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学会創設問題年を迎えるにあたって

20代後半に大型計算機を仕事で使うようになり、気が向かないままに仕方なくプログラミング言語

を学んで実行していた。そして今、プログラムはよっぽどのとき以外は書かなくなった。研究者は本

来の仕事ーに専念できるようになった。はたしてそうか? プログラムからは解放されたが、コンピュ

ータとはいっそう密着せざるを得ない研究環境になっている。ネットワークが発達し関連する技術も

進歩した。研究者も情報交換や情報収集が便利になり、データベース利用の形態も進化している。コ

ンビュータがない研究環境では、それなりにやり方があった。コンピュータに依在した研究環境では、

その環境に合うような工夫が要求される。エンドユーザーにやさしいソフトウェアはかなり市場にあ

ふれてきているが、時にして、そのひと工夫ができずにつっかえていることがある。今も昔も、環境

に合わせて工夫をこらして研究している人はいるものだ。積極的にその工夫の価値を発信している人

もいるが、そうでない入も多い。私たちはこの群像の中から生まれて育ってきた学会である。

本学会誌も次第に情報技術関連の応用論文が投稿されてきている中で、編集委員の査読技量も幅広

く質に富むものが求められてきている。年を重ねるにしたがって会員の所属領域が広がっていくのを

喜ぶとともに、新しい会員との学会活動の帰着点を見いださなければならないのも事実である。本学

会の基本軸は、生物・社会科学にいる研究者、我々の、我々による、我々のためのコンビュータコミ

ュニティを形成していくことにある。これなくして看板に恥じない学会活動の真の姿はありえない。

今問、先に開催した学術集会の論文集を「学会誌としての特別編集にしてはjとの役員の意見にし

たがって編集を行っている O 学会誌の発展のために会員諸氏にご批判いただければありがたい。私自

身、グローパルヘルスネットワーク分科会として遠隔教育に軸足をおき、また一部ではあるが会の国

際交流の窓口をさがしている。英語文化圏だけでなく、ロシア語文化闘など私たちのまわりには本学

会との接点が聞ける可能性がまだまだ残されている。一朝一夕には器際化は成し遂げられないが、多

くの外留語文化圏の研究者のコミュニティ形成にも努力していきたいと思っている。

2003年12月38

日本コンピュータサイエンス学会理事長

l陶山昭彦

(日米共同研究機関財団法人放射線影響研究所疫学部)

suyama@rerf.訓二j

カザフスタン共和問にて。 !i.ーから2'1書院が筆者
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が縄入関的コミュエケーシ語ン
ネットワ露盤2盤，.タ える欝響的シミ二五レーシ謹ン

大塚時雄九三友仁志 2)

{要約] 本構で(;1:，情報通告技術の発展をコミュニケーションコストの低下と位

罷づけ宅この費用の低下が社会に存在する人と人とを結びつけるコミュニケーシ

ョンネットワークに与える影響を考察する。分析にあたっては経済学で用いられ

る2つのモデルを用いた。 1つはネットワーク外部性に基づいたネットワーク形

成モデルであり宅もう 1つはゲーム理論に基づいたネットワーク形成モデルであ

るO パラメータを置いて数値計算シミュレーションを行った結果弓どちらのモデ

ルにおいてもコミュニケーションコストの低下はネットワーク形成条件を緩和す

ると同時に形成規模を拡大させることがわかった O その一方で宅進化ゲームモ

ルにおいてコミュニケーションネットワーク加入者の億人利得はネットワークが

指備に達する規模よりも小さい規模において達成されることが確認された。

[キーワード] ネットワーク分析，ネットワーク外部性宅ゲーム論，情報費用，経済

制度

1.はじめに

人類は情報をより早く正確に低迷取得したいと願

ってきた。 情報に儲舗があり，それを取得すること

によって人々は利便性を高めることができるからで

ある。情報通信技街の発達とは，人々の情報伝達・

取得行動のためのより高速かつ大容量の通信手段が

提供されることを意味している。これにより，情報

の伝達・取得費崩がいっそう低下していくものと考

えられる。情報の伝達・取得費用の抵下はi吉報に対

する需要の増加を促し，人々の間でより頻繁な'情報

のやり取りが行われることになる。情報通信技術が

発達すればするlまど，コミュニケーションは頻繁に

なるであろう O 政府の情報通信技術戦略本部[1]

では，このような動きが「人と人との関係，入と組

織との関係，人と社会との関係を一変させるJと予

している。はたして，情報通信技術の発達による

情報の伝達・取得費用の低下は，人関社会に存在す

る人と人を結ぶコミュニケーションネットワークと

そこに参加するわれわれにどのような影響を与え得

るのであろうか。

この間いに答えるために経済学の理論を用いる場

合，新吉典派市場経済学モデルでは考察されないコ

ミュニケーションのための費用が問題となる。

Coase [2] は，現実の市場で取引を行う場合，情

報費用と制度費用からなる取引費用が必要であると

1)早格回大学国際情報通信研究センター， 2)早稲出大学大学院国際情報通信研究科 [別捌り議求光:〒 169-0051 東京都新宿区西早

稲悶1ふ 10 早大29-7 早稲i日大学国際情報通信研究センタ一 大塚u寺綾]
(原稿受付百 2003年02月01日 原稿採択日 2003年04丹08臼)
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は情報への需要を増加させ情報の利用者を増や

すと問時に利用者の使益を増加させる。これについ

ては単純な需要供給曲線によっても確認することは

可能である(国1)。一方，

ストの低下が'¥宵報の利用者を増やすならば，人と人

とを結び情報のやり取りを行う場であるコミュニケ

ーションネットワークの規模も拡大することが予想

コミュニケーションコ

考えた。もちろん，これは経済市場に罷ったことで

はなくコミュニケーションネットワークを含むあら

ゆる同士会制度j内での活動にあてはまる O 丸山

[ 3 ]は， Coaseのいうところの情報費用をコミュニ

ケーションコストと呼んだ、。コミュニケーションコ

ストとは，取引の対象・相手を探索するための費用，

される O すなわち， iコミュニケーションコストの

低下は，情報の需要増加を促しそれによってコミ

ュニケーションネットワークの規模は大きくなりネ

ットワーク参加者はより多くの便益を得るjのでは

ないかと考えられる。

本研究では，ネットワークの規模を規定する 2つ

の経済モデルを用いてこの仮説を検証する。盟 2に

示しているように，コミュニケーションコストを操

作変数として，ネットワーク規模変化の定性的特徴

ならびにネットワーク参加者の寵益の変化を把握す

ることが目的となる。モデルのうち 1つは，通信シ

ステムにおける舗格とネットワークの規模を分析し

た代表的な研究であるRohlfsのネットワーク外部性

モデルである O 第2章ではこのモデルを用いてネッ

トワーク規模変化の定性的特徴を考察する。結果と

コミュニケーションコストの低下によってコ

取引条件を比較・交渉するための費用，その他取引

を完了するまでにかかる費用の総称である。本研究

でも，人々が情報を交換・取得し，それにより知識

を待たり，取引を行ったりするための費用のことを

コミュニケーションコストと呼ぶことにする。本稿

の課題は，コミュニケーションコストの低下が個人

開のコミュニケーションネットワークとその参加者

に与える影響を分析することにある。

以下，第 2節において本研究におけるモデル化の

範囲と適応モデルを定義する。第 3節ではネットワ

ーク外部性モデルを用いた数値計算例により検証を

行う O 第4節では進化ゲームモデルを用いて同様の

検証を行う。最後に第5節でまとめと今後の課題を

提示する O

して，

モデル化の範留と適応モデル

経済学では一般に財やサービスの費用が低下する

と需要は増加し，消費者の便益(消費者余剰)は増

加する。よって，コミュニケーションコストの低下

2隣

繰非主変重量

lコミュニケージョン i 
翠講モデル

l年ントワージのけ住総 i 

亡フ
コミTf三日 |μ備制じ設誼撒

胸勤務隊

人与の't静日|こ対する常饗

/ 
必

Fll¥ 

「吋二ユ一

手八一卜

モデルの範幡と検証対象図2

l ここでは情報を通常の財として仮定し，価格が低下す

ると需要の低下するギッフェン財の可能性は考察していな

し、。コミュニケーションコストと情報利用量関 1
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ミュニケーションネットワーク規模は拡大し，それ

につれて参加者の便益も単調増加することが確認さ

れた。もう lつは第 3 おいて居いるコミュニケ

ーションネットワークについて進化ゲーム論の立場

から分析したBowls& Gintisのモデルである。この

モデルにおいては，コミュニケーションコスト低下

にともなってコミュニケーションネットワーク規模

は拡大するが，このことが単純に参加者便益の増加

にはつながらないことが示された。進化モデルでは

ネットワーク規棋が最大となる地点とネットワーク

参加の便益が最大となる点が異なるので，コミュニ

ケーションネットワーク規模の最大化という問題以

外にも，参加者利得最大化のためのネットワーク最

適化という新たな命題が生まれることになる。

3.ネットワーク外部性に基づいた考察

(1)ネットワーク外部性モヂル

Rohlfs，1.1. [4] Iま，経済学の立場から通信ネッ

トワークの均簡分析を試みた。ネットワーク参加者

の便益がネットワークの参加者の人数によって変化

すること(ネットワークの外部効果)に着目し，ネ

ットワークの生成発展をモデル化することに成功し

たのである。彼は参加者が増加してネットワークが

自律的な成長過程に乗る地点を関値(最少加入者集

合・クリテイカルマス)と呼んで、，新規ネットワー

クを立ち上げる際に一定の人数を集めることの重要

性を説いた。 Rohlfsの分析は通信サービスに限った

もので、あったが，その後， Kats and Shapiro [5]に

よって，ネットワーク外部性が生じている産業とし

て消費者の人数によって直接作り出されている産業

(電話・テレックス)，間接的な影響によって作り出

されている産業(ピデオゲーム・ビデオプレイヤ

ー)，購入後のサービスネットワークに大きく依存

する耐久消費財(自動車)等が挙げられた。一方，

林・大村[6 ]は，ネットワークの性質としてダイ

ナミックに生成発展していくことが重要で、あるとし

て，ここで挙げた産業のみならず，さまざまな産業

分野にもネットワークの形成が見られることを指摘

している。これは，ネットワークの本質は物理伝送

システムの存在ではなく fつながりと相互作用jで

あり，参加もしくは利用のために一定の費用がかか

る反面，参加することによって何らかの便益を得る

ことができ，かつ，ネットワーク外部性が働いてい

るならばネットワーク外部性モデルが適応できるこ

とを示したものである。同じような考え方によれば，

Rohlfsのネットワーク生成発展の分析は，実際に物

理的な伝送路をともなわない人と人とのネットワー

ク，すなわち，本研究が対象としているコミュニケ

ーションネットワークにも利用できると考える。

( 2 )ネットワーク外部性モヂルを馬いた情報取得

費用の考察

Rohlfsモデルでは通信産業の加入者集合において

安定均禽点が2つ存在する。すなわち，加入者がゼ

ロである原点と安定均衡加入者集合である。ネット

ワーク内では，原点から新規加入者が増える毎に需

要の外部性により各加入者の効用が増す。しかしな

がら，この時点では加入者は費用に見合うだけの効

用を得ていないので，何らかの勧誘活動もしくは加

入上の特典等を設定しなければ，ネットワークから

離脱してしまい加入者集合はゼロに廃る。一方，加

入者が一定の数(最少加入者集合)に達すると加入

者の効用は需要の外部性の存在により費用を上田る

ようになる。それより先で自律的に加入者集合は大

きくなり，安定均衡加入者集合の規模まで成長する。

この需要の外部性と加入者集合の関係を図 3に示

す。

関3を見れば明らかなように，加入者集合の人数

を示す曲線が，ネットワークへの参入費用の示す水

.~ -----
/ 

q 

tlet仇>)rkSizさ

図3 ネットワークの生成発展と費用
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王子な藍線と交わる限りネットワークは存在可能とな

っている。

そして，ネットワーク参加もしくは使用のための

費用すなわちコミュニケーションコストが増加する

と，ネットワークの最少加入者集合は増加する一方

で，安定加入者集合すなわちネットワークの最適値

は低下することがわかる。よって，このモデルによ

り情報に対するコストが下がることによってネット

ワークの規模は拡大して行くことが推定できる。

( 3 )ネットワーク外部性モデルを用いた数髄計算

例

このような動きを実捺に検証するためにパラメー

タを用いた数飽例を示す。なお，計算にあたっては，

三友[7 ]によって示された通信システムにおける

ネットワーク成長モデルを用いた。本モデルの詳し

い説明については付録Aに収銭した。{反定を満たす

もっとも簡単な関数系に基づき，最少加入者の純消

費者余剰を算出すると次のようになる。
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一
/
一
主 0.01 

0.9 

白書

露。T

80.8 

?03 
[¥口A

-'-
わ目。3

f十日2

一一一一安定加入
者集会

一一一棋界加入
者集会

。‘1

日JJS 0.18 0.25 お 0.4:5 0.35 

臨4 コミュニケーションコストとネットワーク

2 数値例はRohlfsが想定したネットワーク参加者の使援

の形状を正確に反映している。従って，異なる関数形を想

定した場合は必ずしもこの結巣は当てはまらない。

8 

この関数と初期参入費用 C。の交点(図 3参照)

を求めることによって臨界加入者集合と安定加入者

集合の規模が算出できる 2。ここで mは情報取得

にかかる費用 yはネットワークの大きさである O

ネットワーク参加者の消費者余剰ゅはこの 2つの変

数により定まる。また， αはα>0なる定数であ

る。

表 1は本数値計算例において設定したパラメータ

の数値である。ここで、置いた数値以外のパラメータ

(α)・参入費用 (Co)の値と安定加入者集合との

関係ついては付録Cで分析している。

図4にこの結果を元にした臨界加入者集合と安定

加入者集合の変化及び安定加入者集合におけるネッ

トワーク参加者の便益の推移を示す。

この結果からわかるように，コミュニケーション

コストが低下すると臨界加入者集合は小さくなる一

方で，安定加入者集合は拡大する。同特にネットワ

ーク参加者の総便益も増加し，これにともない式

(1)から求められる参加者個人便益も単調に増加

する O

以上のように，ネットワーク外部性モデルにおい

ては情報化によるコミュニケーションコスト低下

は，ネットワークの成立条件を緩和し，成立するネ

ットワークを大きくすることが示された。

4舗進化ゲームによるアプローチ

(1)進化ゲームモデル

本節では，進化ゲームを用いたネットワーク形成

モデルを利用することで，コミュニケーションネッ

トワークとコミュニケーションコストの関係性の分

析を行う。

人と人との相互関係を分析する方法としてゲーム

理論がある。ゲーム理論では，個人間の相互関係を

ゲームとして捉え，完全f吉報をもち合理的なプレイ

ヤー達がそれぞれ自分の最も利得の高い選択肢を選

んだ場合に社会的に達成される状態(ナッシュ均衡)

を求めることに多くの関心が向けられる。標準的な

ゲーム理論は分析対象が 1間で、終了するゲームであ

るので，プレイヤー達がその 1@Jきりのゲームで最

も利得の高い選択肢を選べばナッシュ均衡が達成さ
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れる。言い換えれば 1回限りのゲームでは各プレ

イヤーは自分の利得を最大にすることだけを考えれ

ばよく，ゲームを行っている他プレイヤーの利得に

ついては考える必要はない。しかしながら，本分析

の対象であるコミュニケーションネットワークは人

関が繰り返し情報交換を行う結果として形成される

ものである。このような繰り返し行われる相互関係

をゲームとして考える場合，通常のゲーム理論にお

けるナッシュ均鎚があてはまらない場合が多い。 1

屈のゲームにおいて最大利得を得るために行った行

動が利己的な場合，その後の他プレイヤーとの関係

に負の影響を与え，結果的に長期的な利得を損ねる

可能性があるからである。この様な場合の分析フレ

ームワークは進化ゲームを用いるのがより適当で、あ

る。

Maynard Smith [8]によって部設された進化ゲ

ームは，ある種における個体がとる行動とそれによ

って起こる自然淘汰の過程をゲーム理論を用いて説

明するものであった。進化ゲームでは，集問内のプ

レイヤー開によってゲームが繰り返し何度も行われ

ると考える。各個体はそれぞれに戦略をもち，それ

に基づいてゲームを行い，そのゲームに勝った個体

が子孫を残すことができる。この様なゲームが何世

代にも渡り繰り退されると最終的には集団においで

ある戦略をもっプレイヤー群の数が均簡に達する進

化的に安定な状態 (Evo1utionari1yStab1e Strategy: 

ESS)へと達する o ESSにおいては，単一の戦略を

とるプレイヤーで市められる場合と複数の戦略をと

るプレイヤーが混在する場合が考えられるが，いず

れにしても各戦略をとるプレイヤー閣の利得が同じ

となる 30 進化ゲームの興味深い点としてプレイヤ

ーが一見して合理的で、ない行動をとっている場合で

も社会全体を眺めると意味のある結果が得られてい

ることがありうる点が挙げられる。これにより，協

力的行動・手Ij他行動など通常のゲーム理論では説明

することのできない社会現象を進化ゲームでは説明

することが可能となる [11]。この個体が合理的で=

なくとも社会全体において意味がある結果が得られ

3 さらに詳しい進化ゲームの説明については， Weibull 

[ 9 ]，佐伯・亀問 [10]等を参照。

るという点が注目され， 80年代後半になると進化ゲ

ームは人関社会における諸課題を分析するために用

いられるようになり， 90年代には経済問題に対しで

も多数準用された九社会現象の分析において進化

ゲームを用いる場合，対象となるのは情人が用いる

f行動様式」であり，ある行動様式が他の行動様式

よりも優れている場合，学習によってひろがり，最

終的に集由内において単一もしくは複数の仔動様式

による均禽がESSとして達成されると考えるのが一

般的である。

本研究で用いるBow1esand Gintis [13]モデルも

個人間の相互関係を進化ゲームとして捉えて集団内

におけるESSを求め， ESSにおけるネットワーク参

加者の平均利得からネットワークの成長発展を考察

している。このようなモデル化の過程は，ネットワ

ークの形成発展という社会現象を集団内の個人の行

動から分析するという点でボトムアップ型であると

るO

( 2 )進化ゲームを用いた2情報取得費用の考察

Bow1es and Gintis は，社会に存在するfネットワ

ーク」を「高い参入・退出費用によって特徴づけら

れる比較的頻繁で、非匿名的な相互関係を行っている

主体の一団jと定義した。そして，市場や政府組織

と比較した上で fネットワークJは非完全・非公式

的であるが強力な契約執行能力をもっ制度の 1つで

あると位置づけた。 Coase[14] によれば，市場を

利用するよりも少ない費用で同じような成果をもた

らすことのできる代脊的な組織が存在するなら，こ

の組織のもとで、生産物の儲植は大きくなるという O

たとえば，市場経済の中に企業が存在しているのは

ある製品を作るに際して企業体の内部で取引費用を

抑え生産した方が市場の中で個々人が生産するより

も効率的だからである。向じような意味において，

「ネットワークJのー干重であるコミュニケーション

ネットワークもネットワーク外部に比べてf寄報が低

いコストで手に入る場合，相互交流(情報・サーピ

ス・黙の取ヲ1)が効率的に行われ，結果としてより

4 経済学における進化ゲームの適応についてはKandori

[12]にまとめられている。

9 
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発達していくと考えることができる。

Bowles and Gintisモデルにおける進化ゲームの構

造を簡単に記述する。ネットワーク内では各プレイ

ヤーが信用・裏切り・調査各戦略者の存在によ

り充(坊の期待利得を得る一方で、，ネットワーク外

部では各プレイヤーはまったく協力しないことによ

って Cの利得を得ている。ここで cは裏切り戦略

者同士が得るナッシュ均簡で、の利得で、ある(ゲーム

の詳細については付録B に~.対語した)。

このネットワーク内外での和得の差がプレイヤー

の移動を促しネットワークの成長・衰退が起こる O

あるネットワーク xの規模の変化は，以下のように

モデル化されている(リプリケーター動学方程式)。

52仰い)-c) -vx ω 

右辺の 1番日の式はネットワークに流入する数を

表し， 2番目の式は流出数を表す。流入数はネット

ワーク内の期待利得 1f(x)とネットワーク外の利

得 Cの差についての関数で，ネットワーク外の全人

口数zと流入に関するパラメータ(流入係数:r)を

定数にとる O 流出数はネットワークの大きさについ

ての増加関数で，パラメータ vを定数にとる。

この数式は以下のように解釈できる。ネットワー

クの外部が競争的市場でかつ取引相手が潤沢に存在

するにもかかわらず実際の取引相手についての晴報

が不完全で、あるのに比べて，ネットワーク内では取

引の相手が制限される一市場の働きが損なわれるー

にもかかわらず，費用を支払うことで取引相手がど

ういう人関か判別することができるため，結果的に

裏切り戦略者(D)に騎されることが少ない。これに

より，ネットワーク内部における手併専はタト部よりも

高く，それにより外部からネットワークへの流入が

起きる。

臨5に，このような取引が長期間続く場合のネッ

トワークの成長過程を示す。曲娘はネットワークに

参入する人数(式(2)右側 l項)，直総はネットワーク

から外部に退出する人数(式(2)右側2項)である。参

入する人数が曲線であるのは，ネットワークの規模

拡大にともなって各構成員の利得は増加する一方

で，一定の大きさを超えるとネットワーク内でもコ

ミュニケーションコストがかかるようになり結局利

得は減少するからである。また，退出する人数が直

線であるのはネットワークから退出する人数がネッ

トワークの大きさ対して単調増加であることを仮定

しているからである。

( 3 )進化ゲームモデルを馬いた数舘計算制

Rohlfsのモデルと同様にこのモデルにおいても曲

椋と直線との交点のうち，最初の点を最少加入者集

合， 2番自の点を安定加入者集合と考えることがで

きる O また，原点と安定加入者集合が安定均樹点と

なっている点も共通している O ただし， Rohlfsのモ

デルにおいては曲綾が加入者便益で直線がネットワ

ーク参入費用を表したのと異なり，このモデルでは

曲線がネットワークへの参入者，直線が退出者を表

し，コミュニケーションコストについては曲線の関

数に埋め込まれている。一方，図 5においてネット

ワークの加入者の利得最大値は安定加入者集合では

なく，加入者出線の頂点(ネットワークの参入率の

最大値)において実現されている o (4.4節にて説

明。)

これらの動きをシミュレーションによって示した50

信用 (T) ・裏切り (D) ・調資(I)ゲームにおけ

る各戦略の和得と，ネットワーク形成についてのモ

デルの各パラメータを表2のように定める。

計算にあたっては全体の人口を 100(z )と霞き，

E討問thIi::a.t思

20 40 DO 80 J.OO 
憾罰t伊::>I'k.Si.I1!> 

毘 5 '1警報費用とネットワーク規模の関係

5 数値計算に当たっては， Wolfram社の Mathematica

(ver4.l)を用いた [15]。
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コミュニケーションコストが変化した場合に，ネッ

トワークの臨界加入者集合(最少加入者集合)，安定

加入者集合，およびパラメータを用いた利得最大化

加入者集合の大きさと，それぞれの集合規模におけ

るネットワークへの参加者各個人の利得を比較し

た。また，付録Cおいて本分析で用いられた以外の

いくつかのパラメータ数値とネットワークの安定規

模の関係について考察している。計算結果をもとに，

コミュニケーションネットワークの形成規模と参加

者利得をJ苦いたのが爵 6である。このモデルにおけ

るコミュニケーションコストとネットワークの規模

ならびに参加者の利得変化に関する特/散が明擁に示

されている O

まず，ネットワークの大きさについて考察を加え

る。臨界加入者集合についてはコミュニケーション

コスト低下に従って縮小傾向にあるがその変化はご

くわずかであることがわかる。一方，安定加入者集

合と手iJ得最大化加入者集合については，コミュニケ

ーションコスト低下にともなって拡大している。最

終的には，コミュニケーションコストがOになる地

点で安定加入者集合と利得最大化加入者集合の規模

は一致する。次に，ネットワーク内の個人の利得に

表 z数値計算のためのパラメータ

ネットワーク内の各戦略利得パラメータ

こちらの戦略 相手の戦略 手目得

裏切り 信用

信用 信用 0.7 

裏切り 裏切り 0.2 

信用 喜美切り O 

3主:議室霊草iXli!告者はf言殿もしくは裏切り戦略の利得から愛用 S引

いた手Ij得を得る

ネットワークに関するパラメータ

J'Iッメータ 数値例

'1育報共有L関する定数 (κ) 10 

全人口(z ) 100 

流入に関する定数(y ) 0.01 

流出に関する定数 (ν) 0.005 

κはネットワーク内での情報の共有の割合を表すパラメータ
(1<K<X)。ネットワーク内xにおいて、 K=1ならば白約の情報
を1人しか持っておらず‘ κ=Xならば全人口が共有している

ついては，コミュニケーションコストが低下するに

従い，臨界加入者集合における利得はわずかながら

低下するものの安定加入者集合と利得最大化加入者

集合においては増加している。

この結果よりコミュニケーションコストとネット

ワークの規模についての関係を示すと菌 7のように

なる。

図 6で示されているとおり，コミュニケーション

コストが低下するに従い，ネットワークへの人口の

流入を表す曲面が上方にシフトすると共に緩やかな

形になっている。そのため， li11酉と平函の2番目の

交線で表される安定加入者集合が拡大していること

がわかる。一方，曲面と平面の i番目の交線である

臨界加入者集合については，図からは読み取りにく

いカfコミュニケーションコスト{誌;下にともなってわ

ずかに減少している。

9日
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lO 
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Tく3阜
、γ
わ 40

30 

2口

10 
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。iw ペ骨情相・ e 幽働省倫掛
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索用
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国 6 情報取得の とネットワークの彊模・参加者

の利得
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関7 コミュニケーションコストの変化とネットワー

クの規模

以上の分析により，進化ゲームモデルにおいては

コミュニケーションコスト低下が臨界加入者集合を

縮小し安定加入者集合を増加させる一方で，ネット

ワーク参加者の利得を上げることが示された。

( 4 )ネットワーク規模と参加者利得の最大化

進化ゲームによるネットワーク形成モデルでは，

図6にある 2つのグラフにあるとおり，ネットワー

クの最大規模(安定均禽加入者集合)において加入

者の利得が達成されていなしミ。ネットワークへの参

加の誘引はネットワーク内外でのコミュニケーショ

ンコストの差から生じ，これが大きいほどネットワ

ーク加入者は増加する。一方で、，臨界加入者集合と

安定加入者集合では内外の利得が一致し，ネットワ

ークへの流出入は起きない。流入が最も多い地点，

すなわち，式(2)右辺l項が最大値となる規模がネッ

トワークへ参加したことによる利得が最大化する集

合(利得最大化加入者集合)である。ネットワーク

規模と利得が必ずしも一致しないのは，ネットワー

ク内での{憂位性であるコミュニケーションコストの

低さがネットワークの拡大にともなって損なわれる

からである。

Knight [16]は企業の効率性と規模の関係につい

て，規模の拡大にともなって独占利潤が拡大する一

方で効率性が低下するので，その規模はこの 2つの

効果のせめぎ合いによって決定されると述べたO

Bowles and Gintisモデルはコミュニケーションネッ

12 

トワークでも同様のせめぎ合いが起こっていること

を示唆したものであるといえよう。ただし，コミュ

ニケーションネットワークの場合は規模の拡大にと

もなって市場取引的な効率性が拡大する一方で、コミ

ュニケーションコストが逓増するというトレードオ

フの中で最適な規模が決定される。

コミュニケーションネットワークの安定均衡規模

と利用者利得最大化規模が異なるという分析結果は

現実社会においては何を示しているのであろうか。

本研究の題意に沿って考えると矯報通信技指の急、激

な発達によって人々のネットワークが拡大したとし

ても，達成される均衡ネットワーク規模は必ずしも

ネットワークに参加している人々の利得につながら

ないことを意味しているといえよう O 携帯電話の発

達によるコミュニケーション範盟の拡大や毎日の多

数の電子メール処理(ジヤンクメールを含む)によ

って忙殺されてしまうような状況がまさにそれを表

している。

5.おわりに

本研究では，コミュニケーションコストとコミュ

ニケーションネットワークの臨界加入者集合や安定

加入者集合との関係を 2つのモデルを用いて分析す

ることを通して，情報通信技術発展の社会への影響

を定性的に考察した。

モデルを用いたシミュレーションにより，コミュ

ニケ}ションコストが下がるとコミュニケーション

ネットワークはより少ない人数で臨界加入者集合を

超過し，より大きい安定加入者集合まで到達するこ

とがf桂認された(すなわち，コミュニケーションネ

ットワークの形成はより容易になり，また加入者集

合はより大きくなる)。今自の分析では両モデルで

時様の結果が得られたが，これらは異なる性質をも

っコミュニケーションネットワークの特徴を現して

いるので，それぞれに分析に適した対象は異なる可

能性はある。この場合，ネットワーク外部性モデル

が携帯電話網などの通信システム，ネットワーク

の実'情を反映し進化ゲームモデルが地域共同体や

ウェブコミュニティーなど長期わたり繰り返し交流

が行われるネットワークについての分析に適してい
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ると考えられる O いずれにせよ更なる分析の精毅化

には，多くの現実社会のネットワークを収集し，そ

の実態の把握が必要で、あろう O

また，進化モデルによって示されたコミュニケー

ションネットワークの利得最大化加入者集合の存在

については臨界加入者集合・安定加入者集合と同掠

にコミュニケーションネットワーク形成発展を考え

る上で非常に意義深いと考えられる。初得最大化加

入者集合の性質や意義の分析とともに，現実のコミ

ュニケーションネットワークにおいて達成可能かど

うかを考察することは今後の主要な研究課題であ

る。

本明究で得られた知見をもとに，上記の課題を含

めた'1官報化にともなうコミュニケーションネットワ

ークの成長過程の変化ついて更なる分析を行うこと

を今後の課題としたい。
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f寸

付録A 利用者の通告需要の定式化

ある通信システムに加入する可能性のある主体の

集合を関区間 [0， 1] で表す。~該集合内における任

意の主体の指標を5とし，主体5と飽の主体ηとの

コミュニケーションあるいは相関は，関数 v(c，T])

で表されると仮定する O 主体は底関 [0，1]において

連続であり，分布は分布関数 f(むに従うものとす

る。主体の指標は，コミュニケーション量の大きさ

に応じて適切に並べ替えられており， c = 1が最少

の主体の指標と仮定する。

このシステムに加入している主体を部分集

合 [O，y] (ただし O話y:::;1)で表す。主体5にとっ

て辻実現可能な潜在的コミュニケーション最は

V(c，T])= f v(c，T])f(T]) 

であり，社会全体で実現されうるコミュニケーショ

ン量は

Vロ fV(c，T])f(η)dT]=ffv(c，T])f(T州 f(c)dc

となる。主体Cの需要関数はコミュニケ…ション単

位利用費用 mおよび自身の潜在的コミュニケーショ

ン量 v(c，η) に依存すると考えら

れ，v=D(ιT]，y) = D(m， V(c，y))で与える。

通信需要が完全に派生需要であるならば，コミュ

ニケーションコストがゼロに対しでも需要は無眼大

にならないo V(ιη)は費用ゼロの場合の総需要と

解釈することができる。すなわち，この需要関数か

ら形成される主体5の親消費者余剰を B(m，c，y)と

表す。コミュニケーションをするために主体が必要

とする総費用 Cをネットワーク参入費用 c。と単位

利用費用 mからなると考えると

C = mD(m，c，y) + Co 0 

この主体が得る純使主主 NBは

NB(m，c，y) = B(m，c，y)一[mD(m，c，y)+ co] 

加入者集合における最少の加入者部ち c=yにとっ

て，

NB = (m，y，y) = 0 

であるならば，加入者集合 [O，y]は均衡である O 純

泊費者余剰をゆ(m，c，y)で表すならば，条

件 NB= (m，y，y) = 0をi持たす加入者集合の指

標y=〆について

ゆ(m，c，y)-Co = 0 

が成立する。

ここで，仮定を満たす最も単純な例としてコミュ

ニケーション関数を

v(c， T]) = α(1-c)(1-η) 

とする。(ただし，定数α>0) 

主体の連続かっ一議分布を仮定すると，主体5の実

現可能コミュニケーションは， v(ιη)をηについ

て芭開 [O，y]において積分することによって求める

ことができるので，

V(c，η)=α(1 -c)(2 -y)y /2 
となる。需要関数 V(ιη)を用いて，

D(m，c，y) = (1-m)V(c，y) 

と表すならば，

D(m，c，y) =α(1-111 )(1-c)(2 -y)y /2 

が成立する。したがって，純消費者余剰は

ゆ(m，c，y)=α(1-m)2(1-c)(2 -y)y/4 

となる。これより，最少加入者の純消費者余剰関数

と総消費者余剰関数が導かれる。

α(1-mi(l-y)(2 -y)y 
(t(m，y，y) = _.，-"/ '-4 

φ(m，y)口

8 

三友仁志 (2001)， r定額料金制導入の経済学的評

価J[17]より

付録B 進化ゲームの提示

プレイヤーが信用 (T) と裏切り (D) の2種の

戦略を課用しお互いに 2人組みになって取引をす

ると仮定する。この時，信用戦略はすべての取引相

手を信用し，裏切り戦略はすべての取引相手を裏切

る。表 2の国人のジレンマゲームが示すように，裏

切り戦略採用者が裏切り続けることによって，常に

信用戦略採用者よりも高い利得を上げ続ける。集団

内でこのような取引が繰り返されるならば，信用戦



?言報通信技術の進展が偲入閣のコミュニケーションネットワ…クに与える影響のシミュレーション分析

略者は裏切り戦略者に輔されつづけて破滅するか，

自身も裏切り戦略を採用することになるであろう O

一方，プレイヤーが信用 (T) と裏切り (D) のほ

かに，調査(I)という戦略を採用することにする O

言!言査戦略は，一定の費用(コミュニケーションコス

ト:れを支払うことによって相手を見極め，相手

が裏切り戦略者で、あったら裏切り，信用戦略者であ

ったらこちらも正直に取引をすると仮定する。この

ときの得点表を付表1下のように表す。

この[1寺，初期条件として，信用 (T) ・裏切り

(D) ・調査(I)の各戦略が適当に分布しており，

かつ，諦査戦略において，コミュニケーションコス

ト (δ) が充分に低い場合，信用 (T) ・裏切り

(D) ・調査(りが結果的に共存することが可能と

なる。

付表1 囚人のジレンマゲームと信用・裏切り・調査

ゲーム

囚人のジレンマゲーム

信用 裏切り

信用(丁) b， b d ， a 

裏切り (0) a，d C ，C 

注 a>b>c>d，2b>在十d

;

S
一

S
一

δ

査
一
ア
ひ
一
ひ
一

b

国

間

一

一

一

一

、

¥

到

円

削

岩

，

一

理

一

ホ

O

一一
b
一
C

一
b

ム
「
」
「
i
」
1

1

「
!

戸
一
り
一
一

a
一
C

一
C

封
一
切
一
'
一
'
一
ふ

院
一
嘉
一
一

d
…

C
一
円

v

m
M
一

出

h
u

劃

一

間

一

よ

一

so

用
一

i

i主 a>b>c>d，2b>a+d 

ここで，この3者の均衡点での利得を充(x)とおく

と， 充(x)はこのネットワークに参加することによ

って得られる期待利得であり，これはコミュニケー

ションコスト(d)についての減少関数である。これ

らの前提から，このゲームの均衡点におけるプレイ

ヤーの平均利得とその値が付表 2のように求められ

る。

付表 2 各戦略の頻度と利得

頻度 利得

調査(1) αf I n;=αt+ st+(l-α1-sI)c-8 
信用 (T) st だ;=αtb+slb+(1-αI-s)d 
裏切り (0)1-αI-sI 4=α/十戸:ta+ (1-αt-s)c 

均禽点における平均利得:

充=αfπ;十戸fπ;十(1-α，-s，)πら
この時の集団内の個人の平均利得:

b( a + s) = b( 1 -~) 

Bowles， Samuel and Gintis， H巴rbert (2000)， 

"Cooperation and exclusion in networks"より作成

15 



16 

Japanese Journal of Computer Science Vo1.8， No.1， 2003 

付録C 感度分析

L 

0.1 

コミュニケーションコスト (m)ヱヱ 0.01

l 
D. ::: 

~U ::t企H

O. < 
日

~.c副宿泊 z

コミュニケーションコスト (m)= 0.6 

付関 1 ネットワーク外部性モデル:加入費用・パラメータ αとネットワーク規模

コミュニケーションコストを固定し，加入費用 (Co)とパラメータ αを操作変数としてネットワーク規模(安定加入

者集合)の変化を示した。パラメータ αが大きいほど，加入費用が小さいほどネットワークは大きくなる傾向がある。

コミュニケーションコストの大きさによりネットワーク成立範罰は変化する。

横軸:パラメータ (α)/縦軸:加入費用 (Co)/垂直執:ネットワーク規模 (y)

10目

3D 
Si=oi: t'iD 

コミュニケーションコスト (δ)= 0.01 

100 
3D 

Si:::会 60
もE
<0 

1日E

コミュニケーションコスト (0)= 0.2 

付函 2 進化ゲームモデル:全体人口・構報共有度とネットワーク安定規模

コミュニケーションコストを国定し，全人口と情報共存度を操作変数としてネットワーク規模の変化を示した。ネット

ワーク内外を合わせた全人口が多いほど，情報共存度が大きいほど，ネットワークは大きくなる。ここで，情報共有度

は全人口を越えないことに注意する (Z?:.1C)。

機軸:全人口 (Z)/縦総:情報共有度(1c ) /垂直輸:ネットワーク規模 (y)



100 
3D 

Si誌な 60 
もS
;!O 

日
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コミュニケーションコスト (δ)= 0.01 コミュニケーションコスト (8)= 0.2 

付関 3 進化ゲームモデル:流出入係数とネットワーク安定規模

コミュニケーションコストをj認定し， ~TE入係数と流出係数を操作変数としてネットワーク規槙の変化を示した。流入係

数が大きいほど，流出係数小さいほど，ネットワークは大きくなる。ここでもコミュニケーションコストはネットワー

ク形成に大きな影響を与えている。

横車庫:流入係数(γ)/縦軸:流出係数(v) /愛直毅:ネットワーク規模 (y)

A Simulation Analysis of宜主eIn晶豆enceof Information an尋Co踏まnunlca主iozE

Technology on In主erpersonalCo翻 Enunic斜 lon悶etworks

Tokio OTSUKA 1)， Hitoshi MITO挑0 2
)

1) Global lnformation al7d Telecommunicatiol1 Institute， Waseda University， 

2) Gr・aduateSchool of Global b~戸川nation ωld Telecommunication Studies，れをlsedaUniversity 

Abstract 

In this paper， we investigate the impact of information and telecommunication technology (ICT) to inter伽

personal communication networks. To implement this inquiry， we use two economic models: one is a 

network externality model， and the other is an evolutional game model. Numerical simulations show that 

the reduction in the cost of communications through the development of ICT lowers the threshold of inter-

personal communication network formations， as well as expands equilibrium network sizes. In addition， 

the result of the evolutional game model suggests that， in inter-personal communication netwOI・ks，the 

equilibrium network sizes are less than those under the maximization of participant utilities. 

Keywords : Network Analysis， Network Externality， Game Theory， Cost of Information， Economic 

Institution 
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による

犠端保彦，中鵠智，林昌樹j)

{要約] 寝々の生物(真性縮茜，古細菌，真核生物)の遺伝子の塩基配列につい

て棺亙構報量を解析し相関長 dcを求めた。原殺生物(糞性紹菌，古細菌)ではほ

とんどが、dc:s:;10であり，遺伝子の塩基配列の大部分はランダムな配列に近いふる

まいを示している。また各種遺伝子の実際の塩基配列長 Lは L三5000切に集中

している。このことは，原核生物各種の遺恨子が誌とんどエクソンだけからなって

いることによると思われる。これに対し，真核生物(ヒトと出芽酵母)の場合は療

核生物と比べるとずっと大きな舗をもっ。また真核生物の塩基配9Uに関する実際

の長さの鎮度分子信も原級生物の場合より長くなっている O これは，翼核生物が進化

の過誼においてイント口ンによる遺信子の伸長を行い場基配列中に何らかの形で

相関構造を獲得してきたためと考えられる O

{キーワード DNA，塩基配列，棺互情報量，相関長，ヱクソン，イントロン，生物進化

1.はじめに

パワースベクトルを用いた遺伝子の全塩基配列に

おける長距離相関 [1~けや短距離での塩基の繰

り返しパターン(周期性) [6]は，塩基配列を数値

列に変換してパワースベクトルを用いて各撞の遺伝

子について調べられてきた。このような解析から，

たとえばヒトと酵母の遺伝子塩基記列中の長距離相

関を比較してとトの場合により強い長距離棺関が存

在することが確認されるなどう生物の進化に関する

興味深い情報が得られた[6 ]0 

シャノンのエントロピーに出来する相互靖報量か

らも壌基配列の新たな構造や特徴が解析できる

[1 ]0本論文では種々の遺伝子の;塩基配列について

相互情報量を解析する。

相互情報量は 2変数の関の依存性を特段付ける尺

度である。 2つの量が相互に独立であれば相互情報

量はゼロであり，相互の依存性が強ければこの値は

大きくなる。この量は次式で定義される。

~ n /"  1 _ ( ~.I) (d) i 
M(d) = L Pa .l)(d)log2Ia:~/1 (1) 

M=TZCT i RiR;j 

ここで~， ~)はそれぞれ配列中におけるシンボ

ル a，b(=A， G， C， T) の出現確率を ~l.b(d) はシン

ボjレ仏bが距離 dだけ離れて現れる結合確率を表

す。各 ~l' ~， ~，.b(d) は配列に沿った統計によって

計算する。相互情報量の基本的な性質および簡単な

配列を用いた計算方法を付録に示す。国 1に，サン

プルとしてHomosapiens von Hippel-Lindau tumor 

suppressOI・ (VHL) gene (塩基数:14543) を用い

1)東京薬科大学生命科学務生命物理科学研究釜 [7]IHilドJfil'i3}と先:子 192-0392 東京都八王子iliJltll之!λH432-1 林 昌総，

E-mail: hayashi@ls.toyaku.ac.jp] 

(原稿受付日 2003年03月04自 原稿採択B2003年04月訪日)
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[ 8 ]より，ゲノム晴報が公開されている生物種，真

性細蕗として黄色ブドウ球菌 (Staphylococcus

aureus) ，枯草菌 (Bacillussubtilis) ，大腸菌

(Escherichia coli) を，吉綿菌としてスルフォロパス

(Sulfolobus) ，サーモプラズマ(Thermoplasma 

acidophilum) ，メタン細菌(担ethanococcus

maripaludis) を，また真核生物として酵母

(Saccharomyc巴scerevisiae) ，ヒト (Homosapiens) 

を解析の対象とした。 GenBankより全ゲノム情報を

記したgbkファイルをダウンロードし， CDS (タン

パク質コード領域)を自動抽出するプログラムを用

いることで遺伝子の塩基自己列を得た。表 1には解析

に使用した各生物種の遺伝子のサンプル数をそれぞ

れ示した。

た結果を示す。また，サンプルと同じ塩基長および

塩基合存率を有すようにして作成したランダムな配

列の相互f育報最も示し，サンプルとの比較を行っ

図 1において遺伝子士宮L基配列とランダムな配列の

相互情報量の間に明らかな違いが確認できる。両者

の M(d)の違いは dの舗が小さい距離(d s; 200) 

に顕著に見られる O ランダムな配列の相互情報

MR{l/伽ぷd)はdに依存せず;王子均してゼロに近い

一定の植をとっている。遺{云子塩基配列の相互情報

は dにf衣存し dS; d
c
では ，dの増加ととも

に MCeぷd)の値は緩やかに減少する O また dさdc
では

た。

3.翠々の生物(真性繍菌，古盤調，真核生物)

に対する調友情報翠と相関長

MCe日叩11バ1
となる。この場合，相関情報量を特徴づける相関長

はd
c
= 200である。相関長が有限の大きさをもつ

ことは遺伝子の塩基配列にランダムではない何らか

本節では種々の生物(真性細菌，吉細菌，真核生物)

について相互情報量を求め比較する。国 2には，横

輸を距離，縦軸を相互'1官報量 M(d)として各種塩恭

配列の M(d)が距離に依存してどのように変化する

のかを示すとともに，対象塩基配列と同じ塩基長，関

じ構成要素からなるランダムな配列を表示し，相関

距離 d
c
の億を比較する。なお d

c
植は信頼度を上げ

るために各々 5鋼のランダムな配列と比較して得ら

れた平均値を表示する O また，サンプルに用いた生

物種は，真性細曹として黄色ブドウ球 菌

(Staphylococcus aureus) ，枯草菌(Bacillus 

subtilis) ，大腸菌 (Escherichiacoli) を，古細菌とし

CSulfolobus) ，サーモプラズマ

の構造が存在することを示している。

2.解析に爵いた護法子サンプル

てスルフォロパス

本解析ではNationalCenter for Biot巴chnology

のDNAデータベースGenBankInformation (NCBI) 

0.1 

0.01 

O.OS 

事.005
[
噌
」

]
E

解析で用いた生物種ごとの遺伝子のサンプル数

日taph;ylococcusa世間s(黄色ブFウE字額〉 646 

Bacilluss治色μs(枯草磁〉 789 

Esche richia coli (大腸菌〉 303 

5叫folobus(ス)J.，フォロバス〉 289 

古田m坦pla司抽出idophilum(サ日モプラズマ〉 291 

協世出nococc立smaripalu必〈メタン総額〉 263 

3部 cl泣um;，o;escere泊 鼠ae(出王子塁手母〉 1798 

Ho出Dsaprens (ヒト〉 1109 

表1

500 100事

Homo sapiens von Hippel-Lindau tumor 

suppressor (VHL) gene (塩基数:14543)の相互

構報景。縦軸は梧互憎報最 M(dめ)

関の距離 dム。実線は遺イ倍去子t壊革基配F列|リJ，破錦lはまラン

ダムな配列の相2五Z情報量

早o100 
4 

0.001 

0.0005 

図 1
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椙B.矯幸章義による各種生物の遺伝子塩基配91Jの解析

(Thermoplasma acidophilum) メタン細菌

(Methanococcus maripaludis) を，また真核生物とし

て酵母 (Saccharomycescerevisiae) ，ヒト (Homo

sapl巴ns) の配列を用いた[8 ]。

菌2からわかるように原核生物(真性細菌‘古組i

)
 

4
tム

f
a丸
、

P. L 

色 沼

O.OL 

罫 PPL

(4) 

1).1 

自国

。鼠

ロー日間

s.Oru. 

~.帥隠

1s 1ss LOOO 

L円γ、j 

O.l 

0."" 

1].1]] 

oがZ君

白，剖1

蔚)の場合ほとんどがdc
三10であり，全体的にラン

ダムな配列に近いふるまいを示している。 これに対

L，真核生物の場合，d
c
は他の2撞と比べるとずっと

大きな値を取り，表 2に示すようにヒト遺伝子に

はdc= 782.2と大きな龍を持つものも見られた。

( 2) -
J
 

aペ
U(

 

D.1 

O.I~ 

D. L 

白盗

0.11 
O.OL 

O.DIヨ

ロ，ロ11 D. DDL 

O.日岳隠0.0015 

1s Ws LOOO 10 10a i註白昌

( 5) {自}

[1.1 0.1 

D.I!I ち 隠

0.11 悶.01

話.0盟諸 O，(J[(] 

0.011 ~.0D1 

D.<)~13 E明 隠

(日}( 3) 

口町2

ロ.0ヨ

I.JJ 程.DLiヨ

u.白書2

毘2 各議生物種の椙1i'1育報量。グラフは次の遺伝子に暴づく。

(1) Staphylococcus aureus plasmid pKH3， complete sequence.塩基数 2979， dc = 6. 

(2) Bacilius subtilis Bbma (bbma) gene， complete cds.塩基数 2166， dc=4.4. 

(3) Escherichia coli LeoA (leoA) gene， complete cds.塩基数 1734， dc=3. 

(4) Sulfolobus shibatae DNA ligase gene， complete cds.塩基数 2160， dc=4 

(5) Methanococcus maripaludis DNA repair protein (RAD51) gene， complete cds.塩基数 1888， dc=6. 

(6) Thermoplasma acidophilum GTP蜘 bindingprotein and tricorn protease (了間)genes， complete cds.堪基数 5040， 

d = 11.6. 
(7) Saccharomyces cerevisiae DNA for 'Ppf3p'， complete cds.埋基数 6574， dι= 14.2. 

(8) Human NF1 gene homologue塩基数 7675， dc = 23.2. 

(9) Human receptor tyrosine kinase DDR gene， complete cds.塩基数 12010， dc = 96.8 

21 



22 

A) 
100 Ii 

h 

事。 11

tof 

tl) ;10 60 
d" 

口}

101) Ii 
ミ

制~: 

i2磁3;総

tl) 

ま。 生。 60 
d" 

Japanese Journal of Computer Science Vo1.8， No.l， 2003 

日〉
100 Ii 

ミ

81) I1 

60 

世話

底的

之容

1¥ 
事。 100 lO 

E) 

100 Ii 
ミ

事事 i 

是認

';¥';; ，，0 

t 0 fI' ¥ I 

eo 100 t 0 

G) 

世話
嬰;

上告。

自1) ~ I 

生事

生事 6~ 

d" 

生。 60 
d" 

E章生。

d" 

C) 
l自1) Ii 

31) I1 

60 f'， 

世話

窓生。

記事

事。 100 

F) 

10車 1

ー
31) I1 

昔話付

恋
告。

lO 

事 100

60 eo 100 

tO 生8 60 右。 100 
d" 

t 1) 生。 60 事 10事

d" 

国3 原核生物各種の遺伝子塩基配列の相罷長 dcの頻度分布A)~F)。縦軸は頻度(サンプル全体数に対するパーセ

ンテージ%)を，また横輸は相関長d
c
を表す。 A)Bacillus subtilis (646)， B) Escherichia coli K-12 W3110 

(789)， C)トfaemophilusinfluenzae Rd KW20 (303)，D) Methanococcus jannaschii DSM2661 (289)， E) 

Methanobacterium thermoautotrophicum delta H (291)，ド)Thermoplasma volcanium GSS1 (263)0 A)~ C) 

が真性縮菌， D)~ ド)が、吉細菌。( )内はサンプルとして用いた選法子の数。 G)では各種生物種のグラフを重

ねて表示した

表2 ヒト遺伝子の中で特に大きな相関長 (d> 400) を示した代表的な遺伝子

ヒト遺伝子 dc 

. Homo宰昌piensTGFb inducbe early protein and田 rlygrowth response proteIn alpha gene主 782.2 
compete cd宰

. Humat¥ tlal¥Xrip註onfactor， furkhead related acti:vator 4 (FREAC-4) gene， complete cds 710.4 

. Homo sapiens lunGluR2 gene for metabotropic glut訓出rece抑 rtyt:e 2，∞mpl舟 cds 624.8 

. Homo s号plen宰tran主crptIonfactor forkf"Bad司 Ike7 (FKHL 7) gene. compete cds 497‘4 

'Hum滋¥clioxilト叫切あlecytochrome P450 (CYP1Bl) gene， complete cds 494.0 



相:g:情報量による各種生物の遺伝子塩基配列の解析

1冨目
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昔話
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4企

H ~D 古車004000 6000 寺OOOl.OOOOl.lOOOl.壬000

L(bp) 

と卜と出芽醇掃の遺伝子塩基配列の相関長 dの

分布。 縦軸は鎮度(サンプjレ全体数に対する

パーセンテージ%)，横軸は相関長 dco実線は

ヒト，披線は出芽酵母の遺伝子塩基配列の相関

長の分布。点線はランダムな配列の相関長の分

布。サンプル数はヒト遺伝子:1184，酵母遺伝

: 1798，ランダムな艶列:2000. 

国5真性細菌および吉絹閣の塩基配列に関する実擦

の長さの頻産分布。 縦軸は頻度(サンプル全

体数に対するパーセンテージ%)，横軸は塩基

匡訪日長 (bp) 

国4

L::; 5000bpに集中してい実際の塩基配列長Lは，

4.極関長および艶列長の強度分布

次に，生物種間での相関長 d
c
に違いかあるかどう

かを見てみる。相関の信頼性のレベルを高めるため る。

原核生物の場合，相関長および配列長の分布の特

徴は各種の遺伝子がエクソンだけからなっているこ

とによることから理解できる。

に5つのランダムな配列を各々の遺{云子配列に対し

51罷の d
c
の債を求め，遺伝子記列の相関長

はその 5つの dc
備の平均値であると定義する。

作成し，

23 

( 2 )真核生物の相関長および配列長の分布

図5にはヒトと出芽酵母の遺伝子塩基配列ならび

にランダムな配列の棺関長 d
c
の分布を示した。国 5

から確認できるように，対象とした 3つの配列(ヒ

ト，出芽酵母，ランダムな配列)の相関長の分布には

大きな違いが見られた。ランダムな配列では dc= 0 

の付近の分布が最も多く， 95%以上で dc< 5で、あっ

た。また，出芽酵母については dc= 5付近に顕著な

ピークが見られた。サンプル全体の90%以上の場合

において dcく 10であり ，d
cが20以上のものにいた

ってはほんの数%まで減少した。一方，ヒトで

はdc::; 10 -100の範聞に広い分布が見られた。サン

プル全体の50%以上の場合において叫 >40の値を

示し，dc > 100のものについてはサンプル全体の

20%近くに及んだ。さらにヒト遺伝子については表

2に示したような非常に長い相関長を持った遺伝子

( 1 )原核生物(真性細菌，古細窟)の相関長の分布

真性細茜3種A)Bacillus subtilis， B) Escherichia 

coli K-12 W311O， Cο) Ha却巴mo叩ph副凶1社副i孔h山 i同nぱlflu叩1巴凶a却巴 Rd 

KW2却Oならびぴ、に古細薗3種， D) 

豆)

Methanococcus 

Methanobacterium 

thermoautotrophicum delta H，ド) Thermoplasma 

vo1canium GSS 1の遺伝子塩基配列の相関長 d
c
を計

算しその頻度分布を図3に示した。また比較のため

に菌 3のG) には各種生物騒のグラフを重ねたもの

を表示した。このグラフからもわかるように，真性

紹璃と吉細菌のいずれも d
c
の頻度分布にはあまり違

いは見られず再三 10と比較的短い距離に集中して

分布した。ランダムな配列では dc= 0の付近の分布

が最も多く， 95%以上で dcく5であった。

また，臨 4は真性縮蕗および古縮菌の塩基配列に

関する実捺の長さの頼度分布を示す。各種遺伝子の

DSM2661， jannaschii 
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がいくつも見られたことも特徴的で、あった。

このようにヒトと出芽酵母の相関長の分布には明

白な違いが見られる。この事実は両者の遺伝子の塩

基配列の相関講造に大きな違いがあることを示唆し

ている。パワースベクトルによる解析でも塩基配列

の長距離棺関に顕著な相違が確認されている[6 ]0 

また，国 6は真核生物(ヒトと出芽欝母)の塩基

配列に関する実際の長さの頻度分布を示す。この場

合，原核生物の場合よりも実際の塩基配列長はずっ

と長くなっており，特にヒトの遺伝子では 14000bp 

とかなり長いものも見られる。

相関長および自己列長の分布の速いから，初等真核

生物である出芽酵母から高等真核生物であるヒトへ

の進化の過程においてイントロンによる遺伝子の伸

長を行い，士宮L基配列中に何らかの形で相関構造を獲

得してきたものと考えられる。

5. まとめ

本研究では相互情報量を用いて麓々の生物(真性

細爵，古細菌，真核生物)の遺伝子の塩基配列を解析

した。相互情報量を特ノ散づける相関長の備は原核生

物(真性縮菌と古紹爵)ではほとんどが dc::;10で

あり， .塩基配列構造の大部分がランダムな配列に近

いふるまいを示している。また，各穂遺伝子の実際

の進基配列長Lは， L::; 5000 bpに集中している O

このことは原核生物各種の遺伝子がほとんど(タン

パク質生成に関わる)エクソンだけからなっている

ことによると思われる O これに対し，真核生物の場

合 dc
の値は原核生物とよとべるとず、っと大きな植を

もって分布している。このことは，ヒトと出芽酵母

の相関長の頻度分布にも明瞭に現われた。特にヒト

遺伝子の場合，相関長が dζ ~500 であるような遺怯

子がいくつも存在することが判明した。また真核生

物の塩基配列に関する実際の長さの頻度分布は原核

生物の場合よりも長くなっている。ヒトの遺伝子で

は14000bpとかなり長いものも見られる。このよう

な相互情報量の解析結果から真核生物は進化の過程

において(遺伝子領域であるにも関わらずタンパク

質生成に関わらない)イントロンによる遺伝子の伸

長を行い，塩基配列中に何らかの形で相関構造を獲

最悪
恋

luu 

古車

6事

紛}弘

吉

E 
主事

¥¥ 
、~~ゑ弘、

luuu 生uu車 6事uu 300u luOuO UUU事HOu事

L(bp) 

図6 ヒト遺伝子と出芽酵母遺伝子の塩基配列の長さ

の分布。 縦軸は張度(サンプル全体数に対す

るパーセンテージ%)，横軸は塩基露日IJ長 (bp)。

実線はヒト，破線は出芽酵母の遺伝子塩基雲ci91J
の長さの分布

得してきたと考えられる。

本稿で解析の対象とした遺伝子の数はまだ十分多

くはないので，生物進化についての知見を得るには，

対象とするデータを増やし，パワースペクトル解析

[ 6 ]なども併用した体系的な解析が望まれる。
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付録

桔互情報量の基本的な性質および簡単な配列を用い

た計算方法

A・1 摺亙'簡報翠

確率変 数 x と yがそれぞれ値 {x上九 ...，Xn}

と{Yl)ト "YJ/}を寂る場合 Xとyとの間の桔五情報

を次のように定義する O

P(Xi'Y) 
M(X;Y) =エエP(xi，y)log2一一一一

j t P(xt)P(yj) 
(3) 

ここで P(X)は xを取る確率であり P(XiI y) 

は幻が与えられたときの xが起こる条件付確率を

表す。また

P(Xi，)'j) = log2 P(yj)P(Xi I y) 

相互情報量 M(X;Y)は

M(X;Y) = H(X) -H(X I Y) 

と表される O ただし

H(X)=ーヱP(x)log2P(Xi) 

H(XI Y)口エP(y)log2
H(X I Y) 

立ーエエP(Yj)P(XiI Yj)log2 P(Xi I Y) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

である O ここで H(X)はエントロピ一関数であり，

確率分布の援昧さ(不確実性)を概る尺度として用

いられる。 01og20 = 0とする。エントロピ一関数は

0::; H(X)::; log2 n (8) 

を満たし， H(X)叶 og2J1 となるのは，全ての Iに対

して P(Xi)= l/ Ilが成り立っときである O

また H(XIY)はyを与えたときの xの嬰味さがど

れだけ減少するか，すなわち yの与える情報量を表

している O 明らかに M(X;Y)ミOである O 特に x とy

が統計的に独立なとき ， M(X;Y)=Oとなる O ま

た X と yが統計的に独立ではない と

domains of life， Physica， D146， 388-396， 2000. 

[ 8] ftp://ncbi.nlm.nih.gov/ 

き， M(X;Y) > 0となる。

A-2 相互靖報壌の計霧式

式(1)の M(d)に対する表式は次のように変形でき

るO 〆、

( p"" (めlM(d) =エエ ι(d)!咋 21
L

(1，b¥Uj 

C.T -'¥ p，，~， ) 

=エp""(d) !og2ι(d) 
a，b=A，G今C.T

一工作，!Og2(尽)叶:，!Og2(尽)}
a.b=A.G.C，1 

(9) 

i:J、下では，具体的な併でキ目立'情報量を計算してみ

るO

. agct agct (100 tl¥i.基の場合次の出現確率を表

す2つの表(表3および表4) を用いて計算すれば

よしミ。

塩基認の距離が1(d = 1) の場合

M(l)立 LP'，.b (l) !og2 1;，.1， (1 
a，b=A句G.C.T

ーヱ{1;，!og2(尽)+ ~，log2(わ}

24 

99 

一{(長i処長)X4+(長l略長)X4}2.00022'" (10) 

同様にして次のような 100塩基から成る繰り返し

配列とランダムな配列の場合に，相互情報量を手計

算で求めることができる O

aaaaaa aaaaaa ( 100 ~誼基) コ M(l)=0 

agagag agagag (100塩基)二今 M(l)= 1 

agcagc agcagc (100塩基)均 M(I)= log2 3 '" 1.585 

Mathematicaで発生させたランダムな配列

atactgg gcatgac (100塩基)功 M(l)= 0.068 

-完全なランダム

agctagctcc atcgatcgta功 M(I)= 0 

25 
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表3 配列中におけるシンボル a，b(=A，G，C，T)の出

現確率

表4 配列中においてシンボル a，b(=A，G，C，T)が詑

離 d=1だけ離れて現れる結合確率

f医数 出現確率 f留数 結合確率 f題数 結合確率

a 25 25/100 aa 。 。 at 。 G 

g 25 251100 
gg O 。 ta 25 25/100 

む 25 251100 
cc 。 。 gt 。 O 

t Cω?民u 251100 
tt 。 。 tg 。 O 

ag 25 251100 cg 。 。
ga 。 O gc 25 251100 

むt 25 25/100 ac O 。
tc 。 。 ca 。 O 

Analysis of D NA Base Se中lencesfor Various Species of Living Organisms 

Using Mu重視alInformation Function 

Yasuhiko ISOHATA， Satoshi NAKASHIMA， and Masaki HAYASHI 1) 

1) School of L俳 Science，Tokyo University of Pharmacyαnd L砕 Science

Abstract 

Analyzing the mutual information functions for various species of living organisms (eubacteria， archaea， 

eukaryotes)， we have studied the frequency distributions of the correlation lengths dc・Inthe case of the 

prokaryotes (eubacteria， archaea) we have found d
c三10and that the frequency distributions of most of 

the gene base sequences resemble to those of random sequences. The actual gene lengths L are distributed 

within the range: L::; 5000 bp. Such frequency distributions are explicable by the fact that most of the 

genes of the prokaryotes consist mainly of exons. On the other hand， in the case of eukaryotes analyzed 

(Homo sapiens and Saccharomyces cerevぉiae)the values of the dc are distributed to much higher region. 

The actual gene lengths are as well distributed to much higher region compared to the prokaryotes. Such 

behaviors are explicable if one takes into account the frequent presence of the introns in the genes of the 

eukaryotes which have allowed the genes to acquire the correlation structures therein. 

Keywords : DNA， Base Sequence， Mutual Information Function， Exon， Intron， Biological Evolution 
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長谷川停作九 井上{二ヘ陶山昭彦 :ll

[要約] 感染症発生動向調査宅 1981年から 2000年までの全国および北海道の定

点、当り報告数について，時系列解析を行い宅感染症流行の趨勢変動略毘期特性を

捉え宅その発生傾向の把擦を試みた。時系列数値データについて，移動平均宅最

11¥ 2乗法による領向線(居掃隷)の針測および当てはめ雫コレ口グラムーパワー

スペクトル解析等を行い，各感染症の流行の推移司長期趨勢(トレンド)，好発期

開司馬期特性(季節変動・傷環変動等)を検出した O 各感染症は略長期蕗勢およ

び爵期持性から宅①毎年流行い季節間期(好発期)が一定期間に眼られる，②

季節間期は認められるが宅通年報告される(ベースラインが高い)司③数年毎に涜

行がみられる噌昏報告数が一定またはまれ等に分別された O 感染症によっては，

流行期間・流行関期等に地域間差カず認められた。また宅これら長期趨勢， t麗環変

動の間期特性宅過去流行年等の計j!'!IJ結果を基に宅次期流行年の予想を試みた。

{キーワード} 感染痕司感染症発生動向調査，時系列解析司コレログラム守スベク卜

ル解析雫長期蕗勢宅関期変動

1.はじめに

感染症の流行は，季節・循環変動などの贈賄パタ

ーンを伴い，趨勢変動(トレンド)，さらに時々の

不規賠変動などと複合して成り立っていると考えら

れるわ“ 31。感染症の流行状況については，目視

的に観察したり，集団免疫の立場から説明するなど

の吉典的理論で，また趨勢変動や不規則変動解析の

ために人口動態・気象変動・予訪接種・集盟免疫な

どのパラメータを組み込んだ説明がなされてきた

い-8 ]。しかし，これらパラメ…タの意義や流行へ

の関与度合いについて十分な検証はなされず，数値

イヒならびに計測処理への組み込み方法も検討されて

いなしミ。感染症の流行像については，平均や標準偏

などの手法で論じているものがあるものの[9“ 

151，長期趨勢ならびに流行波形，間期特性などの

計測に統計解析手法を適用し，客観的・体系的に論

じたものはなかった。

感染症発生動向調査事業 [2， 9， 16]では，開

始から20年間が経過し，患者発生報告データ(時系

列データ)の蓄積がなされ[9， 16“20]，統計学的

処理によって，感染症の流行特性を捉えることが可

能な状況になってきたと考える。今国，本調査の時

系列データへの傾向線の当てはめ，コレログラムお

1)北海道立衛生研究所， 2)放射線影務研究所疫学部， 3)鳥取大学医学部医療環境学 [別総請求先:〒060句0819 札幌市北区北19灸

西12丁目 E-mail: hasergawa@iph.pref.hokkaido.jp] 
(原稿受付日 2003年02月25呂 }京穣採択B2003年11月06日)
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(1)調査資料

感染症発生動向調査 [2， 9， 16悶 20]， 1981年か

ら2000年までの全国および北海道のインフルエンザ

定点，小児科定点，眼科定点把器対象の 15感染症

(表 1)の定点当り報告数/週[9， 17 ， 18， 20] 

方よびパワースベクトルなどによる周期解析により，

感染症流行の長期趨勢，周期特性を捉え，その発

生・流行状況の把握を試みた。インフルエンザ・小

見科定点把握の 13感染症および眼科定点把握感染症

の 2感染症(共に遇単位報告，計15感染症)の全

国・北海道における状況について検討したので報告

する O

感染症の年開発生状況*1 

年開発生パターン

ベース 退去手好発期
ライン 喜善ととのみの

表

9 10 11 12 8 7 s 5 

地域

1.インフルエンザ

感染症名

0
0
0
0
0
0
 

G
0
0
0
 

セ吉
岡

一
回
開
官
同

O 
O 

主主r
間 1

金協

主
錦
織
錦
織
品
錦
織
錦
織
品
是
認
制
品
館
協
品
館

6
3

，3

，3
4

4

J

4

g

2

4

イ

JPペ

404円
イ

ペ

J
2
4
4
d
ι

3. A群溶血性レンサ球

8. 

10.風疹

11.へんパンギーナ

12熔疹

(成人麻疹をi徐く〉

13.流行性耳下鰻炎

7.伝染性車工斑

9苔尽咳

5.71<痘

6.手足

2. 

ヰe

14急性出Jtn.t生結膜炎

O 
O 

可
悶15. 

のデータによるただしインフルエンザは怒号量発生定点当り報告数 1981 年7J寺 ~2000年12 Fl

のデータによる.各計渓IJ方法については，
1980年代の状況を表示

1990年代の状況を表示.
近年報告数少なく、また流行も殆ど祭くなり，状況を表示できない 1980年代の状況を表示暑

本1，

*2， 

*3 
ネヰ

i選年発生の好発j号以外

i霊童手発さをの好ぎをj寺以外

，好務用;

好発月:

会箆
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時系列解析による感染症流行の浸期趨勢およびj琶湖特性 一感染症発生動向議2霊会鐙および北海道 (1981 ~2000年)における状況

を用いた。なお，インフルエンザについては， 1987 

年からの集計データ(同年集計開始)を，感染性胃

腸炎については， 1999年3丹(第13週前半4呂間)

まで別途集計されていた乳児n匿吐下痢症を合算し，

また麻疹については 1999年4丹(第 13選後半4自

信DW、降は成人麻疹を除外して集計した。 4~5

おきに出現する第53週については，統計処理上 1

年のf活環牲を保つ必要から除外し， 1年をすべて52

避とした。また，週単位集計A数{直を月集計{直に換算

した，すなわち i年間 52;担分を 1か月について

14十1/3J避として， Jllftに泣か月(項)に均等分配

したi時系列も思いた。

( 2 )定点当り報告数の時系列(原系列)グラフの

作成およびベースラインの第出

各週または丹に対応する患者発生定点当り報告数

をグラフにプロットし， H寺系列グラフを作成した。

各感染症において好発期(後述)を除いた期開の

報告数の平均値をベースラインとしその値が1.0

以上を「ベースライン高Jとし，それ未満を「低」

とした。好発期t:J、タトにほとんど報告されない感染症

においては，ベースラインを百と設定した [10悶 15，

21 ]。

( 3 )領向線

{頃向変動の抽出のため，各感染症の定点当り報告

数を従属変数，月数を独立変数とする単変数として，

以下の傾向線を作成し，当てはめを行い，その適合

を検討した。①移動平均曲線(3か月および12か月)， 

②最小二乗法による回帰線(1次[産線]， 2次，

3次など)，③修正指数i曲線など [11，22]につい

て実越した。なお，留婦誠においては，それぞれ，

誤差が最小となる次数曲線を最適次数曲殺とした

[23]。なお，回精査線についてはその傾きを計測し

た。

(4 )好発期の算出法と年開発生パターン

各感染症，各計測月において， 3ヶ月移動平均龍

から 12ヶ月移動平均値を差し引き，得られた値が正

の場合が過去20年間の集計で 5割を越えた場合，そ

の月を好発月とし，好発月が連続する期間を好発期

とした。また，ベースライン [10，14， 17]が高く

て年間を通して報告されるものを「通年発生Jとし，

好発期のみに報告される場合を「好発期のみの発生」

とした。なお，通年発生で好発期をともなったもの

についても，その程度を記載した。

( 5 )コレログラム

各感染症について， 1年開 12項(月換算定点当り

報告数)データのコレログラム [22，24， 25]を作

成した。 1981年 7月を計測開始第 1項とし， 2000 

年12月までについて，連続的に各月の自己相関係数

を算出し，横1!11!Jの計測月に対応して縦車111にフ。ロット

した。コレログラムにおいて， k番告の自己相関係

数がその前後の盤と北較し lにより近ければ居期を

kとした。なお，終末24項(月)分については，本

手法の特徴 [22]を考慮し正雄さを保つために周

知l検出に用いなかった。

( 6 )パワースベクトル

各感染症について，それぞれの定点当り報告数

(原系列データ)から，次式で定義されるパワース

ベクトルS(ω) [23， 25]を求め，計測されたスベ

クトル密度と周期jから， mJ期牲の解析を行った。

S(ω)は自己相関係数c(τ)の逆フーリエ変換 [23，

25]で，下記のように示される。

S(件ヰに山間

C(τ) = x(t )x(t十 τ) は定点当り報告(月換算数

値)x(t )の自己相関関数， ωは周波数， てはタイ

ム・ラグ(隔たり時間)， tは時間である。長さの時

系列のパワー・スペクトラムは自己共分散をその推

定値で置き換え，さらにラグ・ウインドー Oag

wIndow) [18， 26]による加重 kjを加えて，次の

ようなスベクトルとした。

ペωj)ヱ今トro+争
ここでは，開波数 ωご 2π/p ， pは周期， 与は

標本自己共分散である。 行は以下の式により算出さ

れる。
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ヱ{(Yt-Yi) X (Yt-i -Yt-i)} 
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そ三ロ

データ系列中に報告数Oが長期間に渡って続いた

場合， 与は算出されず，パワースベクトル密度の解

析は不可能となる。

なお，今回，本計澱においては，定常化処理をせ

ず，季節変動，循環変動，傾向変動，不規則変動な

どが含まれた原系列からの処理を行った。言1-算処理

は高速フーリエ変換 (FFT)法 [25]で実施した。

(7)集計・解析プ口グラム

定点当り報告数の時系列(原系列)グラフ，傾向

娘，好発期，コレログラムのグラフ作成ならびに検

出のための一連の解析・グラフ作間プログラムを，

表計算ソフト Exce1(Windows)上に講築した。ま

た，パワースベクトル解1fTについては， N88BASIC 

に計算式を組み込み，計iJ!Jj処理し Exce1

(Microsoft)上にグラフ表示させた。

3.結果

(1)患者発生の時系列グラフ

1981年第27週(7月)から2000年末までの週単

位集計の全国および北海道の患者発生定点当り報告

数をグラフにプロットし，持系列グラフを作成した

[17， 18， 20]。また，月単位換算報告数についても

作成した。これら時系列グラフでは，長期的流行の

推移，季節変動および循環変動が百視的に観察され

た。国 1に流行性耳下腺炎の例を示した。

( 2 )発生のベースライン略掠発期および年開発生

J¥ターン

各感染症の全開および北海道別の定点当り報告数

の20年間時系列データにおける(通常報告される報

告数の最低線)ベースラインの高低，好発期(月)

および年開発生状況を表 1に示した。

ベースラインが高かった感染症，すなわち好発期

をi徐いた通常持に報告される月換算報告患者数が

30 

1.0人以上を示す感染症は， A群溶血性レンサ球菌昭

頭炎，感染性胃腸炎，水痘，伝染性紅斑(北海道)， 

突発性発疹，流行性耳下腺炎，流行l全角結膜炎であ

った。1.0人以下を示したのは，インフルエンザ¥

咽頭結膜熱，手足口病，伝染性紅斑(全国平均)， 

百日咳，風疹，ヘルパンギーナ，麻疹，急性出血性

結膜炎で、あった。通年発生をみる感染症は，主に前

者の全感染症と伝染性紅斑(全田平均)であり，好

発期のみの発生を示したのは主に後者の感染症であ

った。

好発期は調査対象の感染症すべてで算出された。

ただし，突発性発疹，百日咳，流行性耳下腺炎，急

性出血性結膜炎，流行性角結膜炎における好発期の

増力削皮芳5はd、さかった。

( 3 )推定額向線の当てはめ

各感染症について 3ヶ月移動平均値および12ヶ月

移動平均値の時系列グラフの作成と額向線の検出を

行いグラフ化した。国 1に流行性耳下腺炎の例を示

した。また，各感染症の適合した傾向線(最適次数

出帰曲線または指数曲線)およびl次国帰総(車線)

の傾きを表2に示した。

3月移動平均グラフから季節変動，また 12ヶ月移

動平均グラフからは長期趨勢や循環変動 (1年以上

の間隔の変動周期)が観察された。水痘， A群i容車

性レンサ球富n毘頭炎，感染性胃腸炎，突発性発疹，

ヘルパンギーナ，流行性角結膜炎などの12ヶ月移動

平均値のグラフは 1次回帰線(車線)と近似した。

伝染性紅斑，百日咳，風疹，麻疹，流行性耳下腺炎

などでは，循環変動麗期と向調し，近似したグラフ

が示された。インフルエンザ， iI毘頭結膜熱，手足口

病，急性出血性結膜炎などでは，時系列データと周

期波長の一致がなく，傾向線として当てはめること

はできなかった。

l次(車線)囲帰線は，長期趨勢を反映し，その

傾きが正の値を示した感染症は，インフルエンザ，

n圏頭結膜熱(北海道)， A群溶血性レンサ球菌咽頭炎，

感染性胃腸炎，手足口病(北海道)，伝染性紅斑

(北海道)，へjレパンギーナ(北海道)であり，ほと

んど傾きが示されなかった感染症は，手足口病(全

国)，伝染性紅斑(全国)，流行性耳下腺炎(北海道)
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終末(2000年)

における現況

と傾向綾什次〉

の選会*2

(適合)

1次田錦

畿の鰻き

への推定傾向線の当てはめ

指数
曲

感染症定点当り報告数(時系列データ)表 2

感 染 症 名

O 
O 

x
o
o
x
 

+0β123 

十O‘0023

-0.0010 

十0.0002

十G‘0063

0
0
0
0
0
0
0
 

O 

トインフルエンザ

3. A群j容血栓レンサ球

2. 

O 
O 

ヰ，

× 

X 

0
0
0
0
 

十0.0001

+0.0083 

O 
O 

+0.0008 

十Gβ051
0

0

0

 

×

0

0

0

0

0

 

-0.006ヰ

十0.0043O 

-0.0035 

-0.0017 。。。 -0.0316 

-0.0127 O 

x
o
o
o
 

-0.0077 

-0β112 

-0.0112 

-0.0170 

-0.0053 

O 

O 
O 

O 

念頭5. 7.k疲

羽錆6. 

7‘{去染性紅

9.百日咳

8. 

10電

11.へんパンギーナ

12. 

(成人隣接を除C

13.流行性翠下諜炎 × 

× 

-0.0155 

-0.0010 O 

O 

O 

O 
X 

-0.0137 

-0.0037 0

0

0

 

北海道

14急性出血栓結濃炎

x 

x 

-0.0389 

-0.0236 

15.流行性発結欝炎

のデータによるただし，インフルエンザは1987~1981年7.Fl~2000年12 .Fl

1.Flからのデータによる.各言十潔IJ方法については，

流行の接掘によって大きく異なる.題安として記載した.

*1 

本2

球菌昭頭炎，感染性胃腸炎，水痘(全国)，手足口

病およびヘルパンギーナでは 1年周期が，また嵐疹，

麻疹および流行性角結膜炎では弱い波形の 1年の周

期性が検出された。なお，水痘(北海道)では半年

崩期も検出された。これら l年周期の感染症のなか

には 1年間期の流行波形に加えて，数年おきにそ

れを大きく上回る波形が計概され，この大きな波形

インフルエンザでは Z~3 年おき，暇頭結膜熱は，

で、あった。他の感染症および地域では負の{頃きを示

した。

( 4 )隠期解析

コレログラム解析グラフを図 2に，パワ}スペク

トル解析グラフを図 3に示した。これらから得られ

た流行周期検出結果を表3に示した。

インフルヱンザ， 11国頭結膜熱， A群溶血性レンサ
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回2 コレログラム(全国・北海道， 1981年27週一2000年)

麻疹，流行性耳下腺炎，流行性角結膜炎(北海道)

等の循環変動を示す感染症の流行賭期間痛または流

行年，また手足口病は流行年では全掴と北海道で異

なる状況が示された。なお，突発性発疹は通年報告

され，循環変動は検出されなかった。

では 3~4 年おき，手足口病では 5 年おき，風疹で

は全閣 5 年おき・北海道 4~5 年おき，ヘルパンギ

ーナでは北海道 3~4 年おき，麻疹では全国 7 年・

北海道 3~4 年おき，また流行性角結膜炎(北海道)

では 4年おきなどで、あった。また 1年周期が弱く，

数年周期を示す感染症の{云染性紅斑では全国 5年お

き・北海道 4~5 年おき，流行性耳下腺炎では 4 年

おきの流行閤期が検出された。伝染性紅斑，風疹，

( 5 )流行間期解析結果

各感染症流行の長期趨勢変動，季節変動居期，循

33 



Japanese Journal of Computer Science Vo1.8， No.l， 2003 

10.14 綴〈遂)
10 

8 

6 

;--lm-l--1-一[巳停i司一

よιゐλ A

5ぬむ 8ωo 苅o 8紛o 9ωむ潟絞数〈ω)

全霊

33.8 25.35 20.28 

手窓口病

101.4 50.7 
10∞ 

〈

九
、品

) 

弘帽

を袋
線二，
ωん

、々
て
rく

8 

6 

フ

10.14 らむ

L一一一」一一一一i

北海道6 

01.4 50.7 33.8 25.35 20.28 

l i:ij全竺hι
-¥ -1- ト" i -jw-l -f- }四時1-

ーい1--:1 -トー十- ~ -ー 1---1 -ω}一一iー

し -/i\--~- 十 -i-wi--lmi-i，¥./マ，V¥^
Z I 、......_t _--' I、的色ぬ ~ L 

10 20 30 必 50 6む 70 80 90議後数{ω)

nu 

ハ
U

14∞ 

。

乙

ハ

υ

1

1

 

(

3

)

』
泌
総
ム
叫
ん
も
で
同

8 

G 

4 

10.14議議 8∞

8 

ハ
υ

ハU

101.4 50.7 00 

10 

8 

8 

フ

(

3

)

同
銀
綴
ム
ニ

h
て
同

議開

出

一

ω

摂

泌

総

的
協

了
よ
道
槻
B
r
a
s
i
-
-
B
r
a
s
4
m
W

8
一

一

務

坤

問

一

一

一

4

崎

一

一

ド

い

照

合

匂

匂

¥

一

}

引
山

1
J
4
4

関

a
l
a
l
l
a
-
-
i
d況

と
よ
疹
7
i
a
J
s
i
l
生
ω

十

一

一

庶

一

必

ゆ

ヘ

一

線
滋

間

附

!

日

山

内

紛

均

紛

糾1
1
1ー

j
j
i
l
-
-
l三

銭

一

一

慰

問

-

-

閑

吟

↑

刊

ω
寸
よ
会
開
I
J
i
j
1
4
1
1
2ふ
%

引
寸
斗
疹
命
刊
l
i
z
-
-
十l
l
十
!
十
2
2
4
m刊

8

一
一
際
問
山

-

R

m

L

ぬ
寸

j
i
g
-
-品
開
治
問
訪
問
山

1
1
5

00 

14 

〈

3 12 
弘争時

翠10
ーとる

ーム

も

て
rく

8 

G 

2 

!O.l41iき懇{三塁)
F削綱"・『

北海、

10.14話]誇[j(遂)。∞

8 

G 

十時 -1 流行四時炎

ーl--J--}mj--j-“ l--i-ml-j 

i--J時ートー“-~ -ートー “}ー 1-
i叩 FJ--J-i--j"i--J iωwi-
ιA  l A l A ili  
10 20 30 40 50 60 70 80 90議波数い)

33.8 25.35 20.28 101.4 50.7 

nu 

ハ
υ

00 

16 

.j 

2 

4
・
q
4
A
υ

(

3

)

旧
総
統
ム
ヘ
ム
も
て
民

s 

自

(全国・北海道， 1981年計週-2000年)パワースペクトラム

nu 

l
 
{
 

図 3

34 



時系列解析による感染症流行の長期趨勢および周期特性 一感染疲発気動向調釜全額および北海道 (1981~日000年)における状況ー

表 3 流行周期検出(感染症定点当り報告数，時系列データ)

染疲名 土色域 コレログラム パワースペクトル

1.インフルエンザ

2. 

3 

4. 

5.水痘

8 江氏口
・でrJ之ニ

7. 

8 

9.13尽咳

10町

議炎

11.へjレパンギーナ

12. 

(成人麻疹を除く)

13. 

14 

15. 

125芸j皮・1

6$;皮

600rヰ8弱;!1i十12fJ号j皮

切窓波

605会波 '12~号波 (1

60$;茂樹12fJfJ波(12[中

125会;E支

'? 

問中

12中

会問 12$波

12中~弱波

中中

12.お].[ヰ]

12. 

12. ‘[4J 

12. 

6.※ 12，ヰ

※， 2. [6]. 4 

12， 

12.※， 

12，※ 5 

6.※ 

12，24. [民 18.

12.24. 48， [6] 

48. 60， 72. 12. [30三

ケ]， [4] 

※，ヰ8.36，60.72.12，6

※ 12 

民 36.12

※.48. [36]， 12 

※.48. [24]. 

12.将 .60，後 6.

36旬ヰ8，※.12.6. 

12 [4J 

12， [6]， 

※， 12.36.[16] 

36.48.※. [18]， 12. 

36，※.6.12.[4J 

36，6.12. [4J 

※. 12 

※.12 

※.12 

※.12 

~3 

料， 患者発生定点さ怒り認をき数 1981 年7汚 ~2000年12)考 のデータによるただしインフルヱンザ(;t1987王手1汚か

らのデータによる各言十溺方法については，

キ2. • :and.十.蔀泰議に後纂工震が加わった状態，( ) : (局期発

*3. ※.各感染症針演Ij鶏留を毅える愚鶏，トレンドに立すr，tして算出される[
ンブルエラーとされた計測値，もしく(~上スペクトル詔疫がIJ、さく，

環変動周期ならびに年間発生(流行)パターンなど

の解析結果をまとめ，表4に示した。

各感染症は長期趨勢および題期特性から以下のよ

うに区分されたoCI毎年流行し，季節周期(好発期)

が一定期間にi現られる感染症(インフルエンザ，組

頭結膜熱，手足口病〔ただし，非流行年宥り]，ヘ

ルパンギーナ)。②季節崩期は認められるが，通年

報告がみられる感染症 (A群溶血性レンサ球菌縮頭

炎，感染性胃腸炎，水症，伝染性紅斑，流行性耳下

腺炎〔季節周期は弱い]，流行性角結膜炎)。③数年

毎に流行ピークがみられる〔季節賜期あり]感染症

(風疹，手足口病，麻疹，急J性出血性結膜炎)。④報

告数が一定またはまれな感染症(突発性発疹，百日

咳)。そして，手足口病，風疹，麻疹等では，流行
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表 4流行周期解析結果判

感 染症 名 地域

1.インフルエンザ

2. U箇接結膜熱

3. A群溶血性レンサ縁

4. 

5. 71<.痘

6.手足

7. 

8. 

9.sB咳

10. 

11.へんパンギーナ

12. 

〈成人算事疹を除く〉

13河

14 

15凋

*1雪

ネ2.
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3守

十2，3年爵毅[大]

十2，3年弱鶏{大]

ヰま手隠鶏[大}

十5ま手燭鶏{大〕

十5年j萄期[大〕

十5年濁期[大〕

十ヰ， 5年隠鶏〔大}

十3，

キ2

十3，ヰ年(または7室料周期[大;

けま手周期計測されず〉

ヰ年慰謝[大}

年額発生(涜行〉パターン

{好発端‘選玉手・

ci皮iま低(，¥) 

C皮(;J:jgい〉

(波(~主{乏しり

(波は低い〉

通年十好発揚(;皮iま{患い〉

U.皮f;;主低い〉

*2 

期間・流行周期が異なるまたは大きくずれるなどし

て，全留平均と北海道関で違いがみられた。

発生の定点当り報告数について，時系列解析を行い，

感染症流行の趨勢変動，居期特性を捉え，その発生

流行傾向の把握を試みた。

4.考

感染症発生動向調査は 1981年7月(第27週)に

開始され，現在も全国的規模で実施されている感染

症のサーベイランス事業である。今出， 2000年まで

に得られたデータのうち，全国および北海道の患者

今回，調査資料とした定点当り報告数(週単位報

告)の原系列データは 1年開が52(または53逓)

に区分されていて，そこから単純に導かれる 4避を

1項とした年13 (項)の区分では，年12月との関

連や季節の区分が媛味になること，それに基づいて

算出された移動平均や季節変動， 1，盾環変動も季節や
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年との照合に国難さがともなうと考えられた。また，

統計計算処理上の表示の面からも繁雑となると考え

られた。このため，遅単位集計を月単位に換算した

時系列データを用意し， 12項(丹)計測により，季

節，年との対応、に正確さを期した。

1981年第27避け月)から2000年末までの患者

発生定点当り報告数をグラフにプロットした時系列

グラフ(盟1)から，長期的流行の推移，季節変動

および揺環変動が目視的に観察された [13-15]0 し

かしながら，読み取られる感染症流行の様相は，典

型的な場合で，数値化されない大まかな鍛候・毘期

に限られ，毘視では抽出できず，規期性の把器まで

には至らなかった。客観的な統計学的根拠に基づく

計測の実施が求められた。

感染症の年開発生パターンおよび女子発期の検出か

らは種々の状況が捉えられた(表1)0 この観察で

は，患者定点当り報告数のベースラインが高い，す

なわち月当たり定点報告数がl.0人以上を示す感染

症の大半は，通年発生を示し，一方ベースラインが

低いまたは入の感染症で、は好発販のみの発生を示し

た。これは，ベースラインを，好発期を除いた期間

の報告数の平均値とし，好A発期以外にほとんど報告

されない場合はベースラインをすと設定し言tiJ思した

ため，好発期の検出結果と向調したものと考えられ

る。また，好発期は15全感染症で計測されたが，報

告数が少ないまたは極稀なまたは報告数の変動が少

なく一定な感染症(突発性発疹，流行性角結膜炎，

流行性角結膜炎)において，わずかな波形で、も誇大

に評倍され，好発期とされた。よって，極小さな波

形を呈するとして捉え，それに伴う好発期は観察さ

れないとすることが妥当と考えられた。

これらベースラインおよむ可子発期の観察から，①

インフルエンザ， II埠頭結n莫熱，手足口病，風疹，ヘ

ルパンギーナ，麻疹，急J性出鼠性結膜炎は，好発期

が鮮明で、，好発期以外での発生はほとんど認められ

ない季節変動が明瞭な感染症，②A群溶血性レンサ

球菌咽頭炎，感染性腎腸炎，水痘，伝染性紅斑(北

海道)，流行性耳下腺炎，流行性角結膜炎は，季節

変動は認められるが，好発時期以外にも報告があり，

通年発生でベースラインが高い感染症，③突発性発

疹，吾日咳は報告数が少ないまたは報告数の変動が

少なく，一定の報告数を示すなどの感染症などに分

別された。ここで摺いた「ベースラインの高低J，

「通年発生J，r好発期Jそして「好発期のみの発生」

などの評価は，感染症流行の年開発生状況のパター

ンを捉え，分Eせするための項告として機能するもの

と考えられた(表1)。

次に，傾向線を当てはめて，流行波形を捉える試

みを，移動平均法，回帰隷，修正指数曲糠，対数曲

線などによって行った(図 1，表 2)0 3月移動平

均値からは，不規期変動が除去され，平滑なグラフ

が表示され，患者発生の季節的な推移が示された。

なお，週単位集計(原系列)および月単位換算の定

点当り報告数グラフにおいて季節変動(好発期)が

不明瞭とされる突発性発疹，百日咳，流行生耳下腺

炎では 3月移動平均値のグラフでもその捺子は確

認されなかった。 12月移動平均値では，さらに季節

的変動がi徐去され，長期趨勢変動や数年間隔の稽環

変動(周期)が示された。水痘， Af洋i容取性レンサ

球菌咽頭炎，感染性胃腸炎，突発性発疹，ヘルパン

ギーナ，流行性角結膜炎などの12月移動平均値のグ

ラフでは次回帰線(誼線)との近似がみられ趨

勢変動が示された。伝染性紅斑，風疹，麻疹，流行

性耳下腺炎等で、は循環変動が抽出され，コレログラ

ムから計測された循環変動周期との向調がみられ

た。インフルエンザ、， !1m頭結膜熱，手足口病，急J性

出血性結膜炎等では，移動平均計測期間 (12月)が

時系列変動の波長と一致せず，時系列を定常化する

には至らなかった。これらインフルエンザなどの感

染症で計測した移動平均による舘向総は，移動平均

期間より大となる居期変動の捻去がなされず，循環

変動が移動平均値に残り，傾向変動と循環変動の要

素が複合したものと考えられた。それらは{頃向・循

環変動と呼ぶのが妥当と考えられた。

回帰線，指数曲線を傾向線として当てはめた(表

2 )ところ，回帰線の4次関数以上の曲線では，長

期の循環変動の一部が計算された傾向線となり，計

測区間末端の状態が誇大に評価されてしまう傾向が

認められた。修正指数曲線は成長曲線に位置するも

のであり，その性状から，基本的には上限点，もし

くは下限点をもち，それらのいずれかに徐々に接近

していく形状をとる [18，20， 22]。このような成
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長曲線、では，計測区間内に変曲点、を含むような時系

列データにも適用され宥用な推計方法と考えられる

が，本質的には単調増加(あるいは単調減少)の関

数であるため，長期趨勢を示す傾向変動に上下変化

(季節変動，循環変動)が激しく加わったグラフに

おいては，当てはまりはよくないと考えられた。こ

れらから，流行傾向の当てはめにおいては，直線お

よび2次および3次関数(曲糠)が利用可能と考え

られた。

{頃向線の当てはめで次回埠線(直総)が適合

した割合は少なく，すべての感染症に当てはめて比

較検討することはできない(表2)。しかしながら，

長期趨勢観察の立場からみると，大半の感染症にお

いて，その傾きは発生の増減傾向を反映していると

考えられた。時系列グラフ上で急激なまたは明らか

な変曲が自測される場合は，変曲点で、切新し，切断

の前後で各々に 1次回帰娘(車線)を当てはめるな

どして対応できると考えられた。そして， 10年， 20 

年のスパンによる観察には有効と考えられた。それ

も循環変動の激しくない，または不規期変動の少な

い場合であり，発生傾向が末端でもそのまま連続し

ている場合(感染症)に眠られると考えられ，末端

で、急激な変化が生じている場合には適用できない。

なお，度線の傾きは，増減を表示するものの，その

大小は各感染症の発生数(定点当り報告数)の多少

に影響されており，感染症関相互の比較検討のため

の指標とはならないことに注意する必要がある。

循環変動(1年以上の開隔における毘期変動)は，

12月移動平均値のグラフ，コレログラムおよびパワ

ースペクトル等によって計muされた(図 2，図 3，

表 3)0 12月移動平均値では発生変動に近似した状

況がグラフ化された。コレログラムでは周期の大小

を含めた間隔の楯環性がグラフ化され，パワースベ

クトルでは周期およびスベクトル密度が算出(数値

化)され，流行周期とその大小が明示された。なお，

局期間隔の短い半年居期もこれら計測法で捉えられ

た。両計測法によって，弱い流行波形の感染症，ま

た毘期が複合していると考えられる感染症での周期

抽出も可能と考えられた。なお，パワースベクトル

の計測は，月循環性の上から，月換算集計患者定点

当り報告数を用いるべきと考えられたが，解析精度

を考慮し，修正を加えない原系列(逓単位集計ー患者

定点当り報告数)からダイレクトに計測を行い，そ

の後月単位換算する方法を用いた。なお，パワース

ベクトルでは，低周波数が接近して多数存在(長期

周期を多く含む)する感染症では，周期の分加抽出

が菌難な場合が認められた。このため，これら感染

症では低毘波領域における閤期抽出作業に，本計測

法を用いなかった。

以上馬期解析から，半年間期 1年周期，また 1

年周期の流行波形に加えて，数年おきにはそれを大

きく上臨る波形が計測されるなど様々なパターンが

明らかとなった。そして，循環変動を示す感染症で

は，流行局期間隔または流行年において，全自と北

海道で異なる状況が示された。

今国，感染症発生動向調査の全国およぴ北海道の

患者発生の定点当り報告数について，時系列解析を

行い，感染症流行の趨勢変動，周期特性の把握を試

みた。長期趨勢，季節変動腐期，循環変動周期，年

開発生(流行)パターン別に整理したところ(表4)， 

それら特性が各項目ごとに明瞭に示された。各感染

症はその長期趨勢変動を含めた特有の周期特性から

そのタイプ分別が可能と考えられた。本調査では，

全国平均・北海道について検討したが，今後，都道

府県別，第二次医療関別データについて計測を実施

し，感染症流行のー長期趨勢や周期特性を明らかにし

て行く予定である。
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St鼠dyon long-まermまrendand periodicity of epidemics of infectious 

diseases hy time series analysis: Sね重視sof目。組(aidoregion and whole ]apan 

in a period， 1981-2000 

Shinsaku HASEGAWA 1)， Masashi INOUE 2)， Akihiko SUYAMA 4) 
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2) Department of Medical Environmentology， Faculty of Medicine， Tottori University， Yonago， Japαn， 

3) Department of Epidemiology， Radiationξ酔ctsResearch Foundation， Nagasaki， Jap仰

Abstract 

The time-course changes in the tr官 ldand the periodicity of epidemic occurring for each infectious disease 

was investigated by time-series analysis of the survey data on the epidemic and the status of 15 infectious 

diseases in Hokkaido and whole Japan， in a period， 1981-2000. 

The epidemic trend for each infectious disease was clarified based on the time-course changes in the 

number・ ofpatients and the year of past epidemic for each disease was inferred. Based on the figures of 

3-and 12-month moving averages， the epidemic period was inferred and the presence of season variation 

was suggested. In addition， the presence of a long-term trend was suggested by 12-month moving average 

and the epidemic trend curve. On the other hand， correlogram and power spectrum analysis demonstrated 

that the epidemic of infectious diseases was periodical (season and circulation variation). Therefore， it 

was thought that infectious diseases could be assigned into the following four gr・oupsbased on the 

respective long時 termtrends and periodicity of epidemics. 1) This type of infectious disease causes epidemic 

every year and its epidemic is restricted in a certain season. 2) In this type of infectious disease， there 

is a seasonal epidemic but its occurrence has been reported throughout the year. 3) This type of disease 

appears with an interval of several years(its epidemic is seasonal). 4) This type of infectious diseases is 

constantly or rarely reported throughout the year. The present results showed that there were agreement 

and disagreement between Hokkaido and the whole country in respects of the periodicity， the time and 

the scale of epidemic for each infectious disease. 

Keywords : Infectious disease， Epidemiological surveillance， Time-ser允sanalysis， Spectrum analysis， 

Correlogram， Power spectrumラ Long-termtr・end，Circulation variation 
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国際保健と IT基盤

Internationa1耳ea1thand Information Techno1ogy 

Hidehiko TAMAS狂IR01
)う GinoC. MARTIBAG1)う

Renuka TAMRAKARl1)う KouzoISHIDA 1)う

Norihiro FURUSE2)う AkihikoSUYAMA 3) 

l)Department of Hea1th for 8enior Citizensぅ Divisionof Preventive Medicine句

Graduate 8choo1 of Medicineう HokkaidoUniversity 

2) Kamakura Officeぅ I¥Iitsubishi8pace 80ftwareう Ltd

3)Department of Epidemio1ogyう RadiationEffects Research Foundation 

1. Introduction 

Hea1th is not equitab1y distributed among populations between and within countriesう

which weighs so heavily on economic deve1opment. The domain of internationa1 hea1th 

is thus not on1y to improve health status but a1so to reduce hea1th gaps and inequity 

among popu1ations between countries. Hea1th"，司10rksas an input into economic deve10p叩

mentう andthus invcsting in hca1th is an important componcnt of an overall deve10pment 

strategy. Hea1th is no 10nger on1y a consumer of the resources but shou1d make a positive 

contribution to this development. 

Information techno1ogy (IT) is a key of improving hea1th status of deve10ped and de町

ve10ping countries. IT 1inks not on1y direct1y to advancing hea1thcare but a1so indirect1y 

through the provision of unprecedented opportunities for education in particu1ar and other 

socia1 bene五tsto those in need. Deve10ping an adequate and a百'ordab1eIT infrastructure 

can he1p to close the gaps between the haves and the have-nots in hea1thcare of deve10ping 

c011ntries 

1九iewill herewith high1ight some issues of globa1 hca1th s11ch as inequity of health and 

health contribution to deve10pmen仁 anda1so present an overview of ro1es of IT in hea1th 

deve1opment， providing with some examp1es from deve10ping countries and internationa1 
agencies including W註O

2. Health Inequity 

Table 1. Life expectancy and mortality rates， by country development category， 
1995-2000 

Development Population1) Annual Life Infant Under five 
category average expectancy mortality mortality 

income2
) at birth3) raムte4) rate5) 

Least-developed 
643 296 51 100 159 

countries 
Other low-income 
countries 

1，777 538 59 80 120 

Lower-middle-
2，094 1，200 70 35 39 

income countries 
Upper-middle-

573 4，900 71 26 35 
income countries 
High-income 
countries 891 25，730 78 6 6 

1999 millions，出USdollars， d} Years，引 deathsbefore age one per 1，000 live 

births， 5) deaths before age five per 1，000 live births 
Source: modified from WHO (2001). 
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There are the considerable gaps in the levels of healthう healthcareand preventive opportu-

nities between developed a凶 developi時 countries1
)(T.めle1). Le部トdevelopedcountries 

have 27 years shorter in life expectancy， 16.7 times higher in infant mortalityう and26.5 

time larger in childhood mortality than high-income couロtries.

Figure 1 illustrates inequities in life expectancy for both males and females in J apan 

and五Iexico.which are str・onglyassociated with socioeconomic class. even in countries 

with quite good health status on average.2
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Figure 1. Inequity in life expectancy at birth in J apan and Mexicoぅbysex. 

Source: WHO (2000) 

Health is more equitably distributed in Japan than in Mexico. The inequity is particularly 

marked for males in IVIexico. Thusう itis apparent that the large health inequity persists 

within countriesモ especiallydeveloping countries‘ emphasizing the ¥勺lueof evaluating 

health system achievement not only by average but only by seeing whether everyone has 

about the same life expectation. 

3. Difference in life expectancy between males and females as a gender issue 

Life expectancy di百erssigni五calltlybetween men and women. As countries get r怖icher、

male mortality tends to decline less than female mortality. In the early 1900sぅ thegap 

between female and male life expectancy was 2ω3 years in richer countries around the 

world. By 2000ぅ womenwere living on average 7-8 year・smore than men in these same 

countries. For example， .Japanese females have about 7 years longer life expectancy at 

birth than the counterpart males3) (Figure 2). 
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Figure 2. Difference in life expectancy between males and females by 

selected countries. Source: United Nations‘Demographic Year旬book1997 
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In the ageing society like .Japan this is becoming the considerable gender issueう forcing

.Japanese women to live alone on the average more than 10 years after their husbandsう

death. VVe must take this fact into account the way of .J apanese man・iage，in which 
women usually get married with men older than them. VVhen mOl・ewomen attain higher 
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education and work more professionallyう theaverage age of the first marriage of women is 

becoming olderう theage di百erencebetween women and men narrowing. There are other 

indications of closing these age gaps between females and males in J apan. It is important 
to place this issue on the platform of the discussion on international healthう sincethe 

population ageing is taking place in a quite fast speed in some countries such as China 

and Singapore. 

4. Investing in health? A changing health paradigm 

Health has not been viewed as contributing to a good economic development. Health 

has so far been considered to be only a consumer of public good and an outcome of 

economic development. 

Since health is strongly associated with economic developmentう investingin health is 

an important component of an overall development strategy and works best as part of it. 

Economic growth requires not only healthy individuals and populations but also education 

and others. This is shown in Figure 3‘illustrating the position of health among the many 

contributors to economic development1
). 
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Figure 3.五ealthas an input into economic development 

Economic Development: 
High levels of GNP 

Source: WHO (2001) 

The concept of investments in health is not new. The vVorld Bank published in 1993 

the“World Development Report 1993: Investing in Health"4)ぅ whichexamined national 

health policies worldwide and measUl・edtheir success in impr・ovinghealth and controlling 

health spending. The focus of the analysis by the Report was placed on the many links 

between a nation's health statusう itslevel of povertyう andits rate of economic growth. 

The World Bank in collaboration with WHO focused on health issues in the developing 

countries and ways in which to provide better health care with limited funds. The Report 

has its significance in terms of future development of global health and signaled to the 

world that the ¥iVorld Bank also concerns with global health issues especially from a 

viewpoint of the overall socioeconomic development. The vVorld Bank also published 

in 1999う“Investingin註ealth:Development E百'ectivenessin the Healthう Nutrition，and 
Population Sectorsう'5) The vVor・ldBank lending for healthぅ nutrition，and population 
(HNP) activities is accelerati時・ Itis clear that nowadaysぅ theWorld Ba出 isthe most 

important player in the field of global health and macroeconomics. The World Bank is 
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thus a strong d1'iving force of introducing pove1'ty and development issues into health 

a1'enaぅwhichis cur1'ently the main focus of international health worldwide. It is essential 
to further、facilitateand st1'engthen the collabor・ationbetween the World Bank and WHO. 

5. Health development and information technology 

The1'e is the conside1'able expectation that recent advances in information technology 

(IT) can offer real and p出 cticaloppo1'tu凶tiesfor global health imp1'ovement. Health 

telematics should st1'engthen the capacity and pe1'mit the coope1'ative information and 

advice on health care ove1' distance by all health p1'ofessional and means of attaining 

health aiIns of people. IT c1'eates unp1'ecedented oppo1'tunities 1'or human development‘ 

pa1'ticularly education. Th1'ough this technologyヘhighquality of learning opportunities 

can be made available to man)ァpeople，in many locationsモ ona 2ふhom・basis.The use of 

IT is to inc1'ease equitable access to and exchange of health info1'mation and education in 

o1'de1' to provide opportunities for people to imp1'ove and maintain their・ovもTflhealth. 

Access to communication is basic human 1'ights. The gwwing importance 01' IT fo1' 

economic， educational and social advancement highlights how c1'itical unive1'sal access to 

IT has become. vVith ove1' 40 million people i-vaiting fo1' a telephone line worldwide and 

¥vith some least developed count1'ies having telecommunication penetration levels up to 

200 times below that 01' developed count1'ies， unive1'sal access stands as one 01' the key 

issues confronting governr戸nentaround the world. 

IT as one of the main d1'iving fo1'ces in the cur1'ent globalization of tr‘紅1eう economicsand 

politicsぅ has equally impo1'tant implications 1'or health. Tcler口n犯edicir…犯 iおS1お10七乱 nev京'"ナ ide乱札う

but techn♂l010gic正aldevelopment is cOl註ltinuallyaddir註戸19to its potential 1'01' 、health promotion 

and protection. Developing an adequate and a註'ordabletelecommunication in1'rastrueture 

can help to close the gaps between the haves and tl犯 have山 notsin health ca1'e. 

6. Conclusion 

The use 01' IT in and fo1' education and healthcぽ eas an inpl比 intothe ove1'・allclevel司

opmen 
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SL 
国立保健医療科学院における遠隔教育

Distance Learning in National Institute of Public Health 

土井徹

国立保健監療科学院研究情報センター

{経過]今から 4年前の平成 11年度に端正予算(すなわち継続しない予算)として遠隔教

育の試行がはじまった.目的は全国の公衆衛生従事者を対象とした追加的教育である.教

育全般に関する検討機関である教務会議が主導し， I環境保健JI疫学概論JI車生統計特

論JI子育て支竣jの4科目で行うことになった.この時点での取り決め内容は以下の通

りである.

1.遠隔教育の実施期間は 3ヶ月とする.

2.各科目は 5章構成とし， 1章の修了は 2週間とする(キャンパスでの教育 1単位がl

屈3時間の 5回構成であることに準じるに

3 テキストをj玄関教育ホームページに掲載し，受講生との質疑応答ならびに指導は教

ごとに割り当てられた遠隔教育担当専用メールアドレスを使用し，メーリングリ

ストによって実施.

4.修了認定は，各科目で試験(レポート等)を実施し，責任者の裁量とする.

5.授業内容は極力新規のものをめざす(キャンパスでの授業に含まれない内容に

この試行期間 3年間の受講生数と修了者数を表 1に示す.

環境保鰭

疫学概論

厚生統計特論
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{試行期聞からの反省点]3年間の試行期障を経た反省点は以下の通りである.

1.テキストについて:テキストをはじめに作成し，初年度は受講生がダウンロード・

プリントアウトで使うょっにしたが，受講生が使う PCのスペックが様々であるこ

と，プリントに時間がかかること等の理由により，次年度からは郵送にした.

2.受講生が勤務時間中に教科内容の学習をすることに対して 職場で了承と異論が混

じり統一されていなかった.

3 教員側の負荷が大きく，試行2年目から中止せざるを得ない科目があった.

[新規事業としての出発]平成 14年度からの新規事業として遠隔教育が認められ，委員会

として遠隔研修委員会が発足した.平成 14年震は 7科目(予算案)で出発することにし

た.これに対し， 9科目の応募があり，それを 7科目に統合した.

新規事業としての取り決めを以下に示す.

1.遠爾教育ホームページ内に作成したフォーラムで議論をし，メーリングリストは寵

用しない.

2.テキストはいつでも追加でき，ピデオファイルも可である.
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3.期間，章数は試行期開と同様に 5章構成， 1章 2週間， 3ヶ月の実施を基本とする.

4. 45時間の学習を 1単位として科目ごとに単位数を決める.

科自名と担当者数，受講者数，単位数，施行概要を表2に示す.

表2平成 14年震における遠隔教育科目
担当者数受講許可数単位数

15 

16 

12 

29 

3 

11 

15 

施行概要

レポートの繰り上げ
クラスルーム参加必癌
指定教科書と数回試験
課題とレポート
教材にリンク先多数
諜題とレポート

円
ノ
一
ω

内

ノ

ム

円

J

1

ょっ“っ“

4
7
d
q
d
ρ
り

4

4

科昌名

疫学概論
厚生統計特論

生物統計学
f呆{建活動・事業の評価
口腔{呆{建
EBHPのための文献レビュー方法

{新規事業「インターネットによる遠隔教審Jの概要]

A凶教科菌

国立銀健医療科学院は平成 14年4J~ 1日にそれまでの国立公衆衛生続，国立医療・

病院管理研究所が1つの組織になり，国立感染症研究所口腔科学部の一部が加わって発足

した淳生労働省国立試験研究機関の lつであり，保健・医療・福祉従事者の教育研修を担

う機関と定められている. 公衆衛生教育研修・病i完関連教育研修に関しては数十年の積

み重ねがあるが，今回の発足とともに，教育研修i題連に関しては次のような柱を立てて

いる.

] 長期課程:公衆衛生従事者に対する I年以l-.のキャンパス教育(デイプロマ， I¥IPH， 

DPHの取得を目指す広い教育研惨)

2.短期課程:公衆衛生従事者に対する 2遊間程度から]ヶ月のキャンパス教育(テー

マを限定した教育研修)

3.病院管理研修:病院関連従事者に対する 1週間程度から約 l年のキャンパス教育(主

として職種で分類した教育研修)

4.国際保健研修:外国人に対する約 1ヶ月から 2ヶ月半のキャンパス教育

5.遠踊研修:保健・医療・福祉従事者の遠隔教育

47 

この中で長期課程は，資格車得を目指す全国の公衆衛生従事者に長い間追加教育の場を

提供してきたが，地方自治体財政事情もあり，昨今は 1年以ヒ職場を離れるr研修が罰難に

なってきている.それを補完するものとして遠隔研修の果たす役割は大きい.問題は様々

な学位の取得。を百指す研修に単位としてどのように関われるかである.現在のところは

各科目の想定学習時間をもとに表2に示した単位数を与えることにしている.しかしこれ

が長期課程全体の単位にそのまま充当することにはなっておらず，長期課程の中の 1つの

コースである専門課程分割後期(主として匿簡が保健所長の資格を取るコースで， 3ヶ月

間のキャンパス学習の後，地元に帰り適格な却f{1多機関での却f1i容を単位とする)の単位取得

に取り入れているのみである.それ以外のコース・課程では遠龍研修をどのように組み入

れるかの議論はまだ緒に着いたばかりである.

B.ソフト酷

遠隔研修の企画，実施は遠i塙研修委員会で行うが，委員は教員 5名，科学混 LANシス

テム管理者 1名，教務課 1名の計 7名である.今のところ遠隔研惨としては fインター

ネットによる遠隔教育Jのみを実施している.

実施のためのソフトは，既有存胡の DL叫(Diおstぬa創1祇I

自のものを開発した.その理府は，実施教科が多様であり，その教育方法も多様なためで

ある.たとえば，教材を事前に全て与えて費疑応、答で授業を進める方式，進行に合わせて
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教材を提示していく方式，教科書ーを指定して試験(レポート等)を繰り返す方式，レポー

トを添削して完成まで何度も書き換えさせる方式等である.ただ，根幹として， Iクラス

ルーム(フォーラム)JI教材ダウンロードJI黒板JI講師からのお知らせJI教務課から

のお知らせJI休憩時間のおしゃべり(コラム)JI統計解析ソフトjを設定した.この中

で，最も主要なものは fクラスルームJである.試行期間の経験から，受講生への励まし

が教員としての重要な責務であり，そのためにはクラスとしての雰関気の醸成が必要だか

らである.

受講生からのレポート提出は科目専用アドレスにかmailで送られ，教員ごとに割り

てられたアドレスへ転送される.各科呂の教員は全員がそのかmailを見ることができる.

受講生との連絡は「クラスルーム」ゃ「講師からのお知らせJI教務課からのお知らせ」

を通して全員共通に送られるが，やむを得ず僧別に必要なときは受講生傭人のアドレスに

科目専用アドレスからかm羽1を送ることになっている.

教材はあらかじめアップロードされており，ホームページより受講生がダウンロードで

きるようになっているが，授業の進行に伴って必要となる教材は「教材ダウンロード」に

ファイル添付で追加することも可能であり，あるいは f黒板」にファイル添付することも

できる.尚，講師，受講生が送信した添付ファイルのウイルスチェックはリアルタイムに

行われているが，遠隔教育利用者へは，遠隔教育ホームページを閲覧する端末は必ずセ

キュリテイ対策とウイルス対策を行うよう f利用の手引きJ， I教務課のお知らせJにて注

を促している.

C.ハード盟

各科目の教員構成は表 2に示す通りである.担当教員には数日に 1屈はクラスルーム

を見て書き込むよう依頼している.各科自には遠稿教育用のノート型PCを配布している

(1科目 3台以内).これはウイルス付きのレポートが送られてきた場合でも危検が教員

自身の PCに波及することを訪ぐ目的である(尚，講師と受講生聞のメールの送受信にお

けるウイルスチェックは続内ネットワーク設置サーバにて行っているに

機器としては遠隔教育サ…パー 1台 (PentiumIII1.13GB X 2，メモリ 1386MB，日DD36.3

Gb X 3 RAID5)停電対策として無停電電源装置を有し，障害誤操作の対策用として，

パックアップは，毎日(過去l週時分の履歴を保持)ALTに行っている.

D. Web臨菌の構成

National Institute of Public Heahh 
[1ま己めI二1

【奥随時期1

関 l間立保健毘療科学説ホ…ムベ…ジ 鴎 2インターネットによる遠陪教育

国立保健医療科学院が遠隔教育を実施している事自体は，科学院ホームページの中で知

ることができる(図1).遠隔教育の一般的事項(募集要項等)のベ…ジ(国 2) に遠臨

教育の中に入ることができるボタンを設置し ここから遠隔教育ホームページに入ること

になる.



Japanese Journal of Computer Science Vo1.8， No.l， 2003 

遠陪教育ホームページの表紙(図 3)は誰でも見ることができるが，ここから先は受講生

と当該科目の逮捕教育担当関係者しか入ることができない.これには左上の選択ボタンか

ら入ることになるが，認証を求められる.ここでは例として「厚生統計特論jを晃ること

lこする.全ての科目は図4のような構成になっている.クラスルーム，講師からのお知ら

せ，教務課からのお知らせ，教材ダウンロード，休憩、時間のおしゃべり，授業内容の概略

が主なものである.

国3遠隔教脊トップページ

図4厚生統計特論トップページ
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クラスルーム(図的を併として掲げた.授業内容の概略をクリックすると教員の授業

画面(黒板)が現れる(図 6-1，2).ここでは教員の声つきのビデオ踊像が現れる.また黒

板で、は授業進行に合わせた教材，レポート課題を載せている.

函5クラスルーム

国6-1黒板例 1
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図6-2黒板例 2

{今後の展望}

1.一般公開について:インターネットによる遠隔教育の期間経了後に各科目の担当者

が教材，クラスルーム，課題(試験，レポート等)等を整理し，一般公開可能な科

自に関してはホームページ上に公開する予定である.

2 単位数決定について:インターネットによる遠問教育のみならず，教育内容に関する

機関としての合意が本来あらゆる教育機関には必要である.が，特に遠隔研修(現

在ではまだインターネットによる遠隔教育のみであるが)をキャンパス教育の中に

組み込み，単位を認定しようとするためには，教育内容と修了認定に関して妥当な

単位数を決定する機関が必要になる.平急、に検言すすべき課題である.

3.教育課程修了後の河窓会運営について:科学院には前述したように様々な教育課程

が存在しているが，現任者教育が目的である科学院での受講生にとって，受講によ

る知識・技術の習得とともに同じ立場，日的を持った受講生開の f仲間づくり jも

大きな目的のーっとなっている.したがって，受講終了後 1年間は，遠罷教育の 1

つのサイトを受講生のクラスに解放し，自由に使ってもらう工夫も必要と考えてい

る.負担は大きくなるが担当教員も自由に参加してもらい，受講生にとっての自己

の機会を増やす方策となりうるであろう. 1年の経過後は，受講生のクラスが

自分達で必要と患えば，外部のメーリングリスト等を活用してもらうようにするこ

とで，科学院のサイトとしての物理的な負担(教員の時間的・精神的な負担も)に

制限を加えることができる.

4.授業進行の流れについての工夫:一般公開，科学院内部でのインターネットによる

逮捕教育のワークショップ開催を金調し，地の科目の授業方法を知ることで更なる

遠隔研修全体の工夫を計ることが可能になり，インターネットによる遠隔教育に参

加する科目が増えることを熱望している.

5.今後の発展:保健・珪療・福祉従事者に必要なデイベイト訓練などの技術習得が閤

難であることは間違いないが，遠隔教育に乗せる工夫.また，将来的にはテレピ会

議システムやオンラインミーテイングを利用した講義も必要と考えている.
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放射線領域における国際支援の現状と課題

The Present Situation and Problems of the International Collaboration 

in the Radiation Research 

片山博昭

(対)放射線影響研究所情報技術部

{始めに] 放射線影響研究所が関っている罰際支援には， REMPAN (放射能緊急時医療

体制支援ネットワーク)，マヤック，チェ 1)ノヴイリ， JICA， HICARE， NASHIM，日本

外務省とロシアとの二国間協定などがある.そのため，放射線影響研究所には，世界各地

の研究所から研究者が研修に訪れるだけでなく こちらからも現地に出かけ研究支援を

接行っている.支援内容は臨床，遺伝子解析，統計解析，データベース構築などである.

放射線影響研究所は，原爆被爆者の放射線による後影響を調査する日的で， 1947年に米

国学士院が米国原子力委員会の資金によって設立した原爆傷害調査委員会を前身として

おり， 1975年，日米両国政府の合意により公益法人として発足し，一貫して被嬢者の広

範な健康調査を行なってきた.研究の代表的なものに 広島市および長崎市在住の原爆被

爆者ならびに非被爆者から抽出された約 12万人を対ー象とし 被爆者の寿命や死因を疫学

的に調査する f寿命調査J，更に寿命調査集問から約 2万人を対象に， 2年ごとの健康診

断を行い，各種疾患の発生率や有病率，生理・生化学検査結果の変動について観察を行う

「成人健康調査J，また遺伝学的調査や免疫学・細胞生物学的諮査がある.放射線に関す

る疫学調査および解析において，データベースの構築は極めて重要で、不可欠な要素であ

る.しかし，我々が構築しているデータベースの構造そのものはそれほど複雑で、はなく，

一般的な疫学調査に用いられるデータベース構造と大きな違いはない.しかし，データ解

析には横断的，縦断的な面からのデータ処理が必要となることから，検査内容或いは自的

別に分かれた情報を解析話的に合わせていかに結びつけるかが重要な問題である.また，

過去 50年間に行われた数多くの検査機器，試薬の変更等による測定値の変動が解析に大

きな影響を与えることがわかっている.そのため 例えばコレステロールのように経時的

変化が重要な要素となる検査項毘では，必ず検査機器や試薬の変更時には以前の検査数値

との栢関式を算出し，変更前の検査数値と連続した形での評価が可誌となるようにしてい

る.さらに，できる限り多くの情報をデータベース化するために，特殊な形式で保存され

たデータ等は JPG形式のような一般的に使用される形式に変換するなどしてデータベー

スに保存している.この結果， 50年間に撮影された対象者の絢部X線写真などを場所や

機器を選ぶことなく自由に検索・閲覧することができる.このように，我々のデータベー

ス構築の主眼は，ともすれば検査機器ごとに閉ざされ，断片的な情報となりがちなデータ

を，いかに普通的な形に変換し，容易なアクセスを可能にするかであった.現在で、は個人

需報の保護が重要な要素となり，そのためにデータベース自体の構造も考え直さざるを得

なくなった.その結果従来のデータベースを管理用データベースと研究用データベース

の二つに明確に分け，管理用データベースに存在する傭人情報を除いた上で，全く異なる

IDを使用し研究に即した内容を持つ研究用データベースを構築した.当然のことながら，

研究者は研究用データベースでのみ解析を行うこととなる.本報告では我々が行った IT

に関る国際支援の中から二つの例を挙げて システムを構築する上での根本的な考え方や

解決すべき問題点について述べる.

[CEDRプ司ジェクト]CEDRとは ComprehensiveEpidemiologic Data Resource (包括

的疫学データベース)の略である.アメリカ合衆国エネルギー省が，その関連施設で従事
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する職員の年度ごとの，健農診断結果，被曝報量，在職中及び退職後の死亡情報を完全に

個人清報を取り除いた状態でデータベースイヒし，広く研究者に解析の機会を与えることを

目的としたプロジェクトで 1989年から始まり，現在も続いている.

CEDR関連施設

1991年当時のアメリカにおいては，研究者が働く国内の殆ど全ての大学および研究所等

主要な施設には，インターネット網が張り巡らされており，現在ほとな大域i隔が大きくない

とはいえ，ネットワークを通じたシステム構築といった点では問題はなかった.

現在の CEDRホームページ

従って，このプロジェクトにおい

て解決しなければならない点は， (1) 

データベースエンジン， (2)研究者が

データを検索レ必要なデータをダウン

ロードさせるためのアプリケーション

ソフトウエア， (3)各関連施設(地図参

照)からのデータの授受とそのデータ

フォ…マットであった.研究者がネッ

トワークを通じて自分で求めるデータ

を抽出，ダウンロードできるようにす

るため， UNIXベースのデータベース

エンジンを検討した.このデータベー

スエンジンの選択は項目 (2)にも関連

することから， SQL (データベース問

い合わせ言語)の生成と実行に対して

検討を加え，様々なタイプのユーザー

インターフェイスを作成した.研究者

の多種多様な要求を満足させるには複雑な SQLの生成が要求され，実行に時間がかかる

だけでなく新しいデータセットが追加されるたびに Xウインドウベースのインターフェ

イスプログラムを変更しなくてはならない.また，データセットに合わせたテーブルの作

成や値のテ…ブルとのリンクを張らなければならないなどの煩雑さを伴う.そこで従来型

のデータベース構造を見直し，スタンフォード大学で開発された毘定長テキストベースの

データベースを採用した.そして，研究者にはデータセット単位のダウンロードをさせる

こととした.当初はXウインドウを用いたユーザーインターフェイスの開発を検討してい
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たが，一般的とは言い難く試行錯誤が続いた.しかし， 1992年に入って Gopher，IVlosaic 

が出現し， PCユーザーに優れた機能を提供することが可龍となったことから， wwwを

中心にユーザーインターフェイスの開発を決定した.施設からのデータ授受も大きな開

題であった.インターネットは確かに日本とは比較できないほど普及はしていたが，全

ての施設がネットワークで結ばれているわけではなく フロッピーベースでしかデータの

授受ができない施設もあった.また 各施設での検診データなどの管理方法も施設毎に

異なり，予備調査の段階で各施設から送付されてきたデータは， ASCIIテキスト， SAS， 

dBaseII，ワード文書，エクセルファイルなど多種多様なフォーマットで保存されていた.

そのため，プロジェクトセンターから統一的なデータ処理プログラムを開発し配布すると

いう案も出たが，各施設での余分な労力を増やすだけになることや，長期に渡る協力が難

しくなる可能性が指摘された.そこで 各施設で取扱いが容易である ASCIIテキストか

CSV形式にデータを変換してプロジェクトセンターに送ることとし，各施設への特殊な

ソフトウエアの配布やハードウエアの設置などは行わないことを決定した.以上，このプ

ロジェクトではハードウエアなどの環境面については問題がなかった.主として検討した

内容は，いかに各施設に負担をかけずにデータの授受を行うか，また蓄積されたデータを

いかに研究者が使いやすい形で提供するかであり，最終的に，普遍的でしかも単純な形が

最も良いという考えに落ち着いた.当初はかなりの数の関係者が関っていたが， 10年を

経た現在，専従としてこのデータベースの管理及ぴ更新を行っている関係者はわずか2名

である.仮に多機能のシステムを播築していた場合には この人数では保守が難しかった

かもしれないし，各施設からの協力も途絶えたかもしれない.

[セミパラテンスク}カザフスタン共和国の北京に位置しているセミパラチンスクでは，

!日ソ連邦の時代に約 470固にのぼる核実験が行われた.地上での核実験が 1961年まで

続けられ，これによる被嬢者が多数存在するだろうと言われている. 1999年のセミパ

ラチンスク東京支援会議で， 113科学技術庁(現文部科学省)がセミパラチンスクで被

曝者に関する疫学調査を行なうことを表明した.外務省も医療支援を決定し，これは

JICAを通じて行うことを決定した.セミパラチンスクでは既に広島大学，長崎大学，

更に米国， ドイツが研究活動を行っていた.先の表明に従い 2000年から予備調査が始

まり，我々はネットワークおよびデータベースシステム構築を担当することとなった.

このシステムでは (1)構築され

たデータベースが各方面で使用

ヰ川寸縦 一「されるようになった時でも十分

民…
J
量一

FM::甥守宅匂ふ

セミパラチンスク・ネットワーク構成

機能する， (2)ネットワークを

通じて各関係機関がこのデー

タベースにアクセスできるよう

にする， (3)疫学調査が終了し

たときに，自分達でこのデータ

ベースを運営できるようなもの

にする， (4)最後に現地のデータ

ベースから日本に設置するデー

タベースへの更新が遅滞なく行

われること，などを特に考慮し

た. 1日J共産圏であるため，輸入

制限など種々の規制があり高性

能機器の搬入が難しいなどの問

題もあったが，機材は現地で調達でき保守管理が容易で、あることを優先した.またソフ

トウエアも LINUXなどのパブ1)ックドメインで調達できるものにした.自本とのネット
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ワークは (1)衛星屈線， (2)インターネット， (3)ISDI¥， (4)一殻公衆電話網が挙げられる

が，それぞれ一長一短がある.予算的な面もあるが，今後のインターネット普及に伴う帯

域増を考えた上で，このプロジェクトではインターネットを介したネットワーク構築に決

定した.このようにハードウエアでは全体として円滑・に環境作りが進んだが，ソフトウエ

ア面ではかなりの問題があった.プログラマーの教育は中でも大きな諜題で，現地のプロ

グラマーが英語を全く解さないために，日露の通訳を使わざるを得なかった.しかし，

門用語を使用してのデ、ータベースの教育は通訳の技量に大きく左右され，時として全く

意思の疎通を欠く場合があった.現地でのデータベース入力を進めていくためには，元と

なる情報の言語の問題からどうしても現地のプログラマーの力がなくては成り立たない.

また，診断を ICDコードに記号化する担当者の教育も大きな課題である.教育を行う上

でコミュニケーションは特に重要であり，こういった分野で、の卓越した技量を持つ通訳の

必要性を痛感する.セミパラチンスクでの低総量被爆による健康影響調査は，自本国内は

もとより各国により行われてきた.日本においでさえ，広島大学，長崎大学， JICA，科

学技術庁により行われている.これらの機関は殆ど独自に活動しており，機関相互の協力

は十分なされているとは言い難い.また，重複した研究・支援活動も少なからず存在する

ことや，日本からの支援が一体化されないことで現地からの評儲も永続的なものとはなら

ない危険性も含んでいる.データベースを真の意味で、生かそうとするならば，各組織の研

究・支援活動による情報が一つのデータベ…スに統合され，それぞれの研究分野でより詳

細な解析のために使用され，完成されたデータベースが国，或いは市当昂によって更に地

域住民の建康福祉に役立てられるように使用されていくことが望ましいのではないだろ

うか.

{最後に}同等な財政基盤を元に支援を行う場合と一方が主体となっての支援とでは，大

きくその内容に違いが生じてくる.またプロジェクトの性質が短期的なものなのか，永続

的に機能するものなのかによっても違ってくる.もし，永続的に機能するようなものであ

れば，支援が終了したときに自力でそのシステムを機能させることができるようにして

おくことは大事な要素で、ある.カザ、ブスタン共和国においても，日本から巨額の譲助がな

されているが，果してこれらの援助が真にこの国の発震に繋がっていくかどうかは，現在

の状態では少なからず疑問を感じざるを得ない.こういった毘々の病i見や研究所で，日本

から援助された検査機器類が消耗品類の継続的な諜達がなされないために，使用されな

くなっているのを見るたびに，本当にこれらの検査機器類の援助が真に有用であったのだ

ろうか，消耗品の入手が容易な機器類を選定することを視野に入れるべきではなかったの

かと考える.これまでの経験から，相手方の経済的，政治的，文化的側面を良く理解し，

一方的に援助を押しつけるのではなく，常に桔互協力と発展を考える必要性があると考え

る.信報技術の発達は目覚しく，カザフスタンのような1'iTI々 でも急、速に普及しつつあり，

数年後にはこの分野では各国関の格差は殆どなくなってくるであろう.その時のことを考

えた支援のあり方も検討しながら現在の支援を見つめる必要があるのではないだろうか.

放射線影響研究所で、はマヤック核処理施設での従業員の放射線汚染調査を行っている.近

年，このプロジェクトでは，各研究施設が所有するデータを統合したデータベース構築の

ための技術援助を始めた.このデータベースの構築には，物理的に離れている各施設問で

の意思疎通やデータ交換を可能とさせるためのネットワーク構築，各研究所での調査対象

者を共通化させるための氏名のマッチング・アルゴリズムやそのためのアプリケーション

の作成，データベースの内容を研究者に理解させるための文書化ツールなどの作成が必要

となる.この矯築には多大な労力を婆するが，現在のデータベースの弱点，すなわち各研

究所の必要性を瀧たしてはいるものの共同調査には向いていないという弱点を克服しデー

タ解析を大きく前進させるものであり，様々な施設が対等な立場で相互に協力しあう新し

い支援の寂り組みと考える.
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PDl 
ITを利用した遠隔講義システムとテストシステム

Distance learning system and computer assisted examination utilizing the Internet 

井上仁

鳥取大学医学部社会医学講座霞療環境学部門

{はじめに}鳥取大学は鳥取市の本部キャンパスと米子市のキャンパスの二つに分かれて

いる.両キャンパス間は約 100Kmの隔たりがあるため.部キャンパス関を移動しての講

義は.教官にとって時間的ロスが大きいという問題がある.高速情報通信技術とマルチメ

ディア技術の発達に伴ってインターネットを吊いた遠調教育のためのシステム構築が可能

になり.鳥最大学でも平成 12年度より.インタ…ネットを用いた遠隔講義システムの構

築を進めてきている.また.鳥取大学で、は平成 15年度入学生全員にノート型コンピュー

タ必携化を行うことになっている.罷学科では診療参加型の臨床実習を行う前の評価の手

段として CBT(Computer-Based-Testing)の試行が始まっている.一人一台コンピュー

タ時代を迎え.どのようにコンピュータを教育に活用するかについての議言命が高まってき

ている.今回の発表は.鳥取大学の遠隔講義システムと.今回我々が作成したコンピュー

タを用いたテストシステムの紹グトを千子う.

{遠稿講義システム}本システムはすVカメラ.逮捕会議装量のViewStation VS-4000 (Poly-

com社製).リアルタイムエンコーダーの StreamFactory (Pinnacle systems社製)とリ

モートカメラ制御用コンピュータから成る.TVカメラで撮影した映像はViewStation VS-

4000で画像佳縮され.米子と鳥寂関を 800Kbpsの帯域を用いて画像伝送される.また TV

カメラで撮影した映像は StreamFactoryにも転送されリアルタイムで RealVideo形式の

データに変換され.デジタルコンテンツとして再利用が可能である.遠稿講義に際して

は.担当される教官からはなるべく黒板を使った通常の講義形態で行いたいという要望が

あった.平成 12年に導入したシステムでは. 1台の TVカメラしかなく.また専任のカ

メラマンを準備することができなかったので.常に黒板全体を議影するという方法で、行っ

た.この方法では.通常の大きさで板書された文字は小さくて読みにくいという問題が発

生した.また.担当教官からは.遠隔地にいる学生の反応が分からないので味気ないとい

う意見も出された.そこで平成 14年にシステムの更新を行った.このシステムではカメ

ラを 2台用い.各々のカメラで黒板の半分ずつを撮影し.リモート側では 2台のプロジェ

クターで投影するものである.これによって板書の文字の可読性は格段に向上した.また

リモート慨にもテレピカメラを設置し学生の状況が教官{閣のモニタ TVで分かるように

した.リモート側の TVカメラは教官側のコンピュータで方向やズームの制梅が遠隔操作

可能で、ある.

{テストシステム]Webを用いたシステムと IVlicrosoftVisual Basicを用いた二つのシス

テムを作成した.前者は Webブラウザがインストールされたコンピュータから利用可能

であり.自習システムの一つの機能としての役割を想定している.後者は VisualBasicで

作成した専用のソフトが必要であり.コ・ンビュータ室のパソコンにインストールして通

常の試験での利用を想定している.サーバーコンピュータは.Windows2000Serverをプ

ラットフォームとし.Webサーバーソフトとして Apacheを.データベースシステムとし

てIvlySQLを用いて作成した.そして ApacheとMySQLとのデータ連携のスクワプトは

PHP4を用いて作成した.Webによるシステムではクライアントのブラウザとサーバーの

Apacheでデータのやりとりが行われるが.Visual Basicのシステムではクライアントの専
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用ソフトがODBC(Open Database Connectivity)を用いて直接サーバーの MySQLへの

アクセスを行う.両システムともデータベースシステムに h々 SQLを用いたが.M}ァSQLの

テキストフィールドに開題文を格納するには問題があることが分かった.例えばH20であ

るとかNa+といった下付文字や上付き文字で修飾された文字を格納できないことが分かつ

た.そこでやむなく.開題文章を前者の場合は HTJ¥IL形式で後者の場合は RichText形式

で 1問lファイルとして作成してサーバーに保存した.データベースには学生名.アクセ

スパスワード.問題文章ファイル名.問題の解答.得点等を格納するようにした.Visual 

Basicのシステムでは.通常の試験での利用を想定しているためサーバーに持持に多くの

アクセスが要求されることが予想される.問題文章転送のトラフイックを減少させるため.

テスト開始前に問題文章をクライアント側に転送し実器のテスト時間中は解答データの

みをサーバーに送るようにした.また.クライアントでもl誼持ログを言己主義し.ネットワー

ク障害が発生してサーバーへのアクセスができない時の対策とした.

{運用状況と開題点}遠隔講義に対ーする学生の評価のアンケートを行ったところ.間後の

質.顕像の動き.音声の聞き取りやすさ.文字の可読性については.大半の学生が問題な

いと答えている.対面授業と遠隔授業との比較では対面授業の方が良いと答えた学生は約

6割以上であり.その理由としては遠縞授業では教師との親近感が無い.質問しにくいと

いう田答が多かった.テストシステムについては現時点では運用を開始していない.平成

15年度運用開始をめざしているところである.

[考察}情報通信技術とマルチメディア技術の発達に伴い.コンピュータとネットワーク

を用いた教育システムの有効活用に関する議論が高まってきている.利用形態を大きく分

けると.今回紹介した遠隔授業のようなリアルタイムの形態と¥iVebの技術を用いたオン

デマンド形式のニつがある.リアルタイム方式は距離の壁を克服する手段として.オンデ

マンド方式は距離と時間の壁を克服する手段として.その特性に応じた活用方法が考え

られよう.ハードウエアインフラは整ってきているが.ソフトウエア的な課題は残ってい

る. 1)アルタイム方式の場合では通常の講義をそのまま TV撮影すればいいというもので

はない.学生が指摘しているように.教官と学生の親近感の不足を補う手立てが必要であ

る.電子メールや電子掲示板を利用した双方向のコミュニケーション.遠縞講義と対面講

との適度な組み合わせといったことも必要で、あろう.教官側での遠隔授業に適した講義

方法の改善と意識改革も重要である.オンデマンド方式の大きな課題はコンテンツの作成

と普及であろう.現状では.流通しているのはごく限られた分野のコンテンツしかない.

留学の分野では.一部でコンテンツが作成され利用に供されているが.それらは鵠人や特

定のグループによって作成されたものである.著作権の問題やプラットフォーム依存性等

の問題により流通するまでにはなっていない.コンテンツの規格の統一や相互利用の動き

が始まっており.これらの今後の活動に期待したい.コンピュータを利用したテストシス

テムの科点は容易に画像を提供できることにある.特にカラー写真の場合は.従来の紙楳

体ではコスト的に蕪理があったが.コンビュ…夕顔面ではフルカラーの1部像を容易に提示

できる.さらに.選択問題の場合は瞬時に結果を得ることができる.本システムを自習シ

ステムの一部として用いる場合では.テスト結果に応じて学習内容を変更するなど.

のレベルに応じたフレキシブルな学習環境を提供することができるようになる.本テスト

システムはまだ実路の運用に供していないが.一人一台コンピュータ時代に向けての有効

なアプリケーションだと思われる.

57 



58 

Japanese JaurnαI of Computer Science Vo1.8， No.l， 2003 

PD2 
Learning Nlanagement Systen1 (Learning Space)を利用し

た医学部における e-ラーニングシステムの利用と現状

e-learni時 for五/

中村肇， 1難谷祐二，吉村幸弘

大阪市立大学大学院医学研究科 医学情報・医療経済研究室

{自的}医学部における教育は，生命科学の発展に伴い求められている知識量が膨大にな

る一方，情報や IT等の新しい分野の知識が必須となってきた.本学では，平成 10年震

から 2回生および3lill生を対象に医学'情報学の授業を開始し，清報化社会に相応し霞師の

育成を目指してきた.平成 13年度より，情報リテラシー教育の充実のため学生の講義室

に無線LANを設置し， 2 ~ 3田生の 2学年全員に無線LAN接続が可能なノート PCを

2年間貸与し，通常使用する講義室でネットワークを利用した医学情報学の授業を行って

いる.しかし，隠学教育は主主礎臨床の枠を越え，卒業までに学生が到達すべき自標を包含

したコア・カリキュラムによる臓器別の一貫した教育プログラムや診療参加型の臨床実背

への移行に伴い，講義時間数の短縮化が行われている.そのような状況下，従来よりもさ

らに少ない時罰で効果的な講義を行うことが求められている.そこで，必要な情報を自ら

のスケジ、ユールに従って自主的に収集する訓練もかね， Web Based Lear・ningsystemを用

いて医学博報学を学習するシステムを構築することにした.さらに，医学情報学以外の授

についても教員が各自の講義資料から 1快 b配信可龍なコンテンツ作成を作成しうる方

j去も検討した.

五g.l無線LAN接続可能なノート PC

を用いた医学情報学授業

{システム}平成 13年震の情

報処理教育設備整備費により購

入したノート PC180台を 2，

3回生の全員に貸与した.さら

に，学生が通常に使用する講義

室および自習室でそのノート P

Cを通じてネットワークを利用

して学習が行えるように無様L

ANシステムを導入した(五g.l).

自学自習システムの機器構成

はWebLearniロgServer 1台お

よびDataBase Server 1台であ

る(五g.2).このvVebServerは学

内LANからも学外からも接続

しうるように設定し，自宅でも

自習できるシステムとした.自学自習システムソフトは， I'vlacromedia社製の Authorw川、e

5.0でコンテンツを作成し， Lotus社製の LearningSpace 4.0で学生の管理を行うことと

した(五g.3).

{コンテンツ}情報処理の基礎としてのネットワーク概念の教育と， '1害報倫理の教育をそ

のコンテンツとして選定した.rネットワーク入門Jは基本的なネットワークの概念から，

インターネットおよびイントラネットへの参加にいたる基礎的な知識の教育を行うもので

ある.r情報倫理入門jは情報社会における博報の京扱い等の基本的な概念につき学習す
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五g.2ゃlearning用サーバ

五g.3LearningSpace4の学生管理画面

五g.4ネットワーク入門画面
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ピュータ端末での表示に適した形に再構成する必要があると考えられたからである.その

i祭に，白黒の静止習で書いてあるものの一部をカラーの動画で表現するということを行

い，よりその教材単体での直感的な理解が可能な形にするという作業をした.なお，

しく理解しているかどうかのチェックのため，臨床基礎の試験問題を一部利用する形にし

て，問題形式のコンテンツも用意した.問題形式は単純な選択肢問題形式やイメ…ジを並

び替える問題形式を用意した.

{結果] 1 3年度の 2回生と 3回生に fネットワーク入門Jと「情報倫理入門jの二つの

コンテンツを夏期休暇中に自習するように指導した.その結果， 1/3の学生がこのシ

ステムで自習し，セルフチェックテストにもほぼ全員の学生が合格した.次にコンテンツ

の作成であるが，研究室の実習生 3名がそれぞれ4時間づっ作業し 7日開で総ページ

数 15枚のコンテンツを作成できた.先に述べたように一度雛形を作成すると，そのコ

ピー・ベーストより短時間で統一性の寂れたコンテンツを製作することが可能であった

(fig.5) (五g.6).

fig.5作成したコンテンツ

{考察}医療に対する社会的要

求の増大とともに既学教育の現

場においては，学生は今まで以

上に多くの事を学ばねばならぬ

ようになってきている.そして

卒後も監師として生涯にわたっ

て自ら学び続けねばならない.

情報化社会において医療に携

わる者が，自らの手で自らが必

要とする情報を積極的にオンラ

インで取得し，告らを高めてい

くきっかけとなることが期待さ

れる.さらにAuthorwareを使っ

てオンラインコンテンツを作る

のメリットは，

( a)プログラミング設計の初

心者でも学習ソフト作りに参加

できること

(b)底療教育関係者がコンテ

ンツを寵接作成するため内容を

適切に吟味できること

(c)学生がいつでも講義内容

の予習復習ができること

(d)パソコンからオンライン

コンテンツをスライドへ直譲投

影することによりスライド用の

自g.6Authorwareによるコンテンツ作成のフロー プレート作成の手間と費用が剖

滅される

(e)みんなが同じ内容を違うタイミングで学習できる，などが挙げられる.

今回は Authorwareをもちいたため，少しコンテンツ作成にコツといえるものが必要で

あるが，将来的にはその躍を低くしコンテンツを作ろうと思う人がだれでもすぐにコンテ

ンツ作成をできるという態勢に持っていく必要があると考える.
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PD3 
英語教育における e-ラーニング環境

E“Learning EnviI・onmentsfor English Education 

鈴木千鶴子

長崎純心大学人文学部英語清報学科

{はじめに]朝呂新聞特集 f転機の教育Jは， 2003年の新年を「大学の力jシリーズで迎

えた.その最終司 l月9自の記事は，次のように始まる.

インターネットのホームページで「宿題Jをクリックすると，画面に問題が

出てくる.(ベクトル (a，4)と (2，5)が平行になる aの舘を求めよ).米国・マ

サチューセッツ工科大学(l¥IIT)の線形代数の宿題だ. 1問自からだんだん難

しくなる. l¥IITは昨年9月，インターネットで全世界に講義内容を流し始め

た.ページを聞ければ，だれでも閲覧できる.講義ノート，設業で使う文i翫か

ら試験問題と解答まで全部無料. (中略)全世界に大きな反響を巻き起こした.

(後略)

これは，タイトル「学生集め，消える居境jがテーマとなっている.しかし，このよう

に大学でITやインターネットにより毘境が治えるのは，学生集めに探ったことではない.

むしろ，大学教育そのものの改革の要点として， i国境を越えるJ必要が指摘されている

と考えるべきである.そのために何が必要か ?MITのホームページにしても，そこに何

が書いであるかを理解するためには， i英語Jが出来なければならない.そして，記事は，

「国境が消え，自国にいながら“留学"できる時代Jと続く.つまり， ITやインターネッ

トの発達は，英語習得の必要性を喚起する，と同時に英語習得を支援・促進するものでも

ある.

本発表では，大学教育改革ならびに「英語が使える自本人の育成jに応えるものとして

構想された， IT.インターネットの導入によるかラーニング環境のー慨を紹介し，大学英

語教育におけるかラーニングの現状と展望を議論したい.

[大学教脊改革の要点}臼本の大学教育の改革が希求されて久しいが，その要点として次

の事項が挙げられる.

1.国際化・情報化への対花、

2. 1毘別化

3.勉学への主体的取り組み詔養

4.創造性，課題解決能力，論理的患考の育成

5.基礎力(読み書き能力:リテラシー)の強化

6 コミュニケーション技法(デイベート，デイスカッション)の育成

さらに，これらが接合的に関与する具体的ターゲットとして，田際化の基礎力である

f英語力J，しかもコミュニケーション手段としての英語力，が挙げられよう.まさに 2002

7月文科省発表の「英語が使える日本人の育成j戦略構想、に集約される目標である.

[i使える英語J教膏の要点}従来の自本の英語教育の欠点を修正し，コミュニケーション

の道具として使える英語を習得するために必要な要件は，次の 3点に纏められる.
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1.実際の英語運用資料への暴露機会の増大

2.双方向コミュニケーションの実現

3. 自立・自律学習態勢・習'慣の形成

これらの要求に応えうる環境として， IT.インターネット導入によるやラーニングは，

有効にして最適なものと考えられる.

[e-ラーニングによる英語教育]e-ラーニングによる英語教育が，使える英語の習得に効

果を発揮することは，米国に始まる過去 10年来の実践研究で明らかである.発表者らも，

LANを始動期として以下の 3つの時代を軽て，大学における英語教育のためのトラーニ

ング環境， Junshin Online Acadel11iaの開発・構築を行い，インターネット・コミュニケー

ション授業を実践してきた.

1電子メール時代(メーリング・リスト，ニューズ・グループを含む)

2. インターラクテイヴ・ウェブ時代(電子掲示板を中心とする)

3.各種データベース(ネーテイヴ・スピーカー/学習者コーパス)の検索システム導入

時代

現行のシステムは，以上の段階を全て足し合わせたものであり，前掲の f使える英語j

習得の要件を満たし，旦つ，結果的;こ，自本人英語学習者の外国語運用データベースを構

築するに至っている.それにより，さらに次の手IJ点が書Ij出された.

1. Data-Driven Learningのi易ーを提供

2.第二言語習得研究の促進

[IT'インターネットによる種々の英語学習支援方法}上記紹介の企画の飽に，現在IT.

インターネットによる様々な英語学習支援方法が，研究用あるいは寵周目的で多く開発さ

れ，有料・無料の両様で科用されている.主な領域・方法と例を以下に挙げる.

1.オンライン

(例)英辞郎 onthe web (h比1此tt句p://川九¥VV円刊7弓丸w¥刊y冷w.

2.英文法ウェブ・カフェ:

(例)0凶 neEnglish Gral11l11ar (http://www.EduFind.co吋

3. オンライン英会話スクール:

(例)イングリッシユ・タウン(パソ前官学)

(htt旬p://e叩ngliおshtown.l11sn.co.jp/ l11aste中

4.インターネット・ニュース:

(例)CNNう BBC他

5. Eーメール・パル紹介:

(例)Intercultural E-加古ilClassroom (http://www.teachi時 .col11/iecc/)

6. SCSによる多大学問デイベート:

(例)秋田大学，茨城大学，秀明大学

7.英作文半自動添削:

(例)安田女子大学

8.該当コーパス提示:

(例)香港科学技術大学
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[J unshin Online Academia :全体システ

本発表で紹介するやラ…ニングシステム， Jun-

shill Onlille Acaderniaは，電子掲示板によるイ

ンターラクティヴ@ウェブサイトをi科こ、に，

1 

のようなリソースとのリンケージを組み込み，さ

らに交信データの蓄積である学習者コーパスを

対象にした検索システムを付与した，インター

ネット上のホームページとして構築された総合

システムである.全体図を示す(図 1). 

インターネット上に展開されているため，学内
Vocabulary空輸経 OnlineDictIonaI・y

外からの利用が可能で，開設以来4年近くを経過

し，アクセス数は 19.000件以 L 投稿メッセー

ジ数は 8‘ooof牛を越した.国外からのアクセスに

より，主に学生たちの海外研鯵先であるニュー Discourse 

ジーランドや米国，英国から，現地の様子が伝

えられ，また数は少ないもののホストファミリ

などのネーティヴスビーカーからのメッセージ、が 図2

Concordance 

共有@享受されている. 2003年度より，共同研究プロジ、ェクトとして，韓国のプサンと

デ、ジ、ュンにある二つの大学と，お互いに外国語である英語在能つての交流が始まる予定で

ある.

特にテュートリアル部分は， Data-DlかcnLearnillgによる自立.I三i律的学習を基本方針

とし，各種データベース(ネーティヴ@スビーカー/学官者コーパス)の検索システムを導

入することにより， [~12 に示すように，それぞれの学習項目に対応したデータベース検索

を閣っている.

〔今後の課題〕次の計画を実施する.

1.ストリーミィング・メヂィアによる，音声 e 映像ウェブの配告とそれに基づく

2.テュートリアル部分に，より積極的な介入@説明を付加する目的で，コンテンツ作

成のための用例データベース構築を促進

3.テュートリアル部分作成の自動イヒ

4.学習者コーパス分析による第二言語習得過程の解明研究

文献

1) S田 uki.C.. .J. KeaterトReed& K. Nozaki (1997). Increasi時 opportunitiesfor 1凶 eractlOn

and facilitating learner autollomy by the use of the Internet. The JACET K~'ushu-Okinawa 
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2) SuzukiうC...1. Keaten-Reedう1:1.Oji‘.1. Baldridge‘& K. Nozaki (1998). Internet use and 
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Tanki Daigaku Kiyo (.1ournal of JI山ヨhill¥Vomen' s JUllior College) :35: 117-124. classes 

of univerちityin Japan. .Jullshin .Jyoshi Tanki D乱igakuKi~アo (.Journal of .1ullshin ¥Vome11's 
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3) Suzuki. C.う.1.Keaten-Reedう&Nozaki (1999). A developmental process of illteractional strate-

gies and discourse p主oductiollthr・oughthe Internet communication practice.The よA.CET
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国際産業保健におけるかLearningの実験

Occupational Health Distance Learning Experiment 

八幡勝也

(財)九州ヒューマンメディア創造センター，産業医科大学作業病態

{背景]産業医科大学では 1985年より圏際交流の一環として，留際協力事業団(JICA)

から委託を受けて， (許)北九州国際技指協力協会 (KITA)が実施する海外からの産業底

学研究者等を対象とした『産業医学集田研修コースjの研修員の受け入れを実施してい

る.これまでに 42ヶ国 186名の受け入れており，その成果は世界各屈に確実に広がって

いる.しかしながら，受講前の事前教育，フォローアップ，或いは， 1)フレッシュ教育に

関してはト分な機会を提供しておらず，この部分での協力のあり方が課題としてあげられ

る.また， 18年間で 186名という数字は，各国で産業法学に従事している研究者や実務

者の数に対して決して多い数とは言えない.特に本コースを受講するために 4ヶ月もの長

期に亘って旺本に滞在しなければならないため，受講したくても受講できない研究者も多

い.これらの課題に対して何らかの方法で受講の機会を増やし，産業医学に対する理解を

広げる必要性がある.また，産業底科大学は日本国内向けにマルチメディアを用いた産業

産等実務研修会の試行的に実施している.中央労働災害防止協会との協力で，衛星通信シ

ステムやマルチメディア機器を用いた産業医学実務的研修の在り方を検討するため， 2000 

年(平成 12年)度より律上星放映による実務研修会を実施した.一方，北九州市において

は， 2001年 4月，既存産業の高度化や新産業の育成などを目指して北九時学術研究都市

(以下，学研都市)が産業医科大学の間近にオープンし，ここに集積した国公私の大学や

海外研究機関等がアジアの中核としての成長を見据えながら，高度な教育・研究活動を開

始したところである.学研都市には情報通信インフラが整備され玄関教育.コンテンツ，

映像コンテンツ等の制作・配信が可能な環境が整っている.

{自的]学研都市から JICAが海外研修向けに構築した J-NETを経由してマレーシアの研

修所である INTANとをつなぎ，向留の産業医学研究者や労働安全担当者に対して遠隔講

義型式で本セミナーを実施する.これにより『産業法学集田研修コースjの更なる充実を

はかり，マレーシアの産業霞学冊究者や労働安全担当者のレベルアップをはかることがで

きる.また，本コースの実施により遠隔教育に対する多くのノウハウを得て，遠隔教育そ

のもののレベルアップをはかることが可能となる.マレーシアには日系の企業が多く進出

しており，安全衛生管理が必要となっている.r産業毘学集団研修コースjで学んだ受講生

らはその成果を現場で生かし，職場環境の改善に日々寂り組んでいるが，現場で発生した

問題がなかなか解決しない場合がある.産業罷学の専門家が定期的に遠陪講義と Q&Aを

実施することで，問題の処理が確実にかつ迅速に行われるようになる.

{実験概要}

運用

学研都市から JICAが海外研修向けに構築した J-NETを経由してマレーシアの研修所で

ある INTANとISDNでつなぎ，問閣の産業医学研究者や労働安全担当者に対して遠隔講

義型式で本セミナ…を実施する.通信は，テレビ電話回線 (ISDN6回線)とインターネッ

トを併用する.
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闇援護護課畿における バヲF

e“しearningの欝麟 鼠可

E築家コアt!ンター

実験概念簡

利用システム

1. リアルタイム遠隔講義

2. WEBCTによるコース

3. 実物による指導

4. ビデオ配信とリアルタイム交信

の組み合わせ

講義内容

1. 労働安全衛生マネジメントシス

テム (OHSMS)に関するトピック

ス，病院におけるリスクの使先

)I[!'l位f寸け

マレーシア由民大学

Rampal Kurishuna教授

2. 職業病(手根管症候群，結合組織病，筋骨格疾病)

カナダ McGill大学 Theriault Gilles教授

遠隔教育用の WEB教育ツール (WEBCT)を使吊.

3. 保護具

産業医科大学大和浩助教授

実際の呼吸器保護マスク(訪塵，防毒)を INTANにそろえて，参加者が使用適

用，使用方法，使用および管理上の課題を学ぶ.

4. ワークロード

産業罷科大学三宅晋司教授

疲労測定の機器を用いながら講義をする.

5 職場巡視

吉積宏治助手

産業安全衛生という観点から，有害な仕事であるために実際に巡回することが

難しいプラントでのバーチャルな現場巡田をビデオデータを使って実施し，用意さ

れたチェックリストで評価を行う.

6. まとめ

東敏昭教授， Rampal Kurishuna教授

北九州一 INTAN双方での妓時間総括意見交換:テレカンファレンス

[今後の予定}

実際の実験は 3月12日の予定である.その内容を検討して次年震以降の継続につなげ

ていきたい.
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国際ヒパクシャ遠隔診断支援システムについて

!日ソ連邦におけるとりくみと今後の展望

Establishment of international hibakushas‘health telamtics svstem in forme1' USSR 

高村昇，山下俊一

長崎大学大学院医歯築学総合研究科

人類史上最悪の涼子力災害となった 1986年のチェルノブイリ原子力発電所4号炉の事

故からまもなく 17年になろうとしている.この事故はそれまでベールに包まれていた!日

ソ連邦の原子力行政の実態に龍らず， I去療や科学のレベルを医iらずも世界に知らしめるも

のとなった.また，事故後に小先甲状腺がんが汚染地域において激増したことは，世界を

震揺させた 1)事故から 5年後の 1991年には16ソ連邦が崩壊し，その後チェルノブイリ

汚染地区は 3つの国(ロシア連邦，ベラルーシ共和i主]，ウクライナ国)に分かれることに

なったが，独立後の経済的混乱は医醸の分野にも及び¥医主主インフラの低下は被災者が本

来受けるべき医療の質を著しく低下させることになった.そのため，自国による被災者

の診断・治瞭，ブォロ…，あるいは医科学，放射線生命科学領域で、の放射線障害の解明を

行っていくのは非常な思難状況となっている.長崎大学は，広島大学と並んで、被爆者医療，

放射隷後障害研究を長年にわたって積極的に行っており，最近文部科学省の 21世紀 COE

プログラムに f放射殺医療科学国際コンソーシアム」が選ばれるなど，積極的な間接医療

協力活動を行っている. 1990年，旺本財団(当時日本新舶振興財団)がチェルノブイリ笹

川プロジェクトを稼動させ， 10年間で約 501:意円の資金援助と多数の専門家派遣，研修生

招特訓練などを併せ行いながら 20万人を超す児童・学童検診を支援してきたが，長崎大

学の多くのスタッフも専門家としてこのプロジェクトに参画してきた 2):3) また大学独自

のプロジェクトや地方自治体，あるいはおGOレベルでの支援活動も幅正く行われてきた

が，日本と遠く離れ，交通の便も決してよくないチェルノブイリへ頻繁に足を運ぶのは，

日常診療・研究業務を行っている日本人医師とって留難であることは否めない.

1999年2月，この問題を解決する一つの手段として，我々長崎大学医学部は，山下俊

一教授を中心として長崎と現地(ベラルーシ共和国のゴメリ診断センター)とを衛産回線

で結ぶ遠陪医療支援システムを立ち上げため.これは，長IIJ奇と現地を衛星回報で結び，

に甲状腺の超音波と細抱診の画像を JPEG変換したものを現地より長JIJ奇に送るものであ

る.長崎では医師が画像を元に，診断，治療に関するアドバイスを行うものである.これ

によって，現地で、甲状腺疾患が疑われる患者の早期診断，治療のアドバイスを長崎にいな

がら行うことが可能になり，現地の監療レベルアップに貢献しているわ.しかし，その発

がんリスクは生涯続くため，継続した医療支援が望まれている 5)

一方16ソ連邦は，東西冷戦構造の中で，第二次世界大戦以降アメリカとの核開発競争に

明け暮れていた.アメリカの!玄島・長崎への原爆投下から遅れること 4年， 1949年 8月

初日にカザフ・自治ソヴイエト社会主義共和国(現在は独立してカザフスタン共和国)の

北東部に位寵するセミパラチンスク核実験場で，第一回の核実験が行われた 6) 以時，地

上実験30回(うち起爆失敗5朗人空中実験88回を含む 450間余りの核実験が， 1989年

の実験場関鎖、まで続けられた.この間，実験場周辺地底住民は主として放射性降下物に

よって繰り返し被ばくしたと考えられるが，この間の住民の建康影響に関する情報は!日

ソ連邦の秘密主義の下一切表に出ることがなかったために，その属壊まで明らかになる

ことはなかった. 1991年のカザフスタン共和国独立後，核実験場に関する情報が徐々に
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明らかになってきたが，すでに第一回の核実験から 50年あまりが経過しており，さらに

は実験自数も勝大なものであるため，その龍康影響を明らかにすることは容易ではない.

しかも，チェルノブイリと同様，立ち遅れた医療レベルは核実験場閥辺地区住民の診断・

治療・フォローアップにも悪影響を及ぼしている.

すでに，欧米各自によるセミパラチンスクへの支援が活発に行われているが，日本から

も，チェルノブイリ同様広島，長崎を中心とした被ばく者支援活動が行われてきたが，国

際協力事業団(JICA) による医諜改善計額が現在進行中であり，検診車を巡回させての

被ばく者の検診システムが稼動中である.

それとリンクする形で，長崎大学では現地のセミパラチンスク器科大学附属病院との関

で，チェルノブイリと同様の遠階居療診断支援システムを 1999年8月に立ち上げた.基

本的なネットワークシステムはチェルノブイリの場合と全く同じ衛星回線を用いた画像の

交信であり，これは旧ソ連邦の通信インフラが脆弱であることによるものである.すでに

これまでにチェルノブイリ，セミパラチンスク併せて 1000例を超える症例が長崎に送ら

れてきており，今後も現地における診断，治療の指針として貢献できると確信される 7)

チェルノブイリの事故からすでに 17年が経過し，これまで外国からの援助頼みで、あった被

災関が将来的に，被ばく者の診断・治療・フォローアップに対して，自活して対応できるシス

テム作りが今後の課題となってきている.このため，我々はW狂o(世界保健機関)が笹川記

念保鍵協力財田と行っている WHO山 SasakawaHealthtelemat ics Pr吋ectに参画し，最も被

害が大きいベラルーシ共和国の田内における，通信インフラ整備とそれを用いた病理診断支

援システム (Telepathology)の確立，さらにインターネット上における医学教青の支援を目

的としたtele-educationの導入を進行中である (http:jjwww.who.intjpehjRadiationjhealt 

htelepres.htm) . 

以上のように，ヒパクシャ国際陸療支援の分野において，我々は IT技術，インター

ネットを積極的に活用している.特に，教育基盤が脆弱な旧ソ連邦，特に地方において，

今後口技術を用いた霞学教育は大きな効果を発揮することが期待される.さらに，将来

的には検診現場から直接画像のやりとりを行うシステムや，リアルタイムでの治療支援

も，インターネット網の整備に伴ってより現実的になっていくことが期待される.

参考文献

1斗)Ka協 陥Zルak，ωovV8うDe凶 dch北 EP うAs杭takl

1992 

2) Yamashita 8 and 8hibata Y (eds). Chernobyl: A Decade. Excerpta Medica I批 ernational

Congress 8eries 1156う 1997

3) Yamashita 8う 8hibataYう HoshiMう FujimuraK (eds). CαI 
Century. Excerpta Medica International Congress 8eries 1236う 2002

4) Yamashita 8， 81曲 ataYう Takam旧 aNう AshizawaKう おguchiK. Telemedicine from N agasaki 

to Chernobyl. Thyroid 9:969， 1999 
5) Moysich KBう MenezesRJう MichalekAM. Chernobyl-related ionizing radiation exposure and 

cancer risk: an epidemiological review. Lancet Oncology 3: 269同 279う 2002

6) Gusev BIう RosensonRIう AbylkassimovaZN. The 8emipalatinsk nuclear test site: a first 
analysis of solid cancer in註nci伽

Biophys 37壬:209同 14う 1998

7) Takamura N， Nakashima M う Ito M う 8hibata Y う Ashizawa K う Yamashita 8. A 凶 wc閃e拭批J

i加nte臼rr註la抗tiぬona討1t白elemedici加nefoαr 盲 ra、百ad心ia抗tion-ト-exposedvictims i凶nthe world. J Clin Endocrinol 

Metab 86:4000う 2001



83 

Japanese Journal of Computer Science Vo1.8， No.l， 2003 

インターネットを活用した社会医学教育の試み

ースーパーコース・ジャパン設立とシステムー

Development of a Continuing Education System for Social Medicine using the Internet 

司 Establishmentof Supercourse . Japan-

田晃 造l)，鈴木智憲 1)，吉i頼慶博2)，陶山昭彦3)，玉城英彦 1)

1) 北大・院・監学研究科社会監学専攻予防罷学講鹿老年保健法学分野

2) 三菱スペース・ソフトウェア株式会社 鎌倉事業部

3) (財)放射線影響研究所疫学部

{はむめに]

近年，日本ではインタ…ネットを利用した教育の試みが増える傾向にある.しかし，

校の授業，教科書やテレぜなどを利用したマルチメディアなどの教育と比べて，まだ発達

段階にあると言える.インターネットは，リアルタイムの情報交換などが可能であり，現

在の教育システムに大きな影響を与える事が期待されている.最近では，大学教育，企業

社員研修の導入例が多く報告されている

北大老年保健医学分野で、は ピッツパーグ大学(米国)などを中心とした GlobalHealth 
Network (以下 GHnet) 世界保鰻機関などが共再して行っているプロジ、エクトである

Supercourseを日本においても普及させるため活動を行ってきた. Sllpercouseとは，世界

中の公衆衛生関連の講義をその専門家関で共有する事を百的とし，疫学，環境保健，生物

統計など 1105個 (2003年 1月現在)もの講義を公開している.

(URL : 1此 p:jjwww.pitt.edu;-sゅer1ji凶 ex.htm)

SupercourseのGHnetの一環として，当分野ではスーパーコース・ジャパンを設立し，

日本を拠点としたアジア諸国と連携したインターネットを活用した社会監学教育の開発を

試みているので，その概略について述べる.

{スーパーコース・ジャパン}

スーパーコース・ジャパンは， GHnetと協力しながらインターネット上での日本語環

境における社会罷学教育に貢献するためのプロジ、ヱクトとして 2001年 10月よりスタート

した.同時にスーパーコース・ジャパン研究会を設立し，社会医学分野関係者，さらに企

業の方の参加をいただいている.

その目的は，ヘルスサイエンスの専門家の方々がインターネット上でお互いの講義を共

有すること，そして学生や医療関係者などの方々に対しでもヘルスサイエンスの学習機会

を提供することである.

特徴としては，

1 )講義・情報を共有することにより活発な意見交換などを行う場を提供できること

2 )既存の情報だけでなく，新しい清報も取り入れ，関時吏新を行うこと

3 )講義をできるだけにスムーズに進むように配慮し，アイコンなどを利用するハイパー

コミック形式を採用していること(図1)

4)講義には爵像ファイルを使用するが，進行を妨げないよう，できる限り低容量化する

こと

などカfある.
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11主1:).1封副主1:z.1 5).1 ~1 1Qllll 日11旦119.1 質問

高木喜警交は、明治時代{こijj;p気予防iこ関する疫学

介入研究を実施し、大82ド帝国海軍0)1却気予防{こ
震献した。本講義(1、このE寺{その歴史的背景に照

らし合わせながら、高木蒸支の劉気予防の取り組

みについて紹介し、

当時の日本の歴史的背景

疫学的銭察・率三塁とj京出論

海軍における知られざる疫学介入研究

捌気予防への貢献

どう2ミ、ノ発見への先雪国守役割

などについて学習する。

図 l 講義画面倒

2001年にドメイン名 supercourse-j apan. orgを取得ーした.

ホームページ (URL: http:j jwww.supercourse-japan.Ol・gj)は北海道大学大型計算機セ

ンターホステイングサーバーから公開されている(圏 2). 

公開されている講義は，疫学， HIVjAIDSなどである.しかし，講義数はまだ少ない.

なお，平成 14年度科学研究費補助金碁盤 (B)lIインターネットを活用した社会医学教育

システムの開発に関する研究jより疫学専門家を中心とした研究班を結成し，講義の作成

に向けて議論を重ねているところである.

[おわりに]

II 

司自号
3 特徴
4 講義
5 対象者

III スーパーコース・ジャパンへの参加(工事中)
1.蓄喜患の芸霊祭・作成方法
2 スー1¥…コース・ツャ1¥ン研究会

更新日付 平成14年草月18

このページの作.6II・管3塁はスーパ」コース'ジ{>){ン研交会が行っています。
ホームベ}ジに関するご意見・ごi亙絡がごさいましたら下記までご漆絡お続c¥します。
i連絡先.北海道大学大学長完径学総究科社会Iii学専波予飴医学務E若者年保健E皇学分野

千自60-8638北海道キL根市北IR北15条ii37T巨
電話:011-706-5051 FAX:日1ト 706-7374

代表:;E綴主主!ilt(tamashiro@med hokudai詑!砂

間 2 Index画面

現在，研究誼では財団法人日本公衆衛生協会の協力を得て，当協会発刊の「地域保健活

動のための疫学」のスーパーコース化を進めており，ホームページ上には今年度中に公開

する予定にしている.今後，講義の内容を充実させるためにアジア諸国へのネットワーク

拡大を視野に入れ，社会医学分野のネットワークを広げ，活動していく予定である.
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研究データ・アクセスの「簡単なJ方法

Accessing research data: Theう EasyうもNay

Eric J. Grant， Dale L. Preston，児玉和紀

放射椋影響研究所(広

egrant@rerf.or.jp 

[はじめに}リレーショナル・データベースは， 1)維持が容易， 2)拡張が容易， 3)文

書化が容易などの理由により，研究領域でよく使用される.また， 1)レーショナル・デー

タベースは柔軟性に富んでおり，様々な方法でデータをまとめることを可能にし，広範聞

にわたる可能な研究クエリーの実行を容易にする.しかしながら，リレーショナル・デー

タベースは複雑なため，ユーザ…は 1)どの表に当該変数が含まれているか， 2)異なる

表がそれぞれどのように関係しているか， 3)関係のあるデータの抽出やフォーマットを

行うためのコマンドをどのように書き込むか，などを理解する必要がある.このような接

雑さは，研究者が研究データへのアクセスを行う妨げになり，またデータベース担当者に

頼らざるを得なくなる.このため，研究者は自分の要求を明確に説明し，その後も担当者

のデータ抽出を待たなければならないので，研究者にとって効率的でない.また，データ

ベース担当者の本来の責務は，データベース作成およびその文書化なので，それ以外の業

務に携わることは彼等にとっても効率的でない.

放影研ではこのギャップを埋めるため，以下のことを可能にするパソコンのアプリケー

ションを開発した. 1)ポイント&クリックにより必要なデータへのアクセスを可能にす

る. 2)検安されたデータが正確で、，矛盾のないことを保証するため，基準となるルール

を適用する. 3)使いやすく，またすぐに使用できるフォ…マットでデータを表示する.

{背景}研究データの保存や文書化，整理などはどの研究機関にとっても重要な仕事であ

る.放影研のデータには，がん擢患率や放射線被爆量，経時的な臨床追跡調査，郵短調査

などの分野で 50年以上にわたって蓄積されてきたデータが含まれている.研究データの

は増え続け，従来の「フラットファイルJで効率的に保存できる量を上回るため，デー

タの整理や保存には，フラットファイルよりも定型化された方法が用いられている.リ

レ…ショナル・データベース管理システム (RDBMS)を用いることにより，データベ

スの担当者は，研究データを非常に明確で，効率良い，重複のない蓄積方法を生成する.

{問題の明示]RDBMSは研究データベースの管理や保持に関する問題を解決する良いシ

ステムであるので，問題は，これまでフラットファイル・システムに慣れ親しんでいた研

究者に，簡単かつ直感的にデータへアクセスできる他の方法をどのようにすれば提供でき

るかということである.

{われわれの解決法}われわれは研究者の要求に応じてデータを検索する一連の SQL文

を自動的に作成するアプリケーションを開発した.このアプリケーションには，変数やコ

ホート，論理的な演算子，数式のデータベースを意味するボタン，チェック・ボックス，

コンボ・ボックス，その{也の制御を示すインターフェースがある.異なる表から絞り出さ

れたいくつかの債に依存する値を表す単一の制御により，複雑さがなくなることもある.

ユーザーはこれらの制御を要求に応じて設定し，それから f実行jボ、タンを押す.アプリ

ケーションは制御の状態を分析し，要求されたデータセットにアセンブルする一連の SQL

文を動的に作成し実行する.

{アプソケーションの説明]アプリケーションは主主cr・osoftVisual Basicに書かれており，

interface， SQL generator， transaction manager (SQL文の実行管理を行う)， table man-

ager ( rエクスブローラ-Jに似た表示ウインドウでデータベースの表と対話する)の主

に四つのサブシステムを持つ.

ユーザー・インタ…フェースは，初期ファイルが読み込まれるのと同様，起動時に作成

される. XMLの初期ファイ jレには，画面上全ての制御の場所および種類の定義が入って
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いる.それぞれの制締の定義には， SQL generatorで用いられる変数情報をいくつか入れ

ることも可能である. User interfaceはユーザーの要求どおりに作られる書式であればい

くらでも作成できる.と守の書式も制御をいくつでも持つことが可龍である.制訴は他の

制御の起動に応答できる.このような方法で，一群の変数は lつの制締を起動すること

によって解明することができる.このように柔軟な設計がされているので，異なった初期

ファイルを読み込むだけで，アプリケーションを異なったデータベース上で使用できるよ

うに変えられる.初期ファイルはデータベース要員によって統合したフォームデザイナー

を通して吏新できる.

SQL generatorは， r作動j中の全ての制御の定義を照合し，これらの定義を，データ

セットを作成する SQL文にアセンブルする.定義は一般的に SQLコードフラグメントの

形とフラグメントの使用方法を指示するフラグの形をとっている.SQL generatorは，こ

れらのフラグメントを，それぞれの機能の呂的を分析することにより整理し，それらを繋

ぎ合わせて有効な SQL丈を作成する.必要な場合には，一時的な表が作成され，再結合

されて最終的な出力表にされる.

連続した SQL文の実行はエラーモニタ一同様， transaction managerによって管理され

る.丈を実行する前に，表およびカラムの許可がチェックされる.さらに，このサブシス

テムは効果的な表の結合を行うにはどのインデックスが必要か先を見越す.新しいイン

デックスが必要な場合には，インデックスは SQL文が実行される前に作られる.サーバー

との交信は ODBC接続により行われる.

Table managerは， rエクスプローラーjのようなウインドウで，コピーや名前の変更，

削除など，表のユーテイリティーについての操作を行う.表は一つのウインドウに開くこ

とが可能で、，選択フィルターも利用できる.インポートとエクスポートもまた利用可能で

ある.

[その他の'1雪報]Easy ClickがSQL文を不正確にアセンブルする場合がある.またある時

には，要求された書式でデータをアセンブルするため，複雑な操作が必要となる.このよ

うな状況に対処するため， Easy Clickは特定の変数の集まりを処理する方法の要点をまと

めたマクロをサポートする.これらのマクロは初期ファイルに入っている.SQL generator 

がアセンブルを開始する前，定義されたマクロは，マクロを実行すべきかどうかを判断

するため，選択された一連の制御についてチェックされる.このようにして表ピボットの

ような複雑な演算を行うことができる. Easy Clickがまだ作業進行中であるのは Easy

Clickがローカルエリアのネットワークで使えるようにのみ設計されており，現在はサイ

ベースとマイクロソフトのサーバーをサポートしているに過ぎないからである.

{結論]Easy Clickは，ポイント&クリックによりエンド・ユーザ…がRDBMSに保存さ

れたデータにアクセルできるようにする.データベースの構造や変数の場所，データベー

ス・コマンドの書き込みなどを理解することの複雑さからエンド・ユーザーは保護されて

いると同時に，複雑な算令官演算処理のある変数についてさえもデータセットは正確で一貫

していることに研究者は自信がある.アプ1)ケーションには，初期ファイルを編集するこ

とにより，その機能性を容易に変えられるという柔軟性がある.

放影研では， Easy Clickは特に，後5統言十的解析に使用するため多くの記録と調査集団

を基にしたデータセットを作成する上で有用である.
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85 
保健情報の視覚化と¥iVebGI8

WebGIS and Visualization of耳ealthInformation 

谷村晋，溝田勉

長崎大学熱苦匪学研究所社会環境分野

{はじめに]保龍情報システムは，疾病

の発生状況や珪療供給状況を把握し，疾

病対策や保鰭墜療計画を実施する上でな

くてはならないものである.そのシステ

ムと通じて収集された保盤情報から疫学

分析により存主主な事実が導き出されるこ

ともあるが，それは…部であり，ほどん

どの場合は単集計・クロス集計の一覧表

が作成され，その年次推移などが視覚fと
されているにとどまっている.

本報告では，保健医療'情報システムを

改善する一つのアプローチとして，保健

医療情報における地理的近接性を容易に

把握できる視覚化手法を検討するととも

に，それを実現する仕組みとして， We-

bGISの可能性について検討する.

{保健'1審報の視覚化]視覚化に伴う情報

損失の最小化や視覚的判断性の向上に関

する研究が，保健医療に訣らず多くの研

究領域で行われており，データの視覚化

は重要性が認識されている.保健医療分

野では，年齢階扱別のよと較や年次推移の

表現手段としてグラフ化が用いられるに

とどまり，保鍵指標の地理的集積性の検

討を日常的に行う手段がない.

i冨1

Intranct inln時 tuteofTropical i¥lcd出 ne
NugasaぷU眠、erSI号P

図2

[WebGIS] 地理情報科学 (GeographicalInformation Science and System: GIS)とは，

電子化された地理情報を効率的に収集・保管・更新・分trr.視覚化するシステムを開発す

るとともに空間位霞清報を用いた分析を行うことによって，新しい事実の発見に努める

科学である.

近年， Webアプリケーションと GISを組み合わせた WebGISが開発されるようになり，

1)インタ…ネットを通じた情報公開， 2)高度な専門知識が不要なインターフェイスの実

現という 2点から，今後ますます普及すると考えられる.

[試作システム 1] 保健行政関係者が担当地域外の情報を得て 担当地域と他の地域とを

比較することは一放的に国難である.この問題を解決することを目的として，保健指標の

統計地図を作成する試作システムを開発した(図 1).

本試作システムの主機能は， 1)保健行政関係者による担当地域データのアップロード，

2)集まった保健指標の視覚化(統計地関作成)である.データのアップロードの際は認証

を必要とし，保健行政関係者以外は行えない仕組みを採用した.
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ユーザが使い慣れた WWW閲覧ソフトを使用し，他の Webアプリケーションと同等の

操作性を確保していることから，大変高い操作性を持っていると言える.しかし，ユーザ

が任意にデータをアップロードするため，入力ミスなどデータの費に問題が生じる場合が

ある.

{試作システム 2] 冊究所内の研究データを統合し，位置博報をもとに異種データを連結

することによって， ilrrl々 のデータ分析からは得られない関連性を発見することを目的とし

て，イントラネット上に U込bGISを試話実的に構築した(図 2).

即時性よりも正確性が優先されるため，データアップロ…ドの仕組みは作成していな

い.また，研究データが外部に漏れないように外部非公開のイントラネット上に PCを霞

いている.

[ 1.也の WebGISとの比較} 現在インターネット上に数多くの WebGISが存在しさまざま

なサーピスを提供している.その中には保健吾療情報を含むものもあり，例えば，底本

の厚生労働省の vVebサイトでは「市区町村のすがたJという階級i玄分図表示サービスを

行っている.これは回定地盟表示のみであり，動的な地関関覧機能を鏑えていない.一方，

動的地図関覧機能を持つ Webサイトでは CDCの GATHERや ESRI社の U.S.Center for 

Disease Contr、01and Prevention Morbidity ancl Mortality Week1y Reportが有名である.

特に， GATHERは任意の指定範屈のヰ!を集計できるなど基本的な GISアプリケーション

と同等の空間操作機能を提供する.

インターネット技舗を基盤とする WebGISは，サーバクライアントモデ、ルに基づいて

おり， WebGISのサイトによってサーバ測とクライアント側の負荷配分が異なる.表示以

外の全ての作業をサーバ測が行う重量サーバ型もあれば，事前に CGlvlなどのプラグイン

をインストールする必要があるもの，またサービスを利用するたびに JAVAや ActiveX 

などのアプレットを利用者にダウンロードさせるものがある 1)

[WebGISの発展性]WebGISはデータの統合能力，即時性，統計A処理・分析能力，視覚

化能力という点で短刷れているばかりでなく，データのアップロ…ドの仕組みを工夫すれば

いデータ収集能力を得ることができる.

保健情報は通常区域データであることが多く，地点データが利用可能であることは少な

い.しかし，地点データは区域データと比較にならないほどの情報量を持ち，より詳細な

解析が可能になる 2) そのため， v¥討JGISの機能向上のためには地点データを組み込む努

力がなされるべきである.

さらに，複数の WebGISサーバのデータを 1つのクライアントで利用できるメタデー

タ形式が整備されると，異種情報源の地図を重ね合わせることができ，利便性と応用性が

非常高いものになると考えられる.

[おわりに}保健指標の情報データベースを帯築する際には空間的知面の検討が不可欠で

あり GISまたは ¥VebGISを主事Iiとした靖報データベースの構築が望まれる.WebGISは

まだ萌芽期であるが，今談 WebGIS技術のますますの発展が期待され，感染症流行の迅

速な把握と保建医療計画に多大な貢献をすると考えられる.

{韻 辞]統計地菌作成エンジン Mapof J apanの使用を承諾していただいた群馬大学社

会情報学の青木繁伸先生に感謝し、たします.

文献

1) B.P1ewe. GIS 0η¥liη，e. Delmar‘ publishi時ぅ Si時叩0児 1997

2)高阪宏行.地理情報技術ハンドブック‘朝食寄宿う東京ぅ 2002.
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第17即日本コンビュータサイエンス学会春期学術集会報告

Report:17th Annual Scientific 主leetingof JACS 

三友仁志

手稲自大学大学院国際情報通信研究科

第 17罰春期学術集会は，沖縄県平良市および早稲田大学デジタル・ソサエティ研究

所との共催で，東京，沖縄，福島をネットワ…クで結び，サイパースペース上のシンポジ

ウムという形式で開催された.このテレ・シンポジウムのねらいは，地域情報化をテーマ

に，情報通信技術を活用して，地域への貢献をめざすという学会の新しい可能性と方舟性

を示すことにあった.経済活動，文化活動の多くは，人がもっとも集まりやすい場所，す

なわち東京に集中しています.ロケーション・オリエンテッド(立地指向)的な諸活動に

対し， 1 T はいかなるインパクトを与えることができるか? 単に机上の空論を交わすの

ではなく，立地にこだわらないロケーション・フリー型社会の実現に向けたパイオニア的

事例を，学会みずからが率先して実践することを目的とした.

午前の部では， r 1 T時代の地域医療とリスクマネジメントJと題し，純粋に現場にとっ

て 1T，地域医療，および医療におけるリスクマネジメントはどうあるべきか， 3つの基

調講法とパネルデイスカッションを行った.午後には， r地域情報化の実践とその効果…

1 Tは地域に何をもたらすか Jというテーマのもとに，地域清報化に真の成功をもたら

す要簡をさぐった.あまり難しいことを考えずに ITの効果を体験することも，今期のシ

ンポジウムの目的のひとつであり，広瀬光治さんによる，東京会場から沖縄の子供たちに

むけたゆび編みの講習会を企画した.広瀬さんから指導を受けながら，わからないところ

は映像を通じて質問するという， 1 Tのメリットを体験した.

シンポジウムの模様は，県内の新聞各紙および、ニュースで、も取り上げられた.特に， NHK 

では，夕刻の地域情報番組内で特集が組まれた.

鐘寵罵機器エトットワーク孝義成

燦システム構成 3地点接続、政像礎資料(1"ワ一ポイント)fま個別にプロジェクター
で投影

ネットワーク国
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ネットワーク型学術集会の評価と将来の可能性

An Evaluation of an Academic Meeting in Cyberspace: 

From the Experience of 17th JACS Meeting 

三友仁志 I)，大塚時雄2)，染谷広幸3)，三本松憲生4)，岸勇希4)

1)早稲田大学大学院国際情報通信研究科

2)平稲田大学問際博報通信研究センター

3)早稲田大学大学院関際清報通信研究科持士課程

3)早稲田大学大学院国捺情報通信研究科修士課程

2002年5月 18日，東京(千代自!R)，沖縄(平良市)，福島(葛尾村)を通信ネッ

トワークで結び，ネットワーク型学荷集会の試みとして，第 17屈日本コンピューターサ

イエンス学会春季学術集会(以下 17田集会)が開催された.

17回集会は 3つのセッションより構成され，東京，沖縄，福島の各会場で講演者が発

表，その操子は ISDNの回線を用いたシステムを介し， 3地点にリアルタイムに配信され

た.

基調講演や事例報告では，講演の様子や使用されたプレゼンテーションデータ (Microsoft

PowerPoint)が各会場のスクリーンにリアルタイムに映し出された.またパネルデイス

カッションや広瀬光治氏による「ゆび編みJ教室では，パネリスト関，及び東京会場の広

瀬氏と沖縄会場の生徒間でのインタラクティブなやり取りなども行なわれた.

本発表では， 17回集会を，各会場で調査したアンケート結果をもとに評倍し，ネット

ワーク学術集会の将来の可能性を検証する.

アンケートは，集会への参加スタイルごとに評舗を行なうために，聴講者用，講演者

用，子供用(広瀬氏の「ゆび嬬みJ教室を受講した子供用)の 3種類を用意し，東京，沖

縄，福島の全ての会場で実施した.

一般の聴、講者を対象に行なったアンケートは，性別や保有機器，職業など，回答者の個

人属性を開く質問，感想、や影響について開く質問等，計 15聞を用意した.

東京会場では自答率約 64%，有効標本数43標本.沖縄会場では回答率35%， 70標本

であった.

このアンケートは，地域や職業，年齢による 1Tの親和震や，期待度を比較することを

日的に実施したが，東京会場では， 1 T関係者(社会人と大学説生)が全体の 62%以上，

沖縄会場では医療関係者が30%以上を占めるという，非常に偏りのあるサンプルになっ

てしまったため，統計的には比較することができなくなってしまった.

また沖縄会場では予想以上に参加者が少なく，また一部分のみに参加した者が多かった

ことも大きな開題となった.沖縄会場での参加者が著しく少なかったのは，学術集会とい

うネーミングが一殺の参加者からは非常に患iI染ないもので，参加意欲を問答したのではと

推i即している.

しかし「同様のシステムを利用して，教育や思療を利用してみたいと思うかJゃ f同様

のシステムで遠地をより身近に感じられるようになるかjの質問に対しては，ともにお

%以上が仁思う jもしくは fやや思う」のポジテイブな回答をしている点からは，参加者

に対して悶様のシステムを吊いた， e-learningや遠隔医療の可能性を示唆できたと言える

だろう.

広瀬氏による fゆぴ編み教室Jに参加した子供たちを対象に行なったアンケートは，属

性や感想、を開く計8問を実施.回答率は 100%，有効標本数21となった.

このアンケートはそもそも対象が少ないため，統計的な解釈は望んでいなかったが，そ

れでも受講した子供たちの反応は十分測定できる結果となった.

通信システムを介しての講義であったため，理解度への影響が懸念されたかが， 18名，



Japanese Journal of Compυter Science Vo1.8， No.l， 2003 

85 %がゆび編みを[とてもよく解ったjもしくは f大体解ったjとの理解を示した.

また， I今日ゃったような方法で，速くの人たちと，話をしたり，勉強したいと思います

かJの質問では，仁患う」が14人.I少し思う jが7名で 21名全員が今国のシステムに何ら

かの興味を持った結果となった.

最後に講演者に対して行なったアンケートであるが，このデータも 17諜本と統計的に

は十分ではないが，記述自答など，今後間様のシステムが普及する捺に情報の発信側に

どのような問題，課題が在るのかを調査する意味では興味深い結果となった.講演慨(情

報発信側)も情報通信システムを利用する場合，潰れや，経験が重要になってくるとの意

見.インタラクティブであるないに関わらず，遠隔地の様子を聴講者が感じ易いシステム

が，聴講者の不安感を減少させるなどの，貴重な意見が収集できた.

今回鐙われたような綴報過程主主綴を授って教事事や、
E霊長喜を利E目したいと怒いますか。

f可Tl塁(56人〉 その像的時(43入〉

" 20()、

参加者の年室事・f生E望者寄l1<

とても良く島幸った.
11.52覧

今Bのrゅ(j.緩みJ教室でfゆび緩み』のやり方はよくわかりましたか?

今回径われたような惨殺i盈信主主緩iこより、露護れた地裁を
より身近に怒じることが滋来るようになると思いますか?

〈人〉 参加審の繁薬害警成

今日ゃったような方主主宅、議くの入たちと話在したり、
護主主主してみたいと恕いますかマ

17 

〈人)
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OPl 
最新の LearningIVlanagement Systemのご紹介

Introduction of the latest 1earning Management System of IBM 

市村宏

日本アイ・ピー・エム株式会社ロータス技術部

[はじめに]現在，海外からの進出組も含めて，国内の 1earningManagement System(以

下， 1MS)の市場はまさに“各社入り乱れてううの状態になりつつある.実際に我々が営業

活動をしていても，実に多くの競合製品と比較される.I米国で有名なxxxとはどこが違

うの ?J.IA社のあの機諮は付いているの ?J.当然各社とも基本的な LIvlSとしての機能

は持ち合わせており，その中でそれぞれの製品の特徴を出すことは難しくなりつつある.

そのため我々もかなり苦労しながらの営業活動を強いられているわけだが，その中で日本

アイ・ピー・エム(以下，日本 IBM)がe-1earningの分野でどのような取り組みを行って

いるかを製品を中心にご紹介させていただく.

[IB M  Lotus Learning Spaceのご紹介]現在， 日本 IBIvIでは IIBIVI10tus 1earning 

Space5.OlJと言う 1MSを販売しているが，そもそも 11earningSpaceJという製品はロー

タス株式会社のグル…プウェアである「ロ…タスノーツJで動作するアプ1)ケ…ションと

して販売されていた.その後， 10tus自身がIBlVlに買収されたり，当時e-1earningツール

としてはスタンダードであったはacromedia社の IPathwareJを10tusが買収したりと，

“この業界"特有の複雑な波に飲まれながらも，それぞれの技指を活かしつつパージョン

アップを重ね，最新の IIBM10tus 1earning Space5.0Uに至っている.

まず， IIBM 10tus 1earning Space5.OlJの特徴を挙げると以下のようになる.

@か1earning業界の世界標準 (AICCjSCORM)に対応、し，幅広いコンテンツの利用や

学習内容のトラッキングが可能.

@自学自習，非同期型のデイスカッション，同期袈リアルタイムセッションの 3つの

形態をサポートし，シームレスに利用可能.

@数万人単位の大規模運用にも対応し，豊富な導入実績を持つ.

• 20ヵ国以上の言語に対応し，闘をまたいだか1earning環境の一元管理が可能.

@日本IBMが持つ豊富な実績により，システム構築・コンテンツ開発・教育コンサル

タント等，か1earn

特に自学自習，非同期デイスカッション，同期型リアルタイムセッションをすべて自社

製品のみでサポートし，なおかっすべてのフェーズをサポートする体制を持っか1earning

のベンダーはまだ国内でも少ないと言えよう.

[Learning Space事併揺介~玉)11大学様}玉川大学様は，本学会に参加されている大

学同様，以前よりかなり積極的にか1earningに寂り組まれている大学の一つである.我々

日本 IBMとの関係も深く， 1998年に 11earningSpace2.0Jを採用いただいており(国内

教育機関への導入ではではもっとも古く，当時はまだ英語版であった. )，システム導入・

運用サポートから玉川大学様で行われるイベントのサポート，さらにはか1earning以外の

学内システムの構築等，多岐に渡って密接な関係を築かせていただいている.
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図 1Learning Space5.01 

特に昨年は春学期(半期)だけで59のコースを ILem・ningSpaceJで開催され，述べ2ぅ567

名の学生がそれを受講している.また， 1昨年より試験的に導入されていた同期型の 1)ア

ルタイムセッションも，昨年より本格的な稼動を開始され， 6月には経営学部の 2講座をこ

れを用いて行った.その教授は昨年月曜日に担当講義を持っていたが， Happy l¥Ionday ?去

のあおりをうけ，講義数が減少，その上に学会の関係でカナダへの出張が重なってしまっ

た.これj..j、仁休講を増やす訳にはいかないと判断された同教授は，これまで試験的に利用

してきた ILearningSpaceJのリアルタイムセッション機能を用いて，カナダのブロード

バンド対応ホテルから講義を実施，無事に 2~f/f.産をオンラインーとで、わ二うことができた.ま

た，現在玉川大学様はデンマークの提携大学に留学生を送っており，その学生へのi塁内か

らの逮捕授業にも ILearningSpaceJのリアルタイムセッション機能を用いている.

{次世代の LearningManagement Systeml 

以前はWebBased Train同

ing(WBT)などと呼ばれ，

Webの機能を利用した

学習形態を中心に，コス

ト削減やプロセスの自動

化が中心であった時代か

ら，学習活動の一元化か

ら学習の内容のトラッキ

ング，または学習コンテ

ンツの管理を行う，いわ

ゆるも倒rning1¥1anage-

ment System"の時代を経

て，今後は人事システムを

はじめとする企業内の他

システムとの結合・連携を

った L1¥1Sが次世代シス 関2カナダからの遠隔授業
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テムとして主流になる，という話を最近よく耳にする.もしこれを第3世代と呼ぶのであ

れば，日本 IBMでもこの春に出荷を予定している次期 e-Learning製品群は，まさに第 3

世代と言えるかもしれない.

現在予定されている次期 e-Learningの製品群とは， ILearning Management SystemJ ， 

ILearni時 ContentsManagement S)悦 emJ， IVirtual ClassroomJ (出荷済み)の 3つの製

品からなるが，その中で特に ILearningManagement S)引 emJの特徴を以Tに挙げてみ

る. (ただし，製品出荷時には多少の機能変更の可能性あり. ) 

@既に世界中で利用実績のある IBMのアプ1)ケーションサーバー (IBMWebSphere)を

ベースにした，マルチプラットフォーム (Windows2000jIBMAIXjSun SolarisjLinux) 

の実現.

e J2EEやWebサーピス等の最新技術を用いた他システムとのシームレスな連携.

@さらなる大規模運用への対応. ミッションクリテイカルなシステムへの対応.

@最新のかLearning標準 (AICCjSCORM1.2，1.3)への完全対応.

@既存の集合教育リソースとやLearningリソースとの統合的管理.受講申し込み・承

認ワークフロー機能.

@オーサリングツール， レポート管理ツール，オフライン学習機能.

Annuuncmll録臼b

封。号訪問ミzncen，en住

ThisW忽をきどき手 Activitiをささ手

… 殺OC;O行後nendudGourSu$ 

COUr5Cね巻

作。間四fflm~φdedcQ窃棺

国3Learning Management System 

{経わりに}以上，製品としての LMSを中心に紹介を行ってきたが，日本 IBMではこ

の他に既存の PowerPoi拭ファイルから簡単に SCORM対!志、のコンテンツが作成可能な

I elPulisherJや，一般ユーザ一向けに販売されている fホームページピルダ-J用のお同

Learning教材作成エクステンションjという製品オプションを販売しており，何かと難し

いと思われがちなコンテンツの開発を簡単に行っていただくための努力を行っている.し

かも， I eか但↓Lea叙r唱叫ng教材f作乍成エクステンシヨンjは“喝6j3羽Oまで教育機関向け無料ダウンロ一

ドサ一ピスううを行つている.当日はできるだけこれらをお見せできるように準舗するつも

りなので，是非日本 IBMの展示コーナーにお立ちよりいただきたい.
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OP2 

ゲーム機で見せるプレゼ、ンと教材

Presentation and E町 Le目、ningby TV Game Console 

山野辺裕一

長崎大学医学部前寓病院医療情報部

[はじめに}近年，パソコンとプロジェクターを用いたプレゼンテーションが普及してき

たが，公民館などプロジ、エクターのない施設もまだ存在する.そのような場所での挟写手

段の一つにテレピがある.テレビを用いてインタラクテイブなプレゼンテーションをす

る場合は，パソコン出力を NTSC変換する，デジタルカメラを使うなどの方法もあるが，

今回演者はテレピゲーム機によるプレゼンテーションの実用性について発表する.

{システム構成]ハードウェアは，コンテンツ格納用のサーバと表示用のゲーム機からなる.

サーバにはぷらっとホーム株式会社の小型Linuxサーバ OpenBlockS，ゲーム機には株式

会社セガの Dreamcast(ブロードバンドアダプタ追加)を用いる.河者は 10BASE叩 Tのク

ロスケーブルで接続する.ソフトウェアとしては，コンテンツ作成に lIacromediaFlash5， 

Webサーバに Apache1.3，ブラウザとして D陀 amPassportPremierを用いている.

なおこのハードウェアは両者とも既に販売終了しているが，サーバは後継機の Open同

BlockSS，ゲーム機は PlayStation2，ブラウザ、にエルゴソフトの EGBROWSER BBを用

いることで同様の機能を達成できる.

{オーサリングの実際]コンテンツはパソコン上で作成するが， 620 x 410Pixelの大きさ

で作成すること， Flash4準拠の内容とすることが条件となる.DreamcastのCPUはパソ

コンほどの龍力が蕪く，大きなアニメーションはスムーズに動かないので注意を要する.

Flashの利用により甑面切り替えや視覚効果利用，ナピゲーションボ、タン等の記置が容易

にできる.作成したコンテンツは OpenBlockSの外部記情である CompactFlashカードに

FTP転送する.

サーノて側の DNSには，自己の IPアドレスを DreamPassportのホームページアドレス

である iw¥vw .isao.netJ として登録しておく.Webサーバの index.htmlには，表示させ

たい Flashコンテンツを埋め込む.ブラウザ、が起動すると初期設定に従いサーバのコンテ

ンツが自動再生される.DreamPassportはWebを全画面表示するので，スライドショー

と向様画面に余分な情報は一切表示されない.

{運用結果}第22田監療情報学連合大会のハイパーデ

モ会場にて，本構成で 1毘8持問の自動デモを 3日間

おこなったり.コンテンツはアニメーションを含む文

学博報で，自動画面切り替えとナピゲ…ション用のボ

タンを設けた.特に問題なく動作したが，無操作が続

くとブラウザのスクリーンセーパーが作動するため，

Escキーをテ…プで臨定する必要があった.

{考察]ここではパソコン上での PowerPointプレゼン

と比較した特性について述べる.

〈再利用性〉プレゼン用の Flashコンテンツは多く

の羽!ebブラウザで再生できるので， PowerPointに比

べて再生可能機材が格段に多い.また，これをこのま
密 l
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まかラーニング教材とすることもできる. PowerPointでは専用の Viewerや HTML保存

をおこなうことも可能であるが，再生環境が眠られる.

出力をそのままビデオに録画できるというのも，大きな利点である. PowerPointのコ

ンテンツをピデオ録画するには，映写したものをカムコーダーで撮影しない限りは容易に

どデオ録面する方法がない.

〈表現力〉音やアニメーションを入れたり，自動再生，インタラクテイブな操作を意図

する場合は， Flashコンテンツの方が表現力に富んでいる.

〈手軽さ〉データプロジェクターが普及したとはいえ，公民館など小規模施設ではテレ

ピのみしかないことがある.ゲーム機を用いれば，このような施設でもパソコンレスでプ

レゼ、ンテーションできる利点がある.機器の携帯性もノートパソコンにひけを取らない.

価格はパソコン以下である.

〈信頼性〉ゲーム機もサーバも基本的に ROMまたは CD-RO況のみで起動するため，

パソコンのようにソフトウェアによるクラッシュを来すことがない.

パソコンでは，同じソフトでもパージョンやフォントの有無などのバリエーションがあ

り，メディアだけを持参しでも正しく表示されないことがある.ゲーム機は完全互換なの

で，機器が先方にある場合は，サーバとブラウザソフト程度を持参するのみで完全に向ー

なプレゼンが可能である.

〈欠点〉機器がバッテリー駆動できないという問題がある.が，現在の発表会場では必

ず電源が準備されるため，ほとんど欠点とはならないであろう.

画面の解像度が， XGA程度の解像度を持つ現在のパソコンとよ七較して劣るのは否めな

いが， Flashのアンチエイリアス機能により， 24文字X12行の日本語表示は可能である.

読みやすいプレゼンテーションには充分な実用性を持っていると言える.

[E-ラーニング端末としてのゲーム機]DreamcastやPlayStation2にはキーボードとマウ

スが接続できるので， Webベースの教材に対しては ThinClientとして期待できる.低価

格やシステムの安定性を考えると，大量導入しでも初期および運用コストの少ないゲーム

機は，かラーニング端末としても有用だと考える.

{ゲーム機の機能比較]最近のゲーム機の機龍比較表を示す.PlayStation2はいnuxを使う

とVGA出力ができるが，テレピに表示できず，操作の点でもパソコンそのものと言える.

表 ゲーム機の機能比較

ブラウザ LAN接続 VGA出力 機器サイズ

Dreamcast ム ム

PlayStation2 ム ム ム (Linux時) 中

GameCube × ム × 

Xbox × O × 大

O 標準 ム 別売 × なし

{おわりに}今国はプレゼ、ンに絞ったゲ…ム機の利用について述べたが，ゲーム機には，

違法コピー訪止や機器固有 IDなどのセキュリテイの面，多人数で使える握りやすいコン

トローラ.GUI.サウンドや音声入力などの人間工学の面など，優れた技術が詰まってい

る.今後は教育用機器としても活用されることを期待したい.

[参考}

1) http:j jwww.mh.nagasaki-lは C伊jmdifjpresj021IJCMlj
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OP3 
携帯型端末と無線通信を利用した宥護実習支援システム

The education support systel11 to students nurse with the carried type terl11inal and 

radio cOl11l11unications 

高野香子 1)う花田英輔 2)う本多正幸 3)う柏木征三郎4)

1)九州大学大学院涯学系学府匿療'情報学

2)島根底科大学医学部附属病院

3)長i崎大学医学部附属病院医療情報部

4)毘立病院九州医療センター附属福悶看護助産学校

{目的}霞器機関では，患者情報管理やオーダリ

ングシステム等の幅広い分野で，看護師が個人

の責任においてコンビュータを能用する場面は

増大しつつある.にもかかわらず，看護学校の情

報処理分野では， {国人レベルでのコンゼュータ管

理を取り上げる機会は少ない.

昨年より，我々は情報科学の演胃講義開始前

に，一年生80人に対してアンケートを行ってい 不安無し

る.その結果本年度は，学習経験のある学生が

90 %，全く触れたことが無い学生は 10%で、あっ関 1講義前アンケートによる，生徒の
た.一方，情報科学を受講する上での不安調査

ンゼュータへの意識調査
では，前年度よりも不安が無いと答えた生徒が

増えてはいるが， 70 %の学生が不安を訴えた.利用内容も娯楽的なもの(ゲーム・メー

ル・インターネット)に前年度と同様に偏っていた.

我々は，学生が個々に専用端末を使用することにより，情報通信機器の操作や仕組みを

習得し，電子化機器・情報に積極的に取組む意識向上に繋げることができ，データ管理の

重要性などを自覚する為にも適当であると考えた. これまで看護学校において，カリ

キュラムや電子化教材を学生に個別配信するシステムは進展していない.そこで，看護学

校向けに携帯端末による学習支援システムを開発した.

[方法}
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1.システム概要

システム導入が現状の教育システムに大幅な影響をもたらさないよう考慮した結果，

機能をモニターとなる看護学校における学翠支援(叫earning)と学内J情報の配信・

参照システムに絞った.学内情報とは，これまで掲示板などで提供されてきた事務

的連絡や休講情報などである.全コンテンツはデータセンター内に設置したサーバ

に収める.参照端末は専用ソフトウエアをインストールした PDAである.通信回

線は学校の環境に応じた回線を利用する.本システムはインターフェースの工夫に

より看護学校における J情報入力専任者の配置を必要としない.学内情報は教師用端

末から入力可能とし，全学生一斉やグループ単設で配信する.カリキュラムは講義

全般または一部の'情報を必要に応じて更新可能とし，個人で、入力されたスケジ、ュー

ルとの連携を実現する.

また，教材は，医療出版会社との提携により，教材や書籍，医学辞書等をセキュリ

ティの担保された記憶媒体に収納し 記憶媒体を各自交換することで蝶々な教材を

閲覧可能とした.さらに，専用サイトを設け，霞療業界に関する情報やニュース等

を必要に応じて提供する.講義等で使用予定の画像資料やデータ等も，センターか

ら配信可能とし，学生間や教師との連絡用に電子メール機能も提供する.

2.機能評価

まず，連絡事項を現行の電話連絡綿によるものと， PDAを利用した場合在所要時間

と正確性を調査測定した.次に，現場実習報告について，実習先から学校までの移

動距離及び担当教官へ報告するまでの時間と 実習先から PDAを利用して仮報告

を担主教官にむけてメール発信した場合の，利能性老比較検討した.

日吉粟と考察]評{面

の結果情報提供の

速度と正確性の点で

本システムは優れて

おり，各個人への情

報開時配信の必要性

が高いことがわかっ 雲
た.また，全学生へ A 

の同時配信により， 数

事務の軽減と効率化

を図ることが可能で

ある.

携帯電話などによ

り日常的に情報交換

を行っている現代の

学生に対して精神的

なケアに注力でき，

12 

10 

既存連絡綿と携帯端末での受信状況比較表
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教員と学生の円滑なコミュニケーションや効率的な指導が可能となると考えられる.シス

テム開発の面では，看護学校のカリキュラムや体艇を尊重し，機能効果や使い勝手などの

検証を綿密に行ったうえで，システムカスタマイズの範囲を決定する必要があることがわ

かった.
来年度は，看護学校内での試験運用範囲を拡大し，実証実験在進める予定である.ま

た，要望に応じた Q&Aや実習日報提出などの機能追加を行う予定である.
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OP4 

看護学生のコンテンツ作りを通した保健医療情報演習

8eminar of Health Informatics through i¥Iaking of Content by Nursing 8tudents 

金城芳秀

沖縄県立看護大学情報科学系

{はじめに}沖縄県立春護大学では 1999年(関学)より必修科目として，保健法療情報の

講義(1年後期， 2単位30時間)および演習(2年前期， 2単位 60時間)を行っている.

この科目の到達自標は批判的思考とコミュニケーションである.批判的思考は，疑問を持

つこと，分析すること，統合すること，解釈すること，考察すること，在感を使うこと，

知識の実践応用，創造的であること，これら全てを含んでいる.コミュニケーションには

3つの能力を必要とし，傾聴詑力，意思疎通力，そして論述力である.講義では可能な眼

り地域の健康問題を出発点としている.例えば，沖縄県の腕癌死亡率が男女を問わず高率

であることから契:理率>者護職者の喫煙率>受動喫煙>世界禁煙デー>ポスター作成・

展示>評価とし，演習との連携を図っている.この連携を通して，批判的思考とコミュニ

ケーションを実践することが学生には期待される.ここでは これまでの保能医療情報演

習を通して得られた成果と課題について報告する.

[対象と方法]2000年前期より 2002年前期まで延べ3年間， I大学のモノとカタチJをテー

マに 1 学年 80 人を1O~15 グループに分け，グループワークを指導した.情報処理環境

としては情報処理室のパソコン (FujitsuFMV 4 5台)に加えて，ピ、デオ編集専用パソ

コン (80nγVAIOヲ 2合)，デジタルカメラ(5台)，デジタルピデオカメラ(5台)，さ

らには必要な消耗品を提供した.取材，素材収集に当たってはううインフォームド・コンセ

ントううの考え方を基本とし，プライパシー，著作権および肖像権の侵害などに細心の注意

を促した.コンテンツの評舗は発表会にて実施し，その際，評価シート(表 1)を配布，

3者(自グループ，他グループ，教員)の採点を平均した点数を用いた.発表時間は各グ

ループ 15 分~30 分とし，原知としてパワーポイントによるプレゼンテーションを含める

こととした.また，コンテンツの一般公開の機会として，県内外の受験生を対象とする

オープンキャンパス(毎年8月開催)を利用した.

{結果および考察1年度を重ねるにつれて，動画編集を手掛けるグループが増加し，これ

に伴ってコンテンツの作製期開も長期化し，コンテンツの容量も増加していった(1メガ

バイトから1.5ギガバイトまでにまた，機器は先着予約と設定したため，機材数等の制

約による競合が生じた.一応，利吊時間の拡大として情報処理室の休日利用を認めたが，

このことが一部の熱心な学生の時開と労力に依存するコンテンツ作りを助長した可能性も

あった.またグループにおけるそれぞれの役割が明確でないままに発表当日となるグルー

プもあり，教員が意関するグループワークになっていない点も課題として残った.学生が

取材した対象は，非常勤講師を含む教員，学生生活を支える職員(総務課職員，養護教諭，

警備員，清掃員，弁当販売員)，学内環境に対する要望(トイレ，椅子，学生会室，駐車

場)，学生による学生評価(生活態度，学習態度)などであった.斬新な着想や表現方法

もさることながら，爵像と音楽が盛り込まれたコンテンツが高得点となる傾向が認められ

た.その中には趣味的音楽やパロディーがぎっしり詰まったコンテンツもあり，演習の目

的とは無関係なプレゼンテーションも含まれていた.発表会後には学生，教職員から，コ

85 
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ンテンツ作りについて自由な意見を求めた.その結果，学生側から提出された問題点は，

動画の編集に時間がかかる，自由に使用可能な機器が不足，時間不足などであり，教職員

慎iからは，予約なし取材，自的が不明確，施設の時間外利用などが問題点としてあげられ

た.一方，オープンキャンパス時の訪問者は，発想がユニーク，感性が豊か，在学生に対

する理解が深まった，と学生コンテンツに対する評舗は好意的なもので、あった.結論とし

て，この演習の成果は 3つあげられる.第一は学生と学生/教職員間のコミュニケーショ

ンが深まること，第二はコンテンツで指摘された学内環境が一部改善されていること，最

後にプレゼンテーション技能が高まることである.この技能は3年 4年と学年が上がる

につれて発揮されるため，専門科目教員から高評価が与えられている.今後，授業の到達

目標である批判的思考とコミュニケーションの到達域をさらに高めるには，作製期間およ

びコンテンツ容量の制限，コンテンツ計画書の提出，看護系科目との連携など，新たな試

行が必要と考えている.

表 1.評価シート

保健医療情報演習 臼付: 年 月 g 

グループ名・

グループメンバー(氏名)

採点 lま4段階 (A~D) A:非常によい B:よい C:ふつう D:わるい
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*金警護*

第19呂 田本コンビュータサイエンス学会学術集会のご案内

襲撃主 催:日本コンピュータサイエンス学会

(第16回日本コンピュータサイエンス学会総会同時開催)

欝開催司u寺:2004年3月13日(土)14:00 ~ 17:00 

場:東京医科歯科大学 (予定)

頭水島 洋(国立がんセンター研究所疾病ゲノムセンター)

副会頭:I淘山昭彦(日米共同研究機関(財)放射線影響研究所疫学部)

実行委員:鹿島彰彦 (CSI株式会社ヘルスケア.BBI事業部)

当学術集会の詳細(開始時間、プログラム、会場等)に隠するお問い合わせは、 info@jacs.org 宛メールにてお

願い致します。

電子情報通信学会毘毘画像研究会(平成均年 1 足 23~25 語、

沖縄県石垣市健鹿播祉センター)のお知らせ

電子情報通信学会医用画像研究会(平成 16年 1 月 23~25 日、 ;r11縄県石垣市健康福祉センター)のお知らせです。

多数の方々の参加をお願い致します。

なお、今回はバイオメデイカルイメージング連合フォーラム(医用画像合同研究会)として、以下の医用爾像関連

の学会による合同開催になっており、特別講演などの企画も予定されています。奮ってご参加ください。

バイオメデイカルイメージング連合フォーラム準備会参加学会:

コンピュータ支援画像診断学会 (CADM)

日本コンピュータ外科学会

電子情報通信学会医用画像研究会

日本放射線技術学会画像分科会

医用画像情報学会 (MII)

日本エム・イー学会生体情報の百I説化研究会

日本コンピュータサイエンス学会

日本超音波検査学会

日本バイオイメージング学会

日本鹿沼岡像工学会

目、ヒ

電子情報通信学会医用商像研究会 (2004年1丹)世話人

Ul鳥山稔英増谷佳孝

底用画像研究会

専門委員長田村進一

副委員長仁木受

幹事清水昭伸・杉本直三

幹事補佐増谷佳孝・ i鳩山稔英
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1.研究発表の内容(医用臨畿一般)

i表用画像に関連するイメージサイエンス・画像'1吉報理論・{象形成理論，人体・その他の生体の孤{象の生成理論と

実現技術 (CT，MRI，超音波， RI，機能画像化，組成画像化， I装用動画像)，磁像化のための生体信号検出・計

測・処理技術，医用機j像の表示技術，閣像診断・治療におけるインタフェイス技術，仮想現実・複合現実の技術

と医用応用，医用額像の認識・理解と応、用，医用画f象の圧縮，蓄積・検索，伝送の理論と諸技術，コンピュ…タ

支援診断，コンピュータ外科，手術支援，治療計画，仮想化内視鏡システム，ナピゲーション診断，底用画像シ

ステム (PACS，遠隔診断， RIS， HIS， 3Di9I(o部留!と教育)，霞用画像と身体論など.

2.関穣器時と場所など

盤日時:2004年1丹23日(金) ~25 日(日)

盤場所:沖縄県石垣市健康福祉センター

盟会場世話人:Iヨ加田 慶人(名古屋大)

森 健策 ( ク )

翠共 催:バイオメデイカルイメージング連合フォーラム

関プログラム:http://www.ieice.org/iss/mi/jpn/2004/0l-program.htm 

第18四 日本コンピュータサイエンス学会学術集会の記録ビデオ頒布のご案内

多数の参加ありがとうございました。

学会Proceedingsと金記録ビデオのDVD3巻を実費旗布しています。

(Proceedings 1，000円、 DVD1 ~ 3巻各1，000阿)

ご希望の方は、放射総影響研究所長崎研究所松島 (E-mail:matu@rerf.or担)までご連絡ください。

<第四回 日本コンピュータサイエンス学会学術集会>

関テーマ IT技術・インターネットを利用した教育支援システムの現状と今後の展望

関日 目寺 2003年2 丹 16 日(日 9:40~17:40 

襲撃会 場:テルモ(株)会議室 東京都渋谷区申書ヶ谷2叩44司 I

璽会 頭:陶111昭彦(日米共同研究機関(財)放射線影響研究所疫学部)
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日本コンゼュータサイエンス学会学箭薬会開催記録

第l[mコンピュータサイエンス研究会

組織委員長法橋尚宏 1994~jõ 2月201:1(日限EI)

会場 東京都立食品技術センター(東京都千代間区)

者~ 21m 日本コンピュータサイエンス学会学術集会(第 1I自総会1"]1待問僚)

会頭 j去検尚宏 1994iド8)'1 28 EI (11 R選日)

会場 Fiiy士写真フィルム株式会社東京本社(来京都港区)

第 31既日本コンピュータサイエンス学会学術集会(絡 21m稔会j己HI寺保11長)

会頭 i勾111111'，彦 1995年2Ji25 [1 (土曜日) -261ニ1(111限日)

会場 科会主技術館サイエンスホール(東京都千代J]]I三)
員I~ 4 I羽日本コンピュータサイエンス学会学術集会(第 3I房総会同時開催)

会頭 柳田洋一郎 1995 {j'.9月21'1(二日程!こり -3日(日終日)

会場 明治記念会館(東京都港区)

第 51既日本コンピュータサイエンス学会春期学術集会(主f}4 ElJ総会問時開催)

会 頭 池EB俊lli I 9961lo3月24日(1:1R夜EJ)

会場 図立がんセン夕一穆研f究所(}束友京者都|日:下i
第 6図i日1豆本ドコンどユ一夕サイエンス守学乏会ミ学主f術中校I立築主会 (主第f55燈凶l総会i附司H時寺IJ閲;羽自{俄i従iD

会頭高級義尚 1996 ij'. 8 )'1 3 I EI (土R在[3) -9月1f=l (日1l11if=lJ
会場東京ピックサイト(東京都江東区)

言~7 限 EI 本コンピュータサイエンス学会春j留学術集会

会頭鵜)11義弘 1997年31121El (会ll!tlEJ)

会場 設林水産技術会議事務局筑波事務所淡林ホール(茨城県つくばnn
第 81m日本コンピュータサイエンス学会学術条会(第 61日l総会 1"l1f~'1JfHiiD

会 頭 水1:<¥ i!下 1997;[三10月18I1 (太llI!t日) -19El (EllllnJ) 

会場 国立がんセンター研究所(東京都rl:J央区)

t{~ 臼 1m EIヌドコンピュータサイエンス学会i長期学術集会(第7l防総会抑制JFl1llD
会頭米i判決綾 1998守o4)J261J (土i限!こj) -27 EI (EJ1l認11)
会場茨城大学工学部(茨減県EI立IIJ)

第 101言j日本コンピュータサイエンス学会学術集会(i;i?;81m総会同時間illD

会頭 Df)~雅彦 19り8:1jo9)]13 EI (1IRii!EI) 

会場 パシフイコ横浜会議センター(神奈川県横浜市)

ダ'illlm日本コンピュータサイエンス学会泰郎学術集会(百'i91m総会何時IJFlillD

会磁石井奴娩 1999ijo4)] 18日 (IJIl在日)

会場 東京都立食品技術センター(東京都千代田区)

第 121m日本コンビュータサイエンス学会や術集会(第 101m総会問時間1HD

会UJI l.':j滋i義鈴 1999iro12Ji 12日(日R誕13)

会場 チャンドラーポーズピル 4Fホール(東京都中央区)

負~ 131m日本コンビュータサイエンス学会春期]学二術集会(第11防総会同時IJfJi/lD

会頭村LI城主IZ 2000:1jo5 J'1 28日(日IlIflEI)

会場 テルモ株式会社(京芸は1，渋谷区)

第 14回日本コンビュータサイエンス学会学術集会(首1121房総会同時|制緩)

会頭八楠TiH!よ 2000年 10月IEI (日終日)

会場 テルモ株式会社(東京都渋谷区)

金~15 初日本コンピュータサイエンス学会春期学術集会(第 13 阪i総会ITI]I時 IJFlillD
会頭 Jj:J村fZ生 2001王手5月2013 (日l限Iヨ)

会場 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー(東京都千代悶区)

第 16回日本コンピュ…タサイエンス学会学術集会(第141m総会I"lr時I!丹後)

会頭佼尚彩 彦 20例年 10Ji 28日(日終日)

会場 テルモ株式会社(東京都渋谷区)

第 17図日本コンピュ…タサイエンス学会若手}怒号左手1:1'集会

会頭三友仁志 2002:f円丹 18日(二l二11翠日)

会場 iJjJ絡会場 マテイダrfi氏劇場(iJIJ縄県王子良市)

東京会場株式会社エヌ・テイ・ティ エムイー(東京都千代目31玄)

第18凶日本コンビュータサイエンス写会常術集会(斉'i151m総会何時11自illD

会頭 |潟山111'，彦 2003年2月16EI (日曜日)

会場 テルモ株式会社(東京都渋終[笈)

第 19 郎防本コンピュータサイエンス学会学術集会予定(第 16 1ill総会 i百jU~ lJfHHD

会頭水島洋 2004:fド3月13日(ゴ二Ris日)

会場 東京医科J¥!:j科大学(東京都文京医) (予定)

i*禽警護 *1
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|*禽警護 *1

日本コンビュータサイエンス学会役員会の開鑓記録

第 11況役;司会

1994年8月288 (臼眼目) 09:00~09:30 

百~ 21TI1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で

第 21TI1役員会

1995年2月25EI (土根日) 18:30~19:30 
第 3釘18本コンビュータサイエンス学会学術集会会場内ホール控室にて

お~ 31TI1役員会

1995ip3月4日(土曜日) 14:00~20・00
慶応義塾大学医学部中央検出法セミナールーム 1にで

第 41現役員会

1995年9月2日 (j二1l1iJIヨ) 18:00~19:00 

慶応義主主大学病院主rrおl!11階中会談窓にて

第 5凶役員会

1995ip12月15日(制限m19:00~24:00 
東京マタニティー・クリニック 51穏コンピュータサイエンスホールにで

第 6聞役員会

19965ド1月68 (二I:: I~ilEIl 19:00~23 ・30
東京マタニティ…・クリニック 5階コンピュ…タサイエンスホールにて

第 7聞役員会

1996年4JJ171ヨ(水終日) 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で

第 8[現役員会

19965ド7月201::1(土1I翼民) 18:00~22:00 
遠藤・ 7湾場総合法律事務所 21務会議案にて

第 9聞役員会

ゆ96i[õ9}~ 1 8 (1:11漂白) 09:00~09:25 

東京ピックサイト会議機 61務会議場604室にて

第101TI1役員会

1997年3刃211:1 (金日翌日) 12:00~ 13:00 
燦林水産技術会議事務局筑波事務所 21終第一会談窓にて

第11閥役員会

1997ip10月18日(土限日) 08:30~09・25 ， 12:20~13:10 
殴立がんセンター研究所2階セミナールームにて

第 12図役員会

1998年4月26日(土曜日) 18:00~20:00 
茨城大学工学部(茨城県民立市)にて

第131TI1役員会

1998ip 9月128 (土Iliillヨ) 19:00-21:00 

機i兵・インターコンチネンタルホテルーi総マリンカフェ(神奈川県横浜市関区)にて

第 14図役員会

1999年4月17臼(土i曜日) 18:00~21:30 
東京マタニティー・クリニック 5滋コンピュータサイエンスホールにて

第151町役員会

1999年12月128 (日曜日)08:00 -09:20 

サンマルクカフェ21終にて(第 12照学術集会会場近く)

第 16聞役員会

2000ip5}~ 17日(日曜日) 08:00~09:00 ， 17:40~ 18:00 
ドトールコーヒー~帝ヶ谷庖にで (t毎日間学工術集会会場近く)

第171現役長会

2000年 10月l日(日Il担m08:50~9・ 10 ， 13 ・OO~13:25 

テルモ株式会社会議案にて

第181TI1役員会

2001 ip5月19日 (こ討議8) 18 ・30~20:30

いずみやj和信にて OR*fr綴駅東日近く)

第 19回役員会

2001 ipl0月27日(土曜日) 17:30~20:00 
談話室滝沢にて (JR新街駅東口近く)

第201TI1理事会

2002年5月30日(土11翠lヨ) 19・25~22・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で

第21図玉県事会

2003年2JJ158 (土曜日) 13:00-16:00 

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
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日本コンビュータサイエンス学会会期

第 1意総奥日

第 1条 本会は， r日本コンピュータサイエンス学会Jと

称する C 英語表記は， Japanese Association of Comput巴r

Scienc巴 (訓告手ifFJACS) とするc

第2条 本会の事務局を大学，病医院，研究機関内などに

置く。

第2章 el的および翠業

第 3条 本会lま，医学・看護学・歯学・築学・ JFk学・理

学・工学に関連する幅広い分聖子において，診療や研究活動へ

コンピュータサイエンス総連技術を活用して得られた成果に

関して，分野の枠を越えた交流を行うことを白的とする。ま

た，本会は研究者が自らの手でコンビュータサイエンスに関

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

を重ねてその成采を公表していくことにより，自らの研究分

!b!J'とコンピュータサイエンス潟述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条の目的を達成するために次の卒業

を行う。

第5条 国内の学術集会を年 1ml以上倒1mし，そのうち 1

mは総会をあわせる O

第6条 本会の論文誌として fコンピュータサイエンスj

を年1割以上刊行する。論文誌に関する規定は加に定める。

第7条 必姿に応じて，会員同士あるいは外部との共同研

究を行うための組織を置くことができる。

第3意 会員

第8条 本会の会員は，次のとおりとする。

1.正会員 本会の艮的に焚伺し会の活動に

参加する偶人

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間体

3.協賛会員 本会の行う事業を援効する個

人および卒業所

4.名誉会員 本会の迷営，事業について特に

功績のあった正会員

第9条 本会に入会を希望aする者は，入会申込書に会費と

連絡可能なeメールアドレスを添えて申し込むものとする。

第10条 会員が退会しようとするときは，文書をもって

本会に申し出ることとする。その際，成約の会授は払い戻し

しない。

第11条 会員がこの会の名誉を傷つけ，また本会のg的

に反する行為のあったとき，理事会の議決をへて理事長がこ

れを除名できる。

~12条 会員は次の場合その資格を失う O

l.退会

2.禁治産および準禁治産の宣言

3.死亡および失綜宣告

4. 除名

5.会安の滞納

第4i妻役員および職員

第13条 本会に次の役員を置く O 資格として，アクテイ

ブなコンピュータユーザーであることを条件とする。

1.理事長 l名

2. 常任理事若干名

3.理事 5~20名

4.監事若ごi二名

5.幹事若子名

第 14条 辺事長は理事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 理事会が，名誉理事，顧問および幹事をi泣くこ

とができる。

第 16条 理事長は本会を代表し，会務を総括する。常任

理事は線事のゆから壊事長が委託する。理事会は，理事(理

事長，常任潔惑を含む)で構成し，軍記事，事務局長および幹

事は出}おし手奇話ーすることができる。

第17条 役員の任期は 2年とする。ただし，]i;任は妨げ

ない。

負~18条 本会の事務を処理するためにl隊員をおくことが

できるO 絞員は理事長が任免し，布給とする。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，事業収入，寄付

金および他の収入をもってこれにあてる。王監事長は理事会の

議決をへて，独立の特別会計Aを設けることができる。

第20灸 本会の会言1-責任者は，理事長と経理担当理事が

迷荷しであたるc

第21条 会計状況について，監事が年 1@]以上監査を行

い，理事会および総会で報告する。

第22条 会費は年額 1口それぞ、れ，lE会長7，500円，学生

会員5，000円，賛助会員30，000河とする。 協賛会員の会費に

ついては，そのつど理事長が定める。名誉会員の会費は徴収

しない。

第23条 本会の会言十年度は月 1日に始まり 12月31B 

にキ冬わる。

第6章会議

第24条 理事長は学術集会BI111JH時に定例理事会を話集す

る。また， 理事長が必姿と認めた場合，または役長の 1/3以

上が要求した場合は，臨時理事会を開催する。臨時理事会に

ついては，通信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。
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第25条 理事会は役員の 1/2以上の出席により成立する。

理事会は総会において議決すべき事項，および本会の業務に

隠して理事長が必要と認めた事項について審議する。理事会

の議長は理事長とする。

第26条 総会は最低年 1@]以上開催し，次の苦手攻は総会

の議決によらなければならない。

1.理事長の承認

2. 会則の変更

3.事業報告および収支決算に関する事項

4.事業計画および収支予算によ渇する事項

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

第8主義 その他

第33条 本会の運営に泌する縮財は，別に定める規定に

よる。

第34条 本会郎に定めのない事項，疑義の生じた条項に

ついては， そのつど理楽会にはかり，対処するものとする。

間奥日

1. 本会の事務局を 1996年4月1EIより;材団法人日本学会

事務センター内(〒 113 東京都文京区本駒込 5-16-9 )に

置く。

2. 第9条の変更については年の移行期間を設ける。

ない。 改訂履歴

1.理事長選任結果

2.役員選任結来

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，理事会において必要と認めた事項

第28条 理事会の議事は，出席した理事の過半数をもっ

て決し T可否問数のときは議長の決するところによる。

第四条 学術集会の主i砕を会頭と称、し，理事会が会liJ!を

選任する。会頭と役員は協力して，学術集会の運営を行う。

第7章理事および監事の選挙

第30条 理事および敗事は選挙によって選任され，選挙

は会員による電子媒体もしくは，それに準ずる方法での投票

で行うこととする。

第31条 正会員は他の正会員 2名の推薦があれば理事お

よび監事に立候補できる。立候補申請の様式は事務局で定め

る O ただし，理事および監事に立候補するものは，そのJ~総務

のために電子メールアドレスを持つことにする。

第32条 選挙に関する絡!別は別に定める。

2000年10月1日

第13条幹事若干名を追加

第22条学生会員(会費5，000内)を追加

20011:ド5月20日

第13条理事数をふ10からふ20に変更

第30条選挙の方法を改訂(郵送から，電子媒

体もしくは，それに準ずる方法に変更)

第6条 論文誌の発行頻度を年 21lUから llTIl"以

上に変更

2001 1:ド10H 28 EI 

役員会を理事会に改称(議決権を有するのは理

挙・院とする)

2003年2月16日

第2条 「…研究機関内にJを，.・研究機関な

どにJに変更(“など"を迫力日)

第9条 入会条件として連絡I可能な巴メール

アドレス"を必須とする

附則 負~9条の変克に獄予期間を設けた
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2002・2003年度自本コンゼュータサイエンス学会投員・ 委員一

自本コンどュータサイエンス学会役員 幹率

内山 i決予 (鹿島!必義塾大学看護医療学部)

理事長 f左藤義孝 (株式会社エヌ・テイ・ティエムイーコ

淘IlJIIB彦 (日米共同研究機関 財団法人紋射線影 ンサルテイング)

響研究所疫学部) おお恒男 (テルモメデイカルケア株式会社東京営

業所)

名誉理事長 田中手11 号~ (会津大学/竹悶綜合病院)

法 橋 尚 宏 (神戸大学医学部) 村 LLi恭平 (尚美学問大学芸術情報学部)

王製率 各役員の控当

池田俊也 (1愛1.!!.~義塾大学医学部) 常任理事

石 井 留 雄 (CSI株式会社ヘルスケア・ BBI事業部) ?t!HB俊也 [[@際情報担当]

伊 藤 紘 彦 (毘際医療福祉大学臨床医学センター) 鈴木康生 〔会計担当]

大泉太郎 (屋霊感義塾大学医学部脳神経外科) i御山 IIB彦 〔出!坂:ff! ~J

加古1;一彦 (社会福祉法人恩賜i訪問母子愛育会愛育 向滋i [J!~務担当〕

病院小児科) 竹股.iE隆 [学術:ff!当〕

児玉 充 (日本大学潟学部経'f1i;学科) )長島草~~ [総務および電子出版担当〕

鈴 木 康 生 (東邦大学医学部第二麻酔科学救援) 水鳥 [広報および間際情報担

iお滋1義昌 (I~療法入社関空宇生会 lまさまクリニック) 中村哲生 [マスコミ:ff!当〕

11.腰正滋 (東海大学医学部基礎医学系)

中村哲生 (株式会社エムイーネット) 顧問

成島平f3~与二 (CSI株式会社ヘルスケア・ B獄事業部) 遠藤 i立哉 〔コンピュータ著作権1f!当]

水島 i手 (国立がんセンター研究所疾病ゲノムセ !L1i尾安裕 [広報担当]

ンター) 相IJ沼洋一郎[学会本部およびセミナー担当]

三友仁志 (王手稲回大学大学院医l際情報通信研究科) 吉田 1合 [J!t務担当]

八i続勝l.t! 01"1団法人九州ヒューマンメディア創造

センター)

米i翠保雄 (茨城大学大学院線工学研究科)

毘本コンビュータサイエンス学会繍集委員

名誉王理事

機111義弘 (宮城教育大学教育学部) 金題委員

i淘山 IIB彦 (理事)

監察

問中秀一 (遠藤.~草場総合法律事務所) 繍集委員

小島 ?i!i溺 (オリンパス株式会社ライフサイエンス

顧問 カンパニー・光学機器問内営業部・ゲノ

i也回 茂 (情報通信ネットワーク産業協会) ム営業グループ)

遠 藤 直 哉 (遠藤.7持場総合法律事務所) 鈴子jc康生 (理事)

関 足 安 裕 成島彰彦 (理事)

移p悶洋一郎(医療法入社団慶友会東京マタニティー・ 仁ドネj 肇 (大j波市立大学大学院医学研究科医学情

クリニック) 報・医療経済研究室)

吉田 1台 (株式会社間際誹j発) 沼JJR手Ij~革命 (ぬまはら皮ふ科)

全長i苓保雄 (理事)

名誉顧閤

細川 芦ζコえ (株式会社アタラシ総合企画部・情報部)
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{覇支露国ンビュータすイヱンス学金入禽重量銀夢変霊登喜警多選禽号車鏡}

新規入会登録、には，この用紙に必要事項を記入し，財団法人日本学会事務センター宛に郵送またはファクスで

お送りください。年会費 (2004年 1 月 1 日 ~2004年 12 月紅白/学会刊行物含む)は， 7，500円，学生会員5，000

円です。入会金は無料です。

現住所，勤務先，電子メールアドレスなどの変更/訂正，退会手続きには，下記の登録用紙を使って，財団法

人日本学会事務センター宛に郵送またはファクスでお送りください。学生会員の方は，在学証明書を提出してく

ださい。年度末退会は10月末日までにご連絡ください。

<連絡先>

T 113“8622 東京都文京区本駒込5-16-9 財司法人住本学会事務センタ-

Te103-5814“5810 Fax 03司 5814司 5825

一一一一一一一一一き£一一一一一一一一一一一一一一一一 キ 1) ト リ 線 一一一一一一一一一一一一一一一一き£一一一一一一一一一

盟主幹コンピュータサイエンス学会登録用紙

ヌ玉Z三ヒ 重量 1.新規登録 2.変更登録 3.退会手続 (0をつけてください)

会員種別 一般￥7，500 学生￥5，000 賛助・協賛( 口) 1 口 ~30 ，000

アリガナ

氏 名 口…マ字

記入年月呂 20 主手 月 日

II~主 男4 嬰 @ 女 年月日 19 年 月 詰

勤 名 称

務
所 属先

/ T 
通 所在地
字

先
電話番号 (内線)

自
γ 

住 所

伊ニゐ七噌

篭話番号

会誌送付先 勤務先 告宅

@ 

電子メー ル
@ 

通 欄
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盤翠翠露塁審

藍本学会誌 fコンビュータサイエンス」では，会員の方かうの投稿論文を広く募集して

おります。サイエンス領誠でのコンゼユータの手技，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うれた成果!こ関する寄稿を歓迎します。

関詳細については本誌掲載の投稿規定をと参照ください。なお，ご不明な点、につきまし

ては学会事務患にお問い合わせください。

原議送付先:

T 113幽 0033

東京都文京臨本郵ι25-2 桝水ピjレ4F

株式会社アトムス JJCS嬬集制作室

Fax 03醐 3813幽 6432

ιmail jjcs@atms.co.jp 
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『コンピュータサイエンス (JapaneseJournal of Computer Science，轄してふJCS)j投稿規定

1.本誌の図的

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

論文誌として刊行する O 本誌は，医学・歯学・築学・看護

学・理学・工学・農学にj羽迷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得られた成果を分

野の枠を超えて交流させることを目的とする。

2.主主誌が.歓迎する論文

本誌は，とくに研究開へのコンピュータサイエンス的手技

活用の実践的兵体的な論文を歓迎する。また，幅広い分野で

利用が可能なデータベースやソフトウェアのlitU，去に関する論

文も歓迎する。本学会は，分野の異なる研究者が参加する横

型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・分野を超えた明瞭さをお願いしたい。

3.投稿資絡

原郎として，著者は学会員であることを必要とする。ただ

し編集委員会が認めた場合にはこの波りではない。

仁投稿規定

原稿は和文または英文とし，別記する執銭安項で指定され

たスタイルに従う O 他誌(外国雑誌も含む)に発表済み，投

稿中のものはお断りするc

5.絞韮

受王笠原稿の著者校正は，原i}lJjとして初校のみとする0

B.審議の負担は当分の間以下のようにする。

投稿料:原則無料(但し，海外からの投稿の場合は事務手

数料として5，000円)。

初版:モノクロの場合は20音1)を筆頭著者に無料で進呈す

る。 20部を超える希望がある場合には，次に定める料金表の

ように著者負担となる。この場合，初校時に必ず必要部数を

申し出ること。

{?コンビュータサイエンスj執筆要項}

上論文の種類・内容について

(1)掲載論文には，論文，レビ、ユー， Report，怨報，記事

などの別があります。詳細は，別に記載します。

(2 )論文の長さは，論文の場合は，仕上がり 10頁以内，短

報の場合lま，仕上がり 4}l'[以内をめやすにしています。

文学数で換算すると論文の場合は， 10，000文字以内

(図表は i点につき 200字として換算してください)。

(3 )英文・和文いずれの投稿においても，英文・和文両方

の題名・著者・所属・キーワード・姿約が必要です。

(4 )本文の執祭は以下の順序でお書きください。

a. running head (全角20字以内)，別刷請求先。

b.和文怒名，手1]文著者名，手口文所属，和文キーワード，

和文姿約 (600字以内)

c.英文題名，英文著者名.英文所属，英文キーワード，

英文姿約 (300語以内)

d.本文，議辞，文献，図説

(5 )見出し記号は編集段階で統…しますが，大見出しから

ページ数 50部 100部 I200部 300部

1~6 27，000 52，000 

モノクロ 7~12 30，000 40，000 1 50，000 60，000 

i 13 ~ 18 33.000 44，000 I 56，000 68，000 

1~6 92.000 100，000 1108，000 116，000 

7~12 95，000 104，000 1114，000 124，000 

13~18 98，000 108，000 1120，000 132，000 

モノクロ別刷20音F>は無料進呈申し上げます。それ以上の

有料別別のお申し込みは， 50部， 100部以降は 100部単位で

お願いいたします。

ページ数は掲載論文の組上数です。

価格は税込みです。

そのほか:カラー印刷を希望する場合には，原則として著

者に実費負担をお願し、する。

7.著作権

著作物に対する複写・複~還の権利は日本コンピュータサイ

エンス学会に所属する(本誌に掲載の著作物およびそれに基

づく Webページなどの 2次著作物を含む)。論文内容は，学

会のW巴bサイトにでも公表する。琉在，学会のWebサイト

のURLは， http://www.jacs.org/である。

ただし著者は開発したデータベースやソフトウェアおよ

びハードウェアなどに対する権利，論文内幸子を将来の研究の

ために利用する権利等は保有する。また，氏名表示権，公表

権， 11'司…性保持権がある。掲載記事内容の責任は著者が負う

ものとする。

8.査競

技干高原稿の採否は編集委員会が決定する。訂正を要請され

た涼稿は指定期間内に改定しなくてはならない。

111夏に1.， 2. ……， (1)， (2) …一， a.， b.……と

します。

( 6 )引用文献は本文での引用)11真に番号をふり，本文中では

ヨIJtliI'II所に [ 1 ]のように記入してください。

(7)各文獄は次の形式にしたがってください。

a.著者は 3人まではすべて記L，4人釘からはそのほ

かとしてください。

b.雑誌のとき {番号}著者，論文題名，雑誌名，巻，

開始頁“終了頁，発行;'I~西暦.

c.単行本のとき [1寺号}著者，書名，発行所名，発

行場所，発行年

d.lntern巴t上の資源を引用文献とする場合は， URL 

(Uniform Resource Locator) で表現し，著作権者と

アクセスした日時を記載してください。

日本コンピュータサイエンス学会

http://wwwsoc.nacsis.ac.jp/jacs/JJCS/v6/nl/index.html 

， 2003五'F10月21日アクセス
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原稿は，原則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 DTPにより組}援を行っている

関係上，以下の形式でお送りください。

2.原穏の形式について

原稿は，原則として電子ファイルの形でお送りいただきま

す [Maci羽tosh，DOS系 (Windows95/98，Windows NTを含

む)， UNIXJo 

本誌はMacintoshによるDTPにより組版を行っている関係

上，以下の形式でお送りください。

警警ファイjレの保存方法・ファイル名

(1)本文，各凶，各表，図説は，それぞれ独立したファイ

jレで保存してください。

( 2)本文は， MS-Wordまたは標準テキスト形式， DOSテキ

スト形式 (Windowsの場合)で保存してください。

(3 )本文のファイル名は，筆頭著者のローマ字表記一ori投

羽目(yy一mm_dd)としてください。

f列 Suyama_Akihiko_OriO 1_03 _31 

(Wi訂正lowsの場合は必ず未定に拡張子を入れてくださ

い。 r.docJr.txtJなど)

(4) ~J表はBMP， TIFF， PICT形式で保存し，プリントア

ウトしたもの，または， PDFファイルをi添付してくだ

さい。

( 5 )表は l枚ずつ保存してください。ファイル名は，

著者一表千舎の形式にしてくださし、

例:Suyama_Akihiko_ Tb 1 

(Windowsの場合は必ず末尾に拡張子を入れてくださしミo

r.xlsJなど)

( 6 )国は 1枚ずつ保存してください。 図のファイル名は，

祭顕著者一部番の形式にしてください。

f同ij: Suyama_Akihiko]g3 

(Windowsの場合は必ず米尾に拡張子を入れてくださ

い。 r.bmpJなど)

(7)画面ダンプは， 256色グレーl務調，圧縮・縮小せずに保

存してください。

※写真はスライドあるいは紙焼写真をお送りください。

写真の裳面に，題名・祭顕著者・留の番号・天地を

記入してください。

番多データ内容について

(1)本文・区i・表の中の文字には， JISコード体系以外の外

字を使用しないでください(俗:丸中数字などの修飾

数字 2バイトローマ数字など)c

( 2)カタカナは，全角を使吊してください。

( 3)数字や欧文の単語は，半角に統一してください。

(4) )J支部として，本文の和文フォントは細明朝体，欧文フ

ォントはTimes. 記号はSymbolを使用してください。

また，本文図表を含めアプリケーション独自の特殊フ

ォントの使用はやめてください。

( 5) rカタカナ表記で Computerはコンピュータですjのよ

うに欧文単語前後には半角スペースを挿入せずに， rカ
タカナ表記で、Computerはコンピュータですjのように

ベタHちとしてください。

( 6 )数式はMathType(Macir巾 sh) で、組版を行っています

が， MathTypeで作成された数式の場合は，なるべく

EPS形式で書き出した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，

または，フォントを緩め込みしたPDFファイルをお送

りください。なおー Texには対応、できません。

審データに添付していただくもの

(1)文字化けさ事の確認のため，テキスト，図，表をプリン

トアウトして，書体(イタリックf本)，図表の挿入位置

等を指定したものを必ず添付してください。または，

PDFファイルを同封してください。

3.送付方法

郵送またはらmailでお願い致します。

(1)郵送

ご郵送の場合、必ず簡易1書留にて下記の送付先にお送りく

ださい。発送の際の事故を紡ぐために，メディアを適当刻字

紙などで挟むか，専用のメールパックをお使いください。原

則として，お送りいただいた原稿・媒体・写真は返却し、たし

ませんので，予めご自身でパックアップコピーをお願いいた

します。

<郵送物について>

1. フロッピーディスクあるいは 3.5インチ MOディスク

(128~640MB) ， CD-R， DVD-RAMのいずれかを使用

してください。ディスクには，ラベルを貼り，論文表題，

著者名をお書きください。

2. 必要があれば写爽:スライドあるいは紙焼。

3 原稿打ち出し:イタリックなどの文字属性を朱i1}=き指定

した原稿打ち出しを必ず冊封してください。図表の挿入

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。

4 図表打ち出し:留表の番号を併せてご記入ください。

5 カバーレター:題名，著者，問封されているディスク・

写真・打ち出しの数，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.システムのバー

ジョン等について記入したカバーレターを同封してくだ

さい。

(2) E-mail 

lつのフォルダに関連ファイルをすべてまとめて圧縮し，

添付ファイルとして jjcs@atms.co.jp宛にご送付ください。

題名は rJJCS投稿論文(ご氏名)Jとしてください。

らmailでお送りいただいたあとに，原稿を打ち出したもの

をファクスでお送りください。または，原稿打ち出しの代わ

りにPDFファイルをメー)v(こ添付してください。

送付先:

T 113-0033 

東京都文京毘本郷2-25“2 桝水ビル4F

株式会社アトムス JJCS綴集約作家

Fax 03-3813-6432 

E-mail jjcs@atms.co.jp 
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震議"..揚翻

腿

縞議後記

コンピュータサイエンス誌Vo1.8(通巻11号)をお届け致します。

Japanese Association of Computer Science 

Vo1.8， No.l， 2003 

今号は、 2月に行われました第訪問学術集会のブロシーデイングを主とさせていただきました。また今年 3月ま

でにご投稿いただいた方々の論文も併せて掲載させていただきました。ブロシーデイングを主とした学会誌を発行

する意味として、学術集会に参加されなかった会員の皆様にも、ザイエンス学会がかなり着実に進んでいることを

実感を持ってお知らせしたいこともあり、理事長の関山をはじめ役員の議論の末、この形で発行することで結論さ

れました。学術集会も来年 3月13日に 1ゲノム情報と健康・医療情報の統合をめざして jをテーマとして水島洋常

怪理事を会頭として開催することに決定致しております。

現在Vo1.9も同時編集中です。すでに数編の論文がアクセプトの段階まで来ており、年度内にお届けできるよう編

集委員一同で精一杯努力中でございます。また、新たに編集委員として、大阪市立大学のゆ村翠助教授に入ってい

ただきました。さらに、新たな査読者として複数の先生方にお願いできる体制を構築済みです。今後、より素早く、

かっ厳しい査読体制をとることで、学会誌の衰を上げていく所容でございます。

最後に、編集室のアトムスの献身的なご助力によって今回も学会誌を発行できたことを心から感謝致したいと存

じます。また、次号から特集を組んだ編集も追加していきたいと考えております。

サイエンス学会会員の皆様方、是非、学会誌へのご投稿をお!9Mい申し上げます。

!長島彰彦(編集委員)

陶山1If{彦

コンビュータサイエンス語講義委員

企画委員

繍集委員 小島?j1isd司・鈴木康生・成島彰彦・中村 肇・沼原利彦・米i翠保雄
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Tel 03-5814-5801 Fax 03緋 5814-5820
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Japanese Journal of Computer Sci巴nc巴 Vo1.8，NO.I 

Publish巴dby Japanese Association of Computer Science 

Edit巴dby Japanese Association of Computer Science 

Busin巴ssCenter for Academic Societies Japan 

16-9， Honkomagome 5-chome， Bunkyoよu，Tokyo 11子8622，Japan 

Tel +81-3-5814-5801 Fax +81“3“5814-5820 

。日本コンピュータサイエンス学会， 2003 ISSN 1340-7732 

本誌に掲載の著作物の後写・複製の権利は， 日本コンビュータサイエンス学会が有しております。無断主主主おま，著作機.IH版権佼おとなることがあり

ますのでご注怠ください。

日本コンビュータサイエンス学会のホームベ…ジは， http://www.jacs.org/，託子メールアドレスはinfo@jacs.orgです。



{ヤノフの限科学，第2版] Yonoff， M. & Duker， J. 5， (Mosby) A・h
Online Web  5加 rtCD-ROM (Mac + Win) [ウエブスタートCD羽 OMl ￥43，510 (本体価格)司.，

~dition (e-dition) Text & CD刷 ROM [書籍+cD-RoMl ￥56，810 (本体億格)

遺伝学，診断テクニック。治療戦絡，外科手術のアプローチ l 新薬など綬科学全体をカバーする著名な定本の改訂第2版。

カラー写真之000枚を含む2，350枚もの詳細な写真をもとに， 140名以上の世界的に著名なエキスパートにより，役に

たつガイダンスを提供しています。改訂第2叛では f限の異常Jrレーザーによる角膜曲率形成術JrLASIK合併症の治療j

fレーザ サーマル角篠移援Jr眼球目重傷J綬科病理学Jr非余震緑内俸手術jなどの新しい意を設けました。

CO-ROMIこは版元のMosby社のヤノフのサイトに接続するための10とパスワードが用意されていまザ。サイト上では定

期的にコンテンツが最新化されるので，接続することにより最新の「ヤノフJを購読することができます。

{ネルソン小児科学，第17版 8eh凶hrm庁m附7

Online Web  St拘αrけa寸tC∞D圃良OM(川Mα“c+ Win) [円ウエブスタ一トC∞D-羽叩ROI川¥v1叫11川iリi ￥2お3，口，之辺2包2却O(体本体糊価糊格船) 

~必妥免\:Iit酌ion (恰e-d必i旬凶f“ion) Text & CD.喰
小児科学の最も定5評平ある「ネルソン小児科学」の第17板。遺伝学，内分泌学 1 病因学，疫学，病理学，病態生理学，臨床

発現，診断，予防。治療と予後など小児科領域のすべてを完全に網羅しています。今回の改訂では，アレルギー疾患台上

気道と下気道。新形成疾患と臆場。小児糖尿病，神経筋障害 7 行動障害と精神障害，耳科疾患などの章で新しい執筆者が

加わり。最新の知見を披濯しています。

CO-ROMIこは版元のSaunders社のネル、ノンのサイト!こ接続するための10とパスワー?とが用意されていまサ。サイト上で

は定期的にコンテンツが最新化合れるので f 接続することにより最新の「ネルソンjを購読することがでぎます。

[キャンベルの整形外科学，第10版・ CD・ROM] Cono/e， T (Ed，) (Mosby) 

CD次OM(Mac + Win) ￥94，050 (本体価格) 舎籍(全4巻)+ CD-ROM￥123，500 (本体価格)

整形外科手術書としてもっとも著名な rCampbel1Jの全笥改訂新版。今回は全間的に改訂さ

れ最新のテクニック，概念?器具などをすべて網籍。この改訂ではlβ00以上の手j去を詳述

しており，そのうち90はこの版で新たに加えられたものです。さらにCampbellClinicのOr

Terry Canaleをはじめ， 33名の権威あるエキスパートが編集・執筆にあたり，該当分野の徹

底的なカパーと効率的主主情報のアクセスを可能にしました。 CO-ROM版では i 書籍のすべて

のテキスト l 溜像などを締羅しているのはもちろん f 画像はクリックすることにより拡大する

ことが可能なので，プレゼンテーションにも利用することができます。

(日本語の05で動作させるため弊社作成のマニュアル付き)

[キャンベルの浴尿器科学，第8版・ CD-ROM] Wo/sh， p， C et 01. (Sounders) 

CD・ROM(Mac + Win)￥94，810 (本体価格) 書籍(会4券)+ CD-ROM￥119，510 (本体価格)

初版が発行Eされた1954年以降，泌尿器科学のバイブルとして親しまれている rCampbell's

UrologyJ第8版。この第8版でlet，46人の新しい専門家や4名の副編集者をはじめとする

180人もの世界的なエキスパートが結集し， 20の新しい重量が追加され。 40章が完全に書き

産されています。尿路の発生学や再建術，腎臓病との関達 f 小児の内視鏡手術など最新のトピ

ックスを交え，各重量とも最新の知晃を全面的に網羅した内容となっています。

(日本語の05で動作させるため弊社作成の修正プ口グラムイすき)

株式会社戸トムヌ 瞳URL:ht伊://www.a加 s.jp/I・Mail:ca臼log@atms.jp

〒113-0033策京都文京区本郷2-25-2桝水ピjレ4F TEし03-3813-6431 FAX.03ω3813-6432 

五己絞したiYíif\Yr(土木{十:11副総です。 ~jUi主ii'i1'ilえが必要です I1附告は為弘、レートの変動， h;i簡iの改訂により変吏される場介があ行ますc 2004，1 



コンビューヲワイ工ンス 2003年12月31日発行 定価(本体3，000円+税)

医学・医薬Ii:特化じた英国・日英翻訳ソフト

"MED-Transer Personal 12" 
Iメド・トランサー・パーソナル1

MED-Transer Personal V2 
forWindows 
MED-Transer Personal V2 
for Macinlosh [OS g] 

MED-Transer Personal V2 
Mac 05 X対応版です。

醐ED-Transer Personal V2 

好評発売中 標準価格告￥58，000(税別)
for OS X and Mac OS 9 [Classic] 
Mac 05 X版と059版のお得なダブルパックです.

樺準価指￥88.000(税問)

英語論文や資料の読解・作成をスピードアッヌ 1
.基本語辞書英国67万語・日英67万語

夫容量医学辞書搭載
・ライフサイエンス辞書(生命科学系)合計約7万語
.英自分野別専門語辞書(日英一括10万語)
基礎医学・臨床医学・精神医学・感覚器・公衆衛生

MED-Transer Personalの上位服!

"MED-Tra田serProlessional V2" 
【メド・トランサー・ヌロフzッショナJII】

メド・トランサー・パーソナルI&:
翻訳メモリ機能と専門語辞書を加えた
翻訳者・襲務向Iオのヌロフzッショナル版

.原文と完成訳文をデータベースに蓄積じて
翻訳の効率化を図る「翻訳メモリJ機能搭載
(医学10，000例文付属)・22分野専門語辞書標準装備
(化学・バイオ・数学・物理・コンビュータ等)

MED-Transer Professional V2 
forWindows 
MED-Tra目serProfessional V2 
forMaci目tosh[os 9] g~~潟1cZisle闘で動作します・

師ED-Transer Professional V2 
for 05 X and Mac OS9 [Classic] 
Mac 05 X版と059版のお得なダブルパックです.

捌ED-Transer Professional V2 
好評発売中 for OS X Mac 05 X対応版です・

棟箪価格￥222，000(税別}

園 開発元 ・販売元

CROSS 
LANGUAGE 練式会社クロスランゲージ
干169-0051 東京都新宿区西早稲田2-20-9ウィン西早稲田ビルフF
TEL. 03・5287-7588 FAX.03-5287-7589 
• URL:http://www.crosslanguage.co.jFν 

標準価格脅￥148，000(税別)

-販売

A附会社戸以
干113-0033東京都文京区本郷2-25-2桝水ビル4F

TEL.03-3813-6431 FAX.03-3813-6432 
AT.I1阿S • URL:http://w凶 w.atms.co.jp/.Mail: support@atms.co.jp 


