な指導が必要と考えられる。

C. セルフ・エフィカシ一(自己効力):坂野と東

僚による一般性セルフ・エフィカシー尺度16項邑

[ 11]宅および当院にて作成した食事療法宅経口薬物

療法曹インスリン療法に関するそれぞれ10項目。

自己遂行可能感とも替われ，自分自身がやりたい

と思っていることの実現可能性に関する知識，ある

いは，自分にはこのようなことがここまでできるの

だという考えがセルフ・エフィカシーと呼ばれるも

のである。

このセルフ・エフィカシーは， (む自分で実際に行

なってみること(遂行行動の達成)，②告人の行為を

観察すること(代理的経験)，③自己教示や他者から

の説得的な暗示(言語的説得)，③生理的な反応の

変化を体験してみること(情動的喚起)といった情

報源を通して情人が自ら作り出していくものと考

えられている [12]0 こうして獲得されたセルフ・

エフィカシーを個人がどの程度身につけているか

を認知することが，その個人の行動の変容を予測

し，靖動反応を抑制する要罰となっている [13]0

Banduraは，言志生日さオ1たセjレフ・エフィカシーを

予め測定しておくことによりさまざまな行動変化

の度合いを予鴻できると述べている [14]が，従来

の実験的・臨床的研究の多くはこの克解を支持し

ている。たとえば，喫煙行動のセルフコントロー

ル[15]やウェイトコントロール [16]などの鵠床場

面においてセルフ・エフィカシーが行動変容を予

測する要因として有効であったと報告されてい

る。糖尿病治療は長期にわたるものであるから，

外来フォローの適時にセルフ・エフィカシーを判

定すれば，それ以後の治療行動の予測，あるいは

再動機づけに有用であるかもしれない。

( 6 )ヂータベース

データベースとなるスタック内に患者一人につき

l枚のカードを作成した。現在，自動入力される知

識度判定や心理的アプローチのスコアを合わせ，約

80の入力項目がある。データの入力においては，あ

らかじめ登諒した選択項屈をクリックして入力する

形式を多用し，また年齢や BMI等は，生年月日や

身長，体重から岳動的に計算させるなど，キーボー

ドからの入力を最小限に抑えた。患者のデータの経

時変化の表示や条件検紫，テキストファイルへの書

き出しを可能とし，データ分析を容易に行なえるよ

う考悲した。なお，この部分はスタッフ以外がアク

セスできないようパスワードを設定した(盟7)。

知識度判定，心理アプローチ，データ入力の場

合，初めに ID番号を入力する。初回入力であれ

ば，氏名を入力するカードに移行する。入力が 2回

目以降であればそれぞれの小項目選択カードに移行

し，自動的に ID番号と氏名が表示される。

なお数値以外はタッチパネルでも入力可能とし，



160 ]apanese ]ournal ofComputer Science Vo1.2， No.2， 1995 

IDJ印刷… ..Nðme峰~¥-) 
項自選択 J(デ}タ掛 j 2 

ID番号 12同 3456-7 12-3456-ア 12-3456-7 体
氏名 あいう あいう あいう

入力目 ヨ5.2.10 95.2.26 95.4.5 
入力者併 E基本 耳基本 手083
主治医特 久保 久保 久保

~~t 3 

生年(元号lflB 2.5.3 

年富有 邑白 67 

'1生自IJ* 女 tz 
教育入院自 95.2ヨ ヨ5.2号

教育退院日 ヨ5.3.1
入院@]出ド 初回入F完
j詩型者 剖IDDM

図 7 タベース

発症年白書{議〉 55 
事nヰ誕 なし

f患の疾患持 8内陸

言語物i費用皇室併 オイグルコン なし オイグルコン オイグルコン

項悶のお側に入力欄を設け，その

右には以前のデータの中から任意

の日付のデータを表示し，データ

の推移を参照しながら入力できる

ようにした。右端に*のある項目

を選択すると網呂が現われ，それ

を選ぶことによりキーボード入力

の手間を省いた。

5毒物際経 なし

インスリン勢 適応なし 適応なし

SM6G持 。 適応なし

に己(:1J-FB己[t~~ 1 ~tl! T- :9 ~ifJ ~ミヨ

ボタンには効果音を，カード移動ときにはエフェク

トを設定するなど，パソコンに不噴れな人にも配慮

し，ストレスなく楽しく集中して使えることを考慮、

した。

4 .教膏入院システムと HyperCard

スタック群

日本糖尿病学会の認定教育施設である当院に教育

入院中の糖尿病患者を対象とした。当院の教育入院

システムにおいては，原出として 3週間の入院中に

詑師，看護婦，栄養士，および薬剤師からなる糖球

腕チームスタッフにより， 9聞の講義，および個別

的な栄養指導，服薬指導，療養指導，定期的な回

診，カンファレンス等を行なう。入院時に得られる

患者の陸学的データ，社会的背景，チームのスタッ

フによる主観的判断とともに HyperCardスタックに

よる性格分析，不安度分析のJ心理的アプローチ，お

よび糖尿病知識度等の結果を併せ，個々の患者の問

題点、を明らかにし，退院までのB標を設定する。中

間時点で再評価を行ない，残りの期関での重点指導

項Bを明らかにし，教育を継続する。退院時に退院

後の生活指導とともに知識度やセルフ・エフィカ

シーの判定を行ない，退読後の目標設定の参考とす

る。退院後の外来フォローにおいては，定期的に病

態の把握のみならず，食事療法への助言や知識度の

チェック，心理的アプローチを行ない，患者が良好

な治療を継続できるようサポートする。

5.適用の結果

初期に本スタックを適期した患者79人(男性33

人，女性46人，平均年齢57.4士11.1歳)の使用後のア

ンケートによると， 65%の患者がパソコンは初めて

と答えたにもかかわらず， 97%が葡白いと感じ， 84 

%は操作が簡単であったと答えた。①性格別では，

他人へ過度に干渉する人，非常に自由奔放な人，従

頼性に乏しい人，②不安度では，一時的な情緒状態

を反映する“状態不安"が強い人がいずれも知識が向

上しにくい傾向にあり，③薬物療法におけるセル

フ・エフィカシーは薬物療法の知識度に正栢関し

た。また，入院時の患者の心理的アプローチの結果

がスタップの主観と似かよる場合だけでなく，大き

く異なることもあり，主観的判断のみで患者に対処

するのは難しいことが示唆された。

6 .結 圭五
ロロ

本スタック群の使用は，従来のスタップから患者

への一方向的教育と異なり ①効果音やグラフイツ

クで楽しく集中しながら，患者は自発的に一人で操

作することにより，自らの解析を自らが行ない，自

己のどの部分を変容すべきかとの意識を持てるこ

と，②各スタッフの主観的評価にスタック群による
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客観的評価が加わることから，教育効果の上がりに

くい患者をより早期に発見して，その原閣を究明し

やすいこと，③また引き続き当院で外来フォローの

場合，血糖コントロールが悪化したとき，各スタッ

フがデータベーススタックから抽出したそれ以前の

あらゆるデータを参考にしながらのアプローチが可

能で，悪化の原闘を捉えやすいこと等から，糖尿病

患者教育システムを支援するのに有用であると考え

られた。

7.今後の課題

今後，本スタック群の適用を入続患者，外来患者

ともに継続し，長期にわたる糖尿病治療において本

スタック群がどの程慶有用であるか検討するととも

に，さらに有用性を高めるべく，より患者の意識を

鼓舞する構成，より使用しやすいデザイン，よりわ

かりやすい内容，より迅速な使用感への改善を進め

たt¥ 0 また， QuickTime， Picture表示の利用によ

り，入~完前オリエンテーション，食品交換表の理

解，インスリン注射や血糖値自己測定の技術指導な

ど画{象表示による

を開発中である G

を増やすべく，現在スタック
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Application of HyperCard to the education system of diabetes mellitus 

Katsuya Wada 1) 

1) Laboratoηof Clinical Research， Hiroshima General Hospital 

Abstract 

In the education of diabetes mellitus， in addition to the general compliance approach by which medical staff 

simply provide a patient with standardized knowledge， the empowerment approach by which a patient is 

encouraged to analyze and alter his own unacceptable behavior - is also consider吋 desirable，if not essential. In 

the empowerment approach， it is indispensable ( 1 ) to understand not only medical data， but also a patient's 

psychological and social attributes， and then ( 2 ) give him the proper motivation， knowledge， and skills for his own 

individual therapy. As supporting software for this education system at our hospital， we created HyperCard stacks 

with the functions of ( 1 ) the psychological approach by means of egogram， anxiety scales， and self開 efficacy;

( 2 ) assessments of acquiring knowledge on each patient' s therapy and problems; and ( 3 ) a database of medical， 

social and psychological patient information. 

Keywords: Diabetes mellitus， Education， Empowerment， HyperCard， Egogr百 n，State嗣traitanxiety inventory， 

Self-efficacy 
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[要約}脳神経外科の犠査において，脳車管造影以外は検査の説明が行なわれないことが多い。

脳患管造影の説明も雫震学的知識がないと理解しにくい・医者によって説明が異なる・説明に÷

分な時聞がない，などの問題がある。

今盟われわれは簡便でわかりやすく公平な説明を行なうため司脳車管造影を中心とする脳神経

外科の検室長のインフォームドコンセントを促進する手段としてマルチメディアを導入・活舟し

た。メデイカル・イラストや麗像データ・ビデオ・音声での解説などを含むマルチメディアソフ

トをパーソナルコンビュータで作成，提示した。その結果，患者や家族が深い理解を示し，質問

の数と内容が格段に増えた。マルチメディアの活用は手術や梼態の説明宅学生教官にも有効であ

ると思われた。

{キーワード}マルチメディア，インフォームドコンセント司脳神経外科

1 .はむめに

ダウンサイジングの流れとともに最近のパーソナ

ルコンピュータ(以後，パソコン)やワークステー

ションの小型化，高速化は目覚ましいものがあり，

周辺機器やソフトウェアの進歩とともに，今まで扱

えなかったフルカラーの動詞やアニメーション，高

品{立な踊像，文字，音声や奇楽などのd情報を統合

し，デジタル処理を用い， リアルタイムでインタラ

クティブ(双方向的)に表現できるようになってき

た。

そこで，実際の医療現場で、パソコンを使用したマ

ルチメディアの活用の一例として，脳神経外科検査

のインフォームドコンセントを促進する手段として

マルチメディアを導入したので報告する。

2 .脳神経外科の検査について

路神経外科で、行なわれる検査はいくつかあるが，

脳温管遺影以外の検査は 検査の目的や具体的な方

法・危険性・鑑別できる疾患などについての十分な

説明が行なわれていないことがある。そして脳血管

遺影や手前のときに行なわれる説明についても，

1 )医学的知識がないと理解しにくい

2 )医者によって説明が異なる

3 )説明に十分な時間がない

4 )その結果として，患者が医者任せになっている

などの問題点がある。

また検査の危険性や合併症の説明が不十分なた

め，実際にトラブルが起こった場合，医療訴訟にな

る可能性もある O

これからは患者の人権や決定権を重視した医療が

重要である O そして，コンピュータや腐辺機器・ソ

フトウェアの進歩によってマルチメディアの時代に

なってきており，それらを活用し，患者に身近でわ

かりやすい，十分な医療情報を提供していくことが

必要である。

以上のことをふまえ，今居脳臨管造影を主に，脳

神経外科の検査について患者にわかりやすく公平な

説明を簡便に短時間で行なうため，メデイカル・イ

1 )俊勝義塾大学涯学部脳神経外科. 2)慶応義塾大学伊勢慶態病院脳神綬外科〔別制り翁ミiミ先干160 東京都新宿区信濃町35番地 }姿

形義塾大学医学部脳神経外科大泉太郎， bxa00561@ni勾明rve.or.jp)
(原稿受浬臼 1995年 8月3自)
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ラストや検査岡操，検査や手術のビデオ，文字や音

声による解説などを統合し，誰にでも簡単に操作で

きるようなマルチメディアソフトをパソコンで作製

した。そして，そのマルチメディアソフトを活用し

て脳神経外科の検査のインフォームドコンセントを

提進する手段としてマルチメディアを導入・活用し

た。

3.方 法

使用機器

くHardware>

Apple Power Macintosh 8100 

Macintosh LC575 

Macintosh Power Book 180c (以後， PB180c) 

Radius Video Vision Studio 2.0 

Apple Quick Take 100 

SHARP JX-330M 

くSoftware>

Macromedia Action ! 

Adobe Photoshop 

Premiere 

SoundEdit Pro 

三栄書房 MACINMUSIC VOL 1 

まず、パソコンへの素材の取り込みを行なった。メ

イカル・イラストや術中写真， SPECT，脳波など

は PowerMacintosh上の Photoshop上にスキャ

ナを使い取り込んだ。 XP，MRI， MRA (MR-

Angiography) ，脳最i管造影などのフィルムは透過型

原稿ユニットを使用し陪様にスキャナより取り込ん

だ。取り込んだ商{象データは Photoshopでトリミン

グ，サイズ変更，急調変更，色づけなどを行なっ

た。

協血管造影の DSA(Digital Subtraction 

Angiography)や手術のビデオは PremiereにVideo

Vision Studioのビデオ端子より取り込み，編集を行

なった。

音声はマイクから入力し， SoundEdit Proで編集

を行った。 BGMはMACINMUSICから選んだも

のを同様に編集した。

以上のようにして加工した素材を Power

Macintosh上の ACTIONに取り込み，背景を設定

し，素材を配置し，文字や音声を加え各場調を作製

し，場面開の構成を行ない，マルチメディアソフト

を作製した。

このマルチメディアソフトを活用したインフォー

ムドコンセントは主に血管造影検査を受ける患者や

家族に対し， PB180cを使用して行なった。また，

患者や家族が自由に操作し，検査の理解を深めるた

めに，脳神経外科病棟のロビーでLC575を使用した

縮小版ソフトの提示も行なった。

4.作品について

作品はマウスやトラックボールだけで操作可能

で，知りたい検査の画像や矢印をクリックするだけで

画屈が進み，メデイカル・イラストや医療画像，ビデ

オ，文字，音声などを使った説需が行なわれる。

最初のメニュー画面では脳神経外科の代表的な 8

つの検査がイラストや画鎮で表示される(図 1)。

脳血管造影の画集をクリックすると検査について

の簡単な説明が音声とともに行なわれる(図 2)。

画面右下の銀色の矢印をクリックすると次の場面

に進み(左下の黄色い剖角はメニュー画面に戻る)， 

踏血管の説明が音声と脳動脈の走行を示したイラス

トで行なわれる。一番右の画像が脳血管造影のビデ

オの蕗面で，顕在6をクリックすると脳血管造影のピ

デオが始まり，内頚動脈内のカテーテルから注入さ

れた遺影剤によって，語大脳動脈と中大脳動献を写

す動脈相や毛細血管椙，総額静脈へと集まっていく

静脈相を DSAで見ることができる(悶 3)。

次に脳血管造影で診断できる代表的な 4つの疾患

(脳動脈痕，脳動静振奇形，踏麗壌，モヤモヤ病)に

ついての説明が音声で行なわれる(図 4)。

しく知りたい疾患の画像をクリックすると，さ

らに画面が進み詳しい説明が行なわれる。脳動脈癖

についてみてみると，脳血管造影や CT，術中写真

と音声での破裂脳動脈摺の説明や(図 5)，討す前とク

リッピング術後の脳血管造影の画像とビデオでの破

裂脳動脈癌の変化の説明(図 6)，実際のクリッピン

グのピデオを使った手術の説明(屈7)などが行なわ

れる。脳動静脈奇形，脳腫場，モヤモヤ病について

も陪様な説明が行なわれる。

次に進むと，入院してから検査に至るまでの様子
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図 1 メニュー画面

間

一

F
U…

圏
図 2 脳血管造影の一般的な説明

図3 脳血管の説明

が音声と文字とイラストで示される(図 8)。検査室

での様子，検査後の安静，検査結果の説明について

も，同様の説明が行なわれ，最後に脳血管造影の際

に起こりうる合併症についての説明が行なわれる

(図 9)。

また， 実際の使用風景も提示した(図10)。

165 

図4 脳血管造影で診断できる 4疾患についての説明

図5 脳動脈癌についての説明

図6 術前・術後の脳動脈癌の変化

図7 手術のビデオ
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図8 検査についての説明

図9 合併症についての説明

5 .結 果

乙の説明を始めてから，脳神経外科の検査や疾患

に対して患者や家族からの質問が非常に増え，内容

も多岐にわたるようになった。今までの検査の説明

では，患者が十分に理解したため質問が出ないので

はなく，医者の一方的で視覚性，具体性に乏しい説

明のため，理解が難しく，質問しにくい状況であっ

たため質問がほとんどなかったものと思われる。図

やビデオが多く大変わかりやすかったという患者や

家族が多く，質問の内容からも検査や疾患に対して

の理解が以前の説明に比べ深くなったと思われる。

また今までは医師が患者を見おろすよう に説明し

ていたのが，お互いがパソコンに向かい合う ことで

より対等な立場で話しをするととが可能になったと

思われる。

病棟のロビーに設置した LC575での提示も非常に

好評で，脳血管造影のインフォームドコンセントの

際の活用とともに，現在アンケートによる理解の進

度，患者や家族へ医療情報を説明する際のコン

ピュータのT吏用やf寺ち時間を利用したコ ンピュータ

図10 実際の使用風景

での医療情報提示の有用性，患者や家族の望む今後の

医療情報提示のあり方などについてまとめている。

このマルチメディアソフトは他の Macintosh上で

も，簡単に提示することが可能であり，看護婦への

脳血管や血管病変，腫蕩による血管の変化について

の説明にも非常に有効で、，非常にわかりやすいとい

う戸が多く聞かれた。

そのほか，医療従事者や学生 ・一般の方が，脳神

経外科の検査や疾患の理解や学習のために，このソ

フトを自由に操作することも可能である。

また，このようなマルチメディアの活用は患者へ

の検査の説明だけではなく，手術や病態の説明，学

生や医療従事者の教育にも有効であると思われた。

6.今後の課題

1)患者サイドの意見を取り入れた改良。希望者

へのこのソフ トや患者自身のデータの PhotoCD化

による配布。

2 )他の検査や手術，病態の説明に関するマルチ

メテ守イア・インフォームドコンセント 。

3 )検査結果の説明時など，検査室とのネット

ワークによる，患者データのリアルタイムでビジュ

アルな形での患者への提示。

4 )インターネット上で、のバーチャルホスピタル

の開設

・脳神経外科の疾患に関するマルチメディアソフ

トの提示

・病気の予防や早期診断，健康教育に関するマル

チメディアソフトの提示

• E-mailでの医療相談

などがある。
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7 .医療分野へのマルチメディアの活用

光通信技術や ATM  (Asynchronous Transfer 

Mode:非同期転送モード)技術による高速・$.帯域

なネットワークが充分整備されておらず，高度な双

方向通信がまだ困難な現段階において，罷療へのマ

ルチメディアの活用としては，

1)患者の病歴や検査データ，闘{象データ，手術

所見，手指のビデオや奇声，病理所見や写実などを

取り入れたデータベース[1， 2] 

2 )手術室でのビジュアルデータの提示による術

中支援

3 )マルチメディアデータの舗前術後の多角的検

討[3 ] 

4 )マルチメディアソフトによる手術のトレーニ

ング[4 ] 

5 )説内ネットワークによる各科の相互協力[5 ， 

6 ] 

6 )患者や家族へのイラストやムービー，音楽，

音声などをふんだんに使ったわかりやすい病気や検

査，手術の説明

7)一般の方への病気の早期発見や予防の説明，

簡単な病気の自己診断などの鑓藤教育[7， 8] 

8 )ネットワークや CDぷOM，レーザーディスク

などを活用した学生や畏療従事者への教育[9 -12] 

などが考えられる O

一方問題点としては，著作権のあるイラストや写

真などを使用する場合の使用権や{吏用料の交渉，患

者のデータを使用する場合，そのプライパシーの保

護などがある [13]。

将来的には，

1 )光ファイノfーを{吏用した B-ISDN(Broadband 

Integrated Services Digital Network :志帯域統合

サーピス・デジタル通信網)の配備

2 ) JPEG (J oint Photographic Coding Experts 

Group:静止画操データ圧縮の国際的な規格)や，

MPEG (Moving Picture Experts Group :動岡データ

臣縮の国諜的な規格)などデータ圧縮技術の進歩と

普及

3 ) DES (Data Encryption Standard :標準暗号方

式)や FEAL(Fast Data Encipherment Algorithm : 

速データ暗号方式)など 情報の暗号・認証のセ

キュリティー機能の実現

4 ) VR (Virtual Reality :仮想現実感)などヒュー

マンインターフアースに優れた情報の入・出力装置

の開発

などによって高度な双方向通信が可能になれば，

在宅毘療や双方向 CATVでの医療情報の提供，医

議ロボット技摘の進歩とともにテレオベレーション

(遠踊手術)などの新しい形の医療が始まるであろ

つO

また VRや立体視などを利用した本格的な手術の

シミュレーションも盛んになってくるであろう C
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Use of multimedial software for improving informed consent 
in neurosurgical examination 
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2)Dとpartmentof Neurosurgeη， lse Keio Hospital， Keio University School of Medicine 

Abstract 

Numerous examinations are required prior to neurosurgery， and a well established doctor-patient relationship is 

essential to convey to the patient sufficient r従 ionalefor undergoing any procedure. Unfortunately， efforts to obtain 

a patient' s consent are not always successful. One key reason for this is that patients remain deficient in knowledge 

of the medical procedure and its potential hazards. To overcome this problem， we adopted a new method of 

computer-based multimedia software. The system provides the patient with illustrations， imaging data， film and 

verbal explanations. This method has realized significant gains in acceptance by patients and their family members， 

resulting in a good understanding of the problems， and resulting in questions that would indicate they have a better 

understanding of the situation. This multimedia system may also prove useful in training medical students. 

Keywords: Multimedia， Informed consent， Neurosurgery 
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豊崎俊幸1)

[要約}自然科学系の中で唱とくに陛学分野における NIHImage麗犠解析ソフトウェア(パブ

リックドメイン)の利用頻度はここ数年飛擢的に延びている。しかし，農学系雫とくに食品化学

分野においては NIHImage醒像解析ソフトウェアの利馬頻度はいまだ少ないのが現状である。

著者は薄麗クロマトグラフィー (TLC)によって分離した各成分を， NIH Image麗像解析ソフト

ウェアを利男して定量分析を試みた。 TLCによる各成分の分離は宅ゲル電気泳動によるタンパ

ク震の分離とは異なり宅各分離スポットが均一な円とはならず楕円形など不均一な形として出現

してくる欠点があり弓分離された各成分の定量分析に，市販のデンシトメーター装置を科題しで

も再現性などの問題で定量化には難があった。本研究によって確立された方法は宅 NIHImage 

酷像解析ソフトウェアのもつ高機能な Toolを利題することで，きわめて高い再現性のある結果

を寄ることができた。このことから弓農学系，とくに食品化学分野においても研究手段の 1つと

して利用できるものと考えられた。

{キーワード] NIHImageソフトウェアー画像解析宅薄層ク口マトグラフィー (TLC)，定量分析

1 .はじめに

自然科学系うち，とくに医学分野の研究者にとっ

ては，画{象解析法は今や必要不可欠な手法の 1っと

して考えられている。画課解析法によって，いまま

でに得ることのできなかった新たな結果を獲得する

ことが可能となってきた。しかし，画像解析を利用

して研究を行なう場合 市販の銅器解析装置は高額

であり，だれもが簡単，容易に利用することはでき

ないのが現状である O 最近，パソコンの普及によ

り，パソコンレベルでの画像解析が可能となってき

た。 WayneRasbandが作成した NIHImage画像解

析ソフトウェアはパブリックドメインであり，パソ

コンさえあればだれもが簡単に利用することができ

る。すでに，罷{象解析の研究の Toolとして NIH

Image画像解析ソフトウェアを利用しての擾れた研

究成果が報告されている [1-610しかしこれらの

多くの報告内容は，医学分野においてのみ活発に利

用されているのが{まとんどであり，農学系のうち，

とくに食品化学分野においては NIHlmage踊像解析

ソフトウェアを利用しての研究はほとんど行なわれ

ていないのが現状である。

農学系で一般的に利用されている分離分析法とし

て，簿層クロマトグラブイー (TLC)を用いる方法が

ある O この方法は種々の成分を lつ 1つ分離し，き

わめて再現性のよい分離法であるが，分離した各成

分の定量分析を行なうには難しく，ほとんど定性分

析に別用されている。ただ，市販されているデンシ

トメーター装置を利用することで定量分析は可能で

あるが，装置が高額であり利用頻度が少なく一般的

ではない。また，デンシトメーター装置を開いて定

量する場合， TLCの呈色が不均ーとなり，濃淡が微

妙に変化してしまうことから，再現性のある結果を

得ることが不可能である。本研究は高機能な NIH

1m丘ge画像露間庁ソフトウェアを利用して， τ工C上の各

成分の定量分析ができるものかを試みたので，それら

1)香蘭女子短期大学家政科羽目別り議求先:守816 福凋rn磁波綾子 1-2-1 ~き隣女子短期火学家政科〕

(原稿受理日 1995年 7月8日)
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の操作手}I頭と，併せ得られた結果について報告する。

2 .研究方法

( 1 )システム構成

本研究で照いたハードウェアは， Macintosh立fx

(RAM20MB，アップルコンビュータ社製)，岡操

スキャナ (G下8000，エプソン社製)を利用した。ソ

フトウェアは， NIH Image (ver. l.52)を利用した。

( 2 )商橡解析測定データの作成

大史浩(純度95%，ナカライテスク社製)を n-ヘ

キサン:エチルエーテル:酢駿 (80: 20: 1， v /v / 

v)混合溶媒を用いて 1μg/ml濃度に調製したものを

試制として， 市販 TLC(PE SIL G; Silica Gel， 250 

μm， 20X20cm， Whatman社製)上に一定量塗布し

た。塗布した後， ルヘキサン:エチルエーテル:酢

駿 (80: 20: 1， v/v/v)混合展開溶媒を用いて展開

した。展開後，ヨウ素蒸気下で虫色させた。呈色さ

せた TLCは，速やかにカラーコピー機でコピーし

たものを顧録解析測定データとした。

3. NIH Image麗{象解析ソフトウェア

の操作手)11費

( 1 )酒像入力

TLCで分離したデータをスキャナを和用して入力

する。その際，スキャンニングソフトウェアにもよ

るが，いたずらに解像度をあげると，逆にデータが

増えてしまい，後の解析が難しくなってしまう。こ
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こでは50%縮小 (36dpi)で取り込んだ。取り込んだ

画像データは PICTIIファイルとして保存し，これ

を測定データとした。なお，基本的に NIHlmageソ

フトウェアはカラー画像のデータについては解析不

可能とされている。本研究で PICTII形式として解

析した理由は，まず TLC後の各スポットの確認を

ヨウ素蒸気下で虫色させた場合，各スポットは淡黄

色として得られたことから， PICTII形式として保存

することで他のアプリケーションとの併用(学会発

表用のスライド作成など)することも考麗した。ま

た， TLCの各スポットについては，単調な 2色のカ

ラーであるので， PICTII影式のデータを直接用いて

解析を行なった場合と，グレースケールで取り込ん

だデータの解析を行なった場合とを比較しでも，得

られた結果についてはほとんど影響を受けないこと

をあらかじめ確認した。さらに， TLC 後，藍接ス

キャナでグレースケールとして取り込み解析を行

なった結果についても， PICTII形式での解析と一致

した結果が得られた。このようなことから，本研究

では PICTII形式で解析を試みた。なお，最初から

グレースケールデータを取り込んでもよい。生デー

タの保存あるいは論文にカラーとして記載する場合

にはカラーコピーを取る必要はあるが，単にデータ

の解析のみであればカラーコピーを取る必要はな

l '0 

( 2 ) NIH Image画像解析ソフトウェアによる解析

a. File→ Upen(データの取り込み)

NIHlmage画像解析ソフトウェアのアイコンをダ

ブルクリックして立ちあげる。 Fileメニューの

Openで，取り込んだ PICTIIファイルの TLCデー

タを Openする。

b‘ ThresholdおよびSmooth機能によるデータ

の強調

取り込んだデータを Thr・eshold機能を用いて各ス

ポットを明瞭化させる(図1)。さらに Smooth機能

を用いて，パックグラウンドと各スポットを白黒閥

復にする(盟 2)。

C包縮尺の設定

Line Selection Toolを用いて，額面上の適当な箇

所に測定線を引く(実際の縮尺はスキャナの読み取
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図4 TLCよの各スポット直積測定のための設定項自

り解像度を利用して算出する。ここでは36dpi (50% 

に縮小)で戦り込んだ。次に Analyzeメニューから

Set Scaleを選択して，スケール設定調闘を表訴さ

せる(図 3)。ここでは， Measured Distanceを36

に， known Distanceを25ぶこ，単位を Millimeters

に設定した (36dpiで取り込んだ場合)。

d.各スポット面穣測定用の設定および灘定

Analyzeメニューの Optionsを選択する。測定し

た各スポットの顧復にデータ番号を記入するために

Lable Particlesをチェックする。ここでは，面讃

(Area) ，各スポットの長径 (EllipseMajor Axis)お

よび短径 (EllipseMinor Axis)を選択した。また，

Min Particle Sizeを20に設定した。このようにする

と20ピクセル未満は灘定対象外となる(図的。ここ

でO瓦をクリックすると，設定した項目を瞬時に測

定し，各スポットが連続した数字で標識される(函

5 )。

e.測定結果の表示

測定されたデータは， Analyzeメニューの Show
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関6 測定結果

Resultsを選択することで確認できる(図 6) 0 この

ようにして得られた結果を， Fileメニューの Save

asをクリックした後， Measurementを選択し，テキ

ストファイルとして保存する。保存した結果は，

Excel (抗lcr・osoft)あるいは Igor(Wave Metrics)など

の解析ソフトウェアを利用して詳しく解析する。

4 .結果および考察

本測定法はNIHImage画課解析ソフトウェアを利

用して， TLC上の各スポットを鰭単に，しかも容易

に，再現性よく定量できるものかを検討したもので

ある o NIH Image画像解析ソフトウェアは高機能で

あり，ここでは各スポットについて面積を測定する

ことで定量化を試みた。一般に TLC上の各スポッ

トを定量する場合，市販のデンシトメーターを利用

することで容易に測定できる。しかし，市販のデン

シトメーターは高額であることから一般的ではな

Po さらに，デンシトメーターを用いる場合は，ゲ
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自7 大豆油塗布量と Triglyceride含量との
相関性

ル電気泳動のような透明な担体が必要となる。 TLC

のようにシリカゲルを担体としている場合は，一定

波長を TLC上に当て，反射してくる光量をデジタ

ル化することで定量分析するものである。このよう

な方法では， TLC上の各スポットの景色度合いの遣

いが微妙に在右し，結果として誤差を生じてしまう

ことが考えられる O 本~~U定法は各スポットを白黒画

{象に変換し，黒に変換した部分のみの面積を測定す

るだけである。各スポットは歪な形態をし，一定し

た形ではないが， NIHlmage爵像解析ソフトウェア

はドット単位で測定することから，再現性よく測定

できる利点がある O 実際，本測定法で測定した結果

の一{殉を罷?に示した O この結果は，本測定法に

よって画像解析後，得られたデータを Igorによって

解析したものである O 塗布した大豆油量と

Triglyceride含量とは高い正の相関 (r=0.969)が確

認された。このような結果から，本測定法はきわめ

て高い再現性のある方法であることが明らかとなっ

た。

このように TLCで分離した後の各スポットの定

量分析は，市販のデンシトメーターを利用しなくと

も本測定法を利用することで，簡単にしかも容易に

測定できることが明らかとなった。このことから，

いままで NIHlmage醤復解析ソフトウェアは底学分

野のみで利用されてきた手法とされていたが，今後

は農学系，とくに食品化学分野においても NIHlm-

age画像解析ソフトウェアの利用頻度が高まってい

くものと考えられる o NIH Image酷像解析ソフト

ウェアのもつ高機能を多いに利用することで，ます

ます科学が発展することを期待する。
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Quantitative analysis of each spots in thin layer chromatography using 
graphic analysis of NIH Image software 

Toshiyuki Toyosaki 1) 

1) Department of Home Economics， Koran Women's Junior College 
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Abstract 

This study reports of quantitative analysis of spots in Thin Layer Chromatography (TLC) thro時 hutilization of 

NIH image. The TLC was copied by a color copier. A flatゐedscanner was then used to capture the image， which 

was saved as a PICT II-type graphics file. The files were imported into NIH image and the TLC successful1y 

measured using functions of the NIH image. Analysis of the results was saved in the form of text files， and these 

were analyzed and calculated llsing Excel or Igor software. Those results indicated that the respective spots present 

in the TLC were quantitative analyses llsing graphic analysis and several functions of the NIH image. These 

quantitative analyses using graphic analysis of NIH image are expected to prove llseful in such fields as agricultllre 

or food science. 

Keywords: NIH Image software， Graphic analysis， Thin Layer Chromatography 
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Macintoshによる記憶テスト

神居雅志1)

{キーワード1
~a'憶 ， t豆期的記'1意，オブジェ

クトパスカルー HyperCard宅

メモワ…)[."タッチパネル

Macintoshを使い記憶の実験をするプ口グラムを開発した。プロ

グラムは HyperCardで作成し，仕様が固まったところでオブジ、エ

クトパスカルを利用して本格的なプ口グラムを作成した。記憶力

というものをどうやってj贈るかが問題だが電今E開発したソフト

は鎧期的な記瞳力を調べるためのものに限定した。

1 .はじめに

タバコの喫煙により記憶力は高まるのかという

テーマを研究するためこのプログラムを開発した。

アイデアは英国の研究所を訪問したときに，

Macintoshを利用した記憶の実験が行なわれていた

という話を開き，その実験をもとにしている。今

回，これをもとに，いくつか改良を行なったものを

作成した。

記憶をどのように測ればよいか。これは難しい

テーマであるかも知れないが，とりあえず¥短期的

にどのくらいの時間覚えていられるかということを

テストすることにした[1 10 

2 .実験の概要

英国で行なわれていた実験泣おおむねつぎのよう

である。 Macintoshの画面上にサンプルの絵を数秒

間提示する G 画面を消し，その後，数秒間あるいは

数分間後に今のサンプルを含む似たような絵をいく

つか表示し，その中から正解を選ぶというものであ

るO これを時間を変えながら繰り返すというもので

ある。正解を選ぶときに捷われているのはタッチパ

ネルで，画面上にタッチパネルが鮎られていて被実

験者が踊語にふれるとその泣置を検出できる装謹で

ある。

しかし，今回の実験はなるべく今ある機器を利用

する方針で，タッチパネルの使用はあきらめた。

タッチパネルは意外と高価であり，また容易にとり

つけられないというのが理由である。使用する

Macintoshもこのために新たに用意するのではなく

現在あるものを使った。 {I完結iとしてあまり使われて

いないで放置されていた Macintosh目別を活用し

た。 Macintosh到usにはもともとハードディスクな

どはついていなくて，フロッピーベースでシステム

を動かすようになっている。メモリーもわずか(最

大 4MB)しかつけられなPoタッチパネルは使わ

ないので代用としてマウスを使って選択するように

する O そして，このプログラムにはメモワールとい

う名称をつけた。

実験の概要を関解するとつぎのような手般になる

(図 1，2)。

英国での実験ではかなり大きい絵を使ったようで

あるが，ここではアイコンを利用することにした。

アイコンの大きさは按られていて大きい絵は描けな

いが，作成は簡単であり，プログラムでの扱いも楽

になる。一度サンプルのアイコンを提示し，それを

隠し，数秒あるいは数分後に選ばせるがその捕にな

るべく気を散らさせるように，空白の時期に加のこ

とで頭を使うようにさせた。最初は単にランダムに

無関係な絵を岡面に出して見せていたが，それでは

忘れてくれないので，その間の時間にモグラ叩き

ゲームをやらせるように変更した。またサンプルと

なるアイコンであるが，最初はモノクロで棒状の物

を組み合わせたパターンを使ったが，後にカラーの

矩形ブロックを組み合わせたパターンに変更した

1)東海大学文明研究所〔別周IJり請求先:〒259司12 神奈川県平塚rlJ;Jt金目1117，kamii@r・h.u-tokai.ac必〕

(原稿受理日 1995年 7月2日)
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(図 3)。今回は64種類のパターンを用意した。選択

の場面では，タッチパネルで選択するのではなくマ

ウスで目的物をクリックしてもらうようにした。と

かく初心者にはマウスの扱いは難しいものである

が，今回の被験者は比較的Macintoshに慣れていた

人ばかりなのでその点でのデメリットはなかった。

実験停止条件を満たしたか?

国 1 実験手111買

!サンプ内示 11[ アイドル 11 [ m の選択

時 -TU寺関 T2待問 T3時間

タッチパネルを使わないことにしたので特別な装置

がなくなり，どの Macintoshでも動かせるように

なった。

3. タッチパネル

タッチパネルは銀行の ATM，キャッシュディスペ

ンサーなどによく使われている。指先等でふれると

コンデンサのように静電容量が変化し，この変化を

感知するものである。最近では PowerBook500シ

リーズなどにあるトラックパッドもこの一種であ

る。透明なフィルムでできており，折り曲げ自由で

これをモニター画面に張り付けておけば，透暁なの

で画面に描いてあるものが透けて見える。ただし画

面に張り付ける作業は容易ではないので，モニタ一

本体を郵送して取り付けを業者に依頼しなければな

らない。

4 .フ。E トタイフ。

プログラムの概要が決まったところで制作にはい

るわけだが，どのような実験スタイルにするか細部

が決められなかったので，今回は最初にプロトタイ

プを作成することにした。このプロトタイプを実験

者に試してもらい，修正したいところを指摘しても

らうという手法を採用した。プロトタイプの目的は

スタイルを決めることであり，正確なものは必要な

かったので，時間的にすぐに作れ， しかも変更が容

易にできる HyperCardを使うことにした。 Hyper削

Cardで絵コンテのようにおおまかな手順を決め，そ

れを実験者に見てもらい改良を行った。

5 .プログラムの作成

HyperCardでプロトタイプを作成し，何回か改良

を仔った後，仕様が固まったところで本格的なプロ

グラム作成に入った。上で述べたように実際の実験

ではMacintoshPlusを使うため，極力小さいソフト

になるようにこころがけた。言語はパスカルを使用

国2 時間的推移
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した。パスカルは SYMANTEC社の THINK-

PASCALオブジェクトノfスカjレにした。オブジェ

クトパスカルにした理由は HyperCard自体，オブ

ジェクト指向言語なので，オブジェクト言語を使う

とHyperCardとある程度整合性がとれるからであ

るO 制作にはプラスでは不可能に近いので，

Macintosh I1fxを使用した。 MacOSはシステム 7

で，これに JL瓦(Japanese Language Kit)を被せてい

る。漢字Talk7でも問題なくコンパイルできるがほ

かのソフトとの関係もあり，プログラム作成にはた

いてい JLK十US7を利用している c

6 .実験の設定および実験データ

実験を始めるに|捺して提示時間など設定しなけれ

ばならないことがいくつかある。これらの時開設定

や選択特に表示する選択肢の個数などはパラメータ

化し，実験者が自由に変更ができるようにした(図

4 )。

パラメータ化した主要なものはつぎのものであ

る。

・サンブ。jレの捷示時間

・ディレイの時間(空白時間)

また，この実験で採取した主要なデータはつぎの

ものである O

・実験者識別コード

・実験日， fl寺刻

・サンプルの提示時間

・ディレイの時間(設白l時間)

.正解か不正解か

正解が続けば時間を延長したり，不正解が連続す

ると実験を終了するようにした。

本格的な実験では日常喫煙者にまず吸う前にこの

実験をしてもらい，その後，喫煙後に問じように実

験をしてもらい，差があるかという方法を使った。

ただし，実験の成果はここでは述べない。

7 .最後に

もともと，タバコ実験ということで始めたが，こ

のプログラムはいくつか応用が効くように思う。こ

れからも，これを改良しでもっと広範屈の記憶実験

ができるようにしていきたいと考えている O

また試みでHyperCardでプロトタイプを作成する

という手法をとったが，これが成功したように思

う。仕様が臨まって作成したものに対して仕様の変

更があると，プログラムの作成者にとっては大変な

負担になる O 仕様の変更は HyperCardのようなもの

だと比較的受けとめやすいc また，プロトタイプが

その後のプログラム作成に活きてくるので無駄には

ならない。これからも仕様がふらつくものに対して

は，このような方法を採用していきたいと思う。

なお，この研究は財閥法人喫煙科学財団の助成に

よりなされたものである O

プログラムの艶布については，現在検討中であ

る。
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Memorizing test using Macintosh 

Masashi Kamii 1) 

1) Research lnstitute of Civilization， Tokai University 

Abstract 

1 develop“Memory輔Testexperiment " with Macintosh. This program is intended to short-term Memory TEST. 

This program is built from OBJECT-Pascal， using THINK-Pascal and the prototype is built from HYPER-CARD. 

This program is so small that it can run on Macintosh-PLUS with 2MB-memories with no harddisks. Originally， this 

program is baesd on Tobacco“Smoking effects for Memorization experimentation， but possibly， this may be used on 

other field. 

五eywords:Memory， Short-term memory， Short-Range memory， MEMOIRE， TOUCH PANEL， Object Pascal， 

HyperCard 



Japanese Joμrnal of Computer Scieηce Vol.2， NO.2: pp. 179 -182 

s 
E ，〆

Issued August， 1995 

皮膚科における Internetの活用

谷口芳記1)磯田憲一1)村瀬澄夫 2)

{キーワード}

Internet，皮膚科苛 WWW

20年以上前にアメリカの闇防上の理由から強まったコンビュータ

ネットワークは在大に発展し，全世界に爆発的に拡大しているo

MosaicやNetscapeなどの WWWBrowserの発遣により宅文章

データと精細な静止画像力f陪持に扱えるようになり宅その使いや

すさから WWWは司々の自常診擦にも使用できるようになってき

た。三重大学皮膚科では WWWHomePage (http://www.medic. 

mie-u.ac.jp/derma)を作り宅多数の皮j蜜疾患の臨床写真と宅皮j曹

の微細解剖写真に毘常的にアクセス可能とし宅また，世界中の他

の皮膚科の WWWぺ…ジに 1)ンクし，教育宅日常診諜に応揺して

いる O

1 .はじめに

インターネットについての記事が最近新開，雑誌

を賑わすようになってきた。インターネットは本来

コンピュータのネットをつなげるという意味であっ

たが，全世界に拡大したコンピュータの日大ネット

そのものを指す言葉となった。三重大学医学部では

平成6年より，インターネット接続が行なわれ，学

内LAN(local area network)が毘学部基礎校舎，次

いで医学部研究棟，医学部付属腕院に構築され，各

医局，研究室に Ethernetの端末が整備されたc

たちもインターネット接続直後よりアメリカを中心

とし，ヨーロッパの皮膚科援も含まれる皮膚科のい

くつかの討論グループに参加し，日々送られてくる

鵠報に接し，意見を投稿してきた[110その中で情

報の発信も非常に重要であることを認識し，独自の

HomePageを構築した。 HomePageが，教育や呂常

の診療にも役立つ情報を含むので概説したい。

2‘HomePageについて

(1)作成方法

HT羽L(HyperText Markup Language)書式にした

がって (http://home.netscape.com/home/how-to-cre-

ate-web-services.htmO TEXT形式の文を書き Fetch

でUNIXのファイル内に送り， WWW  (world wide 

web) browserである Netscapeで確認しながら修正

を行なった。回操については GIFをinterlace加工

して使用している O

WWWbrowser‘は最近の爆発的な Intenet利用者

増加の原因となった通信統合ソフトウェアで画操，

テキスト，音声等を同じ画面上で規覚的に操作でき

る点が今までのソフトと異なる。 Mosaic，

MacWeb等のソフトウェアに加えて最近 inline

graphic 機能が充実した Netscapeが使われることが

多くなったo Macintosh用， Windows用， UNIX用

のソフトウェアが揃っており現在の Versionは1.1

で，多くの mirrorsite 全く間一の内容を提供する

異なった地域のサーバー)で手に入る (http://home.

netscape.com/ comprod/ mirror /index.html)が，

Academic use (学生，教育機関の職員など)以外は市

販のソフトを質う必要がある O 日本語は Macintosh

陪， Windows用で使用可能だが， UNIX用ではま

だ使用できない。 Netscapeの通信統合ソフトとして

のその地の機能として， E-mailの送り出し機能，

newsgroupへの参加， FTP機能， gopherメニュー

1)三重大学医学部皮脳科学教~， 2)三重大学医学部医療佑ー報部明日制り請求先干514 三重県津市江戸総 2-174 三きを大学医学部

皮腐科学教室 谷口芳記， taniguch@clin.medic.mie-u.ac.jp， vya04327@niftyserve.or.jpJ 

(原稿受理日 1995年 7丹28日)
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国 1 三重大学産学部度j欝科ホームページの一枚目

が読めることなどがあげられる。

( 2 ) HomePage (http://www.medic.mie-u.ac.jp/ 

derma/)の内容について

関 1の第 l番患の表の中を見ると，まず三重大学

皮腐科独自のインターネット資源として，とくに走

資型，透過型電顕{象を主とした皮膚の解剖について

のページがある (http://www.medic.mieぺl.ac.jp/

derma/ anatomy .html)。次に，まだ構築中である

が，日本やアジアに主に見られる皮膚疾患について

の臨床写真を見るページがあり，また， 600枚を超

す皮崩疾患甑像のドイツのエルランゲン大学の

Databaseをみるページがある (http://www.medic.

mie-u.ac.jp/ derma/ diagnose/ dgO.htm) 0 mirror siteに

なっているので三重大学のサーバー内にエルランゲ

ン大学の皮膚科と全く同じ画像データが入ってお

り，定期的に更新されている。これらはすべて，三

重大学の医学生や当皮膚科の研修医の自学自習に役

立つことが期待されて作られたものであるが，アジ

ア地域の皮膚科誌にも利用してもらうことも念頭に

誼いている。世界の皮膚科のぺ一ジ (h加tt叩p:ゴ//八wνww.

me吋diにc.mi記e-ぺ引u.a配C仏.必/de匂n刀羽I口ma/worldd.h加1t拙tm討1)では， 現在ア

クセスできる皮窟科関連の全サーバーにリンクして

いる。皮膚科の掲示板 (http://www.medic.mie-u.

ac伊/derma/bulletin.htmI)では郡鹿にポストされた

メッセージを掲示するシステムを叡り入れている。

表の外の JDerm Mailing listは現主主皮膚科のメーリン

グリストとして ACADERM-L( listproc@ucdavis. 

edu)， DERM-L (LISTSERV@YALEVM.CIS. 

Y ALE.EDU)， RxDERM-L (Iistproc@ucdavis.edu) ， 

KERATINOCYTE RESEARCH DISCUSSION LIST 

(LISTSERV@NIC. SURFNET. NL)があり非常に活

発な意見の交換がされているが，日本語によるメー

リングリストはなく細かいニュアンスを日本語で表

現するために作られた。 mailservice@doc.medic.

mie-u.ac.jp宛に subscribederma (申込者の mail

address)とEmailの本文に書いて送ると自動登録さ

れる。 JDerm Mailing listの下には三重大学と日本

の紹介ページを設けている。

( 3 )世界の皮j雷科について

図2に世界の皮膚科を示した。ドイツのエルラン

ゲン大学の皮膚科サーバー (http://www.rrze.uni-

erlangen.de/ docs/FAじ/fakultaet/med/kli/ dermaAlt 
膚科の中では最大で，大量の皮膚疾患画像データ

ベースを含むほかに，皮膚疾患の講義としていくつ

かの疾患 (AcuteFebrile Neutrophilic Dermatosis， 

Progressive systemische Sklerodermie， Atopic 

Dermatitisなど)のまとめがなされ電子教科書となっ

ている O カリフォルニア大学 Davis校は皮膚関連情

報-information on skin disease and its treatment 

(http://huntley.weizmann. ac.il/)とメーリングリス

ト， Dermatology online Journalの情幸日をt是f共し，

NIHのDermatologyvisual database pr句ect(http:// 

wwwetb.nlm.nih.gov:80/edutech/derm.html)は悪性

黒告腫など精細な臨床写真を提供している。ニュー

ヨーク大学の Thedepartment of Dermatology (http:! 

/ www.med.nyu.edu/Derm/HomePage.htm) ，オラン

ダの Nijimegen大学の HomePage(http:// 

dermOl.azn.kun.nl/) ，英国ウエールズ陸科大学

五ttp://www.cardiff.ac.uk/uwcm/dm/index.html)
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は自己紹介的ページとなっている。シンガ

ポールの国立皮膚センターのページ (http://

biomed. nus.sg/nsc.html)では，やはり皮膚疾

患の面接データベースがある。アイオワ大学皮

膚科のサーバー (http://tray.dennatology.uiowa.

edu/home.h倣吐)では世界の患者支援系出哉のデー

タを揃えており， しかも Macintosh8100をサー

バーとし，頻繁に改良を加えている。 Gopher

はテキストを主体としているのでアクセスが早

く，臨床医が忙しい診療の合間にのぞける利点

がある。とくに皮f歯科の gopherサーバーでは

ダートマス大学の薬疹情報 (gopher:// 

gophぽ .dartmouth.edu:70/11/Reserch/BioSci/

CDRD)が薬剤と薬剤性の皮:彦について詳し

い。個々の薬剤と皮疹の形態について詳述し，さら

に文献情報を提供しているので，診療に役立ってい

る。ロチエスタ一大学の皮蔚科検査情報 (g伊op肉he舵r仁:!υ/ 

Eηmi力i訂如ne町rgophe訂r¥-.lib.rochester.edu:70/11/MedFullText/

derm)も最新の文献情報と皮膚科検査の専門家を紹

分しているが，特定の疾患についての最新検査がわ

かる。 NIHのコンセンサスレポート (gopher:// 

i nfo. med. yale.edu: 70/ 11/Disci plines/Dici pline/ 

Dermatology / other derm/ nihconsensus)は診断，治療

の明確でない初期の悪性黒色鰭と紫外線と皮潜障害

の考え方を示しているoNIHのCancerNetでは皮膚

科の癌に関する Stage分類，治療を詳しく説明して

p る (gopher://gopher.nih.gov: 70/1l/clin/ 

ca即 ernet)。

3 .まとめ

1994年秋，カリフォルニア大学デービス校の

図2 世界の皮膚科のページ

Huntley [ 2 ]がはじめて医療分野，とくに皮膚科領

域で、のインターネットの活用について言及した。そ

れ以後多くの皮膚科涯が精細な静止掴像を扱える点

でインターネットに参入している[3 ]が，罷学以外

の他の領域でも爆発的に利用が増加している O 日本

でのインターネット網の整備は欧米に比べ劣ってい

るといわれていたが，急速に関心が高まり基幹通信

網の整備が行なわれつつあり，今後さらに日常的に

技用されていくものと思われる O
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Abstract 

Although their original concept goes back to facilities established by the United States' Department of Defense， 

computer networks have been expanding explosively throughout the world. The WWW browser， which enables 

simultaneous viewing of fine pictures and letters， has benefitted routine hospital work. The Department of 

Dermatology at Mie University has been producing and making available HomePage， to be used for medical 

training and reg凶 lrreference by doctors. (Address: http://www.medic.mie-u.ac.jp/derma) 

Keywords: Internet， Dermatology， WWW 
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露事

製図道具からデザイン@アシスタントヘ
ー建築設計とパソコン CAD

建築設計とか建築家というと，何となく酒落た職

業のようなイメージで，テレピでも二枚目タレント

が設計事務所員を演じたドラマが流れたりするが，

実態はもっと前近代的である。

建築家の率いるデザイン志向の強いアトリエ系事

務所から，田舎の工務信兼業事務所まで，中小・零

細企業の比率が高く，所員が50人いれば大企業であ

る。人的資産がすべてで、あり，人件費は大きな比重

を占め，収益を高めるのは難しい。いまだ徒弟制度

的雰閤気も残し，とくに設計等には職人芸的感覚が

ある。締め切りが迫れば轍夜続きで労働条件もよく

はない。他の業界より進んで、いるのは，男女差別が

比較的少ないことぐらいだ。

この業界においても，コンビュータはいろいろ使

われているが，特徴的な用途としては，設計製図に

{吏う CAD(Computer Aided Design，コンピュータ

による設計)があげられよう O 本稿では，一般化し

つつあるパーソナルコンピュータ(以下，パソコン

と記す)での CADの利用状況を紹介する。

聞製図板からパソコンへ

パソコン CADが開発される以前にも，ワークス

テーション上で動作する CADがあったものの，そ

れらを導入していたのは，従業員が100人単位であ

るような大組織事務所か，あるいはゼネコンと呼ば

れる総合建設詰負業の設計部門で、あった。

そうしたワークステーション CAD平リ用は，どち

らかというと設計作業よりも，完成予想図のような

グラブイック描題，あるいは高さ制設や日影規制と

いった法令規制チェックのために建物の形態を入力

するために用いられていた。入力専門のオペレー

ターをおいて，設計担当から渡される手書き図面を

もとにデータ入力するような業務形態である O 当

時，ワークステーションで描いた完成予想鴎が発表

津村明 1)

されると，その建築的評鏑よりも，コンビュータ・

グラフィックであることの方が話題になったぐらい

で、ある。

中小・零細の設計事務所でも導入できるよ

うな，パソコン CADソフトが実用になったのは，

ほぼ10年ほど前だろう。製鴎作業をコンピュータで

行なうことによって，反護作業の多い設計業務であ

れば使えるのではないかと，導入してみる事務所も

あった。当時の感覚として，パソコンや周辺機器と

pったハードー式とソフトで200)]円なら，大卒新

人一人を雇うのと同じか安い，という感覚であっ

たO

しかし，導入しでも実務に使いこなせたのは一部

であったようだ。設計-業務は分担作業であり 1つ

の建物に必要な各種の図面を数人が手分けして描く

のに， CADがl台で、は一人しか使えず，かといっ

て，全員分ハードを揃えるのはまだまだコスト的に

難しL斗犬況であった。

人間の側の開題もあった。手書きの設計製図から

CADに移るには，習得にそれなりの時間がかか

る。ベテランは日常業務に追われてそんな持関を取

れない。新人に覚えさせようにも設言十の基礎を知ら

なければ実用になる図揺は描けないし，覚えたとこ

ろで転職されては元も子もない。

また， CAD導入によって期持されたのは，高さ

制限とか日影規制のチェックといった法令規制等に

よって建物の形態が決まってしまうケースのシミュ

レーション，自動計算であった。ところが，こう

いった条件は日本独自のものであり，アメリカあた

りで開発されたソフトのローカライズだけでは対応

できない。サードパーティーが開発しても，もとも

と数が出る商品でないし，ライセンス料等もあり高

価なものになってしまい おいそれとは購入できな

かった。

1)有限会社EAT(〒151 東京都渋谷区本阿2-30-1…303， qfg0214@lni材serve.or.jp，sawarnura@sag.bekkoarne.or.jp) 
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図 1 設計事務所で活躍するパソコン CAD
東京都設J島E互 SKM設計計画事務所'

このころすでにアメリカでは CADによる製図作

業が本格化していた。大学を出た新人に期待され

るのは CADができることであり，大学備でもそ

ういった教育をするところが増えていた。面白い

のは，そのアメリカ人の感覚として，ハイテクの

国日本は当然 CADが普及しているはず，という

思いこみがあったことだ。アメリカの若者が日本

の著名建築家の下で働きたいと送ってくる手紙に

は，ほとんど「私は CADも使えますJと書かれて

いた。

数を導入して本格的に運用するには，ハードもソ

フトも高い。 CADを使える人間を育てる環境もな

い。そういった情勢で，日本国内でのパソコン

CADの普及は，アメリカに比べて足踏み状態で

あった。

しかし，ここ 5年ほどで情勢は急展開を見せた。

それは，パソコンの性能アップとか CADソフトの

高機能fとよりも，ハードの，急激な譲価化が原因で

あった。また，折からのバブル景気による業務量の

急増と，それに反する入手不足に悩まされた設計事

務所経営者は，パソコン CAD導入を促された。

現寂パソコン CADを導入している事務所の多く

は，一人 l台以上を設いている(図1)。またネット

ワークへと次第に移行する傾向にある。これは中小

事務所だけでなく，従来ワークステーションと専門

オペレーターを能っていた大組織も，パソコン

CADを主体としてネットワークを組む使い方に移

りつつあるようだ。

騒CAD界を麓揺させたフリーウヱア

上述のような状況を吹き飛ばす一国となり，中小

零縮設言l'事務所にまで普及し，ソフトウェア業界を

護揺させたフリーウェアがある。区役所の営繕部署

に勤める仲間三人が開発した， JW_CADである。

役所の営繕部署は，かなりの分量の設計製図業務

をこなさなければならない。その大半は改修工事で

あり，同じ元函を使って部分的な設計製鴎を行な

うO その意味では， CAD1とによる業務効率化が期

待される部門であった。職務で行なう製陸作業のう

ち簡単な部分をパソコンにやらせてみてはどうだろ

う，と趣味を仕事に活かすところから始まった。そ

れを職場で、使いながら改良を繰り返していくうち

に， CADとしてまとまり， 1991年5月，寵用 BBS

の建築関係の会議室に発表という形で世に登場した

のである O

1995年 1丹に「日経アーキテクチュアj誌(日経

BP社)が設計事務所の CAD使用状況についてアン

ケート謂査を行なってみたところ，ソフトについ

て，次真に示すような結果が出ている(臨 2;関誌

No.517， 522)。
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JW_CAD (7
'
)…ウェア)

DRA.CAD (摘造システム}

AutoCAD (オ トデスク)

MiniCad (エアンドエー)

DYトIAPERS(ダイナウェア)

DynaCAD (ずイナウェア)

ADS (生〉看護薬研究所)

Archi-TR王将o (l!i井コンビュ…タ)

自 CAD(日本システム)

AυtoCAD LT (オ…トテrスク)

from. Z (イメージ品メジャーメント}

INTERGRAPH (日本インターヴラフ}

CANDY (アスキ…)

SUPERCAD (ス…Jて…ゾフトウェア}

CAOAMシ1)…;((日本IBM. キャダムシステム等)

SECOMCAO (セコムキャド}

SuperBLDJICAD (~富士通)
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CAOMARC (NTTデタ議{蓄}

GOSシリ ;z'(インフォマティクス)

Mic悶 StationPC(B '*'インターデラフ)
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自社務発

そσ)fi由

祭怒答

3.3% 

3.1% 

2.6% 

2.6% 

1.3% 

1.3% 

1.3% 

3.6% 

6.7% 

11.8% 

10.3% 

9.3% 

9.0% 

10.5% 

35.7% 

30.6% 

21.9% 

(n=389) 

AD丑AXシリーズ. GMM. HCAD. 

Produle-D. MADRIC ADl∞o. Eilitt" 
G シリーズ. SUNCADit出

21.4% 

国2 設計事務所で使用している CADソフト(複数問答)
「臼経アーキテクチュアJnO.522・広告企画(設計プレゼンツー11..-9めから転絞

JW_CADおよび¥DRA繍 CAD，AutoCADは

DOS系のハードで動作 MiniCADは Macintosh

用のソフトである o 2位以下の CADはすべて商品

である。

2位の DRA-CADは国産で，関連ソフトとして

法令チェックとか構造計算，建物の収支計算といっ

たソフトとデータ互換性がある o 3f立の AutoCAD

は1994年には累計100万本という世界で最も売れて

いる CADであり，開発元の提唱した DXFという

や陪ファイル形式が，事実上 CADのデータ互換用

の標準ファイル形式となっている。もっとも， r所
有者は多いが使用者は少なpJとも言われている。

4位の MiniCADは Macintosh用であるため

DOS系の CADと遣い，オブジェクト志向であっ

て，面需報を持っている。このことはレンダリング

等のグラフィック処理にはメリットであるが，

DOSのCADユーザが乗り換えたときには戸惑いを

感じさせる。

JW_CADは，調用 BBSのやで開発者・ユーザー

詞士によるサポートが行なわれ，また建築系の雑誌

図3 JW_CADによる作国側(愛知察林徹生氏)

f建設知識別llftJW…CAD 徹底解説Jno.437から転載

が，このソフトを付録に付けた解説書を販売した

(国 3)。しかし，このように普及したのはむしろ，

臨品ソフトとは一線を題した，製図板からすんなり

移行できる「基本機能の使いやすさjが理由であっ

た。筆者の職場でも， AutoCAD導入当初は，いく

ら講智会を開いても使う人間は増えなかった。とこ

ろが， JW_CADは講習会を開かなくても使う人間
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が増え，あげくにそれを見ていた周聞から講留の開

催要求が出されたほどである。

さて，このような CADがf無料jで、出回ったため

に，それまで，伺十万円という価格の CADを売っ

ていたベンダーや販売代理由の，ユーザサイドから

見れば本末転剖といいたくなる行動が散見された。

ベンダーの業界団体では1993年10月に fフリーソフ

トウェア対策小委員会jを設立し， rパソコン通信な

どを経由して無料で盟布されるフリー・ソフトウェ

アが，ソフトウェア業界に与える影響を評錨し，商

業ベースで販売されるソフトと共存しうるかどうか

を棋索jした。また，販売代理患のセールスマンた

ちが rJW_CADは某商品 CADの盗作で裁判になっ

ているHもはや開発中止になったJ等とデマを飛ば

している，という報告が JW_CADをサポートする

BBSに相次いだ。

もっとも，最近は既存 CADとの住み分けが進ん

で，既存 CADは三次元，レンダリングといったグ

ラフィック的機能を付加し，そういった機能を要求

するユーザ層に食い込んでいる。対策小委員会でも

「商品売れ行きへの影響は不明Jという見解に落ち着

5サ4%

1993年
(n=2，927会)

いている(r日経アーキテクチュアJNo.517)。

関ハードは?

官官掲したアンケートでの，ハードの導入状況は囲

4のとおりである。

今後導入したいプラットフォームとしては国 5の

とおりである。やはり NECが多いが， Appleと

IBMが伸びていることが自を引く。 Apple，IBM 

ともいち阜く低倒格路線を取ったことが，シェアを

伸ばした理由であろう O とくに，高機能なグラ

ブイツク系ソフトを{吏える Macintoshに手が届くよ

うになれば，デザイン志向の強いアトリエ系事務所

にとっては，導入しない理由はなくなった。

さて，実際に導入している事例を晃ると，複数プ

ラットブオームを使っているケースが多い。だいた

いは， NECの98シリーズと他製品というパターン

である O これは，かつては中小事務所で導入して使

えるパソコンは，価格的にもソフト的にもこの製品

しかなかったため現在でも使い続けていること，ま

た，業務用ソフトの多くはこのシリーズ用に開発さ

れていて，関連他社とのデータ交換の面で 1台は

必要になっているのだ。

1994年
(n出 4，119台)

、J羽
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10.5% 

叩 2%

10，5% 

国4 使用している機器および導入ハードウェアのシェア(複数臨答)

「日経アーキテクチュアJno.522 :広告企画(設計プレゼンツール95)から転載(一部改変)

。OSN系パソコン 15.3% 

PC98系パソコン

Macintosh 

7.0% 

8.2% 

エンジニアリンゲワーヲステーション

ダラフィッヴスワ-')ステーション

そのf邑

37.6% 

24.3% 
(n=511) 

27.8% 祭司答

国5 今後導入したいハードウェア(複数回答)

「日経アーキテクチュアJnO.522 :広告企劉(設言l'プレゼンツール95)から転載(一部改変)
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語導入の実態

ここまで書いた内容だと，設計事務所のパソコン

導入は椙当進んでいるかのようだ。ところが，実態

はそうでもない。アンケートでも，調査母数1，000に

対し出答は511.そのうち CAD導入については，

すでに CADを導入している 76.1% 

導入する予定はある 21.7% 

導入する予定はない 2.2% 

である O 無回答は CAD導入に関心がない，と見て

し支えないだろう O とすると，実際に CADを導

入している事務所は，全体の約40%。筆者の周囲を見

ても，そんなもので、ある。また，その中でCADでJ苗

いている図面が80%以上というのは3割にすぎない。

このように，ソフトは JW_CAD，J¥ードは PC98

系から Macintoshへの移行傾向，そして普及率は全

体の 4割，しかもその中でほとんどの設計作業を

CADfとしているのは 3j!jIJ，という状況は，何を意

味しているのだろうか。

設計のプロセスは，原点から形を練ってp く過程

で，エスキスと呼ぶデッサンを経る。その後， iifr員

が手分けして設計図を製障していく作業へ移る。こ

の最後の製閲作業を CADfとしても，エスキス作業

は従来とおり紙に鉛筆で行なっている，製関根をパ

ソコンに変えただけの寵用者が多い，ということ

だ。

そういった剥用者にとって複雑な機能は必要な

い。いかに，これまでの製図板に近い感覚で隷が引

けるか，が要望になる。また，改修工事のように，

そもそものヱスキス過程がほとんどない設計作業も

ある。そういった業務にも， JW_CADのような基

本的機能のみで使いやすい CADの方が効率的であ

るO

JW_CADが震に発表された時のパージョンは

ver. 0.70であった O その後の進化で，最新のパー

ジョンは ver.2.00となり，日影図が描け，ワイヤー

フレームの三次元描画までこなす。しかし，

JW_CADユーザの相当数はそういった機能を使っ

ていないようだ。

一方，ヱスキスから高機能 CADを使う建築家も

現れている。この場合，ヱスキスが三次元的に検討

できる，というのが最大のメリットである。これま

で思いついても図語化できなかったような複雑なニ

次元形態も三次元 CADであれば鴎化できる。

こういった使い方をするには，これまでの製図板

的発想から， CAD的発想への転換が必要で、ある。

また現在のパソコン CADの三次元機能では，この

ような鈍い方に十分応、えていないが， Macintosh用

にオレゴン州の Artifice社が開発した

Design W orkshopのように，三次元 CADというよ

り，もはやデザイン・アシスタント的存在も登場し

ているつ

臨将来は・・・ 7

さて，今後どのように推移していくだろうか。

まず確実にいえるのは， JW_CADに代表される，

製図板に置き換わるような，ローエンド CADは，今

後も普及を続けるだろう。それで、十分というユーザ層

が淳いからだ。 AutoCADにも，基本機能だけに絞っ

たAutoCADLTという牒錨販が発売され，そこそこに

売れている。

一方，高機能なハイエンド CADには， 2つの志

向性が考えられる。…つは， CADを主体として関

連機能を包摂していくオール・イン・ワン志向であ

る。すでに， AutoCAD等はこの道を歩みつつあ

り，今後も進むだろう O

もう一つの道は，上に書いたような，デザイン・

アシスタント化である。三次元ヱスキス機能から，

平面図とか立面倒，断面図といった設計図を生み出

すような，いわば，これまで入閣の践の中で行なわ

れていた，空間デザインのプロセスをパソコン上で

作業できるようなソフトである。

楽観的予想、であるが，そのようなハイエンド

CADによって，これまでは建築家のスケッチブッ

クの中にしか存在しなかった夢物語のような建物が

実現するかもしれな~¥ 0 そういった建物がデザイ

ナーの独りよがりではなく，その建物を利用する

人々やその周りに住む人々にも歓迎される夢物語に

なってほしいものだ。
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パソコンソフトウェアの違法コピー

盤調盗みの自覚が乏しいパソコンユーザ

パソコンソフトウェアの違法なコピーは，他人の

家に君、び込んで盗みを働く仔為に等しいといえる。

「自分でソフトウェアを購入できないならば，パソ

コンを使う資格はないjと胆に銘じておきたい。

もっとも，自分でプログラムを作成したりフリー

ウェアを利用したりして，パソコンを使いこなそう

という場合は別である O 最近，あるパソコン関連の

書籍において，法的に正しいとは主張しないと断り

ながらも， 1試用の段階では，市販ソフトウェアの

コピーを使うことは許されるJという趣旨の記述が

あり，大関題になっている。

1993年，中学校の技術・家庭科で，パソコンを教

える「情報基礎」と pう選択科目が設置された。教育

機関では，パソコンの普及が急速に進んでいる反

剖，予算の制約からソフトウェアを購入しにくいた

め，ソフトウェアの違法コピーが横行しているよう

である。パソコンの導入にあたっては，パソコンだ

けでなく運舟に必要なソフトウェアにも予算を確保

する必要がある。

違法コピーをすると， 3年以下の懲役または100

万円以下の罰金という重い刑が科される O したがっ

て，もし墜師であるならば，違法コピーをすると

f涯業停止もしくは医師免許の取り消し」につながる

(法師法第7条2項，第4条2号)。海外では違法コ

ピーに対する裁判が当り前になっているが，国内で

もその活動が開始された。 1993年より，アメリカの

著作権保護団体である BSA(Business Software 

Alliance)が， B本における活動を開始したのであ

る。違法コピーをしている者は，いつ逮捕されても

不思議ではない。

昨今では，市販ソフトウェアの定舗の見宜しが急

速に進んで、おり，まさに13割 4割安は当り前」の

時代になってきた。このソフトウェアの錨格破壊と

法橋尚宏 1) 田中秀一 2)

もいえる現象は，パソコンユーザにとっては大歓迎

されることである。必要なソフトウェアから，無理

なく揃えていこう O

庫署コピー行為許容はあくまでも例外

著作権法は一定の範囲でコピー(捜製)行為も許さ

れるとして著作権の制限を定めているが，これを不

当に拡張して解釈し，本来は違法なコぜ一行為も許

されると勘違いしている人も多いようだ。もしかし

たら，本当は違法だとわかつてはいるが，摘発され

たら違法とは知らなかったと弁解しようとしている

だけかも知れない。しかし，犯罪の成否には違法で

あることを矢口っていたかどうかは関f系ない。もちろ

ん， 1みんなでやれば恐くなpJなどという戯言も通

用しない。

だから，どのような場合にコピ一行為が許される

かを理解しておく必要がある。著作物のコゼ一行為

は，著作権者やその許諾を得た者以外はできないと

いうのが大原則であり，例外的に一定の場合にはコ

ピー行為が認められているという，態別と例外の関

係だけは最低限でも念頭に撞いておこう。その上

で，コピー行為をしようとするときは，あくまでも

明外的に許されているということを思い起こし，は

たして今自分がやろうとしているコピ一行為が許さ

れることなのかどうかを検討し，許されないならコ

ピーはしないという態度が大切で、ある。

以下では，コピー行為が許される場合のうちの主

なものについてふれてみる。なお，プログラム使用

許諾契約などでこれらと異なる条項が定められてい

ることがあるが，ここでは著作権法の規定について

述べる。

関インストールやパックアップ

「プログラムの著作物の複製物の所有者J(たとえ

1)東邦大学医学部公衆衛生学講康〔〒143 東京都大田区大森西 5-21-16， nhohashi@ddbj.nig.ac.jp) ， 2)第二東京弁護士会所属
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ば車販のパッケージソフトウェアを購入し，プログ

ラムが記録されたフロッピーディスクを所有してい

る場合)は， I自らjそのプログラムをコンビュータ

で利用するために「必要と認められるi限度において」

コピーすることができる(著作権法47条の 2)0 I必

要と認められる限度において」というのは，実際の

羽用のためのハードディスクへのインストールや

パックアップの作成などである G

注意しなければならないのは，謹製物のいずれか

について滅失以外の理由で、所有権を失ったときは，

その他の複製物を保存しではならないとされている

ことである。たとえば，パックアップ作成のつもり

でコピーをしたが，その後そのオリジナルのフロッ

ピーディスクにせよパックアップ。用に作ったフロッ

ピーディスクにせよ，どれかを友人にあげるとき

は，佑の按製物を保存してはならないのである c そ

もそも，その友人にあげるという行為自体が，プロ

グラム使用許諾契約で、禁止されていることが普通で

ある O

圏私的{費用

拡張して解釈されやすいものの代表格が，私的使

用といわれているものである。プログラムが著作物

の1つとして著作権法に規定されるより前から灘間

が指摘されていた。

これによってコピー行為が許されるのは， I個人

的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内

において使用すること」を目的とする場合に|摂られ

ている(著作権法30条)。たとえば，音楽の放送を家

庭で録音して聞いたりする場合がこれにあたる。

したがって，たとえば，医局内部で業務に利用す

るパソコンが数台あり，市販ソフトウェアを 1つだ

け購入してそれぞれにインストールするという場合

は，医局内部ということである程度限定されている

とはいっても利用者が家庭と同じような意味で特定

かつ少数とはいえないこと，また業務に利用すると

いう目的からみても家庭内技用に準ずるとはいえな

いことから，私的使用には該当しなt'0 

麗教育機関でのコピ

最近よく問題になっているのが，学校などの教育

機関でのコピー行為である。教育の社会的意義の観

点から，…定の範盟内でのコピー行為は認められて

いるが，教育・学術目的で、あれば何で、も許されると

勘違いされることが多t'0 
しかし，コピー行為が許されるためには，以下の

条件を満たすことが必要であるo ①学校その他の教

育機関(営利目的で設置されているもの以外)におい

て教育を担妊する者が行なうこと，②その授業の過

恕において能用する目的であること，③必要と認め

られる限度であること，@公表された著作物である

こと，⑤著作権者の利益を不当に害さないこと(著

作権法35条)0 たとえば，授業で教材として用いる

ために生徒に配布するプリントに小説の一部をコ

ピーする場合がこれにあたる。

⑤の要件は， I当該著作物の種類及び用途並びに

その按製の部数及び態様に照らしjて判断すること

とされている c 小説等の著作物とは異なり，プログ

ラムという著作物はコンピュータを諒働させるとい

う機能がその本質であり コピー行為によってオリ

ジナルと全く!司じ機能を有するものができるという

特殊性がある。そのためプログラムについては，コ

ピー行為によりそれだけ購入本数が減少して著作権

者の利益を不当に害することとなり，①の要件を充

足しないと指摘されている O 少なくとも，教育機関

であればどんなコピーでも許されるという考えは誤

りである。

文化庁も，大学や研究所などでのプログラムの管

理方法や管場体制のあり方について採るために，調

査却I究協力者会議を1995年8月1日に発足させると

いう (1995年7月29日付朝呂新聞夕刊J)。それだけ大

学や研究所などでの違法コピーがi横行しているとい

う状況認識にもとづくものであるが，人関を教育し

ようという教育機関や，人関の精神活動の成果(プ

ログラムもその 1つ)をあげている研究所で違法コ

ピーが横行している状況というのでは，自分で自分

の首を絞めているのではないかとさえ思える G

関違法コピーによる責住

違法コピーにより著作権を侵害したときは，民事

上，刑事上の寅径が生じる O 民事上は，侵害行為の

差止詰求を受けたり，損害賠償請求を受けたりする

ことになる O また，刑事実任としては，先に述べた

とおり 3年以下の懲役または100万円以下の罰金と

pう罰則が定められている。法人の従業員らが著作

権を侵害したときは，法人も損害賠償'請求を受けた
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り罰金刑を科せられたりすることがある。

また，自ら霞害行為を実行した者だけでなく，こ

れをそそのかしたり予告ったりしても責任を関われ

ることもある O 民事責任だけではなく，刑事責任も

である。ゆめゆめ「そのソフトウェア， 1業にもコ

ピーしてjなどと気軽にそそのかすようなことが

あってはならなt'¥ 0 

さらには，プログラムを違法コピーして作った接

製物(フロッピーディスク等)をそれと知りながら入

手したときは，これを業務上使関する行為が著作権

授害行為とみなされ，民事上，刑事上の責任を関わ

れることがあるので注意が必要である。

参考文献

[ 1 ]法橋尚宏:日本は最大の違法コピー天国，今すぐ使い

たい墜師・研究者のためのマッキントッシュことはじ

め'95，援学評論社(東京)， 17 -18， 1995 
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轡第 4回 日本コンビュータサイエンス学会ブ口グラム

共催:第33回産婦人科情報処理研究会

於明治記念舘:

9月3El (臼)9 : 00 am~5 : 00 pm 

(JR総武線信濃町駅下車大宮御所より徒歩 3分:

駐車場200台あり)

第 1会場(富士の間 1)(大型ビデオブロジ:クター使

烏)

{開会の辞 (ClinicalApplications of Computer) ] 

9: 00-9 : 10 

会頭柳田洋一郎(第 4@]El本コンビュータサイエンス学

会会頭)

Oワークショップ 9: 1O~10 : 45 

座長寂部長正宅清水稔

〔コンビュータは医療の質の向上に益したか〕

・看護雫病院管理 境部畏正〈鈴鹿医療科学技術大学)

.患者情報管理

清水稔(1笥協医科大学越谷病院循環器内科)

・病院管理宅システム設計

中村清吾(聖路加国擦病践外科)

・電子カルテ 亀巴告介(亀由総合病院)

・電子カルテ 大嬬克洋(大橋産科婦人科)

Oワークショップ 2 11: OO~ 12 : 15 

鹿長池田俊也

〔携帯端末の応用〕

• Digital Book (フランクリン)

3窃由俊也(麗謄義塾大学医学部病院管理学)

• 200LX (HP) 

藤由告之(罷立遺缶学研究所分子遺伍学部門)

• Newton (Apple MessagePad) 

語部…彦(愛育痛院新生児科)

• Magic Link (SONY) 

綱本吉彦(SONYインフォコムプロダクトカンパニ

PIC商品部統括部長)

。総会 12 : 30~12 : 50 

法語憐宏(日本コンピュータサイエンス学会理事長)

。特別講演(富士の間 1) 13 : 00~13 : 30 

鹿長高瀬義昌

-医療の2情報化に期待するもの

上自博三(厚生省医療技術推進室長)

Oシンポジウム 13: 30ャ 15:ι5 

座長竹腰正隆

〔研究におけるインターネットの利用 (WWWサーバ最新

情報)J

1.インターネットにおける www情報流通

勝田文夫((株)NTTメディアスコープ営業本部デジタ

ルマーケティンググループ)

2.インターネットによる産業震学文献データベースの

利用

八幡勝也(産業医科大学産業生態科学研究所〉

3. WWW Serverで病理診断部門の情報発電を試みる

真崎武(京都府立医科大学病院病理部)

4. サハリン地震救援活動におけるインターネットによ

る情報提供

山本秀樹〈田山大学室学習公衆衛生学)

5.分子生物学での利用

鵜)11義弘(農林水産省農業生物資源研究所)

。特尉講湊 16 :∞~17 : 00 

鹿長榔田洋一郎

・コンピュータ支援外科

(慶Z意義塾大学属学部形成外科)

第 2会場(紅梅の間)

〔コンビュータ講習会初級者コース (Macintoshの大鹿菌

投影による講義)) 

-クラ 1)スワークス入門 9: 10-10: 45 

金子爵司(京都大学薬学部)，河本健(広島大学諜学

部口控生化学入大竹博〈福井県立大学経済学部英

語学)

-初心者のためのインターネット入門 11 : 00-12: 15 

石井留雄((株)レスペケミ力jレ)

。…般演題

紅掲の間(第 2 会場)13:00~16: ∞
第 1群 (13:00-14 : 00)座長清水稔

1. EOSDCS 3 cデジタルスチルカメラを用いたスライ

ド化の一考察

宮山毅，新谷剛，大越裕幸〈戸密中央総合病諜

ME科)山口 剛(需廓酔科)，鈴木富夫(キャノン販売

(株)カメラ総合計臨諜)，大茜智久〈キャノンゼロワ

ンショッブ)

2. Pigment injectionによる皮膚色再現(SkinColor 

Management Systemへの展望〉

内田彰子，中山凱夫(筑波大学臨床医学系形成外科)

3. NIH Imageによるヒト毛成長速度及び毛髪直径の計測

胡寵軍，山中由笹子，歌巴泉美，高木紀子((株)ア

ルソア央粧)JJ ¥林正彦(東京大学農学部)

4.パーソナルコンピュータを毘いた補線治療計画支援

システム

仲E重樹(1中間醤科医院)， 

南正高(大阪歯科大学補練学第 3講躍)
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第2群 (14: 00~15 : 00)座長高瀬義畠

5.気管支鏡のシュミレーション型トレーニングスタッ

ク/パッチリ気管支鏡

大森久紀(南生協病院呼吸器内科)， 

高木篤(協立総合病龍消化器内科)

6. マルチメディアを活用した脳神経外科の検査のイン

フォームド-コンセント

大泉太田，大平貫之，戸谷重雄(農民警、義塾大学医学部

臨神経外科)，堂本洋一(慶麿義塾大学伊勢慶磨、病暁

魁神経タト剥)

7. CひROM人体図fANAτOMISTJを用いた授業について

伊藤幸子(北里大学看護学部)， 

渡辺一夫(森川医科器械(株)) 

8 .米盟に於ける匿療とマルチメディアの現状---

Interactive Health Care 95報告

渡辺…夫(森JII匪科器械(株)) 

第 3群 (15: 00~16 : 00)座長加部一彦

9. ライフサイエンス辞書2(LSD 2)の内容と利用に関

する調査および客観評価

河本健(広島大学歯学部)，鵜JII義弘(農林容農業生

物資源研究所)，大武博(撞井黒立大経済学部)，竹

内浩田(静罰大学理学部)，竹腰正隆(東海大学医学

部)，譲田信之(国立遺伝学研究所)，金子鴎司(京都

大学薬学部)

10. Microsoft EXCEL 5.0を用いた放射線科の集計業務

根岸邦夫，佐藤真太郎，宿谷俊部，中島正弘，村田光

俊o塾協医科大学越谷病院放射線部)，塩野孝博，岩

崎尚弥o欝協霊科大学越谷病院放麗線科)

11.ヱクセjレマクロによる APACHE11 自重力言十算プログラ

ム;アパッチ検太君

篤，斎尾武郎(協立総合構続消化器内科)

一般演題の下記2題はシンポジウムで発表

(13 : 30~15 : 45) 

S-5. インターネットによる産業医学文献データベース

の利用

八幡勝也，東敏昭(産業医科大学産業生態科学研究

所作業病態学研究室)，舟谷文男(産業医制大学病院

管理学)，高B3和美(産業医科大学産業医実務研修セ

ンタ一)

S-6. WWW Serverで病理診断部門の情報発信を試みる

真崎武(京都精立医科大学病院病理部)

第 3会場(英蓉の間)

〔コンビュータ議習会上級者コース (Macintoshの大画笛

投影による講義)J 
・商像処理 1(Adobe Photoshop) 9: 1 O~ 10 : 45 

沼原利彦(番JII医科大学度蔭科)， 

小島清嗣(オリンパス光学工業(株)) 

-画像処理 2(NIH Image) 11: 00~12 : 15 

小島溝嗣(オリンパス光学工業(株)) ， 

jE震利彦(香川窓科大学度j翠科)

-文献検索・文献管理・電子辞書 13 : 00~14 : 15 

金子周司(京都大学薬学部)， 

藤昭信之(器立遺伝学顎究所分子遺伝学部門)

-統計 14 : 30~15 : 45 

陶山昭彦(鳥取大学医学部信生学)

学会前自コンピュータ講習会

平成 7年9月 2B (土)(10 : 30~16 : 30) 

会場:NTT MEDIAしAB(東京都港区南麻布)

下記の参加費の他に第4回学術集会参加費が必要です。

コース 1(申込先着順)(定員48名)これから始める

Macintosh入門(参加費20，000p:J)

このコースでは講師の説明を大直面投影したもので学習

します。

コース 2(申込先着)1関)(定員24名)Macintoshによるプ

レゼンテーションの総て

1人 1台用意された Macintoshを操作しながら学習しま

す(参加費45，000円)
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<第二回インターネット生物・医学国際会議開催のお知らせ>

Internet World Congress on Biomedical Science'95 

昨年12月，インターネット上でWebサーバーを利用した被界

初の盟際会議が，三重大学医学部主僚により開催されました。こ

れは，国際会議をまるごとインターネット上で開催し，問ながら

にしてill界時功ミら誰でも会議に参加できるというものでした。会

期中， tな界12カ悶から153演題が発表され， 32カ国1，374台のコン

ビュータから， 7万件を超えるアクセスがありました。この試み

は，国内外より高いまF似をいただき第ニ回会議への参加希望が多

数寄せられました。そこで，今年も下記の日程に関際会議を開催

することになりました。昨年間総，生物・医学に関する幅広い分

野の淡題を募集致します。

また，今年は日本コンビュータサイエンス学会をはじめ，キじ腕

医科大学，筑波大学，国立がんセンター，:sd屋大学，滋賀医科

大学，大阪医科大学，愛媛大学，問閣がんセンター，鐙業医科大

学，九州大学，久留米大学，大分医科大学，宮崎医科大学の先生

方のこe協力をJJヨけることになり，さらに有意義な会議にしたいと

思っております。皆松方，多数のご参加をお待ちしております。

演題受HrJ~始 199511三8月 1B 

;災題査を録〆切 1995if-9丹30日

淡題提出〆切 1995ino月28B

会議開催!駅前 1995年12月4日一15日

託手綱はインターネット上， http://www.medic.mieぺJ.ac.jp/にて

お知らせします。
**安当た安*ヨセ**づセ*******ヲゼ***安当時*安当た脅安安**安安づた*会合**づ身女*******女官た*安**

なお， 日本コンピュータサイエンス学会会主主の方は， 日本コ

ンビュータサイエンス学会事務局へお申し込みをお願い致しま

す。これら淡題は，サテライトシンポジウムとして Webサー

バーで公隙予定です。
*づ'**安*******ヲセづセ*女合女ポセ***女****~町安**づセ*ヲセ*安安安****安当々ヨセづた安安*女ヨー***

本会議の開催にあたっては，三設大学医学部のほかに以下の

先生方のご協力をいただいておりますc

鵜}I!義弘 日本コンビュータサイエンス学会

co時 ress@dna.affrc.go.jp

火山洋平札税医大解剖学第 l 講座，外科学~2 講座

ohkawa@sapmed.ac.jp 

お川光一 国立がんがん情報研究部

www崎congress@ncc.go.jp 

澗田昌史筑波大学医学専門学f，f4:fj三

mokada@md. tsukuba.ac.jp 

市橋1孝司 名古屋大附属病院分院内科

tak吋i@med.n註goya-日ac.吋.j

i山11ヨ本ド隆一 大1絞波矧i医笠大 Iド』央Iた主j検検査奇滋S部i日)坑奇病持E理理5笠! 
yamamoto@art.osak仕med.ac.jp

伏木殺人 滋賀医大 放射線医学講座，医学情ー報センター

fushiki@sums.shig仕med.ac.jp

佐 々 木 茂 広島大学第 l外科学識康

sasuke@ue.ipc. hiroshim仕u.ac.JP

秋山昌徒四国がん泌尿器科，臨床研究部

admin@shikoku-cc.go.jp 

新沼賢治愛媛大学市立宇和あ病院麻喜't~科

knitta@hypnos.m.ehime-u.ac.jp 

八幡勝也産業医大産業生態科学研究所作業病慾学研究室

坂本怒広九州大学医療情報部

梶原賢一郎久留米大第…外科学講座

省悶敏大分医大実験実習機器センター

xyosida@oita句med.ac.jp

牧原真治官崎医大脳神経外科学講座

co時 ress@post.miyazaki-med.ac.j

Announcement 

Invitation to“The 2 nd Internet World Congress on Biomedical 

Science'95 in Mie University " 

On behalf of the congress it is my great pl巴asureto invite you to 

the 2nd Internet World Congr巴sson Biomedical Sci巴nceto be 

held in th巴WWWserver (http://www.medic.mieぺJ.ac.jp)from 

D巴cember4 to 15， 1995. 

Poster sessions and symposia will take place in the WWW  

server. During the period， debate will b巴alsoheld in the virtual 

conference hall. Please look at the proceedings of the congress 

(http://www.medic.mie心 .ac.jp).You can see how the 1st 

Internet World Congress was running. 

lf you wish to present a poster at the congress， please 

compl巴tedand submit REGISTRATION FOIミM (see http:// 

www.medic.mie伶u.ac.jp)by September 30， 1995. 

After the registration， you will receive your poster number 

According to INSTRUCTION FOR POSTER (s巴ehttp:// 

www.medic.mie-u.ac.jp)， posters should b巴prep丘redand sent by 

October 28， 1995 

The deadline for submission is October 28， 1995 

， THEMES FOR POSTERS 

[ABasic Science] 
A 1 Anatomy & Histology 
A 2 Biochemistry & Bio-
physics 
A 3 Endocrinology 
A 4 Forensic Science 
A 5 Hematology 
A 6 Hygi巴n巴
A 7 Immunology 
A 8 Microbiology & Virology 
A 9 Occupational Health 
AlO Parasitology 
All Pathology 
A12 Pharmacology 
A13 Physiology 
A14 Public Health 

[B Clinical Science] 
B 1 Allergy 
B 2 Anesth巴siology
B 3 Cardiovascular Disease 
B 4 Dern1atology 
B 5 Endocrine Disease & 
Metabolic Disease 
B 6 Gastroent巴rology& 
Hepatology 

B 7 Hemic and Lymphatic 
Disease 
B 8 lmmunologic disease 
B 9 Infectious Diseas巴
BlO Nervous System Disease 
B11 Nutrition & Dietetics 
B12 Obsterics & Gynecology 
B130dontology 
B140ncology 
B150phthalmology 
B160rthopedics 
B 17 Otorhinolaryngology 
B 18 PediatIics 
B 19 Psychiatry 
B20 Radiology & Nuclear 
Medicine 
B21IミespiratoryTract Disease 
B22 Urology & Nephrology 

[CTopics] 

C 1 Computer Science 
C 2 Gene Science 
C 3 Neuroscienc巴
C 4 New Technology & 
Methods 

Committ巴eofInternet World Congress on Biomedical Science'95 

-村瀬j愛犬三議大学医学部付属病院医療情報部助教授

インターネット生物・医学国際会議事務局

office@doc. medic.mie-u.ac.jp 
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自本コンピュータサイエンス学会会則(案)

第 1意総別

第 1条 本会は， I日本コンビュータサイエンス学会」と称する。

英語表記は， Japanese Assoeiation of Computer Science (略称

JACS) とする。

第 2条本会の事務局を大学病医院，研究機I!kJ内にお!く。

第 2牽 毘的および率業

第 3条本会は，医学・看護学・歯学・築学.1史学:・際学・工学

に関連する幅広い分野において，診療や研究活動へコンビュー

ターサイエンス関連技術を活用して得られた成果に関して，分野

の枠を越えた交流を行なうことを混的とする。また，本会は研究

ー討が!とiらの手でコンピュータサエイエンスに関するグループを形

成し，さまざ、まな活用事例を交換し，議論を震ねてその成果を公

表していくことにより，自らの研究分野とコンピュータサイエン

ス関述分野双方の交流と発展をめざしている。

~14 ~給 水会は，第3条の目的を達成するために次の事業を行な

つ。

~5 条 悶内の学術集会をif.l回以上開催し，そのうち 1回は総

会をあわせるc

第 6条本会の論文誌として「コンビュータサイエンスJを年2

間以上刊行する。論文誌に関する規定は別に定める。

第 7条必要に応じて，会員同士あるいは外部との共同研究を行

なうための組織を霞くことができる。

第 3章会員

第 8条本会の会員は，次のとおりとする。

1.正会員 本会の目的に賛同し会の活動に参加

する個人

2.賛助会員 本会の限的に賛同し会の活動に参加

する企業あるいは団体

3.協賛会員 本会の行なう卒業を援助する個人お

よび事業所

4.名営会員 本会の運営，事業について特に功績

のあった正会主主

安'}9条本会に入会を希望する者は，入会申込書に会授を添えて

申し込むものとする。

第10条会員が退会しようとするときは，文書をもって本会に申

し出ることとする。その際，Wι納の会費は払い戻ししない。

第11条 会員がこの会の名誉を{勾つけ，また本会の目的に反する行

為のあったとき，役!f~会の議決をへて理事長がこれを除名で、きる。

第12条会員は次の場合その資格を失う。

1.退会

2.禁治産および準禁治産の宣言

3.死亡および失綜宣告

4.除名

5.会費の滞納

第4意役員および職員

第13条本会に次の役員を泣く。資格として，アクティブなコン

ピュータユーザであることを条件とする。

l..f!Il事長 l名

2. 'if)f壬法学 若干名

3.理事

4.監事

5 -10名

若干名

第14条理事長は役員会において理事の中から選任し，総会の承

認を受ける。

第15条役員会が，名誉理事および顧問を置くことができる O

~165長理事長は本会を代表し，会務を総括する。常任理事は現

}J~の1'1，1 から組事長が委託する。役員会は，理事(理事長，常任Z理

事を含む)で構成し，監事および事務局長は出席し発言すること

がザl:'きる。

~17条役員の任期は 2 il'.とする。ただし，重任は妨げない。

第18条本会の事務を処隠するために職員をおくことができる 0

1議員は理事長が任免し，有給とする。事務局の代表者を事務局長

と称する。

第 5意会計

第19条 本会の経費は会員よりの会費，事業収入，主寄付金および

他の収入をもってこれにあてる O 理事長は役員会の議決をへて，

独立の特別会計を設けることができる。

第20条本会の会計責任者は，理事長と経理担当潔事が連帯して

あたる。

第21条 会計状況について，医長率がまf.l回以上監査を行ない，役

員会および総会で報告する。

第22条会費はf昨夏 l口それぞれ，iE会員 5，000円，賛助会員

30，000円とする O 協賛会員の会費については，その者[¥度Z理事長が

定める。名誉会員の会費は徴収しない。

第23条本会の会計年度は， 1月l白に始まり 12月31日に終わ

る。

第 5章 会 議

第24条 Z男事長は学術~会開催11寺にJî::f列役員会を召集する。ま

た，理事長が必要と認めた場合，または役員の1/3以上が要求し

た場合は，臨時役員会を開催する。臨11寺役員会については，通信

ネットワーク上のオンライン会議~での開催も可能とする。

第25条役員会l主役員の1/2以上の出席により成立する。役員会

は総会において議決すべき事項，および本会の業務に関して潔事

長が必要と認めた事項について審議する。役員会の議長は現事長

とする。

第26条総会は最低年 1回以上開催し，次の事項は総会の議決に

よらなければならなL、
1.理事長の承認

2.会員1)の変更

3.事業報告および収支決算に関する事項

4.事業計制および収支予算に関する事項

5. その他，理事長が必要と認めた事項

第27条次の事項は，総会において報告しなければならない。

1.寝苦手長選任結果

2.役員選任結架

3.事業組織の設立および解散

4.事業組織の構成委員

5.その他，役員会において必婆と認めた事項

第28条役員会の議事は，出席した理事の過半数をもって決し，

可否問数のときは議長の決するところによる。

第29条 学術集会の主幹を会頭と称し，役員会が会頭を選任す

るC 会頭と役員は協力して，学術集会の運営を行なう。
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第 7章理事および致事の選挙

第30条理事および監事は選挙によって選任され，選挙は会員に

よる郵便投禁とする。

第31条正会員は{也の正会員 2名の者iJ絡があれば理事および獄事

に1L候械できる。立候補申請の様式は事務局で定める。ただし，

理事および監事に立候補するものは，その職務のために滋子メー

ルアドレスを持つことにする。

第32条選挙に関する納期は別に定める。

第 8章その他

第33条本会の主主営に関する綿貫Jjは，別に定める規定による。

第34条 本会員りに立さめのない事項，疑義の生じた条項について

は，その都度役員会にはかり，対処するものとする。

附則

l.本会の事務局を1995'l-9月3EIより東京マタニティー・クリ

ニック(〒151 東京都渋谷区千駄ヶ谷 l…20-8)に設く。

毘本コンビュータサイエンス学会役員

理事長

顧問

理事

監事

編集委員長

編集委員

法橋尚宏

遠藤直哉

西尾安裕

柳田洋一郎

古田博文

田中公威

池田投也

加部一彦

金子周司

清水稔

陶山昭彦

高瀬義昌

竹腰正隆

沼原利彦

水島洋

田中秀一

東邦大学医学部

第二東京弁護士会

(株)ニッポン放送

東京マタニティー・クリニック

(株)STN
(株)法療文化師究所

慶雄、義塾大学医学部

社会福祉法人恩賜財団母子愛育会愛育病院

京都大学薬学部

独協罷科大学越谷病院

鳥取大学医学部

罷療法人社団常仁会牛久愛和総合病院

東海大学誌学部

香川医科大学

国立がんセンター研究所がん情報研究部

第二東京弁護士会

(五十音順)

コンビュータサイエンス編集委員

沼原利彦

石井留雄

鵜JII義弘

小島清嗣

藤田信之

法橋尚宏

香川医科大学

レスペ・ケミカル(株)

農林水産省農業生物資源研究所

オリンパス光学工業(株)

国立遺伝学研究所

東邦大学医学部

(五十音順)
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アイコットが解散して司コンブバイオも引っ越しました

一分子生物情報メーリングリスト顛末記一

翻 comp-bioのスタート

分子生物情報の話題のためのメーリングリスト， comp-bio 

ML は， 1990年の 1月9日に発足しました。発足メンバーは12

人，発足は Internetのち.generalというニュースグループ(現

在は消滅)にアナウンスされ，半年で50人，引っ越しした1995

if.3月には配送先170あまり，にまで大きくなりました。

この前年， ICOTで開発した議列処理技術の評価をするため

の応!日分野のーっとして，この分子生物学が選ばれました。そ

のiF-の秋には，京都大学化学研究所や NECの人たちと，知識

処}Wi主体jと分子生物学の相互勉強会を作りました。この会を

ベース{こ，メーリングリストは発足しました。私が管理を任さ

れたのは，その会の中ではー若手若かった，くらいの理由でし

た

1，主初は，正直いってメールの出し辛い雰間気でした。(今も

そうだという話も若干…)やはり所長も読んで、いる，教授も読

んでいる，となりますと，自然とメールから余計ーな部分が落ち

てしまって，せいぜいホネの部分しか警かなくなります。メー

リングリストというものが汚発fとするためには，残りのノイズ

の部分，余計な部分というものが，非常に重要なのです。

そんなわけで，かどうかわかりませんが，最初に盛り上がっ

たのは1992年の 2月，発足から 2年の月日がたってからでし

た。話題は，紹介するのは少し恥ずかしい気もしますが， Iマ
ルチプルアラインメント jか，それとも「マルチプルアライメ

ントJか，つまり「ンjを入れるか入れないか，という話題でし

た。メンバーの数もその頃ようやく 75人を数えるようになって

いました。

自 comp-bioのシステム

comp-bioでは，管潔をお当した入閣が管E裂を勉強しながら

ということもあって，システムがこっそり側聞か，それと大々

的に 1mしこれは1992年11月でしたが，変わりました。

最初jはICOTのメールの送受信を行なうメールサーバに，

別名としての登録をしていただけでした。つまり， compゐio

宛のメールがメールサーバにやってきたらここに転送しなさ

い，と，メーリングリストのメンバーの宛先を書いたファイ jし

を悶悲しておくことで，メールの配送をしていたのです。

1992年の大きな変更というのは， HMLというメーリングリ

スト管理ツールの導入です。メールの記録，付番，過去のメー

ルの蓄積と検索，そのためのコマンドの使沼法のヘルプ機能，

などを備えた便利なツールなのですが，残念ながら出湿ってい

たものをそのままで、使ってもきちんとは動かない，というやっ

かいな代物でした。 Per1という便利なぢ訴に初めて接したのも

この HMLの手入れのときでした。

今， 1可かメーリングリストを始めたいというのなら，こんな

苦労はいりません。たとえばInternetへの接続を仲介する業者

は，同時にメーリングリストの開設も翁け負ってくれます(善

通は有料)。フリーウェアでFMLなど，進化したツールもい

ろいろと出闘っています。 11寺代はどんどん変わっています。

箇 compゐioの機悔

ニフティのバイオフォーラム FBIOを知ったのは1990年6

月のことでした。個人的にはその年の10月にワープロ周のモデ

ムを購入してニフティにアクセスするようになりました。その

とき， compゐioにニブティのバイオフォーラムの内容を，パ

田中秀俊

イオフォーラムに comp-bioの内容を，それそをれ定照的になり

!当!lW約になり，流すうまい方法はないものか，と検討したこと

があります。結局マンマシン婦耐の力不足でお流れになってし

まいました。

1992:f1~11月，ニフティサーブと Internet がメールでつなが

るようになり，ニフティの人にもメー)1--が出せる，という形

で， comp-bioとニフティとの交流は一応突破しました。しか

し，ニフティ側のメール受取制限に対する配絃は，結局全くし

ませんでした O

HMLの導入のとき，システムをよく確かめもせず本格運用

し，その後2年間， llUのメーリングリストの管理を引き受けた

ときに大量のエラーメールを出して気がつくまで，延々とパグ

を放讃しました。

関係者のみなさま，申し訳ありませんでした。

腐 comp-bioの移転と今後

1992年の春， fj. sci. bioというニュースグループが Internet

にでき，その後しばらくしてそこに投稿されたニュースをメー

ルで自動配送するメーリングリストも開設されました。その

メーリングリストの管理者こそ，ご存じの方も多いと足、います

が， IT自立がんセンターの水島 洋氏で， compゐioの管壊を引

き受けてくれた compゐioの恩人でもあります。現在， comp-

bio はcomp-bio-admin@担cC.go.jP宛にメンパーになりたL、旨

電子メールを出せば参加できます。今後ともよろしくお引き立

てのほどを。

(三菱電機情報システム研究所)

メーリングリスト mailing list: (1)郵政省メール(英名

SnailMaiI)で，広告メール(いわゆるダイレクトメーJりな

どおきるための住所録お (2)電子メー)V，とそこへ送ると

大勢に転送されるようになっているアドレス.およびその

アドレスを使うコミュニテイ o しばしばMLと絡す。これ

に対し，他人に直接送る電子メールはダイレクトメール(略

祢DM)と呼んで、1R1lUする。

コンブバイオ compゐio(computationalbiology) ( 1 ) 

コンビュータ生物学，他に分子生物情報学 (molecular

biological informatics)とL ゲノム計額を機に大きくなり

つつある学際領域。(2 )分子生物策報の話題のために

Internet につくられたメーリングリストの名祢。 1995if.3 
月， ICOT解散に先立ち.管斑を調立がんセンターに移転。

宛先も comp-bio@icotor.jpから comp-bio@ncc.go必に変

更された。

アイコット ICOT (Institut邑 fornew generation 

Computer Tecnnology) 財)新段代コシピ三一タ技術開

発樹議。 3議室室主雪*、の特殊法人で， 1982年発足当初は10年計

随，結局本計酒11年十フォローアップ計画2年と奥伊jの返

照が笑現した第五世代コンピュータプロジェクトの推進母

体。プロジェクトの目標は知識処理と並列処理の技術の慈

礎研究。芝公鴎釈や赤羽橋に近い，済t設会病院の隣の三団

関際ビルの21機に研究所があった。 1995年 3f'1米のプロ

ジェクト終了時に研究所は解散したσ
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， • 本誌の白的

本誌は，日本コンビュータサイエンス学会の学会誌および論文

誌として刊行する。本誌は，医学，歯学・薬学・看護学・玉虫学・

工学・農学にi菜i迷する幅広い分野で診療や研究活動に，コン

ヒ。ュータサイエンスを活用して得られた成果を分野の枠をf包えて

交流させることを悶的とする。

2 本誌誌が歓迎する論文

本誌は，とくに研究而へのコンピュータサイエンス的手技活用

の実践的具体的な論文を歓迎する O また，幅広い分野で利用が可

能なデータベースやソフトウェアの開発に段!する論文:も飲迎す

る c 本学会は，分野の!長!なる研究者が参加する r~'lilli!の学会である

ことを念頭に，自的・対象・ 17ヨ'fJ.表現の記述にあたっては，手

投・分野を超えた明日夜さをお既H、したい。

3. 投稿資格

原f!iJとして，著者は学会員であることを必要とする。ただし，

編集委員会が認めた場合にはこの限りではない。

4 投稿規定

bZ稿は和文または英文とし，別記する執筆要項で指定されたス

タイルにしたがう。

ふ校正

受JIH原稿の者:者校正は，原則として初校のみとする。

5 妻子者の負担は当分の潤以下のようにする。

J支総料:然料。

別IIIt : 30音1Iをさ在顕著者に無料で進援する o 30部をを越える希

f11がある場合には，加にままめる料金表ように著者負拐となる。こ

の場合，初校時に必ず必要部数を申し出ること O

そのほか・カラー印刷を希望する場合には，際則として著者に

実費負担をお願いする。

7. 著作権

著作権はコンビュータサイエンス学会に所属する。ただし，著

者は開発したデータベースやソフトウェアおよびハードウェアな

どに対する権利，論文内容を将来の研究のために利用する権利等

は保有する。 J局紋記事内容の資任は箸者が負うものとする。

8. 査読

投稿原稿の採否は編集委員会が決定する。訂正を要請された原

稿は指定期的]内に改定しなくてはならない。

[コンビュータサイエンス執築要項]

原稿は，際則として，電子ファイ)1--の形でお送りいただきます。

本誌は.Macintoshによる DTPにより最初仮を行っている関係上， 以

下の形式でお送りください。本文，各関，各表，毘説は，それぞれ

独立したファイルで保存してください。 また，本文・図・表の中

のフォントは，磁力JISコード体系以外の外字を使関しないように

してください。文字化け等の確認のため，テキス入国，表をプリ

ントアウトし， :i!H本害事を指定したものを併せてお送りくださL、 数

式はMathTyp包(Macintosh)で、k，[t!取を行ってL、ますので.MathType 

で作成された数式の場合はオリジナルのファイルをお送りくださ

いc それ以外の場合には，活字でプリントアウトしたものをお送り

ください。なお.Texには対応できません。

(Macintoshの場合〕

Macintoshフォーマットのフロッピーディスク，あるいは.3.5 

インチ MO(128MB) を使用してください。本文・関説はEDF

形式.MacWriteII-J形式，襟準テキスト形式のいずれかで保存

し，プリントアウトしたものも ì~{寸してください。なお. Nisus 

Writer (Solo Writer)については標準のファイル形式でお送りく

ださL当。限表はPICT形式(圧縮なし)で保存し，プリントアウト

したものも添付してくださL、c 図表のフォントはPSフォントをご

使用ください。

Macintoshで作成した原稿は，本文.[立，.表に分けて保存した

ファイルをお送りいただきます。数字や欧文の単語は..eH今に統

ーしてくださ L、。原則として，本文の利文フォントは説11明朝体，

l1X文フォントはTimes，記号は Symbolを使j脅してくださ Lミ。ま

た，本文~，表を含めアプリケーション独自の特殊フォントの使用

は極力さけてください。 また， rカタカナ表記で Computerは

コンピュータです」のように欧文単語前後には半角スペースを挿

入せずに， rカタカナ表記で、Computerはコンピュータです」のよ

うにベタ打ちとしてくださ L、

論文の長さは，論文の場合は，仕上がり 10長以内，短報の場合

は，仕上がり 4~以内をめやすにしています。論文の場合は，

10，000文字以内(図表は l点につき200字として換算してくださ

本文のファイルの名前は築鎮著者.“本文"+投函日としてくだ

さい。 例 “法橋尚宏.本文94/08/28" 英文・和文いずれの投稿に

おいても，英文・和文:iuu方の題名・著者・所属・キーワード・要

約が必重きです。本文の執策は以下の)1領序でお書きください。

running head (全角20字以内)，別刷議求先。

和文題名，和文著者名，手日文所属，平日文キーワード，和文要

約 (600字以内)

英文題名，英文教:者名，英文所属，英文キーワード，英文婆

約 (300諮以内)

本文，謝辞，文献，図説

引用文献は本文での引用)1援に番号をふり，本文中では引用館所

に[1]のように記入してください。なお，各文献は次の形式にし

たがってください。著者は3人まではすべて記し， 4人民からは

そのほかとしてください。

雑誌のとき {番号]著者，論文題0，雑誌名，巻(発行年西

厚手)，開始頁」冬了~

単行本のとき {番号}著者，議名，発行所名，発行鴻所，発

行年

表は 1枚ずつ保存してください。ファイル名は，筆頭著者.表

番の形式にしてくださ Lミ。伊j “法橋尚宏.表 1" 

関のファイル名は，筆頭著者.図番の形式にしてくださ Lミ。例

“法橋尚宏.関 1"。なお，阪商ダンプは256色グレ一階調・縮小

せずに保存。写真はスライドあるいは紙焼写真をお送りくださ

い。写真の楽煽に，題名・筆頭著者・閣の番号・天地を記入して

ください。

(DOS系の場合/UNIX系の場合〕

基本的には上述の Macintosh1こ準じますが， 640KB (8セク

タ)もしくは720KB(9セクタ)にフォーマットされたフロッピー

ディスクを使舟くださ L、c 本文，表，図説は DOSテキスト形式

で保存し，プリントアウトしたものも添付してくだ、さL当。なお，

一太郎については標準のファイル形式でお送りください。闘は

プリントアウトしたものをお送りください。

お送りいただくもの フロッピーディスクあるいは3.5inch 

MO(光磁気)ディスク.ラベルを貼って，論文表題，著者名をお

さ?きください。必要があれば写真:スライドあるいは紙焼。

原稿打ち出し:イタリックなどの文学属性を米議き指定した原

稿打ち1:1:¥しを必ず同封ください。関表の綿入位置やサイズに指定

がある場合には併せて記入ください。

図表打出し :図表の番号を併せてご記入ください。

カバーレター:題名，著者，開封されているフロッピーディス

ク・写真・打出しの数，フロッピーディスク内のすべてのファイ

ル名，本文や表を作成したアプリケーション・システムのパー

ジョン等について記入したカバーレターをつけてください。

送付先 フロッピ一等は適当な厚紙などで挟むか，専用のメー

ルパックをお使いくださLミ。角3封筒に保設厚紙を同封し，必ず

簡易書留にて下記の送り先にご送付ください。原則として，お送

りいただいた原稿・メディア・写真は返却いたしませんので， 17
めご自身でパックアップコピーをお男互いいたします。

送付先:〒151東京都渋谷区千駄ヶ谷 1-20-8 

東京マタニティ・クリニック内

日本コンピュータサイエンス学会事務局
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んだMacintoshI 

学のためのソフトウエア集1
3集2集・1集・

一歩進んだMacintosh4 

医学インターネット
医学関係者がIntemetを利用するにあたって、接続の基本か

ら、アクセスに必要なソフトウェアの使い方をわかりやすく

解説。 CD-ROM付きc 東邦大学医学部 法橋尚宏他編。

定価4，500向(本体4，369円・税131p:j) /85半日・ CD・ROM1'すき
-生物学研究者に必携のオンラインソフト

ウェアを収録し異体的な使い方をわかりやすく解

説したディスク&ブックの決定版

まま{議芸5-4，500丹(本体4，369内・税131月)

85卒tl・2HDフロッど… 2枚fせき

DeltaGraph徹底活用ガイド
関版を多くし、スライド作成の基本から画像データの処理、

AppleScriptを使った他のアプリケーションとの迷携プレイま

で、幅広く実践的に解説した。濁協医科大学清水稔著。

定価3，800丹(本体3，689p:j・税111丹)/85料・ 2HDフロッピー1枚付き

語版
StatViewで、Kaplan醐 Meier.法やCoxの回帰分析

販売錨格 42，000丹(税関) 日本語版開発・販莞 荷 3エ堂

Macintosh統計ソフトのスタンダード

StatView日本i醐

Survival Tools 

データの管理や解析、プレゼンテーションのためのあらゆるツールを

提供する医学・生物学研究者必携!!

販売価格 98，000丙(税制)

15，000円(税関)

トラス

販売価格

ーア

平成7年10月発売予定

皮膚病診断カラ
改お枚以上の聾翠な臨像を部f意思IJに配讃し、療患分類による検察などコンビュータによる機能を駆使するこ

とによって、皮麗痛の診断に役立つよう工夫された、わが国初めての皮議病カラーアトラスのCD-RO悶。監修。
北盟大学名誉教授

@動作環境φ
CD-ROMドライブ(倍速推奨)搭載のMacintosh/ 32∞0色表示可能なモニタ

植木宏明井上勝平/JlI崎医科大学教授西山茂夫/宮崎医科大学教授

鴎画南江堂
03-5803-2590 

03-3811-7239 

=r113東京都文京思本郷 3丁1342番6号 3 ニューメディア室

営業部



j新鮮戦防護j場蝉綬降板前1脱税局1輪車|
統計プログラムパッケージ

V紅 .4.0
制作 青木繁{申群馬大学教授社会情報学部社会慌十学

@ 

ヶ回イソTJF
臼てRツ孫6松 MAC¥¥&

-こ，-.，ァJv i柄小
笠:二ザ戸建諒力F ド 1似

右翼関同紙 1椋

定iiffi1 03，000円(税込)〒400[1印刷ー260刊 632-4]

議参i¥IAPVer.4.0の特徴畿
鵠代表的な機種であるPC欄 8801シリーズ、PC-286/386/486シリーズおよびMacintosh

用のプ巴グラムを…括供給します。データファイルも共用できます。
母 C言語により開発。優れた操作性と高速処理を可能!こしました。
義勢再カテゴリー化、正規化、計算、ファイんの連結等の機能をもっ高性能専用エテ、ィタ…を搭

しています。
犠扱える変数、ケ…ス数が大きく、どのような研究にも不自由はしません。
窃入力は対話型で、マニュアルも克備していますので、初心者lこも容易に扱えます。

鱗パッケージ内容織
護 施統計解析記述統計 (1 )

ブレークダウン/層別ブレークダウン/クロス集計・独立性の検定(力

イ二乗検定)/1讃別ク口ス集計 独立性の検定(カイこ策検定)1度数

分布表 ヒストグラムの作成/釜本統計量度数分布表

基型車統計解析記述統計 (2)

基本統計量・度数分布表/度数分布表・ヒストグラムの作成/ステム

アンド・リーフ/群別データ表示-箱髭凶/適合度の検定・正規分

布へのあてはめ/クロス集計 独立性の検定(カイ二乗検定)1抵抗

室線・散布図/直線回帰式・散布留/多変数同時相関図/スプライン

曲線による補間/クラスター分析/チャーノフの顔グラフ

基 礎 統 計解析検定・推定(1)

2群の平均値の差の検定(t検定)・等分散性の検定/一元配置分散

分析ー等分散性の検定/平均値の多重比較(対比較，線形比較，対

照との比較)1マン・ホイットニーのυ検定IVander Waerdenr検

定12襟本コルモゴ口フ-スミルノフ検定/クラスカル ウォリス

検定1Jonclくheer検定/対応のある場合の平均値の惹の検定/ウィ

ルコクソンの符号JII買位検定/符号検定/きし塊法/フリードマン検定/共

分数分析/分割表に基づく正確な躍率を与える検定/母平均の検定

信頼区間/中央値の(差の)信頼症鶴/二元配置分散分析/多変量に拡

張された平均値の釜の検定(ウィjレクスのA)

謹施統計解析検定・推定 (2)
コクラン・アーミテージ検定/コクランのQ検定/ク口ス集計・独

立性の検定(カイニ乗検定)1題担当クロス集計-独立性の検定(力イ

ニ霊長検定)1累積カイニ乗検定12群の比率の笈の検定(正規分布によ

る場合)1フィツシャーの正確確率検定(直接縫率)1分割表に基づく

正確な確率を与える検定/母比率の検定・信頼区間/マクマネー検

定(対誌のある場合の比率の廷の検定)1 1く群の比率の慈の検定

多重比較(対比較)

基 礎統計解析検定・推定 (3)
母分散の検定・信頼区間/独立な検定結果の統合/適合度の検定・

出見分布へのあてはめIK慌十量(ー至宝率の横田/母相関係数の検定

信頼区間，同等性の検定

基 臨統計解析相関係数

ピアソンの積率椙関係数/スピアマンの順位相関係数/ケンドール

の順位相関係数

基接航計解析 モデル式へのあてはめ

直線罰帰式・散布図/ステッブワイズ重詔帰分析/総あたり重量詔帰

分析 多項式自!素分析/多項式回熔分析/多項式近似/非線形最小二

乗法モデルへのあてはめ/指数回帰分析/成長部線へのあてはめ(口

ジスティック曲線，ゴンペルツ曲線)

多変璽解析
因子分析/主成分分析/椙関係数行列から出発する因子分析/ステッ

ブワイス浮リ別分析/IE準判別分析/こ次の判別関数/ステップワイズ

童回帰分析/総あたり重回帰分析・多項式回帰分析/数震化 i類/数

棄化11類/数量化111類/数量化 IV類/主漆標分析/類似度行手IJの作成

/クラスター分析/備棺関係数・童相関係数/双対尺度法/クロンパ

ックの α信頼性係数I)'¥イブ口ツト分析/正準相関分析

生持率解析
多重口ジスティックモデルICoxの比例ハザードモデル/指数分布

に塞づく生存率の解析/ワイブル分布!こ基づく生存率の解析

IKaplan-Meier)去による生命表ICutler-Ederer)去による生命表

IChiangの方法による生命表/しog泊欣検定による生存率の解析/

日数計算および年齢計算のための補助プログラム

テータファイル関係

NAP Editorデータファイルの作成-編集/NAP変数情報ファイ

ルの作成・編集 印制/条件によりケースを選択しファイルに書き

出す/データファイル中のデータチェック/データファイルの内容

の一覧出力/データの並べ替え/しotusl之-3かう NAPデータフ

ァイルを作成IMULTIPしAN/SYLKファイルからの NAPへのデ

ータ変換IdBASEll/lI1から NAPへのデータ変換/文字変数を含む

データファイjレから NAPデータファイルを作局GlHALBAUと NAP

の相互データ変換/自由書式・固定書式データファイルの椙宜変換

グラフィックス関係

NAPプログラムパッケージ、による解析結果のク、ラフィック表示/グ

ラフィックファイルの表示/ディスプレイ閏践の初期化

ユーティリティプログラム等

正規分布-カイ二乗分布.t分布.F分布のよ側確率とパーセント点

INAP Ver.4.0が使用する環境変数の設定/オンラインマニュアル

の提示/対話型プログラム選択ガイド→プログラム実行

@問い合わせ・パンフレット講求先@

千113-91 策京都文京区本郷5幽 24・3

(掠)震学審韓霞学審籍繕鐘部 NAP係

すEし03剛3817・5731/FAX 03-3815・7808

ft03・3817柵 5657(お客様祖当)
東京・文京・本郷5-24-3 振替 00170-9・96693

合 03-3817・5650(書庖様担当)医学書院
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絵 高齢純

いのちの審者、聴いたことがありますか。

小さないのちからも、大きないのちからも、問こえてくる音があります。

私たちの心臓の鼓動は、 1分間に約70窃。ドギマギしたり、イライラするたびに、

そのリズムは微妙に変化して、いのちの奮をつくりだしています。

そんな世界にたった1つのいのちのメッセージを受けとめながら、

パンユウ製薬は、優れた新薬と正しい医薬情報をおとどけしていきます。

ひとりひとりのいのちを考える

毘AJNYU
ヨFI03東京都中央区日本橋本町2丁目2番3号童話(03)5203-8111(大代表}



ショウサイ コ トゥ 1.多様な薬理作用が報告されていま志

、ゆ、けJ》1主ゐ与白h'1，-、段E陰2て圭長悶t司ミbEt且 @鮒肝線維イ佑じ捌掠制作用叫ラ肝刊別y沖刑トり憾)ゆ@鰯肝細絶階審妨御f作乍用3幻削制)4凶4叫}刊

ノ~ゆゆF司喝 "、....，-ぺ、~母問J-I，..，Dl'多q 電@静肝組織血流盤増糊泊加E作潤栴側叫)(ゆ{仔ラ恥刊別ツ叶州トN崎)噛@肝再生促進f作乍用町ラ%刊別y沖刑トN) 

工キス穎粒(懐臨療用冊) @亘E⑤D・鰯抗炎寵作用7)(臼川i

2 2.0型翠性肝炎における肝機能障害、肝線維犯マー力ーの政警が報

禁忌(次の患者には投与しないこと) 告されていますJ)9)101

インターフエロンーαを投与中の患者 13.主な部作用は嵩震性肺炎、電解繁代謝異常などです。
〔文献) 1)i申淘 綴・他 消化器科， 12 (2)152， 1990 2)飯閏吉際・他.診断と治療， 75 (12) 2985， 1987 

3)小JlI和初・他:ACTA H1STOCHEM，CYTOCHEM.， 18(4)40唱， 1宮85.，21(5) 439， 1988 4)菜際 毅・他:診断と治療， 81(3) 740， 1993 
5)亀田治労・他 Excerpta Medica， ICS， 693， 256， 1985 6)宇佐笑爽・他:淡方医学， 14(4)121，1990 7)議問機紘・他 炎疲， 7(3) 287， 1987 
8)関塚永一・他 診断と治療， 83(3)579，1995 9)間部和彦・他 診断と治療， 82(5) 871， 1994 10)熊閲博光:磁床成人綴， 24(8) 1103， 1994 

i効綴・効薬 1 1.(獲湾上.o主主窓〈さを:g;je掛 川 1 
l.体力中等皮で上腹部がはって苦しく、 (1)一般的i主慈 1)間受性肺炎があらわれることがあるので、発熱、咳機、呼吸盟襲重苦手の呼吸器症状があらわれた場合に

設tfiを生じ、ロ中不快、食欲不振、 i土、速やかに胸部X線等の検査を笑絡し、本刻の投与を中止するとともに適切な処訟を行うこと。また、咳敬、呼吸E自重量
時により微熱、悪心などのあるもの 等があらわれた場合にはただちに連絡するよう J患者に対し注意を与えること。なお、間紫性姉炎はインターフエロンーα
の次の諸疲: との併賂例で多く報告されているため、併用を避けること。 2)本部には甘草が含まれているので、風機カリウム伎や鼠
綴綴の急性熱性病、防炎、気管支炎、 圧値等に十分留意し、異常が認められた場合には投与を中止すること。 3)他の器産方製剤等を併用する場合は、含有生薬
慾鐙、絢淡炎・肺結核などの結核性 の重複に注意すること。甘草やグリチノレ 1)チン殺を含む製剤との併用には、特に注意すること。 (2)次の慾者には投与し
滋疾慾の著書助療法、リンパ駿炎、慢 ないこと インターフエロン αを投与中の患者 (3)次の怒者には燦援に投与すること 著しく体力の衰えている患者
性問機鋒袋、産後閥復不全 (4)穏互作用 インターフェ口ンーαとの併用例で問笈性腕炎の発現が報告されているので、併用を避けること。 (5)劉作用

IL 儀後肝炎における好機能燦惑の改蕃 1)電持率霊童代議:長期連用により低カリウム血痕、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮齢、体重増加等の偽アルドステ
j 用法・局窓 | ロン症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止すること。また、低カ

リウム血症の結果としてミオパチーがあらわれるおそれがある.2)肝緩 まれに賞街、 GOT、GPTの上昇等があらわれ
通常、成人1B7.5gを2-3図に分割し、 ることがある。 3)呼級器.まれに間優位節炎があらわれることがあるのでこのような疲状があらわれた場合には、投与を
食前又は食間に経口投与する。なお、 中止し適切な処遺宇行うこと仇 4)泌尿器 まれに頻尿、排尿f菌、血尿、残尿感等の際主党炎緩症状があらわれることがあ
年齢、体塚、症状により適宜増減する。 るので、綴察を十分に行い、奨常が認められた場合には投与を中止し、適切な処裁を行うこと~ 5)遜敏疲発疹、移麻

疹等の遜敏夜状があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。 6)消化器.
関部不快感、食欲不振、悪心、畷敗、腹痛、下書館、便秘等が現れることがある。 (6)寓齢者への投与 一絞に高齢者では守 |間一下…ので憾…注意することり)一投与妊…娠…可能性のある矯人に

l立、懐重に投与すること。
株式会社間h主要閣覇議院MR(酪慨拙者)，樹立下融問調求l'dl，¥o*糊、取扱い上の注意抑制文 献

昨・幽叩属官 @本主t:〒102東京都千代田区二番町12替地7fi03(3221)OOO1C代) ご覧下さい。

TQ-0091K-l 

露軍~惚寝嘩畳細菌頭車圏直軍軍鵡

Ch抑 WPT233tt?誤ff芳野り「ゃない
eChemWindow ドローイングソフト。他社の

eChemlntosh ソフトとの2互換性があります。

定悩 95，000内(学部価格あ唱)

お試し周デモディスクも用意しています。

ec・13NMR Module 
13C網NMRスペクトルの

ケミカルシフトを予澱

定価 25，OOOFl

eMS Palette Tool 
マスフラグメントの

式とマスを計算

定鏑 12，000円

eSpell Checker 
Module 

化学専門用語を含め

た5万以上の単語で

スペルミスをチェッ

ク定 価 12，000同

eStructure Library 
薬学分野の構造式を収録

定価 30，000円

eLaboratory Glassware Col!ection 
実験室用ガラス器具や装置のイラスト集

定価 30，OOOFl

eChemical Engineering Symbols 
化学工学分野で使われるシンボル築

定仮 30，000河

e Entropy Lite 
害類を圧縮保管・検索

する機能を持つデータ

ベースソフト。

CStructure Library， 
Laboratory Glassware 
Collection， Chemical 
Engineering Symbols 
はEntropyLitelこ収録

されています。)

単独では級売して
おりません。

これらアドオンソフトとChemWindowまたはChemlntoshをバンドルにした商品も用意しております。

その他に，単独で使える"MSCalculator"や主PSクリップアートもあります。お問い合わせください。

C戸開発元 SoftShell Int'1 Ltd. (米霞)
I'!怨されている衡昼各令会社名は，各栓の曇銭高場事および禽忽です.

国内総代理府嶋。東京イヒ疲工業株式会社パソコンソフト係

字103東京都中央区日本橋大伝馬町2・7 TEL03部 08-2821 FAX03-3808-2827 



醐acintoshのいろは
これから始める医師@研究者の入門ガイド

法構尚宏池田俊也/編 85変 形 判定舘3500円 (System7.5・PowerMac対応〉

第1章、、ドウスア持基礎講鹿 速くなる個人文献データベースの構築/グラフィツク作成

/¥ードウエ戸の選択/セット戸ツブからチューン戸ツプまで の基本/データベースで効率戸ツブ/表計算ソフトウエ戸
第2撃ち関与cin{()st"l，の暴礎操作、 を箆いこなす/らくらく統器解析備などなど…

はじめのーさま/デスクトップ操作の纂本 第5章誰巳もできるネットワーク構築

三第ヘ3議，まじめての文字入力 ネットワーク構築の基礎/フ戸イル共需の実際

文字入力の基礎;rことえりJのすべて 第8章、ワンポイントレッスン

第;毛筆ソトウェア""ビュー; 罷えあればウイルスなし/他機謹からのデータ変換など…
論文を作成してみよう/骨までしゃぶる文献績紫/1士事ガ fす銀、う濁った碍に役立つ用語集、

〈控訴発売中)----------一-一一._+_... 

医学・生命科学論論文作成Macintoshリファレンス

ヲィフサィギンズ辞饗その他収録CひROM付き

金子周司/綴定価4，700同

マッキントyシュとインターネットアクセスFD付き

一医学・バイオ・ゲノム研究へのネットワーク完全活用ガイド

鵜)11義弘水島洋/綴定価4，900丹

医学・生物学のための画像解析ハンドブック

一実鼓NIHImage講座 NIH Irria，ge+実演FD2殺付き

沼原科彦小島清麟/編定価5，700円

医学・分子生物学研究のためのMacintoshハンドブック2

もっと知りたいデータ解析・論文投穣・スライド作成
法橋尚宏丸山和夫/綴定価4，400円

警羊土社 21;(誤記CEE?田空;131354 骨ご注文は最寄りのミ害賠， または小社営業部まで

郵便振替 00130-シ38674

好評の『応用~~ヰシト~吉J.:J..j]シリーズ

官 StatViewによる統計解析
三菱水器購焼

檀日出夫著 085半日・184頁・292図 定価3，600円(税込)

統計ソフト StatView⑧(日本語放)の使い方をデータ入力から集計・解析・

グラフ作成まで，閣を多用して解説した。

27*スト八ンドリンク
E革関病焼 香川~科大場 東京大学医学部 広島市民病院 向山済全会総合病院

本多正道・正野 進・法橋尚宏・正問 樽・平野由紀夫著

085判・312頁・324菌定価ι500円(税制

文字(テキスト)をマッキントッシュでどのように処理していけるか，仕事

にどのように役立つかを具体的な実例を挙げながら実用本位に解説した。

以下縞刊 罷画像解析(スキャナの使い方，画像処理のいろいろ)

闘学会プレゼンテーシ話ン(スライド，ポスター作成・・)

金原出版株式会社
取扱い欝届

東京都文京区湯島 2-31-14(キ113-91)電話(03)3811-7184
FAX (03)3813 -0288接替00120-4-151494(営業部直通)



sC/I窟NCi藍
LocalTalk接続

リモート計測&制御ユニット
型宅寄付KS心710:希望小売り価格64，000円

(ScienceLink 11本体+コントローラ

十C++ライブラ 1)) 

Ethernet接続

リモート計測&制御ユニット
霊法番付KS-0510:希望小売り価格278，000内

(lnterDAO本体十C十十ライブラ 1)) 

関お問い合わせは

SCSI接続

SCSI計測制御ユニット
型議HKS-0420:希望小売り価格198，000円

(セット:LAB STACK本体+電源ユニット

+コントロールソフトウェj70uickLab)

:器HO蹴
綬 鮮側関関「

株式会社計測技研 マーケティング部 e刊 ail:masuda@ho.1くgc.co.jp

千321 栃木県宇都宮市竹林町503-1 TEし0286-22-9811 ドAX.0286-25-3970

麟麓欝麟購鱒欝欝轟轟襲撃盤趨麟轟欝鶴韓議聾麟麓鵠離鞠轟轟轟盤覇覇

エーエスアづしインターナシ3ナ)し株式会社
=r 1 13東京都文京区本郷E岨 4幽 4
TEL03-5688-800伐自 FAX.03-5688・8666

*エーエスアールインターナショナルではエンジニアリング/サイエンス向けのソフト

ウェアを豊富に取り捕えて教育機関や企業の研究室に販売しています。

下記の製品以外でも外国の雑誌等でご覧になった製品も輪入代行できます。

ぺ::;:~~~~~/:~~t;:ふ絞殺選芸名.;.:::;:;:撚了没仏減。総制約〉綴縫籍。::;:;:;:;:二~~~~~~!九 .::::丸山ふん::::砕けら銭高員採蓄量:;:;、:1:~ゅよ:ふ~~;!務総会:::);j;~;r:. ~:~:... ?~:?::::::::~:;:滋*潔縁、綴.:.:::::;:ゃいう a昔要望主主語 話可索瀦滋鍔~ft ア;

O創同帽蜘g仰i討泊nf加oα刊rW糊in凶n刈do仰>ws姐日本語版1M伽∞a創IS匂oft糊 re 技術系グラフ作成ソフトウェア Windows O 

(3D/Contourモジュール付き)

Mathematica Wolfram Research 数式処理、数償訴事草ソフトウェア Windows， Mac， UNIX O 185，000 

Spyglass SpV!llass データ解析/ビジュアル化ソフトウェア Windows，Mac， UNIX X 100，000 

VisualStat for Windows StatSoft データ解析/グラフ作成ソフトウェア Windows O 278，000 

(日本語版)

SigmaStat for Windows Jandel Scientific Software 躍華僑な統計解析ソフトウェア Windows O 79，000 
SigmaPlot for Windows Jandel Scientific Software データ解析/ビジュアル化ソフトウェア DOS， Winodws， Mac O 79，000 
Mocha for Windows Jandel Scientific Software 科学研究湾画像解析ソフトウェア Windows X 228，000 

SPSS (尽本語版) SPSS 統計解析ソフトウェア Windows， Mac， UNIX O 168，000 
Whafs Bestl LlNDO Systems 褒計算ソフトのアドイン DOS，windows， Mac， UNIX X 70，000 
LlNDO/GINO/LlNGO LlNDO Svstems 数理計磁法、非線形計画法ソフトウェア DOS， Mac， UNIX X お問い合わせ

Stanford Graphics Visual Numerics テクーカJv• プレゼンテーション・ソフト Windows O お問い合わせ
ChemDraw Pro CSC 化学構造式を捻くソフトウェア Windows， Mac O お飼い合わせ



(日本語版)

別冊化学

輔費者のた
一研究ツールとして120%使いこなすために一

f化学』編集部編/85・272真・予儲2700円

ChemDrawを端緒!こMacはこの10王手で化学研究の重要なツールとしてすっかり普及しきました.

しかし，それだけではあなだの活用術は10%. でちマニュアル本も研究分野向けではまだ数点

そこで， Macを研究ツールとして徹底的に使おう fと考えている人たちのために， Mac活用の

ノウハウとコツ，さらにそれらにどうアクセスするかを，やさしくそして異体的に案内します.

また借銭のCD-ROMIこは研究にすぐに役立つオンうインソフト(無制ソフト)を満載してあります.

Partl Mac基礎ガイド=Macワールドへょうこそ・ MacQ&A 

Part2 研究ツールとしてMacをつかう口上手なハードとソフトの選び方/化学研究に役立つソフト

の値段/ChemDrawとChem3Dを使いこなす/論文作成のテクニック/ビジュアルな関・表・グラフの上手なっ

くり方/スライド・ OHP原稿の上手なっくり方/液晶プロジェクタを上手に使う/鰯単なLAN矯築法

Part3 こんな使い方もできる化学用 Mac=研究室の!i右のプ口グラム/Macとwsとスパコンをつ

なぐ/PC9800のデータをMactニコンパート/分子化学計算へのMacの利用/実験データの解析/化学で使える

菌像解析/データベースをつくるときのコツ/Mac尽自作プログラムのっくり方/科研焚の申請蓄をつくる

Part4 Macで上手なパソコン通信!=パソコン通信を上手に使うコツ/インターネットを使いこな

すコツ/論文の電子投穣のやり方/オンラインデータベースの活用術/Macで行う上手な文献検索テクニック/

フォーラムを上手に活潟する

付録 CD-ROMを活用する口化学の世界のCD-ROM/オンライン・ソフトウェアの世界へょうこそ

付録CDωROM(ソフト33本収録=テキストヱテイタ 42示、霞像解析42に辞番 13本.通信3本電その他6本)

。化学同人

欧米における

科学・技術分野・関係者から

圧倒的な支持を得ている

ソフトウェア情報誌

SOFTWARE悶RSCIENCE宅
待援の日本語版は、
サイテ、yクジャパンが

皆様にお腐けし、たします。

約1500滋類の、ノフトウェア

プロダクトを紹介、専門家執筆による

関連記事や最新情報も

満載です。

苧600 京都市下京区宿小路i議五条上ル (主主俗表示は税込)

Tel 075・352-3373 Fax 075開 35ト8301 娠替 01010・7崎 5702

料配布サーピスをご希望の方は

今すぐFAXでお申し込みください。

サイテックジャパン株式会社
千101東京都千代街区岩本町1-8-15

先岩本田T幾多ピル8F

TEし03“3865-6444FAX 03・3865-6462
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コンビュータサイエンス
投稿論文募集のご案内

警護本学会誌「コンピュータサイエン

スJでは，会員の方からの投稿論文

を広く募集しております。サイエン

ス領域でのコンビュータの手技，ソ

フトウェアの開発等，学際的な分野

の診療や研究をとおして得られた成

果に関する寄稿を歓迎します。

JJCS 

マク義務1)タYタル化

米箆ハーパ十一ド1;学にぎメヲる学拷務緩ネットつーク草委渓
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匂サ一昨パーによるインタ ネット3主役護学を襲撃京会議参考舘 符湯た，;;翠窓宅諺 59 
(1'¥;ネんディスカツシヨン)

金銭麹象とシミュレション 60 

・リミvトサイクんの祭念と思窮ごついて 透忽数怒

生体の設翠モデんιについて (@t家得議。3心翁亥勤務復モデんから) 議券 信

Jtる"掲スイッチングによる際d乞努E立を η@，迄戸建省緩窃 ~雲繁之、上容否認
。スについて よ鎗翠

サイエンス vol.2， nO.l 

-詳細については本誌掲載

の投稿規定をご参無くださ

い。なお不明の点につきまし

ては学会事務局にお問い合わ

せください。

学会事務局:

守151 東京都渋谷区千駄ヶ奇 1-20-8 

東京マタニティ・クリニック内

TEし 03-3403-1842 FAX 03-3404ぺ596

自本コンビュータサイエンス学会

Iαpanese Association 01 Computer Science 
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{白本コンビュータサイエンス学金の入会方法}
学会入会をご希望の方は，この用紙に必要事項をご記入のうえ，学会事務局まで FAX(03幽 3404幽

1596) にてお申し込みください.本年年会費 (95年1 月 1 日 ~12月 31 日/学会刊行物を含む)は5，000円と
なります.

郵便振替又は、銀行振込で下記口座にお願いいたします.尚、入会金は無料です.

zsa zk 

氏

性

勤

務

先

自
ニF晶右司

お振込先

郵便振替の0190-2閑 669593，B本コンビュータサイエンス学会)
銀行振込住友銀行五反田支庖(普通預金口躍 1080099日本コンビュータサイエンス学会)

一一ー総………一一一択一一……択一一一----総一一一一一択一一一一一総 m

F 日本コンピュータサイエンス学会登録用紙

録 H 2.既登録(※Oをつけて明記ください)

名
フリガナ

昭一マ学

思リ 男 . 女 生年月日 19 年 見

名 君、

所 属

所在地 T 

T E L. (内線) FAX禰

住 所 T 

TEし. FAX. 

学会誌送付先 勤務先 . 自宅

NIFTY醐 Serve

電子メール
Internet 

通 横

日
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{編集後記]
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日本コンピュータサイエンス学会の学会誌・論文誌として，昨年8丹28日に産声をあげました「コンピュー

タサイエンス」も 1歳の誕生日をむかえることができました。本号で，創時以来3需毘となります。多くの

方々の，励ましゃ支えのおかげです。ありがとうございました。この l年聞は，昨年夏の記録的な水不足に

始まり，今年始めの阪神大震災，今年の夏の記録的な猛暑と続き，また今夏は日本にとっても戦後50年とい

う節目の年でした。

本学会および本誌の居的は 『法学・看護学・菌学・薬学・農学・理学・工学に関連する幅拡い分野におい

て，診療や研究活動ヘコンピュータサイエンス関連技術を活用して得られた成果に関して，分野の枠を越え

た交流を行なうことを B的とする。また，本会は研究者が自らの手でコンビュータサエイエンスに関するグ

jレープを形成し，さまざまな活用事例を交換し，議論を重ねてその成果を公表していくことにより，自らの

研究分野とコンピュータサイエンス関連分野双方の交流と発農をめざしているJということにあります。コン

ピュータ・ユーザー自身が fコンピュータを自分の診療や研究に L功ミに能っていけばよいかを模索しJ詰報

交換していくことJ，また， 1コンピュータをいかに使うかという領域を，学術的に学際的にまとめていくこ

とjを，大きな目標にしております。多くの方々の御指導，御参加を感謝しまた期待しております。

今回も本誌の編集・制作には (株)生物研究社から(株)インターメデイカルに移られた真木長彰氏のお世

話になりました。また 本誌の学会員以外の方々への販売は (株)ピー・エヌ・エヌにお世話になっていま

す。また， 9月より学会事務局が移動しますが，学会立ち上げの時から現在まで学会事務局を担当してこら

れましたアースブラウン株式会社(旧 夢現)の佐伯昌生氏や，渡部迅子氏には並々ならぬ御尽力をいただい

てまいりました。ここに記して感謝の意を表します。(沼原利彦)

コンビュータサイエンス編集委員

編集委員長沼原利彦
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BNN 
Windows、Macintosh、UNIX

等マルチプラットホームで使わ

れている、最もポピュラーな数

式処理プログラムMathematicao

環数系はもちろんのこと、文化系、

縫済系での応用も可能。本警は、

著者が実際に大学教義課程の授

業で行った経験をもとに、はじ

めてMathematicaを使うユーザ

ーが短時間で独習できるよう、

内容をかみ砕いて解説しました。
幹

はじめての「 幽

Mathen市

小林道正義/85変型判

定価 3000円(税込)/9月初旬刊行予定

Macintosh 
Jhon . P • Kerrigan 

議

医師のための
Persuasion3.0.Jを使った
デジタルプレゼンテーション

~離床医、研究者のための効果的、効率的な学会発表~

和田啓ニ著/85変型判

予価 3000丹(税込)/9月初旬刊行予定

学会発表の機会か多い、篠床医や研究者を対象に、 Persuasion3.0Jを

使った効率的かつ効巣的なプレゼンテーションのテクニックを紹介。

特にスライド制作に重点をおき、フレゼンテーション全般にわたり解説。

Chapterl はじめに
. Persuasion3.0Jの利潤法だけではなく、学会発表のコツも会得しよう

Chapter2 プレゼンテーション暗桝桝スライドを用意しよう

Chapter3 発表際稿の予演自まあなたのMacintoshで

Chapter4 テキストとグラフについて考えてみよう

Chapter5 詰!蹴欄を有効に使うブレゼ.ンテーションのケーススタディ I

Chapter6 プレゼンテーションのケーススタディ2

Chapter7 とれか5のプレゼンテーション

麹IHTE.C.Kピル TEL.03・3238-1271
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・タンパク質立体構造のペク卜jレ化による二次構造抽出アルゴリズム ……H ・H ・-…H ・H ・...米津保雄

・タンパク質 .DNA構造相関にもとづく機能タンパク質データベースシステムの構築 .....米津保雄
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-製図道具からデザイン ・アシスタン卜へ 一一建築設計とパソコンCAD .....・H ・-…H ・H ・...津村 明

・パソコンソフトウェアの違法コピー ..…...・ ・・・……・・・・ ・・・・ ・・・・・・…………・・・H ・H ・-法橋尚宏ほか
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。第4回日本コンビュータサイエンス学会プログラム

。第 2回インターネット生物 ・医学国際会議開催のお知らせ

O日本コンビュータサイエンス学会会則，役員一覧

Oアイコットが解散して， コンブバイオも引 っ越しました

一分子生物情報メーリングリスト顛末記一

。賛助会員一覧，協賛企業覧

。コンピュ タサイエンス投稿規定

。編集後記
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