
データベース公開状況一覧（平成1８年度採択分）
研究成果データベース（重点）

（平成２２年８月１日現在）

社会学文献情報データベース 公開

Bibliography of Japanese Sociology Database http://wwwsoc.nii.ac.jp/jss/db/

映像情報・情報処理・照明・電気・電子・通信分野
での戦後日本の世界的高揚期における卓越技術
データベース

公開

Database of Japanese Distinguished Technologies in
EE&IT (Electrical,Electronics, and Information
Technology) Fields

http://www.dbjet.jp/

原生生物動画データベース 公開

Protist Movie Database
http://protist.i.hosei.ac.jp/Movies/htmls/index
.html

貝類データベース 公開

Shell Database http://shell.kwansei.ac.jp/~shell/

ヒト疾患関連遺伝子変異・多型総合データベース 公開

An Integrated Database for Human Disease
-associated Gene Mutation and Polymorphism

http://mutview.dmb.med.keio.ac.jp/

「言語学大辞典」データベース 公開

Linguistic Encyclopedia Database http://www.joao-roiz.jp/SLE/

マラリア原虫全長ｃＤＮＡデータベース 公開

FULL-length cDNA library of malaria parasites http://fullmal.ims.u-tokyo.ac.jp

条約データベース 公開

Index to Japanese Treaties http://law.hiroshima-u.ac.jp/~treaty/

ライフサイエンス辞書 公開

Life Science Dictionary http://lsd.pharm.kyoto-u.ac.jp/

通常のwwwと同様の、ブラウザによる平明なアクセス方式。

167002

インターネット（www）、パンフレット配布（希望者に郵送）

177001

マラリア原虫全長ｃＤＮＡデータベース
作成委員会

広島大学
大学院社会科学研究科

教授
西谷　元

委員長  渡辺  純一

177002 ライフサイエンス辞書プロジェクト 代表  金子  周司

法情報研究会  条約データベース作成ＷＧ ＷＧ代表  西谷  元 法学部ホームページにおいて、２００７年１０月頃より公開中です。

インターネット上で公開。

課題番号
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの名称

（上段：日本語、下段：英語）
作成組織の名称 申請代表者氏名

京都大学
大学院薬学研究科

教授
金子　周司

東京大学
医科学研究所

助手
渡辺　純一

157002 日本社会学会データベース委員会
理事・データベース委員

長  片瀬　一男

157004 電気学会  電気技術史技術委員会 委員長  末松  安晴

国立情報学研究所を通じて公開。
日本社会学会ホームページ上で公開。
冊子体「社会学文献目録」で公開。

貝類データベース研究会

法政大学
教授

月井　雄二

慶應義塾大学医学部
技手

針谷　晴美

作成した動画は既設のWebサイト（原生生物情報サーバ,1995-）の中で静止画（画数,
約6万枚）と共にWeb page上で閲覧できるようにしてある。

（１）CD-ROMによる配布を行っている。
（２）入力済みデータをインターネットホームページで公開している。

インターネットによる公開。

委員長  月井  雄二

167001

157008

ヒト遺伝子疾患変異研究会
データベース作成委員会

言語学大辞典データベース編纂委員会

157006 原生生物動画データベース作成委員会

157009

委員長  町田  和彦

東京外国語大学
ｱｼﾞｱ・ｱﾌﾘｶ言語文化研究所

助教授
豊島　正之

本データベースについての
照会先担当者

国立情報学研究所
助教授

片山　紀生

山梨大学
教育人間科学部

教授
三重野　卓

関西学院大学
情報メディア教育センター

助教授
高田　茂樹

会長  雄山（比嘉）  真弓

委員長  清水  信義

国立情報学研究所の学術情報サービスで利用可能なデータベースのひとつとして公
開する予定である。

本補助金により作成されたデータベースの公開状況



データベース公開状況一覧（平成1８年度採択分）
研究成果データベース（重点）

（平成２２年８月１日現在）

課題番号
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの名称

（上段：日本語、下段：英語）
作成組織の名称 申請代表者氏名

本データベースについての
照会先担当者

本補助金により作成されたデータベースの公開状況

「企業・国家・労働」資料データベース 公開

https://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/

http://WEBCAT.NII.AC.JP/

http://www.lib.e.u-tokyo.ac.jp/engel/index.html

日本タイプ標本データベース 公開

Type Specimen Database of Japan http://foj.c.u-tokyo.ac.jp/jtypes/

ディクチオステリウムcDNAデータベース 公開

Dictyostelium cDNA database
http://dictycdb.biol.tsukuba.ac.jp/cDNAprojec
t.html

筑波大学
大学院生命環境科学研究科

教授
漆原　秀子

インターネット上の専用Webサイトにて公開。

東京大学
大学院総合文化研究科

教授
伊藤　元己

東京大学
大学院経済学研究科

助手
小島　浩之

187003 Dictyostelium cDNA Project 情報担当班 班長　漆原　秀子 インターネットによる公開。

187002 日本分類学会連合データベース委員会

データベースの公開は基本的には国立情報学研究所を通じた東京大学目録検索シス
テムで行うこととする。ただし、一時資料や特殊資料、画像データなど国立情報学研究
所を通じたシステムでは公開が難しいものについては、事業完了時までに別途東京大
学経済学部のホームページ上で公開することとする。“Enterprise, Nation and Labor” Database

委員長　伊藤　元己

187001
「企業・国家・労働」資料データベース作成委員
会

委員長　小野塚　知二



データベース公開状況一覧（平成1８年度採択分）
研究成果データベース（一般）

（平成２２年８月１日現在）

日本思想史文献データベース検索 公開

DATABASE OF JAPANESE INTELLECTUAL
HISTORY

http://www.sal.tohoku.ac.jp/dojih/

禅籍・仏書画像データベース 公開

A Pictorial Database of Rare Manuscripts of Zen
Buddhism

http://www.komazawa-
u.ac.jp/~toshokan/el/zenbussho1.html

明治・大正・昭和前期の漫画データベース 公開

Database of Japanese Modern Cartoon and Comics http://mmsearch.kyotomm.jp/

幕末維新期役者絵データベース：大江直吉浮世絵コ
レクション豊原国周作品を中心に

公開

Database on Yakusha-e Prints from the End of Edo
to the Beginning of Meiji Era:from the Ohe Naokichi
Collection of Toyohara Kunichika's Ukiyo-e Prints

http://kensaku.kyoto-art.ac.jp/ukiyoe/

インド学仏教学論文データベース 公開

Indian and Buddhist Studies Treatise Database http://www.inbuds.net

金銅仏を中心とする仏像作例に関するデータベース 公開

Database on the Buddhist Bronze Image 192.168.6.100/artize

本補助金により作成されたデータベースの公開状況

188001

明治・大正・昭和前期の漫画データベース作成
委員会

委員表　牧野　圭一

課題番号
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの名称

（上段：日本語、下段：英語）
作成組織の名称 申請代表者氏名

本データベースについての
照会先担当者

日本思想史文献データベース制作委員会 委員長　桐原　健真
東北大学文学研究科webサイトにおいて暫定的に公開中（日本語版・英語版）。
データの照合および情報の追加については、採択後実施する。

東北大学
大学院文学研究科

助手
桐原　健真

駒澤大学
助教授

熊本　英人

188004
京都造形芸術大学所蔵役者絵データベース委
員会

委員長　田口　章子

■アクセス方法
京都造形芸術大学芸術文化情報センターホームページ上に専用のページを設け、自
由にアクセスできるように設計する。
■メンテナンス状況
ホームページは学内のサーバで２４時間保守・運用体制をとっている。
■常時公開のための取り組み
ホームページは２４時間常時公開している。
個別データの登録、修正、更新プログラムにより、データの整備を行いつつも特別なメ
ンテナンス時以外は極力公開する。

京都精華大学
表現研究機構

研究員
吉村　和真

188002 禅籍電子化推進委員会 委員長　林　達也

駒澤大学図書館の了解のもと、駒澤大学図書館がインターネット上で提供している電
子図書館において「禅籍・仏書画像データベース」として無償公開している。書誌・解
題・本文で構成され、簡易・詳細検索画面より、書名・著者名・キーワード等で検索が
可能である。また、平成１７年度に収録資料を「日本曹洞宗・道元関係資料」「日本曹
洞宗関係・その他」「抄物関係資料」に分類し、各項目からの一覧表示・選択を可能と
し、利用上の便宜を図った。本文デジタル画像はサムネイル・詳細・高精細（拡大縮小
可能）画像の３種類を提供している。
なお、国立情報学研究所「メタデータベース」に登録し、研究成果を広く世界へ発信で
きる環境を整備している。

188003

188006 金銅仏データベース作成委員会 代表者　頼富　本宏

学内LANによる公開。大学図書館サイト（http://www.shuchiin.ac.jp/link.html)にて周知
し、大学・研究機関の研究者・教員については、学内にて全資料・全メタデータを公開、
学生・図書館端末利用者については、Web簡易版（メタデータ項目を制限）へのアクセ
スを許可し、運用を行っている。

データベースは、平成１８年１１月開館予定の京都国際マンガミュージアムにおいて専
用サーバを準備して、web上で公開する。本システムでは、雑誌単位、巻号単位、目次
単位での表示が可能である。次年度以降は画像のリンクも可能であり、常時公開には
問題はない。さらに、本学図書館システムへの統合も視野に入れる。
今回入力するデータの修正および新規受入タイトル情報の追加更新やサーバのメン
テナンスは、研究主体である本学で行うが、コレクションを所蔵している清水勲・日本漫
画資料館館長に随時協力を依頼する。
さらに、児童雑誌、漫画資料の収集を行っている大阪国際児童文学館、広島市まんが
図書館、熊本県菊陽町図書館、川崎市民ミュージアムなどの公共機関、中原淳一、手
塚治虫記念館などの個人文学館、日本漫画・マンガ文化の摂取に積極的であるオハ
イオ州立大学、韓国漫画情報センター、オーストラリアモナシュ大学日本研究セン
ター、さらには本学表現研究機構マンガ文化研究所の提携先である北京中央美術学
院、上海電視大学などの主要研究機関にもリンクを張り、京都国際マンガミュージアム
を中枢機関とした、相互の情報交換・共有と研究促進を図る。

京都造形芸術大学
芸術文化情報センター

課長
引原　直美

188005 日本印度学仏教学会 理事長　木村　清孝
平成１０（１９９８）年３月にインターネット上で公開を開始し、平成１８（２００６）年５月現
在までの総アクセス数は、約２３３，０００件である。

花園大学
文学部

専任講師
師　茂樹

種智院大学
仏教学部

講師
松本　峰哲



データベース公開状況一覧（平成1８年度採択分）
研究成果データベース（一般）

（平成２２年８月１日現在）

本補助金により作成されたデータベースの公開状況課題番号
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの名称

（上段：日本語、下段：英語）
作成組織の名称 申請代表者氏名

本データベースについての
照会先担当者

国立西洋美術館所蔵作品データベース 公開

Collection Database of The National Museum of
Western Art, Tokyo

http://collection.NMWA.go.jp/artizeweb

芸大美術館所蔵美術作品および教育資料データ
ベース

公開

Database of Art Objects and Art Reference
Materials of Geidai Museum

http://db.am.geidai.ac.jp/

古代西アジアのアッカド語宗教文書データベース 公開

Database for Religious Texts in Akkadian Language
http://www.rikkyo.ne.jp/grp/tk/RTAL/RTAL.h
tml

東京芸術大学附属図書館貴重資料データベース 公開

Tokyo Geidai Library Rare Books Database http://images.lib.geidai.ac.jp/

日本古典資料調査データベース 公開

Classical Books and Materials Database of Japan http://base1.nijl.ac.jp/~chosa/

古典籍総合目録データベース 公開

Union Catalog of Japanese Classical Books http://base1.nijl.ac.jp/~koten/

日本文学研究論文の総合目録データベース（大正・
昭和・平成）

公開

Database for Research Thesis Catalog of Japanese
Literature Studies in Taisho,Showa and Heisei
Period

http://base1.nijl.ac.jp/~ronbun

明治前期出版広告データベース 公開

Publishing and Advertisement Database of the Meiji
first period

http://school.nijl.ac.jp/kindai/

グループ代表者　武井
協三

グループ代表者　谷川
惠一

国文学研究資料館
文学形成研究系

助手
江戸　英雄

188013
日本文学研究論文の総合目録データベース
（大正・昭和・平成）作成グループ

グループ代表者
　青田　寿美

国文学研究資料館のホームページを通じて公開。

国文学研究資料館
複合領域研究系

教授
谷川　惠一

188012 古典籍総合目録データベース作成グループ
グループ代表者　鈴木

淳
インターネットによる一般公開（国文学研究資料館のホームページ
（http://www.nijl.ac.jp）の「電子資料館」のメニューから選択してアクセスする）

国文学研究資料館
文学資源研究系

助手
山田　直子

188011 日本古典資料調査データベース作成グループ

代表者　月本　昭男

FileMaker Proによって入力され、館内サーバーに保持されたデータを、校正を経た上
で公開用サーバーに順次転送し、FileMaker Ｓerverを用いて公開している。利用者は
ごく一般的なブラウザがあれば、特別なソフトを用いることなく、本データベースにアク
セス可能となっている。ただし、２００５年度末、国文学研究資料館に「Infolib」という
データベースシステムが導入され、既に運用されている。これは、csvデータをアップ
ロードするだけでデータベース公開が可能となるシステムで、非常に汎用性が高いた
め、現在、当該データベースの公開方法の切り替えを検討している。

国文学研究資料館
複合領域研究系

助教授
青田　寿美

188014 明治前期出版広告データベース作成グループ

国文学研究資料館ホームページ「電子資料館」中の「近代文献情報データベース」に
て、平成１０年度より公開を行っている。利用は無料であり、またID・パスワード制限等
を設けていないので、一般的なwebブラウザさえあれば、誰でも利用可能である。
現在は、東京日日新聞（明治５年２月創刊）を主たる対象として、明治１２年末まで約
８，１００件の広告を収め、利用に供している。平成１８年度には、引き続き同紙から明
治１５年までの出版広告記事をピックアップし、データベースの増強を図る。なお、検索
システムは、１．広告掲載書名　２．著訳者名　３．出版書肆名　４．広告掲載媒体（紙
誌名）　５．掲載年月日　を始めとして、６．広告本文のテキスト全文検索も可能であ
る。

立教大学
文学部
教授

月本　昭男

188010 貴重資料データベース作成委員会 委員長　上野　浩道

平成１３年４月図書館内に専用サーバを設置し、公開を開始した。
学内の利用者には学内LANを通じ、情報提供を行っている。また、研究・教育を目的と
する学外者にはユーザ登録制（IDとパスワードを発行。無料）で公開しており、利用時
間は２４時間である。

東京芸術大学
附属図書館

資料受入係長
大田原　章雄

188009 古代メソポタミア宗教文書研究会
左記URLの立教大学文学部月本研究室のホームページを通して公開されるデータ
ベースファイルをダウンロードする。

188008 芸大美術館データベース作成委員会 委員長　横溝　廣子 インターネットホームページにて公開。

188007
国立西洋美術館所蔵作品データベース作成委
員会

代表者　川口　雅子 国立西洋美術館ホームページにて公開。

独立行政法人国立美術館
国立西洋美術館
学芸課研究員

川口　雅子

東京芸術大学大学美術館
助教授

横溝　廣子



データベース公開状況一覧（平成1８年度採択分）
研究成果データベース（一般）

（平成２２年８月１日現在）

本補助金により作成されたデータベースの公開状況課題番号
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの名称

（上段：日本語、下段：英語）
作成組織の名称 申請代表者氏名

本データベースについての
照会先担当者

説話データベース 公開

Legendary Literature Database

新撰字鏡データベース（古字書DB1） 公開

A Database for Shinsenjikyo(Kojisho_DB1) http://www.manyou.gr.jp/KOJI_DB1

鴎外文庫書入本画像データベース 公開

http://rarebook.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/ogai/

（画像情報）

http://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/

（目録情報）

演劇情報総合データベース 公開

Database for Theatre Research http://enpaku.waseda.ac.jp/db/

電子版黒木文庫データベース 公開

The Kuroki Collection Image Database http://kuroki.dl.itc.u-tokyo.ac.jp

日本現存朝鮮古書データベース 公開

Data Base of Old Korean Books in Japan http://stl30.itc.u-toyama.ac.jp/dokb/

日本独文学会文献情報 公開

Bibliographia Germanistica Japonica http://ge.nii.ac.jp/genii/jsp/index.jsp

全国方言談話データベース 公開

Database of Discourse in Japanese Dialects
http://www.kokken.go.jp/public/hogendanwa_d
b/index.html

東京大学附属図書館
情報サービス課
資料整備係長

江川　和子Ogai Collection and His Notes Database

鴎外文庫書入本画像データベース作成委員会 委員長　小宮山　宏

東京大学
大学院総合文化研究科

助教授
ロバート・キャンベル

188020 富山大学朝鮮古書データベース作成チーム 代表者　藤本　幸夫 現在はアクセスを制限しています。従って予め藤本にお問い合わせ下さい。

富山大学
人文学部

教授
藤本　幸夫

188019 電子版黒木文庫データベース研究会
代表者　ロバート・キャン

ベル
東京大学情報基盤センター（デジタル・ライブラリ係）のサーバーから、テスト・ヴァー
ジョン（未完成版）としてWEB上に無料公開を試みている。

188018 演劇情報総合データベース作成委員会 委員長　竹本　幹夫
インターネット上で一般に無償公開している。また、演劇博物館内に設置した専用端末
でも利用可能。

188017

鴎外文庫の書誌所在情報は、国立情報学研究所の目録システムを利用し、
NACSISWebcatおよび東京大学オンライン所蔵目録（OPAC）に公開している。書入本
と自筆写本の画像データは、独自のデータベースを構築し、Webを通じて公開してい
る。

早稲田大学演劇博物館
デジタル・アーカイブ室

山本　浩幾

188016 古字書データベース作成委員会 委員長　坂本　信幸

①平成１７～１８年１０月までの試験期間は構内LANによる閉鎖型DBとする
②平成１８年１０月２０日より、インターネットのWeb公開
・既存ブラウザでアクセス＆検索できるシステムを構築
・安全対策のため、登録制として認証システムを設定する予定
③平成２２年には、DVD-ROMでの配布も予定している（予定数：２００）

奈良女子大学
文学部
教授

坂本　信幸

188015 説話と説話文学の会 代表者　芳賀　紀雄 CD-ROM配布による。

筑波大学
大学院人文社会科学研究科

教授
芳賀　紀雄

独立行政法人国立国語研究所
主任研究員
井上　文子

CD-ROMにより音声情報・文字情報・画像情報を、CDにより音声情報を公開している。
また、CD-ROMの文字情報・画像情報を収めた冊子を補助資料として付加している。
なお、独立行政法人国立国語研究所のホームページで、データの一部をサンプルとし
て、公開している。

188021 日本独文学会データベース委員会 会長　松浦　純 国立情報学研究所のNII学術コンテンツ・ポータルGeNiiにて公開。

188023 全国方言談話データベース作成委員会 委員長　佐藤　亮一

京都大学
大学院人間・環境学研究科

助教授
河崎　靖



データベース公開状況一覧（平成1８年度採択分）
研究成果データベース（一般）

（平成２２年８月１日現在）

本補助金により作成されたデータベースの公開状況課題番号
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの名称

（上段：日本語、下段：英語）
作成組織の名称 申請代表者氏名

本データベースについての
照会先担当者

漢字字体規範データベース 公開

Database of the normative glyphs in Hanzi script http://www.joao-roiz.jp/HNG/

アイヌ語音声データベース 公開

Ainu Language Corpus with Linked Audio Database
http://bryan.human.waseda.ac.jp/~kikuchi/ain
u/

キリシタン文庫データベース 公開

The KIRISHITAN BUNKO Library Database. http://133.12.23.145:8080/html/index.html

古文書目録データベース 公開

http://www.hi.u-tokyo.ac.jp/index-j.html

http://www.nii.ac.jp/index-j.html

北方関係資料総合データベース 公開

Hokkaido University Northern Studies Collection
Database

http://www.lib.hokudai.ac.jp

東寺伝来文献資料詳細目録統合データベース 準備中

The integrated Database of detailed catalogues of
books and documents accumulated in the pre-
modern Toji Temple

（平成22年10月公開予定）

188026

188027

北海道大学附属図書館ホームページでインターネットを通じて公開している。北方関係資料総合データベース作成委員会188028

１．東京大学史料編纂所ウェッブサイトより公開
２．国立情報学研究所学術研究データベース・リポジトリより公開

委員長　逸見　勝亮

代表　近藤　成一

漢字字体規範データベース編纂委員会188024

古文書目録データベース作成グループ

Database of Japanese Historical Documents

代表者　奥田　統己

代表　高祖　敏明

アイヌ語音声データベース作成チーム

キリシタン文庫データベース作成グループ

188025

代表　富田　正弘

インターネット委員長　石塚　晴通

観智院金剛蔵聖教文書データベース作成委員
会

188029

東京大学
史料編纂所

教授
近藤　成一

北海道大学
附属図書館

図書館専門員
東　重俊

新規に作成した東寺観智院金剛像聖教文書のデータと既存の東寺文書データベース
の接続作業が難航しているため、公開が遅れているが、近く富山大学総合情報基盤セ
ンターのサーバー（http://www.itc.u-toyama.ac.jp/TOJI）等からアクセスできるように
する。併せて、研究者個人用の検索システムを搭載したDVDを希望者に配布する予定
である。（入手方法は、近く研究雑誌に案内する。）

札幌学院大学
人文学部
助教授

奥田　統己

上智大学
キリシタン文庫

職員
筒井　砂

インターネット上のwwwサービス

キリシタン文庫内に設置した独自サーバにインストールした「Anastasia」というXML
データベースのプラットフォームを搭載して運用している。「Anastasia」は、写本XMLの
世界的権威である英国デモンフォート大学のピーター・ロビンソン博士（元オックス
フォード大学教授）が開発したものである。XMLについては、DTDがかなり複雑であり、
継続したデータメンテナンスが必要不可欠であるため、キリシタン文庫内で修正作業を
進めてきた。また、当初日本語対応が組み込まれていなかったために、日本語での入
力と表示ができなかったが、カスタマイズを行ってこれを解決した。
画像を本データベースにアップするにあたっては、「Anastasia」の共同開発者であるア
ンドリュー・ウェスト氏を英国より招聘してプログラムの変更を行い、画像表示の方法な
どを修正した。その結果、ページをめくり、拡大・縮小、書誌データとの相互リンクが張
られている「Virtual Library」機能を付加した。ウェスト氏の招聘期間中に終了しなかっ
たプログラムについては、リモート及びＥメールによるファイルの送付などを行い、順次
解決した。
画像のセキュリティに関しては、電子透かし等の導入を検討している。
なお将来的には、本データベースのDVD-ROMによる公開も考えている。

北海道大学
大学院文学研究科

教授
池田　証壽

富山大学
人文学部

教授
富田　正弘



データベース公開状況一覧（平成1８年度採択分）
研究成果データベース（一般）

（平成２２年８月１日現在）

本補助金により作成されたデータベースの公開状況課題番号
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの名称

（上段：日本語、下段：英語）
作成組織の名称 申請代表者氏名

本データベースについての
照会先担当者

古記録フルテキストデータベース 公開

Full-text Database of Old Japanese Diaries
http://www.hi.u-
tokyo.ac.jp/ships/shipscontroller

正倉院文書データベース 公開

Shoso-in Monjo Database http://somoda.media.osaka-cu.ac.jp/

東京国立博物館所蔵博物図譜データベース 公開

Visual Archive of Natural History Bibliotheca http://webarchives.tnm.jp/dbs/zufu/

東京国立博物館所蔵写真資料データベース 公開

新・全国漢籍データベース 公開

New Database of Old Chinese Books Kept in Japan http://kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp/kanseki/

東洋学多言語資料のマルティメディア電子図書館情
報システム

公開

An Information System of Multimedia Digital Library
of Multi-language Materials for Asian Studies

http://www.toyo-bunko.or.jp

東洋文化研究所所蔵漢籍目録データベース 公開

Catalogue of Chinese Classics http://www3.ioc.u-tokyo.ac.jp/kandb.html

「東洋文庫所蔵」図像史料マルチメディアデータベー
ス

公開

Multimedia DB of Toyo Bunko's Historical Pictures
and Photos

http://dsr.nii.ac.jp/toyobunko/

委員長　高橋　裕次

委員長　富田　淳

代表者　吉田　早苗

代表　栄原　永遠男188031 正倉院文書データベース作成委員会

188030 古記録フルテキストデータベース作成グループ

188035

188032

188033

東京国立博物館所蔵博物図譜データベース
作成委員会

東京国立博物館所蔵写真資料データベース作
成委員会

188034 全国漢籍データベース作成委員会

東洋文庫電算化委員会

Database of Tokyo National Museum Photographic
Collection

188036

188037 図像史料マルチメディアＤＢ作成委員会 代表者　小野　欽司
インターネットで公開中。日本語版と英語版を公開しており、国内・海外の誰でも無料
で閲覧できる。

東洋文化研究所ホームページで公開中である（http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp）。利用制
限はない。
東洋文化研究所は、国内外に先駆けて漢籍目録データベースの構築を開始し、現在
では、国立情報学研究所および京都大学人文科学研究所と共同で全国漢籍目録統
合データベース構築を推進しているが、本データベースはその統合データベースの基
礎となるものであり、国立情報学研究所を通じて既入力データは全国の関連機関に配
布される。
構築されたデータベースは、国立情報学研究所および京都大学人文科学研究所にも
蓄積されるものであり、万が一の事態にも十分備えたものとなっている。

京都大学人文科学研究所附属漢字情報研究センターのホームページ上に公開してい
る。

漢籍目録データベース作成グループ 代表者　大木　康

委員長　井波　陵一

委員長　斯波　義信
ホームページのWebサイトに、「図書館業務」→「図書のオンライン検索」として、すでに
構築したデータベースを公開している。
（平成１７年度末の時点で、４８種、354,243件）

史料編纂所のホームページからインターネット公開している。「データベース検索」→
「古記録フルテキストデータベース」と入ることができる。

(1)本データベースは、webベースで２４時間公開し、大阪市立大学学術情報総合セン
ターのデータベースサーバに実装する。サーバメンテナンスも、恒常的に同センターが
行う。データの管理は、データベース作成委員会の担当者、および同センターが常時
行い、異常の発生時には即応できる体勢をとることが可能である。
(2)利用制限は行わない。ただし、セキュリティ確保のために、利用者名・利用目的の記
入を求める。また、アクセス頻度、利用状況が把握できるようなデータベースシステム
とする。

東京国立博物館ホームページ

財団法人東洋文庫
図書部長

田仲　一成

京都大学
人文科学研究所

助教授
矢木　毅

東京大学
東洋文化研究所

教授
丘山　新

国立情報学研究所
コンテンツ科学研究系

助教授
北本　朝展

http://webarchives.tnm.jp/archives

東京国立博物館ホームページ
（仮URL）http://webarchives.tnm.jp/

東京国立博物館
文化財部保存修復課

保存修復室長
高橋　裕次

東京国立博物館
文化財部列品課列品室

室長
富田　淳

東京大学
史料編纂所

教授
吉田　早苗

大阪市立大学
教授

栄原　永遠男



データベース公開状況一覧（平成1８年度採択分）
研究成果データベース（一般）

（平成２２年８月１日現在）

本補助金により作成されたデータベースの公開状況課題番号
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの名称

（上段：日本語、下段：英語）
作成組織の名称 申請代表者氏名

本データベースについての
照会先担当者

国際敦煌プロジェクト　データベース 公開

International Dunhuang Project Database http://idp.afc.ryukoku.ac.jp

東文研蔵アジア写真資料集成データベース 公開

Database for the photographic records of Asia
preserved in the institute of Oriental Culture

http://kande0.ioc.u-tokyo.ac.jp/ap/

東京国立博物館所蔵古地図データベース 公開

意匠文化データベース 公開

Iconology Database
http://www.num.nagoya-
u.ac.jp/database/iconology/index.html

邦楽マルチメディアデータベース 公開

The Japanese Music Multimedia Database http://wwwsoc.nii.ac.jp/nokk/

明治期以降行政界変遷デジタル地図 公開

Administrative Boundary Digital Map after the Meiji
http://giswin.geo.tsukuba.ac.jp/teacher/muray
ama/datalist.htm

ヨーロッパとアフリカにおけるアクセサリー・身装文化
ディジタルアーカイブ

公開

Accessory and Costume Digital Archives in Europe
and Africa.

http://www.minpaku.ac.jp/database/accessor
y.html

アンデス民族学画像・友枝コレクション・データベー
ス

公開

Andean Ethnographic Photographic Data Base of
Tomoeda Collection

http://www.nanzan-
u.ac.jp/MUSEUM/gallery/index.html

東京国立博物館情報アーカイブ（仮称）ウェブサイト
http://webarchives.tnm.jp/archives/　上でデータベースを公開する。

申請代表者および作成組織が所属する「東京大学東洋文化研究所のホームページ
（http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/）」のトップページおよび当該研究所附属「東洋学研究
情報センターHP（http://ricas.ioc.u-tokyo.ac.jp/）」のトップページから入れる。視覚的
に入りやすくなるよう２ヵ所の入り口を作った。
「魏書データベース」については学内教育用として所内のネットワーク下に限定して一
部運用を開始している。

国立民族学博物館ホームページを通じて公開中。

インターネット　国立情報学研究所「学協会情報発信サービス」内の当会HP上で一般
公開.

188038

188039

188041

188040

188042

188043

188044

188045

委員長　田良島　哲

特定非営利活動法人　日本音楽国際交流会

身装文化ディジタルアーカイブプロジェクト

友枝コレクションデータベース作成班

代表者　高橋　晴子

代表　加藤　隆浩

代表者　村山　祐司

現在、インターネット上に公開されているデータベースは、５カ国のサイト（英国サイト
（idp.bl.uk）と中国サイト（idp.nlc.gov.cn）、ロシアサイト（http://idp.orientalstudies.ru/）、
日本サイト（http://idp.afc.ryukoku.ac.jp/）、ドイツサイト（http://idp.bbaw.de/）で利用可
能である。これらのデータベースはお互いにシンクロしており、ユーザーにとっては５カ
国の各データベースを意識する事無しにシームレスな利用が可能になっている。
IDPでは国際的な協力の下、１０万点以上の敦煌や敦煌以外のシルクロードの遺跡か
ら発掘された断片、絵画、テキスト、そして遺物の画像や情報をインターネット上で自
由に閲覧することができる。
日本のIDPサイト及びデータベースは、Apple社のPowerMac G5上に構築され、データ
ベースはApple社のXserve RAIDで管理されている。

意匠文化データベース作成委員会 代表者　西川　輝昭

理事長　長瀬　淑子

国際敦煌プロジェクト
プロジェクトリーダー（日本側）

岡田　至弘

代表者　平勢　隆郎

東京国立博物館古地図データベース委員会

東文研蔵アジア写真資料集成データベース作
成グループ

東京国立博物館
事業部情報課
情報管理室長

田良島　哲

本画像データベースの試作品を、本研究補助金によらず、すでに２００５年度に構築
し、名古屋大学博物館のホームページ上で公開している。

すでに若干の準備があるとはいえ、今年度より本補助金を得て、データベース作成が
本格的にはじまる。当面は、画像のデジタル化を急ぐ。コレクション全体で４万枚以上
の画像を所蔵しているので、今年度は、８，０００枚をデジタル化し、その一部をホーム
ページで公開し、多くの研究者、関心のある方々にアクセスできるようにしたい。

行政界変遷図データベース研究会 インターネット上にホームページを立ち上げ、データのダウンロードを可にしている。

筑波大学
生命環境科学研究科

教授（代表者）
村山　祐司

大阪樟蔭女子大学
学芸学部
助教授

高橋　晴子

南山大学
外国語学部

教授
加藤　隆浩

Database of historical maps in Tokyo National
Museum

名古屋大学博物館
教授（館長）
西川　輝昭

特定非営利活動法人
日本音楽国際交流会

事務局
松島　香織

龍谷大学
理工学部情報メディア学科

教授
岡田　至弘

東京大学
東洋文化研究所

東洋学研究情報センター
学術研究支援員

井上　直美

http://dbs.tnm.jp/db/kaken/oldmaps.html



データベース公開状況一覧（平成1８年度採択分）
研究成果データベース（一般）

（平成２２年８月１日現在）

本補助金により作成されたデータベースの公開状況課題番号
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの名称

（上段：日本語、下段：英語）
作成組織の名称 申請代表者氏名

本データベースについての
照会先担当者

日本常民文化研究所　デジタル資料群データベース 公開

Jomin Attic Digital Materials http://www.kanagawa-u.ac.jp/lib/index.html

サヴィニービブリオテーク 公開

Savigny Library http://savigny.toin.ac.jp

ロシヤ武力・強権・護法機関（シラヴィキー）データ
ベース

公開

Siloviki DATABASE http://www.somonken.jp

データベース２０世紀・２１世紀年表 公開

Database of the 20th/21st Century Chronology http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/

政治データバンク 公開

Political Data Bank http://politics.j.u-tokyo.ac.jp/

選挙データについては生のデータを公開していないが、SPSS分析のコマンドをメール
で送ることにより、そのデータ分析結果が得られる。
その他のデータについては、蒲島研究室ホームページ（http://politics.j.u-
tokyo.ac.jp/）上メニューのデータ中、政治データバンクで公開している。

インターネットにより財団法人ソ連問題研究会ホームページ上（URL）で公開中である。
情報検索システム名は「ロシヤ権力機関『シラヴィキー（ロシヤ武力・強権・護法機
関）』」である。
公開情報・データベースの一部は申し込みによる会員制有料サービスとすること（CD-
ROM化しての配布方法、料金体系等）を検討・準備中である。

インターネット

188046

188047

188048

188049

委員長　村上　淳一

蒲島　郁夫188050

「シラヴィキー」データベース作成グループ

データベース２０世紀・２１世紀年表作成グルー
プ

（財）ソ連問題研究会理事
長　川合　渙一

代表　田中　明彦

データベースの公開は、インターネットを通じてWebサイトで行っている。貴重書をより
多くの人に閲覧してもらうために、データベースの利用は原則として自由である。また、
研究活動を支援するために、Member IDを発行してデータベースと連結した付箋機能
を提供することで研究者の研究支援も行っている。メンテナンス状況としては組織内に
管理者を設けて常時システムの点検・監視を実施している。さらに、専門知識を有した
業者とシステム保守（オンサイトハードウェア保守・システムセキュリティ保持・バグの
解消及び付箋機能等のデータバックアップ）の有償契約を締結し、万が一システムに
不具合が生じた場合においても早急にシステム復旧できる体制を整えている。

委員長　佐野　賢治

東京大学
法学部
教授

蒲島　郁夫

財団法人
ソ連問題研究会

理事長
川合　渙一

東京大学
大学院情報学環　教授

（東洋文化研究所　教授兼任）
田中　明彦

神奈川大学
日本常民文化研究所

所長
佐野　賢治

平成１４年度・１５年度・１６年度・１７年度の科学研究費補助金研究成果公開促進費
によって、データ化した財団法人日本民族学振興会旧蔵書および宮田文庫のデータ
については、神奈川大学図書館のOPACにて公開中。

桐蔭横浜大学
法学部法律学科

助手
浅岡　慶太

日本常民文化研究所データベース作成委員会

桐蔭横浜大学西洋法史研究所サヴィニービブ
リオテークデータベース作成委員会



データベース公開状況一覧（平成1８年度採択分）
研究成果データベース（一般）

（平成２２年８月１日現在）

労働問題文献データベース 公開

Ohara Institute Labor Documentation in Japan http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp

海事博物館データベース 公開

The Database of Maritime Museum Collection http://www.museum.maritime.kobe-u.ac.jp/

農家経済調査データベース

Household Budget Data of Agricultural Sector

戦前期新聞経済記事文庫データベース 公開

The Prewar Days Newspaper Economic Article
Database

http://www.lib.kobe-u.ac.jp/sinbun/index.html

企業情報データベース 公開

Database on Japanese Companies http://www.rieb.kobe-u.ac.jp/liaison/kuemdb/

ＳＳＪデータアーカイブ 公開

Social Science Japan Data Archive http://ssjda.iss.u-tokyo.ac.jp

函館児童雑誌コレクション及び北海道児童雑誌デー
タベース

公開

Database of Juvenile Magazines in Hakodate and
Hokkaido.

http://219.101.197.58/fujijoshi/index.php

188057
函館児童雑誌コレクション及び北海道児童雑誌
データベース作成委員会

委員長　柴村　紀代

「函館児童雑誌コレクション及び北海道児童雑誌データベース」ホームページを作成し
て、資料検索の機能と、画像を中心としたWebミュージアム的な部分とを併せ持つサイ
トとしてWeb公開する。北海道立文学館のホームページ上にて公開を予定、また、道内
でも情報基盤のインフラが整備されている公立はこだて未来大学との共同運用につい
ては承諾を得ている。
Webサーバーは、北海道立文学館で用意し運用する。２４時間管理体制で常時公開は
問題なく、またセキュリティもファイアウォール、ウィルスチェックなど高いレベルにあ
る。メンテナンスの点では、複数年度に渡って公開していくことと、公開後に閲覧者から
の継続的な指摘等が考えられることから、info@～で対応しつつコンテンツの修正、更
新等を事務局にて行う。
ホームページのリンク先としては、日本国内の児童図書・児童雑誌の主要所蔵機関で
ある国際子ども図書館、大阪国際児童文学館、神奈川県立神奈川近代文学館、三康
文化研究所付属三康図書館、東京都立多摩図書館、日本近代文学館、更には北海
道内の主だった公共図書館など関連施設を考えている。
また、本データベースの公開を機に、北海道内の公共図書館、特に今回協力を仰ぐ札
幌市、函館市などでは展示会も行ない、データベースへの認知度も高めていきたい。

藤女子大学
教授

柴村　紀代

188056 データアーカイブ部会 代表　佐藤　博樹 World Wide Webで検索可。

188055 企業情報データベース作成委員会 委員長　山地　秀俊 利用申請があった者のみ、インターネットにより閲覧可能。

神戸大学
経済経営研究所

助手
高上馬　かおり

188054
神戸大学戦前期新聞経済記事文庫データベー
ス作成委員会

委員長　富田　昌宏 インターネットにより公開中。

幹事　佐藤　正広 公開

188052 神戸大学海事科学部　海事博物館専門委員会 委員長　石田　憲治

神戸大学附属図書館
情報サービス課
電子図書館係長

田原　勝典

大原社会問題研究所労働問題文献データベー
ス作成委員会

委員長　早川　征一郎 既に完成した部分はインターネットにて公開。

188053 農家経済調査データベース作成委員会

課題番号
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの名称

（上段：日本語、下段：英語）
作成組織の名称 申請代表者氏名

188051

本データベースについての
照会先担当者

本補助金により作成されたデータベースの公開状況

法政大学
大原社会問題研究所

主任
若杉　隆志

神戸大学
海事科学部

教授
石田　憲治

本データベースは、1931年から1948年までの農家の経済活動を各農家ごとに調査し
た、調査票のデータベースである。このため、個人情報に属するデータが多く含まれ
る。また、調査対象の多くは、まだ実在する世帯であることが多く、取り扱いには注意
が必要である。このため、本データベースは、Web等で公開することは行わず、秘密保
持に関する誓約書を出していただいた後、調査票をデータベース化したファイル（PC上
で処理できるもの）をCDにコピーして提供する。

一橋大学
経済研究所

教授
佐藤　正広

神戸大学海事科学部のホームページ（左記URL）の中に組み込まれている。

東京大学
社会科学研究所附属

日本社会研究情報センター
助手

三輪　哲



データベース公開状況一覧（平成1８年度採択分）
研究成果データベース（一般）

（平成２２年８月１日現在）

課題番号
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの名称

（上段：日本語、下段：英語）
作成組織の名称 申請代表者氏名

本データベースについての
照会先担当者

本補助金により作成されたデータベースの公開状況

教育実践データベース 公開

Database of Information for Education Practice http://diep.u-gakugei.ac.jp

江戸・明治初期教育実践データベース 公開

Database of digitized resources on educational
practice in the Edo and Meiji Era

http://library.u-gakugei.ac.jp/orai/color/

環境教育実践事例データベース 公開

Database of Environmental Education Practices http://dbee.miyakyo-u.ac.jp

初等中等教育諸学校における実践的教育研究主題
データベース

公開

The Database of Practical Educational Research
Indices in Primary and Secondary Schools

https://www.nier.go.jp/database/

公開

http://www.nii.ac.jp/services/service-j.shtml

Database of Teaching Materials on Home
Economics Education

（さらに詳細に示すと以下のアドレスになります）
http://dbr.nii.ac.jp/infolib/meta/CsvDefault.exe?DB_ID=
G0000094KATEIKA&GRP_ID=G0000094&DEF_XSL=defau
lt&IS_TYPE=csv&IS_STYLE=default

イラスト教材作成支援データベース 公開

Illustration drawing support data base http://202.23.86.77/kyouzai/

天体核反応データファイル 公開

Nuclear Reaction Data File for Astrophysics http://www.jcprg.org/

Digitized Sky Survey Ⅰに基づく暗黒星雲のデータ
ベース

公開

Database of Dark Clouds Based on Digitized Sky
Survey Ⅰ

http://astro.u-
gakugei.ac.jp/~tenmon/Atlas/index.html

北海道大学
理学研究院
物理学部門

教授
加藤　幾芳

188065 暗黒星雲データベース作成委員会 委員長　土橋　一仁

入力作業が全て完了した暗黒星雲データについては、すでにインターネット上で公開し
ている。平成１８年度は、残りのデータの入力・確認作業を遂行する。また、ユーザー
から寄せられる意見・要望を参考に、データ検索ツール（CGI）の改良を、随時行ってゆ
く。

東京学芸大学
教育学部
助教授

土橋　一仁

188064 日本荷電粒子核反応データグループ 委員長  加藤　幾芳

1)　本グループによるウェブ経由の公開
　（http://www.jcprg.org/nrdf/ http://www.jcprg.org/exfor/）
2)　国際協力による各国核データセンターによるウェブ経由の公開
　（例　http://www-nds.iaea.org/exfor/）
　（国際原子力機関・米・仏・露・中・印・ブラジルの核データセンターとの協力）
3)　牽引情報の国立情報学研究所学術研究データベース・リポジトリでの公開（予定）

国立情報学研究所ホームページ、学術研究データベースリポジトリ「家庭科教育教材
データベース」

DVD-ROM　「日本家庭科教育学会５０周年記念DVD　家庭科教育教材データベース」
平成１７年度科学研究費補助金（研究成果データベース）【課題番号：１７８０４８】

千葉大学
教育学部

教授
石井　克枝

188063 イラスト教材作成支援データベース作成委員会 委員長　小松　幸廣 インターネット
国立教育政策研究所

総括研究官
小松　幸廣

188062

家庭科教育教材データベース

日本家庭科教育学会 会長  佐藤　文子

宮城教育大学
附属環境教育実践研究センター

センター長　教授
村松　隆

188061 実践的教育研究主題データベース作成委員会 委員長　吉岡　亮衛 インターネット経由でアクセス可能な汎用計算機上のデータベースとして。
国立教育政策研究所

総括研究官
吉岡　亮衛

188060 宮城教育大学拠点システムプロジェクト 代表　村松　隆

データベースの検索システムをインターネット上に公開している。
公開内容
①項目別環境教育実践事例
②新規登録フォーム
③環境教育計画のQandA
④海外教育事情に関するもの
⑤その他（データベースの利用法、アンケート）

188059
江戸・明治初期教育実践データベース作成委
員会

委員長　細江　文利 東京学芸大学附属図書館のホームページから、インターネットで公開している。

東京学芸大学
学術情報部情報管理課

学術資料係長
村田　輝

188058 教育実践情報データベース作成プロジェクト
研究代表者　星野（大森）

直樹
インターネット

東京学芸大学
助教授

大森　直樹



データベース公開状況一覧（平成1８年度採択分）
研究成果データベース（一般）

（平成２２年８月１日現在）

課題番号
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの名称

（上段：日本語、下段：英語）
作成組織の名称 申請代表者氏名

本データベースについての
照会先担当者

本補助金により作成されたデータベースの公開状況

太陽活動の長期変動画像データベース 公開

Image Database of Long-Term Solar Variability
http://solarwww.mtk.nao.ac.jp/jp/database.ht
ml

太陽系外惑星データベース 公開

Data Base of Extra-Solar Planets http://www.DBESP.org/

マグダス環太平洋地磁気ネットワークデータベース 公開

MAGnetic Data Acqusition System/Circum-pan
Pacific Magnetometer Network Data

http://denji102.geo.kyushu-
u.ac.jp/denji/obs/cpmn/cpmn_obs_e.html

CAWSES宇宙天気国際協同研究データベース 公開

CAWSES Space Weather International Collaborative
Research Database in Japan

http://center.stelab.nagoya-u.ac.jp/cawses/

在日本脊椎動物化石標本データベース 公開

Japanese fossils of vertebrate
http://www.koka.ac.jp/yamamoto/jafov/
wwwjafov.htm

太陽地球系物理学データベース 公開

http://swdcwww.kugi.kyoto-u.ac.jp/index-j.html
（日本語ページ）

http://swdcwww.kugi.kyoto-u.ac.jp/index.html
（英文ページ）

地球環境衛星画像データベース 公開

Satellite Imagery Database for Earth Environmental
Research

http://www.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/SIAIIS/

GPS全電子数データベース 公開

GPS Total Electron Content Database http://stegps.kugi.kyoto-u.ac.jp

国立天文台太陽観測所
教授

桜井　隆
188066 太陽観測フィルム乾板デジタル化チーム チームリーダー　桜井　隆 ホームページ上で公開している。

188072 地球環境工学研究グループ

本研究のデータベースでは系外惑星に関する観測結果及び固体微粒子の測定結果
などの数値データを、Web上のサーバーから公開する。本研究で公開する数値データ
は大規模なものとなるため、公開用のサーバーには特定領域研究で運営を行ってい
る既存のシステムを随時拡張する形で運用を行う計画である（上記のサーバーは既に
常時運用を行っている）。公開初期にはこれまでに観測が行われている地上観測デー
タ及び実験室データを公開に適した統一したフォーマットに変換する作業を行い公開
作業を始める。これに加えて赤外線天文観測衛星（AKARI）の観測データの成約が進
んだ時期には、AKARIによる観測データも順次加えていく予定である。

188071

Solar Terrestrial Physics Database

京都大学・大学院理学研究科・附属地磁気世界資料解析センター　ホームページの
「データ」ページ（英文ページは"Data Service")から、インターネットで全世界に向け公
開している。

委員長　家森　俊彦

京都大学
大学院理学研究科

助手
齊藤　昭則

東京大学
生産技術研究所

教授
喜連川　優

代表者　喜連川　優

STPデータベース作成委員会

京都大学
大学院理学研究科

教授
家森　俊彦

188067

188068
マグダス環太平洋地磁気ネットワークデータ
ベース作成委員会

太陽系外惑星データベース作成委員会 委員長　上野　宗孝

東京大学
大学院総合文化研究科

助手
上野　宗孝

名古屋大学
太陽地球環境研究所

教授
荻野　瀧樹

名古屋大学太陽地球環境研究所・ジオスペース研究センターホームページの
「CAWSES宇宙天気国際協同研究データベース」、英文は"CAWSES Space Weather
International Collaborative Research Database in Japan"から、インターネット公開をし
ている。

委員長　湯元　清文 インターネット

九州大学
宙空環境研究センター

センター長
湯元　清文

Webサイトによるデータベース（検索）サービスにより公開。利用資格等は設けず、広く
一般に公開している。同サイトは、地質学関係を中心に学会等のホームページにリン
クされている。

京都光華女子大学
人間関係学部
人間関係学科

教授
山本　嘉一郎

CAWSES宇宙天気国際協同研究
データベース作成委員会

委員長　荻野　瀧樹

データベースJAFOV構築作業グループ 代表　山本　嘉一郎

188069

188070

左記サーバーにてhttpとftpによって公開。
登録ユーザーのみ利用可能な部分がある。

インターネットを通じてWebからのデータベースへのアクセスを可能としている。

GPS全電子数データベース作成グループ 代表者　齊藤　昭則188073



データベース公開状況一覧（平成1８年度採択分）
研究成果データベース（一般）

（平成２２年８月１日現在）

課題番号
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの名称

（上段：日本語、下段：英語）
作成組織の名称 申請代表者氏名

本データベースについての
照会先担当者

本補助金により作成されたデータベースの公開状況

アフリカ岩石標本画像データベース 公開

Image Database of African Rock Collection
http://www.num.nagoya-
u.ac.jp/database/IDARC_v_1_81/Start_.htm

巨大地震の震源過程情報データベース 公開

Source parameters for great earthquakes http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/sanchu/SOUP/

モンゴル国及び周辺地域の自然環境データベース 公開

Natural Environments Database of Mongolia and
Surrounding Areas

http://www.suiri.tsukuba.ac.jp/~raise/new/dat
a_catalog.htm

引用文献チェックシステム 公開

Reference-Checking System http://ref.chemistry.or.jp/

アモルファス・ファクトデータベース 公開

FACTUAL DATABASE ON AMORPHOUS
MATERIALS

http://www.imr.tohoku.ac.jp/

磁性体多層膜ファクトデータベース 公開

FACTUAL DATABASE ON MAGNETIC
MULTILAYERS

http://www.imr.tohoku.ac.jp/

コンピュータ博物館 公開

Computer Museum http://museum.ipsj.or.jp/

日本建築学会・建築博物館  蒐集資料目録・画像
データベース

公開

AIJ Architectural Museum, Architectural Archives
Database

http://news-sv.aij.or.jp/da2/gallery_top.htm

名古屋大学博物館
教授

足立　守

当初は平成１９年９月から公開予定であったが、平成１９年１０月から平成２０年５月ま
で、名古屋大学博物館の耐震改修工事が行われたため、博物館のホームページ上で
の公開が遅れてしまった。
平成２０年５月２４日からは、ホームページ上の左記のURLでアクセスできるようになっ
た。

188075

アフリカ岩石標本画像データベース研究グルー
プ

グループ長　足立　守188074

東京大学
地震研究所
山中　佳子

現在はデータベースとしてではなくトピックス的に解析結果のみを公開している。今後
これらを統一的なフォーマットで整理し、関連する情報なども加えた震源過程データ
ベースとしてHPで公開する予定。

山中　佳子

東北大学
金属材料研究所

計算材料学センター
事務補佐員
本郷　智子

（社）日本化学会
学術情報部

課長
林　和弘

原則としてwebインターフェースを利用したアクセス方法を利用者に提供する。ある論
文情報に関して、それが電子ジャーナルへのリンクを持っているかどうかを確認できる
画面を用意する。一方、学会が論文情報をまとめてチェックする仕組みや、あるいは、
研究者が業績リストの論文群に対して電子ジャーナルへのリンクを簡単に埋め込める
仕組みを検討する。

188076

・国立情報学研究所を通じて公開予定。
・インターネット（文献情報のみ公開中）。
・Landolt-Börnsteinシリーズとしてドイツ国Springer社から出版中。

188078

モンゴル国及び周辺地域の自然環境データ
ベース作成委員会

委員長　杉田　倫明

筑波大学
大学院生命環境科学研究科

助教授
杉田　倫明

現在のところ、内部での利用に限り研究に利用しながら、外部に公開できるような形に
データの記述などを整備しているところである。左記のURLからアクセスできるが、パス
ワードで保護されている。

188079

社団法人　日本化学会 常務理事　太田　暉人

アモルファス・ファクトデータベース作成グルー
プ

グループ代表者　川添
良幸

188077

東北大学
金属材料研究所

計算材料学センター
技術補佐員

金子　武次郎

・国立情報学研究所を通じて公開予定。
・インターネット（収集文献リストのみ公開中）。
・Landolt-Börnsteinシリーズとしてドイツ国Springer社から出版予定。

磁性体多層膜ファクトデータベース作成グルー
プ

グループ代表者　三谷
誠司

社団法人　情報処理学会 事務局長  湖東  俊彦

日本建築学会ホームページ上での公開を予定。

インターネット上で公開。
社団法人　情報処理学会

会誌編集部門
綿谷　亜樹

日本建築学会建築博物館委員会 委員長　林　昌二188081

188080

日本建築学会
総務部
副主幹

中村　幹久



データベース公開状況一覧（平成1８年度採択分）
研究成果データベース（一般）

（平成２２年８月１日現在）

課題番号
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの名称

（上段：日本語、下段：英語）
作成組織の名称 申請代表者氏名

本データベースについての
照会先担当者

本補助金により作成されたデータベースの公開状況

日本建築学会図書館目録・書誌・画像データベース 公開

自然災害資料データベース 公開

Database for Natural Disaster Science http://maple.dpri.kyoto-u.ac.jp/saigai/

混相流実験データベース 公開

Database of Multiphase Flow Experiments http://m-database.kir.jp/

土木学会土木図書館  目録・書誌・画像
データベース

公開

The Civil Engineering Library of JSCE's
Bibliography,Image and Rare Books Database

http://www.jsce.or.jp/library/

地震災害関連資料のデジタルアーカイブ 公開

Seismic Disaster Materials in Digital Archive http://www.jsce.or.jp/library/

津波ディジタルライブラリィ 公開

Tsunami Digital Library http://tsunami.dbms.cs.gunma-u.ac.jp/

インターネット版先進金属材料の各種材料特性ファ
クトデータベース

公開

Internet version factual database on various
properties for advanced metallic materials

http://www.nims.go.jp/vamas_twa10/

糖鎖抗原データベース 公開

GlycoEpitope Database http://www.glyco.is.ritsumei.ac.jp/epitope/

インターネット（http://www.aij.or.jp/jpn/tosho/）にて公開を予定しています。188082

188083

日本建築学会図書委員会 委員長　小谷部　育子

京都大学
防災研究所

助教授
矢守　克也

インターネット
日本自然災害学会災害情報委員会データベー
ス小委員会

委員長　澤田　純男

 Ｔｈｅ Architecture Library of AIJ's Bibliography,
Image and Rare Books Database

http://www.aij.or.jp/jpn/tosho/

日本建築学会
総務部
副主幹

峯浦　敏

（社）土木学会
附属土木図書館

調査役
坂本　真至

（社）土木学会
附属土木図書館

調査役
坂本　真至

土木学会ホームページから土木図書館にリンクを張り、土木図書館に用意した公開
サーバ上で、検索システム及び画像情報ページなどを構築し、広く一般の利用に供し
ている。

188084

土木学会ホームページから土木図書館にリンクを張り、土木図書館に用意した公開
サーバ上で、検索システム及び画像情報ページなどを構築し、広く一般の利用に供し
ている。

188086

混相流実験データベース作成グループ 代表者　賞雅　寛而
東京海洋大学

教授
賞雅　寛而

国際混相流情報センター（http://www.jsmf.gr.jp/ICeM/index.html）から、また気液二相
流については原子力学会熱流動部会（http://wwwsoc.nii.ac.jp/aesj/division/thd/）か
らも、直接的なデータベース公開がなされている。
上記公開については、いずれも混相流学会及び原子力学会熱流動部会の協力の下
に行われている。

188087

社団法人土木学会　土木図書館委員会近代資
料収集小委員会

委員長　松浦　茂樹

（社）土木学会・阪神・淡路大震災１０周年行事
実行委員会

委員長　後藤　洋三

188085

群馬大学
工学部情報工学科

教授
金森　吉成

インターネット上にWEBで公開津波ディジタルライブラリィ作成委員会 委員長　金森　吉成

立命館大学
糖鎖工学研究センター長

川嵜　敏祐

豊田工業大学
助教授

上野　明
188088

インターネット版材料特性データベース構築委
員会

委員長　上野　明

平成１７年２月よりウェブサイトに公開している。

（独）物質・材料研究機構のWEBサイトに常設されているVAMAS TWA１０の公式ホー
ムページ
　　http://www.nims.go.jp/vamas_twa10/
で公開する。
公開する内容は、
・アモルファス合金ファクトデータベース
・インターネット公開用テンプレート（XMLスキーマ版、RelaxNG版）
・データ検索ソフト（β版）
である。

GlycoEpitope　Database作成委員会 代表者　川嵜　敏祐188089



データベース公開状況一覧（平成1８年度採択分）
研究成果データベース（一般）

（平成２２年８月１日現在）
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本補助金により作成されたデータベースの公開状況

昆虫学データベース 公開

http://konchudb.agr.agr.kyushu-u.ac.jp/index-j.html

和文HP
http://konchudb.agr.agr.kyushu-u.ac.jp/

英文HP

ガラパゴス諸島植物生態画像メタデータ・データベー
ス

公開

Metadata Database of Plant Ecology Images in
Galapagos Islands

http://gallery.lb.nagasaki-
u.ac.jp/galapagos/jp/

転写開始点データベース 公開

Database of Transcriptional Start Sites http://dbtss.hgc.jp

リボソームタンパク質遺伝子データベース 公開

Ribosomal Protein Gene Database http://ribosome.med.miyazaki-u.ac.jp

世界の高山・極地の植生データベース 公開

Database of vegetation on high mountain and arctic
area in the world

http://fd2001.sci.shizuoka.ac.jp/~fujisan/index
.htm

極地生物多様性画像データベース 公開

Database of Polar Plant Diversity http://antmoss.nipr.ac.jp/database.html

世界有用植物の基礎データである「堀田ファイル」
データベース

公開

Database of a world-wide useful plants,so-called
“Hotta File”

http://www.chikyu.ac.jp/sato-
project/hottafiledb/

微生物比較ゲノムデータベース 公開

Microbial Genome Database for Comparative
Analysis

http://mbgd.genome.ad.jp

南極海プランクトンデータベース 公開

Database on the Antarctic Plankton Samples http://biows.nipr.ac.jp/~plankton/pldb/

インターネット上に公開、及び２００３年版CD-ROMあり。

188091

代表　多田内　修

Entomology Database

昆虫学データベース作成グループ188090

長崎大学
主査

平林　昇
インターネット及び国立情報学研究所を通じて公開。

ガラパゴス諸島植物生態画像メタデータ・デー
タベース作成委員会

委員長　岡林　隆敏

九州大学
農学研究院

教授
多田内　修

静岡大学
理学部
教授

増沢　武弘

宮崎大学
フロンティア科学実験総合センター

助教授
剣持　直哉

１．これまでに収集した情報はすでにWeb上で公開している。
２．専用のサーバーを立ち上げ終日アクセス可能とし、また、アクセスに関しての制限
は設けない。
３．日本語フォントは使用しないため、海外からのアクセスにも対応している。

188092

本データベースは静岡大学情報処理センターのサーバーを利用してインターネット上
で公開。

188094

転写開始点データベース作成委員会 委員長　鈴木　穣

東京大学
大学院新領域創成科学研究科

助教授
鈴木　穣

Internetを通じて一般に無償で公開している。

極地生物多様性画像データベース作成委員会 委員長　神田　啓史188095

RPGデータベース作成グループ 代表　剣持　直哉

高山極域環境研究会 代表　増沢　武弘

188093

大学共同利用機関法人
情報・システム研究機構

国立極地研究所
教授

神田　啓史

インターネット上で既に公開している。国立極地研究所公式ホームページで生物圏研
究グループデータベースシリーズとして左記URLに公開している。

国立大学法人　北海道大学
大学院水産科学研究院
海洋生物資源科学部門
海洋資源計測学分野
衛星資源計測学領域

平譯　享

CD-ROMを作成し、関係機関、希望者に配布すると共に、これまで作成したデータベー
スの一部をWEB上で試行的に一般公開している。

自然科学研究機構
計算科学研究センター

助手
内山　郁夫

インターネットで公開

データベースを作成し公開した。改良、改善を重ねて都度アップしていく。

総合地球環境学研究所
研究部
教授

佐藤　洋一郎

188096 堀田ファイル・データベース整備委員会
委員会委員長　佐藤　洋

一郎

内山　郁夫188097

188098 委員長　平譯　享南極海プランクトンデータベース作成委員会



データベース公開状況一覧（平成1８年度採択分）
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照会先担当者

本補助金により作成されたデータベースの公開状況

遺伝暗号（コドン）使用データベース 公開

http://www.kazusa.or.jp/codon/

ftp://ftp.kazusa.or.jp/pub/codon/

ショウジョウバエ電子顕微鏡画像アトラス 公開

Electron Microscopic Atlas of Drosophila Organs http://www.dgrc.kit.ac.jp/~jdd/em-image/

コドン使用データベース（CUTG）作成グループ 代表者　中村　保一

財団法人
かずさﾃﾞｨｰ･ｴﾇ･ｴｰ研究所

植物ゲノム基盤研究部
植物ゲノム情報研究室

室長
中村　保一

WWWにより検索可能なデータベースとして完全に公開している。同時に匿名FTPサー
バより全データファイルがダウンロード可能である。

188099

京都工芸繊維大学
ｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｴ遺伝資源ｾﾝﾀｰ

教授
山本　雅敏

日本ショウジョウバエデータベースで公開

Codon usage tabulated from international DNA
sequence database

188100
日本ショウジョウバエデータベース
作成グループ

代表　山本　雅敏



データベース公開状況一覧（平成1８年度採択分）
研究成果データベース（一般）

（平成２２年８月１日現在）

魚類ミトコンドリアゲノム・データベース 公開

Fish Mitochondrial Genome Database http://mitofish.ori.u-tokyo.ac.jp/

システム生物医学データベース 公開

Systems Biology and Medicine Database http://www.lsbm.org/db/

蛋白質・核酸相互作用データベース 公開

Thermodynamic Database for Protein-Nucleic Acid
Interactions

http://gibk26.bse.kyutech.ac.jp/jouhou/pronit
/pronit.html

動物行動の映像データベース 公開

Movie Archives of Animal Behavior http://www.momo-p.com/

HiCEPデータベース 公開

http://133.63.22.11/

http://133.63.22.11/about/about_db.html

植物寄生性サビ・クロボ菌データベース 公開

Data base on rust and smut fungi http://160.45.63.11/

カイコ完全長cDNAデータベース 公開

Bombyx full length cDNA Database http://morus.ab.a.u-tokyo.ac.jp

食の安全に関する指標データベース～生鮮魚介類
の生可食性基盤情報

公開

Indicative database about food safety ～
Fundamental information of remaining days of
validity (RDV) for fresh fish and shellfish

http://www.k-value.jp/

中国薬草古典「証類本草」データベース 公開

Chinese herbal classic “Shoruihonzo”database http://ethmed.u-toyama.ac.jp/honzou/

富山大学
和漢医薬学総合研究所

教授
小松　かつ子

188109 証類本草データベース作成委員会 委員長　小松　かつ子

中国薬草古典「証類本草」の六巻に収載されている４種類の生薬について、原文及び
翻訳文を試験公開している。公開する生薬数は順次増やす予定。
公開は、富山大学・和漢医薬学総合研究所・民族薬物資料館のホームページ上で
行っている。

東京大学
大学院農学生命科学研究科

教授
嶋田　透

188108 生可食性基盤情報データベース作成委員会 代表者　濱田　奈保子

データベース＆WEBサーバーを構築し、インターネット上にてホームページを開設。各
種保存条件下におけるＫ値の経時変化のグラフ（図）と合わせてＫ値に関するデータを
魚種別に掲載する。掲載データには、魚の履歴に関する情報（捕獲場所・方法等）も記
述を行う。
データベースの立ち上げ時には、水産業者向けの新聞・雑誌などの媒体へプレスリ
リースを発行し、告知を行う。本データベースへのご意見・ご質問には、掲示板もしく
は、問い合わせメールアドレスを作成し対応の予定。

東京海洋大学
大学院海洋科学技術研究科

助手
濱田　奈保子

188107 カイコ完全長cDNAデータベース作成委員会 委員長　嶋田　透 インターネット

（独）放射線医学総合研究所
重粒子医科学センター

先端遺伝子発現研究グループ
技術員

笠間　康次

188106 植物寄生菌研究グループ 代表者　柿嶌　眞

データベースの一部である「The Rust Flora of Japan」は、平成１４年１１月に菌類に関
する世界的なネットワークとなっているMycology.Netの傘下にある
DiversityCampus.Netのサーバー（ドイツ）により、インターネットで、下記のURLより公
開した。また、平成１８年度には標本および文献に関するデータベースを完成させ、こ
れとリンクさせ公開する予定である。
（Http://160.45.63.11/ →　Fungi　→　Rust Flora of Japan）

筑波大学
生命環境科学研究科

教授
柿嶌　眞

188105 HiCEP DB 構築プロジェクト 代表　笠間　康次

インターネット上のホームページにて、データベースの検索インターフェースや情報ファ
イルのダウンロードシステムを用意し、データベースを公開。このホームページは、独
立行政法人　放射線医学総合研究所のホームページからもリンクされている。本補助
金によるＤＢリリースに関する情報は、〔http://133.63.22.11/about/about_db.html〕から
参照可能である。

九州工業大学
情報工学部

教授
皿井　明倫

188104 日本動物行動学会 会長　長谷川　眞理子 インターネット
帝京科学大学

講師
藪田　慎司

188103
蛋白質・核酸相互作用データベース作成委員
会

作成委員長　皿井　明倫 インターネット

東京大学 海洋研究所
海洋生命科学部門
分子海洋科学分野

教授
西田　睦

188102
東京大学先端科学技術研究センター
システム生物医学ラボラトリー

SBM-DB責任者　油谷
浩幸

インターネットにて公開中。（平成１４年４月～）

東京大学
先端科学技術研究センター

システム生物医学ラボラトリー
SBM-DB責任者

油谷　浩幸

188101
魚類ミトコンドリアゲノム・データベース作成委
員会

委員長　西田　睦

データは東京大学海洋研究所分子海洋科学研究室に設置したサーバに置き、公共の
国際的オンラインデータベースとして、２００４年３月からインターネット上で公開してい
る。２００６年３月には機能・内容をより向上させ、バージョン２とした。データは、年６回
程度更新される。

本データベースについての
照会先担当者

本補助金により作成されたデータベースの公開状況課題番号
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの名称

（上段：日本語、下段：英語）
作成組織の名称 申請代表者氏名

HiCEP Database



データベース公開状況一覧（平成1８年度採択分）
研究成果データベース（一般）

（平成２２年８月１日現在）

本データベースについての
照会先担当者

本補助金により作成されたデータベースの公開状況課題番号
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの名称

（上段：日本語、下段：英語）
作成組織の名称 申請代表者氏名

薬剤情報標準化のためのデータベース 公開

Standardized drug information database http://www.umin.ac.jp/kounoukouka/

Gタンパク質共役型受容体ーリガンド相互作用デー
タベース

公開

GPCRｰLIGAND DATABASE
http://gdds.pharm.kyoto-
u.ac.jp/services/glida/

日本病理剖検輯報データベース

薬物トランスポーター情報統合データベース 公開

Web-accessible comprehensive drug transporter
database

http://www.TP-Search.jp/

メタボロームと生理活性脂質データベース 公開

Metabolome and Lipid Database http://lipidbank.jp

ヒト胎児形態発生データベース 公開

http://mrlab.frsc.tsukuba.ac.jp/human_embryo
s/

http://www.bme.sys.i.kyoto-
u.ac.jp/gaiyou_embryo/index.html

DB代表者　奥野  恭史

京都大学
大学院薬学研究科

助教授
奥野　恭史

本データベースは、作成代表者の所属する研究科（京都大学・大学院薬学研究科）が
所有するサーバーにより、Webで公開されている。本研究室では、サーバー管理専属
の技術職員を雇用し、年間を通して連続的な運用を可能にしている。また、通常のWeb
ページでの閲覧に加え、ftpによる全データの一括ダウンロードサービスを実施してい
く。
本データベースは学術雑誌Nucleic Acids Research 2006年データベース特集
（Okuno,Y.,Yang,J.,Taneishi,K.,他２名”GLIDA:GPCR-Ligand Database for Chemical
Genomic Drug Discovery”）に報告されており、論文公開とともに世界中の生物系研究
機関からのアクセスが見込まれる。また、現在申請中の特許技術の実装例として、技
術開発者等からの参照も予想される。
平成１８年度中に、本データベースへの外部からのデータアップロードメニューを作成
し、国内外の研究者による実験データの登録を可能にするとともに、具体的な研究拠
点を設け、ネットワーク環境や人的環境の早急な整備に取り組みたい。

京都大学大学院薬学研究科統合薬学ﾌﾛﾝﾃｨｱ
研究ｾﾝﾀｰ

大学病院医療情報ネットワーク  薬剤小委員会
データベース作業部会

部会長　折井　孝男
平成１７年度までの内容：公開している。
なお、平成１８年度の内容については、平成１９年４月公開予定。

188110

188111

NTT東日本関東病院
薬剤部

薬剤部長
折井　孝男

188113

188112

本データベースは平成１１年７月から日本脂質生化学研究会事務局があった東京大
学医学部にサーバーを設置し、インターネット上で公開している。

188114

社団法人　日本病理学会 理事長　長村　義之

インターネットを通じて、WWWにより既に公開を行っている。

日本病理剖検輯報として年度ごとに刊行（今年度は第４８輯）
積年データベースを用いた検索（原則として日本病理学会会員ならびに研究協力機関
に所属する者で、データベース利用申請の手続きを経て適当と認められた場合）

Japan Autopsy Annual Database

同志社女子大学
薬学部
教授

西島　正弘

東京大学
大学院薬学系研究科

教授
杉山　雄一

日本大学
医学部
教授

根本　則道

公開

データベースの画像を部分的に左記に公開している。
本データベースの継続プロジェクトが科学技術振興機構（ＪＳＴ）の「バイオインフォマ
ティクス推進事業」に採択されたので、ヒト胎児画像、ＭＲ画像、各症例の書誌情報（臨
床歴、計測データなど）を統合したデータベースを作成中である。このデータベースは、
平成２２年を目処に公開の予定である。

関連のWeb（ＪＳＴ）
http://www-bird.jst.go.jp/kenkyu/souzou/h17shinki/h17shinki-06.html

薬物トランスポーター情報統合データベース
作成委員会

代表者　杉山　雄一

日本脂質生化学会脂質データベース構築委員
会

委員長　西島　正弘

委員長  塩田　浩平188115

Human Fetal Development Database

ヒト胎児形態発生データベース作成委員会

京都大学
医学研究科

教授
塩田　浩平
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本データベースについての
照会先担当者
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作成組織の名称 申請代表者氏名

骨・関節の遺伝病の疾患遺伝子の遺伝子変異と遺
伝子多型の統合データベース

公開

Integrated Database for Mutations and
Polymorphisms of Disease Genes for the Bone and
Joint Diseases

http://www.riken.jp/lab-www/OA-
team/JSDC/index.html

肝炎ウィルスデータベース
公開

Hepatitis Virus Data Base http://s2as02.genes.nig.ac.jp/

日本リウマチ性疾患データベース 公開

National Database of Rheumatic Diseases by iR-net
in Japan

http://www.ninja-ra.jp/

静止画像および動画像による核医学データベース 公開

Nuclear medicine database for still and motion
images

http://www.jsnm.org/

日本成人心臓血管外科手術データベース 公開

Japan Adult Cardiovascular Surgery Database http://www.jacvsd.umin.jp/top.html

東南アジア保健・生活統計データベース 公開

Southeast Asian Health and Life Statistics
Database

http://www.sls-db.org

１）（独）国立病院機構相模原病院
臨床研究センター
リウマチ性疾患

研究部長
當間　重人

２）（独）国立病院機構相模原病院
リウマチ科医師

松井　利浩

名古屋市立大学
教授

溝上　雅史
インターネットにて公開中

188116

独立行政法人　国立病院機構相模原病院にサーバを設置、平成１６年４月１５日より
インターネットで公開している。

188118

骨系統疾患コンソーシウム 代表　池川　志郎

理化学研究所
遺伝子多型研究センター

チームリーダー
池川　志郎

Excel、FileMakerによるデータベースとして入力し、同データベースを公開する。ウェブ
（ホームページ）としてインターネットに公開し、ウェブ・ブラウザから容易にデータベー
スを利用できるものとする。公開されたサイトにアクセスし、登録されているID、パス
ワードを入力することにより、データベースの閲覧が可能になるようにする。
ID、パスワードの登録は、申請にあたっての書類をダウンロードし書式に記入して送る
もしくは、ウェブ上のページから申請可能とする予定である。ホームページの表紙に
は、本データベースサーバに関する説明ならびに、使用希望のある場合には登録して
利用許可を申請するための書類のダウンロードボタン（将来的には申請もネット上で行
えるようにする予定）、申請先などに関する情報を記載する。従って、登録申請を行っ
ていない利用者は、ホームページの表紙のみしか参照することは出来ず、データベー
スは利用出来ない。
利用許可を得た利用者を認証してサーバへアクセスするためのID、パスワード入力欄
を設け、ここに入力された内容により、データベース内の閲覧範囲を限定することが出
来るシステムとする。公開される情報は、１）遺伝子情報、遺伝子変異情報、遺伝子多
型情報などの配列情報と、２）病像、病歴概要、X線画像などの患者臨床情報にわか
れるが、後者については、医療関係者のみへの公開項目とする予定である。なお、本
データベースサーバは、理化学研究所のファイアウォール、ならびにコンピュータウィ
ルス監視サーバに守られたDMZ領域に設置し、常時、監視ならびにメンテナンスを行う
予定である。

188119

肝炎ウィルス研究委員会 委員長　溝上　雅史

日本リウマチ性疾患データベース作成委員会 委員長　當間　重人

188117

日本核医学会事務局
事務局長

神田　正子
インターネット上のサーバで公開している。中間法人　日本核医学会 理事長　日下部　きよ子

大妻女子大学
人間生活科学研究所

教授
大澤　清二

東京大学
医学部心臓外科

教授
髙本　眞一

188120 日本成人心臓血管外科手術データベース 代表幹事　髙本　眞一

１．CD-ROM
“Southeast Asian Health and Medical Statistics Database”
“Comparative Study on the Growth of Thai and Japanese Children”
“Ubon Child Motor Development Study”
“Thailand Database”
２．WEB

ホームページ上にて公開している

東南アジア保健・生活統計データベース研究会 代表者　大澤　清二188121
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河村文庫画像データベース 公開

The Kawamura-Bunko Image Database
http://www.shiga-
med.ac.jp/library/med_his/index.html

神戸大学医学部保健学科WHO疫学週報トピックス
（略称WHO疫学週報トピックス）データベース

公開

Database of Japanese Version of Weekly
Epidemiological Topics from WHO by Faculty of
Health Science in Kobe University School of
Medicine

http://wer.ams.kobe-u.ac.jp/

治療ベンチマークテストのための大学病院退院要約
データベース

公開

Discharge summary database for benchmark test http://www.kochi-ms.ac.jp/discharge

病原細菌データベース 公開

Pathogenic Bacteria DataBase http://bac.hs.med.kyoto-u.ac.jp

古典籍総合データベース 公開

KOTENSEKI Database http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/

民事判決原本データベース 公開

The Databases of the Original Texts of Civil
Judgements

http://www.nichibun.ac.jp/graphicversion/dba
se/minji_j.html

占領期新聞記事データベース 公開

The Database of Occupation Period Newspapers
and Newsletters' Articles.

http://prangedb.kicx.jp/login

滋賀医科大学
図書課情報サービス係長

菅　修一
滋賀医科大学近江医学郷土史料電子文庫188122

188123

河村文庫画像データベース作成委員会 委員長　松田　昌之

神戸大学
医学部
教授

宇佐美　眞

各号の疫学週報（日本語抄訳版）は、A4用紙２枚の図表を含むPDFファイルからなり、
２週間毎に新たなWHO疫学週報トピックスを公開している。

神戸大学医学部保健学科　感染・疫学情報セ
ンター

委員長　宇佐美　眞

九州大学
大学院医学研究院

医療情報学
教授

野瀬　善明

インターネット上で公開している。

京都大学
医学部保健学科

助教授
後藤　俊幸

188124

インターネット（Web）上で公開188126

国立大学病院医療情報部門連絡会議退院要
約データベース班

班長　野瀬　善明

・患者識別情報を含まない標準型の退院サマリーデータを各大学病院で作成し、記憶
媒体を班長校に送り共同利用ファイルを作成する。この共同利用ファイルを再び記憶
媒体で参加大学に配布して、各大学でベンチマークテストを行う。患者を識別できない
データベースではあるが、オンライン通信はデータ漏洩の心配があるので行わない。
・データ集計と解析は参加大学がそれぞれに行い、集計解析の結果を持ち寄ってグ
ループとして成果を公表する。
・公表は研究会・学術誌で行う。

188125

早稲田大学図書館
調査役

松下　眞也

病原細菌データベース作成委員会 委員長　後藤　俊幸

早稲田大学図書館所蔵資料データベース作成
委員会

委員長　白井　克彦

国際日本文化研究センターホームページ中、データベースメニューからアクセス可能
である。個人情報を多量に含んでいるためプライバシー保護を厳密に行う必要があ
り、利用目的を研究目的のみに限定して、法学、法制史、政治史、社会史、文化史、生
活史、風俗史等の研究者のうちで作成協議会が利用申請を許可した者の範囲内で
Web公開している。今後も同様な制限を加えて申請者に対しては、広く公開する予定で
ある。なお、公開データベースは、データ入力と同時にWeb検索が可能な仕組みである
ため、最新情報がリアルタイムで提供されている。

188127

早稲田大学
政治経済学術院

教授
山本　武利

188128

民事判決原本データベース作成協議会 会長　合庭　惇
国際日本文化研究センター

情報課長
三宅　育夫

占領期新聞記事データベース化プロジェクト委
員会

平成１２年度～１６年度において科研費研究成果公開促進費：データベースの補助を
得て作成した「占領期雑誌目次データベース」はWebで公開している。利用者は、ID、
パスワードでログインする。これはあくまでも研究サイトであるので、プロジェクトでは、
利用状況を解析しながら運用を行っている。「占領期新聞記事データベース」もこの
データベースと同じサーバで、同じ検索ロジックで運用する。勿論、検索項目は、若干
異なるので変更の必要はあるが、占領期の雑誌、新聞の二大メディアを統合検索可能
とする。
今年度「占領期雑誌目次データベース」に個別データの修正機能を付加したので、「新
聞記事データベース」も１件ごとに呼び出し修正・更新が可能になった。データの質は
向上し、メンテナンス・公開の即時性を持たせることができる。
また、「占領期雑誌目次データベース」は、サーバ運用に関して、不安定な時期もあっ
たので、「占領期新聞記事データベース」においては、メンバーに加わる早稲田大学図
書館学術情報課の協力も得て、それを解消するとともに、安定的な常時公開のための
アップグレードを図る。

委員長　山本　武利
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ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの名称

（上段：日本語、下段：英語）
作成組織の名称 申請代表者氏名

漢字字体変遷研究のための拓本文字データベース 公開

Kanji Character Database for Digital Rubbings http://coe21.zinbun.kyoto-u.ac.jp/djvuchar

図書館情報学文献目録データベース 公開

Bibliography of Library and Information Science http://wwwsoc.nii.ac.jp/jslis/biblis_2.html

世界地すべりデータベース 公開

Database of Landslides of the World http://icl.dpri.kyoto-u.ac.jp

東京大学総合研究博物館データベース 公開

The University of Tokyo,the University Museum
Database

http://www.um.u-tokyo.ac.jp

明治以降外国語教育史料デジタル画像データベー
ス

公開

A Digital Archives Database on Foreign Language
Teaching Materials

http://www.wakayama-
u.ac.jp/~erikawa/database2/

エココレクション（環境共生）データベース 公開

Eco Collection (symbiosis with nature) Databases
http://libst1.nul.nagoya-
u.ac.jp/eco/index.html

日本における中東研究文献データベース１９８９－２
００６

公開

Bibliographical Database of Middle East Studies in
Japan

http://wwwsoc.nii.ac.jp/james/database.html

日本手話の基本単語の語義別例文の電子辞書

Electronic dictionary of example sentences for
meanings of basic words in the Japanese sign
language：Advanced course

公開

188135 日本中東学会 会長　三浦　徹

慶應義塾大学
文学部
教授

岸田　和明

京都大学
人文科学研究所

助教授
安岡　孝一

インターネット・CD-ROMにて公開。

188131

インターネットで公開。188129

188130

国立情報学研究所を中心とする全国大学間の学術情報システムで利用できるようシ
ステム設計を行う。具体的には、日本英語教育史学会の公式ホームページを拠点に、
会員登録やパスワードなどの障壁を設けず、国内外からインターネットを通じて無料で
検索・閲覧できるように公開する。また、ウィルス等による被害に備えて、複数の個人
サイトにバックアップを取ると同時に、DVD-ROMでデータを保存する。
デジタル・コンテンツをDVD-ROM化して主要図書館および研究者に２００ほど配布す
る。

東京大学
教授

諏訪　元
東京大学総合研究博物館ホームページ上で公開している。

京都大学
防災研究所

教授
佐々　恭二

国際斜面災害研究機構（ICL）のWebの中にLDSDDデータベースのWebページを作成
し、平成１８年１１月にそれまで入力が完了し、チェックが修了したデータから公開を開
始する予定。
ICLのwebサイト：
　http://icl.dpri.kyoto-u.ac.jp

和歌山大学
教育学部

教授
江利川　春雄

188134

東京大学総合研究博物館データベース作成委
員会

委員長　諏訪　元

外国語教育史料デジタル画像データベース作
成委員会

エココレクション（環境共生）データベース
作成委員会

委員長　伊藤　義人

委員長　江利川　春雄

名古屋大学
附属図書館

情報システム課長
渡邉　俊彦

本データベースは、国立情報学研究所の学協会情報発信サービス内に設置されてい
る日本中東学会のウェブサイトにて、平成１５年１１月から無料で公開している。更新
は週１回程度。

東京外国語大学
ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所

助教授
飯塚　正人

国立身体障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ
研究所　室長
福田　友美子

作製した電子辞書を収納したＤＶＤのディスクの配布を、２００７年３月末に、開始した。

名古屋大学附属図書館のホームページ上からインターネットにより公開している。

188136

188133

188132

拓本文字データベース作成委員会 委員長　安岡　孝一

日本図書館情報学会　文献目録委員会 委員長  岸田　和明

世界地すべりデータベース作成委員会 委員長　佐々　恭二

福田　友美子



データベース公開状況一覧（平成1８年度採択分）
研究成果データベース（一般）

（平成２２年８月１日現在）

本データベースについての
照会先担当者

本補助金により作成されたデータベースの公開状況課題番号
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの名称

（上段：日本語、下段：英語）
作成組織の名称 申請代表者氏名

人類進化博物資源総合データベース 準備中

Human Evolution Resources Database （平成２１年４月公開予定）

和算資料全文画像データベース 公開

Full-Text Image Database of the Japanese
Mathematics(Wasan) Collections

http://www2.library.tohoku.ac.jp

日本におけるスラブ地域研究文献データベース（第
２期）

公開

Japanese Slavic Studies Database
http://slav-db.sapporo-
u.ac.jp/slav/search/index.html

明治期主要児童雑誌内容目次データベース 公開

Database of the most important children's
magazines of the Meiji Period

http://www.iiclo.or.jp/

古貨幣・古札・金融関係文献データベース 公開

Old Coins, Old Paper Moneys and Financial
Bibliography Database

http://www.lib.e.u-tokyo.ac.jp

北海道大学総合博物館北東ユーラシア資料統合
データベース

公開

Hokkaido University Museum North Eastern Eurasia
Collection Database

http://data-
sv.museum.hokudai.ac.jp/databases/neecdb/

当データベースは、北海道大学総合博物館ホームページのトップにリンクされている
「標本データベース」のページに公開予定である。

北海道大学総合博物館
助手

小俣　友輝

東北大学附属図書館
総務課　情報企画係長

佐藤　初美

高知工科大学
教授

赤澤　威

人類進化博物資源総合データベース作成委員
会

委員長　赤澤　威

和算資料全文画像データベース作成委員会 代表者　野家　啓一

東北大学附属図書館の「和算ポータル」サイトにより、フリーアクセス（利用制限無し、
無料）のサービスとして、国内外に提供している。
このサイトは、２４時間アクセス可能なサービスとして運営され、最新のデータベース提
供についても、継続的・安定的な対応が保証できるものである。

http://gbs.ur-plaza.osaka-cu.ac.jp/kaseki/
本データベース計画調書（18年度採択）では、20年4月頃公開予定と記載したが、それ
は本事業が１９年度も継続を前提としたものである（１９・２０年度不採択）。上記ＵＲＬ
は閲覧は可能であるが、あくまでも作業用で非公開である。公開するためには最低１
年の継続事業を要する。

188139

データベースの公開は東京大学経済学部図書館のホームページを通じて行う。１レ
コードは、古貨幣・古札の場合は画像データと対応するメタデータ（目録データ）からな
ることを、金融関係文献の場合は書誌事項と所蔵事項からなるメタデータのみを原則
とする。メタデータは全文検索が可能なインターフェイスとし、利用者は検索エンジンを
利用する感覚で、好みのキーワードを入力し検索ボタンをクリックすることで瞬時に検
索結果を出すものである。また検索による利用のほか全ての所蔵資料を順番にブラウ
ジングできるような機能も備える。東京大学経済学部図書館では「サブジェクト・ゲー
ト・ウェイシステムEngel」を構築し、上述のような利用者インターフェイスに関して十分
な実績があり、このデータベースのインターフェイスも同様の形式をとるものとする。

財団法人
大阪国際児童文学館

主任専門員
小松　聡子

大阪国際児童文学館のホームページ上で公開。
URL  http://www.iiclo.or.jp/

東京大学
大学院経済学研究科

助手
日森　美佐代

札幌大学女子短期大学部
助教授

松田　潤

１．国立情報学研究所GeNii（NII学術コンテンツポータル）の学術研究データベースリポ
ジトリを通じて公開（インターネット）
２．インターネット

スラブ学文献研究会データベース作成班 幹事　松田　潤

188142
北海道大学総合博物館北東ユーラシア資料統
合データベース作成委員会

委員長　小俣　友輝

188140
明治期主要児童雑誌内容目次データベース作
成委員会

代表　小松　聡子

188141

188137

188138

古貨幣・古札・金融関係文献データベース作成
委員会

委員長　神野　直彦



データベース公開状況一覧（平成1８年度採択分）
学術誌データベース

（平成２２年８月１日現在）

化学データベース 公開

Chemistry Database in Japan http://cl.jstage.jst.go.jp

ジャルト・ジャーナル電子ジャーナル版 公開

JALT Journal Online Database http://www.jalt-publications.org

理論物理学の進歩データベース 公開

PROGRESS OF THEORETICAL PHYSICS DATA
BASE

http://ptp.ipap.jp

エムジェイ データベース 公開

Mineralogical Journal Database
http://www.jstage.jst.go.jp/browse/minerj/-
char/ja

岩鉱 公開

JOURNAL OF MINERALOGY, PETROLOGY AND
ECONOMIC GEOLOGY

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/ganko/-
char/ja

国際学術雑誌「ランドスライド」データベース 公開

電子情報通信学会トランザクションオンライン 公開

IEICE TRANSACTIONS ONLINE
http://www.ieice.org/jpn/trans_online/index.ht
ml

ISIJ International 電子ジャーナル 公開

http://db.wdc-jp.com/isij/

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/isijinternat
ional/-char/ja

（社）日本鉄鋼協会
編集グループ職員

内田　隆子

本会ホームページで「ISIJ International」の１９８９年（Vol.２９）１号から公開している。
利用者を会員、購読会員、非会員に区別し、購読会員のみ最近１２ヶ月の全文閲覧が
できる。そのため、購読会員には、IDとパスワードを付与している。購読会員以外でも、
検索およびアブストラクトの閲覧ができる。また、参考文献に引用されている本誌論文
へのリンクができる。
科学技術振興機構が運営するJ-STAGEにも平成１８年１月に２００５年（Vol.４５）１号
からの搭載を開始した。今後は１９８１年からの電子アーカイブ化を予定している。

189507

特定非営利活動法人　国際斜面災害研究機構 会長　佐々　恭二

社団法人　電子情報通信学会 会長　伊澤　達夫

International Journal of Landslides Database

189505

189506

ISIJ International Online

社団法人　電子情報通信学会
職員

水橋　慶

京都大学
防災研究所

教授
佐々　恭二

社団法人　日本鉄鋼協会 会長　浅井　滋生

ホームページ（左記URL）にて公開、また１年分をCD-ROMに収め頒布している。

http://icl.dpri.kyoto-u.ac.jp

日本岩石鉱物鉱床学会 会長　板谷　徹丸

ICLのwebの中にJoLS-DBのwebページを作成し、平成１８年１１月にそれまで入力が
完了し、チェックが終了したデータから公開を開始する予定。

ICLのwebサイト：
　http://icl.dpri.kyoto-u.ac.jp

189501

189502

189504

特定非営利活動法人　全国語学教育学会
理事長　ブラウン　Ｓ　ハミ

ルトン

理論物理学刊行会 理事長　九後　太一

（社）日本化学会
学術情報部課長

林　和弘

科学技術振興機構の運営する科学技術情報発信流通システムJ-STAGEにデータを
搭載し、日本化学会のホームページやCrossRef、ChemPortなどにリンクして公開して
いる。

理論物理学刊行会
事務職員

野坂　京子

東京医科歯科大学
留学生センター

教授
山下　早代子

東北大学
大学院理学研究科

教授
藤巻　宏和

科学技術振興機構が開発運用している科学技術情報発信・流通総合システム（J-
STAGE)を利用して、アブストラクト、引用文献、全文(Image)PDFを公開している。

東北大学
大学院理学研究科

教授
工藤　康弘

現在、科学技術振興機構が開発、運用している科学技術情報発信・流通総合システ
ム（J-STAGE）を利用して順次公開していく予定である。
閲覧に関しては、アクセス利用制限はなく、当面、認証はしないで、全文まで無料で公
開する。ただし、PDFファイル出力結果の制限についてのセキュリティーは当面、利用
者が本文を印刷できる機能のみ付ける。J-STAGEを利用して公開していることから24
時間365日いつでも閲覧可能である。

作成組織の名称 申請代表者氏名

社団法人　日本化学会 常務理事　太田　暉人

インターネットで公開。

189503

①学術団体等独自のシステムを通じて公開（URL:http://www.jalt-publications.org）
②科学技術振興機構（J-STAGE）を通じて公開
③CD-ROM又はDVD-ROM（発行年：1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005）
新しいデータはウェブマスターがオンラインポータル（インターネット入り口サイト）を通
してアップロードする。オンラインの該当するページからアクセスできるようにする。全
体のメンテナンスとアップロードは学会全体のホームページのウェブマスター（Mr.Paul
Collett）が行う。

日本鉱物学会 会長　松原　聰

本補助金により作成されたデータベースの公開状況
本データベースについての

照会先担当者

189001

課題番号
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの名称

（上段：日本語、下段：英語）



データベース公開状況一覧（平成1８年度採択分）
学術誌データベース

（平成２２年８月１日現在）

作成組織の名称 申請代表者氏名 本補助金により作成されたデータベースの公開状況
本データベースについての

照会先担当者
課題番号

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの名称

（上段：日本語、下段：英語）

日本金属学会誌データベース 公開

Publication Database of Journal of The Japan
Institute of Metals

http://wwwsoc.nii.ac.jp/jim/index-j.html

情報処理学会電子図書館：情報処理学会論文誌
（ジャーナル）

公開

IPSJ Digital Library : IPSJ Journal http://www.bookpark.ne.jp/ipsj/

軽金属学会誌「軽金属」 公開

Publication Database of Journal of The Japan
Institute of Light Metals

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jilm/
-char/ja/

応用物理学欧文誌全文データベース 公開

http://jjap.ipap.jp
http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jjap/-char/ja
http://www.nii.ac.jp/els/els-j.html

JSME International Journal データベース 公開

JSME International Journal's Database http://www.jstage.jst.go.jp/browse/_journallist/-char/ja#J

ゾオロジカル・サイエンス・イープラス 公開

Zoological Science-e.plus http://Zseplus.zoology.or.jp/

細胞の構造と機能 公開

Cell Structure and Function
http://www.jstage.jst.go.jp/browse/csf/-
char/en

日本応用動物昆虫学会英文誌データベース 公開

Journal Database of Applied Entomology and
Zoology

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/aez/

（独）農業・食品産業技術総合研究機
構

中央農業研究センター
上席研究員
守屋　成一

（独）科学技術振興機構（JST）により構築された「科学技術情報発信・流通総合システ
ム」（J-STAGE）を通じて公開している。J-STAGEへは直接アクセスすることも可能であ
るが、本学会のWEBサイト（http://odokon.org/）やスェーデン・ルンド大学のDOAJサー
ビス（http://www.doaj.org/）から入り、本データベースを利用することができる。また
GoogleやISI社のWeb of Scienceと連携し、さらにJST Link Centerを通じてChemport、
Crossref、JOISなどの各種二次文献データベースとリンクしている。

社団法人日本機械学会
事業運営部門

次長
寿山　正博

物理系学術誌刊行協会
事務局長

北村　昌良

１．学術団体等独自のシステムを通じて公開（URL：http://jjap.ipap.jp）
２．科学技術振興機構（J-STAGE）を通じて公開。
３．国立情報学研究所（NII）を通じて公開。

社団法人　日本動物学会
事務局長

永井　裕子

大阪大学
大学院生命機能研究科
細胞ネットワーク講座

教授
米田　悦啓

（編集委員長）

189515

日本細胞生物学会

日本応用動物昆虫学会英文誌データベース 会長　田付　貞洋

189513

189512

科学技術振興機構（J-STAGE）を通じて公開している。
登録なしで誰でも無料で閲覧でき、ジャーナル名・巻・号指定で目次から閲覧すること
も、キーワード・著書名等での検索によって論文を直接閲覧することも可能である。ま
た、PDFのみでなくHTMLによる全文公開がなされており、任意のキーワードによる全
文検索が可能であることから、閲覧者に大きな利便を図っている。J-STAGEと他のサ
イトとの連携により、PubMed,JOIS,STN等の文献情報データベースの検索結果や、
CrossRef参加出版社の電子ジャーナルの引用文献からリンクされる。

189514

社団法人　日本機械学会 理事会長　笠木　伸英

J-stage（部分公開）
http://www.jstage.go.jp/browse/zsj/-char/en
レファレンス等が完備した上で全公開の予定。
J-stageは「一度公開したものの訂正は認めない」ため慎重に作業を行っている。独自
サーバはURLは左記の通り。

JST（科学技術振興機構）が運営するJ-STAGEのホームページに公開している。

社団法人　日本動物学会 会長　浅島　誠

会長　中野　明彦

189511

社団法人情報処理学会 事務局長  湖東  俊彦

社団法人軽金属学会 会長　小林　俊郎

189509

Japanese Journal of Applied Physics Data Base

社団法人軽金属学会
事務局長

大園　智哉

社団法人情報処理学会
管理部門マネージャ補佐

岩瀬　良夫

社団法人　応用物理学会 会長　尾浦　憲治郎

189508

インターネット189510

社団法人　日本金属学会 会長　馬越　佑吉

インターネットで公開

社団法人　日本金属学会
専務理事

梶原　義雅

社団法人　日本金属学会のホームページで公開しています。
トップページ　データベース→オンラインジャーナル→日本金属学会誌
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本データベースについての
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課題番号
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（上段：日本語、下段：英語）

園芸学会雑誌 公開

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jjshs/_vols/-char/ja

http://ci.nii.ac.jp/vol_issue/nels/AN00025257_jp.html

組織細胞化学会誌データベース 公開

Acta Histochemica et Cytochemica
http://www.jstage.jst.go.jp/browse/ahc

脊髄外科（日本脊髄外科学会機関誌）データベース 公開

Spinal Surgery Data Base
http://www.jstage.jst.go.jp/browse/spinalsurg
/-char/ja/

日本核医学会機関誌データベース 公開

Annals of Nuclear Medicine Database http://www.jsnm.org/

熱帯病・熱帯医学データベース 公開

Tropical Medicine and Health DATABASE
http://www.tm.nagasaki-
u.ac.jp/society/jstm/database2.html

日本核医学会事務局
事務局長

神田　正子
インターネット上のサーバで公開している。

日本脊髄外科学会
事務局・編集局「分局」
担当　長瀬　恵美子

京都府立医科大学
大学院医学研究科細胞分子機能病理学

編集委員長
高松　哲郎

中西印刷株式会社内
園芸学会事務局

庶務幹事
菅谷　純子

本学会ホームページ（日本語版と英語版）から容易にアクセスできるようにしている。
①「トップページ（日本語版）」 →「 園芸学会雑誌」 →「 J-StageまたはCiNii上の
JJSHSページへのリンク」
②「トップページ（英語）」 →「 J-StageまたはCiNii上のJJSHSページへのリンク」
②’「トップページ（英語）」→「 Current and Recent Issues」 → 「J-Stage上の当該号へ
のリンク」
なお、現在すでに２００５年以降のすべての論文はJ-Stageで、１９９８年から２００４年
までの論文はCiNiiで閲覧できる。

189519

日本組織細胞化学会 理事長　長村　義之189517

中間法人　日本核医学会 理事長　日下部　きよ子

理事長　中川　洋

インターネット
日本脊髄外科学会ホームページ（URL左記記載）の機関誌「骨髄外科」オンライン閲
覧・検索のページからJ-STAGE下記アドレス、ならびに国立情報学研究所電子図書館
サービスのページにリンクをはっている。
J-STAGE 日本語：http://www.jstage.jst.go.jp/browse/spinalsurg/-char/ja/
J-STAGE 英語：http://www.jstage.jst.go.jp/browse/spinalsurg/

189518

園芸学会 会長　杉山　信男

本学会発行機関誌Acta Histochemica et Cytochemicaに受理された論文をJ-STAGEにて号
（２ヶ月）単位でオンライン公開しており、本公開に先駆けて受理論文単位で早期公開も実施し
ている。掲載論文数は年間３０編を予定している。また、創刊号以来の既刊誌をデータベース
化する作業を進めている。１レコードあたりのデータ内容は以下の通りである。
■J-STAGE早期公開
書誌情報（タイトル、著者名、Abstract、Key words）：SGML形式
全文：PDF形式
■J-STAGE本公開
書誌情報（タイトル、著者名、Abstract、Key Words、References）：SGML形式
全文：PDF形式

本学会発行機関誌Acta Histochemica et Cytochemicaに受理された論文をPubMed Centralに
て号（２ヶ月）単位でオンライン公開する。なお、公開は２００６年１１月を予定している。
■PubMed Central
全文：XML形式およびPDF形式

日本脊髄外科学会　データベース作成委員会

189516

Journal of the Japanese Society for Horticultural
Science

長崎大学
熱帯医学研究所

教授
門司　和彦

長崎市坂本1-12-4

189520 日本熱帯医学会 理事長　竹内　勤 科学技術振興機構（J-STAGE）を通じて公開。
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