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SPSS Medical Packは，基本統計のSPSSBase System 

の大部分の機能をそのまま残し， OptionのAdvanced

Statisticsから医学統計に不可欠なロジスティック回帰

分析， COXの回帰分析， Kaplan閉Meier法などを加えた

医学統計用パッケージです.

信頼性と機能で選ぶなら... 

SPSS Medical Pack !! 
販売舗格:各134，400円(税到)

SPSS 6.1] for Windows Medical Pack (Windows3.1/Windows95/Windows NT対応)

SPSS 6.1] for the Macintosh Medical Pack (Power PC対応)

SPSS 7.5J for Windows Medical Pack→→→→→→→→ー+→→7月下旬発売予定

パージョン7.5では，因子分析，干u別分析，クラスター分析を加えて統計機能を強化.

また出力結果を大幅に改善し，一層使いやすいソフトウェアとなっております.

97年4Hl日以降に6.1]を購入されたユーザーには，無料で、パージョンアップさせていただきます.

CD-ROM今日の治療薬 197年版

Macintosh/Windowsハイブリッド瓶

9丹発売予定

定評ある書籍「今日の治療薬 '97年版」の高い信頼性を

損なうことなく，その「解説Jと f便覧Jをすべて収

載.さらに自在な検索によって 知りたい薬剤の情報

を館単・迅速に引き出せる，医療関係者必携の

CD-ROMです.

〈主な機能〉

商品名，一般名，製薬会社名，会社マーク，薬剤分類，識別コード

などからの検索/ユーザーが持っている情報を登録する「メモJ/ 
過去に検索した結果を nsy:び'I~JIす f履歴J /書籍の解説部分を参照で

きる f解説参照j など

StatView 

特別価格:3，000丹(税男IJ)

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 r~dê合割統計ソフトウェアj

for Macintosh/for Windows 

販売価格:各98，000円(税別)

医学インターネット一歩進んだMacintosh・4

法橋尚宏/山本隆一/金子周司 繍

匿学隠係者がInternetを利用するにあたっての，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までをわかりやす

く解説 85判・ 190頁 (CD-ROM付)

定価(本体価格4，369円+税)

略面南江堂
〒113 東京都文京区本郷三丁目42番6号

ニューメディア室 TEL.03幽3811-7545FAX.03闘3811帽7265
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巻頭雷

ヒトとコンピュータとの関に横たわるもの

コンぜュ…タは，現代社会の隅々にまで広く浸透している O パソコン，ワープロ，ファミコンをはじめと

して，洗濯機，冷栽庫，エアコン，テレピ，携帝電話，自動車，電車，飛行機など，思い浮かぶほとんどの

機器はコンピュータによって制御されている。コンピュータはこの上なく便利なツ…ルと化しており，現代

社会はもはやコンピュ…タなしには成り立たないのが実情である O

このような近年におけるコンビュータ利用の飛躍的な増大は，通信機能の搭載によってもたらされたとい

えるだろう O 確かに，コンピュータは，単独の機械として高度な e情報処理能力をもっている O ところが，こ

れが通信間報を介して複数のコンピュータと結合されることにより，データを自由に交換することができ，

きわめて多様な利用が可能となる O とくに，昨今のインターネットを中心としたコンピュータネットワーク

の発達は，研究者や陸闘の研究禄式を転換させたといっても過言ではない。

たとえば，研究者や医師が常に必要とするものとして文献があげられる O 国語:館に行きたいが詩聞がない。

夜中なので図書館が開いていない。このようなときには，自分のパソコンをインターネットに接続すると，

その場で各種の文献データベースに登録されている文献を検索して，自分の欲しい文献の要旨を閲覧できる

のである O

さらに，インターネットの基本サーピスである電子メールは，電話，ファクシミ 1)，郵便などの短所を補

う新しい情報交換の手段として注告されている。最近では，電子メールを介して学術集会の演題受理を行なっ

ている学会も少なくないo r私は医師だからインターネットには関誌がないjとか「私は教授だから電子メール

は使えなくてもよい」などといっていると，有益な石iJf究情報から孤立してしまう時代を迎えている。

ところが，インターネットによる恩恵として重要なものは，先端技術によってもたらされる利罷性だけは

なく，それを通じてとトとヒトとのコミュニケーションが活性化されることにあると思う O 筆者は， 10年

以上前から電子メールを利用しているが，最近になって，在日識のない研究者から挨拶丈のない用件だけの

メールが届くようになった。このような電子メールは，いささか失礼で、ある。今後，デジタル化が

らに進行しでも，実捺にヒトととトが対面することによるコミュニケーションもヒューマンネットワ…ク

を円滑に維持するうえで重要であることを忘れてはな

らない。いくら親友からのメッセージであっても，電

話の声や自筆の手紙で受けたほうが本当はうれしいか

も知れない。

デジタル化の中心的役割を担う日本コンピュータサ

イエンス学会の設立趣意は，コンピュータサイエンス

を通してさまざまな分野の研究者の学際的交流の場を

提供すること，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展の一助となることであ

る。本学会を通じて，研究者間のヒューマンネット

ワークがさらに構築されていくことを祈念する次第で

ある O

1997年 6月

日本コンピュータサイエンス学会理事長

法橋尚宏(naohiro@hohashi.org)
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米津保雄j)

{嬰約]捜雑補造を持ち句高機能性を発樺する生体システムの遺伝構報媒体である DNAがいか

にして諜雑な生体構造を形成し宅また宅分fヒi島幸翠による譲数の組織生成によって複雑化している

システムの摺常性を維持しているのかの犠討の?っとして宅 DNA語C91J長とその塩基密震の相関

性を検討した。すでに司著者は長鎖DNAで1/f揺らぎが存在することを報告している。本論文で

は，複数の DNA記手IJ槽報のフーリエ解析を行ない宅 DNA菌C91J長の伸長に伴うパワースペクト

ルパタンの{嘆きの変化を検討したO その結果宅 DNA震訪日の伸長にしたがって様斜が1/f(こ向かう

領向が観測された。さらに宅これらの結果を基礎とした DNA伸長シミュレーションモデルを検

討し，パワースベクトルパタンの1/1'揺らぎに向かう DNA伸展の挙動に関する知見を得た。

{キーワード] 1f1'掻らぎ， DNAシステム宅伸長宅護雑構造

1 .はじめに

生物はその発生以来， 45億年の授史を続て現在の

複雑で高機能性を発密するシステムを獲得してい

る。このシステムは，現在の生物形態である単細臨

系と多絹組系の双方に共通であり，われわれが構築

しうる機器システムのどれよりも精詰tで高機能性を

示す。そしてその設計情報の主要なものは， DNA 

と呼ばれる塩基対の鎖に保存されている[1] 0 他

方，生物システムのさまざまな挙動にl/f揺らぎと呼

ばれる自然システムに普遍的に観測される揺らぎが

観測され，その観測の普遍性のために生成原理や機

能性に慢しての研究が活発化してきた[2 ] 0 さら

に，近年において DNAを構成する塩基の配列'情報

をフ… 1)エ変換によってパワースベクトルをとる

と，そのスベクトルが示す領斜がl/fを示すことが観

i揺されている[31。著者も棲数の DNA配列'情報の

パワースベクトル解析を行なって，単結胞系と多細

胞系生物にかかわらず，比較的短鎮の数千塩基では

その傾きがホワイトノイズしか観測されないが，数

万塩基の長さを持つ配列ではl/fを示すことを観溺し

ているい}。単細胞や多細脆系に依存せずに，生命

システムの設計情報媒体である DNA配列におい

て，比較的長い場合に塩基密度の分布相関で1/f揺ら

ぎが観測される事実から，本研究では DNA記列に

おける塩基密度のパワースベクトルで観測される傾

きの長さ依存性を検討する。さらに， DNA配列情

報の持つ相関性の按討に加えて，短鎮では1/f揺らぎ

を持たないが，長銀ではぽ揺らぎを持つ事実から，

l/f揺らぎを生成する長さに至る DNAの伸長過程の

シミュレーションを行なって， DNA JIlieyuの伸長機

構としてあげられている仮説である「遺伝子重棲jと

f突然変異jに関して考察する。現存する高等動物ほ

とごの長大な DNA鎖で， l/f揺らぎを示すに至る伸長

過程にかかわる知見取得を昌指している O 例外は存

在するが，一設的には生物がシステム的に接雑化お

よび高機能化するにしたがって，ゲノム (DNA)の長

さが増加している。すなわち，生物は DNA鎖の伸

にしたがって，配列の塩基密度の分布のバラツキ

がl/f揺らぎに向かうことでシステム的に援雑化・

1)茨城大学大学院現工学研究科システム工学・情報システム科学専攻〔別部り fjjIi:;)<:J¥:;:〒316 茨城県日立市中成沢i好4 12 -1， 

yonezawa@lifeOl.dse.ilラaraki.ac.jpJ
(原稿受付日 1997年 3月18日 原稿採択日 1997年 6月23日)
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機能化していくと考えられる。本研究は，生命シス

テムが持つ高度な護雑性と，それにもとづく高機能

性の生成機構としての DNAシステムが取る情報処

理を理解することを目的として行なった。本論文で

は，生命システムが初期の原始生命体から現在の高

等動物等に至るための情報の保存，伝達，処理機構

として DNAシステムの配列特性としての1庁揺らぎ

とその生成過程について言及する。

2. DNA配列長とパワースペクトル特性

DNA配列長とパワースペクトル特性との相関性

を検討するために，さまざまな長さの DNA配列を

対象としたフーリエ解析を実施した。解析対象とす

るDNA配列は， DDBJ (DNA Data Bank of Japan: 

立遺{云学研究所・遺伝情報解析センターに設置)

[ 5 ]に登録されているすべてのエントリーから各配

列長を検策指標として検索した。この検索した

DNA配列の中で，ベクタ一等の人工的なものを除

いて解析対象としたO 解析対象とした各DNA配列

は，式(1)に示す離散フーリエ変換(DfTf: Discrete 

Fourier Transfer)を用いてパワースペクトル図を雨対

数表示で得た[610 

N-l 1
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s C/J = 1 /N L 11/ n之1xJ(2Ipohi )
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ここで， N はサンプルデータの総数，k= 1， 

2， 3，…N/2， f=k/n(サンプリング閤隅)， x
i
はi

番目のデ}タである。このとき，解析のデータ・サ

ンプリングは各々のパワースベクトル解析で与えら

れる傾斜が明確となる周期を検索して行なった。

この解析で得られるパワースペクトル閣で示され

る傾斜は，各潤波数(塩基間距離)に A，G，C，Tの各

塩基の出現頻度における相関性を表わし，その{頃斜

角の大きさは相関性の強弱を示しており，パワース

ベクトルの傾斜がほとんどない定常傾向を持つ場合

は，その配列情報の塩基密度分布に相関性は存夜せ

ず，ランダムであることを意味する。

本章では，上記の離散フーリエ変換によって各種

配列長を持つ DNA配列のパワースベクトル特性と

しての傾斜(相関性)の耳文得を行なう。すなわち，す

でに判明している短鎖。NA(数百~数千塩基)では

ホワイトノイズ，長鎖DNA(数万横暴以上)ではl/f

ノイズとなる傾向から [3，7~9 ]，塩基配列の長

さとパワースペクトルの領斜の開の依存性の有無を

検討する。

(1)各種艶予IJ長におけるパワ…スベクトル解析

解析配列データは染色体構造を考慮し，生物種間

の差異を最小眼とするために原核生物と真核生物の

双方を行なうこととし，原核生物では E.coli (大腸

菌)と真核細胞では Yeast(酵母)の配列で統一し，数

千から数万に至る配列長を持つ DNA配列に対して

上述したパワースベクトル解析を行なった。原核生

物である大腸曹はイントロンを含まないエクソンを

主成分とした DNA配列として，真核細胞である醇

母はイントロンとエクソンの双方を含む DNA配列

の例として，短鎖(数百~数千境基)から長鎖(数千

~数万塩基)の間の配列長のものを用いた(表1)。

解析結果としてのパワースベクトル・プロフィール

を図 1(a， b， c， d， e， f， g， h， i)および臨 2(a， b， c， d， e， f， 

g，h，i)に示した。国?と図 2の両国の解析対象の配

列は， a， b， c， d， e， f， g， h， iの}IJ買に長くなっている。

まず大腸菌 DNA配列のパワースペクトルを

醤 2では，ほほ10，000塩基まではホワイトノイズを

呈するが， 20，000塩基を超える長さから30，000:l:iJtJ去

を超えた長さにおいては l/fの傾斜角が観測され

る。

次に酵母DNA配列のパワースベクトルを示す図

3でも，大腸菌と問様にほぼ10，000塩基まではホワ

イトノイズを是するが， 20，000塩基を超える長さか

ら40，000境基を超えた長さにおいては-l/fの傾斜角

が観測される O

いずれも 10，000塩基までは完全なホワイトノイズ

し，それを超えた所でで、急

パワ一スベクト jルレに{館頃斜斜.を生成していることが観誤潤1 

される。ここでは両方ともに，データ検索の都合で

10 ，000~20，000塩基までの聞のデータを含んでいな

いが，この境目にホワイトノイズから-l/fノイズ、へ

の移行過程が存在しているものと推測される。

以上の結果から，原核生物と真核生物の区別なく

塩基配列長が10，000以下ではそのフーリエ変換によ

るパワースベクトルはホワイトノイズを呈し，それ

以上で配列の塩基密度開に相関性を生じて， 20，000 
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解析対象とした原核生物(大腸菌)と真核生物(欝母)の DNA配手Ij表 1

bp Length 

2，197 

2，257 

2，863 

5，032 

6，464 

9，070 

33，853 

37，244 

ACCESSION 

M60607， M37714 

L2365 

L22659 

K01992 

L08399 

U01376 

Ul4033 

Ul8997 

Locus 

ECOFADLA 

ECOSLD 

ECOFASCDE 

ECOPHOS 

ECODPP 

U01376 

ECOUW93 

ECOUW97 

生物麓

大腸菌

(E. Coli) 

869 

1，326 

2，040 

2，538 

3，006 

8，241 

27，015 

31，534 

43，989 

J01320，M17753，M30712 

U06952 

じ07275

M17355 
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重孝母麓(Yeast)の各種配列長におけるパワースペク

トル解析結果

協の a，b， c， d， e， f， g， h， iの配列長は各々869，1，326， 

2，040， 2，538， 3，006， 8，241， 27，015， 31，535， 43，989 bp 

(塩基対)である。

図2大腸菌(E.coZi)の各種配列長におけるパワースペク

トjレ解析結果

sIの a，b， c， d， e，仁 g，h， iの配列長は各々2，157，2，257， 

2，863， 5，032， 6，464， 9，070， 22，545， 33，856， 3，7244 bp 

(塩基対)である。

図 1
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場基以上ではl/f様の{噴きを呈することが判明した。

すなわち， DNA塩碁配列のパワースペクトルの傾

斜の生成には長さ依存性が存在する。また，パワー

スベクトルは DNA配列の塩基密度分布を毘波数(各

解析対象とする塩基開眼離)に分解し，距離間毎(崩

波数毎)の密度の大きさをパワーとして表わしたも

のであるので，そのスベクトルに傾斜が観測される

ことは，配列よの塩基間距離に依存した密度分布が

存在していることを示している O これらのことか

ら，生物の DNA配列は， 10，000塩基を超えない長

さではいまだ配列開距離に依存した密度分布が形成

されないが， 10，000塩基を超えた所で配列全域にわ

たって配列関距離に依存した密度分布が形成されて

いくことが理解される O

(2 )DNA配列長とパワ…スペクトル傾斜の依存性

ここでは，前項で検討した結果にもとづき，その

スベクトルの傾きと配列長依存性を検討するため

に，パワースベクトル解析の対象数を増やして実施

した。先に述べたものと同様のパワースベクトル解

析を行なった。解析対象とした塩基配列長は数千か

ら200，000塩基に至るものをデータベースより検索

し，ベクタ一等の人的に操作されたものを除いて用

いた。この解析 DNA配列は前項の結果である「パ

ワースベクトルのスペクトル特性は原核生物と真核

生物の区別がない」ことから，原核生物と真核生物

の区別なく配列長で検索したものを用いた。解析出

力は，スペクトルの傾きを横軸に，縦軸に西日列長を

とってプロットし， DNA配列長に対するパワース

図3 DNA配列長とパワースペクトル傾斜と
200.000 

の相関性

各相関線は最小自乗法によって作図した。

ベクトルで表わされる傾斜角との対応性を表わした

(図 3)。

その結果，記列長とパワースベクトルの示す傾斜

角との相関は塩基配列長に依存性を示すものの，持

続的な依存性ではなく，数千~50，000塩基， 50，000 

~120，000塩基，さらに 120，000~200，000塩恭需の 3

区間で傾斜角を増大し，その包間の開では一度その

傾斜角を低下させるという断続的な依存性を持つこ

とが闇 3から観察された。すなわち， IDNA配列

長jと「配列関距離に依存した塩基密度分布の相関で

ある傾斜角」との依存性は断続的であり， 50，000境

基， 120，000塩基の配列長を持つ DNAが，より

なDNA鎖に向かうとき(例えば，遺伝子のユニット

数が増加するとき)配列長は増加するが，その鎖斜

角は反対に低下し(一度はその配列全域で生成され

る塩基密度の相関性が低下し)，その設，相関性を

再び増大させるという DNA伸展のシステム的過程

の存在が示唆される。つまり， DNA配列長の伸長

という過程は，それに対応するパワースベクトルの

傾斜角の直親的な単調増大を生起させる機構ではな

く，一定の長さ以上に伸長するときにパワースペク

トルの傾斜角をいったんは低下させる機構を内在さ

せている可能性を示唆している O

3. DNA伸長シミュレーション

本章では，前章で述べた DNA配列長の伸展にと

もなうパワースペクトルで示される傾斜角の増加挙

動を生起する機構を検討するために，モデルによる
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〔パタンマッチング〕

(澄伝子プール)

DNAユニット x1.0∞ 
(初期生命体)

ATTGCCTATTCCGGAT 

GTAACTT' . . 

(DNA 露日列の絞り込みによる伸長〕

↓↓↓ 

GATT 

TAAG 

(遺伝子ブール)

.GGCCCTA 
↑↑↑ 

DNA配列

取り込みの選別

図4 DNA 伸長モデルのデザイン

DNA 1l~fミモデル:DNA Expansion Model 

シミュレーションを行なう。

本シミュレーションを行なうためのモデルは，現

在の進化科学および遺伝情報科学で高等生物を対象

として提唱されてきた「共生進化説J[10]とIDNAの

重複進化説J[ 11 ]を基盤として構築したO 簡単に

は， I共生進化説jにもとづくホスト(宿主)とパラサ

イト(寄主主)の DNAの融合(寂り込みによる長大化)

と， IDNAの重複進化説」にもとづく類似配列繰り

返しを起こすための類似配列の取り込み過程を基本

としたアルゴリズムである O

以下におNA伸長シミュレーションのためのモデ

ルを述べる O

( 1 )DNA伸長モデル

本モデルは生物システムが持つ DNAシステムの

進fヒ過程をシミュレーションするものであり， I類

似配列の取り込み過程」と共生進化に起闘するホス

トへのパラサイトの取り込みである「非類似記列の

翠り込み過桂jによって構築される O この講築のた

め，生物個体を代表する DNA記列と類似または非

類似記列を供給する遺伝子プールを仮定した。

以下，進化仮説を基盤とする DNA伸長モデルを

説明する(閤 4)。

1)生物倒体の生成

まず，生物{閤体を代表する DNA配列の構成単位と

して 9塩基配列からなる DNAユニットを定義す

る。これは，逐次にランダム性を持たせた選択によっ

て生成される塩基配列で構成される， 1∞慢のDNAユ

ニットを結合した9∞塩基配列である(密 5)。

生物{援体
9 bas巴s

DNAユニット

lG口AACAGG1+1ATCGCTTAC1+'+1ATCGC廿 ATI

ランダムに 1001院をi;1l;択して:j';JJ}.羽生物flc¥j体とする

ノfタンマッチング

一-DNAブールーー

<E-<::ト/・・吋<¥CTAACACG1:

i∞o 

プライマリー配子IJ J益法変換

盟5 生物錨体および DNAブールの生成処浬

2 )DNAプールの生成処理(国 5) 

DNAプールの内容である各DNAは，ランダムに

選択された任意の 9塩基配列をプロトタイプとして

生成する O このプロトタイプの記列の K偲の塩基の

記列をランダムに選択して，異なる塩基に置換する

処理を繰り返して1，000憶の DNA配列からなる拐期

のDNA jレを生産する(よって， CはDNAプー

ル内の各DNA集団の多様性を制御する値で異なる

き換え可能な数である:今回は C之江 7で実

施した)。このとき， DNAプール内の各 DNA集開

(1，0001屈)に向時に内在する向じ DNAユニットの数

が定義されている O この DNAブール内の各 DNA

配列は，次に述べる取り込み判定処理を行なわれる

都度に消去されるので，不足分は上記と間じ処理で

生成される DNA配列で補充され， DNAプール内に

は常に1，0001聞の DNA配列が維持される O

3 )寂り込み判定処理(盟 6) 

DNAプール内の各DNA配列は，生成された}II買に

生物毘体の DNAユニットと塩基のパタンマッチン

グによって取り込み判定処理が行なわれる O 判定処

理は.l2J.、下の基準で実施される。



10 Iσpanese Journal 01 Computer Science VolムNo.l， 1997 

パタンマッチング(相向性検索)

DNA!重複進化処理

拒否寸〈唖53

久里〉-->

パラサイトの融合処理

〆/、

拒否子~ d、/ ¥/ 関億>T

受環(取り込み)

函6 DNAユニットの取り込み判定処理

(日)類似配列の取り込み (DNAの重複伸長)

生物間体を構成する DNAユニットと DNAプー

ル内の各 DNA配列のすべての関で相向性検索(パタ

ンマッチング)を行ない，配列上の異なる塩基数が

D個以内であり，取り込み欝舘(I:確率変数)より

大きなときに取り込み処理を実行する(今回は， I は

3としてシミュレーションしたい

伺)非類似配列の訳り込み(パラサイトの融合)

DNAプール内のl政治舗のDNA配列で問じDNAユ

ニットが比率T以上存在した時に，無条件で取り込み

処理を実行する(今回は， TをO.∞1とした)。

以上の処理を実施することで得られた DNA配列

(900~90，000主主基の長さ)を用いて，以下にパワース

ベクトル解析を行なった。

( 2 )シミュレ…ション DNAの/'¥ワースペクトjレ

解析

シミュレーションで得られた各種の長さを持つ

DNAに対して，第 2章ですでに述べた方法にした

がってパワースベクトル解析を行なった。長さごと

で行なったパワースベクトル解析の結果を図 7(a， b， 

c， d， e， f， g， h， i，j， k : a~k の)11買に配列長が大きくなっ

臨7 イ申展シミュレーション DNA配列のパワースペク
トル解析結果

図の a，b， c， d， e， f， g， h， i，j， kの況列長は各々 9α)，1，800， 

2，400， 3‘600， 4‘200， 6，300，ヲ，000，18，000， 45，000， 
63，000， 90，000 bp(境恭対)の長さを持つ。

ている)に示す。

結果は配列長が伸びるにしたがってパワースベク

トルで示される傾斜角が増大し，配列長が7，000塩基

から18，000境基の簡でほぼ1ffノイズが生まれ，配列

長に依存したパワースベクトル傾斜角の増大が観測

された(※本シミュレーションによらないランダム

に生成した同長の配列ではホワイトノイズを示し

たいこのことより，本シミュレーションモデルが

持続性のパワ…スベクトル傾斜を与える DNAの伸

長機能を持つことが検証された。

さらに，このシミュレーション DNA自e:stUは1讃初、誇己

列を多く取り込み，時折，柏向性の低いパラサイトの

異種配列が取り込まれて生成されており，真核生物

(とくに多細胞系)のDNAの重按伸展性を持つDNA配

列に類似しており，本モデルが高等生物の進化挙動で

見られる長鎖DNA伸展の特徴の一面を再現している

ことが理解される。また，本シミュレーション配列の

パワースベクトルで示される傾斜角の観測が，第2

で示した実際の DNA記列長に比べて比較的短い時点

で開始されている。つまり，実際の DNA配列よりも

短い配列長で相関性が観測されいることから，長鎖

DNA伸展にかかわる本研究では考慮していない他の



機構が介在していることが推測される。

4 .議論と総括

本研究の結果， DNAの伸長に伴う塩基配列の密

度分布の揺らぎ(パワースペクトル解析によるスベ

クトル特性)には生物の原核生物と真核生物の差異

に関係なく， DNA配列の長さにのみ依存している

ことが判明したO すなわち，生物の嵩・種に依存し

ない生命システムの DNA配列伸長過程の多くに，

普遍的にl/f揺らぎを生成する機構が存在することが

理解される。この意味するところは，生物の細胞シ

ステムの差異に依存しない DNA清報の出力機構の

どこかにこの揺らぎを必要とする処理が内在してい

る可能性であるが，現在知られる DNAシステムに

はこの挙動を与える機構はいまだ見当たらない。

また，このパワースベクトルで観輔される傾斜角

の生成は DNA配列長に依存性しているものの，比

例的な直線関係が持続したもではなく， DNA配列

仲良のある一定の範関においてのみ梧関性を生じて

パワースベクトルに傾斜角を与え，それJJ、上の配列

伸長では，一度栢関性を低下させてから再び相関性

を向上させていくという断続的な繰り返しの桔関性

増加傾向が観測された。本解析辻，生物の寓・種に

関係なく DNA配列の長さのみを指標にしてそのパ

ワースベクトルの示す傾斜角の推移を検討したもの

であり，生物進化の分岐に起因するさまざまな要因

は考慮していないので，進化性による DNA配列の

伸長は議論できないが， DNA記JiJのl/f揺らぎが生

体システムのきわめて基本的な'情報出力に効果して

いるとの立場からは，生命システムが配列長の伸長

によって， DNAシステムを毘大化(複雑化)してい

くときにとっている一連の処理機構に断続性を与え

る機構を含んでいることを強く示唆する O すなわ

ち，本解析からは DNA記列伸長とその揺らぎ生成

との関係において以下の 3つの要件が事在している

と推測される O

(日)DNA配列の揺らぎは，特定の長さの範聞でl/f

揺らぎが生成される。

(月)揺らぎ生成は藍線的な増加性を持たない，断続

性をも与える機構で行なわれている O

(対断続性の存在は， DNA配列の物理的な長さに

依存して可龍性が高い。

11 

さらに， I遺伝子重援進化説」ならびに「共生進化

説jを理論的な背景とした DNA伸一長シミュレーショ

ンによって得られた DNA配列のパワースベクトル

特性は，実際の DNA配列長に比べ比較的短いとこ

ろから相関性を示す傾き(館斜角)を表わした。 ま

た，その観測結果は10，000塩基配列以上で，実際の

DNA配列と同様なl/f揺らぎを示しており，本シ

ミュレーションモデルがl/f揺らぎ生成の機序特性を

持つ機構の lっとしての可能性を持つことが示唆さ

れたO しかしながら，本シミュレーションモデルは

実際の DNA配列に観測される特定配列長範盟内で

のパワースベクトル傾斜の生成を説明できるにとど

まり，断続的な相関性虫成に関しては何の機構的な

解明を与えていない。

生命システムが複雑化し，高磯龍化していくと

き，その生成の情報源であるおNA配列は情報量を

増大させるために配列長を伸長させる必要が生じ，

そのメカニズムは生会システムが複雑化と高機能化

を得るための方策として重要である O 本論文では基

礎的ではあるが，生命システムが矯報量を増加する

ためにとった DNA自己列伸長の機構に関する知見を

提示することができた O 今後の研究の課題として

は，生物の構・種ごとでの DNA記列長と揺らぎ相

関の依帯性の検討，揺らぎ発展における設rr続的な伸

を生成できる処理機構の構築等があげられ，これ

らの研究の進捗によって，長鎖DNA西日列に観測さ

れるl/f揺らぎの生成過程を明らかにし，その役割に

関する知見を得ることが期待される O
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Information processin詰archi総ctureof geno股leexpansion 
toward l/f fluctuation 

Yasuo Y onezawa 1) 

1) Division o.f System Engineering and 11φrmαtion System Science， 

Gradllate School o.f Science and Engineering， lbαraki University 

Abstract 

Evolutionary phenomena can be understood as the process underlying the generation and optimization of 

sensory functions in accordance with enlargement of genome size in biological organisms.むsinga correlation 

analysis by Fourier transformation， the elongation process of DNA sequences is char・acterizedaccording to its 

fluctuation properties. The results of this correlation analysis indicates that the slope marked with a power spectrum 

by Fourier transformation towards l/f fluctuation. Fur・thermore，this paper presents the simulation for generation of 

l/f fluctuation according to enlargement of genome size in different environments. 

Keywords: l/f Fluctuation， DNA System， Elongation， Complex Structure 
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Dalei Chi 1)， Sumio Murase 1) 

Sanalω五tlurase2)， Takahiro Takada 3) 

Isao Kitayama 4)， Mitsunori Tsuda 1) 

Many Chinese people are visiting and studying at Jap乱nese

universities. They face difficulties in getting information about Japan 

and Japanese lifestyles until they master the Japanese language. 

Recently， the Internet， a good communication tool， became available 

at most universities. Chinese students wiU now be able to gather 

various information through the Internet W orld Wide Web (WWW) 

server. On the server・s，however， the1'e are only a few Chinese articles 

on Japanese subjects. To support Chinese students今 wemade 

informative documents on the WWW  server， which are generally 

called ‘home pages'. The present hOl11e pages consist of Chinese-

Japanese削忘れglishdictionaries explaining Japanese lifestyles and 

common words. ln addition， usual computers in Japan do not support 

display of Chinese characters. For the convenience of Chinese 

students studying in Japan， all Chinese characters are converted into 

graphical images on the present pages to be 1'endered accurately 

independent of computer system language. 

The Internet is a complex global network consisting 

of thousands of independent cOl11puter networks run by 

private businesses， governl11ent agencies and 

educational and research institutions. Even though 

different kinds of networks are connected， the Internet 

keepsiぽercommunicability[ 1 ]. Recently， the World 

Wide Web (WWW) system has become popular on the 

Internet. WWW  is a systel11 composed of local browser 

software and Internet-based hyper‘text server[ 2]. It 

provides access to multimedia and cOl11plex documents 

and databases. The WWW  gives us a graphical， easy-

to-navigate interface fo1' viewing docul11ents on the 

Internet. The WWW  system thus appears to be an 

1) Divisioll ofMedicallnfonnatics， Mie University Hospital， Mie Ulliνersity Sc11001 of Medicuze， 2) Depαrtment of Pub/ic Health， Mie 

Ulliνersity Sc/zool ofMedicille. 3)ρivisioll of Radiology， Mie UniversiηHospital， Mie Ulliνersity Sc11001 ofMedicine 

4) Department ofPsychiatry， Mie University Sc11001 ofMedicille CCorrespondence to: Sumio Murase‘M.D ‘Ph. D.， Division of Medical 
Informatics，泌氏 UniversityHospital， Mie University School of Medicine， 2 -174 Edobashi， Tsu， Mie 514， Japan， murase@doc.medic.mieω 
u.ac.jp) 

(Recieved: April16， 1997 Accepted: May 21，1997) 
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excellent educational tool [ 3 ]. English. It would be useful for them if documents on 

In Japan， many Chinese are studying at universities. 

Most of them can use the Internet at their・schools.They 

can access information on the WWW  in J apanese or 

Little Dictionary Home Page by Dalei 

鴎 ζ i制1討ir問1冶es部e仇e-J白ヘヘづ、、j品J均i均ap悶a加fれ問ie部S悶蛤e合.モn叩1喝glis討油hDiにct拭凶:七対出:i均iぬG印nar庁y f 

陸選TechnicalTerms in Computer SCIence 

EヨJapaneseLife Style 

of THE lITTLE DICTIONARYI I am a 
computing at Department of 
ty 乙hool01 Iオedicinein Japan. 11y 

Japanese is not 50 good because I have le司F円edJapanese little when 
I was in China， Now. 1 have made this "L1TTlE DICTIONARY" home p百ge
to study Japanese and computeL There dt-e three litt1e dictionaries 
in this home page， ! hope you wil1like them. This is also my first 
home paョe.If you have 30me comments or interests in my 
dictionary， please 

Lよ!!.-Jme

Fig. 1 Top page of Dalei's dictionaries (http://www. 
medic.mie-u.ac.jp!DIC/COVERJcover. htmI) 

A 

闘を語習許警監霊

the Internet consisted of Chinese characters in addition 

to J apanese characters. Although some Chinese 

characters are same as Japanese Kanji， most characters 

are different. For Chinese students in Japan， we made 

home pages of Chinese-J apanese-English Dictionary， 

Computer Term Dictionary， and Japanese Lifestyle 

Dictionary. 

Contents 

The present home pages include the following three 

dictionaries (Fig. 1 ). First， Chinese-Japanese-English 

Dictionary consists of 80 words， 20 expressions of 

greetings and common words which have di紅白羽lt

meanings in Chinese and J apanese (Fig. 2 ). This part 

especially helps Chinese students since these words 

seem to be difficult to learn. Second， Computer Term 

Dictionary defines 80 terms (Fig. 3 ). Third， the 

Japanese Lifestyle Dictionary introduces the modern 

lifestyle of Japanese people in eight paragraphs (Fig. 

4) . 

We made these pages using a Macintosh computer 

B 

警鐘芝

Fig.2 Some common words(A) and greetings(B) included in Chinese-Japanese鵬EnglishDictionary by Dalei 
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with J apanese operating system. Our computer has 

Chinese fonts in addition to Japanese fonts， so that 

Chinese characters were displayed. Since the latest 

version ofthe WWWbrowserNetscapeNavigator[ 4] 

identifies the Chinese characters conectly， our computer 

can show Chinese characters depending on Chinese 

fonts. However， Chinese fonts are not commonly 

available on computers in Japan. People can only read 

J apanese and English but not Chinese sentences by the 

WWW  browser. To resolve the problem， we converted 

Chinese characters into image data which all WWW  

browsers support. The infonnation required to make the 

home pages was referred from the following four 

sources: (1)巳nglish-Japanese-ChineseComputer 

Terms (Electronics Industry P1'ess， Beijing， China)， ( 2 ) 

New J apanese-Chinese and Chinese-J apanese 

Dictionary (Liao凶時 PeoplePress， Shenyang， China)ヲ

( 3 ) Oxford Advanced Learner' s Dictionary of Cunent 

English with Chinese Translatio出OxfordUniversity 

Press， Hong Kong， China)， (4 ) Living Japanese Style 

告borl アポ M ト 中止

告ccepl昌nce アクセブタンス 祭

6CC君ss アヲセス 湯河

dccess code アクセスコ』ド

告ctioれ ア?シ苦ン

昌ddr♀ss アド Lス 地主上

admlnist呈「 アドミニスター

o1ignment アライメント f芝{立

呂pplication アブリケ幅シ司ン !1lJ有

司udio オ日ヂィオ

昌uthonzdtion ;:r-yライゼ』ション t受校

昌uXlliar当 オークジリアリ 1講E方的

同窓誇すヂ議議室

Fig. 3 Some computer terms included in 
Dalei's dictionary 

(Japan Travel Bureau. Inc， Tokyo， Japan). 

The direct URL (U niform1y Resource Locator) of the 

home pages is http://www.medic.mieぺl.ac.jp/DICf

COVER/cover.html. Since these home pages are 

subordinated to the WWW  server of Mie University 

School of Medicine， http://www.medic.mie-u.ac.jp， 

you can also find the link to get access to the dictionary 

pages there. Users can browse every page just by 

clicking the “NEXT PAGE" button located at the bottom 

of every page. 

Discussion 

We have browsed many other home pages intended 

for Chinese students [5 ~ 10]， and compared our 

dictionary home pages to them. A few of them are made 

with two languages 01' more. The Chinese characters 

are not necessarily shown as graphics. Our present home 

pages seem to have advantages in the following points. 

( 1 ) The users can read our home pages in the three 

languages， Chinese， Japanese and English. Since all 

Chinese characters are converted into images， users do 

not need the Chinese system fonts to browse. They can 

see Chinese， Japanese and English wo1'ds in the home 1:""'....."，............... ....."''''.... "'-'<A"'l::;: 

il ぷ f、はよ

自主人のおとぎには‘ j おはよ

Lか l~ ， U本人出f宝はめったに

皆殺を右寄ることはなくなった、

また女性も努与や議会3式などの

公式の会合で務るこごがあるく

く翠

わるので、争;去にあった読突が

必安になる v ロみ二の中潟授には

豆IIIと冬F討の封殺をがあり、者

選 6fj三叩!Jに表会答えるc

をX印出GlNG由主ETIN国

Jap訊 esebo.vveryoft朋刊eJ却前田e
oo.v， 'q:lg'hasother m臨 lingsth開
g時出世;th開 king， !朗ve-takingcr 
却 dcgzing.fcr田ぉmp!e.ltc剖 beus凶 at
抑制即日出掛田 t05町官制mcrning"，
"Hel!。ヘ吋h開 ky∞"， "Gα必 bye"cr 
"Scrry何

SLEEP!NG 

Thetrぉdti田.J却制esesl皆殺'ng
.-r閉伊η閉 t，'H叫開'islaidrut co the 
'ta回羽， atni!f!t間出、時tinthed田尻

由nng由yγhisisJ開閉田e，n伊 lUity
to use space effiα朋 tly.Many J却 問自民

hcwever， sle却 intheb紋お reむently

WEA刊印刷。 CLσ則自

The'Kim問。'jsf釦n叫 SCNUthewσId国

J却凱esetradtiCllaldはれ田 J叩診剖5e
ma!e. hc叫 f?oJer，seld:mw田 f'Kim加 d
no.vadays. J時間鴎efemalalsowear it 
cnlyats聞 eofficialparむ部品J時間借e
climatelargely chan伊sinte羽perature
剖 dhumidtya乙crrdngtof∞rs館主SCt1S，
pぽ羽plemustch加~theird戊h田出掛
shcod剖 djuniorhiゆs出回 5tU融市 'n
J甜剖 havetwo ki nds of schod uni frr m， 
summer剖 d"μnteruni frr m. Usuall y th町
chan伊 theirunifcrm in June剖 dO:tooer

Fig. 4 Dalei's dictionary of Japanese Lifestyle 
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pages as long as thei1' compute1's suppo1't the Japanese 

language system. We suppose that although the1'e are a 

lot of Chinese studying in Japan， they may not have 

Chinese system fonts in thei1' compute1's. (2) As a 

dictiona1'Y， it is easy to edit. Real dictionaries cannot be 

modified at any time. In cont1'ast， the present electronic 

dictiona1'Y， as a home page， can be modified easily at 

any time when we feel the need to change 01' add some 

wo1'ds. The use1's can always find the latest ve1'sion of 

the dictionary. ( 3 ) The dictionary home pages have rich 

graphical images and ease of ope1'ation. 

On the othe1' hand， our dictionaries have the following 

disadvantages. ( 1 )The use1's of the dictionaries a1'e 

probably limited to people in Japan. In o1'de1' to browse 

the home pages， their compute1' must be able to support 

Japanese system fonts. Chinese cha1'acte1's a1'e shown 

as g1'aphics， but J apanese cha1'acte1's a1'e shown 

depending on the J apanese language system. (2 ) There 

a詑 n∞O抗ts叩omar勾 wo町1'dむsi泌nOlぽIげ1'd必ic凶t討io∞na出a
selected some wo剖rdむst出ha幻twe think a1'e essen抗削t討ia討1for 

1'eading. We cite only the more useful words. (3 ) In 

the home pages， eve1'y wor・dis explained ve1'y simply. 

Only one meaning is written in the othe1' two languages. 

When we change the structure of the dictionary and add 

mo1'e meanings， this problem will be ove1'come. (4 ) 

Speed of browsing the pages is slow. Since every 

Chinese characte1' is shown as a small image， there a1'e 

a lot of images on one page. As a result， the use1's must 

wait a few seconds during the transfer of the information 

f1'om the se1'ver. 

Although the present dictiona1'ies have some 

disadvantages as compa1'ed with a real dictionary， we 

think that they are useful for Chinese students in Japan. 

01トlinedictionaries can be easily updated with 1'equests 

f1'om use1's. As we work to imp1'ove its shortcomings， 

we hope to enrich the content of our dictiona1'Y to 

support Chinese students. 

References: 

[ 1 ]Rl此 owskiA. M. ， Internet， Soc. News， 2， 6， 1994 . 

[ 2 lSchatz BR and Hardin JB， NCSA Mosaic and the World 

Wide Web: global hypermedia protocols for the Internet， 

Science， 265， 895回 901，1994. 

[3 ] Barrie J. M. and Presti D. E， The Wo出 WideWぬasan 

Instructional Tool， Science， 274， 371， 1996. 

[ 4 ]Netscape Communications Corporation， http://home. 

netscape.com/， visited on March 28， 1997. 

[ 5 ]KANSAI KOKUSAI GAKUIN， http://www.jin.or.jp/ 

japanese/， visited on March 28，1997. 

[ 6 1 Faculty ofEngineering Science， Osaka University， http: 

//133.1.96.43rseke/chinese/news/index.html ， visited on 

March 28， 1997. 

[ 7 ] China Online Magazine， h加lttゆp:刀//www.c∞or技m巴.0ωr仁.¥.必/jω寸ind巴X.

html， visited on March 28，1997. 

[8 ]Open Sesame & Living in Tokyo， http://www.agt‘ias 

com/goma/index. html， visited on March 28， 1997‘ 

[ 9 ] Silkroad Internet， http://www.silkroad.or.jp/. visited O!l 

March 28， 1997. 

[10] Yang Jie-Chi， http://www.ak.cradle.titech.ac.jp/ 

-yang/， visited on March 28‘1997. 

World Wide Webを利用した中国人就学生への情報提供
一日中英小辞典作成の試み一
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要約

日本の大学で学ぶ中国入学生の数が増加している。彼らにとって大変なのは，毘本語を習得する

までは日本や日本の生活習慣について需報を得るのが‘臨難なことである。国内の大学で Internet

の整備がすすんだことにより，中国入学生がさまざまな'情報を入手することが容易になってきて

いるが，中国語での情報は少なく，まして自本に関したものはほとんどない。そこで，彼らを援

助するために， World Wide Webを利用して情報(一般にホ…ムベ…ジと言われている)を提供

することを試みた。本ホームページでは，誤解の生じやすい，自本語の単語と生活習'慢について

日本語舗中居語ー英語を併記した簡単な辞書を作成した。その際，中国語の表示を麗像ヂータとす

ることにより，中国語のフォントを必要とせず，表示が可能となるように配癒した。

{キーワード] W WW，中国入学生，辞典，日本の生活様式
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{キーワードi
VDT作業司視力司鍵j棄管理-

Internet，苦言子謂査

1 .はじめに

s 
l-

VDT作業の視力への影響に関する

健康調査

-Internetを利用した電子調査法の有

効性について-

法橋尚宏1)山本泰弘 2)

城JI!美佳人杉下知子1)

Internetは，郵{吏や電話に続く新しい構報伝達手段として急速に普

及しつつある。それに伴い 郵送調査や電話調蓑などに代わる質

問票読査として，社会学領域を中心として竜子調査という概念が

形成されつつある。しかし，本邦では，健康科学模域における

Internetを利用した電子調査の事制はほとんどみられず，その有

効性についても十分に議論されていない。そこで， VDT作業者の

自己健藤管理に資することを毘的として， VDT作業の視力への影

関して Internetを利用した電子誤査を実施したO 実際には，

調査の協力依頼文をニュースグル…ブに投稿した後， wwwペー

ジ上の質問票で選択肢形式により回答する手願とした。本稿で

は， Internetを利用した先駆的な需子調査の有効性を中心として論

述した。

霞子調査とは，電子メールなどを用いた通信ネッ

トワーク上での質問票調査を含み，コンピュータ上

のマルチメディアによる質問票謂査と定義した

[l ]0具体的には， (日)電子掲示板に質問棄を掲載

ては，電子メール， WWW  (World Wide Web) ，ネッ

トニュ…ス(ニュ…スグループ)などのサービス[2 ] 

を利用する o Internet調査は，既存の質問票調査に

比べて，低予算(通信機器の設置費用を除く)で，多

くの対象者に短期間で実施でき，デ…タの集計まで

が同時に行なえ，簡便に全盟調査や関際調査が可能

である o Internet調査法の短所および長所について

は既報[1]で考察しであるので，ここでは詳細には

し， メールで回答してもらう(配布回収調査の

電子抜)， (月)電子メールで質問票を送信し，その自

答を電子メ…ルで返信してもらう(郵送調査の電子

版)，ωホストコンピュータのプログラムと対話し

ながら質問票に回答してもらう (1園出面接調査の電

子版)などの方法があげられる。

現在，世界規模のコンピュータネットワークであ

るInternetを利用した電子調査(以下， Internet調査

とよぶ)が注目されている。質問票の提示手段とし

しない。本研究では，フォームを患いた対話型

で回答しやすい質問票を提示できる WWWを利用

した。

韓康科学領域における Internet調査はきわめて少

ない[3 ]。本研究では， VDT (Video Display 

百nninal)作業と視力低下に関する健蔵調査を実施し

1 )東京大学医学部家族看護学講座， 2)東邦大学医学部4年生， 3)束手1;大学医学部公衆衛生学講座〔別刷り請求先:〒 113 東京都文

京区本郷 7 3… 1， naohiro@hohashi.org] 
(原稿受付日 1997年 4月30日 原稿採択B 1997年 5月14日)
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に対する意見・感想を調査項目とした。また，調査

研究で得た清報の報告を希望する場合は，電子メ

ルアドレスを入力してもらい，後日，電子メールで

報告することにした。

質問票への回答は選択肢形式として， WWWベ…

ジを HTML(hypeltext markup language) [ 6 ]により

構築した(図 1) 0 なお，視力が不明もしくは不確実

な場合などに対応するために，質問

ページから視力表(JAV A Eye Test Chart)の WWW

ページ、(http://www.zzz.or.jp/-ichikawa!EyeTestChart. 

html)にリンクをはって，その場で視力検査ができ

るように設計した (~2 )。

雨明TWページ上で入力された自答は，あらかじめ

デイングしておき，集計および統計処理を行な

うソフトウェアで利用しやすいテキストファイル

(コンマ区切りの CSV形式)として保存できるよう

にした。同時に，その問答者が質問票にアクセスし

た日時，質問票へアクセスしてから屈答の送信まで

の WWW

た[4 ]。昨今では，パソコンの普及に伴いディスプ

レイの前で作業を行なうことが多くなっており，

VDT作業者の眼についての訴えが開題視されてい

る[5 ] 0 Intemet調査では対象者を少なくとも VDT

を利用する人に限定できるため，回答者における

VDT作業者の割合を高める手段として有効であ

る。そこで，本研究では， Intemet利用者を対象と

して視力低下に関する実患を把握し， VDT 作業者

の自己健康管理に役立てることを話的とした。

コ

2 .研究方法

1 )質問票の設計

VDT作業の視力への影響を明らかにするため

に， (8)性関，但)年齢，(:J<)職種，体)1日の VDTの利

用時間， (ねこれまでの VDTの利用期間，樹眼鏡(コ

ンタクトレンズを含む)の徒閣の有無，住)裸眼視力

と矯正撹力，締VDTによる視力低下の自覚の有

無，制VDTによると思われる症状の有無， (自)調査

JAVA 

jAVA視力検査表
間縁日四%勾41130日
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JA V A Eye Test Chartのwwwページ

Javaで記述した JAV A Eye Test Chartの wwwページ

(http://www.zzz.or.jp/-ichikawa/Ey巴τestChart.htmJ)におい
て，その場で視力を泌乏できる。

毘 2

除

質問票の wwwぺージ

ブオームをバiいた質問票の闘面。ポップアップメニュー

の選択肢から回答を選び，用主まされた空白のテキスト

ボ、ツクスに文字入力して回答を作成できる。回答は，ボ

タンをクリックすると送信できる c

図 1

百人多
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に要した時間を自動的にログファイルとして作成

し，自答に付加して保存した。

2 )調査の実施方法

まず，東邦大学涯学部内にある wwwサーバ上

で，質問票のベ…ジを公開した。続いて， 1996年11

月19B (火曜自)13時55分に調査への協力依頼文を日

本語のニュースグループである fj.wantedおよびfj.

questions. miscに投稿した。む wantedは捜し物，号.

questions. misc は質問を内容とする記事で成り

ち，両者とも帳広い Intemet利用者から lヵ月に200

程度の記事が投稿されている O

そして，その記事を閲覧した Intemet利用者が質

問票の wwwページにアクセスして問答を行なう

手踊とした。貿開票は， 1996年11月25自(月曜狂)19

持35分まで公開した。

データの統計処理には， Macintosh版の StatView

4.5J(ヒューリンクス)を使用した。なお，同一人物

による重複した返信は考慮しないことにしたO

3 .調査結果

1 ) Intemet調査に関する基礎データ

1996年11月19日14時28分から25日19時35分までの

間数(回)

nu 
ハUi
 

80 

60 

40 

20 

O 

19E1 20El 21日

関に， wwwページで公開した貿開票に503回のア

クセスがあった。自答の返信は304通あったが 1

通はのデータであったので無効とし， 303;I患を解

析対象とした。アクセス件数と返信数の経詩的な変

化は，図 3に示した。調査開始初期にアクセスおよ

び返信が集中してみられた。

回答者が質問票へアクセスしてから沼答の送信ま

でに要した時間は，表1に示した。最短時間は43秒，

最長時間は430，括6秒(約5日間)で、あった。専用椋接続

のIntemet利用者が明司明fページとの接続を切斯しな

い場合に，長時開に及ぶものと考えられた。

なお，返信のための電子メ…ルアドレスの入力が

あったものは 1通のみであった。

間答者を性~Uでみると，男性が267名 (88.1 %)，女

性が17名(5.6%)であり，男女間で大きな差を生じた

(表 2)。年齢は， 20歳代が最も多く， 168名(55.4%)

であった(表 3)。 職業は，コンピュータ関連の技

術・専門職の121名(39.9%)，学生の94名(31.0%)が

多かった(表 4)0 

2 )VDT作業の提力への影響

1日の VDTの使用時間は， 3 ~ 8時間の140名

(46.2%)， 8時間以上の104名(34.3%)が多かった

アクセス数 (6f待問ごと)

-0-返信数 (6時 rt~ ごと)

22 EI 23日 24臼 25日

日時 (1996年11月)

図3 アクセス件数と返器数の経持的推移

199M!三11fJ19日14狩28分から25B 19f待35分までの間に，¥¥羽川fで公開し

た質剤薬に延べ503回のアクセス， 303遜の返信(有効限答)があった。
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表 1 質問票ヘアクセスしてから回答の送信までに要し

た時間

60秒未満

60秒以上120秒未満

120秒以上180秒未満

180秒以上240秒未満

240秒以上300秒未満

300秒以上360秒未満

360秒以上420秒未満

420秒以上480秒未満

480秒以上540秒未満

540秒以上600秒未満

600秒以上

合計

表2 性別

2名

57名

48名

41名

27名

20名

15名

12名

3名

2名

76名

303名

(0.7%) 

(18.8%) 

(7.4%) 

(13.5%) 

(8.9%) 

(6.6%) 

(5.0%) 

(4.0%) 

(1.0%) 

(0.7%) 

(25.1%) 

男性

女性

無回答

267名 (88.1%) 

17名 (5.6%)

19名 (6.3%)

合計 303名

表 3 年齢

19歳以下 7名 (2.3%)

20歳以上29歳以下

30歳以上39歳以下

40歳以上49歳以下

50歳以上59歳j:)、下

無回答

168名 (55.4%)

89名 (29.4%)

16名 (5.3%)

2名 (0.7%)

21名 (6.9%)

合計 303名

表 4 職業

労務・技術職 6名

営業・販売職 4名

コンピュータ関連技術・導内戦 121名

コンピュータ関連以外の技術・

専門職 37各

事務職 7名

管理職 5名

自営 1名
パート・アルバイト 1名
専業主婦 O名

学生 94名

その他 5名
無事支 l名

無回答 21名

合計 303名

(2.0%) 

(1.3 %) 

(39.9%) 

(12.2%) 

(2.3%) 

(1.7%) 

(0.3%) 

(0.3%) 

(0.0%) 

(31.0%) 

(1.7%) 
(0.3%) 

(6.9%) 

表 5 日の VDTの使用時間

1時間未満 5名

1時間以上3時間未満 38名

3時間以上8時間未満 140名

8時間以上 104名

無回答 16名

合計 303名

表6 これまでの VDTの使用期関

6ヵ月未満 8名

6ヵ月以上 l年未満 29名

1年以上3年未満 68名

3年以上5年未満 58名

5年以上 122名

無回答 18名

合計 303名

(1.7%) 

(12.5%) 

(46.2%) 

(34.3%) 

(5.3%) 

(2.6%) 

(9.6%) 

(22.4%) 

(19.1%) 

(40.3%) 

(5.9%) 

表7 眼鏡(コンタクトレンズ)の使用の有無

使用している

使用していない

合計

156名 (51.5%) 

147名 (48.5%)

303名

(表 5)。これまでの VDTの使用期間は 5年以上

が最も多く， 122名(40.3%)であった(袈 6)0

眼鏡(コンタクトレンズ)の使用の有無は，強用し

ているが156名(51.5%)，使用していないが147名

(48.5%)であった(袈7)。裸眼視力(左右)と矯正視

力(左右)は，表8に示した。

視力低下の自覚の有無は，自覚のあるものが155

名(51.2%)，自覚がないものが148名(48.8%)であっ

た(表 9)。そのほかの VDTによる症状の有無A につ

いては，症状のあるものが236名(77.9%)，症状がな

いものは66名(21.8%)であった(表10)0 

VDT作業の視力への影響については， VDTの使

用期間の頻度ごとに 1時間未満 1時間以上3時間

未満 3時間以上8時間未満， 8時間以上の4群に分

けて，視力低下の自覚の有無をみたが，有

(Wilcoxon順位和検定，有意71<1埜5%)はみられなかっ

た(表11)。同様に，これまでのVDTの使用期開と視

力低下の自覚の有無をみたが，有意差(Wilcoxon順位

和検定，有意水準 5%)はみられなかった(表12)。

調査に対する自由記述は 2通あった。その内容
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裸眼視力

表 8 裸眼規力(左右)と矯正視力(左右)

矯正視力

0.1未満

0.1以上0.4未満
0.4以上0.8未満

0.8以上1.2未満

1.2以上

無回答

右 左

106名(35.0%) 99名 (32.7%) l名 (0.3%) 1名 (0.3%)
65名 (21.5%) 69名 (22.8%) 6名 (2.0%) 4名(1.3%)

24名 (7.9%) 21名 (6.9%) 26名 (8.6%) 26名 (8.6%)
23名 (7.6%) 27名 (8.9%) 105名(34.7%) 113名(37.3%)
56名(18.5%) 59名 (19.5%) 指名 (11.6%) 30名 (9.9%)
29名 (9.6%) 28名 (9.2%) 130名(42.9%) 129名(42.6%)

303名 303名 303名 303名

は， VDT 作業の視力をf呆護するためのガイドライ

ンを要望するもの， VDTにおける望ましいパック

グラウンドカラーを質問するものであった。

4.考察とまとめ

l)WWWによる Internet調査について

明司明fを用いた電子調査では，自答の盟収におい

て，フォ…ムを用いた自答の容易さ，問答が電子化

されたファイルで保存されることによる集計の省力

化の面で非常に存効である。また，調査項目に動画

などを付加した調査も可能であり，さまざま

な応用が考えられる。本研究では，京明司fページ上

の視力表で、視力検査を行ったが，これは電子調査の

密告躍如ともいえる情報提示手段であろう O 今後，

とくに WWWのもたらす多様な表現力により，

Internetでしかできない新しい形式の調査も登場し

てくることが期待される O

また，川崎明rは，電子メールやネットニュースな

どとは異なり，明司司fページから保存される回答に

は囲答者の個人情報がほとんど含まれていなしミ。し

たがって，本研究のように， wwwを用いた電子調

査では匿名・無記名による回答が可能で、ある O

ただし， WWWを用いた電子調査の存在を対象者

に知らせるためには，電子メールで対象者に調査へ

の協力依頼文を送信したり，ネットニュースに協力

依頼文を投稿したり，アクセス数の多い WWW

ページへ協力依頼文を掲載するなどの手段を併用す

る必要がある。 l日数万件におよぶアクセスがある

WW Wページでは，調査への協力依頼文を掲載す

ることにより幅広い対象を得ることが可能となるだ

ろうが，その際には広告料が必要となる。

表 9 視力紙下の自覚の有無

自覚あり

自覚なし

合計

155名 (51.2%)
148名 (48.8%)

303名

表10 そのほかのVDTによる症状の有無

h
リ
ー
し

あ
な
答
一

状
状
昭
一
計

症
症
加
盟
…
一
合

236名(77.9%)
66名 (21.8%)
1名 (0.3%)

303名

表11 1 E3の VDTの使用時間と権力低下の自覚の有無

1日の VDTの使用時隠 視力低下の自覚 検定

なしあり

1時間未満 O名 5名

l時間以上3時間未満 27名 11名
3時間以上8時間未満 58名 82名 なし
8持跨以上 47名 57名
無効胆答 16名 O名

合計 148名 155名

表12 これまでのVDTの使用期間と視力低下の自覚の有無

これまでのVDTの使用期間 視力低下の自覚 r検定
なしあり

6ヵ月未満 5名 3名

6ヵ月以上 1年未満 18名 11名
1年以上3年未満 31名 37名 有意差

3年以上5年未満 21名 37名 なし

5年以上 55名 67名
無効回答 18名 O名

合計 148名 155名
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本研究では，調査開始後の48時間に全返信数の

78.5%を占める返信がみられたが，地の小規模な調

査でも開始初期の返信数が占める割合が大きい

[ 7 ] 0 また，本研究では， 20歳代の男性で，職種が

コンピュータ関連の技術・専門職もしくは学生とい

う対象が多かったが，これは，現在の Internet利用

者のプロフィールとほぼ一致するものである[8 ]。

最後になるが， Internet調査の最大の問題点は，

調査対象となる母集留の把握が容易にできないこと

である O 調査では，調査対象者は母集団とよばれる

何らかの特性をもっ集団から抽出し，このうち自答

が得られた人が回答者となる。このように，回答者

は母集団の特性をもっ小集団であり，そのために回

答者から得られた回答は母集団全体の回答と考える

ことが可能である。たとえば，所属者の電子メール

アドレスを管理している団体の協力が得られるなら

ば，その国体を母集団ととらえて調査対象者を抽出

し，抽出された対象者に電子メールアドレスを用い

て質問票を送信することが可能である O しかしなが

ら，実際には調査対象者の電子メールアドレスの抱

擁は容易ではない。本研究の実施手段では，国答者

は11可らかの方法で調査を知り，このうち実際に胆

答を送ってきた人Jにすぎず，閤答者がどのような

母集団に所属するかが明らかではない。社会調査の

分野ではこの問題を解決するために，あらかじめ母

集団より抽出した対象者に対して調査参加を依頼し

て端末を設置するモニター制を採用している。

2 )VDT作業と視力に関する健康調査について

筆者らは， VDT作業が健康に及ぼす影響を内容

とした雨明司Fページ(http://www.hohashi.org/からの

リンク)を 1996年 l月15日から公開し，幅広い

Internet利用者への啓蒙と理解に役立ててきた[9，

10]。労働眼科の領域では，医学的に VDT作業者の

視力低下の可能性が認められているが，疫学結果か

らこの関係を否定する論文も少なくない[11]。本研

究の結果では 1日の VDTの使用時間と視力低下

の自覚の有無，これまでの VDTの使用期開と視力

低下の自覚の有無において有意な関係はみられな

かった。今後は，非 VDT作業者をコントロールに

した Internet調査，長期にわたる観察などにより，

さらなる検討が必要であろう O

Internet調査では対象者を VDTの利用者に限定で

きるが，本研究では， 20歳代と30歳代の男性で，職

種がコンピュータ関連の技術・専門職もしくは学生

という片寄った対象となった。さらに高年齢者群に

対する検討もできるように，対象者のサンプリング

に関しでも検討が必要であろう。
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Abstract 

25 

Following in the wake of such means of communication as the posts and telephone， the Inter司netcontinues to 

expand rapidly into new areas for transmitting information. One of the emerging new areas for submitting 

questionnaires， which is supplanting surveys by mail， telephone， etc.， is the electronic survey - which is mainly 

used to cover sociological topics. In Japan， however， there ar・every few examples of use of the Internet for electronic 

surveys on health-related matters， and its viability has also not been sufficiently debated. 

With the objective of providing VDT users with materials that will enable them to conduct health evaluations on 

their own、theauthors conducted an electronic survey via the Internet on the effects of VDT usage on eyesight. After 

the posting of a letter requesting peoples' cooperation to two news groups， we posted a multiple欄 choicequestionnaire 

on a Wor・ldWide Web site. In this paper， we describe the effectiveness of such and advanced survey using the 

Internet. 

Keywords: VDT usage， Eyesight， Health Administration， the Internet， Electronic Survey method 
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1 .はじめに

圏際関GO幽 A舗DAによる災害緊急救

のための準備対築濃習とインター

ネットの利用

社i本秀樹 1) 高橋央ペ鎌田裕十期 3)

中野知治ペ沢田寛ペ菅波茂 6)

岡山に本部をおく国離NGO(Non-governmental Organization)で

ある AMDA(Association of Medical Doctors of Asia)は司 1996年

9丹1自に東京都・全日本病院協会と合間で防災記11練を実施し

た。言11練の中では，小型飛行機やヘリコプターを利用した患者搬

送訓練やトリアージの言訓練のlまかに，訪災訓練の現場の犠子をデ

ジタルカメラで撮影し，通信詣星を科賭して麗像データを岡山の

2幹部の WWW(WorldWide Web)サーバへ告送し，産ちに

Internet上で公開する1情報通告訓練も実施した。当日の防災訓練

での場菌は直ちに Internet上で公開され，問自に行なわれた第 6

盟日本コンピュータサイエンス学会学術集会の講演会場において

も供覧された。近年，災害時に果たすボランティア団体や NPO

(Non Profit Organization)の役割が注屈されているが，これらの

組織においては，既存の枠組みにとらわれない Internetはこれら

の団体が災害時の活動を行なうよで有用なツールと考えられる。

防災訓練の中にも Internetを含む，情報通信訓練を組み込むこと

の重要性が示された。今後，災害時をはむめとした危機管理にお

けるコンビュータネットワークの利用については，災害時のよう

な非常時でも動画の伝送が奇能となるような通信容量の確保のた

めのインフラの整備，通信フロトコルのシステムの開発が必要に

なると考えられる。

岡山に本部をおく国際 NGO(民間海外援助団体)

である AMDA(Association of Medical Doctors of 

Asia:アジア援締連絡協議会)は， 1984年に設立さ

れて以来17カ留に支部をおき開発協力，人道援助の

観点から国際保健医療協力をアジア，アフリカ，

ヨーロッパ諸由の20ヵ回以上の国で実施している O

1995年6月には由連経済社会理事会に Consultative

status (諮問資格)のある NGOとして認定されるにい

たったo AMDAの活動の中でも災害時の緊急援助

は，主要で、1990年代にはインドネシア・フローレン

ス島の津波，インド・マハラストラ州地震，ネパー

ル洪水などの緊急毘療活動を実施した[1L 
AMDAは本来海外での災害救援活動を目的とし

1) I湾出大学医学部公衆衛生学教室， 2)長崎大学熱帯医学研究所， 3)かまた法院， 4)岡山大学医学部第二外科学識注 5引)櫛E絞京病i続淀，
6 )官管1波皮内苧科iト，医i院溌 〔悶Bリ布刷Ijり翁求う先1[;:乎70∞oI向潟山7市ぢE鹿E凶郎i向旬可.2 -5-1 問i山11大字学:E医匁学音剖部|目:公衆f街草街J労生三学教室， hi吋id戊eki王ciy@me吋王d.o依ka勾yama告-u.aおcι.必〕

(原稿受付B1996年11月12B 原稿採択日 1997年 l月21日)
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て，国内での災害救援を想定していなかったが，

1995年 1月17日に発生した阪神大震災にはその被害

が史上まれにみる甚大なものであったことから，地

震発生さ当日の 1月17日の午後には罷締3名を含む 6

名の医師屈を神戸市長田E互に派遣した。その後，全

国からの罷療ボランティアを動員して，現地の長田

底中央保健所と協力して避難所の巡回診療，救急、外

来の開設を現地の陸療機関に引き継ぐまでの 1ヵ月

間実施した[2~ 4]0 

阪神大震災の教舗を生かし，阪神大震災のときに

受けた海外からの善意の救援に応じるために国内で

はNGOの172時間ネットワークJを，海タトの NGO

のネットワークとして1APRO (Asia Pacific Relief 

Organization) Jを設立した。幸いに，閣内では

AMDAが救援活動を行なう程の大災害は起きてい

ないものの，海外では1995年以降サハリン大震災，

北朝鮮水害，インドネシア地震，メキシコ地震，中

国雲南省震災等の大災害が起こっており， AMDA 

でも医師団の派遣や救援物資の輪送等の国際災害救

援活動を実施した[5 ] 0 

阪神大震災においては Internetを含むコンピュー

タネットワークによる情報伝達の重要性が示された，

AMDAも， Intemet を活用している。 1995年 5~6 月

において実施したサハリン地震救援活動における情

報提供活動においては，大阪大学の wwwサーパ

を利用して情報提供を行ったが， 1995年 5月29日~

6月8日までのアクセス総計は7，728件 (702.5件/

日)であった。ピーク時には2，877件/日ものアクセ

スがあった。ドメイン名から判別した，アクセス元

の留は，日本の6，119件のほか，米国，スイス，カナ

ダのiwタトからもアクセスがあり，田際的な災害救援

活動においても Internetが有用であることが示され

た。 AMDAも迅速かっ有効な災害救援の実施のた

めに， AMDA d!虫自の wwwサーノく(http://

www.arnda瓜 jp)による Internetを1995年 9月 1日か

ら運用している [6， 7]0 

1996年 8月31日午後3時から 9月 1日の午後 OH寺

15分まで，首都圏に藍下型地震が発生したことを想

定して，足立区の荒川河川敷話新井檎緑地において

「平成8年度東京都・足立区合同防災前線jが行なわ

れた。同訓練の中で災害医療部門の訪i出束を全日本病

院協会と AMDAが協力して実施する O 災害時のト

リアージ，仮設病i誌の開設，負傷者の読方病院への

披送，超高変性水を利用した安全な水の確保，海外医

療ボランテイアの受け入れ等の災害時の訓練がのべ

160名の監療ボランティア， 20台の車荷，ヘリコプ

ター 1台，チャーター飛行機2機を動員して行なわ

れた(表1)0

表1 防災訓練の概要

AMDA訪災訓練の内容

8月31日(土)
.トリアージ講習会(早川医師)
-超酸性水を利用した欽料水確保の訓練(高橋副代表)
.A羽DA海外活動メンバ一報告とアドバイスの集い
.河川敷テント内夜営訓練
-テント等各種設俄設霊訓練
-無線訓練(東京~岡山・フィールド移動無線)

9月 1日(日)
-トリアージ訓練
-初期治療およびフロント病院等後方医療施設への搬送部練
・全国，海外よりのAMDAメンバー， 125薬品の空輸訓練

チャータージェット機(立JlI碁地，楠JlI飛行場へ)
ヘリコプター(訓練会場へ)

-障害者擁護所設龍運営部練
-痴呆性老人介護，緊急幼児保育ヨlはi東
-在日外国人救援密療訓練(AMDA国際箆療情報センター)
.海外匿療NGO受け入れ訓練
-現地一般ボランテイア受け入れ訓練
.ボランテイア傷害保険受付訓練
. Int巴rn巴tを使用した情報通信訓練(山本秀樹， AMDA副代表)
(臼本コンピュータサイエンス学会学術集会に同時中継参加)等
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2.方法

l)WWWサーパ

AMDAが所存している， NEC (毘本電気)製

EWS480をWWW(Wor1dWide Web)サーノすとして

利用した。 128kbpsの専用線譲続をしている A間DA

独自の WWWサー)¥(http://www.amda.or.jp!bosai. 

html)上において防災訓練のホ…ムページを公認し訓

練の模様を公開したo AMDAサ…パが使用できない

場合のことを考慮して，岡山大学医学部公衆衛生学

講座のwvv明fサーバ(h叩://dph5.med.okayamaぺl.ac.jp/

bos註i.html，Power Macintosh 7500/90， Macintosh HTTP 

ver. 2.2 )をパックアップとして準備した。

2)WANのf11f築

東京都足立芭荒川河川敷の西部井犠緑地において

はNTTのINSネット64の部持強用申し込みを行な

い，東京都が本防災留!日:東で使う INTT災害ボ…タブ

に接続した。 防災訓練において使用し

たノfソコンの PowerBook550c (Apple)とIINSネッ

ト64J'まルーター (Pipeline25， Ascend社)を通じて

J会i涜した。 WWWサーバのある関山市の AMDA

部においては同じ Pipeline25をデジタル自線(INS

ネット64)と接続して，詞社!の本部の LANと防災訓

練の現場の PowerBookパソコンとの間で、64kbps同期

接続による WANを構築し， TCP/IPおよび Apple

Talk プロトコルを訪災会場と本部で使用したo

INTT災害ポータブルi転星電話J'剖坊災訓練当日の 9

月 1日の 9時から 11持までの 3時践のみ龍用可能で

あった。 ISDNの設定項目として， IP持MP毎日乎J，
信通知ありjにした。防災言11糠語に災害衛星電話の番

号を AMDA本部と現場の両方のルーターにインフ。ツ

トして設定を行ない，当日ブリッジ接続を行った

[ 8 ]。万一，当日 ISDN回線による WANが譲続で

きない場合を想定して，デジタル携帝竜話とモデム

の接続キット (9，600bps)をスタンパイさせた。

3 )画像処理

デジタルカメラ CASIOQVlOaを荒川河川敷と詞

山本部で2台利用し，荒J11?可川敷においては CASIO

付高ソフトウェア (LK-2 A)でCASIOQV独自の

QCAM フォーマットから， GraphicConverter 

(Thorsten Lemke，シェアウェア)を用いて， GIF 

ファイルに変換して， Fetch (Jim Matthews，シェア

R 

ウェア)によって AMDAの京司パNサーバ上に転送し

た。地図データ辻市販の地図デ…タベース CDぷOM

である担apFan(インクリメント社)を使用した。

4 )ホームページの作成

防災前線の準備，訪災訓練前日の模様，向山空港

の訓練機出発の状況，訪災訓練速報(第 O~4 報)を

関山本部，訓練現場それぞれにおいて作成し，訓練

の場面の践像とともに公開した(表 2，盟 1~ 7)0 

3.結 果

を用いた防災通{言システムによって，関山の

本部と訪災訓練の現場を衛星ISDN桓j殺を利用した

WANを講築して，防災訓練の現場の甑像を瞬時に

Internet上で伝えることカfできた。そして， 当詩l拍車

のホームページを問自午設に行なわれた第6回日本

コンピュータサイエンス学会学箭集会の場において

筆者が供覧することができた。衛星を介する通信の

場合パケットの送受信に遅延が生じるため，静止画

像程度の容量(50~ 100KB)のファイルを転送する場

合，ファイルの転送技期には通信速度が低下する

(< 100bytes/sec)ことも明らかになった。

4 .考察

1995年の阪神大震災の時には，生存者情報，救援

物資，毘療機関マップの清報提供をはじめとして災

害特の Internetの役割が認識されたが，災害時有効

にInternetを利用するには，王子時からの Internetの

科用と災害訓練の中に Internetを含む情報通信の防

災訓練を実施することが必要である O

を利用することによって災害時に

もWANを維持できることがわかった。本防災訓練

においては，デジタルカメラで撮影した訓練模様の

画像を傷患割線を介した WANを通じて，度ちに

Internet上で公開することに成功したが，より迅速か

っ真実味のあるi脊報としてリアルタイムの動画中継を

行なう必要も大きいと考えられる。静止酉のみを送信

するのであれば，本書11練のようにINτT

による ISDN囲娘を使用しなくても，デジタル携帯電

話とパソコン通信によって9，6∞bpsで静止画像をバイ

ナリメールで送信することの方が簡単である。ル

ターを使ったデジタ jレ毘椋による WANは，モデムと
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表2 ホームページコンテント

妨災~JIi練ホームページコンテント

訓練開始前のコンテント
l 訪災訓練の参加者募集
2 会場への案内・地図
3.飛行訓練運行予定表
4 . I、リアージ訓練のガイド
5.トリアージタグの説明

訓練開始後のコンテント
岡山からの速報

:報 訓練の待機場顎
2報 訓練機の岡山空港出発場面
3報 衛星を沼いた WANの講築の通知
4報 訓練識の岡山空港帰養場iIi

東京からの速報
O報 河川敷でのトリアージ訓練・搬送訪Ii練の模様
l報 東京都防災訓練の部始
2報 金田日本病院協会との協力による救急、車の来場
3報 ヘリコプターが河川敷に到着する場面

屈 AMDA防災訓練ホームページ 囲3 荒川河川敷の記11練会場からの速報

毘2 合同防災訓!練の開始 毘 4 訓練機のフライトスケジ‘ュール
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思 5 関山空港における百11練機への搭乗

アナログ由線による RemoteAccessによヒ較して設定が

煩雑で、，設定にある程度専門的な知識が必

本司割11練で科思したfNτT災害1禽車若1星軍電，話JI辻土 i誌SDN回

線を子介?して64北kbp伊sにて通信可諮でで、あるカか冶ら， 現場と

本部の 1 1の関係ではでテレピ会議システムを利

用して現場の状況を本部にリアルタイムで伝えるこ

とが司ー能と考えられる o Internet上での画像圧縮の

プロトコルの共通化， トラフイツクの整備が進め

ば，現場の 1)アルタイムの動画像を Internet上で不

特定多数の人に伝えることが可能と考えられる O

近年，地方自治体で通信衛星を利用した災答時の

闘像伝送システムを利用するとことが消i坊庁を中心に

増加しつつある。行政機関のみでなく， Internetを使

用することによって民間医療機関を含む各種援療機関

やボランティア間体等の災害救援の各種団体により間

像データも共有されることが可能になると， Internet 

が迅速な災害救援活動を行なうための有吊な情報媒体

となることが期待できる。

現在(1996年)の宮本の Internetのトラフイツクの

現状を考憲すると，災害が起こっていない通常時で

さえ， Internet上のトラフイツクの混雑が激しい現

状で、は多数の入に動闘を送信するには困難が予想さ

れる o InternetとCATV，衛星デジタル放送との接続

Internetのインフラが改善され， MPEG， 

Stream W orks (Xingtech社)等の師像正縮， Internet 

でのマルチキャストシステム等の開発が進むに

伴って，災害時の Internet上の踊{象伝送システムが

実用化されるものと期待される[9， 10]。また，緊

函 6 救援物資の訓練機への積み込み訓練

図7 A羽DA医師団を乗せたヘリコプターが荒川訓練会

場に歪IJ議

急時の災答情報など特定の情報についてはむlternet

上でのマルチキャストのための通信容量を確罷，特

定のサーバやネットワークへの負荷を軽減するため

の晴報通信面での危機管理システム作りの開発が今

後必要とされると考えられる。
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A disaster preparedness program through the Internet -AMDA's 
experience as an internatinal NGO 

Hideki Yamamoto 1¥ Hiroshi Takahashi 2)， Yasujuro Kamata 3)， 

Tomoharu Nakano 4)， Hiroshi Sawada 51， Shigeru Suganami 6) 

1) Okayαl11a University Medical School， Departl11ent of Public Health， 

2)Nagαsaki University， Institute ofTropical Medicine， 3)K，αl11at，αClinic， 

4 )Okayal11a University Medical School， Second Departl11ent of Surgeη， 

5)YanaharαHospital， 6)Suganal11i Clinic 

Abstract 

AMDA: Association of Medica1 Doctors of Asia， NGO: an intemationa1 non-govemmental organization based in 

Okayarna， Japan， organized a disaster re1ief exercise on September 1， 1叩996.Th民eTおok匂yom鵬ne芯et加rop卯01泊i託ta釘組ng伊ov刊ernr間ne児er悦1礼tand 

A加s岱 削s叩蹴O∞ci凶a矧dωO∞noぱfA1組llN悶ip符por叶 10S申p戸it凶als似S以(侶Ze叩n凶Hc似h凶1I-By州Oω)a1so c∞ω011凶a幼bor捌 edwit白h泣也出註由isprogr註arn.Em問 er培ge釘閲n邸lC句yr陀efi免e在rral削 .'v川r

by using small蛇pμ1a叩n邸 O町rhe1icopters， triage and te1ecommunications exercises were conducted. Pictures of the exercise 

program taken by digital camera were transmitted to the ¥¥晴晴Tserver at AMDA through a satelliteωte1ephone link. 

Immediate views of the disaster preparedness program were shown at the 6 th annual meeting of the Japanese 

Association of Computer Science (JACS) on the same d町.The volunteers or NPO' s contribution would be significant 

in case of futu1'e disasters， as was demonstrated in the aftermath of the HanshirトAwajiearthquake that occurred in 

Janu紅y1995. The communication or・informationnetwork volunteers will be incorporated into the disaster exercises or・

mitigation programs that are organized by the public sector・sincethe Intemet supports their activities. The information 

infrastructure， with a high-speed data transmission system including movie broadcasting p1'otocols， should be developed 

fo1' the disaster relief or risk management pl釦凶ng.

Keywords: AMDA， Disaster， the Intemet， Digita1 Camer‘a， W AN (Wide A1'ea Netwok)， ISDN 
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インターネット，著作権，

優先権

1 .はむめに

s 
ι 

インターネットによる学術発表の

著作権と優先権

ーインターネット学会開催経験からの考察ー

村瀬澄夫J)村瀬さな子 2)

インターネットの普及により学術発表の形態カず大きく変わりつつ

ある。すでにインターネットよでの学会や学術出版が実欝lこいく

つも試みられている O それに伴い，著得権や優先権といったこれ

までの発表形式を詰提にした権利との聞にあつれきが生じ強め

た。インターネット上の研究成果が業績として認められるため

に，これまでの著作権や優先権で解釈可能な既存のシステムの延

長上に，インタ…ネットが脊在することが‘求められている。しか

しながら，既存の枠組みを広げるためにインターネットを研究発

表に利用することの方が研究者にとってより価値があると思われ

る。現在の著作権や優先権は必ずしも研究者にとって意義あるも

のとはなっていない。研究者にとって本当に意味のあることは倒

かを考えなカずらインターネットを利用する必要があるだろう。イ

ンターネットの普及により生じた著作権と穫先権の問題点、と展望

につき考察する。

載される には眼界が生じる。また印刷物の運

インターネットが今，非常な注目を集めている O

産業革命に匹敵するi育報革命が起きつつあるともい

われている[1] 0 産業や生活への影響も興味深い

が，研究者の発表手段としてだけインターネットを

捉えても大きな可能性が予感される O 学術成果の発

搬に費用がかかるため，無制限に配布するというこ

とは不可能でLある。研究者が必要としているのは，

情報の伝達であり紙ではない。そこでインターネッ

トが俄然，新しいメディアとして期待される。広範

囲に情報を流通させる手段には，印刷物のほかに放

送があるが，偶人が自由に情報発信できるものでは

なかった。インターネットにより初めて研究者が世

界へ向けて自由に研究成果を発表できるようになっ

たといえる[2 ]。現実にはインターネットの思恵を

受けている研究者は微々たる人数であり，ネット

ワーク回線速度や利用料金など研究発表の場として

の開題は出頭しているが，実現性は非常に高いと思

というと，学会あるいは学術雑誌への投稿が患い

浮かぶ。このような方法はごくあたり前の活動と患

われるが，よく考えてみると情報伝達の手段が昔

声や印刷技術に制限されていたための便法であると

気付かされる O 確かに研究成果を多くの人に伝える

には， 1:云達手段が音声しかない時には，声の届く範

聞に集まらねばならなかった。印刷技術の発明はこ

の制限を取り払い，世界中への流布を可能にした。

ところが，印捌には紙が必要とされるため，自ら掲

われる。 ら自身， 1994年に世界で初めてのイン

ターネットによる生物医学問際学会(インターネッ

1)三葉大学医学部ド付属病院医療情報部， 2)三Z重大学医学部公衆衛生学講座〔別席目り請求先:千514 三重県津市江戸橋 2-174 三護

大学医学部約属病院医療情報部，村j額澄夫， mur註se@doc.medic.mie-u.ac.jp)

(原稿受付日 1997年 2月15日 原稿採択臼 1997年 5月21日)
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学会参加者
公僕lJ¥lJ問、
限定されている

公表か学会か出版か
既報・二重投稿

ノTスワ}ドブロテゴア}

への公rm

日豆〕

① 

幸子rfJfJ TV 
}玄〈一紋へ
広三室のpublish

雑誌への論文発表
狭義のpublish

著作機はあるか iデジデル出版の鏑債

務徐裕を隣室己

内幸与を額免 I ~~t去の警F級

ト学会， hαp:llwww.medic.mie同 u.ac担月ndex.html，図

1)を開催してみて，予想以上にインターネットに期

待が寄せられていることを強く感じたい， 4] 0 第

3国までの開催のなかで技術的な問題に加えて，イ

ンターネットを学宇野発表の;場とするためには， イン

ターネットにおける研究成果の著作権と寵先権につ

いての閤際的認知が必要とされることが明らかに

なった。インターネット上の著作物に対する法的整

備は今まさに始まったところであり，法的に厳密な

考察を行なうことはできない。そこで研究者として

の希望も交え，インターネットによる学術発表にお

ける著作権と優先権について考察したい。インター

ネット学会における研究発表には開題点がいくつも

あり，しかもそれらは互いにからみあっているため

複雑な状況を呈している[5 ]。そこで，問題点をあ

回 1 インターネット生物医学園際学

会のホームページ
(http://www.medic.mie-u.ac.jp) 

詔2 インターネットによる学術成果の公表

る程度単純化して考察をすすめる。単純化しすぎ

て，著作権の解釈上どうかと思われる部分もある

が，インターネット学会の当事者はこのように強み

対処してきたとの報告として捉えていただきたい。

(1)学術成果の公表とは

まず，インタ…ネットから離れて，学術成果の公

開について考えてみると，学会発表，学術出版，そ

のほかの公表に分けられる O これらは著作権上の定

義ではないが，研究者にとって直感的に受け入れや

すい分類と思われるのでこれらの分類を採用する

(国 2)。

(日)公表

学術成果の発表は，公表という大枠でくくられ

る。公表という概念には手段は関われない。新聞で
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もテレピでも週刊誌でもとにかく，広く一般に学術

成果を{云達することが公表とされる o )玄い意味での

Publishにあたる概念である。この中に主たる学術

成果の発表方法として，学会発表と学術雑誌への投

稿が含まれる O

(月)学会(学術会議)

公表と学会の違いは公開対象にあると考えられ

る。公開はより多くの人に知らせる，学会は参加し

た学会員だけへの研究成果の公表である。学会に参

加しなかった研究者も含め，学会での研究発表は不

特定多数に公開されることはない。

ω出版

学構雑誌での論文発表であり，狭い意味での

Publishである O

2.学術発表と著作権について

以上の状況を著作権の観点から考えてみると，マ

スコミ等の広く一般への公表においては，学術発表

というよりはニュースとして簡潔に内容が知らされ

ることが多いので，研究者として著作権を意識する

ことはないであろう。ついで学会発表においても，

著作権が話題にされることは誌とんどない。しかし

ながら，たとえば歌とか演奏のコンサートで，無断

して海賊版を作成すれば著作権の授害となるよ

うに，学会発表を写真に撮られたり，録音されたり

して無断利用されれば，著作権侵害が生じる[6 ] 0 

ただ実際にはこのようなことは例外的で、あろう O

方，著作権の侵害ということよりも，研究者として

辻研究の盗用は大問題である。方法論をそのまま借

用されて，別に報告されることは現実におおいにあ

り得る。ところが，著作権法ではアイデアは保護さ

れないので，この場合は著作の盗用にはならない。

この問題は研究の優先権(priority)の範轄に含まれる

もので，著作権と優先権は別に議論する必要があ

る。研究者としては著作権よりも優先権について留

意すべきかもしれない。鐙先権については後に述べ

るO

( 1 )学術出践と学会抄録集

おそらく大部分の研究者が著作権を意識するの

は，この出版された論文についてであろう O 国内誌

では明確化されていることは少ないが，海外の雑誌

掲載にあたっては，すべての著作権を出版社に委譲

することが一殻的に求められる。その経験から印脱

物には著作権があり，無断で複製してはならないと

いう理解があると思われる。また，研究に関連した

印刷物としては，学会の抄録集が患い浮かぶ。しか

し，これについての著作権はあいまいであり，抄録

原稿の提出にあたり著作権の譲渡を要求されること

はない。これは，抄録邑体が正規の学術発表として

ではなく，学会発表の附屠物として存在することか

らであろう O 出版物というよりは学会発表の資料と

考えられる O

学術成果の公表のどの部分でも，状況によっては

著作権の侵害はありえるが，複製が容易で著作権の

鐙害が生じやすく出版社が権利を宣言していること

からも，狭い意味では出版物イコール著作権の保護

対象と考えるとわかりやすいであろう。

3. イン女ーネット学会の位置づけ

インターネット学会を学術成果の発表と著作権と

いう立場から見ると，どのような金援にあるであろ

うか。学会ということで，この学会発表として捉え

られるかというと，解釈はそう簡単で、はない。

回のインターネット学会では，インターネット上で

だれもが自由に閲覧できるようにしたため，学会と

いうよりは，より広い一殻公表の範轄に入っていた

と思われる。第二回では，事前登録者に公開を制限

したので，その意味では，より普通の学会に公開形

式は近づいている O むしろ，後で述べる理由によ

り，学会らしく見せるように公開を制眼したという

のがより正しい。

( 1 )学会発表か学術出版か

公開か学会かということよりも，インターネット

学会は学会か出版かということの方がより大きな開

題かもしれない。著作権法上は，公開対象の違いは

問題にならない。学会と出版との違いとして，複製

のしやすさを前に述べた。つまり，出版では複製が

鯖単だが，学会発表では写真撮影などの会場では一

般的でない方法を取らないと複製ができない。とこ

ろがインターネット学会は学会といっても，研究成



36 lμap仰αne犯es犯εfμourη問σ10[C0I1叩ut的erSci，たelηlCαeVolムNo.1， 1997

果がコンピュータの面面の中にあり，発表者に気づ

かれず容易に複製が可能という状況がある G した

がって，援製に対する危険という点では，出版に近

い状況にあるといえる。

( 2 )インターネットに著作権はあるか

無断棲製は著作権の侵害であるが，そもそも，イ

ンターネット上のデータに著作権が存在するかとい

う問題がある。著作物には著作権が自然発生すると

いう考え方からすると，インターネット上だからと

いって著作権がないというのは奇異に感じられる

が，インタ…ネットの成り立ちから考えて著作権は

主張できないとの考え方もある[5 ]。これまでのイ

ンタ…ネット上の公開情報の流通にはネットニュー

スという仕組みが使われており，ニュースサ…パ間

でバケツリレーのように情報が棲製されて世界中に

送られた。この場合に著作権が存在すると，情報を

複製して次のサーバに渡すということに制限が生じ

て，ニュースシステムが十分に機能しない。そこで

インターネットに公開された情報は著作権を放棄し

たものとみなすとの考え方がある O もちろんこの場

合にも正確に引用するなどのマナーがあり，全く

者の人格を無視してもよいということではない。

方，近年のインターネットの爆発的な普及の源泉と

なっている WorldWide Web(WWW)システムの場

合には，同じインターネット上の情報公開であって

も，情報はリンクという手段で引揺されるだけで複

製されて広がるということはない。いわば4靖報は口

コミで流通しているような不安定な状態ではなく，

lつの出版物のように存在している。そのため，イ

ンターネット上の著作であっても著作権を主張でき

るとの解釈が広がっている o 1996年12月に世界知的

所有権機講(Wor1d IntelIectual Property Organization， 

WIPO)がインターネット上のデータに著作権がある

ことを宣言したことで，この考え方が定着するであ

ろう [7， 8]。ただおかしなことであるが，著作権

は閣内法なのでWIPOが宣言するだけでは法的な効

力はなく，各国の著作権法にインターネット上の

データに著作権があることが明記される必要があ

るO この動きはベルヌ条約に各国が調印することで

今まさに進行中である[5 ]。

4. インターネット学会の問題と対策

インターネット学会で発表された学術成果の著作

権保護のために，以下の対処を行った。

(1)著作権の明記

すべての演題に著者が著作権を保持するとのクレ

ジットをつけた。これだけで，著作権が守れる訳で

はないが，演題の著作権を守るためには，まず権利

をする必要があると考えられる。

( 2 )会員登録

通常の学会では，会議の参加は会員に制限さ

おり，それが不審者によるデータ盗用の制約になっ

ている。そこで，インターネット学会においても，

会員受録を行った参加者のみに閲覧を制限した。こ

れまで、は鋼人単位の厳しいパスワード制限を課して

いないが，¥¥明司fサーバの場合には閲覧記録がすべ

て残るので，鰭入パスワードを採用すれば誰がどの

演題を関覧したかの記録を取ることも技指的には可

能である O その意味では通常の学会よりもデータ議

用に告を光らせることができるともいえる O

( 3 )二重投稿

公開を制限した理由には，学会らしくしないと出

瓶として扱われ，その結果として二重投稿の

じる危険性があげられる。大多数の学構雑誌で

は，すでに発表済みの論文は二重投議として受理さ

れない。 学会発表を論文にまとめても，これ

は二重投稿にはならない。学会発表は論文に比べ内

容が詳細ではなく，公開対象や期間も眼定されてい

るため，出版を脅かさないという理由が考えられ

るO インターネットによるオンライン出版自体が業

績として認められれば，学会か出版かといった問題

を気にすることなく，学会での討議をレフリーから

のコメントのように考えて，学会発表を一部修正し

てそのまま出版するという学会と出版を融合した形

式も考えられる O 残念ながら現状では，紙として出

版されないと業績として評価されない。そこで，

重投稿の危険を避けるため今のところ，より学会ら

しくすることで対処している。より具体的には，公

開対象および夜間期間を制限し，学会組織による運営
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を関り，発表形式も考察や参考文献は省略して，より

ポスタ一発表らしくしている。ちなみに二重投稿とい

う場合，すでにどこかで発表したものをインターネッ

ト学会へ持ってくることも含まれるが，この点につい

ては今のところとくに問題にしていなし、

( 4 )会期後の公開

インターネット学会では，同じ内容をオンライン

およびCD-ROMプロシーデイングとして会期後に

も公開している。会期中との違いは討議のためのシ

ステムが稼{勤していないということだけである O こ

のようなデジタル出版が本当に出版かという議論は

加にして，これらはデジタル出版であるという

には， とくに問題lまないと思われる C したがって，

学会での発表はするが，出版はしたくないという演

題については，要約のみを残しプロシ…デイングか

らは削除した。また，著作権上のデ…タの 2次和用

にあたるので，公開にあたっては発表者に公開の了

解を得ている O

(5 H憂先権

せっかくインターネット学会に発表しでも優先権

が認められないと，アイデアを盗吊されるだけで，

業績として評価されないことになりかねなし、優先

権を得るために確実な方法は，権威ある雑誌に硯究

成果が公表されることであるが，掲載までに半年と

か 1年かかるため，迅速性の点で非常に開題があ

るO ついで，学会発表やマスコミを通じての優先権

を主張するという方法がある O インターネット学会

においても，学会発表およびその後のデジタル出版

において，優先権を主張することは可能と思われ

る。しかしながらこの譲先権の保持のためには，ど

うやら権威ある雑誌，権威ある学会，権成ある報道

といった，誰もが用意せざるを得ないという権威の

後ろ立てが必要になっている O いわば保証人の権威

により優先権を守るという状況がある。その意味で

は，新しい試みであるインターネット学会は権威付

けという意味では，はなはだ頼りがない。この学会

で発表したことや，その後にデジタル出版されるこ

とで優先権が主張できるという保証は，残念ながら

今はない。しかしながら，今の研究者の動向をみる

と，インターネット上の研究発表はきわめて有望に

思われる O 今でも，優先権を主張するためにより迅

速に発表することが望まれ，審査に時間のかかる雑

誌は敬遠される領向がある C 迅速さの点では，イン

ターネットでは，紙に印制した後に物理的に配布す

るという工程がないので，これに勝るものはない。

インターネットを日常的に利用する研究者が増える

につれて，研究発表の理想的媒体として認知される

可能性は大きいと考えられる。問題点をあげるとす

れば，オンラインのデータは印制物と異なり龍単に

修正ができることがある O 鱈単に変更を行えるの

は，最新の結果を発表できるという意味では利点で

もあるが，擾先権の観点では，どの時点でどの内容

が公開されていたかという問題がある O そのためイ

ンターネット学会では， CD但 ROMに学会開催時の

内容を収録することにより，間保時の発表の屈定化

を区!っている O また，オンラインのデータもあえて

事後の改変を認めていない。

6 .現状の考察

研究者にとっては，研究成果が冊究者自身の業績

として高く評{揺されるかどうかが一番の関心事であ

ろう O その意味で，インターネット時代の著作権お

よび1愛先権の有効性に注目が集まっていると考えら

れる O 一方，実際に明究業績を流通させる出版社と

しては，ピジネスの観点からこれらの権利への関与

が必要となる。たとえば， トピック的な石汗究発表の

過程でよく見られるのは，まず新開等のマスコミに

より発克についての報道があり，その中で近日

で発表されることが予告される O そこで学会に参加

してみると，渡される物は抄録だけで，研究発表を

写真に損るわけにもいかず，せいぜいメモを取る程

度なので，詳しく知りたければ来月の発刊の学術雑

誌に掲載される論文をお読みくださいとなる。結局

のところ，マスコミ，学会が雑誌を売るための宣倍

の役割を果たしている O もしマスコミに論文内容が

すべて詳しく紹介されたら，また，学会会場で研究

成果が自由に複製できたり，抄録ではなく完全な論

文が配布されたらどうなるであろうか。その後に権

威ある雑誌に掲載されたとしても，雑誌の売り上げ

に多大な影響があることは明らかである O そこで，
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出版社として出版の利益を守るため，どのような形

であれ詳細が公開されたものは既報とみなし，二重

投稿は受理しないことになる。そうなると研究者と

しては，つまらないところへの発表で業績にならな

いと因るので，学術雑誌に受理されるまでは，出し

惜しみの発表をせねばならない。まさに，インター

ネット学会で、取っている対策であるO 実際には，マ

スコミが専門的な論文を載せることはないし，学会

でもわざわざ複製を配るとか手間暇かけて論文集を

作成することはないので，それまでの発表が理由で

受理されないといったことはない。したがって，出

販社に対するこのような考え方は，相当な被害妄想

というべきであろう O

ところが，インターネットの出現で研究者と出版

社間の問題が現実化しつつある[9， 10]。インター

ネットを利用すれば，世界中の人に研究成果を詳し

く報道できる O インターネット学会に見られるよう

に，フルカラーの論文集として出版社を介さずに研

究成果を公表することが可能で、ある。これらに充分

な業績的価値があるならば，研究者はわざわざ時開

をかけて雑誌に受理されることを待つ必要がない。

出版社には良からぬ事態であるわけで，受理を求め

るならば，公開対象はできるだけ制限せよ，内容も

決して詳しくは出すなというのも無理のないことに

思われる。実際に，インターネットを利用したオン

ライン自費出版が始まる事態を迎え， The New 

England Journal of Medicine編集部はインターネッ

ト上で公開する場合，公開対象が10人までなら認め

るとの見解を出した[11]。全世界で10名程度となら

研究成果の情報交換をしてもよいというのは，イン

ターネットであろうか?ところが，その出版社自身

がインターネット上でオンラインジャーナルの公開

をすすめており，向じ出版社でも事業部は編集部と

は異なる動きをしている。結局のところ，インター

ネット上でのオンライン出版をする場合にも，自由

にできるからといって研究者自身が行なうのではな

く，これまで出版社が行なうべきとの見解のようで

ある。査読による掲載論文の質の維持をその理由に

あげているが，建前にすぎないように感じられる。

インターネット上での発表であっても，法整備の

すすみ方からみて著作権は保護されるようになるの

は間違いない。それに伴って寵先権も認められるよ

うになるであろう O これは研究者の権利保護の観点

から望ましいことであるが，反菌，既報と見なされ

危験性も高くなる。そのため，後日学術雑誌に投稿

することを考えると，インターネット学会はより公

開対象および公開期間をしぼり，発表内容も簡略化

するという，できるだけ出版社の希望にそうような

形で今のところは対処せざるを得ない。しかしなが

ら，業績を作るのに出版社の権威がいらない，本人

自身に権威のある一流の研究者が，インターネット

を研究発表の場として認識するようになれば，この

事態は一気に逆転する可能性がある O そうでなくて

も多くの研究者がインターネットの学街的価値に気

づくようになれば，研究者自身が自由に行なうオン

ライン出版が主流になる可能性がある。そのこと

は，これまで出版を手がけてきた出版社が実は最も

気づいていて，インターネットでの主導権を取ろう

としているのであろう。

業績評価のシステムは，インターネットと矛盾す

るものではない。研究業績の価値判断は，一殻的に

はその知見が発表された論文が他の論文でどれだけ

引用されているかによる [12]0また，個々の論文に

ついての引用数を把握することが困難なことから，

掲載された学術雑誌自体の引用数を論文の引沼数と

等価と見る方法もある。学術雑誌の引用頻度には，

インパクトファクターという係数が用いられてい

る。インパクトファクターは収録された論文あたり

の平均引用数なので，引用数の高い論文を含む学街

誌、ほどインパクトファクターは高くなる。インパク

トファクターの高いほど学術雑誌は高く評価され，

その雑誌に掲載された論文も高く評価されている

[13] 0 これらは印胤物を基にした評価方法である

が，オンライン出版物にも適応可能であるだけでな

く，むしろ出版物がオンライン化されることにより

さらに詳しい評価が可能になるとも思われる。学術

出版および業績評価システムはすでに確立されてお

り，基本構成はインターネットにもそのまま引き継

がれると考えるのが妥当で、あろう。ただこれまで述

べたように，学術成果の発表の場としてインター

ネットには新たな可能性が開かれているのも事実で

ある。研究者としては，現時点での紙にとらわれた



インターネットの著作権と優先権 39 

著作権や優先権の考え方を，デジタルまたはネット

ワークというパラダイムの中で積極的に再構築して

いく必要がある O 研究者が研究成果を公開するため

に学会も学街雑誌も生まれたという原点に立ち婦る

べきであろう O インターネット学会で発表し，世界

中の研究者と討議を行なう，それがそのまま世界中

の研究者をレフリーとしたオンライン出瓶になると

いうのは幻想であろうか。

7 .おわりに

ともにインターネット学会を開催し，インター

ネットにおける著作権，優先権についてネットワー

ク上で議論をかわした INABISのメンバーに心より

感謝したいじ4]。本論は，その議論を土台にしてい

るが，筆者の私見により相当飛躍している部分もあ

るO したがって，インターネット学会の諸問題に対

する INABISの公式見解ではないことを付記してお

くO インターネットが現状を追認するのか，イン

ターネットが現状を変えるのか，研究者自身が決め

ることになるのだろう O
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インターネットにおける医学@医療情報の
発信と利用

1 .はじめに

インターネットとは，複数のコンピュータを共通

のプロトコ jレ(インターネット・プロトコル)により

接続し，相互に通信を行なうものである。技術的に

比較的シンプルであることから，多くのコンピュー

タ・プラットホームや基本言語(OS)上で利用するこ

とが可能であり，接続のための方法も公衆電話路線

や専毘穏など，予算や状況に応じてさまざまな形態

を選択することができる O

インターネットに関する研究は1960年代に米国に

おいて開始され， 70年代には国防総省高等研究局

ARPAによるネットワーク ARPAnetが講築され

た。さらに本技宇野を基にした学術目的のネットワ

クNSFnetの構築が行なわれ，米自各地の大学がこ

ぞ、って接続を行った。この後，世界的に由椋の相互

接続が進むとともに，学街利用のみならず商業利用

も進んで、きた。また，個人での接続も急増し，子!と閤

カリフォルニアナHではインタ…ネット利用世帯が8

%に達したと報告されている[1 ]。わが国でもイン

ターネットの利用者は加速度的に伸びており，郵政

省が公表した何年の通信利用動向調査によれば，わ

が臨の従業員2，000人以上の大企業のうち34.3%がイ

ンターネットを利吊しているという[2 ]。現在，マ

スコミ等においてもインターネットの話題を開かな

い自はないほどであり，わが閣においてもインター

ネットという言葉岳体はすっかり定着したといえよ

つ。

しかしながら，インターネットの僅学・医療にお

ける利用は他の分野に比べ遅れをとってきた。法療

関係者によるインターネットの利用や罷嬢情報の提

供が一般的に行なわれるようになったのは米国にお

いてもつい最近になってからのことである。たとえ

ば，米国における 1993年秋の調査では，教育機関の

池田俊也1)

国書館におけるインターネット按続率が72%であっ

たのに対し，医療機関の図書館ではわずか24%で

あった[3] 0 わが菌でも，日経メデイカルの読者を

対象に96年8月に行なわれたパソコンの利吊状況の

アンケート調査によれば，インターネットに臨時ア

クセスできる毘師は全体の 16%に過ぎなかった

い]。しかし，塁脊機関を中心にネットワーク環境

の整舗が進みつつあり， 1995年 9月に(株)日本医様

情報センターの実施した「全国大学医局長アンケ

ト'95Jの分析結果[5]によれば，インターネットへ

接続していると問答したものは大学医局は59.1%で

あり，国・公・私立の別では，盟立が整{荷車は高く

(75.7%) ，公立(55.6%)，私立 (36.2%)の)11買であっ

た。なお，インタ…ネットへの接続方法は，国立・

公立では院内 LAN(local area network)経由が多かっ

たが，私立では詣出ネット経由が多く，情報ネット

ワークの整借状況の格差が窺える。

2.インターネットにより利用できるサービス

インターネットにより利用できるサーピスは多岐

にわたり，これらにより僅学・医療に関連するさま

ざまな情報の流通が活発化してきている[6] 0 

メールは，通常送信して相手が受信するまで

に要する時間はわずかであること，また，相手が不

在でも確実に揺くことなどから，まさに時間と空間

を超えてコミュニケーションを行なうことができ，

多忙な医穣関係者の通信手段として一放的に利揺さ

れつつある O 費用や時開の点から，とくに海外との

連絡手段としてきわめて有躍である O 前述の日経メ

デイカルの調査では，インターネット利用医師の44

%が電子メ…ルを利用していた[5] 0 

なお，電子メールそのものは l対 1のコミュニ

ケーションツールであるカミ 1つのテーマに対ーして

1)屋霊感義塾大学医学部医療政策・管礎学教主主〔別別~請求うも:〒 160 東京都新宿区儒淡町35.shunya@st.rim.or.jp) 

[キーワードiインターネット，医療， WWW，ホームページ (原稿受付臼 1997年3月4日 原稿採択日 1997年5月21日)
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複数の人需が仕事をしている場合や，同じ趣味など

をもったメンバーがメールをやりとりする場合に，

登録メンバー全員に告動的に電子メールが配布され

るシステムカfあり，これをメーリングリストとい

うO 現在国内では，医学系の議論や靖報のやりとりを

行なっているメーリングリストカヰ文多く存在する。

ネットワークニュースは，ネットワーク上にある

電子掲示板であり，共通の話題に関して，メールを投

稿したり読んだりできる。学手Ilf的な話題から趣味の話

題までいろいろな話題が各々のニュースグループ内で

論議されている。なお，医療関係者のみが参加を許さ

れるクローズドなニュースグループとしてJPMEDが

あり，活発な議論が行なわれている[7 ]。

Gopherはインターネット上のi育報を検索し共有

するアプリケーションであり， Gopherサ…パーか

ら清報を引き出す。各メニューでは，さまざまな

サーバーに対してリンクと呼ばれる機能を用いて仮

想的に向ーサーバ…に'清報が、存在するがごとく情報

を扱うことができ，ユーザーは実際にはどこのサー

バーにアクセスしているか気にすることなくイン

ターネット上にある世界中のさまざまな情報を利用

することができる。最近までインターネットによる

情報提供は Gopherサーバーが主体で、あり，一部は

現在でも利用されている[8 ] 0 

雨明司fはWorldWide Webの略であり，世界中に

蜘妹の巣のように WWWサーバーがリンクを張っ

ている状況からこの名称がついている。川明明fの情

報提供画面(ホ…ムベ…ジ)では，文字情報のみでは

なく静止画像・音声・動画を同時に取り扱うことが

でき，直面上の文字や絵をクリックすることによ

り，さまざまなネットワーク上の WWWサーバー

から目的の情報を入手することや，関連するページ

に瞬時に飛ぶことができる O ホームベ…ジ作成を容

易に作成することのできるアプリケーションが入手

可能となったこと，学i*j;機関や企業による WWW

サーバの開設や個人レベルで利用できるインタ

ネットプロパイダの増加によりホームページの数は

急速に増加している O もちろん医学・毘療における

情報発信に関しでも例外ではない。

このほか，仮想端末(TELNET)による遠隔地の大

型計算機や電子図書館への接続，ファイル転送

(FTP)による罷用画像や医療用 PDSのダウンロード

といった利用も行なわれている O

3.醒学・医擦情報の探索方法

上記のごとく，医療機関や医療従事者の WWW

サーバ(ホームベ…ジ)による'清報提供が進んでお

り，国内外において数多くのホ…ムページが公開さ

れている。これらの清報を探索するには， URLが系

統的に分類・登録された「サーチエンジンjを利用す

るか，関連 URLアドレスを列挙しリンクを張った

fwwwサーパリストJ(いわゆる「リンク集J)を参照

するとよい。医学・底療情報の諜索に有用なfサー

チエンジンJならびにfwwwサーパリストJについ

ては別項を参照されたいか， 10]0 

なお，わが国における代表的な「サーチエンジンj

である Yahoo! JAPANでは， f病院・診療所jのカテ

ゴリーで登録されている医療機関(歯科を含む)の

ホームページは1997年 3月 2日現在で393件であっ

たわ1]0Yahoo! JAPANには1996年12月J2)、来 11:1あ

たり 2件以上のベースで新たな医療機関が受録され

ており，情報提供が一段と活発化していることが窺

える。また，医療機関のリンク集として現時点で最

も網羅的と思われる(存)オンザトップ作成の「ほー

むペーじで探す全国病院・医院ガイドjには， 5641tj二

の医療機関(休日診療所，曲科を含む)ものホーム

ページが登録されている[12]。

fW¥¥明Fサーパリストjは，各ホームページ作成者

により自主的に管理されている場合も多く，必ずし

もリストが網羅的であったり槌時吏新される保証は

ないが，専門・関心領域に直結した組性豊かなもの

も存在する。自身の専門領域に関するサーパリスト

については，作成者に情報を提供しリンク

に協力するとよいだろう。

4.震学・医療情報器供の実際例

インターネットによる匿学・医療に関する情報は

さまざまなものが流布しているO 患者・一般向け情

報としては，医疲機関による受診案内として受診の

|授の案内や受診医療機関の選択のl奈の材料となるも

の，医学的情報の提供により健康管理や適切な受診

に役立つもの，電子メ…ルによる儲別的な医療相談

を受け付けるものなどがある O また，匿療関係者向

けの情報としては，底療機関による病診連携のため

の診療情報，卒前・卒後教育のための底学清報，医

学研究のためのデータベースなどがあり，活用次第

では膨大な情報を得ることができる O 以下に，幾つ
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かの興味深い実例を紹介することとする。

1)患者向け受診案内

ホームベ…ジによる情報提供は陸療法[13]におけ

る広告規制に該当しないとされており，実際，医療

機関のホームページに辻病院の外観や医師の経聴な

ど広告規制の対象項告が含まれているものも多い。

これらは実質的に宣伝法告以上の意味を持たないも

のも見受けられるが，一部には宥意義な情報提供が

行なわれているものがある。

東京大学涯学部附属病院(東大病院)では1995年10

丹16日より患者向けの'情報提供を行っており，外来

や入院診療の受診案内，中央診療部や検査部の案内

などを載せている [14]0 本ページは写真や挿し絵を

多用して工夫を凝らしており，医療機関の受診案内

のホームページの模範例として参考にすべき点が多

しミ。

2 )患者・一般向け医学・医療i者報

患者や一般向けに医学・底療関連情報を提供する

ホームページも増えている。たとえば， 1996年12月

1日に開設された日本病暁会のホームページ[15]で

は，一般向けとしてfストップ・エイズ・キャン

ベーンJ，I働きざかりの人のための健廉'情報J(人間
ドックに関する情報)， I日病が提案するインフォー

ムド・コンセント」などのー殻向け陸学・医療情報

を公開している。

3 )睦療相談

電子メールにより個間的な医療相談を行っている

医師・医療機関もある。アピオネットでは，複数の

ボランテイアの底師が一般から電子メールにて病気

に関する費問を受け付けるfマルチアンサリングシ

ステムjを行っている[16]。本システムは，一人の

質問に各科の複数の陸部がそれぞれの立場でコメン

トし，これを lつにまとめて質問者へ返信するもの

であり，登録医師全員にも同じメールが送られるた

め他分野の底部の所見を知ることができる，ユニー

クなシステムである。

4 )医療関係者向け僅学情報

ホームページによる清報提供は，情報発信者自身

が比較的容易に清報の発信・吏新を行ない，利用者

も瞬時に関覧を行なうことができることから，却時

性の要求される救急、・災害患療や感染症情報などの

領域でとくに威力を発揮する O

1996年 5月に岡山県邑久町で、発生した 0157集団

食中毒は，当時必ずしも一殺に~JII染みのある病気で

はなく，当初は医療関係者岳身もマスコミ等の不十

分な情報に頼らざるを得ない状況であった。この

時，岡山大学霞学部公衆衛生学教室では， 6月14日

にいちはやくインターネットによる 0157食中毒に

関する情報提供を開始した[17]0 厚生省等の通達や

独告の研究成果，さらには諸外出における関連ペー

ジへのリンクなど，充実した内容をもち，一般のみ

ならず医療関係者にとっても重要な情報源として役

った。また，この後7月に発生した堺市の集由食

中毒においては，大眠市大病院の治療グループが重

症患者の治療経過をホームページ[18]にてリアルタ

イムで報告するとともに，診断法や治療指針につい

てょせられた意見をも随時掲載し，話題となった。

5 )学術EB体・法師会による情報提供

学会・研究会等の学締団体や毘師会によるホーム

ページの開設も相次いでいる。筆者の関係する臨床

経済学研究会のホームページ[19]も1997年・ l月7日

に開設し，定例誹究会のプログラムや抄録等の情報

提供を開始した。

6 )医学論文・医学書データベース

陸学論文データベースとして最も利用度の高い

Medlineについては，簡単な利用登録のみで無料で

利用可能なサイトが出現している (Medscape h句:/

/www5.medscape.com/default.mhtml， Avicenna http:/ 

/www.avicenna.com/)。また，大型書屈の通信販売用

タベースも，最新和洋医学書の検索に利用

できる(丸善 http://www.maruzen.co.jp/booknet -

index-j .html，紀伊闘屡書$ http://bookweb. 

kinokuniya.co担/)。このほか，医学誌・法学出版社

のサイトや電子臨書錆については別項を参照された

い[9， 20]0 

5.インターネットによる震学・監療情報提供に

おける留意点

インターネットによる医学・医療情報の提供に際

しては，毘療関係者および一般・患者にとって数々
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のメリットが存在する反面，注意すべき点も少なか

らず存在する O

まず，医療機関による情報提供においては，広告

規制の問題があげられる O 医療法第六九条にはf底

業等に関する広告の制限J~こ関する規定があり，診
療科名，名称，電話番号，所在の場所，常勤医師

(歯科医師)名，診療日または診療時間，入院設舗の

有無など，限られた項目以外は，媒体を向わず¥広

しではならないとされている七3]。但し，これは

矯報の受け手が不特定多数の場合のみに適用され，

たとえば来院者向けのパンフレットは広告の対象に

ならない。前述のごとく，底療機関のホームページ

には，病院の外観や医師の経歴など広告規制の対象

項目も数多く含まれているが，これに対し行政側

は， Iインターネット情報は，利用者が自分の意志、

でアクセスすることにより初めて得られるものO こ

のため，医療機関に直接電話などで問い合わせてい

る状態に近く，医療法上の広告に該当しないJ(厚生
省健康政策局・総務課)[21]との見解を示してい

るO しかしながら，行き過ぎた宣伝行為については

医療監視の対象になる可能性もあるため，ホーム

ページの公開に際しては十分な配慮が必要で、ある。

館別的な医接相談に関しては，底締法第二0条に

定められているf無診療治療等の禁止J[22]に抵触す

る可能性も考えられる。厚生省は「医師法で無診察

治療は禁止されているが，遠稿診療は解釈上認め

るjとする通知を出す方針としている [23]が，本通

知はテレビ電話などマルチメディアを活用した遠陪

医療を想定しており，電子メールによる医療相談に

ついては依然としてあいまいな状況である O

また，医学情報の利用にあたっては，査読を受け

た雑誌に掲載された論文とは異なり，情報の正時性

が保証されているとは眠らない点に注意しなければ

ならない。したがって，清報の利用者が内容

に吟味する必要がある。

さらに，医学情報の公開にあたっては，さらには

インターネット上で公開した情報が既報とみなされ

学締雑誌への投稿が拒絶される場合がある O 本方針

は NewEngland Journal Medicineにおいて表明され

ており [23]，他誌も追随する可能性がある。今後，

好評済みの論文ばかりが公開されるようになり，電

子出版としての速報性が十分活用されない可能性も

危'撰される。

もちろん，患者情報の公開にあたっては，学会発

表や論文投稿の場合以上に広く一般の自にふれる可

龍性も高いことから，患者のプライパシ…に関して

は十分な配患を忘れてはならない。

備考本稿は「病院J1997年3月

加筆修正したものである O
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研究に 立つURLデータベース(第3報)

ーオンラインソフトウェア入手先の巻-

1.研究・教育・診療を支譲するオンライン

ソフトウェア

1)研究・教膏・診療を支援するソフトウェア

多忙をきわめる研究者・法師にとって大切なもの

は，研究・教育・診療のための貴重な時間であるこ

と辻自明である O 研究者・医師にとってのパソコン

の用途は，文献の検索・管理，論文・報告書作成，

データベース構築，統計地理，スライド・ポスター

作成，画{象解析，遺伝子解析， Internet，電子カル

テ，レセブトなどと多様化している [1~ 3]0パソ

コン時代ともいえる今呂では，これらの仕事をパソ

コンを活用して効率よくこなし，貴重な時間をいか

に有効利用できるかが，研究者・医師の資質として

重要視されている。

パソコンは無謀の可龍性を秘めているが， rパソ

コンはソフトウェアがなければタダの箱jといえ

るO パソコンを使いこなすためには， 1憂れたソフト

ウェアに巡り逢うことが鍵となる O 研究・教育・診

療を支援するソフトウェアには，市販ベースと通信

ネットワークベースの流通形態が存在し，この 2系

統のソフトウェアが相補的に利用されている[1 ， 

4， 5]0本稿では，通信ネットワ…クベースのソ

フトウェアに焦点を絞って紹介していこう O

2 )オンラインソフトウェアの定義

通信ネットワーク (Internetやパソコン通信ネット

ワークなど)を介して誰でも入手できるソフトウェア

は，オンラインソフトウェア(on-linesoftware)と命名さ

れている [1，6~g]。ただし，最近では，雑誌や番

法橋尚宏 1) 石井留雄 2)

籍などの付録CD-RO討にも収載されるようになり，

CDぷOMも主要な入手経路となっている O

オンラインソフトウェアは，フリーウェア

(fr巴eware)，シェアウェア (shareware)，パブリック

ドメインソフトウェア (publiedomain software，略し

て PDS)に区別される O フリーウェアは，著作権は

存在するが，無料で使用できるソフトウェアであ

るO シェアウェアは，著作権が存在するソフトウェ

アであり，試用期間(通常 2週間程度)を過ぎても継

続使用する場合には，作者に寄付金などを支払う O

これらに対して，作者が著作権を放棄した経5jEijのソ

フトウェアiJ{PDSで、ある O した7うfって， PDSで、

は，勝手にプログラムを改変してもかまわないし，

どんなプログラムに組み:ibんで、f吏ってもよい。

3 )シェアウェア使用料の送金方法

シェアウェアを領吊するときは，それが組段のつ

いたソフトウェアであることを忘れてはならない

[ 6 ] 0 試用期間を過ぎてもシェアウェア使用料を支

払わないと，著作権法違反で訴えられる(著作権法

第10条第 1項第 9号)。継続使沼しないと特断した

ときには，自分のハードディスクからそのシェア

ウェアを削除するのが札議になっている O

試用期間はソフトウェアによって異なるので，添

付ドキュメントやソフトウェアを起動したときの起

動画題などで必ず確認する。試用期間が明記されて

いない場合は 2週間を自安にするとよい。

また，シェアウェアf吏用科もソフトウェアによっ

て異なるが， 2，000円程度が多く，決して高いもので

はない。教育機関に所窮する研究者や学生など，特

1 )東京大学大学院医学系研究科健燦科学・ 1ま護学専攻看護学大講座家族看護学分野， 2)レスペケミカル株式会社化学部〔苦闘判請求先:

〒113 東京都文京区本郷 7 3 1， naohiro@hohashi.org) 

{キーワーはIntemet，むRL，データベース宅オンラインソフトウェア(原稿受付日 1997年 6月2B 原稿採択日 1997年 6月16日)
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重量研究に役立つURLデータベース

定の条件の利用者に対ーする接遇制度を取り入れてい

る場合もある O

日本器内で作られたソフトウェアや，海外のもの

でも日本に代理店や代理人がいる場合は， (日)NIFTY

SERVE(パソコン通信ネットワークの一つ)の送金代

行システム，但)pじVAN(パソコン通イ言ネットワーク

の一つ)の送金代行システム， (刈銀行振込， (7)<.)量s1更
振替などで送金できる O 海外(主にアメリカ合衆国)

に送金する場合は， (日)クレジットカード支払い，間

郵便局の国際送金サービス， ω銀行で海外送金用小

切手を作成して送金，制CompuServe(パソコン通信

ネットワークの一つ)の送金代行システムなどで送

金できるい， 9] 0 

2 .才ンラインソフトウェア入手先のむRL

1 )力f乍;語いのオンラインソフトウェア

日常の研究・教育・診療で多忙な研究者・医師

が，数あるオンラインソフトウェアの大i毎から，

に有益なソフトウェアを選別することは骨の折れる

ことである[9 ]。研究・教育・診療を支援するオン

ラインソフトウェアの多くは，石i7f究者・医師自身の

手によって，自分が携わる研究の必要に応じて開発さ

れている場合が多い。したがって，現場のニードに即

しているとともに，機能的にも市販ソフトウェアを凌

駕するものも多く，オンラインソフトウェアは日々の

研究・教育・診療に不可欠な存在となっている。

研究者・監師に特イとしたオンラインソフトウェア

には，スライド作成を行なう StudioCraft(Sean 

Bergin，シェアウェア)，画像解析を行なう NIHlmage

(Wayne Rasband，フリーウェア)，医学統計ソフト

ウェアの EasyStat(長田 理，フリーウェア)，環状

フォームの制限酵 素 切 断 地 図 を 作 成 する

MacPlasmap (Jingdong Liu，シェアウェア)，化学構造

式を作成するChemEdit(N.A. B. GrayとW.D. 

Wlbowo，フリーウェア)，病名診断を行なう診断補助

プログラム(椿本龍次，フリーウェア)，オージオグ

ラムを描留する Agram(結縁晃治，フリーウェア)な

ど，無数にある [9~17] 。

2 )コンゼュータウイルスからの護身術

現在，すべてのパソコン利用者がコンぜュータウ

イルスの者威にさらされていることを否定できな

い。コンピュータウイルスは，とりわけネットワー

ク環境のセキュリティにとって世界的な問題となっ

ている。 Intemぼなどカミらオンラインソフトウェアを

入手する際，コンピュータウイルスに感染する可能

↑生があるので，コンビュータウイルスに関する知識

が不可欠となる O

コンピュータウイルスに感染した際の主な徴候と

しては， (日)異常なメッセージが表示される，伺)メモ

リ，実行型ファイルの-+T.イズが変化する， ωコン

ピュータの反応が全体的に遅くなる，同フロッぜ

ディスクやハードディスクへのアクセスが過剰にな

る， (梢プログラムがハングアップする，制ファイル

やハードディスクが破壊されるなどがある[し

6]。

侵入したコンピュータウイルスを発見するために

は，スキャンプログラムという検査ソフトウェアを

使用する O 万一，コンピュータウイルスに侵入され

てしまった場合でも，発病前であればワクチンとい

うソフトウェアを使って駆除できる O 発病し，ファ

イルやディスクが破壊された場合は，元の状態に復

旧するのは罰難である。日頃から貴重なデータやプ

ログラムをパックアップする習'慣をつけておくこと

が肝要である O

3 )オンラインソフトウェアt博報とその検索

ここでは，オンラインソフトウェアの収集および

評髄などを行なっている WWWページの URL

(Uniform Resource Locator)を紹介する。

オンラインソフトウェアを入手するためには，ま

ず， Netscape Communicator (Netscape Communications 

Corporation)などの WWWブラウザにより目的の

WWWページにアクセスする。その後，入手したい

オンラインソフトウェアの名称や対応するアイコン

などをダブルクリックすると，自分のパソコンの

ハードディスクにそのオンラインソフトウェアが

ファイル転送(FileTransfer Protocol，略して FTP)さ

れる [14]0 

なお，入手したオンラインソフトウェアは，ファ

イル転送に要する時間を短縮するために，庄縮ソフ

トウェアによってファイルが庄織されていることが

多い[1，8，9]。圧縮されたオンラインソフト

ウェアはそのままでは使用できないので，解凍ソフ

トウェアを使って元のファイルに艮す必要がある。
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関VECTORSOFTWAREPACK(図 1) 

http://wヰ刊，v.vector.co.jp/(有名な株式会社ベクター

のページ)

襲警FilePile(図2) 

http://filepile.com/(登録ファイ jレ総数が120万を

超える巨大なソフトウェアコレクション)

関JUMBO!

http://www.jumbo.coml( 10万近くのオンラインソ

フトウェアがカテゴリー別に整理)

襲撃RingServer(臨 3) 

http://ring訓 st.go.jp/index-j.html(主要FTPサイ

トに登録されているファイルを…手に集めた巨大な

ミラーリング・プロジェクト)

閤DOWNLOAD.COM 

http://www.download.co限 (CNETのオンライン

ソフトウェア紹介ページ)

麟ZDNetSoftware Library 

http://www.ho捺les.com(出版社Ziff幽Davisによる

ソフトウェアライブラ 1)) 

塁審PartBank

http://www.partbank.com/( OpenDoc， J a va， 
ActiveX， Netscape Pluglnsなど)

盤Filez(図4) 

http://www.臨四.com(5，000のFTPサイトの7，500

万のソフトウェア情報)

霊童JapanNewton Info. 

http://www.inagaki.nuie.nagoyaぺl.ac.jp/newtonl
(Newton用のソフトウェアの紹介)

璽BrowserWatch

http://browserwatch.iworld.com/(プラグインや

ActiveXコントロールの情i幸自)

霊童IIJArchie Server Gateway from WWW  (図 5) 

討中:/Iwww.iij.ad.jp/archie.html(WWWページ上

での archieサーピス)

欝研究に役立つURLデータベース

襲撃Windows95.com(図 6) 

http://www.windows95.com (Windows95fflアプ

リケーションにヰ寺イヒしたサイト)

関Stroud'sConsummate Internet Apps List 

http://cws.iworld.com 

盤PCWinResource Center 

http://www.pcwin.com (わかりやすいアイコンと

カテゴリ一分けで人気)

欝32Bit. com 
http://www.32bit.com/newhomepage/ (32bitの

Windows用アプリケーション情報が満載)

襲撃窓の社(詔7)

http://www.forest.impress.co.jp(日本霞内の

Windows庖ソフトウェアが中心)

堅議AppleSupport Files Online 

http://horton.austin.apple.comlcgi圃 binllister守 I?

(有名な AppleSoftware Library) 

盤MacintoshSoftware on the Net(~ 8 ) 

http://www.macfaq.com/software.html 
(Macintosh用オンラインソフトウェア登銀サイト

の一驚)

襲撃Info-MacHome Page 

http://www.pht.com/info-mac/info-macj/ 
index.html (世界最大の Macintosh馬オンラインソ

フト集Info-Macの日本語ページ)

審議MacintoshOS. com (国 9) 

http://www.MacintoshOS.comlshareware.library/ 

shareware.html (簡単なコメントつきで紹介)

襲警Sharewarecom (図10)

http://www.shareware.com (CNETのオンライン

ソフトウェア紹介ページ)

塁審HyperArchive (図11)

http:// h Y P e r a r c h i v e.1 c s. m i t. e d u 1 
HyperArchive.html (世界最大の Macintosh用オン

ラインソフトウェア検索)

霊童MuONlnfo欄 macSelection 

http://www.st.rim.or.jp/-yunaito/m uon/imacjl 

index.html (MacintoshユーザグループMuONが案

内する検索と紹介記事)
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議研究に役立つURLデータベース

護審林檎の花

http://bmsun.asahikawa-nct.ac.jp/-morikawa/ 

apple. htm 

鞠UMICH

ftp://ftp.riken.go.jp/pub/mac/umich/ 

護費Norloff's OS/ 2 Shareware (図12)

http://www.os2bbs.com(OS/ 2専門のソフトウェ

アライブラリ)

霊童Be羽Tare

http://www.be.comlbeware/index.html (Be専門の

ソフトウェアライブラリ)

璽CherwellScientific (Software for Science and 

Research 

http://www.cherwell.com/index.html 

盤IUBIOarchive 

ftp://ftp.bio.indiana.edu 

霊童BioCatalog

http://www.ebi.ac.uk/biocatl 

翻化学ソフトウェア学会

http://vbl01.chem.sci.hiroshimか u.ac.jp/ftp/index.

html 
盤Info-Mac

ftp://ftp・riken.go.jp/pub/info-mac/sci/

麟MolecularBiology Software 

http://www.yk.rim.or.jp/-aisoai/soft.html 
襲警林檎の花(理工学・震歯学)

http://bmsun.asahikawa-nct.ac.jp/-morikawa/ 

apple/science. htm 

璽東京理科大学(臨13)

http://SunSITE訓 lt.ac.jp/pub/academic/biology/
molbio/ 

盤DeveloperList 

http://www.pluto.dti.ne.jp/-toishii/Library.html 

関Computer明Tare'sMacintosh Links 

http://www.macsource.com!links.html 
襲撃ChemExper

http://www.chemexper.be/ 

襲撃EndNote

http://www.niles.com/ 

盤ISISlDraw

http://www.mdli.com/pro(νproducts.html 

翻StatView

http://www.abacus.com/ 

関SAS(図14)

http://www.sas.com/japanl 

関GraphicConverter

http://members.aol.com!lemkesoftlindex.html 

関NIHlmage

ftp://zippy.nimh.nih.gov/pub/image/ 

関Catalogof Mathematics Resources 

http://mthwww.uwc.edu/wwwmahes/files/ 

math01.htm 

襲撃Referenceof mathematics software 

http://www.bekkoame.or.jp/-kkikuchi/ma th/ 

mathcollect.html 
襲撃DeltaGlaphSample Charts 

http://www.deltapoint.com/dgpro/dg05000.htm 

璽KaleidaGraph

http://www.synergy.comlkg.htm 

鶴Mathcadbrowser 

http://www.mathsoft.comlbrowser/index.html 
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議研究に役立つURしデータベース

臨 1 VECTORSOFTWAREPACK 

URL: h役p://www.vector.co.jp/

対象:Windows，抗acintosh，UNIX， 

そのほか

:日

コメント:有名な株式会社ベクター

のページ
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思芸日RingServer 

ニニaース1 埼5玉大学のRingSc門町がオ←ブン!

園3 Ring Serverプロジェクト

URL : http://ring.aist.go.jp/index-j. 
html 

対象:Windows， Macintosh， UNIX， 

そのほか

:日本語

コメント:圏内外の主要FrPサイト

に登録されているファイルを集め

た註大なミラー

0-ブンラィ

RingServer WWWサービス
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議研究に役立つURしデータベース

国 4 Filez 

URL : http://www.filez.com/ 

対象:Windows， Macintosh， UNIX， 

そのほか
1古三五
フミロロ

コメント:5，000の FTP-lナイトの

7，500万のソフトウェア情報

IIJ Archie Server Gateway from WWW  

τ'hlzt，d""p;'，，:fmmωn>x.嶋監含'sonAumyrrlYJ3円1>~j'抱匂 w!nNr苦.0世絵r~':'i'をI::cw. wfow詑 ontheLl$tnf訊rv.r;，凡

同如{一一一一一--~~

n.re眼 ~''''T域特叫f制品 i c掛 InM:t.'!拘抑tr~M帥

守守点将初穆 C銀総加が換金⑥Byl-lい.$!orOSyDt控

械は出 向ncu.h酬に議五議

Yo，民.m出制胞m，"匂1l.<!Omal.'*tlT")i一一一一一一一一-

M 悶悶抑制皆川叫四日出版H 間前一

臨 5 IIJ Archie Server Gateway fromγ……山口広ニニコ
WWW  

URL : http://www.iij.ad.jp/archie. 

html 

対象:Windows， Macintosh， UNIX， 

そのほか

:英語

コメント :WWWページ上での

archieサービス

0.，仰向!oJ:"'mh，'山…

図 6 Windows95.com 

URL : http://www.windows95.com/ 

対象:Windows 
壬き舌五・ 1古舌五
にコロ口 ・フ立ロ口

コメント:Windows95専用，キー

ワード検索も可能
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国7 窓の社

URL : http://www.forest.impress. 

co必/
対象:Windows 

:日本語

コメント:速報性とソフトウェアレ

ビューが秀逸

Officia1 Apple A四国V臼

額 9 Macintosh OS. com 

URL : http://www.MacintoshOS. 

com/shareware .li brary /shareware. 

shtml 

対象:Macintosh 

:英語

コメント:Macintosh関連の情報サ

イト， Shareware Libraryがお奨め

ィ鞠J 出出 年見付出m 凶

dE覆唆場開F場規照宮署鴨署関関鹿島h

議研究に役立つURLデータベース

aJ 8 Macintosh Software on the Net 

URL : http://www.macfaq.com/ 

software.html 

対象:Macintosh 

:英語

コメント:五Aacintosh用オンライン

ソフトウェア登銭サイト

一 一

T出 rOUQvingS.戸t岡田f抑 制 updaJ国間同i拍拘

Syst.em 7.5.31 Syswm 7551 S戸tem76.1



54 Japanese Journal of Computer Science VolムNo.1，1997

議研究に役立つURLデータベース

図11 Hyperarchive 

URL : http://hyperarchive.lcs.rnit. 

edu!HyperArchive.htrnl 
対象:Macintosh 

:英語

コメント:世界最大の Macintosh用

オンラインソフトウェア検索

BeWare 

ち芦U:~lll.Vht寄託怒訟l;tÌil l$l'dl.:t.lI. tru'V主u
5即曲以叫，On山町出向

臨10 SHAREW ARE.CO乱f

URL : http://www.shareware.com/ 

対象:Windows，担acintosh，UNIX， 

そのほか

:英語

コメント:CNETのオンラインソフ

トウェア紹介ページ

図12 BeWare 

URL : http://www.be.com/beware/ 

index.htrnl 

対象:Be 

:英語

コメント:Be専門のソフトウェア

ライブラ 1)
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沼市東京理科大学

URL : http://SunSITE.sut.ac.jp/pub/ 

academic!biology/molbio/ 
対象:Windows. Macintosh， UNIX， 

そのほか

:英語

コメント:分子生物学を支援するソ

フトウェアライブラリ
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-はじめに

私は1993年6月より， Macintosh版の AdobePhotoshop (アドビシス テムズジャパン，以下 Photoshopと省

略)を利用している。Photoshopは，写真の レタッチ，画像編集，カラーペイントを目的にデザインされたソ

フトウェアである。 Photoshopはこれらの目的のために膨大な機能を備えており，この原稿作成時点のパー

ジョンは4.0Jとなっている(図 1)。

連載第 3回となる今回は， I境界線を描く jコマンドを利用して，文字に縁取りをつける方法，コンピュー

タ上で作成あるいはスキャンした線画を強調する方法をお示ししよう。

今回の原稿を作成するにあたり，私が使用したシステムは， Power Macintosh 8500/180 (224 MB RAM/CD / 

1 GB HD X 2 & 2 GB HD X 1 /MO) ，システムソフトウェア J1-7.5.5， Adobe Photoshop 4.0Jである。

-基礎編 「境界線を描 く」 コマンド

「境界棋を描く」コマンドは，画像上で選択した領域の境界線を，描画色で描きこむものである。まず， 図

2 ~ 11 に基本的な機能，オプションの設定について示す。

- .，ク三五 円... 一円

Adobe'Photoshope4.0J P....pc~ 
Thotnu Kllon，Mri ~9，Sftth・"・F・，~・..'硲網 p，~しc;，-.句。将同， L.Mr.・ Hω"m納，

d・2納 8M't.I1， ~tt 陶・'.山崎咽，.Jtf1Ch嗣， TOftICosh，O・v対D副総叩.AMr.j耐 uimdwk，
ChM"1oH McDrill'l，円.it"c:Pa凶申九郎'"・......，綿棒".他拍おωd・.'"貯IS......'旬"'.........
h句.........0.情。"伺， P~lH除n剛，Nldrt'W' Co.、市川占伽 t“匂.'・..白nnor ， As幽 YHhÎ'nlr a ，
剛町、・占'iorOT......Russ・I1llnvn

p，・t純，..陶 us. P"t・何ts :S .l ・6 .3'46 ， '~6.:S2・ M湖‘.837 ，613 . Pat...ts pt'伺同
C>198'1-19%柚融勾向帽，同叩...・-d.Al1r惜 uruKY・d山………訓V…-一… H

図 AdobePhotoshop 4.0Jデスクト ップ 図2 描画色の設定

o H， @::コ巨コ
OS， ~'巨コ
06巨豆沼 b巨コ

駅[亙 c，@::J.
OG巴門回定
06.11] ， ， ~. 

~ K'@:コ=

RGB画像の，描画色を赤(R=255，G= 0， B= 0)に設定

する。

1 )香川医科大学皮膚科学教室〔別府内請求先 :干761-07 香川県木田郡三木町池戸1750-1， numahara@kms.ac.jpJ 

Apply Photoshop to your Work [Theme: draw boundary] (原稿受付日 1997年 3月27日 原稿採択日 1997年 5月21日)
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図 3 r境界線を描 くJデモンス卜レーションに新規画像

ファイル作成

RGB 函{象 ( ~I!í500 ピクセル 高さ400ピクセル)。

イメ』ジ レイヤー 週択蛇困フィルタ ピュ』 ウインドウ
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図4 選択ツールを使って適当な矩形を選択

図5 r境界線を描く」コマンド

メニューパーの「編集jの中にある。

盟皐謹え

「境界:田山 CE:コ
1* 1"~-t! )lo l 

[ロヱJPぃーi

図6 r境界線を描 く」コマンドのダイアログボ ックス

境界線の幅を 16ピクセルに， 位置は内側を選択。

h 

図7 図 6の結果

矩形線の内側に，幅16ピクセルの境界線が描かれた。

フィルタ ピュー ウインドウ

主主笠主主ム五五孟

企画 OD  
庄三E

位置

。外側 二コ。内側 @中央

~ 
合>'i-ー一一一ー

不出血~ ~

口通明窃骨の1:帽

踊い 直玉1

図 8 r境界線を描 く」 コマンドのダイア口クボックス

境界線の幅を 16ピクセルに，位置は中央を選択。
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図9 図8の結果

矩形線の中央に ， 幅 1 6 ピクセルの境界線が:f~iかれた。

ファ，" 編集 1ゾ .' ，ベヤー 噂l1l笹国フザルタ ピュ ウイン ドつ
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由置

O阿 o中央 骨 外酬

‘ 合成

不出腹固定 幅モー ド 団主二 日

ロ遜'11:1舟のrJlI

図10 r境界線を描く」コマンドのダイアログボックス

境界線の幅を 16ピクセルに，位置は外1ftl]を選択。
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図11 図10の結果

生E形線の外側に，幅16ピクセルの境界線が捕かれた。

-応用編

1)1境界線を描くJコマンドにより文字に縁取りをつける

複雑な写真や図の中に書き込んだ文字はわかりづらいことがあるが，文字の色と反対色の縁取りを，文字

の周りにつけることでわかりやすくすることができる。「境界線を描く jコマンドにより ，文字に縁取りをつ

ける手順を図12~ 18に示す。 描く境界線の幅は，文字の大きさ ・ 解像度に併せて適宜調整されたい。

2)1境界線を描くJコマンドにより線画を強調する

学会発表などで時々みかける細い線画のグラフや図は見づらいものである。「境界線を描 く」コマンドをう

まく 利用すると ，ペイントプログラムで作成した線画やスキャンした線画について，線を太くしたり彩色し

たりして簡単に強調する こ とができる 。 その方法を図19~25に示す。
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RGB画像の，描画色を白(R=255，G=255， B=255)に設定してお

図12 描画色の設定 図15 r境界線を措く Jコマンド

フ7イ"纏集イメ h ジ レイヤ h 理択範囲 フィルタ ピュー ウインドウ

'I~目
図13 文字の縁取りデモンス卜レーション原画

グレーの背景に，黒で“細胞"と書かれた RGB画像

.. フ?イル語家イメージ しイヤー適訳民団フィルタ ピュー ウインドウ

図14 文字の部分を選択

「自動選択ツール」と， I近似色の選択コマンド」を使って“細胞"の

部分を選択。
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図16 r境界線を描く」コマンドのダイア口グボックス設定

幅4ピクセル，位置は外側，透明部分の保護のチェックははずし

ておく。

;0 ファイル蝿集イメ 』ジ レイヤ』 選択範囲フィルタ ピユ 』 ウインドウ

図17 図16の結果



図18 文字の縁取り完成

“細胞"の周囲が白で縁取られ，グレーの背景の中でも鮮明に見え

る。

F..ファイル績集 イメ』ジ レイヤー 週lR範囲フィルタ ピユ』 ウインドウ
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T 

図19 線画の強調のデモンストレーション原画像

細胞の位置から作図したボロノイ多角形である。

. • 置業 " “，~使宕 ピュ』 つインドつ
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巴区III
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図20 描画色の設定
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RGB画像の，描画色を赤(R=2SS，G= 0， B= 0)に設定する。

E自
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図21 強調したい線画の線の部分を選択

自動選択ツールを使った。

図22 r境界線を描く jコマンド
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図23r境界線を描くJコマンドのダイ ア口 クボックス設定

幅6ピクセル，位置は中央，透明部分の保護のチェックははずし

ておく 。
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図24 図23の結果 図25 線画の強調の完成画像

黒の細線で描かれた原画をもとに， 赤の太線で描かれた完成品。

本稿「の境界線を描く J コ マンド を応用して作成した，論文用の画像を図26~ 28に示しである。読者の皆さ

んも，講義，学会や論文の図表の作成に応用 してみていただきたい。

図26 表皮ランゲルハンス細胞顕微鏡写真

図27 図26のランゲルハンス細胞配置をもとに作図した

ボロノイ多角形

図28 図26と図27をもとに「境界線を描くJコマン ドを利

用した画像

図26のボロノイ多角形の線薗を強調した後，顕微鏡写真図26に合

成し，縁取りされた文字を挿入した。

図29 参考 :r境界線を描く」コマンド利用によ

る文字のバリ エーション

いずれも ，一番上の “細胞"という字をもと に，r境界

線を描く」コマンドを使って，文字を太くしたり，縁取

りをつけることによって作成した。
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MACWORLD Expo/To匙yo'97雨時開催

「研究室での MacintoshJ特別セミナーについて

法揖尚宏(第 4回日本コンビュータサイエンス学会学術セミナー組織委員長)

iMACWORLD Expo!fokyo '97(1997年 2 月 19~22日に開鑓)J において，日本コンピュータサイエンス学会は，第 4 留

日本コンピュータサイエンス学会学術セミナー「期究室での MacintoshJを開佳いたしました。医師・研究者がいかに効率

よく後新の情報を得ることができるか，大いに詑自しているテーマとなっており，これからの医療と研究の方向性を示唆

するものともいえます。

なお，研究室での Macintosh特別セミナー抄録集(ISBN4-900935側関心， 1997年 2月22日発行，定価3，000P1)は，

術セミナー事務局の(株)アトムスより販売各れています。

日 時:1997年2月22日(土曜日)1O:00~ 16:40(セッション A~D)

場所:MACWORLD Expo!fokyo '97袈示場内会議室(幕張メッセ・千葉市)

定員:各セッション50名(先着服)

参加費:各セッション4，000円(税lJlj)(MACWORLD Expo!fokyo '97の48間共通入場券付き)

事務局:(株)アトムス内同庁究室での MacintoshJ特別jセミナ

手113東京都文京立本郷 2-25-2桝水ピル 4F 

T巴1.03守 3813叩 6431，Fax.03-3813司6432

.1O:00~11:40 セッション A

座長:石井習雄(レスベ・ケミカル(株)化学部)

「必要なデータベースをいかに探しだし利用するかj

演者:鵜JlI義弘(農業生物資源冊究所遺伝資源第二部)，竹腰正!笠(東海大学医学部)

.12:00~ 12:40 セッション B(軽食・飲み物付き)

藤長:法構尚宏(東邦大学医学部)

fホームページ作成上の留意点J
演者:柳田洋一郎(東京マタニティー・クリニック)

.13:00~ 14:30 セッション C

:竹控正隆(東海大学陸学部)

「電子図書館時代に対応した情報管理の実践j

(京都大学薬学部)

.14:30~ 15:00 フリータイム・コービープレイク

.15:00~ 16:40 セッション D

座長:伊藤雅彦(東宇都宮病院小児科)

「密療現場で、のマルチメディア活用法J

:大泉太郎(慶謄義塾大学医学部)

「毘療従事者のためのインターネット活用法」

演者:油田俊也(慶磨義塾大学底学部)
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第 7回日本コンピュータサイエンス学会春季学箭集会を終えて

鵜JII義弘(第 7臨日本コンピュータサイエンス学会春季学稿集会会頭)

1997年 3月21日， r研究をささえるデータベースJをテーマにした本学会第7部学術集会は，東京から 1時間以上かかる

地での関擢にもかかわらず¥73名(受付集計数)の参加者を筑波農林研究回池の農林ホールに迎え，盛況のうちに終えるこ

とができましたO 参加していただいた皆様ありがとうございました。

学術集会の準備，運営については，多くの方々のご助言，ご協力をいただきました。個人，組織，企業の名をあげるこ

とはしませんが， どの組織，どの方々のご協力を欠いても，この集会の成功はなかったと思います。この場を借りて深く

御礼申し上げます。

用意した2つの会場では，バイオ，ゲノム分野のデータベース，情報の収集と提供に関する16の充実した講演がありま

した。詳しくは，以下の講演要旨をご覧ください。

また， Webページをポスターにするという世界初の試みであるポスターセッションには， 17の参加者による 19のWeb

ページのポスター展示がありました(http://www.dna.affr・c.go.jpハ19awa/19970321/poster/)。

講演要冨

[ゲノム警 DNA，バイオ関連ファクトデータベース](午前の部)

議イネゲノムデータベースの作成
市村英昭ベ太田勇利，向弁護之ペ佐々木卓治判

(*1農林水産先端技術研究所 *2農林水産省

生物資源期究所)

農林水産省生物資源研究所(NIAR)と農林水産先端技術

産業振興センター農林水産先端技術研究所(STAFF研)の

共同研究であるイネゲノム研究チーム (RGP)ではイネの

全発現遺伝子のカタログ化を目指して研究を進めてい

るO

本報告では RGPで作成した，チーム内データベース

RiceBaseついて報告する O

RiceBaseで取り扱うデータは，イネの遺託子の塩基記

列でrATGC....Jといった文字列で表現される。シーケンサ

と呼ばれる塩基記持解析装置から得ら

は，実験者の手によって内容を確認さ

に入力される O

RiceBaseは UNIX上の SYBASEをサ…ノすとして，

Macintosh上の 4D Serverを中間サーバ， Macintosh 上の

4 DClientをクライアントとするクライアント・サーバ型

のデータベース (DB)である O

RiceBaseには次のような特徴がある O

(1)実験ノート代わりの DB

( 2 )解析結果も閲覧可能

なるデータの倉庫としてではなく，実験ノート代わ

りに使えるデータベースを目指しており，実験結果だけ

ではなく，実験条件や実験者，実験手順も縮かく入力す~

る。これにより，データの質や性格を判断すること

易になる。

入力された塩基配列データは，既知のタンパク設のア

ミノ酸配列をコードしているか杏か，タンパク貿データ

ベースに対して類似性検索を行ない，その結果を DBに取

り込んでいる。類似性検索結果に対しでも検索や閲

行なえるので，本格的な解析を行なうための基礎的

報を容易に得ることができる O

こうした RiceBaseであるが，開発者側から見た場合次

のような問題点も抱えている O

(1)構造が援雑

( 2 )データ量が多い

(3 )ユーザからの仕様変更要求が多い

さまざまな種類の実験条件や類似性検官官の結果を管理

するため，研究がi長むにしたがい構造が複雑で、重い DBに

なってき として，比較的意いクライアントソブ

i、である 4D(こ代わり， Netscape Navigatorを佼つ

のRiceBaseSurfや，類似性検索給条だけを独立させ

た DB を~Jt用している O

DBに要求される機能は研究の進化に伴って変化してい

くo DB開発者としては，要求仕様の変更は極力抑え込ん

でしまいたいところであるが，研究用の DBは定型業務の

DBと異なり，変化することを前提にして DB照発も研究

の一部と割り切って対応せざるを得ないと思っている。
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議家奮ゲノムデータベースの舞台裏
和田康彦(農林水産省蓄産試験場資種部)

(1)開発の背景と動機

畜産試験場では家畜衛生試験場， STAFF研究所および

8道県の畜産試験場等と共陀で，ブタの genemapping 

伝子地図)の作成と経済形質にかかわる遺伝子産の探索を

行っているC その中で，全国に散在している研究者間の清

報交換と効率的な連鎖解析およびcomparativemappingの

ためのツールの必要性が指識された。そこで，家畜ゲノム

デ…タベース (http://ws4.niai.affrc.goJp)を開発し， 1994年10

月からインターネットを通して無料で公捕している。ま

た， 1996年8月からは MouseGenome InfOlmaticsのB本公

式ミラーサイト (http://mgd.niai.affrc.go.jp/)も運用してい

る。

( 2 ) ムデータベースの概要

家畜ゲノムデータベースには，ブタ，ウシ，ヒツジ，

マウス，ラット， ヒトの genemapping関連の'11号報が蓄積

され， World Wide Web(WWW)を用いて能単に手Ij用でき

るようになっており， Clickable cytogenetic map， Clickable 

linkage map， Keyword search， R巴ferencesearch， Mapping 

homology search， Linkage homology mapなどの機能を提

f共している。

(3):f支術的パックグラウンド

システムは WVI明fサーバとデータベースサーバで構成

されており，データベ…スの検索には CommonGateway 

Interface (CGOとUNIXの rshコマンドを用いている。ま

た， Linkage homology mapなどの一部のシステムには

Java appletを利用している O
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mapping: gRanch， Comp. Applic. Biosci. 13 ( 3 ) 323 -324. 1997. 

[3 ]Wada， Y. & H. Yasue: Java Version of Animal Genome 

Database， Genome Informatics 1996， ppl72 -173， 1996. 

[ 4 ] http://ws4.niai. affrc.go・jp/cs9703/本講演用のデモページー

1997寺三 3月21日にアクセス.

[ 5 ] http://ws4.niai.立ffrc.go必/りis/tutorial.html日本諾奇声付きク

イックチュートリアル. 1997年4月11日アクセス.

議CodonUsageヂータベースの構築と公開
中村係一(かずさ DNA研究所違法子構造第 2研究室)

CUTG (Codon U sage Tabulated from GenBank)は，

GenBankに登録された完全長タンパク賀遺伝子のコドン

f吏吊を，計算機処理に適した形式で集計したデ…タベー

スである o 1986年に報告された最初の版[1 ]では

GenBank rel. 38に納められた1.638CDSのコドン使用を

集計しており，最新の報告[2]では， G巴nBankの生物種

にもとづいた division(bct， mam， pri etc.)より 5，246ゲノ

ム， 116，440 CDS (GenBank 96， Sep. 1996)のコドン使用を

集計したリリースについて記載した。集計済みのデータ

ファイルは複数の anonymous立pサイトを通じて記布して

おり，ゲノムごとに集計したコドン使用テーブルは，

名によって検索可龍なフォームを用意した Webページで

公開している [3]0Webページのアクセス数は 1月で比

較すると昨年比で約3傍の12‘o∞件弱に達し， 00外からの

アクセスが全体の 80%を恕える。

データ集計の手!績は以下のとおりである:GenBankの

flat fileをスキャンして完全長 CDSのリストを作成し，

これをもとに CDSの塩基配列を fasta形式で抽出，それ

ぞれの記列のコドン使用を集計し，さらにゲノムごとに

集計する O これらの工程は複数のプログラムの紘合せに

より実打され，吏新は 2ヵ月に l度の GenBankのメ

ジャーリリースごとに干?なっている O

GenBankの巨大化や，別の ACCESSIONとの joinな

どの複雑な書式からの集計などがネックとなり，全体の

集計作業には数日程度が必要となっている。今後，前回

のメジャーリリースとの差分のみの集計を行なうこと

と，コードの最適化により高速化する予定である O ま

た，ゲノムプロジェクト由来のデータの一話登鉱が涼怒

となって，欝fまなどで同一 CDSを重複して集計している

ことがユーサごから指摘されているが，これを自動的に除

去するのは困難である O ここでは， 3割程度の CDSが重

複している最新の欝母のコドン信用傾向と，重援の少な

い 1992年の集計データの比較により，大景の CDSを集

している場合には，この程度の重複があっても全体の

コドン使沼傾向にほとんど影響を及ぼさないことを例示

したc

独自サーバによる'搭報の提供はサーパの維持管理が困

難であったことからすでに放棄し，現在で1ま農水DISC，

{云研， EBIのサーバから情報の提供を行なっている O デー

タの更新手}II震はほぼ自動化されており，更新作業自体には

手はかからなくなってきている O 電子メールによる利用者

からの問い合わせば継続的にあり，今設 FAQの整備や

Webよの boardsystemの導入によって，繰り返しの多い

質問一回答のペアを公開していく必要がある O

最後に，コドン使用デ…タベースとゲノムプロジェク

トのかかわりとして，タンパク質遺伝子領域の予測，タ

ンパク質発現量の予iP.U，コドン使用傾向の違いによるタ

ンパク質遺伝子の機能予測などへの応用を指摘したO

参考文獄
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[ゲノム宅 DNA，バイオ関連ファクトデータベース](午後の部)
緩いぢ 察懇察問 問問ゑ間砂町

長率DNAData Bank of Japan(DDBJ; 日本
DNAデータパンク)

舘野義男(国立遺伝学研究所)

DNA Data Bank of Japan (DDBJ)は， 1986年に日本の代

表的な分子生物学者と文部省の援助を得て，国立遺{云学

研究所において DNAデータパンクの活動を本格的に始め

た。以来， DDBJは欧州の EBI(欧州生命情報学研究所:

EMBLデータベースを構築)と米国の NCBI(国立バイオテ

クノロジー情報センター:GenBankデータベースを構築)

とともにf国際DNAデータベース』の lつとして活動して

いる O

現在DDBJは， Int巴m巴tを利用して EBIやNCBIと毎日

データの交換を行なうと同時に，年一回ず、つ開催される

DNAデータパンク国際諮問委員会と DNAデータパンク

国際実務者会議に出席することによって，これら欧州や

米関のデータパンクとさまざまな面において協力活動を

行っている。

DDBJは，研究者から収集した DNA記列デ…タへアク

セッション番号(国際的に認められている DNAデータの

登銀番号)を発行することが公式に認められている，アジ

ア地域で唯一の DNAデータパンクである O

DDBJに送られてくるデータは，臼本の研究者からのも

のが主であるが，もちろん海外の研究者からのデータも

受付け，アクセッション番号を発行している。また前述

のように， DDBJはEBIやNCBIと毎日データ交換を行

なっているので， DDBJの提供しているデータの内容は，

これら 2つのパンクのデータ内容とほとんど同じになっ

ている。

最近 DDBJでは WWWによるデータ登録ツール

(SAKURA)を開発し，多くの研究者に利用していただい

ている。 SAKURAによるデータ登録はますます増加して

きており，現在では全登録の70%以上を占めている。下

国は SAKURAのホームペ…ジである。

多後援務懇務懇務務機務努務懇努稼縁家離
間 ιr γ γv… 山川 山げ緩懇談謬機織機

議Carb話回虫/CCSD(Complex Carbohydrate 
Structure Database) 

石塚稲夫(帝京大学陸学部)

糖鎖は細胞においては糖タンパク質，糖脂質の一部と

して，細胞外マトリックスにおいてはグリコサミノグリ

カンを構成し，縮胞接着， 1)ガンドの認識など多くの機

能に関与している。しかし譲合糖質のデータベースとし

ては CCSDが作製されたのみである O その理由のーっと

して構造が譲雑であることがあげられよう O すなわちタ

ンパク質，核酸のように波られた種類の残基が産鎖状に

連なっている構造だけではなく，多数の校別れをもつこ

ともあり，結合様式もfa，pJのほかに 1-2，1-3， 1 

4， 1-6などの結合位置が区別され，置換基も多種にわ

たっている。

[控史][1， 2] 1985年援合糖質データベース CCSDと

それを動かすアプリケーションソフトウェアである

CarbBankが発足した。 中心は Albersheim教授(国際的な

糖質研究者)で， University of Georgia， Complex 

Carbohydrat巴 ResearchCenter(CCRC)に事務所を置い

た。米欧日の主だ、った糖質研究者数名に overseerを依

頼， overseer はそれぞれ数人の curatorを依頼して入力総

織が作られ，分布，比較生化学に及ぶすべての文献を収

錯する計画である o Curatorから送られたデータシート

は， Georgia(現在は Seattle)に送られて入力される。 1992

年 CarbBank/CCSDは NCBI(National Cent巴rfor 

Biotechnology Informぽion)に吸収合併され， AtlasCDと

して発売されるとともに web上で公開することになっ

た。 1997年春の時点で CCSD16.c31は1・ecord数48，636k

している。 1989年 7月に日本での第 1白 CarbBank

curator会議が開かれ，以後今日まで年 2囲定期的に築

まっている。主として日本で発行されているジャーナル

について年間250~450件リトリーブを行ない， 1993::1三度

から文部省科研費補助(database)を受けている O

{操作] 当初はオペレーテイングシステムとして， PC“ 

DOS(IBM)上でしか作動しないプログラムだったので日

本では普及が連れていたが， 1996年秋より Windows95/ 

NTで動く新パージョンが公開されている。 l文献中の各

構造についてそれぞれ 1個の recordが割り当てられるた

め管理しやすい。入力はエディタを使って citation，trivial 

name， glycoproteiねなどの subtype，タンパク質部分など

の aglycon，antigen or epitopeの特異性， analytical 

methodなどがキーワードから選択できるようになってい

る。生物起鴻はとくに詳細で、，界，門， 網，自，科，

属，種，一般名，さらに胎児などの lifestage，臓器，細胞

内小器官，培養細施株名，病名まで入力できる。構造を

入力する場合には 2糖， 4糖などのオリゴ糖単位の繰り
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返しの回数，糖鎖の部分的変化を表す方法も工夫されて

いる O このようにして作った携造は searchでの probeと

しても用いることカトできる。

Searcherは annotationのほかに分子式や糖鎖帯迭に

よって検索ができるのがこのデータベースの特長である

が，構造は IUPACjIUBMB方式で脅かれているので誰に

も親しみやすいc またファイルは ASCII，HTML， ASN. 1 

ファイルとしても出力することができる。

{今後の課題} 入力ミスを権力減らすことに務める，ま

た入力を増加させるための努力を行なっている O また化

合物の謹類が多いため，炭水化物全体の入力を分野別に

分担すべきである， CarbBank /3 version 3.1Of.1にまだパ

グが残っていることなど多数の問題が残されている c

文 献

[ 1 Jproc Jpn Conf Biochem Lipids 30: 8 -10. 1988. 

{幻機質学会報，第13.j子， 33 -37、1994.

議脂質データベースの構築
(重升:~芸学研究所)

生体成分の中で核酸，タンパク質，糖質については世

界的な規模でデータベース化が進んでいるのに対して，

指賞は古くから研究されてきたにもかかわらず¥その

データベース化が著しく遅れている。この原悶の:つは

詣質に分類される化合物の多様性にある。脂質(LIPID)と

は，一般的には水;こ不溶性で有機溶剤;こl1J;容性の生体有

機化合物であると理解されている。しかし，今日では部

外も多く見いだされ， r分子中に長鎖脂訪緩または類似の

炭化水素銭を持ち，生物体に存在するか，生物に由来す

る物資Jと定義されている(生化学辞典)。つまり生体成分

のゆで，タンパク質でもなく，核酸でもなく，糠震でも

ない有機化合物を，すべて脂質というカテゴリーに入れ

て分類しているのが現状である。したがって路質には脂

肪首長や，アルコールであるグリセロールの三鍛の水酸基

に脂肪離が結合した中性指坊や燐指費，糠指質，胆汁

骸，ステロイド，プロスタノイド，ワックスなどのほ

か，フラパノイドやイソブレノイド，脂溶性ビタミンな

ども指質に分類される C このように多彩な化合物を lつ

のデータベースとしてまとめることは非常に難しく，こ

れが括質のデータベースイヒが遅れた大きな涼毘の 1つと

なっている。

らは.日本の指質研究者のほとんどが所属してい

る日本脂質生化学研究会の協力のもとに，文部省の科研

費を受けて，平成元年より近畿大学理工学部の林 湯教

授を中心に「脂質清報データベース (LIPIDbank)Jの構築を

行なっており，これまで約3，000件のデータを収集した。

このデータベースには，化合物の名称、や北学構造式のほ

かに，融点，沸点，比重等の物理化学的性質， UV.IR， 

N羽衣，MSなどのスベクトルデータおよび分布と生理活性

が収録されている。

このデータベースを基に，平成 9年 1月より，科学技

術振興事業団の研究費を受け，日本から世A界へ発信でき

る「生理活性脂質データベース」の構築が始められた。この

プロジェクトは Internetを利用し，世界中の研究者が各自

のパーソナルコンピュータで， Netscape Navigatorなどの

ブラウザ、を利用して，詩的とする賄費化合物の検索を行

ない，その情報を得ることができるシステムを講築しよ

うとするものである。データベースの構築とその検索プ

ログラムの作成にあたっては，データベースを利用する

側がどのような情報を望んでいるのかを考え， i2W2HJ 

を基本とした。すなわちf羽ThatJ(その化合物は仰という名

前なのか?，どんな化学講迭をしているのか?，その物

理化学的性質はどのようなものか?，生理活性はある

か?)， rWhereJ (その化合物はどこに含まれているの

か?，その化合物に関する論文は?)， rHow many 

(much)J(その化合物はどのくらいの量含まれているの

か?)， rHow toJ (その化合物はどのような方法で抽出，

分離，精製し，どのような方法で同定するのかりという 2

W2Hである O

デ…タベースは，脂質を 16種類の化合物若手に分類

し，化合物群ごとに「データ集積責任者jを置き，データの

収集と整理・校まを仔ない， 3 i手間で約6，000件の化合物

データを11又築l，Internetを介して矯報を提供する

ある。本データベースの構築はまだ始まったばかりであ

り，化学構造をどのように表示するか， α，/3， yなど

の英数字以外の文字:ゃ比重等の特殊記号などをブラウザ、

上でどのようにして現わすか，中性指肪や燐s¥j貿，糠脂
費等の結目方薮組成をどのようにデータベースfとするか(通

常これらの化合物の詣抗酸組成は%で訴されることが多

い)，動植物や臓器，組織，細抱株，議株単位での脂質経

成をどのようにデータベース化すべきか等，解決しなけ

ればならない問題が山積している。下記に連絡先を

し，皆様のご効言，ご指導をお願い申し上げます。

f生理活性詣質データベースj

渡辺清博(重弁民学探究所生化学部内 部長)

守701冊目 関山県岡山市山田2117

Tel: 08ふ282-3113内事長838，Fax: 086-282-3115 

E-mail: kiyowata@mxa.meshnet.or.j 

議IALIS-七トゲノム統合データベースの開発
王子)11美夏(科学技術振興事業団)

科学技術援興事業団(JST，1日科学技術情報センタ-

JICST)では，街際的に行なわれているとトゲノム解析プ

ロジェクトを情報酷からサポートする， ALIS (Advanced 

Life science Information Systemslプロジェクトを実施して

いる O 本プロジェクトでは，最終的にとトゲノム30倍、塩

基の塩基配列データをデータベース化し，研究に資する
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ことを目的としている。次の 3段階で，それを実現する

計図であり，開始から 1年半を経た現状と今後について

報告した。

1.ヒトゲノム大規模シークエンシング

第一段階として，ヒトゲノムのシークヱンシングを実

施し，ゲノムプロジェクトのデ…タ生産に貢献するとと

もに，データベース作成のためのモデルとなるデータを

得る。大規模シークエンシング事業では，ヒトゲノムの

大量シークエンスの解読を志向する研究機関に委託し

て，データ生産を行なう。シークエンシングチームは，

公募によって募集され， JST内に設置された諮問委員会の

選定により，現在4機関が活動中である O 解読を行なう

領誠については，チームの意志に任されており，配列とし

て連続1M塩基以上の連続した配列を生産することが条件

となっている。このデータは， http://www-alis.tokyo. 

jst.go.jplから， Javaを利用した Web箇簡で公開している。

2. データ活用のためのアノテーションライブラリ

塩基配列データに情報を付与するための，データライ

ブラリを作成する。これには，公共のデータベースなど

にすでに登録されているデータを配列の情報に追加する

ためのものと，遺缶子推定，アミノ駿配列パターン検

出，ホモロジー検索などの配列解析による学習データな

どを含む。前者は， GDB， DDBJ， OMI羽などのヒトゲノ

ムに関連するデータベースのデータを統合利用できる環

境を作成し，検索結果からデータ間の|努係や各データ

ベースの項自を比較して，どのようにデータを統合し分

類すればよいかを検討している O 後者に関しては，遺伝

子推定用の学習データライブラリを HMMや統計的手法

を用いて作成しているほか，既知のタンパク質配列をア

ミノ酸自己列のパターンに分類し，機能相関を検討してい

る。今後は，ライブラリの充実とともに，研究者による

評価を行なう必要がある O

3. ヒトゲノム統合データベース

本プロジェクトの根幹となるデータベースについて

は，いまだ計画段階であるが，遺伝子等の誤られた機能

単位にもとづいた現状の DNA塩基配列データベースと

は，異なるアプローチが必要である。ゲノム単位という

マクロレベルを意識した情報と塩基配列の情報の融合を

いかに行なうか，データをどのように獲得していくかが

今後の課題である。

[グループ・個人作成データベース サーバ発表](午前の部)

議DNAVEC研究所ホームページの紹介
鈴木要介(株式会社 DNAVEC研究所)

DNAVEC研究所ホームページ開設までの経緯

DNAVEC研究所は，厚生省管轄の特殊法人である医薬

品部作用被害救済・硫究按興調査機構(睦薬品機構)の先端

的陸療技術の研究開発振興プログラムの 12番自のプロ

ジェクトとして，平成 7年 3月16日に設立された。

DNAVEC研究所は，夢の治療法として期待されている

伝子治療の基盤技術となる「ベクター」の開発研究を行なう

会社であり，安全性が高く，優れた遺伝子治療用ベク

ターを開発することにより，多くの難病に苦しむ人々を

救済すると問時に，遺伝子治療を陸療技術の重要な柱の

1つとして定着させることを自的としている O そのた

め， DNAVEC研究所ホームページを開設し，提供しうる

情報内容としては，遺伝子治療研究関係者への専門的情

報と，一般の方々に遺伝子治療に対して関心を持ってい

ただくための解説，という 2つが考えられた。そこで¥

以上の点を考慮の上，平成8年5月27日に DNAVEC

所ホームページを開設した。

遺伝子治療研究関係者への専門的情報

専門的情報提供の方法としては，遺伝子治療メーリン

グリストの開設およびリンク集の提供を行なっている。

リンク集の更新に隠しては，できるだけ多くのサーチエ

ンジンを用いて検索した結果をもとに，以下に示すソフ

トウェアを用いてメンテナンスを1Tなっている O

WebWatcher 

(http://www.xroads.com(patfieldJW eb W atcher. htmJ) 

BigBrother 

(http://pauillac. inria企/マpottier/brother.html.en) 

今後は，効率的な情報の充実を図るためにも，メタ

サーチ等を利用した情報の収集，整理を行なっていく予

定にしている。
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-椴の方々に遺伝子治療に対して関心を持っていただ

くために

研究者以外の方々にも遺伝子治療に対して関心を持っ

ていただくためには，できるだけ多くの方々にひNAVEC

研究所ホームペ…ジを訪れていただくことが必要である

という考えから，以下のペ…ジを参考に作成した。

アクセス向上委員会

(http://www.airnet.or.jp(hasimoto/accessm1!) 

ズパ リ見てもらえる HPの作り方

(http://www.asahi-net.or伊(LE9S-ICKW /how _.htmJ) 

さらに，遺伝子治療に関する簡単なクイズに正解いた

だいた方には，オリジナルのスクリーンセイパ(After

dar女)モジュールのプレゼントも1:Yっている。また，より

軽くて見やすいページを目指し， MACRO羽 EDIA

FLASHを用いたページ、の提供を行っている。

畿圏内図書館OPACリストの作成と情報共有
林 賢紀(農林水産研究情報センター)

作成の動機

1993年頃，雑誌rbitJの連載などで，海外における大学

関書館を中心に Intern巴t車壬由で OPAC (Online Public 

Acc巴ssCatalog:図書館のオンライン利用者目録)を利用で

きる事例が紹介されており，同様のサービスが閣内で実

施されていないか疑問に思った。

照時に，農林水産研究情報センターにおける Internetによ

るサ…ピスの可能性を調べるため，情報を収集すること

とした。

作成の経緯

1993年末に，ネットワークニュースで関内での OPAC

の公開の有無を質調したところ いくつかの割答が得ら

れたため，これをもとにリストを作成・配布した。

その後，さらなる情報の追加や公開に対するニーズの

まりなどもあり， Japan OPAC list Verl.Oをネットワー

クニュースによって 1994年 6月に記布を開始した。

W羽司1でも 1994年 7丹頃公開している。

現在の作成形態

作者自身で情報を収集するほか，各国書館やリストの

科用者からの情報提供をもとに掲載対象とした臨書舗に

掲載事項を確認し，リストを更新し記布している。

作成時の寵意点

定期的な更新を心がけている。現在は月一盟更新。

どんどん配布

リンクも自由

見る人が増えるロ情報提供者も増える

リストの配布

農林水産研究情報センターの Webページ

http://ss.cc.affr・c.go必/ric/opac/opac.htmlで公開

ネットワ…クニュース

ち.archives.documents.ぢ.books，号.net.misc

メー 1)ングリスト

infotalk‘inetdbなど

パソコンぬ信などでも配布

利用のされ方

インターネットプロパイダと大学など教育機関からの

アクセスが半数をおめる c

インターネットに接続されている図書館は大学図書二館

が多い。

学生の利用が多いのでは?

(学術情報センターを手IJ吊できない懸か?) 

に所蔵・書誌確認に使われている

閣議:館日銀や書誌情報が自由に検索できる事へのニー

ズは高い。

リスト掲載後はその盟書館へのアクセスが増加してい

る。

今後の課題と計画

安定した情報提供を続けていくべきか?

人事呉動があっても作成を続けられるか?

WWWサーノfの客室f呆
作業時間 etc.

英語版の整備

'情報交換用のメーリングリストの立ち上げ

語審原生生物と日本産アリ類の京域画像デー
タベース

月井土佐ニベ水原 意*1 鵜)11義弘*2

(本!法政大学第一教養部生物学研-究室，的農業生物資源

研究所遣法資源第二部 DNA管理情報科)

われわれは，生物学における学術'情報の公開・共有を

自的として，日本産アリ類，および原生生物に関する画

像等をデータベース化しネットワーク上で公潤する活動

を続けている O

f日本産ア 1)類カラー酒{象データベースJ(http://www.dna. 

affrc.go必!htdocs/Ant.WWW !htmls/index.htmJ)は日本蟻類誹

究会との共同によるもので，アリ生体標本のカラー

，撞の記載，都道府県加に調査した各種ごとの分布

データ等をデータベース化している。「原生生物情報サー

バJ(http://133.25.20.31/protist.html)は，各地の原生生物研

究者が制作した画像等を収集し，研究素材データベース

としてて公開している。

間像はいずれもスライド等をフォト CD1としたものを採
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mしている O これらを JPEG圧縮した後，画像の解説等を

含む ht誠ファイルから呼び出して閲覧できるようにした。

現在までにア 1)類については258撞， 588枚の商像と分

類学的記載データを，原生生物については， 115種， 2，120 

枚の簡後と分類情報をデータベースイとしている(ファイル

総数 21，000余)。

ア1)，原生生物ともに日本語版と英語版があり，アク

セスは国内外を間わずに数多くある O ちなみに生物資源

研の UNIXサ…パにあるアリデーターベースへのアクセ

スは80，000ファイル/月に達し，その半数以上が海外から

である O アクセスの増大に対応して，他大学・研究所に

ミラーサーバを計12台設置した。各ミラーサーバのデー

タ吏新は独自に調発した自動更新システムによって行な

われている。

各サーパが公調されていることの公告は，当初，

Internet上のディレクトワサービス等への登録によって行

なった。その後，いわゆるサーチエンジンが登場して，

サーバのテキストを収集じ全文検索できる体制が整って

きた。現在は，世界の主要なサーチエンジンからア 1)， 

原生生物両方のデータベースの内容が検索できる状態に

なっている O 日本語による全文検索も可能である (http://

www.goo.ne.jp/index.htmI) 0 

ゆくゆくは問種のデータベースが他の生物でも構築さ

れることが望ましいが，それをmlむ要因としては，この

ような活動が研究業績として認められない等の評価体制

の欠如があげられる。しかし， Internet全般では，士替え続

ける情報提供に対して，有用なものを選別して科用者に

紹介しようとする詳細の動きが起きつつある。アリと原

生生物情報サーバについては，雑誌や書籍，新聞等で紹

介され，一般のレベルでは科学分野の情報提供として高

い評価を得ている。

また，アリデータベースは，構築当初から学術商での

評価も高く， 1994年11月に文部省学術'Ij!f報課でデモを行

なったほか， rユニパーシティ・ミュージアムの設霊につ

いてJという学術審議会の報告書(1996)の中では，東京大

学の総合研究資料館と並んで，学術襟本間像データベー

スのモデルケースとして紹介されている。

このほか，データベースの内容を CD-ROM化して一般に

無償配布している。これは，1)通信速度の遅いネットワー

ク経由で問後データベースを利用するのは不便である， 2) 

とくに小中高校などの授業で生徒が一斉にネットワーク経由

で利用するには無理がある， 3)現状ではネットワークを利

用できない人も大勢いる，などの問題をクリアするために始

めたものである。データを提供する側にとっても，サーパへ

の必要以上のアクセスを減らすことで負荷を軽減できるこ

と，そしてなによりサーパのパックアップになる等，有用な

点が多い。 CD-ROMiまMacintosh，Windows， UNIXにマルチ~対

応、したハイブリッド瓶を製作した。

自己布は郵送費を節約するために，グループ記布に協力

してもらっている。アリ類 CD-ROMは1，000枚余が配布済

みで，原生生物 CD-ROMは第一版1，000枚の配布がすでに

完了し，昨年12求に制作した第ニ版はこれまでに293人宛

に2，651枚を配布している(1997年3丹14日現在)。

配布先のほとんどは，研究者，および小r:t高校の教員

である。中でも，中高校は各都道府県ごとに研究会・研

修会等の組織ができており，それらの綴織から

が届いている。このため配布は松織の代表者にまとめて

送付し，各組織内でボランテイアによる配布が行なわれ

ている。第二版はこれまで、に小中高校教員77人宛に1，358

枚を配布したが，その大半は各地底の小中高校に l枚/校

単位で艶布されている模様である。その結果， CD-ROM 

の記布は，中高校の教員から教材として有用であるとの

反響を得ており，今後このような形での教育分野への情

報提供が増えると予想される O

[グループ，個人作成ヂータベース，サーバ](午後の部)

議ライフサイエンス埠語データベースの構
築と公開サービス

金子鴎可(京都大学・

生命科学(LifeScience)は基礎罷学，臨床!翠学，

生物学，物理学などに大別された上で細分化されている

学問諸分野のうち，生命現象の解明にかかわる部分を抵

括する学際領域として捉えられる。生命科学に関連する

学術用語のほとんどは英語として発生したものである

が，わが屈においては学会研究組織等においてそれぞ、れ

独自に訳語が規定されている O これまで，電子メディア

で活用できる電子辞書はきわめて少なく，進展の著しい

この領域にあって，従来の辞書編纂の手法で作られてき

還し 緩務機伊紗)

た用語集では内容的に不足や不備が多い。

そこでわれわれは，電子化された英語の論文抄録等の

統計解析にもとづいた詩句の選択を行ない，その訳語と

ともに品詞， I:I:¥J:晃額度，別法，用部，分聖子，注釈などの

情報をi託銀することによって 生命科学の分野を網羅す

る学術用語のデータベースを制作した。さらに，生命科

学の教育研究にl恕してこのデータベースを実用的システ

ムとして5量もが使用できるよう， Internetあるいはパソコ

ンで使う各種の電子辞書と辞書ツールを開発した。

用語収集の方法として最も特徴的なのは， MEDLINE， 

BIOSIS， Current Contentsなどの論文抄録情報を素材とし

て詩句の出現顔度を共起表現とともに解析し，その結果

にもとづいては万2千語の単語および複合語を抽出した
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3，000件のアクセスがあり，その70%をor.jpドメインから

のアクセスがおめる。本マニュアルでは全文検索を用

しており，利用率は 5~7%であるが，最近増加の傾向

にある(図 2)。これは，マニュアル自体が500KBと

になってきており，必要とする情報を索引から探しにく

くなってきたためだと考えられる C また，本システムが

持っている最新情報の自動受付システムへの情報の登銭

は， Netscape Navigatorのパージョンアップが頻繁に行な

われた1996年哀をピークに毎逓平均 5件程度の笠録があ

るo これらの最新靖報は，マニュアルとは別の URLから

参照でき，参照E容は40%(対マニュアルトップページアク

セス罰数)に達し，ユーザ、の貴重な'1青幸町原となっているこ

とがわかる。関 3に登銘と参照率の関係を示す。問中の番

号は NetscapeNavigatorの新パージョンが公開された時期

とパージョンを示す。関 4(立，情報提供者の分類を示し，

ほほ半数の人は 1回の情報提供にとどまらず 2間以上，

最新情報を認供する 1)ピータであることがわかる。

今設は，このような統計A情報をi脊報収集と情報提供に

穣緩的に活用し，情報の自動収集と自動提供を可能とす

るシステム作りを行っていく予定である。とくに，デー

タベース管理者の負担を減らし.かつ，最新情報を利用

35O.txlO 

主的(貰)0

点、にある O 現在までに，その中から出現頻度が高く生命

科学の教育研究に必要と患われる学術用語の 4万8

の英日対訳を規定するとともに，罰究報告の英作文に参

考となる 1万 5千文の英文例を収集したC これらは品

詞，意味情報，解説などとともに正規化ファイルで構成

されるリレーショナルデータベースに収録した。

このデータベースの実沼化としては，学生や研究者が

ちにコンピュータで利用できるような電子辞書や検索

エンジンを開発してきた。 WebLsdは， W W Wブラウザ

での英和・和英・用例の検索を可誌にした Intemetサーバ

であり，利用者からの意見を書き込むことができ，

されたデータベースにもとづいて頻繁にデータを更新で

きる。

また， W W Wのインタフェイスを活用した独自のリア

ルタイム辞書:検索システム EtoJおよびEtoJV ocabu laryを

考案し，各種の翻訳サービスを行なっている。これまで

に制作した S種類のオンライン検索サーパと20数種類の

パソコン用辞書および自動翻訳ツールは， Intemet上です

べて無償にて公開している (http://lsd.pharm.kyoto輔 u.ac.jp/

index-J.htmO 0 また，のべ21名の碗究者による 2回のモニ

タ作業と， 60名から問答を得たアンケート調査を行な

い，誤りの最少化と利用者からの意見の反映に努めた。

や研究者がこれらを利用することで，かな漢字変

換，英和/和英辞書検索，スペルチェック，用例および

吊法の検索などが効率化でき ひいてはわが悶の生命科

学の発展に寄与できるものと考えている。
工時.α)0

ヨ1.0α)

苫Xl，txlO

150.明。

l収入似lO

本研究は，文部省科研費基按研究(BHインターネット

における電子辞書利用システムの開発jおよび研究成果公

開促進費(データベース)の助成によって行なわれた。
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Macintosh用 WW Wクライアントマニュアル[1 ]は，

Macintoshで動作する WWWクライアント (Netscape

Navigator， Intemet Explorer， Macintosh Web， NCSA Mosaic 

等)を利用するための最新情報をパグ情報や抗acOS関連

情報とともにまとめたものである。 1994年 8月に電子技

術総合研究所内専用のマニュア lレとして配布したのを

きっかけとし，所外にも NetNewsや anonymosFTPに

よって 1994年8月から公開を開始した。 1994年12月から

は羽崎明f上でテキスト形式のマニュアルとして記布を開

始し， 1994年3月7阪からは HTML1ヒするとともに，常

に最新の'1育報を提供している O

統計を取り始めた1995年 8月から現在(1997年3月)ま

でのトップページに対するアクセス間数は約百万件であ

る(関 1) 0 1997年3月現荘， トップページに対して毎週約
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メーリングリストを利用することにより， Virtual 

Societyとして地域・組織・分野を横断し， Speed面とし

てリアルタイムに全員にメールで間報， Low Costな点と

して電子メールを利用し安値に情報交換をすることが可

能ですO

INETDBメー 1)ングリストでの実際の情報のやり取り

として， 1997年 2~3 月までの参考例を以下に列挙しま

す。一月あたりのメールのやり取りは平均90通程度で

す。

PHSの規格，週刊誌・雑誌の DB，ピフィズス菌に関す

る文献調査， OPAC一覧， FAX情報サービス産業， E嶋

mailアドレスの探し方， 2α∞年時題，化合物の毒性・

全性の DB，歯学関連の学術雑誌，電子関書館システム

メーリングリストの管理者の仕事としては，流通内等

のチェック・鰐い合わせの応対・エラーメールの対処・

参加者管理があります。運用コスト面では，商用サ…ピ

スを利吊しているので，メーリングリストとホームベ

ジの利用料に年間 6万円程度の支出があります。

INETDBメーリングリストの現荘の問題点としては，

大規模になると特定のテーマに絞れない，過去情報の活

用が上げられ，改善していく予定です。今後は， WWW  

とE-mailを組み合わせた形で、の情報共有システムを採用

してゆき，いくつかの特定分野を独立させ，電子ジャ

ナルを発行させていく計画です。
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重量パソコン 1台ではむめる Internetサーバ
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パソコンといえども今や200MHzを超える速度で CPじ

が動く時代である O それゆえ パソコン 1台で Internetの

サーバを運浴するといってもさほど鷺かれる方はいない

と思う。しかしなカfら， Internetのサーバにで、きるパソコ

ンというのは，何もハイエンドの最新のサーバ用パソコ

ンだけではない。私は過去2年半にわたって，入fllj捻と

して売られていた本体錨格10万円強のパソコン (Macintosh

LC475)を使って Webサ…パを運用してきた。このような

パソコンであっても 1日l万ヒット程度のアクセスを

難なくこなしている o Webサーバの基本的な処理はシン

フ。ルなものであるし，また Internetのサーパであれば，白

木のネットワークの状況が幸いして，要求されるデータ

の転送レートなどは CD-ROMからデータを読み込む場合

より小さいものなのである。また， Webサーバに関して

いうなら，サーバソフトウェアの立ち上げも設定も簡単

である。つまり，どんなパソコンであっても，ネット

ワークにつながってさえいれば，情報発信の手段になり

うるのである O

パソコンであれワークステーションであれ，サーパ自

体は情報発信・共有の道呉にしかすぎない。その道具を

いかに使いこなすか，が重要である。パソコンでサーバ

者から積極的にフィードパックしてもらえるシステムを

目指す予定である。

参考 URL:

[ 1 J http://www.etl.go.jp!peop1e/yamana/www-c1ients-for-mac.htm1 

議InternetDatabase Forumの運営
平山勲(InternetDatabase Forum運営資任者)

Int匂巴rnηηetDaぽta幼bas将巴 Forum(はINI巳~TDB) と{はま， Internet上で利

吊できる各麓データベース・情報源に関する靖報交換を

するフォーラムです。対象分野をどジネス

特許，図書・雑誌・新開，科学技術等で.さまざまな分

野の情報が行き交います。

INETDB は， 1994年 7月頃からメーリングリストがス

タートし，ホームページや研究会・ワークショップがあ

ります。

メーリングリスト

ホームページ

研究全11 il.--r7 

1，445名の参加者(1997年 3月時点)

http://www.inetdb.org 

ドキュメント勉強会・ビジネス情

報ワークショップ等
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を運用することのメリットは， 会使うための余分な

聞がかからない点にあると私は思う O また，ホーム

ページに代表される情報の中身(コンテンツ)を気軽に作

成・編集できる環境としてパソコンが優れていること

は，多くの入が認めるところだろう C このフットワーク

の軽さを活かすことが，パソコンによるパーソナルサ

パの活用のポイントである O

筆者の場合は，当初は自分で作成したホームページを

どんどん掲載していたが そのうちページの作成などの

時間も思うようにならないj犬況になってきたので，

室システム (BBSあるいは掲示板とも呼ばれる)を CGIで

作成し，現在はこれをや心に据えている O ブラウ-IJごを

使って書き込んだ情報が即座にページになり，またそれ

に対して後から次々とコメントが付けられる仕組みを患

いることで，私からの情報の提供も楽に行えるし，ま

た，サ一パにアク》とスしてくださつた多くの方からのi
も?詩号ることがて、きるよう;にこなつたO 翠名での参加を認

め，なるべく気軽に書き込みが行えるようにしている O

このような， Webサーバを情報掲示の手段からコミュニ

ケーションの場という方向に発展させることは，おそら

くこれからの Webサーバ利用法の中心的な方向になって

いくであろうと考えている。

コミュニケーションの場として情報が蓄積されてくる

と，間窓になるのは，必要な情報をいかに見つけやすく

するか，ということである。これは現在の Internetの問題

としてよく指摘されることでもあるが，それと同じ問題

が個々のサーバにおいても起こるc 静的な情報であれば

ページの講成や 1)ンクの構造によって'1官報を整淫するこ

とも可能であるが，会議室のような日々書き込みがある

ようなものはこの方法では追いつかないっ筆者のサーバ

の場合，会議室の発言(ページ)を含めると，会ページ数が

仁000弱になっている。そこで，自分のサイト専用のサー

チエンジンを導入した。 Webサーバとは別のパソコン(こ

れも入門機)でサーチエンジンを動かしておき，このサ

チエンジンの Robotが毎日夜中に Webサーバの全ページ

にアクセスして検索用のインデックスを更新するように

なっている。アメリカ製のソフトのため検索;こ 8本語が

使えないなどの欠点はあるが，検索速境は速く十分使い

ものになる O このようなパーソナルサーチエンジンの活

用は，個人ベースの情報発信をより高度{とするのに有効

であると考える。研究者仲間の個々のサーバをパーソナ

ルサーチエンジンを中心

開させたいと患っている。

*補足

させるといった方向へ展

イトは http://mtlab.ecn.fpu.ac.jp/

Macintosh LC475 36M + System 7.6.1+ JLK -C: WebSTAR 

というソフトウェアを用いて Webサーバを運用。

-サーチエンジンとして用いているのは Phantom

(MaxumDevelopment)というソフトウェアである O

議オンライン投げ込み式ヂータベースの作成
大山晃弘(アロカ株式会社研究所)

1.はじめに

商用パソコン通信の NIFTYSERVEのバイオフォーラ

ム(FBIO)は，医学・歯学・薬学・理学・農学・工学・情

報科学分野などで学際的に行なわれるべき生命科学関連

の研究を支援するためのフォーラムである。その活動の

1っとして， FBIOの第10番会議室は DB構築会議室とし

て開設されており，そこで業者データベースと会湯デー

タベースを作成している。これらはブオーラムへの参加

者がそれぞれのデータを持ち寄り，データベースを作成

するという方法がとられている。

2.作成データベース

(1)業者データベース

このデータベースは主に生命科学関連の研究の活動を

支設する目的で作られてお札実験動物，試薬，機器な

どに関連する業者を集めている。データは業者の取扱品

目，連絡先等が示されてお札現在データ数は438件あ

るc

また，海外メーカーの代理rgを示した代理由データ

ベースもあり，データ数は451i;!ニある。
(2 )会場データベース

学会などで用いられる会場を集めたデータベースであ

り，その会場へのアクセス方法，連絡先，会場内外部の

をする場所等のデータを集めている。現在

データ数は21件であるが，それぞれのデータは学会の案

内には記載されていないようなユニークな情報が示され

ているc

3，データベース作成法の特急，問題点等

パソコン通信や Internetの不特定多数のメンバーから

データをこ集めるオンラインに投げ込み式のデータベース

方法の特色，問題点等をあげる。

(1) 

・データ提供者の接点でデータが作成されるので，各

データに特色がある C

( 2 )問題点

・データ提供者数が少ないので，データが集まりにくい0

.データの更新方法の検討が不十分である C

( 3 )今後の予定

・ホームページの宣伝ーなど幅広く知ってもらい，データ

を充実させる C

-検索機能を追加する。

タベ…ス，会場データベース URL

http://www，asahi但net.or.jp(sz5a-ooym/
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議NIFTYFBIOのデータライブラ 1)の講築
石井留雄(レスペケミカル株式会社化学部)

1)商用パソコン通信サービスである NIFfYSERVE内

で活動する Bio-Netバイオフォーラムは， 1989年にフォー

ラムを開設したO フォーラムの主旨は，全留に散在する

監学生物科学系研究者のネットワークを組識し情報交

換・討論・共同研究の構築を通して，研究活動を支援す

るための Bio叩 Net構想、にもとづいている O バイオフォーラ

ムは，学際的な生命科学関連の研究者を支援するための

ネットワークであり，オーブンな情報提供の場を自的に

運営されている O バイオフォ…ラム内に構築されたデー

タライブラリには，研究関係の情報やオンラインソフト

ウェアなどが整理分類されフォーラム会員へ公開されて

いる。

データライブラリの構成

1. Bio-Net研究支援プログラム (DOS川Tindows)

2. Bio-Net研究支援プログラム (Macintosh# 1 ) 

3. Bio-Net研究支援プログラム (Macintosh# 2 ) 

5. JCRB/RCB 研究資材パンクからの案内

6. Bio-Netデータベース

7.プロトコル・レポート・レピュ

8. FAQと

2 )バイオフォーラムのデータライブラリの維持と保守

管理に関しては，データ登録のガイド，オンラインソフ

ト登録のガイド，データライブラ 1)の基本的な使い方と

してガイドラインイとされており，フォーラム内のお知ら

せにて広報している。データライブラリには，会員の研

究活動を支援するオンラインソフトウェアが，プラット

フォーム加に分類され最新版の入手ができるよう努力し

ている O ソフトウェアについては，原作者によるオリジ

ナルソフトウェアの公開や Internetからの収集による会員

からのアップロードカfある O テ。ータライブラリを円i骨に

管理し保守する指擦として，告主規定したオンラインソ

フト登録のガイドラインにしたがって作業をしている O

一般的な手順として，複数のシステム環境での動作確

認，ウイルスチェック，必要に応じて原作者への問い合

わせ等を行なった後に，電子会議室内で広報してデータ

ライブラリにて公開している O

データライブラリ利用ガイドラインなどのお知らせ

1. 96/09/29オフラインへの補助ご案内

2. 95/09/，郎通信では危険な記号と文字

3. 95/09/07電子会議室の使い方(読み方)

4. 95/09/07電子会議室の使い方(書き方)

5. 95/08/20 オンラインソフト登録のガイド (DOS/

Windows) 

6. 95/08/13 Bio-Netバイオフォーラムのご案内

7. 95/08/13 FBIOからの転載条件

8. データ登録のガイド

9. 95/08/13バイオフォーラムにおける実名登録の基準

10. 92/07/31バイオフォーラム利用ガイドライン

11. 92/01/16データライブラリの基本的使い方{補足}

12. 91/09/13オンラインソフト登銀のガイド (Macintosh)

13. 90/12/02データライブラリの基本的使い方

(DOWNLOAD) 

3) Bio同 NetノTイオフォーラムについては， Webにでも

案内しているのでぜひご覧を願いたい。

http://www.niftyserve.or.jp/forum/fbio/ 

また，オンラインソフトウェアの最新版の検索に便利な

Webページを作成したので参考にしていたければと患

っO

http://www.pluto.dti.ne.jp(toishii/soft.html 

第 8盟呂本コンビュータサイエンス学会学術集会のご案内

第8回日本コンピュータサイエンス学会学術集会を下記の日程で関慢することになりましたので，お知らせ

いたします。一般演題の応、募，プログラムの詳細等につきましては，学会ホームページ(http://www.jacs.org/)と

サーキュラーにでご案内いたしますので，ご、参!誌のj二ご参力告のほどお願い申し上げます。

関催概要

会 頭水島洋(国立がんセンター研究所がん情報研

究部がん診療支譲情報昧究室室町)

{期 B]

王子成 9年10月17B (金). 18日(土)

[j揚所]

国立がんセンター内，悶際交流会自ij~ 他

'TI04 東京都中央区築地 5…

(地下鉄日比谷線東銀庫駅下車3分)

[陪い合わせ先]

電子メール:meetings@jacs.org 

つrEL: 03-5550-2020， FAX: 03-5550-2027 
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話本コンビュータサイエンス学会学術集会の開催記録

第 1閉コンピュータサイエンス研究会

法矯尚宏組織委員長

1994年2月20B(日曜日)

東京都立食品技術センタ…(東京都千代田毘)

第2回百本コンピュータサイエンス学会学術集会(第 l鵠総会開持際催)

法橋尚宏会頭

1994年8月28日(日曜日)

フィルム(株)東京本社(東京都港区)

第3回日本コンピュータサイエンス学会学術集会(第 2@]総会開時開催)

i潟山昭彦会頭

1995年 2 月 25 日(土曜日 )~26 日 (B 曜日)

科学技術館サイエンスホール(東京都千代田臣)

第4回日本コンピュータサイエンス

初1lE13洋一郎会頭

1995年9月2臼 日)~ 3 B (双眼日)

明治記念会舘(東京都港毘)

(第3田稔会開時開催)

第 5@]日本コンビュータサイエンス学会春季学術集会(第4回総会問時開催)

i也司俊也

1996年3月24日(臼曜日)

居立がんセンター研究所(東京都中央底)

第6四日本コンピュータサイエンス学会学術集会(第 5回総会同時期鑓)

1996年8月31B (土曜日)~ 9月 1日(日曜日)

間際展示場東京ピックサイト(東京都江東区)

第?罷日本コンピュータサイエンス学会若手季学術集会

鵜)11;義弘会頭

1997年3月21日(金日露日)

農林水産技術会議事務局筑波事務所農林ホ…ル(茨城県つくば市)

第8回日本コンピュータサイエンス学会学術集会(第 6民総会開時開催)

水島洋会頭

1997年10月17臼(金曜日)~ 18 B (土曜日)

居立がんセンタ一部究所(東京都中央毘)にて開擢予定

日本コンピュータサイエンス学会学術セミナーの需催記録

第 l回日本コンピュータサイエンス学会学術セミナー

テーマ:Macintoshによるブレゼ、ンテーション入門

日時:1996年 4月28日(日曜日 )9:00~17:00 

場 所:東京マタニティー・クリニック S階コンピュータサイエンスホール(東京都渋谷区)

締:法橋尚宏(東邦大学医学部)

79 
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第 2囲日本コンビュータサイエンス学会学術セミナー

テーマ:Macintoshによるデータベース構築(初級編)とインターネットの WWW構築

日時:1996年5月26日(日曜日)10 : OO~ 17 : 00 

場 所:東京マタニティー・クリニック 5階コンピュータサイエンスホール(東京都渋谷区)

師:法橋尚宏(東邦大学陸学部)

第3閲日本コンピュータサイエンス学会学術セミナー

テーマ:必ずできるインターネットへの接続，ネットサーブインの実際

日時:1996年 6月23臼(B曜B)13 : OO~ 16 : 00 

場 所:農業生物資源研究所ジーンパンク 2階(茨城県つくば市)

講 師:鵜JI¥義弘(農業生物資源研究所)，竹接正隆(東海大学医学部)

第4回B本コンピュータサイエンス学会学術セミナー (MACWORLDExpolTokyo '97同時街催)

テーマ:研究室での Macintosh

日時:1997年2月22日(土曜日)10 : OO~ 16 : 40 

場 所:日本コンペンションセンター(幕張メッセ)国際会議場 l階会議室(千葉県千葉市)

部:鵜JII義弘(農業生物資源研究所)，竹腰正経(東海大学医学部)，柳田洋一郎(東京マタニティー・クリニッ

ク)，金子罰百](京都大学薬学部)，大泉太郎(慶謄義塾大学医学部)，池田俊也(慶躍義議長大学医学部)

第 1由および第 2間の学術セミナーに関しては，記録ピデオテープと講義に使ったテキストを甑売いたしております。お

問い合わせは，東京マタニティー・クリニック (FAX.03-3404同 1596)へお願いいたします。

日本コンビュータサイエンス学会役員会の開催記録

第 l回役員会

1994年 8月28B(日曜日)9 : OO~ 9 : 30 

第 2回日本コンピュータサイエンス学会学術集会会場内事務局にて

第 2間役員会

1995年 2月25日(土曜日)18 : 30 ~ 19 : 30 

第3間日本コンピュータサイエンス学会学術集会会場内ホール控室にて

第3由役員会

1995年 3月4日(土曜日)14 : 00~20 : 00 

慶応義塾大学医学部qJ央線 51絞セミナールーム lにて

第4囲役員会

1995年 9月2日(土曜日 )18:00~19: 00 

慶応義塾大学病院新棟11階中会議室にて

第 5回役員会

1995年12月15臼(金曜日)19:00~24: 00 

東京マタニティー・クリニック 5階コンビュータサイエンスホールにて

第 6回役員会

1996年 l月6日(土曜日 )19:00~23: 30 

東京マタニティー・クリニック 5階コンビュ…タサイエンスホールにて
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第 7盟役員会

1996年4月178(水曜日)19 : 00~22 : 00 

東京マタニティー・クリニック 5階コンピュータサイエンスホールにて

第8聞役員会

1996年7月20日(土曜日)18 : 00~22 : 00 

遠藤・高場総合法律事務所2階会議室にて

第9回役員会

1996年9月 18 (日曜日)9 : OO~ 9 : 25 

東京ピックサイト会議棟6踏会議場604窓にて

第10囲役員会

1997年3月21日(金曜日)12 : OO~ 13 : 00 

農林水産技術会議事務局筑波事務所2階第一会議室にて
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ISSN1340-7732， ISBN 4-900935-52-2 
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パックナンバ…の購入は， (財)日本学会事務センターにお問い合わせください。また， (株)アトムス (FAX.03-3813-6432)

からも一般向けに販売されています。

p学 術 開 録 集学術セミト抄録集の新記録

@第 l盟コンピュータサイエンス研究会抄録集

1994年2月20臼発行，定価1，000円

@第 4回B本コンピュータサイエンス学会学術集会抄録集

1995年9月2日発行，定価3，000円

上記のパックナンバーの購入は，東京マタニティー・クリニツク (FAX.03-3404-1596)にお問い合わせください。

@第4回日本コンピュータサイエンス学会学術セミナー「研究室での MacintoshJ抄録集

1997年 2月228発行，定価3，000丹

ISBN 4-900935θ8心

上記のパックナンバーの購入は， (株)アトムス (FAX.03-3813司 6432)にお問い合わせください。
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日本コンビュータサイエンス学会会期

第 1章 総別

第l条 本会は， r日本コンヒ。ユータサイエンス学会」と称する。

英誇表記は， Japanese Association of Comput巴rScience (略称

JACS) とする。

第2条本会の本部を大学，病医院，研究機関内に援く。

第 2霊童 自的および事業

第3条本会は，医学・看護学・歯学・薬学 -1文学・ j虫学・工学:

に関連する幅広い分野において，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隠して，分野のt~ー

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，議論を三重ねてその成果を公表

していくことにより，お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展をめざしている。

第4条本会は，第3条の日的を達成するために次の事業を行な

。
、
司
ノ

第5条 国内の学術集会を年 llID以上[J前後し，そのうち 1問は総

会をあわせる。

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

図以上刊行する。論文誌に関する規定はyJIj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

なうための綴織を置くことができる。

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

本会の目的に賛同し会の活動に参加する企業

あるいは箆イ本

3.協賛会員

本会の行なう事業を援助する個人および卒業

所

4.名替会員および功労会員

本会の運営，事業について特に功綴のあった

正会員

第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，文書をもって事務局;こ

申し出ることとする。その!努，既約の会授は払い災ししない。特

別な理由なく会費未納 21ドを絞た場合は，脱会とみなす。

第11条 会員がこの会の名若手を傷つけ，また本会の目的に反する行

為のあったとき，役員会の議決をへて理事長がこれを除名できるc

第12条会員は次の場合その資格を失う。

1.送会

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 4j震役員および職員

第13条本会に次の役員を置く。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 O

1.理事長

2.常任理苦手

3.理事

4.監事

l名

若子名

5 ~10名

若二子名

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惹くことができる。

第16条 法事長は本会を代表し，会務を総括するo 'm-1壬攻守iiま主主

主~lの Iゃから理事長が委託する。役員会は，理事(型J!5Jff毛，常任:fiH

苦手を含む)で構成し，監事および挙務局長は出版し発議すること

カfできる。

第17条役員の任期は 2年とする。ただし，重任は妨げない。

第18条本会の事務を処理するために職員をおくことができる。

職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章会計

第19条本会の経費は会員よりの会費，卒業収入，得付金および

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，理事長と絞溜担当翌日惑が必依し

あたる O

第21条会計状況について，監事が年 1間以1:-.1治資を行ない，役

員会および総会で報告する。

会~22条会授は年額 l 日それぞ、れ友会員7 ， 500円，賛助会n

30，000内とする。協賛会員の会費については，その都度湾!事長が

定める。名誉会員の会授は徴収しない。

第23条本会の会計年度{ま月 1日に始まり 12月31日に終わ

る。

第6章会議

第24条理事長は学術集会開催時に定例役員会を召集する ι ま

た，理事長が必要と認めた場合，または役員のlβ以上が1変ょjとし

た場合は，臨E寺役員会を開催する。臨時役員会については惑い

ネットワーク上のオンライン会議室での開催も可能とする

第25条役員会は役員のlρ以上の出席により成立する(委任状

をもって出席に代えることができる)。役員会は総会において

決すべき事現，および本会の業務に関して玉虫率主主が必要と認めた

事項について審議する。役員会の議長は理事長とする。

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い。

1.浬事長の;永認

2. 会nリの変1J.i:
3. 報告および収支決算に泌する事項

4. ごjf業計画および収支二子:t;=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.理事長選任給来

2.役員選任結果

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，役員会において必要と認めた宅再現

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。
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第四条 学術集会の主幹を会頭と;f;j;し，役良会が会頭を選任す

るO 会頭と役員は協力して，学術集会の運営を行なう。

第32条選挙に関する細刻は別に定める。

第 8章その他
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第7主主 理事および監事の選挙

努BO条理事および盤奈は選挙によって選任され，選挙は会員に

よる郵便投票とする。ただし，当衝は必望号に応、じて岩子名の理事

長推薦潔苦手を置くことができる。

第33条本会の遂営に関する細則は，加に定める鏡定による。

第34条本会則に定めのない事項，疑義の主主じた条項について

は，その都度役員会にはかり，対処するものとする。

前t~1j第31条 lE会長は{也の正会員 2名の捻薦があれば溜率および致事

に立候補できる。立候議申請の様式l土事務局で定める。ただし，

玉虫事およびト監事に立候争議するものは，その1義務のために電子メー

ルアドレスを持つことにする。

l.本会の本部を東京マタニティー・クリニック内(〒151 東

京都渋谷区千駄ヶ谷 1-20-8) ，事務局を(財)日本学会事務

センター内('1'113 東京都文京区本駒込 5-16-9)に震く。

1996・1997年度自本コンピュータサイエンス学会役員一覧

理事長 法橋尚宏(東京大学法学部， naohiro@hohashi.org) 

常任理事 池田後也[関際情報担当](慶磨義塾大学毘学部， shunya@st.rim.or担)

鵜川義弘[電子出版担当](農業生物資源研究所遺伝資源第ニ部， ugawa@disc.dna.a飴cεo.jp)

鈴木康生[庶務担当日牛久愛和総合病院麻酔科， PDF0211O@niftyserve.or.jp) 

[財務担当日牛久愛和総合病院小児科， dk7y北 s@asahi-net.or.jp)

竹腰正隆[学術担当日東海大学法学部， mtakekos@is.icc.u-tokai.ac.jp) 

水島 洋〔広報および関際i脊報担当](関立がんセンター研究所がん情報研究部，加凶zushi@ncc.

go.jp) 

理事 石井留雄〔編集担当](レスベケミカル株式会社化学部， toishii@po.iijnet. or伊)

伊藤雅彦(由時医療福祉大学臨床霞学センター， itohm@gem. bekkoame.or.jp) 

大泉太郎(慶寵義塾大学援学部， taro@vuni.or伊)

加部一彦(東京女子陸大母子総合医療センタ一新生児部門， SDI00167@niftysereve.or伊)

児玉 充(NTTマルチメディアビジネス開発部， kodama@mbd. ntt.jp) 

関山昭彦(鳥取大学涯学部， suyama@grape.med.tottori-u.ac担)

田昌紀(株式会社松下電器産業マルチメディアシステム研究所， hoshida@trl.mei.co.jp) 

米i幸保雄(茨城大学大学院理工学研究科，大阪大学榎限科学研究センタ一様限技術応用部門，

yonezawa@lifeOl.dse.ibaraki.ac. jp) 

監事 田中秀一(遠藤・高場総合法律事務所， shuuichi@pis.bekkoame. or伊)

顧問 遠藤鼓哉〔コンピュータ著作権担当日遠藤・寓場総合法律事務所)

田中公威(株式会社陸療文化研究所)

田中新吾[会計担当](問中新吾税理士事務所)

酉尾安裕[広報担当日ニッポン放送事業開発烏金歯開発部， ymshio@kw. netlaputa.or. jp) 

細川 啓(株式会社アタラシ総合企画部・情報部， NIFTY SERVEバイオフォ…ラム (FBIO)マ

ネージャ， SDI00733@ niftyserve.or担)

柳田洋一郎[学会本部およびセミナー担当日底療法入社団慶友会東京マタニティー・クリニッ

ク， yanayy@po.iijnet.or.jp) 

(五十音順)
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編集委員長

副編集委員長

編集委員

日本コンピュータサイエンス学会編集委員

石井留雄(理事)

沼原利彦(香川医科大学， numahara@kms.ac担)

鵜J11義弘(常任理事)

小島清嗣(オリンパス光学工業株式会社バイオメデイカル 1)サー

チセンター， QGB01537@niftyserve.or伊)

藤自信之(留立遺伝学研究所分子遺伝研究部門， nfujita@lab. 

nig.ac担)

法橋尚宏(理事長)

(五十音JII夏)

1997年度「森河賞」について

「森河賞Jは，研究支援用オンラインソフトウェアを対象とする賞です。その名称、は， 1994年2月に不慮の事故死を遂げ

られた森河浮きん(当時・福井医科大学臨床検査臨学講鹿，享年40歳)に由来します。詳しくは，本誌1996年第3号第 l

98ページをご覧ください。

今年度の「森河賞」は，商用パソコン通信ネットワ…クの NIFTYSERVE上に開設されてる FBlO()，¥イオフォーラム)の

有志の方々の審査によって決定されました。受賞作は，石坂 智さんによるグラブ作成ソフトウェアの Ngraphです。本

作品は， MS-DOSパージョンの時代から定期的に改良され，現在では Windows対応版が中心となっています。このソフ

トウェアはきわめて質の高いグラフを容易に描くことができ，多くの研究者のためのグラフ作成に貢献しています。ま

た，こまめなパージョンアップによって絶えず改良されています。さらにインターネット時代らしく，専用のウェブペ

ジ(http://www2e.meshnet.or.jp(isizaka/)によって利用者の意見を受け付けています。 1997年6月現在，パージョンは/319x 

(ng60bI9x.!zh)で，本稿が出版される頃にはパージョンが変わっているでしょう。これ以外に，アドイン・プログラムの

nad60b18.lzhや外部ドライパの ned60bl9.lzhもあります。

また，石坂さん偲人がこまめに維持されてることは，ウェブページのよくある質問集(FAQ)からもうかがうことができ

ます。また，作成されたグラフの質の高さから「森河賞Jにふさわしいと判断しました。ちなみに石坂さんは，

研究所に勤めていられる研究者です。説賞として FBlOへのフリーアクセス権 l年分と森iiiJi手君追悼集が贈られました。

ちなみに過去の受賞作は 1由自が広島大学の讃岐美智義さん， 2回目が大阪大学の三木寵正さんで，いずれも Macintosh

用のソフトウェアでした。今閉は初めてWindows用のソフトウェアが受賞しました。今後の動向が楽しみです。なお， r森j可

賞jの選考にはどなたでも参加することができます。NlFTYSERVEのFBIOの会員であれば候補作の推薦や審査に加わること

ができます。第4四日の「森i可賞Jの選考は1997年11月から行なわれる予定で、す。皆様の参加をお待ちしています。

[森河賞J選考進行役

竹腰正隆(東海大学医学部分子生命科学 2)

QGA00050@niftys巴rve.or.jp，mtakekos@is.icc.uぺokai.ac担
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{巴本コンピュータサイエンス学会の入会方法]

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，学会事務局までお申し込みください。

本年年会費 (1997年 l 月 l 日 ~12月 31 日/学会刊行物を含む)は7，5∞円となります。なお，入会金は無料です。

連絡先〉

ヌ~ヒ

氏

'1主

勤

務

先

自
t 伊品~

東京都文京じま本駒込 5-16-9 (財)日本学会事務センター にお問い合わせください。

TEL. 03-5814-5810 FAX. 03-5814-5820 

"択一一一…"択一一一…艇一一一一"択一一一一叡……一一一総…-

p 日本コンピュータサイエンス学会登録用紙

主義 1 .新規登録 2.既登録(※Oをつけて明記ください)

フリガナ
名

口一マ

男5 男 . 女 生年月日 19 年 月

名 手か

所 麗

所在地
γ 

TEL耐
(内線) FAX. 

イ主 所
γ 

γEし. FAX. 

学会誌送付先 勤務先 . 自宅

電子メール Internet 

通 4関

日
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コンピュータサイエンス

臨本学会誌「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

を広く葬集しております。サイエン

ス領域でのコンピュータの手技，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。

投稿論文募集のご案内
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JJCS 
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-詳細については本誌掲載の

投稿規定をご参照ください。

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。

占人 y

原稿送付先:

つ

/fチソ
、J~

‘ノ v

千113 東京都文京藍本郷2…29-3 U.K.'sピル

(株)インタ…メディカjレ JJCS編集制作室

TEL. 03-5802-5801 FAX. 03-5802-5806 

ιmail jjcs@jacs.org 

日本コンビュータサイエンス学会

Japanese Association of Computer Science 



87 

fコンビュータサイエンス(japaneseJournal of Computer Science，略して JJCS).1の投謂競定

1. ;$:誌の包的

本誌は，日本コンピュータサイエンス学会の学・会誌および論文

言きとして刊行する。本誌は，医学・館学・築学・看護学・理学・

工学・農学に関連する幅広い分野'で診療や研究活動に，コン

ピュータサイエンスを活用してi4iられた成系を分野の枠を超えて

交流させることを目的とする。

2. 本誌誌が歓迎する論文

本誌は，とくに研究滋へのコンピュータサイエンス約手技活用

の実践的5主体的な論文を歓迎する。また陶よい分野で利用が可

能なデータベースやソフトウェアの開発に関する論文も歓迎す

る。本学会は，分野の奥なる研究者が参加する様lli!の学会である

ことを念頭に，目的・対象・内容表現の記述にあたっては，手

技・分野会超えた明i絞さをお願いしたいc

3 投稿資格

深刻として，務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

原稿は手口文または英文とし，別記する執祭姿I史で、指定されたス

タイルにしたがう C

他誌(外国寺ffr誌も含む)(こ発表ずみ，投街中のものはお断りす

る。

5. 校正

受理原綴の芳三雪校正は， I氏自IJとして初校のみとする c

6. 著者の負担は当分の告書以下のようにする。

投稿料:?活字1'0
別1m. : 30郊を筆頭務二者に無料で進呈する。 30斉1¥を超える;希裂

がある場合;こは，下に定める料金表のように務者負担となる O こ

の場合，初校i如こ必ず必姿吉[¥数をのし出ること。

fコンピュータサイエンスJlJ絹IJ{illi絡表

ページ数 100部 200部 300郊

1 ~ 6 36，000 44，000 52，000 

モノクロ 7 ~12 40，000 50，000 60，000 

13~18 44，000 56‘000 68，000 

1 ~ 6 100.000 108司000116‘000 

カラー 7 ~12 104，000 114.000 124，000 

13~ 18 108，000 120，000 132‘000 

.31J捌30部は無料進室市し上げます。それ以上の有料別

総のお取し込みは， 1∞部単位でお願いいたしますc

・ページ数は掲絞論文の総上数です。

-旬li格は税込みです。

そのほか:カラー印織を希望する場合lこは，原則として著者に

実費負拐をお願いする O

7. 箸作権

著作権はコンピュータサイエンス学会に所属する O 論文内容

は，学会のWWW(World Wide Web)ページにでも公表する。現

在，学会のWWWページのURLは， http://wwwぷcs.org/であ

る。ただし，著者はr，~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

利用する権利害事は保有する。掲if&記事内容の交径は著者が負うも

のとする。

8. j変説

投稿原稿の採否は綴集委員会が決定する。訂正を姿議された原

稿は指定期限内に改定しなくてはならない。

[ rコンピュータサイエンスj執筆婆I頁]

原稿は，，*員IJとして，電子ファイルの形でお送りいただきます。

本誌は， Macintoshによる Dτ?により来日Jt!:Zを行っている関係上， 以

下の形式でお送りください。本文，各区J，各表，図設は，それぞ、れ

独立したファイルで{~1r してください。 また，本文・凶・表の中

のフォントは，極力JISコード体系以外のタi悼すゐを使用しないように

してください。文字化け等の確認のため，テキスト.図，表をプリ

ントアウトし， 25争体主予を指定したものを告1-せてお送りください。数

式は MathType(Macintosh)で才並j波を行っていますので， 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。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(128~640MB) を使用してください。本文. [認説は

EDF形式， MacWriteII-J形式，標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添付してください。なお，

Nisus Writer (Solo Writer)については様準のファイル形式でおj去

りください。叡lまえば PICT形式(庄織なし)で保存し，ブリントア

ウトしたものも添付してくださし'0凶←衣のフォントは PSフォント

をご使用ください。

Macintoshで作成した原稿は，本文・図・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，ネf:tJに絞

してください。原則として，本文の手日文フォントは綴明朝体，

欧文フォントは Times，記号ーは Symbolを使用してください。ま

た，本文l'Bl表を含めアプリケーション独自の特殊フォントの使用

は綴カさげてください。 また， Iカタカナ表記で Comput巴rは

コンビューヂですjのように欧文単語前後には半角スペースを挿

入せず1こ， Iカタカナ表記でComputerはコンピュータですJのよ

うにベタ打ちとしてください。

論文の長さは，論文;の場合は，仕上がり 10資以内，短報の場合

;ま，仕上がり 4頁以内をめやすにしています。論文の場合は，

10β00文字以内(図表は 1点につき200字として換算してくださ

い)。

本文のファイルの名前はさ表鎖著者“本文H+投E耳目としてくだ

さい。例 “法機尚宏.本文94/08/28" 英文・和文いずれの投稿に

おいても，英文-手o文iilii方の題名・著者・所属・キーワード・姿

約が必要です。本文の執筆は以下の順序でお苦手きください。

running head (余角20字以内)， 31J制請求先。
手fJ文題名，手口:文事若者名，和文所属，和文キーワード，和文要

約 (600学以内)

英文題名，英文著者名，英文所属，英文キーワード，英文要

約 (300語以内)

本文，務苦手，文獄，凶説

引用文献は本文での引用)般に苦手号をふり，本文中では引用儀所

;こ[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gからは

そのほかとしてください。

雑誌のとき [番号]著者，論文題尽，雑誌名，巻，開始Jf-

終了頁，発行年商!欝.

単行本のとき {番号]箸者，者名，発行所名，発行場所，発

行年

また， Internet上の資源を引用文献とする場合は， URL 

(Unifonn Resource Locator)で表現し，著作権者とアクセスした

日時を記殺してください。
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日本コンピュータサイエンス学会:htや・//www.dna.a鈴c.gojp/

htdocs/JACS/， 1996年l月28Bアクセス

表は l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い。例 “法橋尚宏.表 1" 

閣のファイル名は，筆頭著者.図番の形式にしてください。例

“法橋尚宏.図 1"。なお，画面ダンプは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。写真の裏面に，題名・筆頭著者・図の番号・天地を記入して

ください。

(DOS系(Windows95，Windows NTを含む)の場合/UNIX系

の場合〕

基本的にはよ述の Macintoshの場合に準じますが，1.44MB

(18セクタ)にフォーマットされたフロッピーディスクあるいは，

3.5インチMO(1 28~640MB) をご使用ください。本文，表，図説

はMふWord形式，一太郎形式， DOS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添付してください。図は

BMP形式(圧縮なし)で保存し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…ディスクあるいは3.5インチ

MO(光磁気)ディスク:ラベルを貼って，論文表題，著者名をお

苦手きください。必婆があれば写真:スライドあるいは紙焼。

l京稿打出し:イタリックなどの文字属性を朱書き指定した原稿

打出しを必ず開封ください。悶表の挿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，同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。

送笠韮 フロッピ一等は適当な厚紙などで挟むか，専mのメー

ルバックをお使いください。角 3封筒に保護厚紙を同封し，必ず

街易書留にて下記の送り先にご送付ください。原郊として，お送

りいただいた原稿・メディア・写真は返去Fいたしませんので，予

めご自身でパックアップコピーをお綴いいたします。

送付先:干113東京都文京区本郷 2-2ヲ… 3 U.K.'sピル

(株)インターメデイカル JJCS編集制作家
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1997年度賛助会員一覧

賛助会員名 所在地 TEL. FAX. 

Bio-Net NIFTY SERVE FBIO (http://www.niftyserve.or.jp/forum/fbio/) 

塩野義製薬(株)靖報システム部 541 大阪府大抜市中央底道修可 3-1-8 06-202鵬2161 06-232勝1927

(株)ニコンすプロジェクト 140 東京都品川区西大井 1-4 -25 03嶋3773-8125 03-3773-8118 

コアスターレ第一ピル

1997年度協賛企業一覧

協賛企業名 所在地 TEL. FAX. 

NTTマルチメディ7ピシや料開発部 100 東京都千代田区大手IUT2-2-2 03-5200-4874 03愉5200峨9165

アーバンネット大手町ピル16F

(株)アウェイク・ネットワーク社 102 東京都千代罰思麹町 3-4-6 03ω5211-7337 03-5211-7338 

(株)医学評論社 169 東京都新街毘百人町 1-11-29 03ω533Cト2441 03-5389-6452 

テコムピ}L-2 F 

黒田印刷(株) 305 茨城県つくば市下平塚331-1 029~ト56-1623 0298-56-1265 

(株)ケーアンドティー 331 埼玉県大宮市絞木野 4-147-1 048-648-0196 048-648-0197 

(株)数理システム 160 東京都新宿区新宿 2-4-3 03-3358-6681 03嶋335~ト1727

フォーシーズンピ)!.-lOIコ

関彰商事(株) 305 茨城県つくば市この宮 1-23-6 0298-55-2560 0298-55-2562 

(株)つくばマルチメディア 305 茨城県つくば市花軍962-3 029~ト57-8317 0298-57-3823 

3F 

(株)ツムラ 310 茨城県水戸市泉町 1-1-4 029-225-9011 029櫛227嶋6750

水戸ブコク生命ビ}L-3 F 

(株)ディナベック研究所 305 茨城県つくば市観音台 1-25-11 029Eト38-0540 029Eト38-1123

(株)東洋情報システム 135 東京都江東IR東陽 4-11-38 03附5683勾8351 03-5683-8352 

USC 1ゴ}l--

(株)中山議詰 113 東京都文京区白山 1-25-14 03-3813-1108 03樽3816-1015

(株)南江堂 113 東京都文京区本郷 3-42-6 03-5803-2590 03-3814-8254 

日本アイ・ビー・エム(株) 305 茨城県つくば市竹罷 1-6-1 0298-58-4381 0298-5Eト4511

つくばコ井ピル12F

宮本ディシ、、タ品川'17。メント(株) 167 杉並区上萩 1-2-1 029ふ52-3311

(株)日本電子出版 169 東京都新指匿市谷左内町21 03-5261・9171 03-5261-9170 

山上ど}L-

(株)ホテルグランド東雲 305 茨城県つくば市小野晴海弁488-1 0298-56-2211 

コ菱スペースソフトウェア(株) 105 東京都濃区浜松町 2-4-1 03-3435-4737 03-3435-4745 

(株)理経筑波営業所 305 茨城県つくば市吾妻 3-10-6 0298-51-8555 0298-51-9644 

(株)学土社 101 東京都千代田区神田多町 2-9-2 03-5296-1001 03-5296-1101 

神域ビ}L-
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『コンビュータサイエンスJ

(Vol. 1 ， No. 1 "'Vol. 3 ， No. 2 ) 

パックナンバーの購入に関しては，本誌81ページをご覧ください。

議Vol.1 ， No. 1 (1994年8J328日発行)

巻頭雷研究支援ツールとしてのコンピュータ

投穣論文

画像処理・蘭像解析・形の科学への誘い一表皮ランゲルハンス細胞空間配置の解析…

沼原利彦， 中川俊文，高岩桑 S 

NIH Imageを用いた電気泳動パターンの解析 小島済制 17

フリーウェアのライブサイエンス学術用語辞書を作った理由

金子周司，大武 博，小島清嗣， 曽良一郎，竹内i告昭，竹腰正経

丹回 滋，浜田孝和，法橋尚宏，細川 啓，横尾英明，渡辺良成 25 

UNIXを知らなくても使える Macintoshによる Internetの利用法 竹腰正隆，前回史子 33 

法橋尚宏 4 

Macintoshと統計解析 陶IlJ昭彦 43 

第2回自本コンビュータサイエンス学会総会

.会場・交通案内・会場案内関

-口i寅プログラムおよびタイムテーブル

・セミナーの案内 ランチセミナー，テクニカルセミナ…内容紹介

・講習会の案内 Macintosh講習会内容紹介

-特別講演

(S -1 )毘簡が求めるプレゼンテーションソフトウェアとは何か?

(S司 2)米国における Macintoshの現状と将来

-医療用ソフトウェアと通信環境を中心に一

0

2

3

4

 

M

、J

戸、J

戸、J
w

、J

尾時虞 55 

池田俊せ1， 56 

-一般演題

(W -1)医療機器と MacintoshのInterface

清水稔， 山口浩一，井上晃男，高柳

(W“ 2 )ライフサイエンスのための英和逐次変換ツール

大量文書処理のための一方策一

(W句 3)マクロ商{象のデジタル化

35111111フィルムスキャナ， PhotoCD，デジタルカメラの比較一

(W時 4)時間生物学部究における Hyp巴rCardの応用

清水稔，藤島宏克，酒井良彦議拘i 寛，林輝美，諸問成徳，

(W -5 ) AppleScriptよる統計解析の自動化

(W回 6)日本産ア 1)類蘭{象データベースの講築とネットワークで、の公開月井雄二， 木原

(W-7lマルチメディアによる看護教育システムの構築(第一報) 磯野裕見子， 杉下知子，

.8本コンピュータサイエンス学会運営のために‘日本コンピュータサイエンス学会役員，

コンピュータサイエンス編集委員

-賛助会員一覧， 協賛企業一覧

林線美，諸偶成徳，高畠豊 57 

藤田信之， 金子周可 59 

-コンゼュータサイエンス投稿規定

-第3回日本コンピュータサイエンス学会総会の案内， 編集後記

語原和彦 61 

高畠愛 62 

鈎出昭彦 64 

鵜川義弘 66 

法橋尚宏 67 

68 

69 

109 

110 
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議Vol.2 ， No. 1 (1995年 2月25日発行)

投稿論文

インターネットを利用した生命科学情報の広域データベース化とその意義

B本産アリ類カラー爾後データベースの紹介一 月井雄二，木原 鵜)11義弘 5 

デスクトッフ。パブリッシングによる医学舎の制作の実際

ーパソコンによる本づくり 田中越郎，友光彰，戸島敬一 15

NIHlmageを用いた形態、計測

肝類i舟内皮小孔の数と大きさの計測法一 名倉識，清水稔，北角嘉語、，本郷進一郎

有潟健，揺地敏彦，大村桂司，高田 洋，松本和則，上井一男 21 

マクロ額像のデジタ jレ化

米毘ハーバード大学における学術情報ネットワーク環境

ライフサイエンスのための英和変換ツール

記事

私とネットワーク

米自における Macintoshの医療正、用

-MacintoshWorld EXPO/San Francisco '95のカンファレンスより一

第 3匝岡本コンビュータサイエンス学会総会

・講演プログラムおよびタイムテーブル

・セミナーの案内

コーヒープレイクセミナーテクニカルセミナー内容紹介

.講習会の案内

沼m:、利彦 27 

池田俊1主 35 

ß~き 金子鴎司 41 

中村明 47 

池田俊也 49 

52 

54 

コンピュータ講習会内容紹介(部像解析教室/Macintosh版，スライド作成教室/Macintosh版，

メデイカルイラスト作成教室/Macintosh版，統計解析教室/Macintosh 抜，ウインドウズ活用教

室/Windows版)

.特郡金頭講演要旨

〔シンポジウム〕

21世紀を志向するコンビュ…タサイエンスのあり方

55 

持出昭彦(司会)，関原成允(ゲスト)

尾鵠農，金子爵二，清水稔(シンポジスト 56

〔特別講j寅〕

遺伝子情報処理への挑戦

一並弼コンピュータを用いたマルチプルアラインメントを中心に

〔招待講演〕

研究文化と WorldWide Web 

WWWサーバーによるインターネット生物医学毘際会議開催

〔パネルデイスカッション〕

生物現象とシミュレ…ション

• 1)ミットサイクルの概念と応、用について

-生体の数理モデルについて(自律神経の心拍変動制御モデルから)

.粘菌における位相スイッチングによる原形質流動の自動補償機構

.アポトーシスについて

・一般演題講演要旨

[NIH Image .生体計測〕

(1 -1 ) NIH Imageを用いた c-fosmRNAのRT-PCR免科庁

57 

イ左藤進也 58 

村瀬澄夫，津田光穏 59 

藤原敏i告

高井一岳

中垣俊之，上田哲男

野上異理

60 

下村登規夫，北野あゆみ，丸}II浩子，三島香津子，高橋和部 62 

(I -2 ) NIH Imageを用いた形態計測

肝類洞内皮小孔の数と大きさの計測法一 名倉徹，清水稔，北角嘉徳、，本郷進一郎

有馬健，福地敏彦，大村桂苛，高田 洋，松本和則，上井一男 64 

(I -3 )海綿骨梁パターンの定量的計測 井上仁，入i暴淑人 65

〔診断論理.QuickTime f，芯用〕

(II -1 )ストロボスコープのファジー診断 牧野克巳，福田宏之，鳥 燕，摘出敏行

中川秀樹， }II崎篤，都築達， JlI井田政弘， )11崎)11資久 67 
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(1ト 2) Computer Aided Educationに対するパーソナルコンピュータの応用

一酒橡データ(とくに動溜)のコントロール方法について

(但II白- 3 )Qlむ凶l札ic改kおm巴をF沼詩いた歯科科，矯正i治台療説明システム(にCAP目IS剖) 

加志向 滋 69 

八巻正樹，山 ガジシャミンハッサン，花田晃治 71 

〔臨床統計解析〕

(III -1 ) KaplanMakerによる Kaplanふ1:eier生存曲線の作成

(III司 2) Hyper・Kaplanの作成と応用

(III -3 ) StatVi巴W のSurvivalToolsを用いた Cox比例ハザード解析の応用事部

CHyperCard . Excelマクロ〕

(IV -1 ) HyperCardの糖尿病患者教育への応用

(IV司 2)エクセルマクロによる T検定解析システム

〔院内情報処理〕

(V -1 )病理診断業務 LANシステムにおける蘭橡ファイリング

(V -2)ファイリングシステムを利用した超音波画像スライド作製システム

(V吋 3)OCMSにおける病歴情報の活用支援システム 朴

・会 報

・日本コンピュータサイエンス学会会則，役員プロフィール

・賛劫会員一覧， 協賛企業一覧

・コンピュータサイエンス投稿規定

・第4回日本コンピュ…タサイエンス学会総会の案内，編集後記
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