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巻頭言

会長に就任して

細野 公男 ∗

慶應義塾大学文学部

今回，藤原鎮男先生の後任として，会長の

職をお引き受けすることになりました．現在

情報知識学会は，種々の課題に直面しており，

そうした課題に迅速に取り組むことが求めら

れています．微力ではありますが，会員の皆

様方のお知恵を拝借しながら，会務を勤めて

いきたいと思っております．ご協力の程どう

ぞよろしくお願いします．

情報知識学会は，これまで多くの観点から

情報と知識に関わるテーマや問題に取り組み，

大きな成果をあげてきました．しかし，今後

さらなる発展を志向するには，常に本学会の活

動の前提である情報と知識の概念の本質を探

求し，社会の変化や発展に即応したその応用・

適用を考えていかねばならないと思います．

情報ということばを最初に使用したのは，

陸軍少佐酒井忠恕といわれます．当時は軍事

用語でしたが，その後種々の分野で使用され

るようになり，その結果，情報の定義，意味，

特徴，機能，範囲，処理方法，現実社会との

関係などに関して，それぞれの分野固有の捉

え方がなされるようになりました．

情報の定義の例として，情報をプロセスと

して捉える見方があります．そこでは情報を

人間の持っているイメージあるいは知識の変

化と密接に関連させ，それを必要とする人の

知的活動になんらかの影響を与える刺激と考

えるのです．この場合情報は主観的で受け手

志向であるとみなされます．図書館などにお

ける情報サービスは，こうした観点から展開

されているといえます．

人間との係わりを意識せずに情報を定義す

る代表例が，Shannon-Weaver流のビット列
としての情報です．こうした観点からの情報
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は，データ処理の世界での捉え方として一般

的といえましょう．ゲノムなどの世界で論議

される遺伝情報は，これらの情報の中間に位

置するように思われます．

知識も種々の側面から捉えることができる

広い概念であり，万人が納得できるような形

で定義することは，困難といえましょう．一

例として，「外界の事物やデ－タを理解・評価

しそれから意味を抽出するために使われる，

個人的・社会的に知られていることの総体・

しくみ・体系・構造」と定義することができそ

うです．換言すれば，意思決定を行うための

行動規則ともいうことができるでしょう．知

識の概念が主たる構成要素となっている分野

は多く，知識ベース，知識工学，ナレッジマ

ネジメントなど，知識の処理と関連する種々

の研究領域が存在します．

データや知識の概念は情報との類似性が高

く，その違いは，明確ではありません．これ

はデ－タ，情報，知識がさまざまの専門分野

で使われているだけでなく，一般的なことば

として日常でもよく使用されているからです．

しかしこれらを意識して区別すると，次のよ

うに考えることができます．

データは，表現メディア (文字，数字，画像，
音) で構成され，事象・現象の記述など論理
的に意味のあるメッセ－ジであり，客観的な

実在・実体とみなすことができましょう．そ

の例として，特定の状況においての価値が評

価されていないメッセ－ジ ，数値や特定の事

象・現象の記述，コンピュ－タに蓄積されそ

の後の処理の対象となるものなどがあげられ

ます．そして手元のデ－タの中に問題解決に

役立つ何かを見出したとき，このデ－タから

情報を得た，またはデ－タが情報に変化した

と考えることができます．なお，コンピュ－
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タシステムの状態を変化させるデ－タも情報

と考えることができます．

情報と知識との違いも種々の観点から捉え

ることができますが，その一例として次のよ

うに考えることができます．

•情報はばらばらでかつ断片的・個別的で
あるのに対し，知識は構造化されており

脈絡を持ち，普遍的である

•情報は時宜に適うものであり，一時的で短
命であるのに対し，知識は永続的である

•情報はメッセージの流れであるのに対し，
知識は蓄積物である．

このような捉え方は，情報の入手が知識構

造の再構築や知識の変化を誘発するが，情報

そのものが知識となるわけではないことを示

唆します．新聞に報じられた新発見は情報と

なり得ますが，それが他の記事やこれまでに

蓄積された知識とうまく融合したとき，知識

ともなります．これは情報と知識には，時間

差があることを示しています．

また，社会や組織に固有な文化は，情報や

知識の重要性，価値，有用性に関する意識に

影響を及ぼします．たとえば情報公開に関し

て行政機関がどのような態度をとるかは，そ

の文化次第でしょうし，情報の利用における

契約や知的財産権・特許権など法律と関わる

側面にもそれがみられます．

情報や知識に関わる分野はきわめて広範で

あり，現在も拡大・発展しています．またこれ

らに関する種々の活動は，現代社会に大きな影

響を及ぼします．これは，本学会の活動の重

要さ，可能性の大きさを示すだけでなく，本学

会が社会の健全な発展に大きな責任を担って

いることも示しているといえましょう．した

がって，会員諸氏がそれぞれの立場や分野で，

情報や知識の概念およびその応用をどのよう

に捉えているかを互いに理解することが，学

会の活動，プロジェクトを推進するにあたっ

て，きわめて重要といえましょう．

こうしたことを踏まえて今後の学会活動を

円滑に遂行するために，現時点で重要と考え

られるのは，以下の点であると思われます．

本学会がその役割を果たすためには，活動

目標を一層具体化し，それを強力に遂行する

必要があると思われます．この点に関しては，

会誌 12巻 1号に掲載された藤原前会長の「平
成 14年度総会 会長挨拶」で示された考え方
および方針は，非常に重要であります．

学会誌は編集体制が整備され，発行が順調

になりましたので，この体制を維持すること

が大切です．そのためには会員諸氏の積極的

な投稿が不可欠であります．編集委員会での

検討の結果，学術論文だけでなく，各種の報

告，ニュース，お知らせなどの投稿も歓迎さ

れるようになりました．学会誌は，研究成果

の発表の場であるだけでなく，情報交換の場

でもあるからです．なお，情報交換の側面で

は，月例懇話会がこれまで大きな役割を果た

してきました．今後もさらにこの活動を充実

していく必要があります．

部会活動のさらなる充実も取り組むべき

課題として重要です．現在，専門用語研究

部会，CODATA 部会，人文社会学系部会，
SGML/XML部会があり，シンポジウムやセ
ミナーを開催しています．これらの活動のよ

り一層の活性化と，さらには必要に応じた新た

な部会の設立を考える必要があると思います．

さらに，年次研究報告会の運営体制の整備

と高等学校での教科「情報」に関する取り組

みとがあげられます．理事会を頻繁に開催す

ることが困難なため，常務理事会で理事会の

活動の一部を代行することが行われてきまし

た．これは円滑な学会活動の運営を考えれば，

妥当と考えられますが，手続き的には十分こ

なれていない部分があることも事実です．役

員選挙の方式についても同様です．定款の見

直しも含め，こうした点を整備する必要があ

ると思います．しかし，学会運営にとって最

も重要なのは，人の和であると思います．小

さな学会でありますので，あまりフォーマル

にならず，阿吽の呼吸で会務をこなしていく

ことがあっても良いといえましょう．

最後に会員諸賢の一層のご支援，ご協力を

重ねてお願い致します．
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Discovery Regularities by Materials Databases

物質・材料データベースに基づく規則性の発見

Ying CHEN∗ Shuichi IWATA∗ Yasunori KANETA∗

and

Pierre VILLARS†

陳 迎 岩田 修一 金田 保則 ピエル ビラス

With the spectacular development of information technology nowadays, the data min-

ing approach based on well organized materials database with large amount of high qual-

ity data is becoming a powerful tool in materials design. PAULING FILE is a comprehen-

sive materials database for all non-organic solid state materials, covering crystallographic

data, phase diagrams, diffraction patterns and physical properties data published within

the last 100 years. The newly released PAULING FILE, BINARIES EDITION contains

about 28,000 crystal structure entries, 28,000 diffraction entries, 42,000 property data

and 8,000 constitution entries and 8,000 images of phase diagram. Systematic searching

and analyzing within this huge amount of data from various aspects have revealed the

regularities and correlations implicit in materials which directly provide hints on candi-

date materials in preliminary stage. The regularities discovered in binary systems among

substance structure, property and the atomic properties of its constitution are presented.

近年のめざましい情報技術開発に伴い，大量で高品質のデータを備えた物質・材料データ

ベースに基づくデータ・知識発掘型のアプローチが，物質・材料設計に対する強力な手法と

なってきている．「ポーリングファイル」は，無機物質・材料についての包括的な物質・材料

データベースであり，ここ 100年間に発表された結晶構造データ，状態図，回折パターン，物

性値データを格納している．現在公開されているの「ポーリングファイル二元系版」は，結

晶構造に対して約 28,000件，回折パターン 28,000件，物性値 42,000件，状態図データ・画

像各 8,000件を含んでいる．この大量のデータを様々な観点から系統的に検索・解析するこ

とにより，物質・材料群に内在する規則性や相関が示され，さらに物質・材料設計における

初期段階としての物質・材料候補のヒントを得ることができる．ここでは，この二元系物質

の物質構造，物性値，物質を構成する元素特性に対し，発見された規則性について述べる．

Keywords: Materials database, materials design, regularity, mapping

物質・材料データベース，材料設計，規則性，マッピング

1 Introduction

One of the most challenging tasks in ma-
terial science is designing materials with cer-
tain atomic constitutions, which achieves
some distinct properties. The procedure
of the design is generally composed of sev-
eral stages such as specification design to

∗ School of Engineering, The University of Tokyo,

Japan

Email:ying@q.t.u-tokyo.ac.jp
† Materials Phases Data System, Switzerland

integrate needs, function design to special-
ize properties, structure design to achieve
certain properties and process design to re-
alize special structures from raw materi-
als. Among many factors that determine
the properties of materials, the intrinsic re-
lationship between the structure, the prop-
erties of the material and its atomic consti-
tution plays a key role on the physical basis.
With the spectacular development of infor-
mation technology and computational tech-
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niques, accompanying the progress of various
experimental techniques, people have been
dreaming of designing materials with spe-
cific properties from all possible atomic com-
binations by using powerful computational
physics approaches and intelligent experi-
mental techniques like combinatorial synthe-
sis. However, the huge amount of possibili-
ties to be treated is still a big problem in
practice. To increase the efficiency and ac-
celerate the speed of finding target atomic
configuration from huge number of candi-
dates, a data-driven approach is proposed
based on the well-organized large-scale ma-
terials database. It is highly probable that
the regularities and correlations discovered
by data mining will provide a good guidance
in the preliminary stage.

The PAULING FILE[1] is a comprehen-
sive materials database for all non-organic
solid state materials, covering crystallo-
graphic data, phase diagrams, diffraction
patterns and physical properties data pub-
lished within the last 100 years. The newly
released PAULING FILE, Binaries Edition
contains about 28,000 crystal structure en-
tries, 28,000 diffraction entries, 42,000 prop-
erty data and 8,000 constitution entries and
8,000 images of phase diagram, with the dy-
namic link among them, as well a design
platform as tool for data mining and materi-
als design. Based on a systematical analysis
of these data, some important regularities in
binary systems have been extracted, which
could serve as an initial reference in setting
strategy of theoretical calculations and se-
lecting experiments.

2 Regularities in binary sys-

tems

By considering the huge bibliographic lit-

eratures in materials science, people might
have an impression that scientists have in-
vestigated a large part of materials known.
However, the statistics shows that the exper-
imental knowledge available is only substan-
tial for binary (approximately 70% of the bi-
nary systems has been fully or partially in-
vestigated). However, less than 5% of the
ternary and less than 0.5% of the quaternary
systems have been studied. Therefore, this is
the main reason why we start to find knowl-
edge in the binary systems. The other rea-
son is that our previous study[2] has showed
the results obtained on binaries could be ex-
tended to ternary, quaternary and multinary
systems.

The substantial meaning of “regularities”
can be interpreted as finding answers to the
following four questions:

1) If a compound is formed or not when
two elements meet?

2) Which compositions are realized in a bi-
nary forming system?

3) Which structures are formed for a com-
pound?

4) What the physical property is realized
for a compound in certain structure?

Mapping approach is utilized for answer-
ing these questions by mining the data in
the PAULING FILE. The basic idea is to
relate a kind of “compound property” to
one or several parameters of the constitut-
ing elements and to implement “mapping”
by taking these elemental parameters as the
axes. The aim of mapping is to group data
with certain property into clearly defined do-
mains, so as to reveal the patterns of various
dependence of the property on the coordi-
nates. There are two key points in mapping:
how to select atomic properties as the co-
ordinates of the map and how to define the
domains according to the purpose. Two con-
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Fig. 1 Mendeleev numbers (MN ) used in the present investigation.

cepts are introduced to achieve a successful
separation of large amount of known phases
into different, non-overlapping domains.

Elemental parameters: Based on the pre-
vious work[2], from 56 elemental proper-
ties such as atomic number, density, atomic
radius, electro-negativity, etc., Mendeleev
number (MN )[3], is selected as the coordi-
nates of the structure map. Mendeleev num-
ber is an ordering number attributed to each
chemical element in the Periodic Table basi-
cally along the direction of the “group”. The
values of Mendeleev number for all elements
are showed in Fig. 1.

Atomic environment type (AET): In or-
der to reduce the large number of possibil-
ities between elemental properties and con-
ventional structure types, which are based
on space group theory with 2,300 structure
types for binary system, the atomic envi-
ronment type (AET )[4] that is less in de-

tail but still contains enough information to
distinguish main difference of structures is
introduced as a generalized structural clas-
sification. The AET of a structure is de-
fined by the coordinate polyhedral surround-
ing certain atom in a structure, and named
in the number of coordinates atoms. The
total AETs for binary compounds is about
150, and only 31 are the most populous ones
(see Fig. 2).

The results of this kind of semi-empirical
analysis on binary data are summarized
briefly in the following. One can refer to re-
lated papers for the detailed description[2][5].

2.1 Compounds formation

A very fundamental question in metal
chemistry is, which binary systems form
compounds and which do not? A chemi-
cal system is defined as a compound forming
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Fig. 2 The 31 most populous Atomic Environment Types (AET s) for binary compounds. The

AET is named in the coordinate number (CN) of atoms to forming the coordinate polyhedron.

system if, at atmospheric pressure, it con-
tains at least one phase that is separated
from the terminal solid solutions of the con-
stituting elements by a two-phase region. A
system that does not fulfill this criterion is
a non-forming system. Fig. 3 is a two di-
mensional formation map with MN (A) and
MN (B) as the coordinates. The gray and
white squares stand for the systems having
at least one set of crystal data and have no
crystal data, respectively. The cross symbols
stand for compound non-forming sysytems.
It has been shown that 30% of the systems
with information cannot form compounds,
while 70% of these form, and the domains
for forming and non-forming are clearly de-
fined. What is very remarkable is that there
are almost no compounds in the upper-left
hand corner of the plot, which implies an
important fact that between two elements
with MN 5 50, there is a tendency to not

form the compounds. This conclusion can
be taken as one of main criteria to screen
target material systems from large amount
of candidates in the materials design effort.
While looking at the details of the non-
forming substances, it is found that 66% sys-
tems whose constituent element A and B
are iso-structural can not form compound,
whereas, 90% non-iso-structural systems can
form compound, which leads to the conclu-
sion that elements have a tendency to keep
the structure of their pure form as long as
possible.

2.2 Composition of compounds

In order to investigate the compositions
to be realized in a compound forming sys-
tem, we list phase diagrams of binary sys-
tems between Mg and all other elements in
the Periodic Table, as showed in Fig. 4, as an
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Fig. 3 Two-dimensional compound formation map with MN (A) vs. MN (B) of binary systems.

The gray and white squares stand for the systems having at least one set of crystal data and

have no crystal data respectively, and the cross symbols stand for non-forming substances.

example. This plot shows clearly the trend
of Mg-X binary systems with respect to the
location of element X in the Periodic Ta-
ble. The obvious characters of phase dia-
grams between Mg and s-, p- and d- elements
can be observed. It is noticeable that al-
most no compounds are formed between Mg
and the transition metals in the left-middle
part of the Periodic Table. Further obser-
vation shows that all possible compositions
and AETs seem having selection with re-
spect to an element X. For elements in the
right hand side of the Periodic Table, only
having concentration 5 50%, and the CN12
and CN14 AETs dominate. Whereas, for left
side transition metal elements X, almost all
range of concentrations are possible and the
structures are in complicated situation; with

p-elements, only CN4 and CN6 appear in a
limited concentration range.

Analogous analysis for other fixed ele-
ments also show obvious features with re-
spect to the fixed elements, and one can un-
derstand these patterns are closely related to
the interaction types between atoms.

2.3 Structures of compounds

A systematical analysis of the structures
of compounds has been carried out. The
MN (A) vs. MN (B) maps achieved relatively
good separation of the different chemical sys-
tems into distinct AET and non-forming do-
mains.

Further attempts has been made to define
the stability criteria for each AET . Sev-
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Fig. 4 Phase diagrams of Mg-X binary systems.

Fig. 5 AET stability map MNmax vs. MNmin/MNmax for AB compounds in case of A, B

element as the center of AET , respectively.

eral simple mathematical operators are ap-
plied to correlate elemental parameters of
the constituting elements with compound

parameters. It is found that MNmax vs.
MNmax/MNmin are optimal coordinates for
1 : 1 binary systems, by which the AET
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stability diagrams can be constructed with
rather high accuracy. Fig. 5 is the struc-
ture map for 1 : 1 binary compounds. Since
a binary compound is consists of two kinds
of atom, atom A and atom B, we need to
investigate the atomic environment types of
atom A as center and B as center respec-
tively. The separation of the different cate-
gories of chemical systems into distinct sta-
bility domains is very good, and the for-
mers domain can be sub-divided into dif-
ferent AET domains, clearly moving with
increasing max(MN ) from non-formers to
AET with CN15 towards to AET with
CN1. The ordering according to the max-
imum Mendeleev number MNmax (y-axis)
has a very strong separating effect, the ratio
MNmin/MNmax (x-axis) is, however, neces-
sary to achieve a good separationd.

Meanwhile, this map provides the condi-
tions of stability of AET . This would be
very helpful in prediction of the structure
for a not yet investigated system by calcu-
lating the appropriate parameters and see if
the conditions for the formation of a partic-
ular AET are fulfilled.

2.4 Physical properties

Mapping approach can be also applied to
the physical properties. Fig. 6 shows the
distribution of binary systems according to
their values of molar enthalpy of formation
with MN (A) vs. MN (B). Different symbols
mark different range of values of enthalpy
of formation. It is noticed that the systems
with high formation enthalpy are allocated
in the area near the edges of the map, which
implies that those systems with one element
in large MN number have rather high for-
mation enthalpy. Such kind of mapping is
helpful directly when searching new candi-

dates for expected values of property in the
preliminary stage. However, this application
requires large amount of highly reliable prop-
erties data, which should be an essential de-
mand to the materials database nowadays.

3 Combination of theoretical

calculation in database ap-

proach

Through a thorough search conducted on
all available data in several types of discov-
ery spaces, one will get a global picture on
the materials world, as to where we are? It
should be very helpful to get hints for design-
ing new materials. However, we should real-
ize that working alone on the data sometimes
might have problems to supply the satisfac-
tory solution. The most strategic way in the
research on materials design is to combine
the discovery tool with calculations based on
cleverly constructed physical models.

3.1 Theoretical structure map

Since the materials data available are
far from filling the discovery space, there
should be some uncertainty in determining
the boundary of different mapping domains.
The computational data would provide a
complement to the experimental data in the
mapping space. The systematic calculations
on carefully selected physical model will be
possible to create a “theoretical structure
map”. A preliminary study has been done
on AB intermetallic compounds[7].

3.2 Further screen and predic-

tion of hypothesis

It is predictable that the number of sug-
gested systems with a pre-defined physical
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Fig. 6 Map of binary systems classified by values of Molar Enthapy of Formation (KJ/Mol)

with MN (A) vs. MN (B). Different symbols mark different range of values of enthalpy of

formation.

property after the filtering from conditions
in the discovery tool is still large, the more
acceptable list of candidates will be fur-
ther subjected to screening by various com-
putational approaches. This would involve
testing the structure stability by calcula-
tion of formation energy, and predicting tar-
get physical properties on those hypothetical
systems or hypothetical structures.

3.3 Physical interpretation of

regularities

The calculations on the proper models will
help to provide the insight of some success-
ful regularities and correlations discovered
by semi-empirical database approaches. For
example, the first principles calculation of
phase stability could reveal the intrinsic rea-

son of non- formation of compounds, and the
possibility of compound formation although
two elements are assigned to non-formation
by empirical approaches. Also, a series of
first principles calculations on phase diagram
revealed the systematical trend of structure
stability in certain group of elements[7–9].
Meanwhile, the calculation of stability on
the atomic environment type (AET ) would
provide/verify the key factors governing the
relation between structure of materials and
atomic properties of composition elements.

4 Summary

Preliminary studies have been carried by
taking advantage of the large-scale materi-
als database to discover the regularities and
the correlations in the binary systems. This
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practice further provides experience on the
following aspects: how to find design solu-
tions by dealing with data and models; how
to prepare working hypothesis effectively to
converge to a solution, and furthermore, how
to design the experiments. By combining
with theoretical prediction method, deeper
hidden patterns would be revealed, and it
will lead to the practicable procedures of ma-
terials design.

In spite of the non-equilibrium property of
many new materials such as nano materials,
the PAULING FILE, which is a collection of
data in equilibrium state also provides valu-
able information on the potential candidate
materials indirectly by using its “Discovery
Space” to monitor some regularities as the
starting references to explore new materials
with high possibilities. The final design solu-
tions will be the emergence of the integrat-
ing approach after examining a broad base
of candidates intelligently.
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データマイニング技法を用いた

診断アンケート支援システム

Diagnostic Questionnaire Supporting System

Using a Data-Mining Technique
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Mitsuhiro OGURA and Toru ITAKURA

質問に答えると診断結果が得られる「診断アンケート」は，実施者・回答者それぞれにメ

リットがあり，インターネットで広く実施されている．結果スコアを計算するには，あらか

じめ重み付けスコアを設定する必要があるが，精密で根拠のあるスコア設定は難しい．そこ

で本論文では，回答データベースに基づいて重み付けスコアを自動的に修正し，常に最適な

設定で結果スコアを計算する手法を提案する．自動修正には，データマイニング技法の一つ

である相関関係分析を使用している．本手法を脳出血の危険度判定アンケートに適用し，有

効性を検証した．13件の脳出血発症者を含む 713件の回答に対して，年齢と結果スコアに関

する散布図を作成すると，加齢により結果スコアが上昇するような散布図が得られた．また

職業などの質問にも，適用により重み付けスコアが割り当てられ，本手法を用いることで知

識発見の効果も期待できることがわかった．

Diagnostic questionnaires come into wide use in the Internet. The conductor of a

questionnaire has to arrange the weighted score for each option, before deriving the

resulting scores from the replies. It is, however, difficult to assign accurate, well-founded

weighted scores to all the options. In this paper, we propose a method for calculating the

weighted scores according to the reply database of the questionnaire, for the purpose of

presenting the optimum resulting score at any time. We adopt a correlation analysis, one

of the data-mining techniques, to modify the weighted scores. For verifying the validity,

we apply the method to a questionnaire on the cerebral hemorrhage. There were replied

713 answers including 13 ones of those who experienced the cerebral hemorrhage. As a

result of using the proposed method, the scatter graph of the age and the resulting score

is drawn where the resulting scores increase with aging. Furthermore, several questions

such as the one about the occupation are judged to be correlated and the options of these

questions are weighted, which means the detection of the novel knowledge.

キーワード：診断アンケート，データマイニング，相関関係分析，脳出血，ウェブアプリケーション

Diagnostic questionnaire, Data mining, Correlation analysis, Cerebral hemorrhage, Web application
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1 はじめに

1.1 研究の背景

アンケート調査は様々な場面で行われてい

る．最近は，S-PLUS1など良質なアンケート

処理ソフトウェアが登場してきたことにより，

1 日本語版は数理システムが開発している．

http://www.msi.co.jp/splus/ が詳しい．
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大規模なアンケートの実施・分析を簡単に行

えるようになってきた．またインターネット

の普及や通信・放送の融合によるネットワー

クの高度化により，双方向での情報発信が容

易になり，従来は郵送などで実施されていた

アンケートを，双方向性ネットワークの代表例

といえるインターネットを利用して行うケー

スが増えている[1][2]．インターネットを使っ

た調査には，調査期間の短縮，低費用での実

施，場所の制約を解消できるなどの利点があ

り，今後も，紙媒体によるアンケートから，イ

ンターネットを使ったアンケートへと移る傾

向が続くと思われる．実際，インターネット

上でのアンケートを支援するために，アンケー

トの作成，回収，集計を支援するサービスが

各所で行われている．しかしアンケートには，

世論調査のような一般の人を対象に広く調査

を行うアンケート，顧客満足度調査のような，

企業がユーザに対してデータ収集のために行

うアンケートなど様々な種類があり，適切な

支援を行うには，実施するアンケートに合わ

せた支援システムが必要となる．本研究では，

回答者が質問に答えることにより診断結果が

得られるアンケートを「診断アンケート」と

呼ぶことにし，注目することにした．

1.2 診断アンケート

この節では，本研究で対象とする診断アン

ケートの使用方法，意義，およびアンケート

実施の留意点について述べる．

診断アンケート実行の流れを簡単に述べる．

まず実施者はアンケート文を作成する．この

とき，質問文や選択肢だけでなく，選択肢ご

とに点数 (本論文では「重み付けスコア」と呼
ぶ)を設定しておく．そして回収した回答に
対して，設定に基づいた結果スコアを算出し，

この結果スコアに基づき診断結果を回答者に

返す2．結果スコアの算出方法として，本研究

では極めて単純であり，かつ広く利用されて

2 紙媒体によるアンケートでは，質問文の印刷，回答の

電子化，診断結果の打ち出しなどの作業も必要となる．

いる「選んだ各選択肢に割り当てられている

重み付けスコアの和を結果スコアとする」方

式を採った．

通常のアンケートでは，実施者は回答デー

タを得ることができるが，回答者は統計情報

を得るくらいのものであったため，回答を多

く集めるためには抽選による懸賞をつけるな

どしなければならなかった[3]．診断アンケー

トでは，回答者も診断結果を得るというメリッ

トがあるために，回答を集めやすいという特

徴がある．診断アンケートは雑誌やインター

ネット上で広く用いられているアンケート形

式の一つであり，具体的には危険度判定のよ

うな健康診断や，性格診断，理解度判定など，

回答者の現在の状況を判断するのに使われて

いる．特に医療関係での効果が期待できるア

ンケートである．

診断アンケートを実施するにあたり，次の

2点に留意する必要がある．
1. 重み付けスコアの決定: 既に述べたよ
うに，重み付けスコアは診断アンケートにお

いて非常に重要な作業である．この設定が間

違っていた場合，正しい診断結果を回答者に

返すことができなくなってしまう．しかしア

ンケート作成時であれ，回収・電子化の後で

あれ，正しい重み付けスコアを設定するとい

うのは困難な作業である．

2. リアルタイム性: 診断アンケートは，ア
ンケート回答時の現状を診断するものであり，

そのため回答から診断結果を得るまでの期間

が短いほど，回答者にとって有益となる．紙

媒体での調査でよく見られるような，回答を

実施者に送付し，1か月後に診断結果が得ら
れるようなシステムでは，回答者が有益な診

断結果を得られない可能性がある．

これらを満足し，かつアンケートの実施者

も回答者も利用しやすい方式として，Webア
プリケーションによる実装が考えられる (図
1)．アンケート実施者はブラウザを使って，
Web サーバ上に置かれたアンケート作成支
援システムにアクセスし，質問文の作成や重

み付けスコアの設定を行う．作成された質問
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図 1 Webアプリケーションによるアン

ケート支援システム

文から，Webサーバ上にHTML (HyperText
Markup Language) 文書として回答フォーム
が自動生成される．回答者もまたブラウザを

通じてWeb サーバにアクセスし，生成され
た回答フォームを見てアンケートに答える．

回答者がフォーム提出ボタンを押すと，Web
サーバは回答データをデータベースに格納し，

重み付けスコアと回答内容に応じて結果スコ

アを計算して，診断結果を回答者に提示する．

データベースに蓄積されていく回答は，後

に統計処理を通じて，回答者集団の傾向や関

心などを知ることが可能となる．その処理方

法として近年，データマイニング技法が注目

を集めている[4][5][6]．データマイニングの代

表的な手法として，相関関係分析，時系列パ

ターン分析，クラスタリングなどが知られて

いるが，本研究では，回答データベースに対

して相関関係分析の手法を用いて質問と結果

スコアの関係を求め，重み付けスコアの修正

を試みている．

1.3 研究の目的

本研究ではWeb診断アンケートにおいて，
実施者を支援するシステムの開発を行うと同

時に，前節で述べた「重み付けスコアの決定」

と「リアルタイム性」がともに有効に機能す

るような方式を検討している．

診断アンケートではアンケート作成時の重

み付けスコア設定に大きな手間を要するが，

実施者が初期設定の段階から，正確な重み付

けをすることは困難である．そこで本研究で

は，過去に回収した回答データベースから，相

関関係分析により重み付けスコアを自動的に

変更することにした．相関関係分析を用いる

場合，何と何との相関を求めるかが重要であ

る．提案する手法では，質問を，明らかに診

断内容と関係があり重み付けスコアを初期状

態から変更することのない「スコア固定の質

問」と，診断内容と関係があるかが不明 (ある
いは，関係を調べてみたい質問)であり重み付
けスコアの修正対象である「スコア可変の質

問」とに分け，スコア固定の質問のみの結果

スコアと，スコア可変の各質問との相関を求

める．この定式化は 2章で述べる．この自動
修正機能により，スコア固定の質問に対する

重み付けスコアを適切に設定しておけば，常

にアンケートを回収した時点での最適な重み

付けで，結果スコアを出力できる．

この重み付けスコア修正手法の有効性を確

認するため，和歌山県下で実施した脳出血危

険度判定アンケートへの適用を試みた．3章
で，その実施内容，本手法適用の概要および

結果を示す．

Webアプリケーションにおける「リアルタ
イム性」とは，回答者が回答を送信してから，

どのくらいの時間 (ターンアラウンド時間)で
結果を得ることができるかに関わる．ターン

アラウンド時間が数秒でも利用者はストレス

を感じると言われている．4章で，重み付け
スコアの修正処理の効率化を検討するととも

に，結果の意味付けや，悪意ある回答への対

処といった，実用性に関しても考察する．

本システムは，Common Gateway Interface
(CGI)が利用可能なWebサーバと，著者らが
開発しているアンケート作成支援システム ([7]
[8]でその詳細が述べられており，本論文では
立ち入らない)およびスコア計算システムがあ
れば利用できる．そのため，計算機に関する

高度な技術を持たない人でも容易にアンケー

トを設置でき，このことにより，手軽にアン
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ケートを実施できるようになることが期待さ

れる．

2 診断アンケートの定式化

「選択肢ごとに設定された重み付けスコア

の総和により回答者の結果スコアを計算する」

方式のアンケートについて，2.1節でそのスコ
ア決定方法を数学的に記述する．2.2 節は本
論文で提案する数学的枠組であり，相関関係

分析に基づき，重み付けスコアを変更する方

法を述べている．

2.1 スコア決定方法 — 重み付けス

コアが固定の場合

質問，回答の候補: 質問数を n とし，質問

q1, q2, . . . , qn のそれぞれに対して，回答の候

補からなる集合 D1, D2, . . . , Dn が定められ

ているものとする．それらの集合は一般に無

限集合でもよい．例えば，自由記述の質問に

は，任意長の文字列全体からなる集合が対応

する．

回答，回答データベース: 回答者集合を A =
{ a1, a2, . . . , am } とする．回答者 ai ∈ A の

アンケート回答は，n 字組 (ai1, ai2, . . . , ain)
で表わされる．ここで各 1 ≤ j ≤ n に対し

て，aij は質問 qj の回答を表わし，aij ∈ Dj

を満たすものとする．回答データベースは，m

行 n列の行列M により表わされる．ここで，

行列 M の (i, j) 成分は aij である．

重み付け: Rを実数全体からなる集合とし，

各質問 qj に対して，写像 fj :Dj → R がちょ

うど一つ定まるものとする．すなわち，質問

qj の各回答 dj ∈ Dj に対して，fj(dj) は実
数を与える．この値を，回答 dj の「重み付け

スコア」と呼び，fj を，質問 qj の「重み付

け関数」と呼ぶ．

結果スコア: 以上の準備のもとで，回答者
ai の結果スコアは

R(ai) =
n∑

j=1

fj(aij) (1)

と表現される．

2.2 スコア決定方法 — 重み付けス

コアが変動する場合

2.2.1 スコア決定の概要

質問: 質問数を n とし，集合 { 1, 2, . . . , n }
の直和分割となるような 2つの集合 B, V を

定める．すなわち，B ∩ V = ∅，B ∪ V =
{ 1, 2, . . . , n }が成り立つものとする．質問 qj

を，j ∈ B のとき「スコア固定の質問」，j ∈ V

のとき「スコア可変の質問」と呼ぶ．

回答の候補，回答，回答データベース: 2.1
節と同じである．

重み付け: 重み付けに変動がない場合と同
じく，各質問 qj に対して，写像 fj :Dj → R

をちょうど一つ定める．j ∈ V に対する fj

は，回答データベースの内容により変化する

が，スコア決定時にはちょうど一つ定まるも

のとする．

結果スコア: 回答者 ai の回答に対する「基

本スコア」を

Rb(ai) =
∑

j∈B

fj(aij) (2)

により計算する．スコア可変の質問ごとに，

基本スコアとの相関比を求め (2.2.2節)，その
値により重み付けスコアを変更して (2.2.3節)
から，回答者 ai の回答に対する「変動スコ

ア」を

Rv(ai) =
∑

j∈V

fj(aij) (3)

により計算する．最終的に，回答者 ai の結果

スコアは

R(ai) = Rb(ai) + Rv(ai) (4)

=
n∑

j=1

fj(aij) (5)

で求められる．

スコア決定の大まかな流れを図 2 に示す．
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図 2 スコア決定の流れ

相関比はスコア可変の質問ごとに求めるが，

重み付け変更においては相関比の合計に対す

る割合に応じて，重み付けスコアを割り振っ

ている．

2.2.2 相関比の計算

スコア可変の質問 qj (j ∈ V ) を任意に固定
する．この質問と基本スコアとの相関を調べ

るにあたり，単純な相関係数を求めることは，

Dj が一般に定量的な集合ではないため，意

味を持たない．ここでは，全回答者に対して，

回答した選択肢 (Dj の要素)ごとにグループ
分けを行い，このグループ化に基づき級内変

動，級間変動，および相関比を計算すること

にした．これらの一般的な計算方法は[9]が詳

しい．

以下では簡単のため，次の 2つの仮定をお
く．一つは，無回答を認め，その場合には常に

その重み付けスコアを 0とする．言い換える
と，回答の候補の各集合 D1, D2, . . . , Dn は，

無回答に対応する要素 λを有し，各 1 ≤ j ≤ n

に対して常に fj(λ) = 0 が成り立つものとす
る．もう一つの仮定として，スコア固定の各

質問の重み付けスコアはいずれも非負とする．

これは，スコア可変の質問に対する各回答の

スコア割り振りに，回答ごとの平均基本スコ

アを用いるためである．スコア固定の質問の

重み付けスコアで負のものがあった場合，そ

の質問のすべての回答の候補にいわばかさ上

げすることで，いずれも非負にすることが常

に可能である．

準備: 回答データベースの中で，質問 qj に

対して dj ∈ Dj (ただし dj 6= λ)を回答した回
答者の集合を A(qj : dj)と表記する．文脈から
質問 qj が一意に定まる場合は A(dj)と略記す
る．さらに，Dj の各要素の中で，それを回答

した者が存在するものからなる集合を D̃j と書

く．すなわち D̃j = {dj | dj 6= λ,A(dj) 6= ∅}
である．Dj が無限集合であっても，回答者数

が有限であれば，D̃j は有限集合となる．こ

の事実と，重み付けスコアの修正は D̃j の各

要素に対してのみ行えばよいことを合わせる

と，処理の停止性が保証される．

回答者からなる空でない集合 A′ ⊂ A につ

いて，A′ に属する回答者の基本スコアの平均
をRb(A′) と表記し集合 A′ の「平均基本スコ
ア」と呼ぶ．これは

Rb(A′) =
∑

ai∈A′
Rb(ai)

/ |A′| (6)

により求められる．ここで有限集合 X に対

して |X| はその要素数を表す．以下で用いる
のは，全回答者の平均基本スコア Rb(A) と，
スコア可変の質問 qj に対して dj を回答した

回答者の平均基本スコア Rb(A(qj : dj)) (もし
くは Rb(A(dj))．これを，「回答 dj の平均基

本スコア」と呼ぶ)である．
級内変動: 質問 qj の級内変動 Swc(qj) と
は，各回答者 ai の基本スコアが，回答 aij の

平均基本スコアからどのくらい変動している

かを表わす値である．すなわち，

Swc(qj) =
m∑

i=1

(
Rb(ai)−Rb(A(aij))

)2

(7)

で計算される．

級間変動:質問 qj の級間変動 Sbc(qj) とは，
各回答者 ai の回答 aij の平均基本スコアが，

全回答者の平均基本スコアからどのくらい変

動しているかを表わす値である．すなわち，

Sbc(qj) =
m∑

i=1

(
Rb(A(aij))−Rb(A)

)2

(8)

で計算される．

相関比: 相関比とは，級内変動と級間変動の
合計に対する級間変動の割合であり，級内変
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動が小さいとき，もしくは級間変動が大きいと

きに，その値が大きくなる．基本スコアに対

する質問 qj の相関比 η2
j は，Sbc(qj)，Swc(qj)

の少なくとも一方が 0でないとき，

η2
j = Sbc(qj)/(Sbc(qj) + Swc(qj)) (9)

で求められる．以下ではこれを，「質問 qj にお

ける相関比」と呼ぶ．全回答者の基本スコアが

一致する3とき，かつそのときに限りSbc(qj) =
Swc(qj) = 0 となるが，このときは η2

j = 0 と
定める．

式 (7) および式 (8) より，Swc(qj) ≥ 0，
Sbc(qj) ≥ 0 であり，これらと式 (9) から，
0 ≤ η2

j ≤ 1 であることがわかる．η2
j = 1 に

なるのは Swc(qj) = 0 と Sbc(qj) > 0 が同時
に成り立つときかつそのときに限られ，これ

は，回答の候補 (D̃j の要素)ごとに，その回
答者の基本スコアが同じ値であり，かつ回答

の候補ごとにはその値に何らかの差異がある

ことを意味する．η2
j = 0 になる必要十分条件

は Sbc(qj) = 0 であり，これは，回答の候補
ごとの平均基本スコアがすべて一致すること

に対応する．

2.2.3 重み付けスコアの修正

前節の方法で，スコア可変の各質問におけ

る相関比を計算した後，その相関比を用いて

重み付けスコアの修正を行う．具体的には，

まず相関比から各質問へのスコアを割り当て，

次に質問ごとに，各回答の候補に重み付けス

コアを設定する．

ここで 2つのシステムパラメータ α, β を

導入する．α は関連度の低い質問に対して重

み付けスコアを割り当てないようにするため

のもので，0 ≤ α ≤ 1 である．スコア可変の
質問が多いほどこの値を小さくすべきであり，

例えば α = 1/|V | (スコア可変の質問数の逆
3 この場合はスコア可変のすべての質問 qj (j ∈ V ) に

対して η2
j = 0 となり，重み付けを変更することがで

きない．このとき，回答者数 m の値が非常に小さい

(例えば m = 1 のときは常に成り立つ)のでなければ，

スコア固定の質問の設定が適切でない可能性が考えら

れる．

数)が適切と思われる．β は修正後のスコア

可変の質問に割り当てる重み付けスコアの総

計の最大値で，β ≥ 0 である．この値として
は例えば，「スコア固定の質問に割り当てる重

み付けスコアの総計」を基準にして，その定

数倍とするのが妥当であろう．

以下では，少なくとも一つのスコア可変の

質問 qj (j ∈ V ) に対して η2
j > 0 であるもの

とする．

重み付けを行う質問の判定: スコア可変の
質問 qj (j ∈ V )に対して，スコア可変の質問
全体における相関比の割合 Lj を「関連度」と

いい，

Lj = η2
j

/ ∑

k∈V

η2
k (10)

により求める．そして Lj ≥ α であれば，質

問 qj に対して重み付けスコアを割り当て，そ

うでなければ重み付けスコアを割り当てない

(すなわち，fj ≡ 0 とする)．
重み付けスコアの設定: ここで若干の記法
を導入する．まず Rb(qj : dj) を dj と略記す

る．次に，{dj | dj ∈ D̃j} の中で最小のもの
を δj と記す．

これらを用いて，Lj ≥ α を満たす質問 qj，

およびその各回答の候補 dj ∈ D̃j に対して，

新たに割り当てる重み付けスコア fj(dj) は，

fj(dj) = β × Lj × l(dj) (11)

により設定する．ここで，

l(dj) = (dj − δj)
/ ∑

d∈D̃j

d (12)

である．「2段階の配分」を行っており，式 (11)
において，Lj が最初の段階，l(dj)が次の段階
の配分割合を表わす．このとき，fj(dj) ≥ 0
が常に成立し，かつ質問 qj ごとに，fj(d) = 0
となるような回答の候補 d ∈ D̃j が存在して

d = δj を満たす．式 (12) は，2段階目の配分
に平均基本スコアに基づく比例配分を行うが，

平均基本スコアが最小の回答の候補は，その

重み付けスコアを 0になるよう，重み付けを
減らしていることを意味する．単純な比例配

分ではなくこの式を用いるのは，無回答と各
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回答との重み付けスコアの差を小さくするた

めである．

3 脳出血危険度判定アンケートへの

適用

前章で述べた，相関関係分析に基づく重み

付けスコア修正手法の有効性を検証するため，

脳出血危険度判定アンケートへの適用を試み

た．以下にその方法および結果を示す．全て

の質問文と選択肢，アンケート実施時の重み

付けスコアを含め，詳細は[8]に記されている．

3.1 脳出血危険度判定アンケート

適用する脳出血危険度判定アンケートにつ

いて説明しておく．このアンケートの目的は，

アンケートから回答者の，脳出血を発症する

危険度を判定することにある．アンケートの

質問項目は，職業，家族構成，食生活など，生

活習慣に関する 62個の質問から構成されてい
る．質問内容の要約を付録にまとめた．米国

の調査事例[10]などをもとに，質問項目の作成

および重み付けスコアの初期設定を行い，そ

のアンケートと回答用紙を，紙面により和歌山

県下で配布回収した．病院の協力により，過

去に脳卒中を発症し現在は回復した 65名の方
からも回答を得ており，回答時の年齢や生活

習慣ではなく，発症時 (発症直前)の経験に基
づき回答してもらった．

脳卒中には大きく分けて脳梗塞，くも膜下

出血，脳出血の症状があり，実際のアンケート

では，これら 3つの危険度を別々に求め (別々
に重み付けスコアを設定し)，回答者に結果を
返送した．本論文での適用実験では，脳出血

に注目し，その危険度を求めることにした．

回答数は 713件であり，脳出血の発症者 13件
の回答も含まれている．

図 3 脳出血危険度判定アンケートの散

布図 (アンケート実施時)

3.2 結果スコアの算出 — アンケー

ト実施時の重み付けスコア

まず，アンケート実施時の重み付けスコア

を用いて，各回答者の結果スコアを求め，散布

図を作成した．その散布図を図 3に示す．ア
ンケート作成者側としては，発症者と非発症

者との間に，結果スコアによる明確な差があ

り，また年齢が上がるほど脳出血の危険度が

高くなることが望ましい．結果スコアによる

明確な差があれば，結果スコアを使って回答

者を脳出血の危険がある人と，そうではない

人に分けることができる．しかし散布図を見

ると，結果スコアによる差が多少あるものの，

発症者のデータに注目したところでは，発症

者でもスコアが低いデータがあり，さらに年

齢の増加と共に結果スコアが低くなる傾向も

見られた．

3.3 結果スコアの算出 — 提案手法

による重み付けスコア

2.2節で述べた手法を用いて，重み付けスコ
アの修正を試みた．その際の注意点をいくつ

か記す．

質問の分類については，以下の通りとした．

最初に，数値や文で回答してもらうため単純

な統計処理が難しく，重要度の低いと思われ
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図 4 脳出血危険度判定アンケートの散

布図 (提案手法)

る 5つの質問を，結果スコアの計算から除外
した．次に，脳出血の危険度と明らかに関連

があると言われている，年齢，脳卒中の発症

経験とその種類，上の血圧 (収縮期血圧)をス
コア固定の質問とし，回答項目ごとに前節と

同じ重み付けを行った．これらを除く 53個の
質問を，スコア可変の質問とした．

スコア可変の質問の重み付けスコアは，回

答ごとに修正するのではなく，まず全回答を

対象として重み付けスコアを設定し，それか

ら，その重み付けスコアに基づいて各回答の

結果スコアを算出している．重み付けスコア

割り当てのためのシステムパラメータについ

ては，α = 0.02，β = 61.25としている．前述
の通りスコア可変の質問数は 53であるが，そ
の概数 50の逆数を αとした．また，アンケー

ト実施時の重み付けスコアの合計は 61.25で
あり，この値を β とした．

このようにして求めた各回答者の結果スコ

アについて，その散布図を図 4に示す．また，
比較のため，基本スコア，すなわちスコア固定

の質問のみで求めた結果スコア4についても，

その散布図を図 5に示す．

3.4 考察

今回の実験において考察すべき点は，「結果

4 提案手法で β = 0 として重み付けを行った場合の結

果スコアでもある．

図 5 脳出血危険度判定アンケートの散

布図 (基本スコア)

スコアの変化」と「関連があると思われる質

問の発見」に大別される．以下，それぞれの

詳細を述べる．

結果スコアの変化 (1): ここでは各散布図を
比較し，全体的な結果スコアの違いについて

述べる．図 3および図 4を比べてみると，本
手法の適用により，発症者のみでも，全体と

しても，ばらつきが少なくなっているのがわ

かる．また，発症者であるにも関わらずその

年齢の中で結果スコアが最も小さいという例

(図 4の 72歳の発症者)もあり，本手法は，発
症者と非発症者を明確に区別できるとは言い

難い．なお，発症者のみに着目すると，本手

法の適用により，52歳 (左から 2番目)の結果
スコアが相対的に高くなっており，また発症

者が上 8人と下 5人にグループ分けできるよ
うな分布になっている．これについては，「関

連があると思われる質問の発見」について述

べてから，詳しく考察する．

既に述べたように，加齢に伴い脳出血の危

険度が高くなるのが望ましい．本実験におい

てそのことを定量的に検討するために，回帰

直線 (最小 2乗法による単回帰線)の式を求め
た．結果を表 1に示す．3種類の散布図，お
よび発症者のみか全員かで，6つの場合に分
けて算出している．X の係数が，加齢による

結果スコアの上昇率であることに注意すると，

これらの式から，アンケート実施時の重み付
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表 1 回帰直線式

発症者・図 3: Y = 15.895− 0.035X

発症者・図 4: Y = 9.134 + 0.034X

発症者・図 5: Y = 0.238 + 0.096X

全員・図 3: Y = −1.754 + 0.182X

全員・図 4: Y = −5.374 + 0.225X

全員・図 5: Y = −6.817 + 0.183X

(X: 年齢，Y : 結果スコア)

けでは加齢により脳出血発症者の結果スコア

が下降する傾向にあること，それに対して本

方式ではそれが上昇する傾向にあることが確

認できる．次に，全員を対象とした 3つの回
帰式を比較すると，図 4 すなわち提案手法の
X の係数が，図 5すなわち基本スコアのそれ
よりも大きくなっていることがわかる．これ

は，提案手法の適用により，基本スコアでは

0 点だった 20～50代の回答者に対して，年齢
に応じて加点されていることに関係があると

思われる．

本論文の提案手法では，スコア可変の質問

にあらかじめ重み付けを行っていても，それ

は重み付け修正に依存しない．一方，実際の

アンケートでは，スコア可変の質問のいくつ

かに対して最初に重み付けが行われていた．

この点に注意すると，スコア固定の質問を適

切に設定した上で提案手法の適用により，「加

齢により結果スコアが上昇する」という，ア

ンケート実施時の予想を反映させた散布図が

作成できたということになる．

関連があると思われる質問の発見: 初期設
定では重み付けスコアが 0だったいくつかの
質問に対しても，基本スコアとの相関が見ら

れたことから，本手法の適用後には重み付け

スコアが割り当てられていた．例えば表 2の
ように，職業の質問には，アンケート実施時に

重み付けスコアを設定していなかったが，回

収データからは基本スコアと相関があると判

断し，重み付けスコアが割り振られた．ここ

で，職業の関連度が高くなった理由として，年

齢との相関が考えられる．また，「漁業関連」

が最も大きい重み付けスコアとなっているが，

表 2 重み付けスコアの修正例 (職業)

回答 重み付け 平均基本 回答

スコア スコア 者数

農林関連 0.579 5.380 266
漁業関連 0.990 8.000 1
自営業 0.604 5.536 69
事務職 0.300 3.600 5
会社員 0.016 1.788 33
公務員 0.000 1.688 16
会社役員 0.630 5.700 10
主婦 0.535 5.096 83
無職 0.705 6.180 122
その他 0.332 3.800 55
無回答 0.000 — 53

表 3 重み付けスコアを割り当てた質問

質問 (要約) 関連度

高血圧と言われた 0.142
職業 0.120
飲酒頻度 0.076
下の血圧 0.055
規則的な生活 0.048
かかりつけの医師 0.047
家族構成 0.038
健康番組を信じる 0.034
コレステロールを下げる薬 0.032
家族の人数 0.031
病院に行く 0.031
規則的な食事 0.029
突然の激しいめまい 0.027
ストレス解消法 0.026
ストレスを感じる 0.023
喫煙 0.021

これは回答者数が 1であり，その基本スコア
がたまたま高かったためと推測できる．

すべての質問に対して重み付けスコアが振

られたのではなく，例えば，性別に関する質問

に対する関連度は 0.002であり，重み付けス
コアを割り当てなかった．関連度が α = 0.02
以上であり，重み付けスコアを割り当てた質

問とその関連度を表 3に示す．
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これらのことから，本手法を用いることで，

実施者がそれまで考えていなかった事実への

手がかりとなり，知識発見へとつながる効果

もあることもわかった．

結果スコアの変化 (2): ここでは特徴的な
回答者を取り上げる．図 3～5において，最も
左にある 2人の発症者 (44歳と 52歳)の結果
スコアを比較すると，提案手法では 52歳発症
者の結果スコアが 44歳発症者より高く，残り
2つの散布図では逆になっている．全体の中
の位置付けとして見ると，52歳発症者の結果
スコアは，提案手法によりいわば押し上げら

れていることがわかる．

ここで，この 2人の回答者の回答と重み付
けスコアを精査したところ，次の 2つが判明
した．一つは，ともに「高血圧と言われた」の

質問に「はい」と回答していることである．こ

の質問はアンケート実施時に重み付けがなさ

れており，「はい」には 6点が設定されていた．
提案手法の適用ではこれが 2.050点となって
いる5．この重み付けの妥当性を調べるため，

「高血圧と言われた」の質問もスコア固定の

質問とし，それ以外の条件は変えずに各回答

者の結果スコアを求めて，散布図を作成した．

その結果，大きく 2つの領域 (傾きの異なる 2
本の右上がり直線の周辺)に分布し，図 4の発
症者の上 8人と下 5人が，そのままその 2つ
の領域の上と下に分かれるものになった．実

際，「高血圧と言われた」の質問に対して，こ

の上 8人は「はい」と答え，下 5人は「いい
え」と回答している．これを採用すると，「高

血圧と言われた」の質問が「はい」か「いい

え」かによって，脳出血の危険度が大きく分

かれることを意味し，様々な質問への回答を

もとに結果スコア (危険度)を求めるものでは
なくなってしまう．言い換えると，「高血圧と

言われた」の質問に対して「はい」の回答に

6 点をつけるのは，提案手法による調査によ

5 この点数は βに依存している．実際，βの値を約 3倍

にすれば，点数を 6点にできる．ただしそうすると，

重み付けの修正を行った他の回答の候補も同じ比率で

上昇することになる．

り高すぎたことを示唆している．

もう一つの興味深い点は，アンケート実施

時には重み付けがなされなかったが，提案手

法では重み付けがなされたいくつかの質問で，

44歳発症者と 52歳発症者の回答が分かれ，こ
れにより 52歳発症者の結果スコアに加点され
ていることである．具体的には，「飲酒頻度」

(0.969点)，「かかりつけの医師」(0.559点)，
「すぐ病院へ行く」(0.253点)などである．
これらの質問は，ただちに脳出血と関連が

あるとは断定できず，また回答者の偏り (和
歌山の地域性)にもよる可能性がある．実際
のところ，アンケートにより脳出血の危険因

子を特定するには，より広い地域を対象とし

て実施し，多数の回答者を集める必要がある．

むしろ本研究の価値は，図 3～4，図 4～5と
いった散布図間の比較で気になる点があれば，

その回答を調査し，原因となる質問の発見が

容易となるツールを開発した点にある．

4 リアルタイムアンケートシステム

の実現に向けて

これまで述べてきた手法を用いてリアルタ

イム診断アンケートシステムを実現するにあ

たり，いくつか解決すべき問題がある．例え

ば，「リアルタイム処理のための計算量低減」

や「結果スコアの意味付けと提示方法」，「悪

意のある回答者への対応」が挙げられる．以

下ではこのそれぞれについて検討する．

4.1 リアルタイム処理のための計算

量低減

1章で述べたように，アンケート支援シス
テムをWebアプリケーションとして実装し，
回答が登録されるたびに重み付けスコアを更

新するようにすれば，常にアンケートを回収

した時点での最適な重み付けで，結果スコア

が出力できることになる．この点に留意して，

回答に対する結果スコアの計算量について考

察しておく．
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級内変動を求める 2.2.2 節の式 (7) では，
全回答者の基本スコア Rb(a1), Rb(a2), . . .,
Rb(am) が必要であり，回答者数mに比例し

た時間がかかるように見える．しかしその和

を求める順序を変更し，i = 1, 2, . . . , mの順番

ではなく，回答の候補 dj ∈ D̃j ごとに計算す

るように変形できる．その上で，一般的な統

計処理で分散を効率よく求める方法にならっ

て変形すると，次式が得られる．

Swc(qj) =
∑

dj∈D̃j

(
Q(dj)− T (dj)2

|A(dj)|
)

(13)

ただし，Q(dj) =
∑

ai∈A(dj)

Rb(ai)2，

T (dj) =
∑

ai∈A(dj)

Rb(ai) である．この式によ

り，質問 qj の回答の候補 dj ∈ D̃j ごとに，そ

の回答者数 |A(dj)|，基本スコアの総和 T (dj)
および 2乗和 Q(dj) を保存しておけば，その
質問における級内変動が計算できる．

級間変動に関する式 (8)も同様に

Sbc(qj) =
∑

dj∈D̃j

T (dj)2

|A(dj)| −
T 2

m
(14)

と変形できる．ここで T =
m∑

i=1

Rb(ai) であ

る．したがって，上記の値のほかに，全回答

者数 m と，全回答者の基本スコアの総和 T

を保存しておけば，級間変動が求められる．

m + 1 番目の回答 (am+1,1, am+1,2, . . . ,

am+1,n)が新たに登録されたとき，|A|および
|A(qj : am+1,j)| (1 ≤ j ≤ n)のそれぞれに 1を
加え，各回答 am+1,j (1 ≤ j ≤ n)に関する基
本スコアの総和と 2乗和，そして全回答者の
基本スコアの総和のみを更新すればよい．こ

れにより，回答が一つ増えたとしても，重み

付けスコアの修正に要する時間計算量は，回

答の候補の数に比例するだけであり，それま

での回答者数に依存しない．この方法では各

回答の候補ごとに，回答者数，基本スコアの

総和および 2乗和を格納する領域を必要とす
るが，実際のアンケートにおいて質問はせい

ぜい数十問，選択肢は 1問につき 10個以内が

ほとんどであり，回答者が数千～数万になる

可能性があることと比較して，十分小さい領

域と言える．

4.2 結果スコアの意味付けと提示方

法

リアルタイムアンケートシステムで回答

データが追加されるたびに，重み付けスコア

を変更するとなると，回答者の結果スコアを

単純に比較することはできない．すなわち，

R(a100) = 50，R(a300) = 40 という結果スコ
アになったとしても，そこからただちに，100
番目の回答者が 300番目の回答者よりも危険
であると判断するわけにはいかない．

3章で述べた脳出血アンケートでは，結果
スコアだけでなく，近い年齢の間で相対的な

位置を示すのがわかりやすいことから，図 4
のような散布図上で，回答者の点を強調表示

するような方法が有効である．また，回答者

全体や発症者の回帰直線も乗せることで，位

置がより明確になる．2次元の散布図による
表現方法は，結果スコアと年齢とを結び付け

て考えることができるという前提を要するが，

脳卒中や生活習慣病など多くの疾病に関する

診断アンケートで利用可能と思われる．

4.3 悪意のある回答者への対応

インターネットでリアルタイムアンケート

を実施する場合，瞬時に回答が得られるとい

う特徴を利用して，回答の一部またはすべて

を変えていきながら何度も試し，良い結果ス

コアを得ようとする回答者が現れるかもしれ

ない．また，何度も同じ回答を送って，回答

データベースの内容を悪くすることもできて

しまう．

これらに対して，同一発信者からの短期間

の複数リクエストを却下するようにすると，

ある程度の悪用を排除できる．ただし，Web
サーバから知ることのできる発信者情報は通

常，送信元の IPアドレス程度であり，プロキシ
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サーバやネットワークアドレス変換 (Network
Address Transform, NAT)を経由したアクセ
スの場合，まれに別の発信者のリクエストも

却下してしまう．

これとは別に，全回答数が多くなると，悪意

のある回答による結果スコアの影響が小さく

なることを用いる方法も考えられる．例えば，

あらかじめ数百例のアンケートを実施してお

き，それからインターネット上でもアンケー

トを実施できるようにする．あるいは，回答

者は自分がかつて登録した回答内容をいつで

も閲覧でき，その時点での回答データベース

に基づいて結果スコアや散布図が得られるよ

うにしておく．回答内容を修正して，その修

正内容により重み付けを計算し直すような実

装も可能である．4.1節の議論を拡張すれば，
回答内容の変更に関しても，重み付けスコア

の修正に要する時間計算量をそれまでの回答

数に依存しないようにできる．

5 おわりに

本論文では，Webアプリケーションによる
診断アンケート支援システムについて，回答

データベースに対して相関関係分析を適用す

ることで重み付けスコアを修正する方法を提

案し，脳出血危険度判定アンケートに適用し

てその有効性を検討した．その結果，加齢よ

り危険度が上昇するような散布図が得られた

ことを確認するとともに，職業などと基本ス

コアとの相関を見出し，重み付けがなされる

といった，新たな発見を得た．

本手法をリアルタイムアンケートとして利

用する場合，4.2～4.3節で述べた事項以外に
も，検討すべき課題が残っている．例えば，シ

ステムパラメータ α, βの設定方法や，スコア

固定・可変の質問の分類の妥当性などである．

今後は，リアルタイムアンケートの運用実験

を通じて，それらへの方策を検討していく必

要がある．
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付録 脳出血アンケートの質問内容

スコア固定の質問: 年齢; 脳卒中発症経験;
脳卒中の種類 (脳出血，脳梗塞，くも膜下出血);
上の血圧 (～100，101～120，121～130，131
～140，141～150，151～160，161～170，171
～180，181～．単位: mmHg)．

以下では，アンケート実施時に重み付けス

コアを設定していた質問に「∗」をつけている．
提案手法の適用により重み付けスコアを割

り当てた質問(関連度で降順): 高血圧と言わ
れた∗; 職業 (農林関連，漁業関連，自営業，事
務職，会社員，公務員，会社役員，主婦，無職，

その他); 飲酒頻度; 下の血圧∗(～80，81～90，
91～100，101～110，111～．単位: mmHg);
規則的な生活; かかりつけの医師; 家族構成;
健康番組を信じる; コレステロールを下げる
薬∗; 家族の人数; 病院に行く; 規則的な食事;
突然の激しいめまい; ストレス解消法; ストレ
スを感じる; 喫煙．
提案手法の適用により重み付けスコアを割

り当てなかった質問(関連度で降順): 心臓病疾
患経験; 塩辛い物を食べる; 肉類を食べる; 突
然の視覚喪失; 突然片側の脱力感・しびれ; 高
血圧の薬を正しく服用∗; 高血圧の薬を服用∗;
1日の喫煙本数∗; 飲酒; 糖尿病と言われた∗; 魚
類を食べる; 不整脈; 職場でタバコを吸う人;
仕事や趣味に生きがい; 心筋梗塞∗; 健康番組
を見る; 血縁者に高血圧症; 1回の飲酒量∗(約
1合; 約 2合; 3合以上); 心房細動∗; 夜眠れる;
緑黄色野菜を食べる; 心臓病その他; 健康の話
題に敏感; 健康づくりに気をつける; 突然の激
しい頭痛; コレステロール・中性脂肪が高い∗;
血縁者にくも膜下出血∗; 心臓弁膜症∗; 毎日を
楽しんでいる; 性別; 体力の低下を感じる; 突
然の言語障害; 運動; 血縁者に脳卒中; 健康診
断を受けている; 心拡大; 栄養バランス．
スコア計算対象外の質問: 身長; 体重; 喫煙
開始年齢; 禁煙開始年齢; 健康について気にな
ること．

（2003年 4月 11日受付）
（2003年 6月 11日採択）
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Frequency Distribution of the Number of Amino Acid

Triplets in the Non-Redundant Protein Database

重複を除いた蛋白質データベースにおける

3アミノ酸組の出現数の頻度分布

Joji M. OTAKI∗, ‡ Tomonori GOTOH†

and Haruhiko YAMAMOTO∗, §

大瀧 丈二 ∗, ‡ 後藤 智範 † 山本 晴彦 ∗, §

Protein molecules are polymers of amino acids linked by peptide bonds, and they

play various roles in innumerable biological functions. This remarkable functional di-

versity of biological proteins originates from linear sequences of 20 different amino acid

residues. Their sequence information, which is encoded in genes as DNA sequences, is a

product of molecular evolution at the genetic level. Upon completion of many genome

projects, amino acid sequence records of proteins in databases, which include conceptu-

ally translated sequences from DNA, have already been accumulated over 1.24 million,

and more than ever, the number of records is still increasing rapidly. Although these se-

quence databases have been mainly used for similarity searches, fundamental characters

of these databases have not been examined thoroughly. Here we investigated biolog-

ical significance of 8000 combinatorial sets of three amino acids (triplets) in proteins.

Defining the number of each triplet in a database as “triplet count”, we constructed a

histogram for the frequency distribution of triplet counts in the non-redundant protein

(nr-aa) database downloaded from the National Center for Biotechnology Information as

of November 2002. Distribution range of the histogram was shown to be larger than that

of the theoretical histogram generated randomly from the population having the amino

acid composition of the nr-aa database, although overall shapes of these histograms were

similar to each other. The difference between these two distributions was more dramat-

ically highlighted in histograms showing the ratio of the original triplet counts in the

nr-aa database or of the theoretical triplet counts generated randomly to the expected

triplet counts derived from the amino acid composition in the database. Whereas the

theoretical distribution well fitted the normal error curve due to the random fluctuations

inherently associated with the sampling procedure itself, the distribution for the existing

triplets in the nr-aa database peaked much less and skewed much more toward higher

values than the theoretical one, indicating a non-random and possibly biological nature

of triplet counts in the nr-aa database. We also performed the same procedure in five

phylogenetically distinct species: human (Homo sapiens), mouse (Mus musculus), fruit

fly (Drosophila melanogaster), soil nematode (Caenorhabditis elegans), and a colon bac-

terium (Escherichia coli). We found similar trends in all species examined here, largely

excluding the possibility that the characteristic trend of the triplet-count distribution

that was found using the entire database records might have resulted solely from some

“sampling artifacts” of the database itself. In other words, the existence of the species-

independent distribution trend mostly ruled out the possibility that the nr-aa database

over-represents or under-represents particular kinds of proteins simply because of the

arbitrary research history of biological sciences. Taken together, this study suggested

the existence of non-random and species-independent biological preferences for partic-

ular triplets in proteins at the population level, which might have been “fixed” either

accidentally or for functional reasons early during the course of biological evolution.

蛋白質のアミノ酸配列情報は，近年顕著に増加している．この研究では，重複を除いたア

ミノ酸配列データベース中に存在する 3アミノ酸組 (トリプレット)の出現数 (トリプレット
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数)について統計的に調べた．実際のトリプレット数の頻度分布は，データベースのアミノ酸

組成を基礎としてランダムに発生させた理論的な分布よりも分布範囲が広いが，全体の傾向

には大きな違いは見られなかった．これら二つの頻度分布の相違は，それぞれのトリプレッ

ト数とデータベースのアミノ酸組成から期待される期待トリプレット数との比を求めること

で明確となった．理論的な分布が無作為な標本抽出過程から生じる正規分布を示したのに対

し，実際のトリプレット数の分布はかなり幅広い歪んだ分布を示した．同様な頻度分布は生

物種別に調べても得られた．このことは，これらの分布傾向は人為的なデータの偏りに起因

するのではなく，生物学的なデータの性質に起因することを示唆している．

Keywords: non-redundant protein database, protein sequence, amino acid composition,

amino acid triplet, triplet count, frequency distribution

非重複蛋白質データベース，蛋白質配列，アミノ酸組成，3アミノ酸組 (アミノ酸トリプレット)，

トリプレット数，頻度分布

1 Introduction

Among various types of biological mol-
ecules, two chemically distinct groups of
macromolecules are of great importance in
molecular biology: nucleic acids (DNA and
RNA) and proteins. They are informational
molecules whose sequences of monomers pri-
marily determine their structural and func-
tional specificities. DNA and RNA mole-
cules are polymers of 4 different nucleotides
linked by phosphodiester bonds, whereas
protein molecules are polymers of 20 differ-
ent amino acids linked by peptide bonds.
Protein sequence information is encoded in
genes as DNA sequences. Once known, a
DNA sequence of a particular gene can con-
ceptually be translated into an amino acid
sequence of “hypothetical” protein, accord-
ing to the semi-universal genetic code.

Proteins are an almost exclusive source for
innumerable catalytic reactions and a main
source for structural measures in biological
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systems. This remarkable functional diver-
sity of biological proteins originates from lin-
ear sequences of 20 different amino acids,
and it is a product of long evolutionary his-
tory of biological systems at the genetic level.
Since sequences of amino acids are of pri-
mary importance in protein research, algo-
rithms for sequence similarity searches have
been developed extensively[1–4], resulting in
several programs such as BLAST (basic lo-
cal alignment search tool), one of the most
popular web-based search system[5][6]. Since
early 1980s, these algorithms use the “word
hit” strategy, defining a “word” for two or
three amino acid residues as a seed for fur-
ther alignment[7].

In spite of the primarily linear nature
of proteins, they are three-dimensional ex-
istence in their functional forms. From
the primary sequences, it has been dif-
ficult to deduce three dimensional struc-
tures of proteins with limited success in
1970’s[8–10]. Since then, more experimen-
tal three-dimensional data have been ac-
cumulated, and accordingly many efforts
have been made to computationally ex-
tract structural information from linear pro-
tein sequences through intensive similarity
searches for proteins with three-dimensional
data[3][4][11][12]. These structure predictions
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including those of 1970’s take advantage
of structural redundancy in proteins, espe-
cially, small secondary structural units called
α-helix and β-strand[11][12]. These efforts
yielded several prediction programs such as
PredictProtein[13] and PSIpred[14].

These computer-aided biological sciences
have recently shown remarkable advance-
ment with the expansion and maintenance
of the web-based databases for biological
research community. Upon completion of
many genome projects including those of hu-
man and mouse, amino acid sequence records
of proteins in databases have already been
accumulated over 1.24 million, and more
than ever, the number of records is still
exponentially increasing, although a signif-
icant proportion of records are “hypotheti-
cal proteins” that are products of concep-
tual translation of DNA. Much attention is
being paid to these protein databases in this
“post-genome” era, as proteome research ad-
vances[15][16]. However, fundamental charac-
teristics of these databases have not been ex-
amined thoroughly.

Here we considered 8000 combinatorial
sets of three amino acids (triplets) as a
unit of information, on the assumption that
the amino acid triplets in proteins could be
of biological significance. This reflects the
fact that key residues in “active sites” of
proteins are often composed of small num-
ber of amino acids, although these sites
must be three-dimensionally supported by
other residues to form characteristic struc-
tures[17][18]. Many hairpin loops, which of-
ten participate in active sites, are composed
of just a few residues, usually 3–5 residues
in length. Packing of two α-helices is made
between the ridge of one helix and groove of
other helix, which are mostly made of 3 or
4 residues[19]. Functional and evolutionary

significance of such short stretch of amino
acid sequences among the existing proteins
is of our interest in this study.

For convenience, we here define the num-
ber of each triplet in a database as “triplet
count”. We also interchangeably use the
term “triplet composition”. Similarly, we de-
fine the number of each amino acid residue
in a database as “amino acid count” or
“amino acid composition”. Triplet count
and amino acid count can be expressed as ab-
solute number of count, percentage, or prob-
ability. According to this definition, we sta-
tistically examined the frequency distribu-
tion of triplet counts in the non-redundant
protein (nr-aa) database downloaded from
the National Center for Biotechnology In-
formation[20]. We constructed a histogram
for triplet counts in the database, together
with a histogram for the randomly generated
theoretical triplet counts. These two fre-
quency distributions were compared to each
other, and we concluded that their difference
seemed to originate not from an inherent bias
of the database itself but from some biologi-
cal consequences of either accidental or func-
tional nature.

2 Methods

2.1 Database and Sample

Records

We analyzed about 1.24 million of all
entry records of the “non-redundant”
protein (nr-aa) database maintained by
NCBI (National Center for Biotechnology
Information)[20]. “Non-redundant” indi-
cates that identical sequence entries are
represented by one entry when they have
identical lengths and identical residues
at every position. We downloaded the
“nr.Z” FASTA file from the NCBI FTP
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site, ftp://ftp.ncbi.nih.gov/blast/db/

as of November 2002. The number of total
records was 1,242,001 (Table 1). This file
contains all non-redundant records of PDB
(Protein Data Bank, Research Collaboratory
for Structural Bioinformatics), Swiss-Prot
(Swiss Institute of Bioinformatics and Euro-
pean Bioinformatic Institute), PIR (Protein
Information Resource, National Biomedical
Research Foundation, Georgetown Univer-
sity Medical Center), and conceptual trans-
lations of GenBank coding sequences. Bio-
logical existence of many in-silico-generated
proteins deduced from DNA sequences has
not directly confirmed in vivo or in vitro.

All data were then converted to XML (Ex-
tensible Markup Language) file with sev-
eral tags[21]. Sample records with annota-
tion of “mutant”, “Mutant”, “mutation”,
“Mutation”, or “Engineering” in the “defi-
nition” section were deleted (Table 1). Al-
though this exclusion of artificially created
sequences may not be complete, the remain-
ing artificial records, if any, would be in-
significant in terms of the data analyses per-
formed afterwards.

2.2 Definitions and Operations

We analyzed 8000 combinatorial sets of
three amino acids (triplets). A three-amino-
acid window that defines a triplet in a large
linear sequence is conceptually slid one by
one along the protein chain so that a given
amino acid residue is an overlapping part of
three different triplets unless it is located at
the ends of the chain. Thus, the total num-
ber of existing triplets in all sample records
(defined as S below) can be written as:

S =
N∑

j=1

(nj − 2) = A− 2N (1)

where nj is the number of amino acid

residues in a given protein j, N is the num-
ber of protein records in the database, and
A is the total number of amino acid residues
in the database. Alternatively, based on
triplet count for each triplet akalam or α in
the database, Tk·l·m or Tα, the total number
of existing triplets (S) can be expressed as
follows, considering there are 8000 different
triplets:

S =
8000∑
α=1

Tα (2)

Conversely, from the probabilistic expression
of amino acid count for each amino acid (p,
q, or r) in the database, Pp, Pq, or Pr , the
expected triplet count, Eα, for each triplet
apaqar or α is given as follows:

Eα = S · PpPqPr (3)

Difference between theoretically-estimated
triplet count Eα and the real triplet count Tα

for each triplet in the database is expressed
as follows:

DT =
Tα − Eα

Eα
=

Tα

Eα
− 1 (4)

Likewise, difference between theoretically-
estimated triplet count Eα and randomly-
generated triplet count Rα from the popula-
tion with the identical amino acid composi-
tion is expressed as follows:

DR =
Rα − Eα

Eα
=

Rα

Eα
− 1 (5)

We call DT and DR the relative triplet-
counts. The frequency distribution of DR is
supposed to show random fluctuations of the
sampling procedure itself around a central
value, resulting in the normal error curve.
Distribution histograms for DT and DR were
compared to each other.

2.3 Computer Programs

We developed a JAVA program to count
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the number of each amino acid and each
triplet in the database, and to subsequently
execute several operations. The output data
were exported to the Microsoft Excel 2000
and processed numerically and graphically.

To generate a theoretical random dis-
tribution from the population with the
identical amino acid composition, we used
the Mass.Random program in JAVA. Sam-
pling procedure was exhaustively repeated
as many times as the number of amino acid
residues in the database, which was equiva-
lent to having a random reconstitute of the-
oretical proteins from all the real database
records that are conceptually broken into
pieces of amino acid monomers. The ran-
domness of the sampling procedure was con-
firmed by comparing the result of sampling
repeated much less times to that of the ex-
haustive method (data not shown).

To demonstrate the operational accuracy
using the JAVA program developed by our-
selves and the one for the random sampling
procedure, we employed the “ABC model”
in which three imaginary amino acids repre-
sented by letters, A, B, and C, were treated
using these programs with a given composi-
tion and an imaginary population of 100 mil-
lion letters. In this case, only 27 triplets ex-
ist, making the system simpler and amenable
to calculations by hand. The output data
generated by the programs were compared
to the hand-calculated ones. We found these
outputs were virtually identical except for
unavoidable fluctuations from the random
sampling procedure itself, confirming the op-
erational accuracy (data not shown).

3 Results

3.1 Frequency Distribution of

Triplet Counts in the Data-

base

From the nr-aa database that contains
about 1.24 million sample records and about
394 million residues (Table 1), we obtained
“amino acid count” for each chemical species
of 20 amino acids (Fig. 1). As expected,
each amino acid count varied, ranging from
the lowest count, triptophan (W; 1.35%) to
the highest count, leucine (L; 9.68%). We
note that this count order of amino acids
has some aspects of similarity to the order
of molar concentration of amino acids in hu-
man plasma[22–24]with notable exceptions of
glutamine (Q; the highest plasma concentra-
tion but relatively small amino acid count)，
cysteine (C; very small amino acid count but
reasonably abundant in plasma), leucine (L;
the most frequent amino acid count but not
so abundant in plasma), and asparatic acid
(D; very low concentration in plasma but not
so small amino acid count). There seemed to
be no other conspicuous tendency of physio-
logical or physicochemical properties in this
count order.

Similarly, we obtained “triplet count” for
each of 8000 triplets as shown in Equations
(1) and (2), from which we constructed a
histogram for the frequency distribution of
triplet counts. That is, since each triplet has
one numerical value of triplet count, their
distribution can be examined in a histogram.
This histogram skewed extensively toward
higher values (Fig. 2). For comparison, we
also produced a histogram for the theoretical
distribution of triplet counts randomly gen-
erated from the population of the identical
amino acid composition. Although distribu-
tion range of the real triplet counts in the
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Table 1 Numbers of records in the nr-aa databasea.

Species Total records Mutant excludedb Total residues Total triplets

all species 1,242,001 1,238,414 394,228,622 391,508,133
human 99,032 98,891 33,676,936 33,474,218
mouse 76,821 76,782 22,444,370 22,284,395
fruit fly 23,917 23,900 12,735,836 12,678,652
nematode 23,598 23,597 10,843,796 10,796,287
colon bacterium 8,781 8,760 2,507,399 2,489,619

a: As of November, 2002.
b: Records of artificial sequences were excluded, on which“Total residues”and “Total triplets”

were based (see Methods).

Fig. 1 Amino acid counts in the nr–aa database. X-axis shows 20 different amino acids

expressed as single-letter codes. Y -axis shows amino acid counts in percentage. Amino acids

are ranked from the highest to the lowest counts.

database was larger than that of the theo-
retical one, overall shapes of these two his-
tograms were similar to each other. Like-
wise, ranked orders of triplets according to
the triplet counts in these two populations
were similar to each other, although not
identical (Table 2).

To clarify their difference, these distri-
bution data were operationally transformed
based on Equations (3), (4), and (5), and
the relative triplet-count DT or DR was used
in X-axis (Fig. 3). By comparison, it is

clear that the distribution of the real triplet-
count (DT ) had much smaller and wider sin-
gle peak and much larger distribution range
than the random fluctuations of triplet count
(DR). Ranked orders of triplets according
to the relative triplet-counts also exhibited
a clear difference (Table 3). It is likely
that this characteristic distribution cannot
be explained by the random fluctuations of
triplet formation. Rather, certain triplets
exist much more in the database than their
random expectations.
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Fig. 2 Triplet-count distribution in the nr-aa database. X-axis shows triplet count in absolute

number, and Y -axis shows its frequency in absolute number. In constructing this histogram,

bar width was set at 1000, and each frequency point was connected by a line. Total number

of triplets is 8000. Arrows and an arrowhead indicate most deviated samples in the nr-aa and

random distributions, respectively.

Table 2 Ranked orders of triplets with the highest and lowest counts in absolute numbers.

nr-aa (1st)LLL-AAA-SSS-ALL-LAA-LLA-ALA-AAL—
—CHW-MWW-WMW-MCW-MWC-CMW-WWC-WCM(8000th)

random (1st)LLL-LLA-LAL-ALL-SLL-LSL-LLS-LLG—
—WHW-CCW-CWC-WCC-WWC-WCW-CWW-WWW(8000th)

Note: The highest rank was indicated as 1st, and the lowest rank as 8000th. The triplet
counts of the nr-aa database and random sampling range from 459769(LLL) to 1222(WCM)
and from 357081(LLL) to 850(WWW), respectively. The presented result of the random
procedure is merely one example because the precise order has random fluctuations.

Among the 8000 triplets here examined,
some triplets such as WLT (DT = DR =
0.001) and EIQ (DT = DR = 0.002) had
the same values of DT and DR, whereas
some other triplets such as HCN (DT =
3.015; DR = −0.024) and YYC (DT =
4.796; DR = −0.001) had totally different
values. The former can be considered to
have theoretically reasonable counts in the
nr-aa database, whereas the latter to have
theoretically-deviated counts.

3.2 Species-Independent Dis-

tribution of Triplet Counts

The more the database records increase,
the less the frequency distribution of triplet
counts is biased by database characters, be-
cause the sample population becomes closer
to the parent population, a collection of all
protein species on the earth. Since there are
already 1.24 million records from more than
130 thousand biological species in the nr-aa
database, it is unlikely that the character-
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Fig. 3 Triplet-count distribution after operational transformation in the nr-aa database.

X-axis shows relative triplet-count, and Y -axis shows its frequency in absolute number. Theo-

retical triplet-count distribution generated randomly (DR) is expressed as almost a single bar

in this histogram as indicated by an arrow. In contrast, real triplet-count distribution (DT )

is markedly different as indicated by an arrowhead. In constructing this histogram, bar width

was set at 0.05. Inset shows the theoretical distribution (DR) with much smaller bar width,

indicating its normality.

Table 3 Ranked orders of triplets with the highest and lowest relative counts.

nr-aa (1st)QQQ-HHH-YYC-NNN-CCC-HCN-WWN-PPP—
—PCM-WPK-WPM-KCA-EWP-IMW-KWP-EPN(8000th)

random (1st)QWW-WYW-WWE-YQW-HRW-WCG-HWM-MYW—
—CCQ-CTW-ECH-CCH-FCC-WCF-CHC-CWW(8000th)

Note: The highest rank was indicated as 1st, and the lowest rank as 8000th. The relative
triplet-counts of the nr-aa database and random sampling range from 5.743 (QQQ) to
−0.500 (EPN) and from 0.060 (QWW) to −0.052 (CWW), respectively. The presented
result of the random procedure is merely one example because the precise order has random
fluctuations.

istic triplet-count distribution shown above
is simply because of a database bias it-
self. However, the possibility still exists
that the characteristic distribution might
have resulted from over-representation or
under-representation of particular proteins
in the database. Accordingly, we further per-
formed similar triplet analysis in five phy-
logenetically distinct biological species, hu-

man (Homo sapiens), mouse (Mus muscu-
lus), fruit fly (Drosophila melanogaster), soil
nematode (Caenorhabditis elegans), and a
colon bacterium (Escherichia coli), whose
genome sequences have already been known.

We first obtained amino acid counts in
each species (Fig. 4). Although they were
slightly different from one another, their
overall trend of the ranked counts seemed to
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Fig. 4 Amino acid counts in five species. X-axis shows 20 different amino acids expressed

as single-letter codes. Y -axis shows amino acid counts in percentage. Amino acids are ranked

from the highest to the lowest counts of the nr-aa database.

be almost invariable throughout species. Ac-
cording to Equations (3) and (4), we further
obtained histograms for the relative triplet-
count (DT ) distributions in each species.
They were all essentially similar to that of
the whole nr-aa database, compared to the
randomly generated one (Fig. 5). This result
showed that the characteristic distribution of
the whole nr-aa database was unlikely to be
biased by the database records themselves.

4 Discussion

Here we observed the characteristic
triplet-count distribution with a non-random
and species-independent nature in the nr-aa
database. Together with the large number
of sample records from various species in the
database, it is unlikely that the character-
istic distribution is a product of a database
artifact.

Some of these fundamental database char-

acters have still remained obscure in spite
of intensive research efforts in bioinformat-
ics, whose main interest is to develop suit-
able algorithms for similarity searches and
structural predictions. To be sure, these al-
gorithms are extremely valuable in molecular
biology[1–14]. Yet, a different approach such
as the one performed here may shed light on
a new biological aspect that can intellectu-
ally be derived from database searches. With
some practical limitations in terms of main
memory capacity we could examine not only
three but also four, five, and more residues of
amino acid sets in this procedure, in which
case the procedure becomes increasingly sim-
ilar to similarity searches.

Amino acid compositions of a given pro-
tein or entire proteins in a given species
has been used to identify proteins from non-
model organisms[25], to classify thermophilic
species[26], to infer environmental status of a
species[27][28], and to recapitulate prebiotic

- 33 -



情報知識学会誌 Vol.13, No.3

Fig. 5 Triplet-count distributions after operational transformation in the nr-aa database.

X-axis shows relative triplet-count, and Y -axis shows its frequency in absolute number. Data

were treated as in Figure 3, except that they were separately examined according to species

which original records belong to. In constructing this histogram, bar width was set at 0.05,

and each frequency point was connected by a line. Both right and left sides of this graph were

truncated.

molecular evolution[29]. Although we also
observed some species differences in amino
acid compositions in five species, here we
paid more attention to their overall similari-
ties. Their similarities were more obvious in
the triplet-count distributions after the oper-
ational transformation, compared to the ran-
domly generated one.

Although biological significance of the
characteristic triplet-count distribution is
obscure at this point, it is reasonable to con-
sider the fact that structural and functional
similarities among proteins are not always
observed in a long stretch of amino acids but
sometimes detected in a few amino acids. A
notable example can be drawn from the G-
protein-coupled receptor (GPCR) superfam-
ily, in which little sequence similarity can be
found unless two receptors are very closely
related[30][31]. This makes the conventional
similarity search much less useful than one
might expect. To alleviate this problem, we

have previously performed length analyses, a
collection of statistical analyses of particular
lengths of GPCRs, which clearly showed that
biological information can computationally
be extracted from lengths of terminal and
loop regions of GPCRs[32–34].

The triplet analysis performed here can be
placed in this line of research. In GPCRs,
there are several sites with just a single
or a few residues that are relatively con-
served among a group of GPCRs, one of
which is called “DRY sequence” (triplet of
aspartic acid, arginine, and tyrosine) located
at the boundary between the third trans-
membrane domain and the second intracel-
lular loop[30][31]. Regardless of the fact that
this DRY sequence of GPCRs cannot readily
be identified by the conventional similarity
searches, it is highly important in the func-
tional integrity of GPCRs[35][36], together
with other key residues[37][38]

Functional importance of triplets or just
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small sets of residues is also exemplified
in other proteins. A potassium channel,
another transmembrane molecule, also uses
triplets to interact with other molecules[39].
Triplet repeats in collagen, a major struc-
tural molecule in biological systems, sta-
bilizes the triple helix structure of colla-
gen fibers[40][41], and a similar triplet in
collagen constitutes a protein-protein in-
teraction site[42]. Hypervariable regions
of immunoglobulins are composed of clus-
ters of relatively short loops from 4 to 15
residues[43–45].

Although some physicochemical interac-
tions between amino acids and its associ-
ated free energy cost may be a cause of
the skewed triplet-count distribution shown
in this study, more likely but not exclusive
explanation would be that its origin could
be traced to biological evolutionary history.
The biological fixation of the triplet compo-
sition in proteins may be either for functional
reasons or simply for accidental reasons dur-
ing the course of biological evolution.

The number of triplets and their corre-
sponding proteins is so large that it is not
trivial to examine them thoroughly. Here
we only point out some interesting exam-
ples: the relative triplet-counts of WGQ and
YEC in the human records (3.682 and 1.868,
respectively) and those in the bacterium
ones (−0.506 and −0.502, respectively) were
highly deviated in the positive and negative
directions, depending on species, from the
theoretically expected values that ranged be-
tween 0.060 and −0.052. Conversely, the
relative triplet-counts of KPW and YWH
were deviated in the negative direction in
the human records (−0.257 and −0.303, re-
spectively) but in the positive direction in
the bacterium ones (1.174 and 1.285, respec-
tively). More systematic and quantitative

analyses will be necessary to clarify differ-
ences between species.

It would be valuable to examine relation-
ship between triplets and secondary struc-
tures, especially for triplets with extremely
high or low counts. As some residues are pre-
ferred in a given secondary structure[8–10],
some triplets may be favored in a given sec-
ondary structure. Non-randomness of the
triplet-count distribution may be a reflec-
tion of the number of these secondary struc-
tures in proteins at the population level. An-
other possibility is that proteins containing
a particular triplet may preferably belong to
a particular protein family, and the family
composition in the database may be a cause
of the non-random nature of triplet count.
It is reasonable that protein records for a
given triplet are to be examined with respect
to structural and functional protein classifi-
cations using specialized databases such as
PDB (Protein Data Bank)[46] and SCOP
(structural Classification of Proteins)[47].
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材料ファクトデータベースから得られるXML記述の知見ノート

Knowledge-Note Obtained Using XML

from Materials Factual Database
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物質・材料研究機構 (NIMS と以下略)，日本原子力研究所 (JAERI)，核燃料サイクル開

発機構 (JNC)，科学技術振興事業団 (JST) の 4 機関が共同して，インターネットから相互

利用可能な分散型材料データベースシステム (以下，データフリーウェイと言い DFWと略

す．)の開発を進めてきた．DFWのようなデータベースでの検索結果は，一般に必要なデー

タ項目に関する数値や文字列が表やグラフで表示される．これらの結果やデータ解析からの

新しい知見を知識として格納し，その知識から逆にその根拠となるデータの検索ができれば，

材料データベースの高度な利用が可能になる．しかも，その知識を収集し，知識ベースが構

築できればさらに新たな知見の生成が期待できる．本論文では，本システムとリンクしてい

る DFWの現状を述べ，そのデータベースの検索結果から得られる知識を知見ノートとして

XMLで記述し，知識の 1つの要素として整理を行う方法を示し，材料分野の知識としての

知見ノートから新たな知見を得るためのデータ加工の活用例を示す．

The distributed material database system named ‘Data-Free-Way’, (DFW) has been

developed by four organizations, (the National Institute for Materials Science, the Japan

Atomic Energy Research Institute, the Japan Nuclear Cycle Development Institute, and

the Japan Science and Technology Corporation) under a cooperative agreement in order

to share fresh and stimulating information as well as accumulated information for the

development of advanced nuclear materials, for the materials design, etc.

In order to create additional values of the system, knowledge base system, in which

knowledge extracted from the material database is expressed, is planned to be developed

for more effective utilization of DFW. XML has been adopted as the description method

of the retrieved results and the meaning of them. One knowledge note described with

XML is stored as one knowledge which composes the knowledge base. Since this knowl-

edge note is described with XML, the user can easily convert the display form of the table

and the graph into the data format which the user usually uses. This paper describes the

current status of DFW, the description method of knowledge extracted from the material

database with XML, handling of numerical data in the knowledge and the distributed

material knowledge base system.

キーワード：材料ファクトデータベース， データフリーウェイ， 知見ノート， XML

Materials Factual Database, Data-Free-Way, Distributed, Knowledge Note, XML
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1 はじめに

物質・材料研究機構，(NIMSと以下略)，日
本原子力研究所，(JAERI)，核燃料サイクル開
発機構，(JNC)，科学技術振興事業団，(JST)
の 4機関が共同して，インターネットから相
互利用可能な分散型材料データベースシステ

ム，(以下，データフリーウェイと言い DFW
と略す．) の開発を進めてきた． 平成 15年度
から JSTが構築したデータベースはNIMSに
移管され，現在 3機関が共同して分散型知識
ベースの開発を行っている． すなわち，材料

データベースの検索では，検索結果を表やグ

ラフで表示され，その意味することに関して

は言及しないのが一般的であり，専門家にとっ

てはこのような機能のみで十分である． しか

し，検索結果の意味することやさらなるデー

タ解析の意味することを知識として格納し，そ

の知識からファクトデータの検索ができれば，

データベースの利用がより容易となる． しか

も，その知識を収集し，知識ベースとなれば

新たな価値の生成が期待できる． ここでは，

DFWの現状とデータ検索結果を XMLで記
述した知見ノートの作成を試み，その機能に

ついて述べ，さらに材料分野の知識としての

知見ノートから新たな知見を得るためのデー

タ加工の活用例を示す．

2 データフリーウェイの現状

2.1 概要

原子力用材料は中性子照射，高温，過酷な腐

食あるいはそれらが重畳される環境下で使用

されることが多い．したがって，材料探査・設

計や材料の破壊現象の解明を行う場合，多方

面からの検討が必要である．それには，巨大

な材料データベースが必要であり，ここから

得られる材料情報を整理格納した知識ベース

の支援により，原子力材料の諸問題の解決が

より効率的に図れる．巨大な材料データベー

スの構築は，1つの研究機関では困難であるの
で，NIMS (http://dfw.nims.go.jp/)，JAERI

(http://jmpdpcda.tokai.jaeri.go.jp/)，JNC
(http://dfw.jnc.go.jp/)，および JST の各機
関が得意分野の材料データベースをそれぞれ

で構築し，それらのデータベースを相互にイ

ンターネットを介して利用できる分散型材料

データベースの開発を行ってきた[1–5]．

2.2 格納データ

現在，3機関における基盤原子力材料研究で
得られたデータ及びそれらの参考になるデー

タを主体に約 16,000試験片分のデータと参考
となるデータ約 20,000 レコードを格納した．
さらに，データベースから検索した数値デー

タ間の相関関係を検討するためのグラフ作成

及び応用プログラムが動作可能な環境を整備

した．また，数値データに付随する画像デー

タの格納・検索が数値データと同様に取り扱

える環境を整備したほか，材料の破壊現象の

解明を容易にする各種の予測計算ツールの整

備を行っている[6]．

2.3 利用について

利用者は，3機関のいずれかで利用登録を行
い，データベースにアクセスすれば，3機関が
格納しているデータの存在機関を意識するこ

となく利用できる．しかも，その機関のデー

タベースでは得られないかもしれないデータ

の検索が可能である．

DFWではデータ検索に 2つの方法を用意
している．必要とする検索項目をあらかじめ

組みにした定型検索と検索項目を選択できる

汎用検索が行える画面を用意している．当面

は定型画面を公開することにしている．

3 材料データベースからの知識表

現[7]

3.1 知識ベースシステムの概要

DFWからデータ検索で得られた結果を知
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図 1 DFWのデータ検索と知見ノート作成

機能と知識ベースの関係

見として示し，その知見から格納データの詳

細を検索できれば，無駄な試行錯誤の検索が

必要なくなる．さらにデータ検索前に，デー

タベースに如何なるデータが格納されている

かを知ることもできる．図 1に DFWの検索
結果，知見ノート作成機能と知識ベースの関

係の概念図を示す．各機関の専門家は，分散

型ファクトデータベース，(DFW)を用いて，
それぞれの分野に適応したデータの検索，グ

ラフの作成及びデータの評価・解析を行い，新

たな知見が見いだされた場合には，これに知

見情報等を付け加えた知見ノートを作成する．

知見ノートには，後述するように単に知見の

みならず，これを得るに至った専門家の探索

手順も記録されている．この知見ノートをそ

れぞれのサイトに登録・保存し，知識ベース

管理システムを通してユーザーの検索・閲覧

に供する．ここでは 1つの知見ノートは知識
ベースを構成する 1つの知識として格納され
る．これにより，専門外のユーザーでもその

手順を追うことにより，試行錯誤することな

くその分野に精通した専門家と同様の探索を

行うことが可能となる．

図 2に知識ベースシステムの主な流れを示
す．導入画面としての知見ノート画面におい

て，©1新規作成，©2テンプレート，©3知見ノー
ト検索，©4知見ノート編集の機能を選択する
ことができる．知見ノートを新規作成する場

合，データフリーウェイの既存画面を利用し

て検索条件を設定，(検索条件設定画面)し，検
索結果，(数値データ)を表示する，(検索結果
画面). ここまでの結果あるいは数値データを
グラフ表示した，(グラフ表示画面)後で，知見
ノートを作成する，(知見情報登録画面)こと
ができる．ここでは，知見タイトル，知見者，

検索内容，検索結果から得られた知見，知見記

載文献等を入力することができる．知見情報

登録画面で登録ボタンを押すことにより，知

見ノートファイルとして，知見情報，検索条件

及び検索結果をXML形式で，グラフを SVG，
(Scalable Vector Graphics)形式で保存する．
テンプレートを使用する場合，テンプレート

選択画面でこれまで知見ノートファイルに保

存されてきた検索条件及び検索結果を呼び出

し，それを基に新たな検索を行ったり，新たな

データ整理，(グラフ表示)を行ったりするこ
とができる．この機能により，類似の検索を

行う場合の手間が省け，データ検索の効率が

上がるものと考えられる．知見ノート検索を

行う場合，知見ノート一覧画面でこれまでに

蓄積された知見ノートのタイトル一覧の中か

ら必要なものを選択することにより，Webブ
ラウザで表示することができる．同様に知見

ノートを編集する場合は，知見ノート一覧画

面で該当する知見ノートを選択し，知見ノー

ト編集画面で知見情報の修正等を行い，再登

録することができる．

上記のように，開発した知識ベースシステ

ムとファクトデータベース，(DFW)がリンク
していることにより互いに補完して，材料現

象解明，材料探査，新材料創製などの諸問題

をより効率的に解決できるシステムである．

3.2 知見ノート作成と表示，編集，加

工の機能

図 3 に知見ノート作成 (a)，作成したノー
トの一部 (b)を，このような知見ノートの表
示，編集や加工を行うための入り口画面 (c)お
よび知見ノートの加工画面 (d)を示す．知見
ノートは DFWのデータ検索，検索結果の表
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図 2 材料データベースとリンクした知識ベースシステムの流れ

図 3 知見ノート作成機能．表紙画面 (a)，作成した知見ノートの一部 (b)，

知見ノートの編集・加工ボタン (c)，データ加工画面 (d)
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示あるいはグラフ作成のそれぞれの操作段階

で作成でき，それぞれの段階での設定条件がこ

のノートから再現できる．さらに，このノー

トが知識として一定の書式を具備させた．す

なわちデータ検索結果から得られる知見には，

データ検索結果を表で表示する際のデータ項

目をタグとし XMLで記述し，XSLを用いて
知見と検索データを表示できるようにした．

3.3 知見ノートの記述事項

現在，DFWのデータ検索・表示過程にお

いて生成できる知見ノートの例を図 4に示す．
知見ノートは，知見タイトル，記入者，日付，

検索内容，知見，知見記載文献などの項目に

ついての記述と検索結果の表やグラフで構成

されている．知見情報，データ検索条件，検

索結果及びグラフ表示からなる知見ノートの

例を図 4示す．これは，3機関が所有する引張
試験データを検索し，検索結果から得られる

知見を加えて，作成した知見ノートをWebブ
ラウザにより表示させたものである．このよ

うな一連の知見情報及びその根拠となるデー

タ等を一括して，1つの知識として内容を代
表する表題をつけ，各機関で蓄積していくこ

とになる．利用者は，表題から関連知見ノー

トを選択でき，また知見ノートに記載されて

いない項目について，データ検索をファクト

データベースに対して再度行うことが可能で

ある．

図 5に，知見ノートのXMLとXSLの記述
例を示す．このXMLはXSL用いて図 4のよ
うな知見ノートの表示を行うことができる．

この XMLには，まず DFWのデータを検索
する際の検索項目や検索条件を表すタグの例，

次に検索結果を検索項目と単位を表し続いて

検索されたデータを表すタグの例，そしてグ

ラフ作成のためのデータ点の表示記号と X,Y
軸のラベルを表すタグの例，最後に検索結果か

ら得られた知見を表すタグの例が示されてい

る．XMLの表示順序は，DFWからデータを
検索しその結果をグラフに表示する順序であ

り最後に知見を記述するように作業順になっ

ている．しかし，XSLでの表示は，最初に知
見を表示し，その後作業順に表示するように

した．DFWから得られる知見を XMLで記

図 4 知見ノートの例
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図 5 図 4の知見ノートを記述するために使用した XMLと XSL （©1©2©3の順）
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述することによって，DFWのデータ検索が

単なる表やグラフを表示するだけでなく，知

識をも表示する機能を備えたことになる．

3.4 知見ノートのデータ加工

知見ノートはXMLで記述されているので，
表やグラフの表示形式を利用者が自由に変換，

そして利用者がすでに使用しているアプリケー

ションのデータフォーマットに容易に変換が

できる．しかも，検索した数値に付随する単

位なども容易に受け継ぐことができる．さら

に，表形式で表示されている数値データを，図

3の (d)画面を用いて加工した結果をグラフ
に表し，新たな知見ノートとして登録できる

機能を備えている．このような知見ノートが，

経験豊かな多数の材料の専門家によって作成

され，集積されれば，材料分野の知識ベース

となりうる．この知識ベースは，XMLで記述
されているので多くの研究者に利用されるこ

とにより，新たな観点からの知見の生成を可

能にすることが期待できる．

4 考察

4.1 知見ノートのXML記述

材料情報の XML記述によって，情報の共
有を円滑にすることを目的にした MatML[8]

あるいはデータ構造の異なるデータベースの

データ連携を考慮した XMLが考えられてい
る[9–11]． したがって，XMLのタグの項目名
やその階層が多くの人によって受け入れられ

ることが前提になっている．そのため，XML
の有効な活用にまで至っていないのが現状で

ある．ここでは，XMLによる記述をDTDや
スキーマを考えないで，まず，DFWからの

データ検索や検索結果の再現の共有と検索結

果から得られた知見の共有をめざして，知見

ノートのXML記述を試みた．したがって，材
料情報を XMLで記述するための DTDやス
キーマをことさら定義しなくても，DFWの

データ構造はNIMS，JAERI，JNCの 3機関
とも同一であり，そのデータ項目や単位が活用

でき，それに検索条件を加味することによって

データ検索の再現が可能になる．また，デー

タ検索結果は表形式で表示されているのでこ

れをXMLで記述したが，検索データの加工で
は XMLを意識することなく表の数値を用い
て列や行に関して簡単な数値演算をおこなっ

ている．検索結果から得られる知見には，知

見タイトル，記入者，日付，検索内容，知見，

知見記載文献などの項目などの 7個のタグで
構成されているにすぎない．データ検索から

得られたことのメモである．また，知見ノー

トで記述されることは，DFWで意味のある

データ検索を行った際の忘備録でもあるとい

えよう．

4.2 知見ノートのデータ加工による

新たな知見例

データ検索結果が表やグラフで表示されて

も，ある性質が 2つ以上の因子で影響される
場合，その特性が同じ条件で測定された結果

であれば，2種類の材料でどちらの材料がその
特性が優れているかを比較することが出来る

が，測定条件が異なると直接比較することは

難しい．この場合，その特性に影響する 2つ
の因子の影響機構に基づいて 2つの因子を別
の 1つの因子に統合して，材料間の比較が行
われることがある．それには，知見ノート上

のファクトデータをグラフで表示することも

できる．そのため，知見ノートを編集や加工

によって新たな知見ノートから検索して記載

されているデータの加工を行い新たな知見と

して追加できる機能が必要になる．この知見

ノート作成システムでは，この機能を備えて

いる．その例として，高温で使用される材料

の特性を評価するためのクリープ特性を取り

上げて示す．材料に高温で長い時間荷重が負

荷されると，しだいに材料が伸びて破断に至

る．この破断に至る時間をクリープ破断時間

と称し，高温で材料が使用に耐えるか否かを
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図 6 HastelloyXRと Inconel617のクリープ破断曲線の比較

図 7 HastelloyXRと Inconel617のクリープ強度の比較

示す 1つの特性である．この破断時間は，温
度と負荷応力，(単位面積当たりの負荷荷重)
の 2つの因子に影響される．負荷応力が一定
なら，高温ほど破断時間が短くなり，温度が

一定なら負荷応力が高い程破断時間は短くな

る．一般には，クリープ破断曲線として，図 6

のような X軸を破断時間と Y軸を負荷応力
の対数グラフで示される．クリープ破断時間

が負荷応力と試験温度の 2つの因子に影響さ
れるが，クリープ破断機構を考慮した種々統

合するための考え方が示されてきた．

ここでは，Larson-Miller のパラメータ
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(LMP) と負荷応力との関係を，2 種類の，
HasrelloyXRと Inconel617の材料で比較した
例を示す．

(LMP)は，次のような式で示される．

LMP = T × (C + log Tr)

Cは，定数で，材料によって 15–30の変動す
る数値である．ここでは，両合金とも 20を使
用した．Tr はクリープ破断時間 (hr) である．

HastelloyXR と Inconel617 ともに 800 ◦C
以上の高温で使用される材料である．両合金

とも熱交換器に使用される合金である．すで

に登録されているHastelloyXRと Inconel617
の知見ノートのデータを加工して，空気中で

のクリープ強度はどちらの合金が高いかを，調

べることにする．クリープ破断時間の試験温

度は，Hastelloy XRは 800–1050 ◦Cであり，
Inconel617は 900–1050 ◦Cである．試験温度
域さらに負荷応力も異なるので，データ加工を

行うと同じ温度域で使用した場合のクリープ

破断特性を比較することが可能である．LMP
と負荷応力の関係を示す図 7のグラフをみれ
ば，Inconel617は，同じ負荷応力でも高いLMP
を示しているので，HastelloyXRより破断し
難いことが分る．

このように，材料特性が 2つ以上の因子に影
響される場合データ加工を行って，その結果

をグラフで表示すると，どちらの材料がある

特性にたいして優れているかを容易に理解で

きる．このデータ加工の過程を知見ノートと

して格納しておけば，使用条件に最適な材料

を選択する上での支援に役立つであろう．し

かも，XMLで知見ノートは記述されているの
で，このような知見が多数蓄積できれば，よ

り多くの人々によって共有され，新たな知見

の生成を支援することが可能になるであろう．

5 おわりに

これまでNIMS, JAERI, JNC及び JSTの 4
機関が分散型材料データベース，(DFW)シス
テムの開発を共同して進めてきた．このDFW
を材料探査・設計や材料現象の解明及び新材

料創製のためのより効率的な支援システムと

すること，利用対象者を材料研究者から理工

学技術者まで幅広い層に拡大することを目的

として，ファクトデータベースから抽出した原

子力用材料知識をそれぞれの機関の知識ベー

スに格納し，インターネットを介して相互利

用可能な分散型知識ベースシステムを共同で

開発した．一般的なファクトデータベースの

検索では，格納されたデータが表やグラフと

して検索結果が表示されるにすぎない．この

知識ベースシステムは，検索結果を専門家が

知見ノートとして集積し，ファクトデータベー

スを検索する前に知見ノートを参照すること

によって，データ検索を容易にかつ詳細な検

索を可能にした．XML で記述した知見ノー
トは，将来，知識ベースの 1つの知識を構成
し，しかも世界規模での共有が可能となると

考えられる．

今後は，各機関が知識ベースに格納する知

見ノートの量を充実させ，さらに元となるファ

クトデータベースのデータの整備・充実を進

めていく予定である．

本研究は文部科学省原子力試験研究委託費

によって行われたものである．
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相互エントロピーを用いたアライメントの改良

Improvement of Sequence Alignment

Based on Mutual Entropy

池 正人 ∗ 佐藤 圭子 谷田貝 甲児 大矢 雅則

Masato IKE Keiko SATO

Koji YATAGAI and Masanori OHYA

我々は，タンパク質の分析を行う上で基本的な操作であるアライメントアルゴリズムの改

良を行った．2本の配列を対象とするペアワイズアライメントにおいて，今までは，配列間の

類似性を表す距離を求め，その最小値をとる複数の結果から無作為に一組の配列を決定して

いた．本研究では，最小値を与える複数の結果すべてを考え，その配列の組各々に対し，相

互エントロピーを計算した．そして，その値の等しい組でグループを作り，全グループの相

互エントロピーの平均値を求めることで，結果の絞込みを行った．ヘモグロビンのアミノ酸

配列を用いてアライメントしてみたところ，相互エントロピーの平均値と最も近い値をもつ

グループの中に，生物学的な立体構造を考慮したアライメント結果が含まれていることがわ

かった．この結果は，タンパク質の立体構造などを考慮することなく，生物学的なアライメ

ント結果のグループを特定することができることを示している．

We improve the algorithm to align amino acid sequences of protein which is one of the

most fundamental operations studying the analysis of genome. In pair-wise alignment,

one chooses one aligned pair (i.e., two sequences) without special reasons from several

aligned pairs (the number of these pairs is often very large) giving the same smallest values

to the difference properly defined between two sequences. In this paper, we compute the

mutual entropy for several such pairs having the same difference, and we classify the pairs

into some groups such that the same group consist of the pairs having the same value

of the mutual entropy, then we finally compute the mean value of the mutual entropy

over the whole groups. As a consequence, we can observe the following interesting fact

for some proteins that the aligned pair obtained by usual alignment with 3D protein

structure (we call such a alignment the biological alignment here) is in the group having

the value of the mutual entropy closest to the mean value of the mutual entropy. From the

above observation we conclude that our method using the alignment (MOU-alignment)

and the mutual entropy makes us possible to find the biological alignment, that is, we do

not need to know the 3D structure to obtain the biological alignment.

キーワード：アミノ酸，アライメント，相互エントロピー

amino acid, alignment, mutual entropy

1 はじめに

生物はタンパク質から成っており，それを

構成するのが 20種類のアミノ酸である．タン
パク質には 1次構造から 4次構造までの 4つ

∗ 東京理科大学理工学部情報科学科
Tokyo University of Science, Department of Infor-

mation Sciences

E-mail:j6302601@ed.noda.tus.ac.jp

の構造が存在する．そのようなアミノ酸配列

を解析するとき，最初に行われる重要な操作

がアライメントと呼ばれる操作である．アラ

イメントとは，アミノ酸配列の並び方を整え

ることによって，複数の配列間に存在する関

係を明確に浮かび上がらせる目的で行われる

操作である．この操作を行うことによって配

列の比較や分子進化系統樹作成等に役立てら

- 49 -



情報知識学会誌 Vol.13, No.3

れる．そのため，この操作を少しでも正しく

行うことは，後々の解析にとって非常に重要

なことである．

本論文では，数あるアライメントアルゴリ

ズムの中から 2本の配列を対象にしたペアワ
イズアライメントの 1つであるMOU-アライ
メント[1]を取り上げ，その改良を行った．従

来の一次構造のみから行うアライメントアル

ゴリズムでは，そもそも配列間の類似性，す

なわちある距離を求めることを目標としてお

り，数値計算によって得られた配列自体は必

ずしも生物学的に有意なものであるわけでは

なかった．そこで我々は，1回の数値解析につ
き，配列間の距離が最小となる 1組の配列を決
定していた従来のアルゴリズムに対し，さら

に生物学的に有意な配列を求めるため，同じ

距離をもつアライメント結果複数を得た後，2
つの配列間における情報のやりとりの精度を

表す相互エントロピー[2]を用いて絞込みを行

うアルゴリズムに改良した．具体的にはその

複数の組それぞれに対して相互エントロピー

を求め，その値の等しい組ごとにグループ分

けをし，全グループの相互エントロピーの平

均値を算出した．このアライメントアルゴリ

ズムで生物学的なアミノ酸配列を絞ることが

できるかを調べた．

2 アライメント

2.1 アライメントの基本操作

いま 2つの同じタンパク質を表すアミノ酸
配列があるとする．

a:MPQRSTVWPYT

b:MNPQRYSTWQYT

しかしながら，このままの状態では 2つの配
列間の類似性は見えてこない．なぜなら配列

a，bは，長い年月を経過して行われてきた生

物の進化の過程において，アミノ酸の挿入・

欠落・置換による変異が与えられて存在する

ものと考えられるからである．実際に挿入・

欠落があったと考えられるところに ∗を挿入
すると

a′:M ∗ PQR ∗ STVWPYT

b′:MNPQRYST ∗WQYT

となり，アミノ酸配列 a，b間の類似性が浮か

び上がってくる．a′ からみれば b′ では Nと
Yが挿入され，Vが欠落し，PからQに置換
されているとみなすことができる．このよう

に ∗を挿入してアミノ酸配列間の類似性を明
らかにするように並び替える操作をアライメ

ントという．特にアミノ酸配列を 2本ずつア
ライメントする方法をペアワイズアライメン

ト，N本のアミノ酸配列を一度にアライメン
トする方法をマルチプルアライメントという．

本論文ではペアワイズアライメントについ

て扱っており，それには Needleman，S.B.，
Wunsch, C.D.らによるNW-アライメント[3]，

Sellers, P.H.による S-アライメント[4]，Ohya,
M.，Uesaka, Y.らによるOU-アライメント[5]

などのアルゴリズムがある．これらの計算効

率は全て同じである[1]．これらを効率の面か

ら改良したものが Ohya, M.，Miyazaki，S.，
Ohsima, Y. らによる MOU-アライメント[1]

である．

2.2 MOU-アライメント

ここでは，MOU-アライメントのアルゴリ
ズムについて説明する．そのために，まず，3
つの同等なアライメントのうちOU-アライメ
ントについて説明する．これはパターンマッ

チングの方法のひとつである動的計画法から

直接導出されたもので，数学的に最も一般的

かつ単純なものである．

以下，次の aと bを，それぞれ ∗を含まな
い 2本のアミノ酸配列とする．

a: a1a2 · · · am

b: b1b2 · · · bn

なお，この配列は有限列 a1a2 · · · am に ∗ を
無限個加えた無限列 a1a2 · · · am ∗ ∗ ∗ · · ·と同
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一視する．このアライメントでは，2つのア
ミノ酸配列 a，b の両端と各アミノ酸の間に

予め ∗を挿入した配列を a+ = a+
0 a+

1 · · · a+
2m

b+ = b+
0 b+

1 · · · b+
2nとし，a+，b+を x軸，y軸

上に配置した格子グラフ (図 1，ただし a+
i は

x = i，b+
j は y = j に対応させる)を考える．

図 1 OU-アライメントの格子グラフ

さて a+，b+ の適当な対応を見つけること

は，この格子グラフ上で点P0 = (0, 0)とPN =
(2m, 2n)を結ぶ，最適なパスを見つけること
である．

ところで点 P0 と点 PN を結ぶ最適なパス

を選ぶということは，そのパスを通して考え

られる a+，b+ の間のある距離を最小にする

ことを意味する．そこでこの a+，b+ 間の距

離を

DOU (a+, b+) = min

{
N∑

k=0

d(a+
ik

, b+
jk

);

P = (P0, P1, · · · , PN ) ∈ S

}

但し Pk = (ik, jk), N = 1, 2, · · ·

とおく．ここで S は P0 から PN への全ての

パスの集合であり，dは，ここでは，

d(a, b) =





0 (a = b)

1 ((a 6= b)かつ
(a 6= ∗かつ b 6= ∗))

w ((a 6= b)かつ
(a = ∗または b = ∗))

ととることにする．ここでの wは，アミノ酸

と ∗との間の距離を示す値として用いられる
重み (ウエイト) と呼ばれる数値である．こ
の wの値が小さいほど ∗の挿入が発生しやす
く大きいほど発生しにくい．一般的には値を

0.5 ≤ w ≤ 2.0の範囲に設定する場合が多い
が，数々の生物学的解釈により 0以上のいろ
いろな値をとる．ちなみに，本論文における

ウエイトの値は 2.0を用いるものとし，すべ
ての計算においてこの値で統一した．以下に

このアライメントを行う方法を説明する．

アミノ酸配列 a+，b+ 間の距離，すなわち

(0, 0)から (2m, 2n)までの距離を

D(i, j) = DOU (a+
0 a+

1 a+
2 · · · a+

i , b+
0 b+

1 b+
2 · · · b+

j )

0 ≤ i ≤ 2m, 0 ≤ j ≤ 2n

とすると，D(i, j)は次の制限をもとに求めら
れる．

D(i, j)

=





D(i− 1, j) + d(a+
i , b+

j )
(i, j) = (奇数,奇数)

min

{
D(i− 1, j)
D(i− 1, j − 1)

}
+ d(a+

i , b+
j )

(i, j) = (奇数,偶数)

min

{
D(i− 1, j − 1)
D(i, j − 1)

}
+ d(a+

i , b+
j )

(i, j) = (偶数,奇数)

min





D(i− 1, j)
D(i− 1, j − 1)
D(i, j − 1)





+ d(a+
i , b+

j )

(i, j) = (偶数,偶数)

また上記の式は以下のように簡単にできる．
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D(i, j)

=





D(i− 1, j) + d(a+
i , b+

j )
(i, j) = (奇数,奇数)

D(i− 1, j) + d(a+
i , b+

j )
(i, j) = (奇数,偶数)

D(i, j − 1) + d(a+
i , b+

j )
(i, j) = (偶数,奇数)

min





D(i− 1, j)
D(i− 1, j − 1)
D(i, j − 1)





+ d(a+
i , b+

j )

(i, j) = (偶数,偶数)

これを用いると (i, j) = (偶数,偶数) の場合
は，以下のように表すことができる．

D(i, j)

= min





D(i− 2, j) + w

D(i− 2, j − 2) + d(a+
i−1, b

+
j−1)

D(i, j − 2) + w





(i, j) = (偶数,偶数)

この式から，(i, j) = (偶数,偶数) における
D(i, j) は (i′, j′) = (偶数,偶数) における
D(i′, j′)より直接求められていることが分か
る．よって，実際に計算機上でアライメント

を行う時には Pk = (ik, jk) (ik = 偶数, jk =
偶数) のみを考えればよく，新たに ∗を挿入
した列を考える必要はない．

さらにアライメント結果に影響を与えない

格子点をアライメント実行前に削除して計算

量を抑え，計算効率を上げたものがMOU-ア
ライメントである．我々が実際に長さm，nの

アミノ酸配列をアライメントすると，ほとんど

の場合最適なパスとして対角線 (0, 0)，(m,n)
付近を通ることがわかる．

そこでMOU-アライメントは格子グラフの
要素を減らす関数を以下のように定めること

でその計算を省略することができる．

実際，以下の命題を証明することができる．

＜命題 2.1＞
長さm，n (m ≥ n)の 2つのアミノ酸配列を，
a，bとし，アライメント結果 a′，b′(長さ p)

が得られたとする．

a: a1 · · · anan+1 · · · am → a′: a′1a
′
2 · · · a′p

b: b1 · · · bn → b′: b′1b
′
2 · · · b′p

このとき，Gを以下のように定める．

G ≡
n∑

i=1

β(ai, bi)

β(a, b) =
{

0 a = b

1 a 6= b

Gはアライメントされる前のアミノ酸配列に

おいて異なっているアミノ酸対の数である．

また，アライメント結果のアミノ酸配列 a′，b′

に挿入される ∗の個数を#(a)，#(b) とする．
このとき

0 ≤ #(a) ≤ G

m− n ≤ #(b) ≤ G + (m− n)

が成り立つ．(証明は文献[1]を参照)
この命題は，パスが図 2の Vと (m,n)の
線分より下にG + 1以上，(0, 0)と V′の線分
より左にG + 1以上離れないということであ
る．すなわち，格子グラフの要素を減らす関

数 f，gを

f : y = x− {G + (m− n)}
g: y = x + G

で定めると (図 2)

図 2 f と g

上記のグラフは，このアライメントが，斜

線部分 (f，g 上を含まず)にある格子点に対
応する要素 { (x, y) | y > g(x) あるいは y <

f(x) }の計算を，省略することができること
を示している．
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実際に次のアミノ酸配列 aと bをアライメ

ントする．

a:MNPQY

b:MPQR

まず格子グラフの要素を減らす関数 f，gを

求めると，m = 5，n = 4，G = 3より

f : y = x− 4

g: y = x + 3

となる．そして各々の配列の先頭に ∗を挿入
する．

a: ∗MNPQY

b: ∗MPQR

この a，b を x 軸，y 軸上に配置した格子グ

ラフを考え，各格子点における距離を求める

(図 3)．例えば，格子点 (3, 2)におけるD(3, 2)
は

D(3, 2) = D(2, 1) + d(P,P)
...

= d(∗, ∗) + d(M,M) + d(N, ∗) + d(P,P)

= 0 + 0 + 2 + 0 = 2

となる．

図 3 計算後の格子グラフ

(黒い部分は計算省略)

算出された距離の値に基づいて， (m,n)地
点から始まって (0, 0)地点まで至るパスのう
ち，最小のものを帰納的に求めていくトレー

スバックを行うと，最終的なアライメント結

果が得られる．実際に (5, 4)から (0, 0)まで
トレースバックを行うと

D(5, 4) = D(4, 3) + d(Y,R)
...

= d(M,M) + d(N, ∗) + d(P,P)

+ d(Q,Q) + d(Y,R)

となる．これを格子グラフで表すと，次に示

す図 4の網掛け部分になる．

図 4 アライメント結果

このとき得られるアライメント結果は，

a′:MNPQY

b′:M ∗ PQR

となり，アミノ酸配列 a′，b′ 間の距離は，

D(5, 4) = 3

となっている．

このようにして得られたアミノ酸配列は，

実際に距離を最小にする a′ と b′ となってい
ることが容易にわかる．

3 MOU-アライメントの改良

MOU-アライメントを行うと，最小距離が
等しくなる複数の結果が得られる場合が多い．

しかし，今まではそのような場合，無作為に

得られる 1組の配列をアライメント結果とし
て決定していた．したがって，そのアライメ

ント結果は生物学的な構造を考慮した配列で

あるとは限らなかった．そこで，本研究では，

同じ最小距離をもつ複数結果を全て求めた後，

結果の絞込みを行うよう，アライメントの改

良を行った．

結果の絞込みには，相互エントロピーを用

いた．生物の進化の過程で，蓄積した変異を
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捉えるということは，DNAの塩基配列やタン
パク質のアミノ酸配列のもつ情報量がどれだ

け正しく伝達されたかを知ることにつながる．

相互エントロピーは，配列間の情報のやりと

りの精度を表すもので，我々は，この量を用

いて配列間の類縁度を測ることができると考

えている．

ここで，アライメントされた 2本のアミノ
酸配列 aと b の完全事象系を考える．aと b

において出現するアミノ酸の出現確率を，そ

れぞれ pi，qj (1 ≤ i, j ≤ 20)とし，∗ の出現
確率を p0，q0とする．このとき，完全事象系

は次のようになる．
[

a

p

]
=

[
∗ A C · · · W Y

p0 p1 p2 · · · p19 p20

]

[
b

q

]
=

[
∗ A C · · · W Y

q0 q1 q2 · · · q19 q20

]

次に，aと bの各アミノ酸と ∗が同時に出現す
る確率を rij (0 ≤ i, j ≤ 20)とすると完全複
合事象系は次のように書き表すことができる．
[

a× b

r

]
=

[
∗∗ ∗A ∗C · · · Y W Y Y

r00 r01 r02 · · · q2019 q2020

]

完全事象系，完全複合事象系が設定されると，

アミノ酸配列のエントロピー S(a)及び相互エ
ントロピー I(a, b)は，次のように計算できる．

S(a) = −
20∑

i=0

pi log pi

I(a, b) =
∑

i,j

rij log
rij

piqj

S(a)は，系 (a, p)の持っている情報量を表し
ており，I(a, b)は bを知ることによって得ら

れる aの情報量を表している．相互エントロ

ピーは，その値が大きくなるほど 2本のアミ
ノ酸配列間の類似性が大きいといえる．

我々は，MOU-アライメントをもとに，複
数結果を求め，上記の相互エントロピーを用

いて，結果の絞込みを行うアライメントアル

ゴリズムに改良した．

4 改良 MOU-アライメントを用い

た解析

改良したMOU-アライメント (以下，改良
アライメントと呼ぶ)で次の 1)，2)の解析を
行った．

1) 最小距離が等しくなる複数の結果の中に，
生物学的な立体構造を考慮したアライメ

ント結果 (Webサイト[6]に記載されてい
るもの)が含まれているか．

2) 数多く得られた結果の中から，生物学的
な立体構造を考慮したアライメント結果

である可能性が高いものを，相互エント

ロピーを用いて特定することが可能かど

うか．

1)は改良アライメントが，従来の目的，「ア
ミノ酸配列間の距離を求める」ということにつ

いて成功しているかどうかの検証である．ま

た 2)は 1)が成功している場合において，距
離のみならず，更に生物学的な立体構造を考

慮したアライメント結果を絞りこむことが可

能かという新たな問題点に立っている．

以下の計算においては，解析データとして

Webサイト[6]に記載されている生物における
様々なタンパク質のアミノ酸配列を用いた．

このサイトに記載されているデータは，タン

パク質を分析することによって得られたアミ

ノ酸配列を，タンパク質の構造情報などに基

づいてアライメントされたものである．この

データを生物学的な立体構造を考慮したアラ

イメント結果としている．

4.1 1)の解析

各生物のヘモグロビン α鎖と β鎖のアミノ

酸配列を用いてアライメントを行った．この

対象となった生物の中には，得られた複数結

果の最小距離が生物学的な立体構造を考慮し

たアライメント結果よりも小さくなるものが

あった．この場合，改良アライメントによっ

て得られた結果の中には，生物学的な立体構

造を考慮したアライメント結果と同一な配列
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は存在しなかったことになる．このことにつ

いては，タンパク質の構造などを情報論的に

扱い，MOU-アライメントをさらに改良し，こ
の距離の差と組数がどのように変わるのか，

解析してみる必要がある．

一方，表 1に示した 3種においては，改良ア
ライメントから出された最小距離と生物学的

な立体構造を考慮したアライメント結果の距

表 1 3種におけるヘモグロビン α鎖，β 鎖のア

ミノ酸配列




2HHB· · ·ヒトのヘモグロビン
2PGH· · ·イノシシのヘモグロビン
2MHB· · ·ウマのヘモグロビン




表 2 表 1のデータにおける組数とそれらの距離

PDB ID 結果組数 距離

2HHB 120 93.0
2PGH 336 96.0
2MHB 820 92.0

離が等しく，改良アライメントの複数結果の

中に生物学的な立体構造を考慮したアライメ

ント結果が含まれた．表 2は，これらのデー
タに対して改良アライメントを施して得られ

た配列の組数とその最小距離を示している．

4.2 2)の解析

表 1の 3種それぞれにおいて，最小距離を与
える複数の結果の配列の組各々に対し，相互

エントロピーを計算した．そして計算した相

互エントロピーの等しい組ごとにグループを

作り，各グループの組数をカウントした (図 5，
図 6，図 7)．横軸には相互エントロピーの値
をとり，縦軸は相互エントロピーの値が等し

い配列の組数を表している．それぞれのグラ

フに示した棒グラフのうち，塗りつぶされた

ものは，生物学的な立体構造を考慮したアラ

イメント結果から算出した相互エントロピー

と等しいことを示している．

グループ分けをした全てのグループの相互

エントロピーの平均値を各生物ごとに算出し，

生物学的な立体構造を考慮したアライメント

図 5 2HHBの相互エントロピーによる分類

(縦軸：出現組数 横軸：相互エントロピー)
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図 6 2PGHの相互エントロピーによる分類

(縦軸：出現組数 横軸：相互エントロピー)

図 7 2MHBの相互エントロピーによる分類

(縦軸：出現組数 横軸：相互エントロピー)

結果の相互エントロピー値と比較した．(表 3)
その結果，相互エントロピーの平均値 (A)

は，生物学的な立体構造を考慮したアライメ

ント結果の相互エントロピー値 (C)に限りな

表 3 相互エントロピーの平均値と生物学的な立

体構造を考慮したアライメント結果の相互エント

ロピー値との比較

PDB ID A B C |A− C|
2HHB 1.371216 0.0060747 1.37391 0.002695
2PGH 1.341087 0.0171877 1.34092 0.0001689
2MHB 1.163516 0.0149739 1.36354 0.0000248



A: 改良アライメントにおける相互エント

ロピーの平均値

B: 改良アライメントにおける相互エント

ロピーの標準偏差

C: 生物学的な立体構造を考慮したアライ

メント結果の相互エントロピー値




く近い．言い換えれば，配列間の距離が最小

な複数結果をもとに相互エントロピーの平均

値を求めれば，その値と最も近いグループの

中に生物学的なアライメント結果が含まれて

いることがわかる．

これにより，立体構造を考慮せずに生物学

的なアライメント結果のグループを特定する

ことができると考えられる．

5 まとめ

最後にヘモグロビン α鎖，β 鎖のアミノ酸

配列を用いて，改良アライメントを行った本

研究のまとめを述べる．

ある生物では，改良アライメントで得られ

た最小距離が，生物学的な立体構造を考慮し

たアライメント結果より小さい値を示した．

これについてはすべてのアミノ酸間の距離を

1とするだけでなく，距離に変化をつけるよ
うな工夫を加えることで精度を高める必要が

ある．このような工夫を取り入れることで現

在よりも細かな最小距離の算出が可能となり，

最小距離を与える複数の結果にも影響してく

るだろう．

我々は，その工夫の 1つの指標として，PAM
マトリクス[7]を用いた解析を 3本以上のアミ
ノ酸配列で行うマルチプルアライメントに関

して進めている．PAM マトリクスとは，20
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種類のアミノ酸それぞれに対して変わりやす

さ，または変わりにくさを数値で表したもの

である．この数値が大きいほど変異が起きや

すく，小さいほど変異が起きにくいことを表

している．

一方，改良アライメントで得られた配列間

の最小距離と生物学的な立体構造を考慮した

アライメント結果の距離が一致した場合，そ

の最小距離を与える複数の結果の中には，生

物学的に有意とされるアライメント結果が含

まれる．従って，我々は，複数結果各々に対

し，相互エントロピーを計算し，その値の等

しい組ごとにグループ分けをし，全グループ

の相互エントロピーの平均値を算出した．こ

の改良アライメントでアライメントしたとこ

ろ，生物学的に正しいとされるアライメント

結果が属するグループを特定することができ

た．このアルゴリズムの有効性を確かめるた

めに，他のサンプルによる検証，または PAM
マトリクスやタンパク質の機能などの情報を

考慮してさらなる精度を向上させることを現

在試みている．
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化学においては，古くからファクトデータや文献 (書誌）データの集積, 流通，利用が盛ん

に行われてきた．現在では，電子媒体による利用やインターネットによるオンライン利用が

主流となっている．ここでは，国内で作成され国際的に利用されているデ－タベースと海外

で作成されている有力データベースについて，それらの現状を簡単に紹介する．

In chemistry, the collection, dissemination, and utilization of fact data and literature

data have been made vigorously for many years. Today, many of them are availabe

by electronic media or through the Internet. The present status of several databases

constructed in Japan and some representative databases constructed outside Japan, both

of which are widely utilized, is briefly described.
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化学関係のデータの集積は古くから積極的

に行われてきており，コンピューターを利用

した情報検索システムの構築も最も早い時期

に行われた．現在，データベース化されたも

のが数多く存在しており，それらには商業ベー

スで提供されているものと無料で利用できる

ものとがある．また，それらはファクトデー

タと文献 (書誌)データベースに大きく分類さ
れる．

本稿では，国内で作成され，国際的に利用
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されているものとして 6種類のデータベース
について先ず述べ，次に海外で作成され広く

利用されている 6種類について説明する．こ
れらの他にも重要なデータベースがあるので，

本稿は化学データベースの一部の現状につい

て紹介したものと理解して頂きたい．

I 自由多原子分子の幾何学的構造

データ

1. 英文名称
Landolt–Börnstein Structure Data of
Free Polyatomic Molecules

2. 略称
LB Structure Data

3. 作成者
朽津耕三 (東京大学・長岡技術科学大学
名誉教授)を主査とする国際組織がデー
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タ作成に当たっている．メンバーは，G.
Graner(仏)，廣田榮治 (分子科学研究所名
誉教授)，飯島孝夫 (学習院大学教授)，D.
A. Ramsay(加)，J. Vogt(独)，N. Vogt(独)
である．

4. 連絡先
シュプリンガー・フェアラーク東京 (株)
〒 113-0033 文京区本郷 3-3-13
TEL：03-3812-0757 (営業部)
FAX：03-3812-0719

5. 内容
1960年から 1995年までに発表された気
体分子の原子間距離，結合角，内部回転角

の実測値と不確かさを集積したものであ

る．無機分子は構成原子のアルファベッ

ト順，有機分子は Hill system で配列さ
れ，構造決定に用いた実験法 (マイクロ
波分光MW，赤外分光 IR，気体電子回折
ED，電子励起状態分子については紫外分
光UVなど)，命名法に従う名称，分子の
対称性，分子の図，必要な注記，文献が

示されている．実験値なしに量子化学計

算のみから求められたデータは含まれて

いない．記載されたデータの特徴は，単

に文献から機械的に内容を収録したので

はなく，個々の論文内容を詳細に検討し，

データの内容と不確かさを丁寧に評価し

て必要事項を注記していることである．

6. データ量
3808種の分子に関するデータが収録され
ている．

7. 作成方法
データの作成と評価は，国際作成組織の各

メンバーが実験法によって分担した．そ

の分担は次のとおりである：MW(廣田)，
IR(Graner)，ED(飯島，朽津，N. Vogt)，
UV(Ramsay)．また，MWと EDに関す
る文献の収集は J. Vogtと N. Vogtが行
い，表原稿の作成及び作図は N. Vogtが
担当した．今回の作成事業には 7年を要
し，2002年末に完結した．

8. 作成経費
出版社である Springer-Veralg 社が主に

負担した．

9. 公表・利用方法
下記 4冊のデータ集が 2000年から順次出
版されており (CD-ROMつき)，2003年
6 月に最終巻 (Subvolume D)が刊行され
た．出版社は Springer-Verlagである．
Landolt-Börnstein Numerical Data and
Functional Relationships in Science and
Technology, New Series/Editor in Chief
W. Martienssen, Group II: Molecules
and Radicals, Volume 25 Structure Data
of Free Polyatomic Molecules (Editor
K.Kuchitsu)
Subvolume A: Molecules containing no
carbon atoms (分子数 877個)
Subvolume B: Molucules containing one
or two carbon atoms (992個)
Subvolume C: Molecules containing
three or four carbon atoms (893個)
Subvolume D: Molecules containing five
or more carbon atoms (1046個)
参照 Web site: http://link.springer.de/
series/lb/

10. 従来の経緯
この作業は 1973年 1月に始まり，本巻の
前に下記の 4冊が刊行された．それらの
内容は，わずかに修正されたのち上記の

Volume 25にすべて収録されている．
Volume 7 (1976): 1960-June 1974のデー
タ (分子数 1203個)
Volume 15 (1987): July 1974-1984 の
データ (1397個)
Volume 21 (1992): 1985-1989 のデータ
(866個)
Volume 23 (1995): 1990-1992 のデータ
(655個)

11. 将来計画
1996年から 2002年に発表されたデータ
を収集・評価して採録する作業が 2003年
1月から始まっている．上記 3に記載さ
れた作成者のうちGranerが退任し，谷本
光敏 (静岡大学教授)が新たに加わった．

12. 本稿執筆者

- 59 -



情報知識学会誌 Vol.13, No.3

朽津耕三 (東京大学名誉教授)

II 量子化学文献データベース

1. 英文名称
Quantum Chemistry Literature Data
Base

2. 略称
QCLDB

3. 作成者
量子化学データベース研究会 (QCDBG，
代表 お茶の水女子大学名誉教授 細矢治

夫)
4. 連絡先
〒 112-8610東京都文京区大塚 2-1-1お茶
の水女子大学理学部化学科お茶の水女子

大学理学部助教授 鷹野景子

5. 内容
原子・分子の量子化学的な非経験的分子

軌道計算を扱った世界中の論文 (1978年
以降，年間約 5千報)を収集し，書誌記
録，物質名，計算方法，計算された物理

量等を分類表記し，それらを補足するコ

メントもつけて採録した英文の文献デー

タベースで，国内外の化学・分子生物学・

固体物理学・宇宙天文学・材料科学の広

い分野の研究者に長年使われてきたもの

である．本QCLDBは，専用に作成した
プログラムによってオンラインで機械検

索することができる．

6. データ量
1982 年にオランダのエルゼビア社から
出版された K.Ohno and K.Morokuma
(Eds.) “Quantum Chemistry Literature
Data Base – Bibliography of Ab Initio
Calculations for 1978–1980”には，2465
論文が収録されたが，その翌年から毎年，

同社の雑誌 Journal of Molecular Struc-
ture (THEOCHEM) の 1 冊に最新 1 年
間の Supplement を収録している．そこ
には，著者及び化学物質の索引も付けて

ある．2003年の初頭には 5659論文を収

録した Supplement 21が出て，論文数は
総計 62696 となった．

7. 作成方法
約 40の大学や研究機関の 100名弱の抄
録者が分担して 30ほどのコアとなる雑誌
から論文を収録し，それにエラーチェッ

クをかけてから査読者が第一次査読を行

い，更にQCDBGが最終査読を行ってい
る．全ての採録論文のデータは，岡崎国

立共同研究機構 (機構)の計算科学研究セ
ンターの大型計算機に搭載され，機械検

索が行われるようになっている．

8. 作成経費
当初は文部省からの科研費により作成し

ていたが，1982年からは，分子科学研究
所 (現在は機構)のデータベース作成経費
に依存している．随時種々の科研費も得

て，システムの改築やデータ収集のため

の費用を補っている．

9. 公表・利用方法
国内の大学の研究者は，機構の電算機上

のデータベースとその検索システムを

無料で利用できる．国内の企業と海外の

諸研究機関では，化学情報協会 (JAICI)
から検索プログラムの入った電子媒体

を 1 年毎に購入して利用する．この他
に，上記の Journal of Molecular Struc-
ture(THEOCHEM)誌に毎年，新しく収
録されたデータが掲載される．ウェブ上

でオンライン検索のできるシステムも作

ったので，現在モニターに限って利用で

きる．本年秋からは，ウェブによる一般

公開を行う．

10. 従来の経緯
1976年に文部省科研費特定研究「情報シ
ステムの形成過程と学術情報の組織化」

(代表：北川敏雄九大教授)の中の一つの
班として，島内武彦 (東大教授) の要請
を受けて，大野公男 (北大教授) が代表
となり，量子化学データベースグループ

(Quantum Chemistry Data Base Group,
QCDBG) が結成された．種々の試行錯
誤の後，1978 年に QCLDB の試作版が
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完成し，1979年 6月から分子科学研究所
の計算機センターで公開サービスが開始

された．そのオンラインサービスは 1980
年 7 月から始まり，20 数年後の今日ま
で継続されている．なお，QCDBG は，
1989年 10月から現代表に代わった．オ
クスフォード大学のW. G. Richards の
グループが Oxford University Press か
ら Bibliography of ab initio Molecular
Wavefunctions という DB を 1971年か
ら 7 年間にわたり 3 冊刊行していたが，
QCLDBプロジェクトの発足によって撤
退した．以後，この分野で世界的に広く

使われている DBは他にない．
11. 将来計画
国内外のユーザの要望に応えるべく，本年

秋からのウェブによる無料公開の準備を

進めている．当該研究分野の動きとデー

タ量の増大に対処しながら本システムの

改良を行って来たが，データ収集をより

効率的に行える DBにすることが次の目
標である．

12. 本稿執筆者
(お茶の水女子大学) 細矢治夫 (名誉教授)

III NMRスペクトルデータベース

1. 英文名称
NMR Spectral Database System

2. 略称
SDBS-NMR

3. 作成者
早水紀久子，柳沢勝，山本修

4. 連絡先
〒 305-8565 茨城県つくば市東 産業技術
総合研究所 つくばセンター第 5内
(有)エヌエムアールデービテック早水紀
久子 (E-mail：hayamizu.k@aist.go.jp)

5. 内容
純粋な有機化合物 (炭素数 6 ∼ 8 を
中心に分布) を対象にした 13CNMR と
1HNMRのスペクトルデータベースであ
る．1HNMR-DB はパターンデータベー

スとパラメータデータベースから構成

されている．パターンデータベースは実

測スペクトル (90MHzと 400MHz)のパ
ターンをデータベース化，パラメータデー

タベースは化学シフト値とスピン結合定

数からなり，約 70%を文献データから収
集，30%は実測スペクトルをパラメータ化
して収録，計算したスペクトルパターン

も収録している．13CNMR-DBは実測ス
ペクトルに基づいてピーク位置，強度，線

幅を収録し，スペクトルパターンを再現し

ている．1H，13CNMRともに，スペクト
ル解析を行ない，スペクトルの帰属を化学

構造式上に示してある．大型汎用計算機

(1999年 3月で終了)で構築された IR,ラ
マン，質量，1HNMR，13CNMR，ESRの
6種のスペクトルからなる総合的なスペ
クトルデータベースシステム (SDBS)の
中の SDBS-NMRとして位置付けられる．

6. SDBS-NMRのデータ量
2001年 3月末現在のスペクトルデータ数
は 13CNMR 11,800件，1HNMR 13,700
件である．

7. 作成方法
1982–1985工業技術院コンピュータセン
ター (RIPS)の研究情報基盤「スペクトル
データバンクの構築」プロジェクトでハー

ドウエアを整備，その後予算額は減じた

が独立行政法人化に伴う工業技術院の終

了まで (2000年度)研究テーマは継続し
た．1996年RIPS(現TACC)の研究デー
タ公開プロジェクト (RIODB) が開始さ
れ SDBSも参画し現在も継続している．
初期の頃，1981–1986科学技術振興調整
費「ネットワーク共用による化合物情報等

の利用高度化の研究」に参加した．SDBS
では試薬を購入あるいは提供を受けてス

ペクトルメーターでディジタルスペクト

ルを測定，データベース化した．一部文

献から収録したデータも含んでいるが，全

てスペクトルパターンを含むデータベー

スである．各スペクトルデータベースは

スペクトル特性を活かす方式をとり独自
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性をもっているが，統一的な化合物辞書

で統括するシステムとした．1982–1999
年は大型汎用計算機で SDBS全体のデー
タベース構築作業を行ない，大型計算機

廃止後，SDBS-NMRでは PCによる入
力・検索・表示システムを作成した．

8. 作成経費
初期の頃科学技術振興調整費「ネットワー

ク共用による化合物情報等の利用高度化

の研究」によりシステム設計などを行なっ

たが，主体は 18年継続した工業技術院の
「研究情報基盤」の研究費で大型汎用計算

機時代のデータベース構築を行なった．

1996年からはインターネット公開のため
の予算が追加された．PC版 SDBS-NMR
の作成は (有)エヌエムアールデービテッ
クの資金で行なった．

9. 公表・利用方法
工業技術院 (現産業技術総合研究所) の
データベース公開プロジェクト (RIODB)
の中で平成 8年 (1996年)にインターネ
ット公開を開始した (無料)．スペクトル
数と検索機能，表示機能を徐々に改良し

た．ホームページに概要，使い方等を記

述した．URLは http://www.aist.go.jp/
RIODB/SDBS/である．不特定多数の
ユーザを対象にしているため，スペクト

ルパターン，帰属の付いた化学構造式は

イメージデータである．

SDBS全体のアクセス数は次のとおりで
ある．

平成 8年度 (1996) 2万件
平成 9年度 (1997) 44万件
平成 10年度 (1998) 153万件
平成 11年度 (1999) 329万件
平成 12年度 (2000) 959万件
平成 13年度 (2001) 1384万件
平成 14年度 (2002) 1892万件 (1日平均
5万件以上)
総計約 4334 千万件はスペクトルデータ
ベースとしては世界最大のアクセス数で

ある．

SDBS-NMRは (有)エヌエムアールデー
ビテック (NMRDBTech)でPC版を作成
し，web 形式で検索表示ができるように
した．NMRDBTechは産業技術総合研究
所から著作権の一部取得して，PC版の
SDBS-NMRを販売している．

10. 従来の経緯
本データベースの起源は古く昭和 50年代
(1970年代)の重点研究「NMRデータバ
ンクの研究」に遡る．当時東京工業試験

所の山本修を中心に NMRデータバンク
の基礎研究を行なった．1972年から日本
化学会に NMRデータ小委員会 (藤原鎮
男委員長)の事務局を山本修が引き受け，
スペクトルの精度と信頼性に関する調査

と提供スペクトルの収集を試みた．この

経験が信頼性の高い良質の NMRデータ
ベースの構築は自らスペクトル測定を行

なうことが必須という結論に到達した．

1979年につくば移転があり，工業技術院
コンピュータセンター (RIPS)が整備さ
れた．1982年から山本修を中心に本格的
なスペクトルデータベース (SDBS) 構築
が始まった．SDBSの基本方針は専門家
によるできる限り精度のよいスペクトル

の測定，収集してデータベース化するこ

とであった．RIPS内では早期に公開した
が外部への公開は 1987年から基盤技術研
究促進センター (2001年 3 月終了)で行
なった．SDBS-NMRを引き継いだ早水
紀久子は 1996 年に開始された RIPS(現
TACC)のインターネットによる公開プロ
ジェクト (RIODB)に参加した．RIODB
の辞書部は大型汎用計算機の DBMS で
あった FAIRSからWSと PCで共通に
利用できる ORACLEに移行して検索機
能を作成した．13CNMRデータベースか
ら公開を開始し，1998年に 6種類スペク
トル全ての公開を行なった．1999年 3月
で大型汎用計算機は終了したので，SDBS-
NMRではPCによるデータベース入力シ
ステムを作成し，2001年 3月にインター
ネットへ最後のデータ追加を行なった．
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早水紀久子の定年退職後，(有)エヌエム
アールデービテックを設立して，その資

金とノウハウを用いて大型計算機で作成

した NMRデータベースのマスターファ
イルをPCで展開し，PC版 SDBS-NMR
を作成した．

11. 将来計画
NMRDBTechではSDBS-NMRを汎用性
の高い化学用DBMSの ISIS/Baseに展開
したので，他の NMRデータベースとの
結合を計画中である．またイントラネッ

トで利用可能なWeb版の SDBS-NMRの
提供している．ノウハウを活かして文献

から収録した「天然物のNMRデータベー
ス」の作成を開始して SDBS-NMRの発
展を図っている．

12. 本稿執筆者
(エヌエムアールデービテック) 早水紀久
子

IV 赤外ラマンスペクトルデータ

ベース

1. 英文名称
Spectral Data Base System – Infrared
and Raman Spectra Data Base

2. 略称
SDBS-IRSDB

3. 作成者
SDBS赤外ラマンスペクトル担当者

4. 連絡先
〒 305-8568 つくば市東 1-1 産業技術総
合研究所成果普及部門

5. 内容
多数の主として有機化合物について赤外

スペクトルおよびラマンスペクトルを実

測して集積．無機化合物および高分子化

合物も若干あり．赤外スペクトルは FT-
IRにより高分解能で測定．液体化合物は
液膜法と溶液法で，固体化合物はKBr錠
剤法，ペースト法，溶液法で測定．化合

物を指定してそのスペクトルを表示する

機能あり．

6. データ量
化合物約 3万，赤外スペクトル約 5万，ラ
マンスペクトル約 2千．

7. 作成方法
試薬を入手してスペクトルを自ら測定．

担当者の異動により，データ作成は 2002
年 3月で終了．

8. 作成経費
科学技術振興調整費および工業技術院の

各種予算で執行．

9. 公表・利用方法
産業技術研究所のホームページにて公開

(http://www.aist.go.jp/RIODB/SDBS/)．
10. 従来の経緯
本データベースの起源は古く 1960年頃に
遡る．当時は内外のカード型データベー

スを事務検索機械や電子計算機で検索す

る研究を行っていた．1970年頃よりデー
タベース構築の必要性を認識し，1980年
頃よりデータ集積開始．

11. 将来計画
なし．

12. 本稿執筆者
(千葉工業大学) 田辺和俊

V 赤外ラマン文献データベース

1. 英文名称
Infrared and Raman Spectroscopy Lit-
erature Data Base

2. 略称
IRSLDB

3. 作成者
分子・結晶データ委員会 (委員長 埼玉大
学理学部教授 森岡義幸)

4. 連絡先
〒 338-8570 埼玉県さいたま市桜区下大
久保 255 埼玉大学理学部基礎化学科
埼玉大学理学部助教授 坂本章 (E-mail：
sakamoto@chem.saitama-u.ac.jp)

5. 内容
赤外分光学及びラマン分光学とそれらに
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関係の深い種々の分光法の原理と実際的

測定手法に関する研究，それらが測定対

象とする現象 (主として分子振動と結晶
の格子振動に基づくエネルギー準位間の

遷移が関係した現象)に関する理論的・実
験的研究，測定結果の解析等を含む文献

の情報 (著者，論文のタイトル，発表雑誌
名，巻，最初のページ数，発行年)を 123
種の雑誌から収集した文献データベース

である．各文献の要旨や本文は収録され

ていないが，当該論文の内容によって，そ

の論文を 129種のクラスに分類すること
により (1文献に 3個以内のクラスを付す
ことが可能)，検索をしやすくしている．

6. データ量
本データベースがコンピューター可読の

形で集積され始めた 1985年度には 3066
タイトル (クラス分類した後では 4071タ
イトル)であったが，その後年々増加し，
2000年度には 5209(クラス分類した後で
は 9813タイトル)でピークとなり，その
後やや減少して，2002年度には 4500タ
イトル (クラス分類した後では 8887タイ
トル)となっている．2002年末までに集
積した全タイトル数は 81,806(クラス分類
後は 135,579)である．

7. 作成方法
作成に当たっている分子・結晶データ委

員会は，森岡義幸，坂本章のほか，鈴木

功 (筑波大学名誉教授)，田隅三生 (東京大
学・埼玉大学名誉教授)，安宅彰隆 (富山
県立大学助教授) から成っている．文献
データの収集とクラス分類は，全国の大

学・研究機関約 25箇所の研究者の協力を
得て行い，2箇月ごとに収集したデータ
をパソコンに入力し，編集している．ま

た，1年分のデータの編集は東京大学基盤
情報センターの大型計算機によって行っ

ている．

8. 作成経費
主として，科学研究費「研究成果公開促

進費・データベース」に依っている．

9. 公表・利用方法

クラス分類した形のデータベースを2箇月
ごとに印刷した冊子「赤外ラマン文献集」

を赤外ラマン研究会会員 (会員数約 200)
に送付している．「赤外ラマン文献集」は

年 6回出版されるが，それを編集し直し
て 1冊にしたものを Journal of Molecular
Structure(Elsevier社刊)の特別号として
1985年から 2001年まで発行した．また
2001年度分についてはCD-ROMを作成
し，赤外ラマン研究会会員に配布した．

2002年度分についても同様の CD-ROM
化とその配布を行った．．

これまでに集積されたデータ量が多量と

なり，雑誌体での公表では十分に利用す

ることが難しくなってきたため，2002年
度分から Journal of Molecular Structure
特別号の出版を中止し，Elsevier社の情
報システム SD21と連動する形の文献情
報システム “The Online IRSLDB” を
2003年 2月現在で試験的に公開している．
その URL は http://www.elsevier.com/
locate/IRSLDB/である．このシステム
には 1984 年以降に発表された文献が収
録されており，著者名，事項名のいずれ

か，またはそれらの組合せで検索が可能

であるが，現在の search engineが十分強
力なものとは言えないため，その点の改

善を目指している．

10. 従来の経緯
本データベースの起源は古く 1958 年ご
ろに遡る．当時，赤外分光法が大学など

での基礎研究に用いられるようになった

だけに留まらず，企業での応用研究にも

盛んに使用されるようになったことを背

景に，当時東京大学理学部化学科教授で

あった水島三一郎の研究室を中心に赤外

ラマン研究会が組織され，「赤外ラマン文

献集」の作成と配布が開始された．当時

はコンピューターが普及する以前であっ

たため，文献集は冊子として配布された．

1970年代後半になり，コンピューターに
よるデータの集積を行いはじめたが，現

在の形のデータベースの作成と配布を開

- 64 -



情報知識学会誌 Vol.13, No.3

始したのは 1984 年からである．このよ
うに，本文献データベースは長い歴史を

持ち，純粋に日本発で国際的に通用する

ものとなっている．

11. 将来計画
上記のように，1959年から 1983年まで
の文献集は存在しているが，現在の形の

データベースにはなっていない．今後，

新たに発行される文献をデータベース化

することと平行して，この既存文献集の

データベース化を進めることを計画して

いる．

12. 本稿執筆者
(埼玉大学理学部) 田隅三生 (名誉教授)，
森岡義幸，坂本章

VI 電気化学データベース

1. 英文名称
Electrochemical Fact and Literature
Data Base

2. 略称
ECFLDB

3. 作成者
化学データベース委員会 (委員長 横浜国
立大学大学院工学研究院教授 佐藤寿邦)

4. 連絡先
〒 240-8501神奈川県横浜市保土ケ谷区常
盤台 79-5 横浜国立大学大学院工学研究
院 佐藤寿邦 (e-mail: hsato@ynu.ac.jp，
TEL&FAX: 045-339-3940)

5. 内容
電気化学データベースは，電気化学の領

域において重要と考えられる情報を，一

次文献から数値，英文字データとして抽

出し，文献書誌情報と合わせて計算機可

読ファイルとしたもので，次の 3種類の
構造化されたデータファイルからなる．

（1）電極反応速度パラメータ (ECDATA)
電極・溶液界面における電子移動反

応を記述するために必要なパラメー

ター，すなわち，酸化還元化学種，電

極反応式，反応条件，測定方法，測

定値および文献情報を含む．

（2）電解質溶液物理化学パラメータ
(CONDDATA)
電解質溶液の密度，誘電率，電気伝

導率などの物理化学的データ集で，

測定条件，測定データを文献情報と

ともに収録している．ファイルの内

容は文献を単位にしていて，一つ一

つの文献に文献番号が割り当てられ

ている．一文献に複数のデータ群が

ある場合は項目名コードで区切って

いる．

（3）化学センサー (CHEMS)
イオン選択性電極 (IS)，酵素電極，微
生物電極 (バイオセンサー, BS)，ガ
スセンサー (GS) など，化学種の検
出・定量を目的とするセンサーにつ

いて，その形式，対象化学種，作成

法，特性，使用条件，適用範囲，応

用などのデータを抽出し，出典の文

献情報と併せて収録してある．

6. データ量

（1）電極反応速度パラメータ (ECDATA)
文献数 4570，データ件数 59691．

（2）電解質溶液物理化学パラメータ
(CONDDATA)文献数 2861，データ
件数 32226．

（3）化学センサー (CHEMS) 文献数
17769，データ件数 24125．

7. 作成方法
化学データベース委員会は，仁木克己，佐

藤寿邦 (横浜国立大学)，磯本征雄 (名古屋
市大)らで構成し，企画立案にあたった．
ソースデータファイルの作成は非常勤ス

タッフの三国房子，今井愛子，大草かほ

る，奥田和子らの協力を得て行なった．最

終的な編集はパーソナルコンピューター

のエディターと BASICプログラムを用
いて行なった．収録対象文献はChemical
Abstractsを検索して選別し，一定の規則
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に従って数値・文字データを抽出して決

められた書式の英・数字テキストデータ

として抄録した．3種類のデータベース
は，いずれも，2～4文字の項目名コード
に続けてデータを記戴する形をとってい

るが，性格・内容の相違を反映して，デー

タ項目及びデータ構造はかなり異なる．

8. 作成経費
主として，科学研究費「研究成果公開促

進費・データベース」及び文部省事業費

に依った．

9. 公表・利用方法
このソースデータを検索・利用するため

に，以前は大阪大学大型計算機センター，

最近は，国立情報学研究所のシステムを利

用している．3種のデータベースのうち，
ECDATAと CONDDATAは磯本 (名古
屋市大)らにより，大阪大学大型計算機セ
ンターおよび学術情報センター用に検索

ツールが作成され，長年にわたって運用

されてきたが，諸般の事情により，現在

は中止されている．したがって，データ

の利用希望者は直接，下記の連絡先まで，

申し込みされたい．化学センサーは学術

情報センターのDBMSにより検索サービ
スが続けられている．利用方法について

は，国立情報学研究所発行のNACSIS-IR
の説明書を参照されたい．ソースデータ

の利用は，学術的な利用目的であれば，原

則，無料である．

10. 従来の経緯
電気化学に関するファクト・データベース

の構築は，玉虫伶太 (当時理化学研究所)
が IUPACの活動の一環として 1964年に
刊行したデータ集が源流になっていて，田

中信行ら (当時東北大)はその一部を利用
してデータベース化を試みている．1979
年に，玉虫，田中らの支援のもとに，仁

木克己 (当時横浜国立大学)が立案し，日
本化学研究会 (仙台)の助成を得て，上記
データ冊子の内容を全て計算機可読ファ

イル化することを，理化学研究所におい

て始めた．これも IUPACからの要請が

基になっている．1980年以来，文部省科
学研究費補助金および事業費の助成をう

け，多くの国内外の協力者を得て，本格

的なデータ収集及びデータベース構築作

業に取り組み，収録内容を拡大してきた．

11. 将来計画
本データベースの開発を立案して軌道に

のせた仁木の意図は，電気化学から始め

て，次第に対象範囲を広げ，化学の領域全

体をカバーする一大データベースの作成

であったと思われる．しかし，電気化学

を少し踏み出した化学センサーで，拡大

はとまっている．なお，抄録対象の一次

文献は可能な限り保存するようにしてい

るが，これを電子ファイル化し，さらに，

全文データベース化することは今後の課

題である．WWW上での公開も含めて今
後流通を図ることが必要と考えている．

12. 本稿執筆者
(横浜国立大学大学院工学研究院) 佐藤寿
邦

VII ケンブリッジ結晶構造データ

ベース

1. 英文名称
Cambridge Structural Database (CSD)

2. 略称
CSD

3. 作成者
Cambridge Crystallographic Data Cen-
tre (CCDC)
(http://www.ccdc.cam.ac.uk/)

4. 連絡先
【大学の方の問い合わせ先】

大阪大学蛋白質研究所 蛋白質立体構造

データ解析研究系

(http://www.protein.osaka-u.ac.jp/
csd/csd.html)
【大学以外の方の問合せ先】

社団法人化学情報協会 企画室データベー

ス課 (http://www.jaici.or.jp/)
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5. 内容
X線，中性子線回折法により解析された
有機化合物，有機金属化合物の結晶構造

と関連する情報を収録している．データ

ベースに収録されているデータ項目は次

の通りである．

• 収録物質に対応するヘッダー情報，即
ち物質の名称，多形，絶対配置，生

物活性などの実験情報および著者名

などの書誌情報．

• 化学構造図，化学結合表，各元素の
種類と結合している水素数，各元素

の電荷，全体の電荷．

• 3次元の原子座標，共有結合半径－
CSDの基本的なデータであり，この
情報を基に正確な 3次元の化学構造
図が組み立てられる．

6. データ量
257,000 以上の有機化合物及び有機金属
化合物の結晶構造情報を集録している．

収録物質数は年間約 25,000件の割合で増
加している．(2002年 11月)

7. 作成方法
世界中の主な 58雑誌からデータを抽出す
る他，研究者により直接寄託された化合

物を収録している．出版社との契約によ

り，雑誌の発行前にデータが寄託される

ものもあり，寄託されるデータの 80%以
上は電子データである．

8. 作成経費
データベース及びデータベースを効果的

に利用するためのソフトウェアの頒布及

びライセンス料でまかなわれている．

9. 利用方法
データベースは年1回CD-ROMのメディ
アで全レコードが配布され，定期的に追

加データをダウンロードできる．4月か
ら 3月までを 1年間とするライセンス使
用契約により利用できる．価格等の問い

合わせ及び申し込みはアカデミックの方

は©1，企業の方は©2まで．
©1大学の方の問い合わせ，申し込み先

大阪大学蛋白質研究所 蛋白質立体構造

データ解析研究系

Tel：06-6879-8634
(http://www.protein.osaka-u.ac.jp/
csd/csd.html)
©2大学以外の方の問合せ，申し込み先
社団法人化学情報協会

企画室データベース課

Tel：03-5978-3622
(http://www.jaici.or.jp/)

11. 将来計画
CCDC内部でのデータ処理プロセスをサ
ポートするソフトウェアを整備し，増加

する寄託データを処理できるようにする．

12. 本稿執筆者
(社団法人化学情報協会) 廣田勇二

VIII 無機結晶構造データベース

1. 英文名称
Inorganic Crystal Structure Database

2. 略称
ICSD

3. 作成者
FIZ Karlsruhe (ドイツ)
(http://www.fiz-informationsdienste.de/
en/DB/icsd/index.html)
NIST(アメリカ)

4. 連絡先
社団法人化学情報協会 企画室データベー

ス課 (http://www.jaici.or.jp/)
5. 内容
無機化合物の結晶構造を網羅したデータ

ベースである．データは厳密に評価され

たもので，書誌情報のほかに化合物名，

分子式，結晶対称群，単位格子パラメー

ター，原子座標，温度因子を含んでいる．

検索結果の 3D表示機能も含まれる．
6. データ量

1915年から現在まで 62,300件以上のレ
コードを収録している．年 2回の更新で，
年に約4,000件のデータが追加される．検
索及び 3Dグラフィックス表示ソフトが

- 67 -



情報知識学会誌 Vol.13, No.3

付属しており，検索した結晶構造から原

子間距離や角度，粉末回折パターンが計

算できる．

9. 利用方法
年間ライセンス (アカデミック割引あり)
で利用できる．データベース及びソフト

ウェアが CD-ROMで頒布される．STN
からもオンラインサービスされている．

12. 本稿執筆者
(社団法人化学情報協会) 廣田勇二

IX 金属結晶構造データベース

1. 英文名称
CRYSTMET

2. 略称
CRYSTMET

3. 作成者
Toth Information Systems, Inc (カナダ)
(http://www.TothCanada.com/)

4. 連絡先
社団法人化学情報協会 企画室データベー

ス課 (http://www.jaici.or.jp/)
5. 内容
金属，合金，金属間化合物の結晶構造デー

タと文献を収録したデータベースである．

6. データ量
1913 年以降のデータを収録しており，
2003年 1月現在のエントリー数は 70,000
件である．データの更新は年 2回行われ，
CD-ROMで頒布される．

9. 利用方法
年間ライセンスで利用できる．無料デモ

版が下記よりダウンロードできる．

http://www.Tothcanada.com/
12. 本稿執筆者

(社団法人化学情報協会) 廣田勇二

X 蛋白質分子構造データベース

1. 英文名称
Protein Data Bank

2. 略称
PDB

3. 作成者
RCSB (Research Collaboratory for
Structural Bioinfomatics)

4. 連絡先
大阪大学蛋白質研究所 蛋白質情報科学解

析研究系

(http://www.protein.osaka-u.ac.jp/
pdb/)
E-mail：pdbhelp@protein.osaka-u.ac.jp

5. 内容
生体高分子，特に蛋白質の立体構造の座標

データと蛋白質の名前，分類名，キーワー

ドなどのヘッダー情報が収録されている．

収録された全ての物質には PDB IDと呼
ばれる英数字 4文字のキーが付与されて
いる．

6. データ量
2002年 7月時点で 18,000件以上のレコー
ドが収録されており，ほとんどが蛋白質

である．毎月 200件の割合で物質情報が
データベースに追加される．

7. 作成方法
X線回折法により得られたデータがPDB
に供託されると，評価システムによりデー

タの評価が行われ，注釈を付与された後

リリースされる．データはE-mail，ftpで
も受付けられる．大阪大学のサイトには

PDB データを自動登録するためのサー
バーが運用されている．

8. 作成経費
次の機関からの基金により運営されてい

る．

National Science Foundation (NSF)
Office of Biological and Environmental
Research at DOE
National Institute of General Medical
Science (NIGMS)
National Library of Medicine (NLM)

9. 利用方法
PDB のレコードは世界中 6 箇所にある
ミラーサイトにロードされており，毎日

- 68 -



情報知識学会誌 Vol.13, No.3

24時間体制で運用されている．日本のサ
イトは大阪大学蛋白質研究所である．検

索サイトでは，ヘッダー情報を指定して

必要なレコードを選択できる．それぞれ

の化合物に対応する情報量が多いので，

ある程度絞り込んだ後に全レコードをダ

ウンロードするのが効果的な使い方であ

る．ダウンロードした構造座標データを

手元のコンピュータに備え付けのアプリ

ケーションで処理するのが一般的な利用

方法である．ミラーサイトから全件をダ

ウンロードすることも可能であるが，約

15GBあるので利用に当っては深夜に行
う等の注意が必要である．ネットワーク

回線の容量が限られている研究者のため

に CD-ROM の頒布も行っている．下記
宛に申し込めば，CD-ROMが無料で入手
できる．

Online Order：
http://www.nist.gov/srd/nist80.htm
E-mail Order：srdata@nist.gov

10. 従来の経緯
1999年 7月に，PDBの運営はブルックヘ
ブン国立研究所からRCSBに移行された．

11. 将来計画
データの寄託からリリースまでの処理の

流れをスムースにするとともにデータ

処理のためのソフトウェアを強化する

(PDB Annual Report, July 2001–June
2002)．

12. 本稿執筆者
(社団法人化学情報協会) 廣田勇二

XI Chemical Abstracts関係デー

タベース

XI-1 CAplus File

1. 英文名称
CAplus File

2. 略称
CAplus

3. 作成者

Chemical Abstracts Service
(http://www.cas.org/)

4. 連絡先
社団法人化学情報協会 情報事業部

(http://www.jaici.or.jp/)
5. 内容
世界中で発行される 8,000種以上の科学
技術分野の雑誌，38 箇国と 2 国際機関
(EPO，WIPO)が発行する特許，学会会
議録，技術レポート，学位論文，単行本に

掲載された化学及び化学技術情報を基に

作成された抄録・索引が収録されている．

収集する情報には，印刷版が発行されて

いない電子ジャーナルも含まれる．書誌

情報とともに抄録，索引が収録されてい

る．データベースの収録内容に関する問

い合わせ先は上記連絡先である．

6. データ量
Chemical Abstracts(CA) が創刊された
1907年以降現在までのレコード，2200万
件以上が収録されている．年間の収録件

数は 95万件 (2001年)あり，データの更
新は毎日行われている．

7. 作成方法
化学及び化学技術分野の論文及び特許か

ら抄録と索引を作成する．一部の論文誌

に対しては，著者が記述した抄録を採用

するものもあるが，ドキュメントアナリ

ストが原文を読み規準に従った抄録を作

成している．キーワードや化学物質索引

の作成は原文に基づいて行われる．化学

物質の命名規則は，IUPAC，及びCASに
より確立されているが，多くの著者は論

文や特許中で簡便な通称で記述する場合

が多い．データベースに収録する場合，

論文中に通称で記載されている化学物質

名を調査して CAS 登録番号と呼ばれる
ユニークなキーワードをアサインするこ

とは索引作成の中でも重要なステップの

一つである．CAS登録番号は識別しやす
いように 2個のハイフンで区切られた 3
組の数値で構成されている．作成された

抄録，索引は毎日データベースに追加さ
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れる．

8. 作成経費
有料サービスによる収入で全ての経費が

まかなわれている．

9. 利用方法
利用に当っては，STNのログイン IDと
パスワードが必要である．STNのログイ
ン IDは STNの他のデータベースにも共
通に利用可能であり，下記のいずれかか

ら入手できる．

(社)化学情報協会
(http://www.jaici.or.jp/)
科学技術振興事業団

(http://www.jst.go.jp/)
専用回線またはインターネット経由で利

用できる．

10. 従来の経緯
CAファイルとしてサービスされている
データベースに次のような情報を付加し

たデータベースを CAplusファイルと呼
んでいる．

• 主要 1,600 誌の掲載記事及び主要 5
特許発行機関の特許のうち，CA収
録対象外のレコードの書誌情報と英

文著者抄録．

• CAファイル収録予定の最新レコー
ドの書誌情報

11. 将来計画
収録件数は年々増加しており，2001年の
収録数は 956,828件であった．引き続き
データベースの拡充とカレンシーの向上

を行う．

12. 本稿執筆者
(社団法人化学情報協会) 廣田勇二

XI-2 Registry File

1. 英文名称
Registry File

2. 略称
REGISTRY

3. 作成者

Chemical Abstracts Service
(http://www.cas.org/)

4. 連絡先
社団法人化学情報協会 情報事業部

(http://www.jaici.or.jp/)
5. 内容
主に CAplus Fileに収録される文献に現
れた化学物質のレコードを収録した化学

物質データベースである．全ての化学物

質に CAS 登録番号と呼ばれるユニーク
なキーがアサインされている．Registry
Fileには以下の情報が収録されている．

• CAS化学物質命名規則に従って付与
された CA索引名

• これまでに文献等に現れた別名 (Syn-
onym)

• 分子式
• 化学構造図 (化学結合表として蓄積)
• 化合物クラスなど

データベースの内容に関する問合せ先は

上記連絡先と同じである．

6. データ量
データベースに収録された化学物質は

4300万以上あり，年間 500万から 600万
件が追加されている．データの増加率か

らみれば，生体高分子関連の配列データ

ベースの充実が最近の特徴である．生体

高分子の検索においては BLASTホモロ
ジー検索が可能である．化学物質の内訳

は次の通りである．

核酸配列 49%
低分子有機化合物 39%
タンパク質配列 4%
配位化合物 3%
ポリマー 2%
合金 2%
無機化合物 1%
(2002年 12月現在)

7. 作成方法
化学物質の命名規則は，IUPAC，及びCAS
により確立されているが，多くの著者は

論文や特許中で簡便な通称で記述する場
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合が多い．化学論文や特許中に記載され

た化学物質名は名称でデータベースとの

照合が行われ，一致していれば既にアサ

インされた CAS 登録番号を引用するこ
とになる．名称で一致しなかった化学物

質は構造図を作成し，構造図での照合を

行う．最後まで一致しなかった化学物質

に対しては新しいCAS登録番号をアサイ
ンし，その構造図とともに関連する情報

をデータベースに格納する．このように

して作成された化学構造レコードは，毎

日データベースに追加される．

8. 作成経費
有料サービスによる収入で全ての経費が

まかなわれている．

9. 利用方法
利用に当っては，STNのログイン IDと
パスワードが必要である．STNのログイ
ン IDは STNの他のデータベースにも共
通に利用可能であり，下記のいずれかか

ら入手できる．

(社)化学情報協会
(http://www.jaici.or.jp/)
科学技術振興事業団

(http://www.jst.go.jp/)
専用線またはインターネット経由で利用

できる．

10. 従来の経緯
CASのオンラインサービスは 1980年の
Registry Fileから始まった．すべての化
学物質に CAS 登録番号が付与されるよ
うになった今，Registry Fileは文献デー
タベースやファクトデータベースを結び

つける重要なデータベースとなっている．

11. 将来計画
CAplus Fileの拡充に合わせて収録化学
物質の増強を行うとともに，既にデータ

ベースに収録されている化学物質に対す

る沸点，融点，密度，旋光度，屈折率等

の実測および計算物性値を充実させる．

12. 本稿執筆者
(社団法人化学情報協会) 廣田勇二

XI-3 CASREACT

1. 英文名称
CASREACT File

2. 略称
CASREACT

3. 作成者
Chemical Abstracts Service
(http://www.cas.org/)

4. 連絡先
社団法人化学情報協会 情報事業部

(http://www.jaici.or.jp/)
5. 内容

CASが提供する化学反応データベースの
総称で，CAに収録された文献の有機化
学反応情報，及び InfoChem社，フラン
ス特許庁の INPI(Institute National de la
Propriete Industrielle)の反応データベー
スを統合したデータベースである．化学

反応に関与する反応物や試薬，生成物など

を CAS 登録番号や構造質問式および官
能基名を指定して化学反応を検索できる．

6. データ量
収録されている化学反応の総数は 630万
件であり，40万件の CAのレコードに対
応している (2002年 12月)．

7. 作成方法
CAの抄録，索引作成過程で化学反応に
ついての記載のある文献にマークが付与

され，CASREACT用の特別な処理が行
われる．即ち，文献に記載されている化

学反応を構成する化学物質に反応物，生

成物，試薬，触媒，溶媒等のタグが付与

される．続いて，化学反応の経路が再現

できるように段階毎に化学反応に関与す

る化学物質がまとめられデータベースに

格納される．A + B → C → Dのような
反応があった場合，次のような全ての反

応経路とともに関与する化学物質がデー

タベースに蓄積される．

A + B → C
A + B → D
C → D
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8. 作成経費
有料サービスによる収入で全ての経費が

まかなわれている．

9. 利用方法
利用に当っては，STNのログイン IDと
パスワードが必要である．STNのログイ
ン IDは STNの他のデータベースにも共
通に利用可能であり，下記のいずれかか

ら入手できる．

(社)化学情報協会
(http://www.jaici.or.jp/)
科学技術振興事業団

(http://www.jst.go.jp/)
専用回線またはインターネット経由で利

用できる．

10. 従来の経緯
CASREACT ファイルは当初 CA 由来
の反応情報のみを収録していた．後から

データベースに追加された InfoChem由
来のデータは INFOCHEM/FS，INPI由
来のデータは INPI/FSで限定できる．

11. 将来計画
有機化学関連の主要 30誌については，全
反応が収録されるようにデータベースの

拡大を行う．

12. 本稿執筆者
(社団法人化学情報協会) 廣田勇二

XII Beilsteinデータベース

1. 英文名称
Beilstein Database

2. 略称
BEILSTEIN

3. 作成者
BEILSTEIN Chemiedaten und Software
GmbH
(http://www.stn-international.de/
stndatabases/databases/beilstei.html)

4. 連絡先
社団法人化学情報協会 情報事業部

(http://www.jaici.or.jp/)
5. 内容
有機化学分野における主要な化学構造，

ファクト情報および合成反応情報を集録

するデータベースである．収録されてい

る情報は，化学的データ，電気化学的特

性，電気的・磁気的性質，物質同定情報，

光学的特性，薬理学および生態学データ，

物理的・機械的性質，反応情報，安全性

データ，スペクトルデータ，熱力学的性

質などである．

6. データ量
1779年以降BEILSTEINハンドブックに
収録された 800万以上の化学物質に対す
るファクト情報が収録されている．

9. 利用方法
利用に当っては，STNのログイン IDと
パスワードが必要である．STNのログイ
ン IDは STNの他のデータベースにも共
通に利用可能であり，下記のいずれかか

ら入手できる．

(社)化学情報協会
(http://www.jaici.or.jp/)
科学技術振興事業団

(http://www.jst.go.jp/)
専用線およびインターネット経由で利用

できる．

10. 従来の経緯
ドイツのバイルシュタイン研究所が発行

する世界最大の有機化合物のハンドブッ

クをデータベース化したものである．

12. 本稿執筆者
(社団法人化学情報協会) 廣田勇二

（2003年 5月 6日受付）
（2003年 5月 21日採択）
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調査報告

用語は名詞でなければいけないか？

— 用語規格における用語の品詞的考察 —

The Grammatical Forms Parts of Speech of Terms

Presented in Term Standards

太田 泰弘 ∗

Yasuhiro OTA

JIS用語規格に収載される用語の品詞の大部分が名詞である実態を調査し，名詞が優先的

に収載される理由について若干の考察をこころみた．専門分野ごとに作成される用語集およ

び用語規格が「もの」に関する用語を対象として作成されているという既成事実が名詞重視

に大きく影響しているものと思われる．しかし，行為を対象とする学術領域にあっては基本

用語は動詞であり，感覚を対象とする学術領域によっては基本用語は形容詞であることから，

用語規格に採用する用語の品詞的制約を排除することに積極的に取り組むべきである．

Most of terms presented in term standards are nouns. Using ISO International Stan-

dards and Japanese Industrial Standards (JIS), the author examined this matter. Though

the history of technical vocabularies in which nouns are preferable results to prepare the

noun-oriented term standards, the primary terms in technical fields investigating behav-

ior and perfection are verbs and adjectives, respectively, and the other forms besides

nouns should be accepted in term standards.

キーワード：用語規格，用語，標準化，ISO，JIS，

term standard, term, standardization

1 用語規格における用語

我々が日常使用する言語 (日常言語：natural
language)の最小単位は語 (word)であり，日
常文 (sentence)はその集合である．語は自然
に生まれ自然に消滅するものであるから，語

のもつ概念は不安定であり，情報を正確に伝

達することが要求される専門分野では，語の

集合である日常言語をそのまま使用すること

は誤解のもととなる．情報の正確な伝達を意

図する専門言語 (special language)が必要と
される理由である．

専門言語の最小単位は用語 (term)であり，
学術資料 (technical document) はその集合
である (図 1)．用語について国際標準化機関

∗ 文教大学 国際学部
Faculty of International Studies, Bunkyo Univer-

sity

y.ota@tcn-catv.ne.jp

(ISO)が定めた定義は「verbal designation of
a general concept in a specific field(ある特
定の主題分野におけるある一般概念の音声表

現)」(ISO 1087-1:2000) であり，この定義を
もつ表現 (語)が用語となる．学術資料は用語
で構成されていることが望ましいのだが，実

在する学術資料は，定義が明確な用語だけで

構成されているわけではなく，定義が明確で

ない語が用語と用語とをつないでいるといっ

てもよいだろう．

学術資料のなかで用語の使用をもっとも厳

しく規制しているものは規格であり，規格の

なかで使用される用語については，限定され

た分野の中で一括し，独立の規格 (用語規格)
を制定することが多い．坂倉[1]が 2002年 8月
現在でまとめたデータによると，制定された用

語規格は日本工業規格 (JIS)で 363規格，ISO
国際規格で 394規格，IEC国際規格で 164規
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図 1 日常言語と専門言語

格である．これらの用語規格に収載されてい

る用語を一瞥すると，それらの大部分が名詞

であることに気がつく．このことは用語規格

に限らず，広く用語集に見られる傾向である．

学術分野によっては，行動をあらわす動詞や

状態をあらわす形容詞が用語が幅をきかす分

野が存在するはずだが，なぜ用語の品詞が名

詞に集中するのであろうか．

本論文では，用語規格に用語を採択するに

あたっての品詞的制約，および品詞という観

点から用語関連の日本工業規格 (JIS)に収載
された用語について調査した結果をふまえ，

名詞以外の品詞を収載するにあたっての問題

点を指摘し，名詞以外の品詞の採択を促進す

ることを提案する．

2 用語規格に収載された用語の大部

分は名詞である

“JIS工業用語大辞典”(5版，2001)は，日本
工業規格 (JIS)3622件に収載された約 118,000
用語を収載する辞典である．収載された用語

の大部分は名詞であり，動詞は 172，形容詞は
106，助動詞は 5にすぎない．しかし，この事実
は日本だけに限らない．たとえば，ドキュメン

テーション用語に関する ISO国際規格 (ISO

5127:2001 Documentation and Information
— Vocabulary)には 1090用語が収載されて
いるが，動詞はそのうちのわずか 1用語に過
ぎない．なぜ用語は圧倒的に名詞なのであろ

うか．

まず，国際規格を作成するための指針 (“Rule
for the Structure and Drafting of Inter-
national Standards”, ISO/IEC Directives,
Part 2, 4th ed., 2001) をみてみよう．その
附属書 C「用語の原案作成及び表し方」には
用語の文法形式について以下のような記述が

ある．

C.3.4 Terms shall in general be pre-
sented in their basic grammatical form,
i.e. nouns in the singular, verbs in the
infinitive. (用語は，一般に名詞は単数
形，動詞は不定形というような基本的文

法形式で表現せねばならない．)

用語集作成に関する ISO 国際規格 (ISO
10241:1992) には用語の品詞について以下の
ような記述がある．

6.2.2 (一部) In general, the term shall
be presented in its basic grammatical
form, i.e. a noun in the singular; an ad-
jective (in inflectional languages) in its
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uninflected form; a verb in the infinitive
(without the word “to” in English). If
the term is a noun or a noun phrase,
it shall not be preceded by an article,
provided that this is consistent with the
grammar of the language. (一般に，用
語は基本的な文法形式で示さねばならな

い．例えば名詞は単数形，形容詞 (語尾
変化を持つ言語の) は非変化形，動詞は
不定形 (英語では “to”をつけない) とす
る．用語が名詞又は名詞句である場合に

は，当該言語の文法に拠っていても，冠

詞を最初につけてはならない．)

日本では，1990年に制定された「規格票の
様式」(JIS Z 8301:1990)の参考資料 (参考 3：
用語規格の作り方)のなかに，用語について以
下のような記述がある．

4.4.4(1) 定義の文章は，一般に名詞又は

動詞で終わる形で表現してあるので，対

応する用語も，それぞれの名詞形又は動

詞形とする．

この規格は 2000 年に改正された．その本
文には用語の使用に関して以下のような記述

がある．

7.2.2 専門用語専門用語は，用語に関す

る日本工業規格に規定してある用語，及

び文部省編集の学術用語集に記載されて

いる用語を，この順位に従って用いる．

改正にあたって，これまで参考 3として収
載されていた「用語規格の作り方」は削除さ

れた．解説によれば，「参考 3は対応国際規格
との整合化が必要であり，後日に整備するこ

ととなった．」というのが削除の理由である．

削除と入れ替えに作成された「JIS用語規格
の作成方法に関する JIS原案」には，以下の
ような記述がある．

5.2.6.4 b) 定義は，一般に名詞又は動詞

で終わる形で表現しているので，対応す

る用語も，それぞれの名詞形又は動詞形

とする．

定義が用語の品詞を決定するという記述に

は違和感を感じるが，いずれにしても，この

原案はいまだに JIS化されず，その理由は明
らかにされていない．用語集の作成に関する

ISO国際規格 (ISO 10241)の改正が審議中で，
これとの整合が求められているためだという

意見もあるが，憶測にすぎない．いずれにし

ても，規則上では規格用語 (用語規格に収載さ
れる用語)として採択されるのは名詞又は動
詞であり，他の品詞は規格用語の対象になり

そうにない．

情報検索の道具として使用されるシソーラ

スも用語の集合であり，ここでも用語の品詞

についての記述がある．「シソーラス作成のた

めのガイドライン」(ISO 2788:1986)の該当部
分を要約して以下に示す．

6.2 Forms of terms
6.2.1 Nouns and phrases An indexing

term should be preferably consist of a noun
or a noun phrase. Noun phrases belong to
the category of compound terms, and occur
in two forms. (索引 用語は名詞または名詞
句であることを優先すべきである．名詞句は

複合語のカテゴリーに属し，2種類の形式が
ある．)

a) Adjectival phrases This class also in-
cludes those single-word compounds which
can be factored morphologically into a noun
plus a modifying difference having an adjec-
tival function. (形容詞句このクラスには，名
詞と形容詞的機能をもつ修飾的差異とをつな

げて形態的に単一の用語として機能する複合

語が含まれる．)
b) Prepositional phrases Those parts of a

compound term which function as differences
should be considered as potential sources of
extra terms in a thesaurus. When difference
consists of an adjective, the noun from which
the adjective was derived should be prefered
as the extra candidate term. If these terms
are accepted, the thesaurus should display
reciprocal relationships between the extra
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term and compound term as a whole. (前
置詞句 このクラスは差異として機能する複合

語であって，シソーラスにあっては追加用語

の潜在的供給源とみなされる．相違が形容詞

で示される場合には，形容詞によって修飾さ

れる名詞を追加語の候補にあげるべきである．

もしこれらの用語が採用される場合には，シ

ソーラスには追加語と複合語との相互参照関

係を示すべきである．)

6.2.2 Adjectives
6.2.2.1 Adjectives used alone may oc-

cur in an indexing language in special cir-
cumstances considered below, but their use
should be avoided as far as possible. (特殊な
環境のもとでは形容詞を単独でも索引言語の

なかで使用してもよい．しかし，その使用は

できるだけ避けるべきである．)
6.2.2.2 Adjectives may be accepted as

single words in an index or thesaurus in situ-
ation such as the following: (以下に挙げるよ
うな状況下では，形容詞を索引またはシソーラ

スのなかで単一語として受け入れてもよい．)
［事例を省略］

6.2.3 Adverbs Adverbs such as “Very” or
“Highly” should not be used alone as index-
ing terms. A phrase begining with an adverb
should not be accepted as an indexing term
except when it has acquired a special mean-
ing with a jargon. (“very”, “highly”のごと
き副詞は単独で索引用語として使用すべきで

ない．副詞で始まる句は専門語とつないで特

別の意味をもたせる場合を除き，索引用語と

して受け入れるべきではない．)
Example: Very High Frequency

6.2.4 Verbs
Verbs expressed as infinitives or particles

should not be used alone as indexing terms.
Activities should be represented by nouns or
verbal nouns. (不定詞または分詞として表
現される動詞は単独で索引用語として使用す

べきでない．その働きは名詞または動名詞に

よって表現すべきである．)

Examples: Cooking (not cook)
Distillation (not distil)

この国際規格を参考に制定された JIS規格
「シソーラスの構成及びその作成方法」(JIS X
0901:1991)には，以下のような記述がある．

5.3 語の品詞

5.3.1 名詞

索引語は，原則として名詞又は名詞句によっ

て構成する．複合語で相違点となる部分は，シ

ソーラスへの追加候補とする．相違点が，名

詞以外の要素の場合は，原則としてそれに対

応する名詞を追加候補とする．これらの語を

使用する場合は，追加した語と複合語の相関係

をシソーラス中で表示することが望ましい．

5.3.2 形容詞及び形容動詞

“幼い”，“高い”などの形容詞及び “重大”，
“わずか”などの形容動詞語幹を単独で索引語
として使用しない．ただし，“垂直”，“勝手”
のように，名詞の用法も合わせもつ形容動詞

語幹は索引語とすることができる．形容動詞

語幹でも “トリビアル”のような借用語の場合
には，当該シソーラスが扱う領域において既

に理解されていれば，索引語とすることがで

きる．

5.3.3 副詞

“とても”及び “非常に”のような副詞を単
独で索引語として使用しない．

5.3.4 動詞

“閉じる”及び “製本する”のような動詞を
単独で索引語として使用しない．行為は，名

詞又は動詞からの転成名詞によって表現する．

ここでも用語として好ましい品詞は名詞で

あり，動詞及び形容詞は名詞に変換して用語

とすることをすすめている．

3 JIS用語の品詞

ここでいう JIS用語とは，“JIS工業用語大
辞典”に収載された用語を指す．すでに述べ
たように，JIS用語を作成するための指針で
は，用語として好ましい品詞は名詞及び動詞
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表 1 情報処理という行為に関する用語

動詞 名詞 動詞 名詞

JIS X 0001:1994 (MOD ISO/IEC 2382-1:1993) ISO/IEC 2382-1:1993

アクセスする ――― to access ―――

自動化する 自動化 to automate automation
情報化する 情報化 to computerize computerization
ダウンロードする ――― to download ―――

アップロードする ――― to upload ―――

デバッグする ――― to debug ―――

JIS X 0002 (MOD ISO 2382-2:1976)

写像する 写像 to map (over) map, mapping
否定する 否定 to negate negation
けた上げする けた上げ to carry carry
正規化する ――― to normalize, to standardize ―――
――― 打切り ――― truncation
丸める ――― to round ―――

切り捨てる ――― to round down ―――

切り上げる ――― to round up ―――

四捨五入する ――― to round off ―――

基準化する ――― to scale, to normalize ―――

量子化する ――― to quantize ―――

サンプリングする ――― to sample ―――

比較する ――― to compare ―――

値域を定める ――― to range ―――

に限定されているが，実際にはこれに形容詞

および助動詞が加わる．

名詞以外の品詞を収載しているJIS用語規格
のいくつかを取り上げて，それらの扱い方をみ

てみよう (表 1, 2, 3, 4)．表 1は情報処理用語
に関する名詞および動詞のリストである．JIS
用語規格では動詞は敬遠されているのだが，国

際規格の翻訳であるために名詞に代わって動

詞が収載されたのかもしれない．表 2は繊維
製品の燃焼性に関する名詞および動詞のリス

トである．ISO国際規格に両者が併載されて
いるため，これと同等である JIS用語規格にも
併載されたのであろう．表3は味覚に関する名
詞および形容詞のリストである．ISO国際規
格では名詞およびそれに対応する形容詞が併

載されているが，JIS用語規格では形容詞は削

除され，これに反してアメリカのASTM規格
(ASTM E 253:1999)では形容詞が優先してい
る．表 4はJIS用語になっている助動詞のリス
トである．すべて情報処理に関する JIS用語
規格 (JIS X 3003および X 3030)に収載され，
いずれも対応する国際規格 (ISO/IEC 10279
および ISO/IEC 9945-1)からの翻訳であるこ
とに注目したい．JIS規格の作成方法に関す
る JIS規格 (JIS Z 8301)には文章に使用され
る助動詞の使い方を示している．国際規格作

成に関する指針 (ISO/IEC Directives, Part 1:
“Rules for the Structure and Drafting of In-
ternational Standards”, 4th ed., 2001 Annex
G Verbal Forms for the Expression of Pro-
vision)には助動詞の使いかたについての規定
があり，それとの整合がはかられている．JIS
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表 2 状態の変化に関する用語

動詞 名詞 動詞 名詞

JIS L 1091:1999 (IDT ISO 4880:1997) ISO 4880:1997

燃える (burn) ――― burn ―――

炭化する (char) 炭 (char) char char
発炎する (flame) 炎 (flame) flame flame
着火する (ignite) 着火 (ignition) ignite ignition
着火させる (ignite) 着火 (ignition) ignite ignition
焦げる (scorch) ――― scorch ―――

――― くすぶり (smouldering) ――― smouldering
――― 赤熱 (glowing) ――― glowing

表 3 味覚に関する用語

JIS Z 8144:改正原案 ISO 5492:1992 ASTM E 253:2002
(MOD ISO 5492:1992)

形容詞 名詞 形容詞 名詞 形容詞 名詞

――― 酸味 (sourness, acidity) sour sourness sour ―――

――― ――― acid acidity ――― ―――

――― ――― sourish sourness ――― ―――

――― ――― acidulous ――― ――― ―――

――― 苦味 (bitterness) bitter bitterness bitter ―――

――― 塩味 (saltiness) salty saltiness salty ―――

――― 甘味 (sweetness) sweet sweetness sweet ―――

――― うま味 (umami) ――― ――― ――― ―――

――― 辛味 (pungency) ――― ――― ――― pungency
――― アルカリ味 (alkalinity) alkaline alkalinity ――― ―――

――― 渋味 (astringency) astringent, harsh astringency ――― astringency
――― おいしさ (palatability) ――― palatability palatable ―――

用語ではないが，それに準じるものとみなし

て表 4に併載しておく．定義文をみてわかる
ように，この文面は用法であって定義とはい

えない．

4 定義の文章

用語集作成に関する国際規格 (ISO 10241:
1992)には，以下のような記載がある．

5.2.5 Formulating definitions
a) The definition shall have the same

grammatical form as the term. Thus, to de-

fine a verb, a verbal phrase shall be used; to
define a singular noun, the singular shall be
used. (定義は用語と同じ文法形式をもたねば
ならない．したがって，動詞を定義する場合

は動詞句を，単数名詞を定義する場合には単

数句を使用せねばならない．)

用語が名詞であれば，定義は名詞句で，用

語が動詞であれば，定義は動詞句で記述する

ということである．

ASTMの用語集作成指針 (ASTM E 1964:
1998 Standard Practice for Compiling and
Writing Terminology)は，用語が名詞，動詞，
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表 4 規格用語として収載されている助動詞

JIS Z 8301に収載されている用語は規格用語ではない．

しなければならない（shall）
JIS X 3003 この用語は要求の意味で用いる．即ち，規格に合致しているといえるために，

このプログラムがとらなければならない形及び処理系がとらなけらばならない

動作を規定することを示す．

JIS X 3030 文脈に応じて，実態に関する要求事項又はこの規格に厳密に適合する応用プロ

グラムに関する要求事項を示す．

JIS Z 8301 規格に適合するために，厳密にこれに従い，これから外れることを認めない．

してはならない （shall not）
JIS X 8301 規格に適合するために，厳密にこれに従い，これから外れることを認めない．

することが望ましい （should）
JIS X 3030 (1)実装の観点からは，要求事項ではなくて推奨であることを示す．（2）応用

プログラムの観点からは，プログラムの方法に関する推奨及びこの規格が厳密

に適合する応用プログラムの要求事項を示す．

JIS Z 8301 このほかでもよいが，これが特に適していることを示す．又はこれが望ましい

が，必要条件とはしない．

しないほうがよい （should not）
JIS Z 8301 これは好ましくないが，必ずしも禁止しない．

してもよい （may）
JIS X 3003 この用語は，処理系に対する許容の意味で用いる．すなわち，規格合致処理系

が，ある機能を実現してもよいし，実現しなくてもよいことを示す．

JIS X 3030 任意機能を示す．実装者の観点からは，「してもよい」はこの規格では必須で

ないが，実装者が提供してもよい任意機能を意味する．この規格に厳密に適合

する応用プログラムの観点からは，「してもよい」は用いてはならない任意機

能を意味する．

JIS Z 8301 規格の立場に立って，これを許すことを示す．

する必要がない （need not）
JIS Z 8301 規格の立場に立って，これを許すことを示す．

できる （can）
JIS X 3003 この用語はプログラムに対する許容の意味で用いる．すなわち，規格合致プロ

グラムの中に，ある形式を書いてもよく，規格合致処理系がこのプログラムを

正しく処理しなければならない．

JIS Z 8301

できない （cannot）
JIS Z 8301
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形容詞である場合について，それぞれの定義

の記述方法を記載している．形容詞および動

詞に関する部分を以下に示す．

10 Definition — Adjectives
10.1 If an adjective is used with several

different nouns in a given field, it should be
defined separately. Combinations of an ad-
jective and a noun should be defined as com-
pound terms only when the combination has
a special meaning, symbols or other signifi-
cance that is not inferred from the separate
definitions of the adjective and the noun. (も
しある形容詞が所定の領域でいくつかの異なっ

た名詞とともに使用される場合には，別々に

定義すべきである．ある形容詞とある名詞と

の組み合わせは，その組み合わせが当該形容

詞および当該名詞それぞれの定義からは予想

できない特別の意味，記号，その他の意義を

有する場合にのみ，複合語として定義すべき

である．)

10.2 Do not attempt to define an ad-
jective when the concept in mind is best
represented by a specific noun modified by
that adjective, a compound term. In such
cases define the combination of adjective and
noun, for example define: (想定される概念が
形容詞によって修飾された特別の名詞，すな

わち複合用語，によってもっともよく表現さ

れる場合には，当該形容詞を定義してはなら

ない．このような場合には形容詞と名詞との

組み合わせを定義すべきである．)

10.2.1 aplanatic lens, n — a lense cor-
rected for spherical aberration and coma.

10.2.2 Do not define aplanatic, adj.

10.3 When an adjective is sufficiently
general to warrant a definition by itself,
make sure that its definition is an adjecti-
val phrase of gerund form, for example: (形
容詞自身を定義することが正当であるとみな

される場合には，その定義は動名詞形の形容

詞句とする．)

10.3.1 acoustic, adj. — pertaining to
sound waves or sound fields.

11 Definition — Verbs
11.1 In conformance with common dic-

tionary usage, state verbs in the infinitive
rather than the particle form, for example,
abrade rather than abrading. Follow the
term with “v” to indicate the part of speech
and begin the definition with “to”. An ex-
ample follows: (通常の辞書用法にあわせ，動
詞の定義は分詞構文ではなく，不定詞構文と

する．用語の後に “v”を付記し，定義を “to”
で始める．)

11.1.1 sample, v — to obtain a portion
of a material.

11.1.2 Sometimes the participle or
gerund form may be preferable if it is
commonly used and treated as a noun, for
example, fretting, n.; glassblowing, n. (分詞
形または不定詞形は，それらが広く名詞と

して使用されるような場合には，採用して

よい．)
11.1.3 Show “vi” or “vt” as part of

speech for intransitive or transitive verbs if
clarity dictates. In some cases the same word
can be used as both a transitive and an in-
transitive verb. (明確さが求められる場合に
は，自動詞を “vi”，他動詞を “vi”で示す．)

For example; match these colors (vt);
these colors match (vi).

11.1.4 Although no general rules can be
given for the logical structure of the defini-
tion of a verb, the genus and differentia ap-
proach is still applicable. (動詞の定義の論理
的構造には一般的規則は定められていないが，

類概念および種差が定義のなかに含まれるよ

うにする．)
For example:
11.1.5 weld, v — to join pieces of mate-

rial by heat or pressure, or both, until they
form an integral unit.

11.1.6 The genus is “to join pieces of ma-
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terial”; the rest of the definition is the dif-
ferentia.

「規格票の様式」(JIS Z 8301:2000)によれ
ば，定義は文章の形ではなく，名詞句の形で

表すことになっている (5.5.1)．したがって，
用語が名詞以外であっても定義は名詞句とな

り，「・・・であること」で終わることになる

のだが，かならずしも守られていないのが実

情である．

5 用語が名詞に集中する真の原因

JIS用語規格に限らず，日本の用語集に収
載される用語はなぜ圧倒的に名詞なのであろ

うか．中山[2]はこの課題について短い論文を

まとめているので，関連部分を以下に示そう

(収載にあたって著者の論旨を変えない範囲で
手直しした)．

いったい，用語集とは何であろうか．用語

を集めたものであるとすれば，確かに “学
術用語集”は説明文なしの名詞だけが並ん
でいるし，他の用語集もそれに準じている．

では，同じ用語が並んでいる，いわゆる辞

典 (“広辞苑”，“言泉”など)は用語集ではな
いのか．そちらには「動き」，「動く」，「動

かす」など，自動詞，他動詞が採用されて

いる．一方，“電子情報通信用語辞典”には
説明文まで付いているが，採用されている

約 12,000語はすべて名詞形である．それな
ら用語集は名詞形で十分かと言うと，「変調

波」は，ある信号波を別の波で変調をかけ

るときに変調する波か，変調をかけられる

波か，またはすでに変調された波か，正直

なところ，わかりにくい．しかし，言葉を

取り上げ，これを並べる際，非常に単純な発

想であるけれども，現実的に対象とする言

葉には具体的なものの名前など名詞が多い

こと，さらに動詞も動作としてとらえて抽

象概念を対象とすると，名詞形にしておく

ことができ，幅広く用語を羅列するのに便

利であるに違いない．形容詞や副詞は，あ

くまで修飾語であるために言葉の主流派と

はなれない．これらの要素から見ても，商

品価値をあげるうえで無意識に名詞形が自

然に採用されたにすぎないという結論に達

する．

国立国語研究所がまとめた専門用語に関す

る調査報告には，専門用語の品詞に関して以

下の記述がある[3]．

専門語，とくにその典型としての学術用語

を集めた辞典をみると，見出し語のほとん

どは名詞である．「吸収」「循環」のような

動作的な概念でも，このような名詞形にし

ておけば，「吸収する」「循環する」という

動詞形をだす必要はないというのが，概念

の説明としての専門語辞典の立場であろう．

しかし，このことから専門語は名詞に限る

ということにはならない．言語的な立場か

らは，「吸収」「循環」が専門語である以上，

「吸収する」「循環する」も，さらに「吸収ず

み」「循環用」もそうだといわなければなら

ない．ここでも，専門語辞典はもの概念の

説明，国語辞典は言語のためにあるという

原則的な相違を再認識しておく必要がある．

柴田[4]は “類語大辞典”の序文のなかで「動
詞および形容詞は日常の言語活動において普

通に用いられるものであり，基本的な語とみ

なせる」と述べている．専門用語においても

同じであるはずだ．日本語の場合，基本語と

する動詞や形容詞は長い歴史をもつ在来語 (や
まとことば)が主体であって，定義をしよう
とすれば，かえって複雑な表現になってしま

う．漢字 (音読み)またはカタカナを使用する
名詞用語は基本語である在来語を使って定義

すればよく，名詞用語に「する」をつければ

簡単に動詞が作れるという事情も名詞優先の

要因になっているかもしれない．

情報処理は行為であるから，動詞が主流と

なり，関係する国際規格および JIS 規格には
動詞が多数掲載されている (表 1)．日本の用
語集が動詞を軽視するなかでの特異例といっ

てもよく，翻訳規格を作成する過程で対応す
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る名詞を追加する努力をしなかったのが不思

議といえる．

中山は「形容詞はあくまで修飾語であるため

に言葉の主流にはなれない」と述べたが，食感

覚用語の場合には用語の主流は形容詞である．

ISO国際規格では形容詞および名詞を併載し，
ASTM規格では形容詞のみを収載し，名詞を
排除している．しかし，ISO国際規格をモデ
ルとする JIS 規格では，名詞のみを収載し，
形容詞を排除している (表 3)．基本用語であ
る形容詞を規格用語から排除した理由は日本

語用語集の慣習によったまでのことであろう．

気になるのは定義文の書き方である．ISO国
際規格では「describes」，「pertaining to」で
始めているが，JISでは「に用いる形容詞」，
「に関する用語」，「すること」などで終わり，

混乱をきわめる．動詞についても同じことが

いえる．動詞の定義文は国際規格では動詞句

で，JIS規格では名詞句で書くことになって
おり，前者では定義文を不定詞で始めること

で統一されているが，後者では文末が定まら

ない．

定義の書きかたに統一性がないことを名詞

以外の品詞を規格用語にとりあげない理由に

するのは些細なことかもしれない．国立国語

研究所の報告が述べるように，用語規格を含

め，日本の用語集は「もの概念の説明」，すなわ

ち名詞を主体とする用語の集合だと割り切っ

てしまうほうがよいかもしれない．

6 まとめと提言

JIS用語規格に収載される用語の品詞の大
部分が名詞である実態を調査し，名詞が優先

的に収載される理由について若干の考察をこ

ころみた．用語が名詞に集中する主たる根拠

は，JIS制定の根拠になっている「工業標準化
法」の第 1条に「この法律は，適正かつ合理的
な工業標準の制定および普及により工業標準

化を促進することによって，鉱工業品の品質

の改善，生産能率の増進，・・・」に示される

ように，モノが対象になっているためである．

一方で，言語学者は日本語の言語構造が要因

になっていると指摘しており，この立場から

の解明をさらに進める必要を感じている．

行為を対象とする学術領域，たとえば情報

処理，調理操作など，にあっては基本用語は

動詞であり，感覚を対象とする学術領域，た

とえば味覚など，にあっては基本用語は形容

詞である．これらの領域では用語として動詞

や形容詞を積極的に採択すべきであり，その

ために該当領域における概念体系の整備をは

かるべきであろう．

日常語を掲載する辞典では，見出し語は基

本形とする，つまり基本形を収載すればこれ

から類推される派生語は収載しないという慣

習があるそうだ．動詞の場合，在来語であれ

ば終止形，外来語であれば「する」を除いた

ものが基本形となる．用語でも同じことで，

情報処理の分野でいえば，「自動化」を収載

すれば「自動化する」は収載する必要はなく，

「automate」を収載すれば「automation」は収
載する必要はない．味覚の分野では，「甘い」

「sweet」を収載すれば，「甘味」「sweetness」を
収載する必要はない．どの品詞を収載するか

は言語によって異なるだろう．漢語 (中国語)
では漢字自体に品詞区分はないから，品詞区

分を加味した定義を与えることになる．こう

なると，用語規格では完全一致の翻訳規格を

作成することはナンセンスという意見が現実

味を帯びてくる．国際規格では動詞であって

も対応する国家規格では名詞にするなど，言

語特性への配慮が今後の課題となる．

次の課題は，用語または形容詞を用語とし

て採用した場合に定義文の文脈をどのように

標準化するかである．JIS用語規格では，用
語が動詞の場合でも名詞句を採用し，「・・・

すること」とするように推奨しているが，動

詞には動詞句を採用することが自然のように

思われる．形容詞の場合には「・・・に関す

る」という形容詞句が思い浮ぶが，これが最

良というわけではなく，「・・・に関する形容

詞」として用語が形容詞であることを明示す

るのがよいかもしれない．
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もはや，ゆきあたりばったりの対処ではす

まされなくなった．言語資源という新しい概

念が広まるさなか，用語規格の作成について

基本的な見直しが求められている．
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「動き」を採り入れた電子マニュアルの製作と

CGアニメーション画面のユーザビリティー評価

Production and Usability Evaluation

of an Animation-Based E-Manual

for “Eye Ball Motion Measurement Equipment”

能城 正志 ∗ 野須 潔 ∗, †

Masashi NOJO and Kiyoshi NOSU

本研究速報は，大学の教育研究で使用する機材を対象にマルチメディア技術を用いた電子

マニュアルを製作するとともに，製作した電子マニュアルのユーザビリティー評価の評価結

果を報告する． 製作したマニュアルは，電子マニュアルの重要な特徴の一つである「動き」

に重点を置いて開発した． 電子マニュアルの評価を行った結果，測定機器の微妙な校正・調

整作業などテキストだけでは理解が容易でない操作項目に対して，「動き」は重要であること

が確認された． 同時に，CGアニメーション表示時間・速度，画面デザイン・機能，動画を

含めたメディア選択等について今後さらに検討する必要があることが分かった．

This Notes describes the development of an electronic manual (e-manual), which used

multimedia technology to explain the equipment used for the education and research of

a university. The repot also describes the result of usability evaluation of the e-manual.

The produced e-manual emphasized the “motion”, which is the most significant feature

of an e-manual. The result of evaluating the e-manual with motions shows

（1）An e-manual with motions is useful to obtain the skill to operate equipment, which

is not easy to understand.

（2）However, further investigations are necessary for the showing time of CG animation,

display designing and functions and the selection of media including video.

キーワード：マルチメディア，電子マニュアル，アニメーション，動き，ユーザビリティー

Multimedia, e-manual, Animation, Motion, Usability

1 はじめに

近年，従来の紙マニュアルに替わり，パソ

コンやインターネット上で閲覧する事が出来

る，電子マニュアルが徐々に増加の傾向が見

られる．電子マニュアルでは，テキストや口

頭説明では，理解が容易でない事項を，マル

チメディアにより容易に理解することが可能

になる．

今回，視線軌跡を測定する「眼球運動測定

∗ 東海大学 開発工学部
School of High-Technology for Human Welfare,

Tokai University
† nosu@wing.ncc.u-tokai.ac.jp

装置」を対象に電子マニュアルを作成し，そ

のユーザビリティー評価を実施したので報告

する．本電子マニュアルは，測定機器の微妙

な校正・調整作業など「動き」に対して重点

を置いて開発した．

第二章は，各種委員会，研究機関等におけ

る電子マニュアルに関する検討状況及び本報

告の位置付けを明らかにしている．第三章は，

「動きのある電子マニュアル」の製作について

述べる．第四章は，製作した電子マニュアル

の評価方法及び評価結果について述べる．第

五章は，本研究の結果をまとめる．
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2 電子マニュアルの検討状況

ここで扱う「マニュアル」とは，「製品を動作

されるために必要な所定の操作，あるいは何

らかの作業工程において所定の作業内容・順

序などを解説したり，操作や作業中に発生し

た問題の解決のためのヒントを与えることを

目的に作成されるドキュメント」を指す．マ

ニュアルの電子化は，既に各種委員会，研究

機関等において，ユーザビリティー評価指針

などの検討が行われている[1–5]．本章は，マ

ニュアル電子化の意義及び情報提供様式の特

徴について既に行われた検討結果を概説する

とともに，本報告の位置付けを述べる．

2.1 マニュアル電子化の意義

マニュアル電子化の意義を利用する立場で，

見てみると以下のように要約される．

©1 省スペース
©2 情報の複製，編集の簡易化
©3 情報伝送システムの整合性向上
©4 アクセシビリティ向上による情報共有化

2.2 紙マニュアルと電子マニュアル

の情報提供形式の比較

情報提供形式から電子マニュアルを考えて

みよう．電子マニュアルの特有の要素として

以下の 6つが考えられる．

• 動きの表現
• 音声，効果音等の組み合わせ
• シミュレーション (擬似的操作)
• 3D-CG
• リンク機能
• ネットワーク

「動き」の要素を統合もしくは併用するこ

とにより，電子マニュアルは既存の紙マニュ

アル以上に，ユーザーにとってわかりやすい

マニュアルとなると期待される．

コースウエアとしてのマルチメディアマニ

ュアルの学習効果，コピー機の簡単な表示の

使い勝手の評価などの報告がある[4][5]．また，

設計図面から組み立て過程を「動き」のある

マニュアルを製作するソフトも既に商品化さ

れている[6]．本研究では，測定器の校正，調

整などノーハウに近い技能を伝達することに

主眼をおいてマニュアルを製作した．

3 動きのある電子マニュアルの製作

3.1 マニュアルの対象と表現メディ

ア

マニュアル化の対象としたのは，眼球運動測

定装置である．微弱赤外線放射器と眼球での

反射赤外線を検出する素子が組み込まれたサ

ングラスタイプのゴーグル，測定回路，校正・

調整回路などから成り立っている．機器の調

整，校正作業が中心の本マニュアルでは，そ

れらの作業に必要な情報を効果的にユーザー

に示すことが有用と考え，ビデオでなく CG
アニメーションを「動き」の表現メディアと

して採用した．視点の変更など画面の修正が

容易であること，作業に直接関わるモノのみ

を表示出来る等が CGアニメーションを用い
た理由である．

製品，操作対象，使用者は，以下の通りで

ある．

製品：眼球運動測定装置 (竹井機器製)
操作対象：装置組み立て，校正，調整

使用者：理系大学生，技術者

3.2 製作環境

HTMLを基本に今回の電子マニュアルを製
作した．動きの表現，シミュレーションの部

分は，macromedia社のアニメーション製作ソ
フト，FLASHを用いて製作した．利用者は，
Flash Playerを容易にダウンロードし，WEB
上で，FLASH コンテンツを再生できる．
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3.3 電子マニュアル使用環境

眼球運動測定器は，ラックに組み込まれ，実

験室内で使用する装置であるから，ユーザー

は PCから，WEBサイトにアクセスして利
用することとした．

3.4 製作コンテンツの構成

図 1は，製作コンテンツの構成を示してい
る．TOP ページから関連ページに，リンク
が張られている．本マニュアルの特徴である

「動きのある」説明の例を付録 Aの付図 Aに
示す．付図A-1，付図A-2は，測定器の調整，
校正に関わる説明で，付図 A-3は，機器の接
続変えに関する説明である．

図 1 電子マニュアルの構成

4 製作マニュアルの「動き」の評価

測定

ユーザビリティー（Usability:）は，使い勝
手などと訳されている．ISO9241-11 3. では，
ユーザビリティーを以下のように定義してい

る[7]．

ユーザビリティーとは，特定の文脈で特定

の目的を遂げるために製品を使う場合におい

て，使用の有効性，使用効率，満足度の度合

いのことである．

本研究では，装置操作の技能，ノーハウを

説明する電子マニアルにおいてアニメーショ

ンによる説明の有効性，満足度を中心にユー

ザビリティーの測定評価を行った．

4.1 評価方法

製作した電子マニュアルは，質問紙法およ

び面接法の一つであるグループインタビュー

法 (集団面接法)を併用して実施した．
面接法も質問紙法も，人のこころの内面変

化を言語を媒介にして解明しようとする点で，

共通しているが，その長所と短所はちょうど

裏表の補完関係になっている[8][9]．質問紙法

では，質問内容を同一にし，多くの人に同時

に試行できるという特傲がある．その反面，

質問を読み間違えたり，動機付けが低かった

り，否定的な場合は，回答が歪曲されるなど

質問を受ける側によって多くの問題が．生じ

る．また，チエックすることが，困難な場合

が多い．

一方，面接法では，一斉に大量のデータを

とることができず，時間がかかるが，質問に

ついて補足や説明ができ，また，被面接者の

拒否的な態度を和らげたり，そうした態度を

チエックすることができる．相手の回答に応

じて，より深い質問をしたり確かめたりする

ことができる．5–10名程度の被面接者集団に
対して面接調査を行うグループインタビュー

法は，個人が集団の一員として安心して参加

でき，また，他の被面接者の意見から自分の見

解が引き出されるといった利点があるが，特

定の非面接者の意見に他の非面接者に引きつ

られることがないように，進行に注意する必

要がある．

以上，まとめれば，質問紙法は．多数の資

料を短時間に得て，それを客観的に分析し，心

の内而を幅広くとらえようとするものであり，

面接法は，対象は少ないが，時間を掛けて丁

寧により深いレベルで心の内面をとらえよう

とするものである．

製作した電子マニュアルの評価の概要は，

以下の通りである．
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（1）評価手順

©1 被験者が，製作した電子マニュアルを閲
覧後，実際に，眼球運動測定器を試用

©2 質問紙法 (アンケート調査法)により，電
子マニュアルの特徴等を定量的評価

©3 質問紙法の結果をもとにグループインタ
ビュー法によりより深い質的評価データ

収集

（2）評価対象者

©1 年齢層： 理系大学生
©2 被験者数：13名
©3 グループインタビューの単位：4–5名／
グループ

4.2 アンケート調査法によるユーザ

ビリティー評価結果

「動き」がある電子マニュアルの利点に関

するアンケート結果を付録 Bの付図 B に示
す．過半数の支持を得た利点は，以下の項目

である．

• 静止画でなく，動画が表示できる．
• ネットワークを通じて，PC，PDAなど
さまざまな端末で最新版を得ることが出

来る．

• 大量のマニュアルをCD，DVDなどのメ
ディアで携帯しやすい．

• アニメーション，ビデオなどにより順を
追って表示されるので，理解しやすい．

4.3 グループインタビュー法による

評価結果

グループインタビューで得られた主なポイ

ントをまとめると以下のようになる．

(A) 今回製作した電子マニュアルの評価

• 結構分かりやすかった
• 図や動画などを多く使えるので，理解し
易い

• 順を追って説明されると楽
• アニメーションの再生スピードは，ちょ
うど良かった

• アニメーションの経過時間が，長くなく
て見やすかった

• ナビゲーションで，リンク可能な所を，共
通にするとわかりやすい

(B) 今後の電子マニュアルについて

• 動きはあった方がいい
• アニメーションの経過時間が長いと，理
解しづらくなる可能性がある/ 長いと集
中力が途切れる．

• 検索に対して，早い応答が必要
• FAQの更新を，頻繁にするとよい
• 機能については，ON／OFFで有効／無
効にする

• 疑似体験を出来るような，操作が入ると
理解しやすい

4.4 評価結果の考察

今回製作した電子マニュアルの「動き」評

価結果は，比較的良好であった．それは，測

定器の校正，調整のような理解が容易でない

項目に対しては，マニュアルの「動き」は，必

要事項であることを示している．

グループインタビューで，アニメーション

の再生時間に関するコメントが，多数あった．

一つのアニメーションの再生時間は，10秒以
下に抑えて製作した．アニメーションの再生

スピード，再生時間についても，ちょうどよ

いとの評価が多かったが，アニメーション再

生時間，スピードの最適設計は，今後の課題

である．

また，「機能のON/OFF」に関する指摘がグ
ループインタビューであったが，画面上のク

リックボタンの配置，デザインとともにユー

ザーの理解力，修得技能レベルに適用する機

能が必要であることを示している．

付図 Bの電子マニュアルに期待される利点
のアンケートでは，「5.アニメーション，ビデ
オ等により，楽しみながら，情報を得ること
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ができる」の評価が非常に低い結果であった

(38%)．この結果は，電子マニアルと一般の
マルチメディア教材へのユーザーの要望の違

いを示唆している．

5 まとめ

「動き」を採り入れた電子マニュアルを製

作し，アニメーションによる装置操作の技能，

ノーハウの説明の有効性，満足度等ユーザビ

リティーの測定評価を行った．その結果，測

定器の校正，調整といったテキストや静止画

だけでは，理解が容易でない項目に対しては，

「動き」を採り入れた説明を多くのユーザーが

求めていることが示された．

今後，更に，以下のことを調査し，より具

体的な電子マニュアル製作指針を明らかにす

る予定である．

（1）アニメーション再生時間，スピードの最
適設計

（2）利用者の属性，提供情報の属性，「動きの
表現方法，ディスプレーなどヒューマンイ

ンターフェースの間の相互関係の明確化

（3）マニュアルの項目，ユーザーの理解レベ
ル，製作コストから見た音声，文字，写

真，ビデオ，静止画，CG-アニメーショ
ン等表現メディアの選択指針
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A 「動きのある説明画面」の例

(1) センサー左寄り (2) センサーと眼球中心一致 (3) センサー右寄り

付図A-1 センサーの左右調整ページ FLASHムービー部

図のようにセンサーの動きと同時に，画面右下にあるカラーメーターで正しい位置を確認する

ことが可能である．また，センサー部をクリックすることにより，センサーの動きを停止／再生

する事が可能である．

付図A-2 X軸の微調整ページ FLASHムービー部

図のようにテキスト部は，濃淡を使い，項目を一つずつ表示することが可能である．また，機

器で注目すべき箇所は，マーキングが表示される．目盛の針は，動きと同時に，振れ幅を確認す

ることが可能である．また，OK／ NGのボタンで正しい振れ幅を確認することが可能である．
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(1) (2) (3)

付図A-3 接続図実視野データ処理対応システムページ FLASHムービー部

機器の正面図 (1)の図の丸部 (左上)をクリックすると，図 (2)のように背面へ変化する．これ
により，どの機器の概観を確認することが可能である．

また，図 (2)の丸部 (下中)をクリックすると，どの機器に繋ぐのかということを，スクロール
することにより，確認することが出来る．(図 (3)参照)また，図 (3)の丸部 (左上)をクリックす
ることにより，接続された機器の全体マップの表示／非表示を切り替える．

B アンケート結果より

付図 B 電子マニュアルに期待される利点のアンケート結果（複数選択可）

（2003年 5月 27日受付）
（2003年 6月 11日採択）
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報告会雑感

第 11回（2003年度）研究報告会雑感

平田 周

今年度の研究報告会には，14の研究報告 (特別・招待講演を除く)が行われ，盛況であった．報
告会を聞いた一聴衆として思ったことを述べ，参加できなかった会員の方々に，状況をお伝えす

るとともに，今後の研究報告会で改められるべき点などについて，私見を述べたいと思う．それ

ぞれ内容の高い研究が発表されたが，それらについて評価をするだけの見識はなく，あくまで雑

感である．

なお，このような研究報告会は，関西など東京以外の地でも行われるべきかと思った．

情報知識学の研究領域の広さ

毎年のことであるが，情報知識学会が対象とする研究領域は広く，むしろあいまいであること

から，報告される研究領域は多方面にわたっている．ディシプリンが不明確という問題はあるが，

さまざまな学問が錯綜し，境界がはっきりしなくなっている今日の情勢からすれば，非難される

ことではないであろう．むしろどのようなテーマであってもあまり気兼ねなく報告ができるとい

う点は，情報知識学会の特色として積極的に評価されるべきといえるであろう．「情報」という概

念の広さ，それを複合語とする単語の多さからいえば，当然のことといえる．ただ，設立後 10年
以上を経た当学会の研究活動分野にも，ある種のコア・コンピテンスが必要だとも考えるのだが．

発表された 14の研究報告を内容的に分類することは難しい．プログラムは，「情報学分野の実
態調査」「情報・解析ツールの提供」「特許情報」「知識情報の構造解析」「科学技術データの解析」

に分けている．きわめて大雑把にいえば，(1) 情報の具体的検索技術 (7編)，(2) データ・情報の
構造解析 (4編)，(3) 情報の本質・利用に関するもの (3編)ということになる．しかし，(1)と (2)
とを区分する確たる線引きはできない．

このことからみれば，「存在する情報あるいは文献の中から，必要なものを選び出し，かつ理解

や利用を容易にするための構造解析を研究する」ということが，現在の情報知識学会の主流をな

すといえなくはない．その意味では，当学会の研究領域がきわめて多方面にわたっていると上記

したが，これはあくまで観念的なこと，あるいは可能性ということになるのかもしれない．

情報処理学会と当会の差別化については，これまでも理事会などでしばしば論じられてきたが，

コンピュータのハードウエアやソフトウエアを基点にして情報の解析を行うことを旨とする情報

処理学会に対して，当学会のアプローチは，情報を基点にし，ソフトウエアは情報解析や利用の

ためのツールと考える立場であることが，報告された研究事例からもいえるように思われた．

より斬新な研究領域への挑戦

情報の検索や解析の価値を否定するものではない．ただ，これらがコンピュータ・サイエンス

に含まれる，あるいは隣接するテーマであるのは事実であろう．世間で関心が高まっている「情

報・知識」は，コンピュータやソフトウエアを利用した利便性の向上ではなく，情報や知識が社

会に与えるインパクト，グローバル化や ITによる情報伝達のスピード化が人々にもたらす影響，
情報の活用といった問題でもある．メディアや教育，あるいは個人情報の保護といった問題にも，

研究が広げられるべきだろう．

研究報告あるいは論文であれば，数式が並び，統計的処理あるいは数量的な分析を行うものが

内容的価値が高いものとして評価されやすい．しかし，情報知識学会の立場からすれば，理系的
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なものと，文系的なものを兼ね備えた存在，より正確にはその二つを含み，かつ超越 (止揚)した
ものであり，広い視野から問題をとらえる姿勢が望まれるのではないかと思われる．もちろん，

学術研究として，科学に立脚していることはもとよりではあるが．このことは，当学会が経営上，

会員の増強を強いられていることと無関係ではない．広く会員を求めるには，研究テーマはより

多岐にわたり，ビジネスという局面における情報や知識の問題を軽視することは避けられなけれ

ばならない．

これは，冒頭に述べた「当学会にコア・コンピテンスが必要だ」としたことと矛盾すると思わ

れるかもしれない．しかし，研究の範囲が拡大すればするほど求心的な力が必要となる．当学会

としての，ディシプリンあるいはフィロソフィなしには，多様な研究をまとめることができない．

プレゼンテーションで気になったこと

OHPからはじまって，現在ではほとんどがパソコンを使ってのプレゼンテーションへと変わっ
てきている．上手にレイアウトされた投影画面が，聴く者に理解しやすくしているのは間違いな

い．しかし，気になったのは，報告者の多くが，聴衆の顔を見て話をしないことだった．スクリー

ンに対して，45度の向きに立ち，画面と聴衆とを同時に見ながら説明するのが望ましいが，スク
リーンに向かって話し，聴衆に背を向けたまの姿勢で説明する人がいた．また，パソコンの操作

と説明を一人で行うため，パソコンの画面を覗き込んだまま，まったく顔を上げることなく説明

する報告者もあった．

説明のわかりやすさは，画面のレイアウトではなく，聴いている人たちの表情を見ながら，ど

うすれば興味を引き，理解しやすいかを考えながら話すことにある．近年，プレゼンテーション

のツールが発達するにつれ，聴衆に訴える話者の姿勢が失われていくのは残念である．

研究には，熟達の研究者がアドバイス，あるいは共同研究者として名を連ねているケースが多

い．報告者に，研究内容だけでなく，効果的なプレゼンテーション技術の指導もなされるべきで

あろうと感じた．

研究報告を聞く聴衆にとり，個々の研究は専門領域外のものがほとんどである．それだけに理

解しにくい．朝 9時から夕方まで，緊張を維持してすべての報告を聞くことには，相当の忍耐力
がいる．

門外漢に興味を持たせるには，その研究課題が研究として必要である背景，それが解決される

ことによる関係方面に与える効果や恩恵，そして用いた研究手法のユニークさについて，冒頭に

わかりやすく少し時間をとって説明することであろう．その分野に携わっている人たちには，当

然と思われる研究課題が，なぜ重要なのかは，そうでない人には理解できないことが多い．

進行を図る司会者が苦労していたのが，報告者が定められた発表時間を守らないことだった．

そのため，プログラムのすべてが終わったのは，終了予定時間を 40分以上過ぎていた．合図のベ
ルが鳴っても，一所懸命の報告者の耳には届かないとか，とにかくすべてを話し終わらねばとい

う必死の気持ちもあるのだろうが，プログラム全体の進行に迷惑をかけてはいけない．

報告時間がオーバーするのは，投影するスライドの数が多すぎること，前述したように聴衆の

顔を見ながら説明しないことに原因があると思われる．聴衆の表情を見て，興味の反応を確かめ

ながらメリハリのきいた説明をすれば，制限時間を超すことはない．説明不足は，質疑応答で補

うことも可能である．

来年度は，報告者に事前に「発表のマニュアル」のようなものを渡し，気持ちのよい，わかり

やすい報告が聴けるよう配慮して欲しいものである．

平田 周 立正大学大学院経営研究科
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報告会抄録

第 11回（2003年度）研究報告会抄録

1 情報学の実態と分野体系に関するアンケート調査結果

○西澤　正己，孫　媛（国立情報学研究所）

A Questionnaire Survey on Research fields of Information Science in Japanese Universities
Masaki NISHIZAWA and Yuan SUN

A former type classification is not suitable for present-day research organization. Especially in
the information study, the fields are expanding with including other related domains. Then, the
questionnaire survey was performed to 1800 researchers in the information study about their
research field, contribution paper, etc. Here, mainly we report about the relation between the
actual field condition and the contribution paper by the questionnaire survey.

2 日本語学会誌論文間での相互引用統計基づく学会間類縁性の測定とその応用可能性

○孫　媛，根岸正光（国立情報学研究所）

Measuring the Relationship among Japanese Academic Societies with the Cross Citations Found
in Their Papers, and Its Practicability
Yuan Sun, Masamitsu Negishi

This study is based on the citation data extracted from the Citation Database for Japanese
Papers (CJP), produced by the National Institute of Informatics (NII). Institute of Electronics,
Information & Communications Engineers (IEICE) and other 13 academic societies which have
strong citing or cited relations with each other have been chosen for the analysis. Converting
scheme of the raw citation counts into dissimilarity data, and statistical analyses by multi-
dimensional scaling method to measure relationship among the societies are described. The
potentiality of bibliometric research on the CJP database for practical applications will also be
discussed.

3 古典籍の XML化プロセスにおける諸問題－日本古典文学本文データベース再構築作業を通
して－

安野一之（文部科学省大学共同利用機関 国文学研究資料館）

Various Problems on transcription of the Japanese Classical Literature Database.
Kazuyuki YASUNO （National Institute of Japanese Literature）

In this report, various problems arisen in the course of the conversion processes from the full-text
database for Japanese Classic Literatures to XML database will be described. This database
had been described under so-called KOKIN rule, however it is necessary to set up a definite
DTD. Furthermore, it will be required to expand W3C Ruby annotation for the expression of
the complex ruby, which is specific in the classic literatures for the conversion to XML. It is
not easy to express the Kanji used in classic literatures. In this report, we solved this question
by applying “Konjaku Mojikyo”. The remaining problem is how to describe the conversion
points of “Kanbun ” and how to express the Kanji, which may not be expressed by “Konjaku
mojikyo”.
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4 XMLパブリッシングの現状と課題
(株)廣済堂　深見　拓史
The Present State and Problem of XML Publishing
Kosaido, Takushi FUKAMI

The Japanese economy is now in lower growth. The publishing industries and also The printing
industries are in minus growth for 6 years. The expectation of cross media of printing, packaging
and network media we have, but the business of these is not successful now and only the new
technology is hot. In this paper I describe the present state and the problem of XML (eXtensible
Markup Language) publishing.

5 メタデータブラウザの多言語対応に向けた課題への取り組み

○阪口 哲男， 樋爪 育恵， 加藤 大博

Approach to Problems of Developing a Browsing System of Multilingual Metadata
○ Tetsuo Sakaguchi, Ikue Hizume, Hiromichi Kato

The Research Center for Knowledge Communities at University of Tsukuba introduced the
Knowledge Community Information System (KCIS) in February 2003. KCIS inherited the
metadata of the digital library system of the University of Library and Information Science
(ULIS-DL). In KCIS, metadata are able to be written in several languages because they are
expressed in XML and Unicode. The browsing system of metadata of ULIS-DL were designed
to handle metadata written in Japanese. This paper discusses problems of applying the brows-
ing system to multilingual metadata. One of the problems is that the system extracts words
from metadata with Japanese morphological analyzer. Another problem is synonyms between
different languages. This paper describes a prototype system which are developed to make the
issues clear. It also describes development of a experimental system to display multilingual XML
documents. It is needed for using the browsing system of metadata with lightweight terminals.

6 産学連携のための教員検索システム

○田中猛彦1 平野貴弘2 中川優1

1和歌山大学システム工学部，2株式会社日本総合研究所

Searching System of Researcher Information for Business-Academia Collaboration
○ Takehiko TANAKA Takayuki HIRANO Masaru NAKAGAWA

We developed a searching system which takes a company profile as an input and retrieves the
information of papers or researchers. For the system to extract the keywords from company
profiles, papers and researcher information, we focus on complex noun phrases included in the
documents. Actually, each keyword is weighted not only according to how often it appears, but
according to how often the constitutive nouns appear. We took, furthermore, experiments for
the comparison between our system and Namazu, a searching system. As a result, our system is
0.76 time as much as Namazu with regard to recall, while it is 3.4 times with regard to precision.
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9 蛋白質の構造と機能に関する知的財産権設定をめぐる諸事情

根本　直（産業技術総合研究所）

Situations of intellectual properties related on structure and function of proteins
Nemoto, Tadashi

The intellectual properties on protein structures and their functions have been discussed as a
major interest of post-genome sequencing era. From this point of view, international activities
in the International Structural Genomics Organization, the Human Proteome Organisation and
Trilateral Projects by JPO/EPO/USPTO will be introduced. Current situation of intellectual
properties on proteins are overviewed and summarized.

10 特許文献における因果関係の抽出

Extraction of Relationships of Cause and Effect in Patent Documents
著者：○石川大介#石塚英弘+ 宇陀則彦+藤原譲*

#Daisuke ISHIKAWA, +Hidehiro ISHIZUKA, +Norihiko Uda, *Yuzuru FUJIWARA
所属：
#図書館情報大学大学院情報メディア研究科

Graduate School of Information and Media Studies, University of Liblary and Infomation Science
+図書館情報大学図書館情報学部

Faculty of Liblary and Infomation Science, University of Liblaryand Infomation Science
*独立行政法人工業所有権総合情報館

National Center for Industrial Property Information

This work is that tring to extract the relationships of case and effect between method and effect
to notice specially essential description of invention’s method and effect in patent documents
by text process using syntactic rule. we also extract other relationships based on getting rela-
tionships. Then, we mention thinking machine model using extracted relationships cause and
effect. Notice this work use distributed patent corpus of NTCIR-3 in 2002.

11 「標題学」方法序説

相田 満

国文学研究資料館

The introduction for the method of “Studying a Title”
Mitsuru AIDA
National Institute of Japanese Literature(NIJL)

“A title” is not the work itself.But the relation with the work to which it is given is very
close.And it not only expresses and explains the contents, but as for it, the charm of a work
influences them intuitively.In the present age, a “title” is in various fields.Furthermore, it may
induce a large amount of wealth.However, the research which tackles it is rare.Though it was
familiar, since the example is too much huge, researchers will not be able to hold a clue.However,
the start of research is being opened by development of information machines and equipment
and resources.By this report, I will try the consideration about the “title” in connection with the
classic family register of Japan and China.I want to specifically try the analysis from viewpoints,
such as ontology of succession nature, acceptance, and a category title.
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12 階層関係自動抽出法の改善に関する検討

○森本 貴之 後藤智範 藤原譲

Improvements on Automatic Extraction of Hierarchical Relationships
○ Takayuki MORIMOTO　　 Tomonori GOTOH　　 Yuzuru FUJIWARA

The global flow of information is being developed at unprecedented speed. Advanced utiliza-
tions of contents of information are required. In order to realize such sophisticated utilization,
it is necessary to understand meaning and characteristics of information. Therefore, the struc-
turalization is required to represent various semantic relationships among information. In order
to satisfy such requirement, we proposed a new representation of such structure, and made a
system for self-organized knowledge resources based on semantic relationships and an applica-
tion using conceptual structures. However, this system is a prototype and cannot make enough
conceptual structures to realize sophisticated utilization. Semantic relationships among knowl-
edge resources must be correct and appropriate to objectives of applications. The main reason
is that advanced utilization consists of navigations based on semantic relationships. This paper
reports improvements at the method of an automatic extraction of hierarchical relationships
which called SS-KWEIC.

13 『道法會元』における護符分析支援システムの試作

〇宇陀則彦（筑波大学）　為沢ふみ（図書館情報大学）松本浩一（筑波大学）　二階堂善弘（茨

城大学）

Charm Analysis Support System for “Dao-fa Hui-yuan” Research
Norihiko Uda Fumi Tamezawa Koichi Matsumoto and Yoshihiro Nikaido

This paper describes a charm analysis support system for “Dao-fa Hui-yuan” research. The
system consists of a support function of name analysis of charms and a support function of
parts analysis of ones. The name analysis support function provides KWIC analysis and N-
gram analysis. KWIC analysis support function performs order influence arrangement and
reverse influence arrangement with the inputted character sequence as the starting point. N-
gram analysis support function displays N-gram strings from the 1st place to the 50th place
in order of frequency. Charm parts analysis support function manages the parts information
which constitutes a charm.

14 英文経済雑誌記事内容把握のための理論とソフトウエアツール

○平田周，横山誠

A Theory and a Computer Tool for Quick Understanding of an Economic Article
○ Schu Hirata, MakotoYokoyama

While search technologies have made marked progress in recent years, it is yet time consuming
and laborious to read references output after searching. Particularly so, to Japanese reading
English journals. From our experiences, we knew that sentences having numbers are more
meaningful in an article. We came to an idea that if such number-containing sentences are
extracted, it will be helpful for a reader to quickly grasp an outline of the article. This report
is a result of our examination of the theory, and we developed a PC tool for extracting such
number-containing sentences.
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15 材料設計のためのデータシステム－逆問題への適用

陳迎，○金田保則，川口福太郎*，岩田修一，P. Villars**

東京大学大学院工学系研究科 (現在，ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社)*

Material Phases Data System (Switzerland)**

Data System for Material Design — Application for Inverse Problem
Ying CHEN, Yasunori KANETA, Fukutaro Kawaguchi*, Shuichi IWATA, P. Villars** School
of Engineering, The University of Tokyo
Booz Allen Hamilton (Japan) Inc.*

Material Phases Data System (Switzerland)**

Materials design is a typical inverse problem to find out certain atomic constitution with required
properties based on available information. Although in the long history of development of new
materials, the experience has been played an important role, the data-driven discovery approach
which based on well organized materials data is becoming an powerful tool nowadays with the
drastic progress of informative technology. PAULING FILE is a comprehensive database for
alloy, intermetallic and inorganic binary materials with containing structure, diffraction, con-
stitution, and physical property data published within the last 100 years. The newly released
PAULING FILE, Binaries Edition contains about 28,000 structure entries, 27,000 diffraction
entries, 43,000 property data and 8,000 constitution entries and 8,000 images of phase dia-
gram. Searching within this huge amount data from various aspects would reveal the “hidden”
regularities and correlation and directly provide hints on candidate materials in preliminary
stage.

16 相互エントロピーを用いたアライメントの改良

○池正人　谷田貝甲児　佐藤圭子　大矢雅則

東京理科大学　理工学部

Improvement of Sequence Alignment Based on Mutual Entropy
Masato IKE, Kouji YATAGAI, Keiko SATOH, Masanori OHYA

We improve the algorithm to align amino acid sequences of identical protein which is one of
the most fundamental operations studying the analysis of genome. In pair-wise alignment, one
chooses one aligned pair (i.e., two sequences) without special reasons from several aligned pairs
(the number of these pairs is often very large) giving the same smallest values to the difference
properly defined between two sequences. In this paper, we compute the mutual entropy for
several such pairs having the same difference, and we classify the pairs into some groups such
that the same group consists of the pairs having the same value of the mutual entropy, then we
finally compute the mean value of the mutual entropy over the whole groups. As a consequence,
we can observe the following interesting fact for some proteins that the aligned pair obtained
by usual alignment with geometrical protein structure (we call such a alignment the biological
alignment here) is in the group having the value of the mutual entropy closest to the mean
value of the mutual entropy. From the above observation we conclude that our method using
the alignment (MOU-alignment) and the mutual entropy makes us possible to find the biological
alignment, that is, we do not need to know the geometrical structure to obtain the biological
alignment.
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17 DNAデータベースにおける tRNA遺伝子に関するアノテーションの問題点と改善策
国沢　隆

東京理科大学

Quality improvement of tRNA gene annotations in the major DNA databases
Takashi Kunisawa

Transfer RNA gene sequences of plastid genomes are extracted from the Gen-
Bank/EMBL/DDBJ databases (ISDN) and are aligned to identify tRNA elements. During
the course of this effort, mis-annotations of the coordinate and tRNA-assignment (Ile-tRNA,
intitiator Met-tRNA, or elongator Met-tRNA) are found at high frequencies. Further supports
for high quality database-annotation are necessary to avoid these mis-annotations.
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お知らせ

情報知識学会主催・第 8回 SGML/XML研修フォーラム

「XMLとデータベースを活用した新しいビジネスモデル」

［開催趣旨］

SGML/XMLの応用分野は今日ますますひろがりを見せているが，その多くは各種のデータベー
スと密接な関連をもって展開されている．この点に鑑みて，今回の「SGML/XML 研修フォーラ
ム」は，「XMLとデータベースによる新しいビジネスモデル」をテーマに，参加者に便利なよう，
データベース総合展「DATABASE 2003 TOKYO」に併設の研究会として開催する．
今回のフォーラムでは，データベースとの関連に特に注目して，メタデータ，Webサービス，

ビデオ配信サービス，電子書籍，GISといった応用分野の技術動向をまとめるほか，XMLデータ
ベースの具体的な活用事例を紹介する．また，特許や電子自治体等，電子政府に関する動きにも

目配りして，データベースを XML化してゆくことにより，今後どのような新たなビジネス展開
が可能であるかを検討する．

［会場案内］

データベース総合展は毎年，東京国際フォーラムで開催され，昨年の入場者実績は 35,000人でし
た．今年は 10月 29日から 31日までの 3日間開催されます．今回，当学会の研究会は 10月 30日
～31の 2日間，その中の会議室で実施します．この研究会 (フォーラム)に参加申込されたかたに
はデータベース総合展の無料招待券を差し上げます．どうぞ，ご利用ください．

［概要］
名 称：第 8回 SGML/XML研修フォーラム
副 題：XMLとデータベースを活用した新しいビジネスモデル
主 催：情報知識学会

協 力：日本データベース協会

協賛団体：後掲の 26団体
開 催 日：平成 15年 10月 30日 (木)～31日 (金)の 2日間
会 場：東京国際フォーラム (URL:http://www.t-i-forum.co.jp/)

千代田区丸の内 3丁目．最寄り駅：JRおよび地下鉄有楽町駅，JR東京駅
定 員： 100名
参 加 費：一般 28,000円 (入会申込者は今年度年会費込み 20,000円)，リピーター 18,000円，

地方自治体 18,000円，協賛団体会員 18,000円，情報知識学会正会員・法人会員とも
14,000円，情報知識学会学生会員は無料，一般学生 (非会員)3,000円 (ただし，当日
入会申込者は入会金 1,000円および今年度年会費 4,000円が無料となる)．

申し込み：郵便番号，住所，氏名，電話・FAX番号，E-mail，および参加費金額をE-mail，FAX
または郵送で下記の事務局へご連絡ください．

〒 110-8560 東京都台東区台東 1-5 凸版印刷 (株)内 情報知識学会事務局

E-mail: jsik@nifty.com FAX: 03-3837-0368
そ の 他：本フォーラムは (社)土木学会認定 CPDプログラムです．「継続教育記録簿」を持参

したかたには，会場受付にて「受講証明印」を押します．
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［プログラム］後日，ホームページ (http://www.jsik.jp/)に掲示．

［講師と演題］(順不同・敬称略．含む検討中)
・筑波大/杉本教授「XMLとメタデータの動向」
・早稲田大/亀山教授「AV Contents の Metadata国際標準」
・国立情報学研究所/浦本客員助教授「Webサービス」
・福岡県庁/溝江情報企画監「福岡県における電子県庁への取り組み」
・日本オラクル (株)/作田淳子・有賀洋平氏「XMLデータベースの活用事例」
・メディアフュージョン (株)/林氏「XMLデータベースの活用事例 (Yggdrasill)」
・プログレス ソフトウェア (株)/久保田弘氏「XMLデータベースの活用事例 (XIS)」
・大日本印刷 (株)/前川真二氏「XMLを使った電子書籍の制作」
・凸版印刷 (株)/槍田和夫氏「XMLパブリッシングのための出版標準への取り組み」
・(財)データベース振興センター/奥住啓介氏「G-XMLの活用事例」
・PCA(株)/水谷学氏「XMLデータベースの活用事例 (JICPA)」
・工業所有権総合情報館/特許庁担当者「特許公報の XML化」

［実行委員会］
委員長 根岸正光 国立情報学研究所教授

副委員長 長塚 隆 (株)ジー・サーチ主席部長，日本データベース協会会長
副委員長 石塚英弘 筑波大学教授

委員 細野公男 慶應義塾大学教授，情報知識学会会長

委員 岩渕幸雄 日本創造学会評議員

委員 菊田昌弘 (株)シナジー・インキュベート代表取締役
委員 川上能徳 大日本印刷 (株)C&I事業部
委員 小川恵司 凸版印刷 (株)Eビジネス推進本部

［協賛団体］五十音順 (含む交渉中)
安全工学協会，(社)化学工学会，(社)可視化情報学会，(社)行政情報システム研究所，国立大学
図書館協議会，(社)情報科学技術協会，(社)情報処理学会，(財) 情報通信学会，情報文化学会，
私立大学図書館協会，(社)人工知能学会，(社)電子情報通信学会，(社)土木学会，(社)日本印刷
学会，(社)日本印刷技術協会，(社)日本化学会，日本教育情報学会，日本建築学会，日本情報地
質学会，日本ソフトウェア科学会，日本電子出版協会，日本図書館情報学会，(社)日本図書館協
会，日本図書館研究会，(社)日本物理学会，(社)日本分析化学会．

＜情報知識学会会員の皆様へ＞

今年で第 8回を迎えますが，毎回，一般のかたはもとより，情報知識学会会員も多数参加され
ています．お知り合いのかたもお誘い合わせのうえ，大勢ご参加ください．非会員でも情報知識

学会会員の紹介で参加申込をされるかたには，参加費 28,000円を 18,000に割り引きます．参加
申込書に紹介者 (会員)のお名前をご記入ください．情報知識学会正会員は参加費が半額，学生会
員は無料となります．
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情報知識関係新刊図書一覧 2003年 4月～6月

『知識の理論』 R.M.チザム著 上枝美典訳 世界思想社 2003.4 2400円
『マネジメント情報とインターネット』飯島正樹／石川弘道編著 中央経済社 2003.4 3000円
『情報サービス論』 補訂版 阪田蓉子著 教育史料出版会 2003.4 1900円
『 e-Government電子政府・自治体ガイド 2003』 日本能率協会「自治体電子化コンソーシア
ム」監修 日本能率協会マネジメントセンター 2003.4 1800円

『情報メディアの社会システム』 児玉晴男著 日本教育訓練センター 2003.4 2500円
『情報と知識のマネジメント』 越出均著 創成社 2003.4 2700円
『ゼロから学ぶ情報化社会と IT革命』久保田正道／植本栄介共著 ぎょうせい 2003.4 2381円
『ユビキタス時代の情報管理概論』 猪平進ほか著 共立出版 2003.4 3000円
『知識創造の方法論』 野中郁次郎／紺野登著 東洋経済新報社 2003.4 1800円
『経営情報論』 遠山暁／村田潔著 有斐閣 2003.4 1900円
『情報知的財産論』 牧野和夫著 日本経済新聞社 2003.4 2800円
『情報産業論』 阿部耕一朗著 渓水社 2003.4 1800円
『情報社会の情報学』改訂版 北原宗律著 西日本法規出版／星雲社 2003.4 2000円
『情報技術と差別化経済』 萩野誠著 九州大学出版会 2003.4 3000円 d2003.5 2400円
『ナレッジ・マネジメント 5つの方法』 ナンシー・M.ディクソン著 梅木勝博訳 生産性出版

『脳とコンピュータはどう違うか』 茂木健一郎／田谷文彦著 講談社 2003.5 860円
『量子情報理論』 佐川弘幸／吉田宣章著 シュプリンガー・フェアラーク東京 2003.5 2800円
『意味の支配』 フランソワ・ドッス著 仲沢紀雄訳 国文社 2003.5 5000円
『図書館文化史 (図書館情報学の基礎 11) 』 水谷長志著 勉誠出版 2003.5 1200円
『情報をめぐる法律・判例と実務』 松本恒雄／升田純編 民事法研究会 2003.5 4300円
『情報サービス産業白書』経済産業省商務情報政策局監修 情報サービス産業協会編 コンピュー

タ・エージ社 2003.5 5000円
『情報倫理の構築』 水谷雅彦／越智貢編著 新世社／サイエンス社 2003.5 2500円
『データベース白書 2003』経済産業省商務情報政策局監修 データベース振興センター編 デー

タベース振興センター 2003.5 5500円
『ネット・ポリティックス』 大屋大洋著 岩波書店 2003.6 2400円
『広告と情報』 横内清光著 創成社 2003.6 2600円
『リーディングズ情報社会』 公文俊平編 NTT出版 2003.6 3200円
『個人情報保護と対策』 北岡弘章著 日経 BP社 日経 BP出版センター 2003.6 3400円
『知的創造のための思考学』 福沢義晴著 郁朋社 2003.6 1200円 d 2003.6 1800円
『デジタル時代の著作権最新Q&A』酒井雅男著 メディア・トゥディ研究会編 ユーリード出版

『情報化白書 2003』 日本情報処理開発協会編 コンピュータ・エージ社 2003.6 4500円

補遺 『都立図書館は進化する有機体である』 ライブラリーマネジメント研究会編著 ひつじ書

房 2003.3 1000円
『情報科教育法』 本村猛能ほか共著 学術図書出版社 2003.3 2200円
『インーネットの思想史』 喜多千草著 青土社 2003.3 2200円 2003.3 2200円
『情報技術と企業経営』 島田道巳／遠山暁編 学文社 2003.3 2500円
『化学情報学』 佐藤寛子著 丸善 2003.3 2800円
『農業情報処理』新版 高倉直／伊藤稔編著 農山漁村文化協会 2003.3 1667円

（注）図書館流通センター刊『週刊新刊全点案内』より抜粋．コンピュータの技術・操作関連のもの，初

心者入門的なもの，またビジネス色の強いものは除外した．
制作者：平田 周
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お知らせ

第 16回専門用語シンポジウムのお知らせ

専門用語研究部会では，第 16回専門用語シンポジウムを下記の要領で開催いたしますので奮っ
て参加下さい．

開催日時 2003年 12月 6日 (土)
13:00～17:00 シンポジウムおよび一般講演

17:00～17:30 専門用語研究部会総会

17:45～20:00 懇親会

開催場所 慶應義塾大学三田キャンパス 513教室
主 題 「お茶の間に飛び込んだ専門用語」

なお一般講演を下記の要領で募集しております．

講演申込期限 2003年 9月 15日
申込先 〒 135-8670　東京都江東区潮見 2-10-24 カテナビル 5F

(株)システムソフト・社会公共事業部内
情報知識学会・専門用語研究部会事務局

E-mail: HHG01656@nifty.ne.jp
Tel. 03-3615-4633 (長田まで)

提出資料 表題 (専門用語に関するもの)
報告者 (氏名および所属)

発表時間は質疑を含み 30分を予定していますが，申し込み状況により変動いたします．

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

メールアドレス再登録のお薦め

情報知識学会事務局　 E-mail:jsik@nifty.com

現在，情報知識学会会員の約 3分の 2に当たる 200名以上のかたが，ご自分のメールアドレス
を情報知識学会事務局へ登録されています．これに基づき，事務局から月例懇話会予告・報告な

ど諸般のご案内発信や，関連学会からの通知 (教員募集，行事紹介など)を転送しています．とこ
ろが，毎回，約 3%は不達で戻ります．以下のいずれかに該当するかたには，メールアドレスの再
登録をお薦めいたします．

1. 情報知識学会事務局から，一ヶ月以内に一度もメールが来ない．
2. 二つ以上のメールアドレスを持ち，転送しているが，一方を解約した場合．
3. 迷惑メールを避けるため，受信承認アドレスを指定したが，情報知識学会事務局のアドレス
を LDE01013@nifty.ne.jpから jsik@nifty.comに切り替えていない．

4. まだ，メールアドレスを情報知識学会事務局へ連絡していなかった．
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「情報知識学会誌」投稿規定

2002年 8月 27日 制 定

2003年 3月 19日 一部改訂

0. 情報知識学会誌編集規程による本会機関誌「情報知識学会誌（以下，会誌という）」への投稿
に関する事項は，この規定の定めるところによる．

1. 投稿資格
投稿者の少なくとも 1人は本会員でなければならない．ただし，編集委員会による依頼原稿
の場合にはこの限りではない．

2. 投稿原稿

2.1 広い意味での情報知識学に関連し，またその発展に貢献するもの（情報／知識の収集，整
理，蓄積，検索および各種解析，利用などに関するもの）とする．刊行時において未発

表の原著でなければならない．本会誌の記事の種類を以下に示す．

2.2 投稿者は会誌記事の種類を明記して投稿しなければならない．ただし，編集委員会で変
更することがある．

(1) 研究論文（Research Paper）：オリジナルな研究論文で，内容の主要な部分が学術論
文として他に公表されていないもの．

(2) 事例／調査報告（Report）：情報知識学に関連したシステムなどの開発，利用，調査
に関するもの．資料も含む．

(3) 解説／展望（Review）：情報知識に関連した特定分野の論文や学説などを総括，解
説，紹介，あるいは技術動向などを展望したもの．技術，研究上の処理，解析方法

などに関する解説．

(4) 論談（Proposal Paper）：情報知識学に関連した新たな意見の表明，提案など．
(5) 討論（Discussion）：本会誌に掲載された論文についての学術的な討論．
(6) 研究速報（Notes）：技術，手法，新事実などの簡単な報告．
(7) 講座（Lecture）：情報知識学の各分野に関する基礎理論，技術の適用などについて，
テーマを定めて系統的に説明するもの．

(8) 学会記事（News）：本会の事業，運営などの報告，記事，資料など．
(9) ニュース，お知らせ（News）：ニュース，お知らせ．最近刊行された単行本やモノ
グラフの紹介．

(10) 講演（Lecture）：特別号などにおける講演資料．
(11) その他：編集委員会が適当と判断したもの．

2.3 会誌記事の種類のうち，(1)から (6)までは査読を行う．その他については編集委員会で
編集を行う．

3. 投稿原稿

3.1 原稿の形式
(1) 投稿時の原稿
以下の A，Bのいずれかの体裁でプリントされたワープロ原稿（横書き）4部の提
出とする．その他，執筆に関する詳細は「執筆要領」を参照のこと．
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A 刷り上り原稿を想定したレイアウト（A4判，2段組，20字× 46行× 2段）．
図，表は希望の位置に配置すること．

B ベタ打ち原稿（A4判，40文字× 40行）．
図，表は，1枚ずつ別の用紙に印刷すること．ベタ打ち原稿右余白に図表の挿入位
置を朱書きすること．

(2) 採択決定後の原稿
以下の C，Dの両方の形式で記録された電子媒体 1部の提出とする．
原稿の送付にあたってはフロッピーディスクなどの適当な電子媒体とする．詳細は

提出時に事務局に相談のこと．

C Microsoft Word，一太郎，DVI，PDFなどの代表的なフォーマット．
D 図，表は充分な品質で印刷できる形式（JPEG，GIFなど）．

3.2 原稿の制限
(1) 原稿の長さを原則として次のように制限する．
研究論文，事例／調査報告，解説／展望，論談：刷り上がり 20ページ以内
討論，研究速報，講座 ：刷り上がり 6ページ以内
ニュース他 ：刷り上がり 2ページ以内

(2) 図原稿（原図）の大きさは A3判を越えないものとする．
(3) 原則として，図版も含めてモノクロ印刷とする．ただし，カラーでなければならな
い図版を使用する場合は，別途編集委員会と相談する．なお．カラーページやペー

ジを超過する分については，印刷費を著者の全額負担とする．

(4) 使用言語は日本語または英語とする．

4. 原稿の採否
投稿原稿の採否は，専門家による査読の後，編集委員会において決定する．不採択となった

原稿は，編集委員長より理由を付して通知する．

5. 査読のプロセス
学会員の中から編集委員会が指名した査読者 2名によって査読を行う．内容によっては，編
集委員会は著者に照会し，原稿の修正を求めたうえで，再査読を行うことがある．

6. 校正のプロセス
採択が決定した投稿原稿は，掲載原稿として著者に校正を依頼する．著者による校正は原則

として 1回とする．その際，字句の修正以外は原則として認めない．

7. 別刷
別刷（抜刷）は著者の実費負担とする．希望部数を事務局に申し出ること．

8. 投稿の手続き
原稿投稿時には下記の書類を添え，原稿送付先に郵送する．

8.1 必要書類
(1) 最初の投稿時（a，b，cの 3つが必要です．）
a. 投稿原稿整理カード：ホームページからコピーして，必要事項を記入し，印刷した
ものを 1部．掲載原稿整理カードと兼ねるので，コピーを保存しておくこと．

b. 紙媒体の原稿（図，表を含む）：4部．
なお，投稿者は著者校正用に原稿のコピーを保存しておくこと．
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c. E-mailによる連絡票
・論文種別，標題（和文，英文），著者名（和文，ローマ字），所属機関／住所（和

文，英文），要旨（和文，英文）．キーワード（和文，英文）．刷り上り予定ページ数

・連絡先：著者 1名の連絡先（氏名，所属機関／部局，所属機関住所，電話番号，Fax
番号，E-mailアドレス．
なお，投稿後の連絡は主として E-mailで行う．

(2) 採択決定後の投稿
a. 掲載原稿整理カード：投稿時のカードに追加事項を記述し，印刷したものを 1部．
b. 3.1(2)に指定した電子媒体：1部．
c. 3.1(2)の Cの印刷出力（プリントアウト）：1部．

8.2 原稿の送付先
〒 110-8560 東京都台東区台東 1-5-1 凸版印刷（株）内

情報知識学会事務局

電話：03-3835-5692 Fax：03-3837-0368
E-mail：jsik@nifty.com

8.3 原稿の受付
事務局が原稿を受け取った日を受付日とする．受付の確認を 1週間以内に投稿者の連絡
先に E-mailで通知する．不備のある投稿原稿は返送し，再提出するものとする．

9. 原稿提出期日
投稿は随時とする．ただし，特集号などは除く．

10. 著作権

10.1 機関誌『情報知識学会誌』に掲載された論文（電子版を含む）の著作権（著作財産権，
copyright）は情報知識学会に帰属する．

10.2 掲載論文は冊子による出版の他，電子的に蓄積し，本会が行う情報提供サービスなどを
通じて公開する．

10.3 本学会誌に掲載された執筆内容が第三者の著作権を侵害するなどの指摘がなされた場合
には，執筆者がその責任を負う．

11. 規定の改訂

11.1 本規定の改訂は，編集委員会の議を経て，理事会の承認を得なければならない．

12. 施行

12.1 本規定は 2002年 8月 27日より施行する．
12.2 本規定の施行により，現行規定（第 4版（暫定板）2002年 3月）は廃止する．

13. 改訂履歴
2003年 3月 19日 一部改訂．「10. 著作権」に，10.3項を追加．
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「情報知識学会誌」執筆要領

2002年 8月 27日 制 定

2003年 5月 2日 一部改訂

1. 一般的な事項
本会誌への投稿は，「投稿規定」に従い，投稿原稿は本執筆要領に従って作成されなければな

らない．

本会誌の投稿原稿の種類には，研究論文，事例／調査報告，解説／展望，論談，討論，研

究速報，講座，本会記事，講演，ニュース，その他がある．

2. 日本語原稿の構成

2.1 全体構成
(1) 第 1ページ（査読者には見せない）
・標題（和文および英文）

・著者名（和文およびローマ字，ローマ字による著者名は，名，姓の順で，姓は全て大

文字を使用する．）

・所属（和文および英文による所属機関名）

・住所（和文による所属機関の住所．E-mail．脚注とする．）
・見出し用原稿（研究論文，事例／調査報告，解説／展望，論談の原稿には，刷り上が

りページ上部欄外につける著者名および標題を 30字以内で書く．）
(2) 第 2ページ目以降（査読者に見せる）
・要旨（研究論文，事例／調査報告，解説／展望，論談の原稿には，和文および英文で

要旨をつける．和文要旨の長さは 400字以内とする．英文要旨の長さは 200語以内と
する．要旨中には，図，表，数式などを用いない．本文中の図，表，数式，文献などを

番号で引用しない．）

・キーワード（研究論文，事例／調査報告，解説／展望，論談，討論，研究速報，講座

にはキーワードをつける．和文および英文でそれぞれ 5 個程度，和文と英文のキーワー
ドは，対応することが望ましい．キーワードはカンマ（，）で区切る．）

・本文（和文または英文）

・文献，付録など（和文または英文）

・その他（とくに長い論文の場合，読者の便宜を考えて内容目次を付してもよい．ただ

し，章，節の見出し程度とする．）

2.2 本文（Body）
(1) 構成
章，節などの構成は，第 1レベルは 1，2，· · ·，第 2レベルは 1.1，1.2，· · ·，第 3レベ
ルは 1.1.1，1.1.2，· · ·のようにする．

(2) 脚注
脚注はできるだけ避ける．止む無く使用する場合は簡潔な文とする．

(3) 図および表
a. 図，表にはそれぞれ通し番号をつける．図 1（Fig.1），図 2（Fig. 2），· · ·表 1（Table 1），
表 2（Table 1），· · ·など．

b. 通し番号とともに説明文（キャプション）をつける．キャプションの位置は図は下部に，
表は上部とする．
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(4) 数式，化学式
a. 数式（独立式），化学式は，段落外で記述されているものも本文中で一回は参照する．
b. 数式には，通し番号を振る．

(5) リスト（または箇条書き）
a. 記号なしリスト．
b. 記号つきリスト．リストの記号は，数字，アルファベット，記号を用いることができる．
ただし，これらの混在した使用は避ける．アルファベットは 1論文中では大文字，小文
字の使い分けをしない．

c. 複雑化を避け，せいぜい 2段（親子関係）のリストとし，ネストを跨ぐ順序づけを用い
ない．

(6) 注記および参考文献
本文中で少なくとも一回は参照すること．通し番号で参照し，タイトルなどでの参照は

避ける．

2.3 後付け（End）
(1) 謝辞
本文の最後に続けて記述する．章番号は用いない．章題は「謝辞」とする．最終原稿時

に記述することが望ましい．

(2) 注記および参考文献
a. 注記または参考文献には，参照順に通し番号を付し，本文の最後に番号順にまとめて記
述する．章番号は持ちない．章題は「参考文献」とする．

b. 1つの番号には 1つの注記または参考文献を対応させる．
c. 注記中には参考文献を含めない．注記はできる限り簡潔に表現すること．
d. 参考文献の記述形式は，以下の形式を満たさなければならない．
e. URLを参照してもよいが，移動または削除される可能性があるので，極力避ける．原
著が URLでのみしか参照できない場合など，やむをえない場合は用いてもよい．その
場合，参照時点でのハードコピーを保管しておくなど，参考文献へのアクセス手段を確

保するよう努力しなければならない．

【参考文献の形式】

1. 雑誌中の 1論文
［引用通し番号］ 著者名：論文名，雑誌名，巻号，掲載ページ，出版年，その他．

2. 図書 1冊
［引用通し番号］著者名：書名，版表示，出版地，出版社，総ページ数，出版年，その他．

3. 図書の 1部
［引用通し番号］ 著者名：論文名，書名，版表示，出版地，出版社，掲載ページ，出版

年，その他．

4. 会議報告
［引用通し番号］著者名：論文名，書名（会議名），版表示，編集者名，会議開催地，会

議開催年，会議開催機関，出版地，出版社，掲載ページ，出版年，その他．

5. インターネット上の論文
[引用通し番号] 著者名や標題など可能な限り詳細な書誌事項，URL，参照年月日．（単な
るホームページなどは参考文献にしないこと）．
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【参考文献の記述】

1. 著者名，編集者名の記述
(1) 個人著者名は，姓，名の順に記述する．欧文著者名は，カンマ（, ）で姓，名を区切る．
(2) 複数著者の場合は，各著者をセミコロン（；）で区切る．
(3) 翻訳図書などの翻訳者名の場合は，著者名の後に括弧（ ）に入れて記述する．
2. 論文名，書名の記述
(1) 論文名，書名は，和文の場合はかぎ括弧（「 」），欧文の場合はダブルクォーティション
（“ ”）に入れて記述する．

(2) 図書中の一部を引用した場合の書名は，和書の場合は二重かぎ括弧（『』）に入れ，欧文
の場合はイタリック体で記述する．

3. 掲載ページの記述
(1) 論文の場合は，開始ページと終了ページを記述する．「pp.開始ページ–終了ページ」と
する．

(2) 図書の場合は，総ページ数とする．「総ページ数 p.」とする．

【参考文献の記述例】

[1] 藤原譲：「情報知識学試論」，情報知識学会，Vol.1，No.1，pp.3–10，1990．
[2] 原正一郎；安永尚志：「国文学研究支援のための SGML/XMLデータシステム」，情報知
識学会，Vol.11，No.4，pp.17–35，2002．

[3] Fujiwara, Shizuo: “East-West Communication and Information Transfer — Coordina-
tion of Specificity”, Journal of Japan Society of Information and Knowledge, Vol.4,
No.2, pp.11–18, 1994.

[4] Ellis, David（細野公男監訳，斎藤泰則，鈴木志元，村上泰子訳）：「情報検索論」，丸善，
180p.，1994．

[5] 根岸正光：「学術情報の流通と利用」，『情報学とは何か』情報学シリーズ 3，丸善，pp.43–69，
2002．

[6] 名和 小太郎：「デジタル図書館と著作権」，ディジタル図書館，No.4，
http://www.dl.ulis.ac.jp/DLjournal/No 4/nawa/nawa.html （2002年 8月 27日参照）

3. 文章と文体

3.1 文体はひらがなと漢字による口語常態（である調）とし，現代かなづかいを用いる．
3.2 漢字は当用漢字とする．ただし，固有名詞や学界で広く用いられている慣用の術語はこ
の限りではない．

3.3 句読点その他には「，」「．」を用いる．
3.4 本文中の人名には敬称をつけない．ただし，謝辞の人名はこの限りではない．
3.5 数量を表す数字はアラビア数字とする．
3.6 数式は印刷に便利なように十分注意して記号を記すこと．原則として数量（変化量）を
表す記号はイタリックとする．

3.7 ローマ字の人名の姓は大文字体とする．
3.8 固有名詞で読み誤るおそれのあるものにはふりがなをつける．
3.9 英数字は原則として半角英数文字で記述する．
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4. 英文原稿
英文による投稿原稿の場合も，原則として和文による投稿原稿の諸規定に従う．英語圏以外

の著者の場合，著者名表記にその国語による表記を認めるが，可能な限り英文表記とする．

4.1 研究論文，事例／調査報告，解説／展望，論談，討論，研究速報などの原稿は英文でも
よい．

4.2 英文原稿は語学的に難点の少ないものであることを必要とし，著者の責任において完全
を期する．

4.3 英文原稿には，英文による要旨 200語程度，ならびに日本語による 400字以内の要旨を
つける．ただし，著者が日本語を理解できない場合は日本語要旨を省略できる．

5. その他
原稿は和文または英文によるものとする．文章は語学的に難点の少ないものであることとし，

著者の責任において完全を期する．編集委員会は語学的校正を行わない．

6. 要領の改訂

6.1 本要領の改訂は，編集委員会の承認を得なければならない．

7. 施行

7.1 本規定は 2002年 8月 27日より施行する．

8. 改訂履歴
2003年 5月 2日一部改訂．英語要旨の長さを 500語から 200語に変更．図，表のキャプショ
ン位置を訂正．
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様式 1／様式 2

「情報知識学会誌」投稿原稿整理カード／掲載原稿整理カード

1. 論文種別（投稿規定の 2.2からお選びください．）
2. 標題（和文）
標題（英文）

3. 著者名（和文，ローマ字）
4. 所属機関名（和文，英文）
5. キーワード（和文，英文）
6. 連絡責任者（1名）
氏名，所属機関／部局，同住所，電話番号，Fax番号，E-mailアドレス

7. 送付投稿原稿
テキスト部分の枚数

図の枚数

表の枚数

付録の枚数

8. 図の返却希望（YES，NO）
9. カラー図の有無（原則として認めていないが，カラーでなければならない場合など，全額
実費著者負担）

10. 投稿日
—————————

11. 登録番号
12. 受付日（再受付日）
13. 受理日
14. 送付掲載原稿
フロッピィディスクなど 枚数

プレインテキストプリント 枚数 （刷り上がり見本，図表なども貼り込んだもの）

15. 別刷り（抜刷り）の希望部数（全額実費負担）

【投稿原稿整理カード】

1. 標題を「様式 1 投稿原稿整理カード」とし，1から 10項目（11項目以降は採択後）をもれ
なく A4判横書き 2枚程度に，ワープロでお作りください．

2. 投稿原稿と一緒にお送り下さい．
3. なお，投稿時には「投稿規定」にある E-mailによる連絡票もお忘れなく，お送り下さい．

【掲載原稿整理カード】

1. 標題を「様式 2 掲載原稿整理カード」とし，全項目をもれなく A4判横書き 2枚程度に，
ワープロでお作り下さい．掲載原稿と一緒にお送りください．
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≪編集後記≫

13巻 3号「科学技術データの活用」特集号をお届けします．特集号の名にふさわしく，充実し
た内容になりました．近年，ネットワーク技術やデータベース技術の発展に伴い，科学技術デー

タを共有し，研究に活用する動きが活発になってきました．これまでは新しい技術をどうデータ

に適用するかという視点で研究が行われてきましたが，これからはデータから新しい技術が生ま

れる時代になるのではないでしょうか．今回集まった 5編の研究論文はその証明であり，情報知
識学会ならではの論文といえるでしょう．

また，研究論文以外にも，化学データベースに関する解説や専門用語に関する調査報告，電子

マニュアルに関する研究速報など多岐にわたった内容の原稿が集まりました．このように，本誌

は「研究論文」だけでなく，「解説/展望」「論談」「討論」など多様なカテゴリの原稿を掲載でき
るようになっています．奮って投稿してくださるようお願い申し上げます．なお，カテゴリの詳

細については「投稿規定」をご覧ください．

2003年 7月 宇陀 則彦

情報知識学会誌 編集委員会

編集委員長 安永 尚志 国文学研究資料館

副編集委員長 宇陀 則彦 筑波大学図書館情報学系

編集委員

石塚英弘 筑波大学図書館情報学系 伊藤鉄也 国文学研究資料館

神立孝一 創価大学経済学部 国沢 隆 東京理科大学理工学部

阪口哲男 筑波大学図書館情報学系 菅原秀明 国立遺伝学研究所

中川 優 和歌山大学システム工学部 名和小太郎 国際大学

二階堂善弘 茨城大学人文学部 西脇二一 奈良大学社会学部

根岸正光 国立情報学研究所 原田隆史 慶應義塾大学文学部

藤原 譲 工業所有権総合情報館 細野公男 慶應義塾大学文学部
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■複写をされる方に

本誌に掲載された著作物を複写したい方は，（社）日本複写権センターと包括複写許諾契約を締結されてい

る企業の従業員以外は，著作権者から複写権等の行使の委託を受けている次の団体から許諾を受けて下さい．

著作物の転載，翻訳のような複写以外の許諾は，直接本会へご連絡ください．

〒 107-0052 東京都港区赤坂 9-6-41 乃木坂ビル 学術著作権協会

TEL: 03-3475-5618 FAX: 03-3475-5619 E-mail: naka-atsu@muj.biglobe.ne.jp

アメリカ合衆国における複写については，次に連絡してください．
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