
【データベース公開状況一覧（平成１９年度採択分）】 （平成２２年８月１日現在）

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
略称（EE&IT DB)

http://www.dbjet.jp/pub/

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
(略称：HD-GMP)

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

ライフサイエンス辞書 公開

Life Science Dictionary
(略称：WebLSD)

http://lsd.pharm.kyoto-u.ac.jp/

「企業・国家・労働」資料データベース 公開

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

https://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/opac/basic-query?mode=2

日本タイプ標本データベース 公開

Type Specimen Database of Japan
(略称：JTYPES)

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
(略称：Dicty_cDB)

http://dictycdb.biol.tsukuba.ac.jp/cDNAproject
.html

化学データベース 公開

Chemistry Database in Japan
(略称：CDJ)

http://cl.jstage.jst.go.jp

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
(略称：SLS-DB)

http://www.sls-db.org

インド学仏教学論文データベース 公開

Indian and Buddhist Studies Treatise Database
(略称：INBUDS)

http://www.inbuds.net

177002 ライフサイエンス辞書プロジェクト
インターネットにて無償公開（ユーザー登録の必要なし）
平成19年度中に希望者へCD-ROM配布予定（平成17年度にも配布済み）

京都大学
大学院薬学研究科

教授
金子　周司

筑波大学
大学院生命環境科学研究科

教授
漆原　秀子

197001

157009
ヒト遺伝子疾患変異研究会データベース
作成委員会

今年度は、主として一次資料や特殊資料、画像データなどの作成を行うため、東京大
学経済学部のホームページ上での公開が中心となる。ただし国立情報学研究所を通
したシステムで公開が可能な書籍類については、同じシステムを通じた東京大学の目
録検索システムで公開することとする。

代表  金子　周司

申請代表者氏名

157004 電気電子・情報関連技術史委員会 委員長  末松  安晴

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

委員長  清水　信義 インターネットによる公開

187003 Dictyostelium cDNA Project 情報担当班 班長　漆原　秀子 インターネット上で公開

“Enterprise, Nation and Labor” Database
（略称：ENLDB)

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

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
准教授

片山　紀生

慶應義塾大学
准教授

工藤　純

本補助金により作成されたデータベースの公開状況

左記URLより公開開始。利用者制限を設けずに一般公開。

東京大学
大学院経済学研究科

助手
小島　浩之

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

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”
“Myanmar Statistical Year Book”
２．WEB

大妻女子大学
人間生活科学研究所

教授
大澤　清二

189001 社団法人　日本化学学会 常務理事　太田　暉人
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

社団法人　日本化学会
学術情報部課長

林　和弘

花園大学
文学部

専任講師
師　茂樹

187002 日本分類学会連合データベース委員会 委員長　伊藤　元己 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

198001 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19(2007)年4月現在までの
総アクセス数は、約28,000件である。
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【データベース公開状況一覧（平成１９年度採択分）】 （平成２２年８月１日現在）

申請代表者氏名課題番号
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

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

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
(略称：NMWADA)

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

日本思想史文献データベース検索 公開

DATABASE OF JAPANESE INTELLECTUAL
HISTORY
(略称：DoJIH)

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

古代西アジアのアッカド語宗教文書データベース 公開

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
(略称：TGL-RBDB)

http://images.lib.geidai.ac.jp/

説話データベース 公開

Legendary Literature Database
(略称：LEGEND)

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
(略称：PADM)

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

日本古典籍総合目録 公開

Union Catalogue of Early Japanese Books
(略称：UCEJB)

http://base1.nijl.ac.jp/~tkoten/about.html

日本古典資料調査データベース 公開

Classical Books and Materials Database of japan
(略称：CBMJ)

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

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
(略称：DCJLS)

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

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
webサイトにおいて公開している。なお、閲覧には制限を設けておらず、
日本語・英語・中国語（簡体字・繁体字）・ドイツ語・ハングルなどでも
検索が可能となっている。

国立西洋美術館
学芸課
研究員

川口　雅子

198005 貴重資料データベース作成委員会 委員長　土田　英三郎

平成13年4月附属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。

東北大学
助教

桐原　健真

198002
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

198003

立教大学
文学部
教授

月本　昭男Database for Religious Texts in Akkadian Language
(略称：RTAL)

東京芸術大学
附属図書館

資料受入係長
大田原　章雄

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。

古代メソポタミア宗教文書研究会

http://www.rikkyo.ne.jp/grp/tk/RTAL/RTAL.html

代表者　月本　昭男

筑波大学
大学院人文社会科学研究科

教授
芳賀　紀雄

198007 明治前期出版広告データベース作成グループ
グループ代表者

青田　寿美

国文学研究資料館ホームページより「電子資料館」に入り、「書誌・目録データベース」
の中にある「近代文献情報データベース」にて、「明治期出版広告データベース」の名
称で公開を行っている（平成10年度～）。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、約13,000件の広告を
収め、利用に供している。平成19年度は、引き続き同紙から明治17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。

国文学研究資料館
複合領域研究系

准教授
青田　寿美

198006 説話と説話文学の会 代表者　芳賀　紀雄 CD-ROM配布による。

国文学研究資料館
副館長

鈴木　淳

198009 日本古典資料調査データベース作成グループ
グループ代表者

谷川　惠一

国文学研究資料館ホームページ「電子資料館」より公開。利用は無料であり、またID・
パスワード制限等もかけていないので、ごく一般的なwebブラウザさえあれば誰でも利
用できる。なおデータベースシステムは国文学研究資料館に導入されているInfocom
社製「Infolib」を使用。これはcsvもしくはtsvファイル形式のデータを流し込むだけで
データベースが自動生成されるシステムである。

国文学研究資料館
複合領域研究系

教授
谷川　惠一

198008 日本古典籍総合目録作成グループ
グループ代表者

鈴木　淳

インターネット上で一般公開（無料）
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。

198010
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
武井　協三

国文学研究資料館のホームページを通じて一般公開（無料）

198004

国文学研究資料館
文学形成研究系

助教
江戸　英雄
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【データベース公開状況一覧（平成１９年度採択分）】 （平成２２年８月１日現在）

申請代表者氏名課題番号
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

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

演劇情報総合データベース 公開

Database for Theatre Research
（略称：DTR)

http://enpaku.waseda.ac.jp/db/

日本独文学会文献情報 公開

Bibliographia Germanistica Japonica
(略称：BiGerJapon)

http://ge.nii.ac.jp

シェイクスピア・コレクション画像データベース 公開

Meisei University Shakespeare Collection Image
Database
(略称：MUSCDB)

http://shakes.meisei-u.ac.jp/

ペルシア古典文学テキストアーカイブ 公開

The Text Archive of Persian Classical Literature
(略称：TAPCL)

http://homewww.osaka-
gaidai.ac.jp/~persian/tapcl_jpn.html

漢字字体規範データベース 公開

Database of the normative glyphs in Hanzi script
（略称：HNG)

http://www.joao-roiz.jp/HNG/

「言語学大辞典」データベース 公開

Linguistic Encyclopedia Database
(略称：SLE)

http://www.joao-roiz.jp/SLE/

アイヌ語音声データベース 公開

Ainu Language Corpus with Linked Audio Database
(略称：ALCLAD)

http://bryan.human.waseda.ac.jp/~kikuchi/ainu
/

キリシタン文庫データベース 公開

The KIRISHITAN Bunko Library Database
(略称：KBLD)

http://133.12.23.145:8080/html/index.html

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。

早稲田大学
演劇博物館

デジタル・アーカイブ室
山本　浩幾

明星大学
人文学部

教授
住本　規子

198014
ペルシア古典文学テキストアーカイブ作成委員
会

委員長　森　茂男 大阪外国語大学のウェブサイト上で公開

大阪外国語大学
外国語学部

准教授
竹原　新

198013 MUSCプロジェクト
プロジェクト代表

住本　規子
インターネット上で公開

東京外国語大学
アジア・アフリカ言語文化研究所

准教授
豊島　正之

198016 言語学大辞典データベース編纂委員会 委員長　町田　和彦 WWWによるオンライン・データベースとして、インターネット上で公開

東京外国語大学
アジア・アフリカ言語文化研究所

准教授
豊島　正之

198015 漢字字体規範データベース編纂委員会 委員長　石塚　晴通 インターネット上で公開

札幌学院大学
人文学部
准教授

奥田　統己

198018 キリシタン文庫データベース作成グループ 代表　高祖　敏明

　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ったっては、「Anastasia」の共同開発者であ
るアンドリュー・ウエ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。ウエ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。

上智大学
キリシタン文庫

職員
高橋　正江

198017 アイヌ語音声データベース作成チーム 代表者　奥田　統己

198012 日本独文学会データベース委員会
日本独文学会会長

平高　史也

国立情報学研究所を通じて公開

【GeNiiの利用法】
「それぞれ検索」→「分野別専門情報を探す」（NiiDBR)→「学術研究データベースリポ
ジトリ」→「日本独文学会文献情報データベース」

京都大学
大学院人間・環境学研究科

准教授
河崎　靖

198011 演劇情報総合データベース作成委員会 委員長　竹本　幹夫
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東京国立博物館所蔵写真資料データベース 公開

Database of Tokyo National Museum Photographic
Collection
（略称：PCDB)

http://webarchives.tnm.jp/archives/

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
(略称：NHB)

http://webarchives.tnm.jp/dbs/zufu/

古文書目録データベース 公開

http://dbr.nii.ac.jp/

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

古記録フルテキストデータベース 公開

Full-text Database of Old Japanese Diaries
(略称：FDOJD)

http://www.hi.u-
tokyo.ac.jp/ships/shipscontroller

台湾総督府文書目録データベース

Database of  the Archives of Government General of
Taiwan
(略称：AGTDB)

近江商人データベース 公開

A Database of Documents for Merchants come from
OHMI District
(略称：OHMISHOUNIN DATABASE)

http://oumishounin.usp.ac.jp/website/index.ht
ml

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
(略称：ISMDLMAS)

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

新・全国漢籍データベース 公開

New Database of Old Chinese Books kept in Japan
(略称：KANSEKI)

http://kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp/kanseki/

198025 近江商人研究会 代表　濱崎　一志 インターネットにて無償公開（ユーザー登録の必要なし）
滋賀県立大学

教授
濱崎　一志

ＣＤ－ＲＯＭ版データベースにて公開
上記ＣＤーＲＯＭを希望機関へ配布

中京大学
法学部
教授

檜山　幸夫

東京大学
史料編纂所

教授
近藤　成一

東京国立博物館所蔵博物図譜データベース作
成委員会

委員長　高橋　裕次 東京国立博物館ホームページ

東京大学
史料編纂所

教授
吉田　早苗

全国漢籍データベース作成委員会 委員長　井波　陵一
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。

独立行政法人 国立文化財機構
東京国立博物館

情報課長
高橋　裕次

198021 古文書目録データベース作成グループ 代表　近藤　成一
①国立情報学研究所NII-DBR(学術研究データベース・リポジトリ）による公開
②東京大学史料編纂所ＷＥＢサーバによる公開

Database of Japanese Historical Documents
(略称：SHIPS-JHD)

独立行政法人 国立文化財機構
東京国立博物館

文化財部列品課列品室長
富田　淳

198019
東京国立博物館所蔵写真資料データベース作
成委員会

委員長　富田　淳 東京国立博物館アーカイブウェブサイト上で公開

198020

198027

198024
台湾総督府文書目録データベース作成グルー
プ

グループ長　檜山　幸夫 公開

198026 東洋文庫電算化委員会 委員長　斯波　義信

198022 古記録フルテキストデータベース作成グループ 代表者　吉田　早苗
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。

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

准教授
矢木　毅

左記のURLにより、インターネットのWebsiteに公開している。
http://www.toyo-bunko.or.jp/→図書　データベースの検索→図書館資料の検索（東
洋学多言語資料のマルチメディア電子図書館情報システム）
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【データベース公開状況一覧（平成１９年度採択分）】 （平成２２年８月１日現在）

申請代表者氏名課題番号
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

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

タイ語三印法典・貝葉本統合データベース 公開

Thai Database of Three Seals Law and Palm Leaf
Text
（略称：THAIDTP)

http://www.cseas.kyoto-u.ac.jp/

東京国立博物館古地図データベース 公開

Database of historical maps in Tokyo National
Museum
(略称：TNMMAPS)

http://webarchives.tnm.jp/archives/

国際敦煌プロジェクト　データベース 公開

International Dunhuang Project Database
(略称：IDP Database)

http://idp.afc.ryukoku.ac.jp

沖縄伝承話データベース 公開

Okinawa Oral tradition Data base
(略称：OOTDB)

http://www.denshouwa.jp/db/IndexOkinawaD
enshoDB.html

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
(略称：JOMIN-ADM)

http://opaclib.kanagawa-u.ac.jp/

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
Period
(略称：ABDP)

http://giswin.geo.tsukuba.ac.jp/teacher/muray
ama/datalist.htm

外邦図デジタルアーカイブ 公開

CAIHOZU Map Digital Archive
(略称：GAIHOZU)

http://dbs.library.tohoku.ac.jp/gaihozu/

アンデス民族画像・友枝コレクション・データベース 公開

Andean Ethnographic Photographic Data Base of
Tomoeda Collection
(略称：Tomoeda Collection Data Base)

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

データのデジタル化作業は進展しているが、これまでデジタル化してきたカラー画像の
すべてを公開することは技術的に困難であるので、学術的価値の高いものを中心に
公開している。現在、コレクションを所蔵しそのデータベースを公開している南山大学
人類学博物館のコンピュータシステムが大幅な改装を行っており、今年度秋からは、
本格的なデータベースとして多くの人に活用してもらえるようにしたい。

外邦図研究会デジタルアーカイブ作成委員会 委員長　今泉　俊文 東北大学附属図書館のサーバにより、インターネット上で公開している。

筑波大学
大学院生命環境科学研究科

教授
村山　祐司

東北大学
大学院環境科学研究科

助教
関根　良平

198035 友枝コレクションデータベース作成班

南山大学
外国語学部

教授
加藤　隆浩

198034

代表　加藤　隆浩

委員長　佐野　賢治
平成14・15・16・17・18年度の科学研究費補助金研究成果公開促進費によりデータ化
した財団法人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。

神奈川大学
日本常民文化研究所

所長
佐野　賢治

198030 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

龍谷大学
理工学部

情報メディア学科
教授

岡田　至弘

沖縄伝承話データベース
作成委員会事務局

総務係
新城　京美

東京国立博物館古地図データベース委員会 委員長　田良島　哲 東京国立博物館の情報アーカイブサイトで公開する。

198033 行政界変遷図データベース研究会 代表者　村山　祐司 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。

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:(idp.bl.uk)と中国:(idp.nlc.gov.cn)、ロシア:(idp.orientalstudies.ru)、日本：
(idp.afc.ryukoku.ac.jp)、ドイツ:(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
から発掘された破片、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。

198032
日本常民文化研究所
データベース作成委員会

独立行政法人　国立文化財機構
東京国立博物館事業部情報課

情報管理室長
田良島　哲

京都大学
東南アジア研究所

教授
柴山　守

198028 タイ語三印法典データベース作成委員会 委員長　柴山　守

　本データベースは、タイ語『三印法典』(Kotmai Tra Sam Duang)は、タイ国における
1350－1805年の455年間に制定・公布された法令・布告で、1805年に編纂された。
データベース化の対象は、廉価本テキストとタマサート本画像データベース、及びタイ
北部を中心にした貝葉本テキスト（横80㎝程度のヤシの葉に6行記録された古文書
群）である。本データベースの構築は、構築済みの三印法典語彙用例に加えて、タマ
サート大学本テキストへの関連参照及び貝葉本語彙用例の統合検索を可能にする
データベースの構築である。現在、公開している内容はタイ語三印法典の用例約
240,000文、貝葉本テキスト約50,000文で、タイ語三印法典については、各語彙がタマ
サート本（写本）画像データベースの同一語彙の所在箇所にリンクしている。
　なお、本データベースの利用において、タイ語三印法典は利用目的などの指定のみ
で利用可能である。また、貝葉本テキストは試験公開中であり、利用にためにはID、
パスワードが必要である。利用の請求は、京都大学東南アジア研究所・柴山研究室・
データベース問合せメール(thaidtp@cseas.kyoto-u.ac.jp)で可能である。
　本データベースは、京都大学東南アジア研究所公式ホームページの「データベース」
から閲覧できる

198029

198031 沖縄伝承話データベース作成委員会 委員長　比嘉　久 インターネット上での公開
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【データベース公開状況一覧（平成１９年度採択分）】 （平成２２年８月１日現在）

申請代表者氏名課題番号
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

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

条例Webアーカイブデータベース 公開

Local Government Law Web Database
(略称：JoreiWeb)

http://jorei.slis.keio.ac.jp

データベース２０世紀・２１世紀年表 公開

Database of the 20th/21st Century Chronology
(略称：D2021CC)

http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/

政治データバンク 公開

Political Data Bank
(略称：Political Data)

http://politics.j.u-tokyo.ac.jp/

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
(略称：PDNEAD)

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

社会学文献情報データベース 公開

Bibliography of Japanese Sociology
(略称：BJS)

http://wwwsoc.nii.ac.jp/jss/db/

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 the early Meiji Era
(略称：DB-DREP)

http://library.u-gakugei.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
(略称：DJMHH)

http://219.101.197.58/hakodate_jido_zasshi/in
dex.html

代表者　原田　隆史
現在,2003年4月～現在に収集した1032自治体の630、885件の条例・規則を対象とした
データを無料でWebページ上で公開している。公開しているWebページのURLは、
http://jorei.slis.keio.ac.jpである。

　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。

慶應義塾大学
文学部
准教授

原田　隆史

198037
データベース２０世紀・２１世紀年表作成グルー
プ

代表　田中　明彦

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

198036 条例Web作成プロジェクト

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。
望月文庫→望月文庫等カラー画像一覧

東京大学
法学部
教授

蒲島　郁夫

198039
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

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

198038 蒲島　郁夫

東京学芸大学附属図書館
学術情報部情報管理課

学術情報係長
山崎　みどり

198042
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している。
　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、問合せ先を設けてコンテンツの修正、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、北海道立文学館では平成19年度企画展として
「函館児童雑誌コレクション～明治・大正期の知られざる文化的成果～（仮題）」を開催
予定であり、当企画展の開催中にデータベースを公開予定である。

インターネット

藤女子大学
人間生活学部保育科

教授
柴村　紀代

198041
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

198040 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
・国立情報学研究所「学術研究データベースリポジトリ」を通じて公開
・日本社会学会データベース委員会独自サイトでの公開

東北学院大学
教養学部

教授
片瀬　一男

インターネットで、一般公開している。
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【データベース公開状況一覧（平成１９年度採択分）】 （平成２２年８月１日現在）
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（上段：日本語、下段：英語）
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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

赤堀研究室研究業績データベース 公開

Akahori Laboratory Research Paper Database
(略称：AKDB)

http://www.ak.cradle.titech.ac.jp/Publication/
default.asp

理科教材データベース 公開

The database on science education
(略称：DB on Sci.Edu.)

http://chigaku.ed.gifu-
u.ac.jp/chigakuhp/html/kyo/index.html

環境教育実践事例データベース 公開

Database of Environmental Education Practices
(略称：DBEE)

http://dbee.miyakyo-u.ac.jp

ウォータースポーツ文献情報データベース 公開

Bibliography of Water Sports and Sciences Database
(略称：BWSS)

http://wsdb.nifs-k.ac.jp/

高校入試問題データベース 公開

The Database of Questions for Hight-school
Entrance Examinatins
(略称：MONDAI)

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

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
(略称：LTSUN)

http://solarwww.mtk.nao.ac.jp/jp/database.ht
ml

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
（略称：DarkCloud)

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

地球環境衛星画像データベース 公開

Satellite Imagery Database for Earth Environmental
Research
(略称：SIDER)

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

東京工業大学
教育工学開発センター

教授
赤堀　侃司

198044 岐阜大学教育学部 教授　川上　紳一
本データベースは、理科教材に関する画像、ビデオ映像であり、htmlファイル形式の書
式でコード化し、インターネットで公開している。平成19年度に登録するデータについて
も作業の進行状況に合わせて、追加・更新していく。

岐阜大学
教育学部

教授
川上　紳一

198043
赤堀研究室　研究業績データベース作成委員
会

委員長　赤堀　侃司

　インターネットによる公開を行い、基本的に24時間常時閲覧可能としている。常に
新の情報を提供できるよう、CD-ROM等での提供は現在考えていない。
　配布文書等については、著作権の許諾をとった上で、PDFなどの形式にて、簡便に
本分等のリソースにアクセスできるようにしている。特に、過去の研究で、デジタル
データとなっていないものに関しては、デジタル化を行い、半永久的な利用を可能とし
ている。
 また、今後は、文書のみならず、画像データ、動画データを積極的に収録し、文書だ
けでは伝わりにくい情報の伝達も可能にする。なお、収録にあたっては、肖像権等の
人権に十分配慮するものとする。

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

198046
鹿屋体育大学海洋スポーツセンター
ウォータースポーツ文献情報データベース作成
小委員会

委員長　千足　耕一

アクセス方法：
URL:http://wsdb.nifs-k.ac.jp/で常時公開している。
鹿屋体育大学海洋スポーツセンターのホームページ（http://www.nifs-k.ac.jp/kaispo/)
からもリンクしている。
メンテナンス状況：
データベースのコンテンツは逐次追加・更新を行っている。追加更新されたデータは即
時に検索・参照が可能となっており、常に 新の情報を利用者に提供できるようにして
いる。
常時公開のための取り組み：
データベースのサーバは、鹿屋体育大学のサーバ室に設置し、24時間稼働を前提とし
た運用体勢としている。

鹿屋体育大学
海洋スポーツセンター

准教授
千足　耕一

198045 宮城教育大学拠点システムプロジェクト
宮城教育大学拠点システ

ムプロジェクト代表
村松　隆

インターネット上に常時公開。
青年海外協力隊員（環境教育隊員）に対してはJICA事務局を経由してCD版を配布。
文部科学省主催の青年海外協力隊派遣現職教員派遣前研修において、全派遣前隊
員にCD版を配布。

国立教育政策研究所
総括研究官
吉岡　亮衛

198048 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 国立天文台太陽観測所のホームページにおいて公開している。
国立天文台太陽観測所

教授
桜井　隆

198047 高校入試問題データベース作成委員会 委員長　吉岡　亮衛 インターネット上で公開

東京学芸大学
教育学部
准教授

土橋　一仁

198050 地球環境工学研究グループ 代表者　喜連川　優 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。

東京大学
生産技術研究所

教授
喜連川　優

198049 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１９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。
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【データベース公開状況一覧（平成１９年度採択分）】 （平成２２年８月１日現在）

申請代表者氏名課題番号
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

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

南極隕石データベース 公開

Database of the Antarctic Meteorite
(略称：AM-DB)

http://metdb.nipr.ac.jp/am_db_public/index.ht
ml

CEOP　つくばリファレンスサイト　データベース 公開

CEOP Tsukuba Reference Site Database
(略称：CEOP Tsukuba DB)

http://www.geoenv.tsukuba.ac.jp/~ceoptsukub
a/

太陽地球系物理学データベース 公開

Solar Terrestrial Physics Database
(略称：STP DATABASE)

http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/wdc/Sec3-j.html

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
(略称：ND-Mongo)

http://raise.suiri.tsukuba.ac.jp/DVD/top/home
.htm

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
(略称：MAGDAS/CPMN-DATA)

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

GPS全電子数データベース 公開

GPS Total Electron Content DataBase
(略称：GPS-TEC DB)

http://stegps.kugi.kyoto-u.ac.jp

太陽地球系物理観測および３次元シミュレーションメ
タデータベース

公開

A meta-database for solar-terrestrial observations and 3D
computer simulations

http://www.infonet.cite.ehime-u.ac.jp/STARS

引用文献チェックシステム 公開

Reference-checking System
(略称：RCS)

http://ref.chemistry.or.jp/

コンピュータ博物館 公開

Computer Museum
(略称：特になし）

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

198052 CEOPつくばリファレンスサイト作成委員会 委員長　上野　健一
ホームページ上にて、本データの解説、メタデータ（データ説明ファイル）および本デー
タのダウンロードを可能としている。ＣＥＯＰのデータポリシーに従うため、一部のデー
タは公開の期日が平成20年7月以降となる場合がある。

筑波大学
大学院生命環境科学研究科

准教授
上野　健一

筑波大学
大学院生命環境科学研究科

教授
杉田　倫明

198053 ＳＴＰデータベース作成委員会 委員長　家森　俊彦
京都大学・大学院理学研究科・付属地磁気世界資料解析センターのホームページお
よび出版物（データカタログ、データブック、ニュースレター）を通じて公開している。

情報・システム研究機構
国立極地研究所

研究教育系
教授

小島　秀康

198051 南極隕石データベース作成委員会 委員長　小島　秀康 インターネットのホームページ上で公開している。

京都大学
大学院理学研究科

助教
齋藤　昭則

198055
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

委員長　湯元　清文 インターネット

京都大学
大学院理学研究科

教授
家森　俊彦

198054
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 ホームページにて平成20年3月25日より一般公開を開始した。

198057
太陽地球系観測・シミュレーションデータベース
ワーキンググループ

代表　村田　健史

・インターネット
・STARSアプリケーション
・XML Webサービス
・３次元Webページ

九州大学
宇宙空環境研究センター

センター長
湯元　清文

198056 GPS全電子数データベース作成グループ 代表者　齋藤　昭則 下記サーバーにて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。

愛媛大学
総合情報メディアセンター

准教授
村田　健史

日本化学会
学術情報部

課長
林　和弘

198059 情報処理学会 事務局長　湖東　俊彦 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

198058 社団法人　日本化学会 常務理事　太田　暉人 Web上で一般公開予定
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【データベース公開状況一覧（平成１９年度採択分）】 （平成２２年８月１日現在）

申請代表者氏名課題番号
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

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

イーセラミクス 準備中

eCeramics
(略称：eCeramics）

（平成23年3月公開予定）

日本建築学会図書館　目録・書誌・画像データベー
ス

公開

The AIJ Library's Bibliograhy,Image and Rare Books
Database
(略称：AIJ-BIRD)

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

自然災害資料データベース 公開

Database for Natural Disaster Science
(略称：SAIGAI)

http://maple.dpri.kyoto-u.ac.jp/saigai/

津波ディジタルライブラリィ 公開

Tsunami Digital Library
(略称：TDL)

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

小脳プラットフォーム 公開

The Cerebellum:its structure and functional role
(略称：Cerebellum)

http://platform.cerebellum.neuroinf.jp

混相流実験データベース 公開

Database of Multiphase  Flow Experiments http://m-database.kir.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
(略称：AMM-DB)

http://www.nims.go.jp/vamas_twa10/AMM_DB
/AMM-DB.htm

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
(略称：SEDIM)

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

転写開始点データベース 公開

DataBase of Transcriptional Start Sites
(略称：DBTSS)

http://dbtss.hgc.jp

名古屋工業大学
セラミックス基盤工学研究センター

教授
石澤　伸夫

群馬大学
名誉教授

金森　吉成
群馬大学

大学院工学研究科
助教

今井 さやか

198062 自然災害研究協議会 議長　岡田　憲夫 インターネット

198060 eCeramics 作成委員会 委員長　石澤　伸夫 準備中

東京海洋大学
海洋工学部

教授
賞雅　寛而

198064 小脳プラットフォーム委員会 委員長　永雄　総一

プラットフォームの基本構成の設計を完了し、掲載する文献250編を登録した。また一
般向けの和文ミニレビューと、閲覧用の実験データに基づくシュミレーションモデルの
例の準備をした。現在、英文と和文の切り替えの準備をしているところであり、それが
終了次第公開する予定である。アクセスはフリーの部分と、登録ユーザーに限定する
ところとの2本立ての予定であり、現在ユーザー登録の規則を作成するとともに、登録
ユーザーからの投稿を促進するために、投稿規定など策定しているところである。

京都大学
准教授

牧　紀男

198063 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 インターネット上にWEBで公開

東京大学
大学院新領域創成科学研究科

准教授
鈴木　穣

198066
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

インターネット公開用テンプレート（XMLスキーマ版、RelaxNGスキーマ版）への変換が
終わったデータベース（Ｈ１８年度分は、アモルファス合金データベース）を順次、（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
ページで公開している。
平成１９年３月末時点での公開データベースの概要は、
・レコード数４９５件、データ容量５３ＭＢ
・公開開始（H18.10月末）からH19.3.26日までのアクセス数は、約12,000件である。

（独）理化学研究所
脳科学総合研究センター

チームリーダー
永雄　総一

198065 混相流実験データベース作成グループ 代表者　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。

豊田工業大学工学部
准教授

上野　明

198068 転写開始点データベース作成委員会 委員長　鈴木　穣 Internetを通じて一般に無償で公開している。

日本建築学会
副主幹

峯浦　敏

198067
土木学会土木図書館委員会震災ライブラリー
資料収集部会

部会長　後藤　洋三
 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
サーバ上に「震災ライブラリー」コーナーを設け、検索システム及び画像情報ページな
どを構築し、広く一般の利用に共している。

（社）土木学会附属土木図書館
業務室長

坂本　真至

198061 日本建築学会図書委員会 委員長　三宅　理一 インターネット上で公開しています
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【データベース公開状況一覧（平成１９年度採択分）】 （平成２２年８月１日現在）
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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

Gタンパク質共役型受容体の網羅的データベース
（SEVENS)

公開

SEVENS Database
(略称：SEVENS)

http://sevens.cbrc.jp

システム生物医学データベース 公開

Systems Biology and Medicine Database
(略称：SBM-DB)

http://www.lsbm.org/database/index.html

蛋白質多型データベース 公開

Protein polymorphisms database
(略称：dbProP)

http://dbprop.nirs.go.jp/

ニューロイメージングデータベース 公開

Neuroimaging Database
(略称：NIMG-PF)

http://platform.nimg.neuroinf.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
(略称：RPG)

http://ribosome.med.miyazaki-u.ac.jp

微生物比較ゲノムデータベース 公開

Microbial Genome Database for Comparative Analysis
(略称：MBGD)

http://mbgd.genome.ad.jp

極地生物多様性画像データベース 公開

Database of Polar Plant Diversity
(略称：PPD-DB）

http://antmoss.nipr.ac.jp/database.html

蛋白質・核酸相互作用データベース 公開

Thermodynamic Database for Protein-Nucleic Acid
Interactions
（略称：ProNIT)

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

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/

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

198069 SEVENSデータベース作成委員会 委員長　諏訪　牧子

SEVENSは既にインターネットによりWEB公開しており国内外からのアクセスが可能で
ある。データの収集、評価およびデータベース化のための作成組織と、技術的方式は
既に確立している（Ono,Y.,Fujibuchi,W.and Suwa,M.,Gene,364,2005)。具体的には、各種
データ抽出の基となるゲノム配列データはNCBI
（http://www.ncbi.nih.gov/),UCSC(http://genome.ucsu.edu/),RGSP(http://rgp.dna.affrc
.go.jp/IRGSP/),silkDB(http://silkworm.genomics.org.cn/),dictyBase(http://dictybase.or
g/)のftpサイトからダウンロードし、これらのゲノムデータが更新されるタイミングで
SEVENSデータベースのメンテナンスを行っている。今後、真核生物は毎年十数種、原
核生物は～百種程度増加すると見込まれ、（ただし原核生物にはGPCRは殆ど存在せ
ず、真核生物種データが大半を占める）これらに対応して更新・追加作業を行ってい
る。

（独）情報通信研究機構
第一研究部門

未来ICT研究センター
バイオICTグループ

主任研究員
藤巻　則夫

198071 齋藤　俊行
独立行政法人　放射線医学総合研究所内に設置された公開用コンピュータ（申請者が
維持管理をおこなっている）上で当該蛋白質多型データベース（dbProP)を運用しイン
ターネット経由で一般に公開している。

（独）産業技術総合研究所
主幹研究員
諏訪　牧子

198070
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。

自然科学研究機構
基礎生物学研究所

助教
内山　郁夫

198073 RPGデータベース作成グループ 代表　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。

（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
主任研究員
齋藤　俊行

198072 ニューロイメージング・プラットフォーム委員会 統括　藤巻　則夫
H20年3月より、インターネット上で暫定公開（一般の人は登録できないが閲覧可能な
形態での公開）を行っている。　H21年4月末頃より、一般の人が登録も可能とする予
定である。

九州工業大学
情報工学部

教授
皿井　明倫

198075 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
インターネット上ですでに公開されている。国立極地研究所公式ホームページで生物
圏研究グループのデータベースシリーズとして以下のアドレスで公開されている。

宮崎大学
フロンティア科学実験総合センター

准教授
剣持　直哉

198074 内山　郁夫 インターネットで公開

（財）かずさディー・エヌ・エー研究所
植物ゲノム研究部

植物ゲノム情報研究室
室長

中村　保一

Codon usage tabulated from international DNA
sequence
(略称：CUTG)

代表者　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。

198076
蛋白質・核酸相互作用データベース作成委員
会

198077 コドン使用データベース（CUTG)作成グループ

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

作成委員長　皿井　明倫 インターネット上で公開
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昆虫学データベース 公開

Entomology Database
(略称：KONCHU)

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

水産食品の寄生虫検索データベース 公開

Database for Parasites in Aquatic Food
(略称：DPAF)

http://fishparasite.fs.a.u-tokyo.ac.jp

京都大学総合博物館自然史標本データベース 公開

The Kyoto University Museum Collection Database(NH)
(略称：KUMC-NH)

http://130.54.73.11/kumc/

カイコ完全長cDNAデータベース 公開

Silkworm full length cDNA database
（略称：SilkBase)

http://morus.ab.a.u-tokyo.ac.jp

薬剤情報標準化のためのデータベース 公開

Standardized drug information database
(略称：SDIDB)

http://www.umin.ac.jp/kounoukouka

寄生虫および衛生害虫の全長cDNA・比較ゲノム
データベース

公開

Full-length cDNA Database for Comparative Genomics of
Parasites and Sanitary Insects
(略称：Comparasite/Full-Parasite/Full-Mites)

http://fullmal.ims.u-tokyo.ac.jp

Gタンパク質共役型受容体－リガンド相互作用デー
タベース

公開

GPCR-Ligand Database
(略称：GLIDA)

http://pharminfo.pharm.kyoto-
u.ac.jp/services/glida

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
(略称：JACVSD)

http://www.jacvsd.umin.jp/top.html

198078 昆虫学データベース作成グループ 代表　多田内　修
九州大学農学研究昆虫学教室および九州大学情報基盤センターのサーバーから昆
虫学データベース(KONCHU)をインターネット上に公開している。

九州大学
大学院農学研究院

教授
多田内　修

東京大学
大学院農学生命科学研究科

助教
横山　博

198080 京都大学総合博物館 教授　大野　照文

　本データベースは、全学から集まった標本資料を対象としているため、不特定多数に
公開する事が好ましい情報と、適切でない情報が混在している。
　このため、データベース全体へのアクセスは登録利用者に限定し、不特定多数に公
開する事が好ましいと館が認めた情報に限り、当館ホームページと当館展示室でリス
ト形式で公開している（全文検索のみ可能）。
　登録利用者には利用規定にのっとり審査の上、ユーザIDを交付している。利用規定
は本館ホームページに公開し(http://130.54.73.11/kumc/rule.htm)、積極的に登録利
用者を求めている。
　登録利用者には下記URLからデータベースの全システムを公開している。

京都大学
総合博物館

助教
角谷　岳彦

198079
水産食品の寄生虫検索データベース作成委員
会

委員長　横山　博 インターネット上のホームページで公開

東京大学
大学院農学生命科学研究科

教授
嶋田　透

198083
寄生虫および衛生害虫cDNA・比較ゲノムデー
タベース作成委員会

委員長　渡辺　純一
一部公開
左記ホームページを更新する予定

東京大学
助教

渡辺　純一

198081 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

京都大学大学院
薬学研究科

准教授
奥野　恭史

198085 日本心臓血管外科手術データベース機構 代表幹事　高本　眞一 インターネット上のホームページに公開している

東京大学
医学部心臓外科

講師
本村　昇

198084
京都大学大学院薬学研究科　統合薬学フロン
ティア教育センター

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18年度までの内容：公開している
平成19年度分は20年3月公開予定

DB代表者　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
技術職員のメンテナンスのもと、年間を通じ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、現在公開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19年度では、大幅なデータ入力により充実を図るとともに、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相互のアクセ
スを可能にしていく。

198082

ＮＴＴ東日本関東病院
薬剤部

薬剤部長
折井　孝男
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【データベース公開状況一覧（平成１９年度採択分）】 （平成２２年８月１日現在）

申請代表者氏名課題番号
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

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
(略称：Ninja)

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

占領期新聞記事データベース 公開

The Database of Occupation Period Newspapers and
Newsletters'Articles
（略称：DOPNNA)

http://prangedb.kicx.jp

古典籍総合データベース 公開

KOTENSEKI Database
(略称：KOTENSEKI)

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

世界地すべりデータベース 公開

Database of Landslides of the World
(略称：LDSDD)

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
(略称：UMDB)

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

民事判決原本データベース 公開

The Database of the Original Texts of Civil Judgements
(略称：TCJDB)

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

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
(略称：djvuchar)

http://coe21.zinbun.kyoto-u.ac.jp/djvuchar

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
（略称：ECODB)

http://libst1.nul.nagoya-u.ac.jp/eco/index.html

平成12年度～平成16年度において科研費成果公開促進費：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、それを解決するとともに、安定的な常時公開のための
アップグレードを図る。

早稲田大学
政治経済学術院

教授
山本　武利

198086 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
独立行政法人　国立病院機構相模原病院にサーバーを設置、平成16年4月15日より
インターネットで公開している。

委員長　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。
東京大学

教授
諏訪　元

198088
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 Web上で公開

本データベースは平成18年度に佐々恭二を代表者として科学研究費補助金（課題番
号188131）を得て、構築を開始し、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ページ上で平成18年に公開を開始している。

京都大学
防災研究所

准教授
兼：特定非営利活動法人アイシーエル

研究部・研究者
福岡　浩

198089

国際日本文化研究センター
情報課長

三宅　育夫

198092 拓本文字データベース作成委員会 委員長　安岡　孝一 インターネットで公開

京都大学
人文科学研究所

准教授
安岡　孝一

198091 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、 新の情報がリアルタイムで提供されている。

国立大学法人名古屋大学
付属図書館情報システム課長

渡邉　俊彦
198093

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 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。

早稲田大学図書館
調査役

松下　眞也

１）独立行政法人　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）独立行政法人　国立病院機構相模原病
院

リウマチ科院長
松井　利浩

198087
占領期新聞記事データベース化
プロジェクト委員会

委員長　山本　武利

世界地すべりデータベース作成委員会 委員長　福岡　浩

198090
東京大学総合研究博物館データベース作成委
員会
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【データベース公開状況一覧（平成１９年度採択分）】 （平成２２年８月１日現在）

申請代表者氏名課題番号
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

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

東南アジア地形図データベース 公開

Southeast Asia Topography Map Database
(略称：SEATMD)

http://aris.cseas.kyoto-
u.ac.jp/mapserver/index.html

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
(略称：WASANDB)

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

医療・生命科学における市場化と公共性に関わる
データベース

公開

Database on Commercialization and Public Interests of
Biomedicine
(略称：MTS-DB)

http://mtslab.cc.sophia.ac.jp

日本手話の基本単語の語義別例文の電子辞書
（上級課程）

Electronoc dictionary of example sentences for
meanings of basic words in the Japanese sign
language： Advanced course
(略称：Japanese sign language)

日本天文学会欧文研究報告 公開

Publications of the Astronomical Society of Japan
(略称：PASJ)

http://pasj.asj.or.jp/

ISIJ International 電子ジャーナル 公開

ISIJ International Online
(略称：ISIJ Int. Online)

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/isijinternati
onal

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
(略称：なし）

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

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

公開

198094 東南アジア地形図データベース作成委員会 委員長　河野　泰之 インターネットで公開している。

京都大学
東南アジア研究所

教授
河野　泰之

東北大学附属図書館
総務課情報企画係長

佐藤　初美

198096 医療・技術・社会データベース作成委員会 代表　上山　隆大

平成１９年３月に、一般公開を始めた。公開は独自ドメインを取得してインターネット上
で行っている。独自ドメインを取得しかつ無償で情報を公開することで、公共性の高い
データベースを目指している。
本データベースは書籍データ、アブストラクト、公的情報などのテキストベースのデー
タ、ビデオクリップなどの動画情報、さらには統計データの数的資料と包括的なデータ
構成になっているため、そのメンテナンスには上智大学コンピューターセンターのシス
テムエンジニア（岡田賢治氏）に継続的なメンテナンスを委託している。

上智大学経済学部
教授

上山　隆大

198095 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（利用制限な
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、 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。

国立身体障害者リハビリテーションセ
ンター研究所

感覚機能系障害研究部
聴覚言語研究室

室長
福田　友美子

198097 福田　友美子 平成20年4月半ばより希望者にDVDを配布している。

（社）日本鉄鋼協会
編集グループ職員

内田　隆子

　本データベースは専用のサイト設けており、そのURLにアクセスし、トップページにあ
る巻号の一覧をもとに、必要とする論文を閲覧することが可能である。同サイトには全
文検索システムも搭載しており、その利用することにより論文を探すことも出来る。
　収録データのうち、公開後2ヶ月以上2年以内の論文は本会の正会員および購読機
関のみが閲覧可能とするよう、閲覧に制限をかけている。正会員は、各個人に割り振
られたＩＤとパスワードにより認証をし、購買機関に対しては、通知されたアクセス元の
IPアドレスをサーバーに登録し、それを元に認証を行っている。
本データベースは、本会内に設置した専用のサーバーにより運用および公開を行って
いる。出版社より納品されたデータの搭載、極些細な修正は本会職員が行っている
為、外部のサイトにおいて公開するよりも柔軟な運用が可能となっている。

199502 社団法人　日本鉄鋼協会 会長　浅井　滋生

電子ジャーナルはこれまで搭載範囲が異なるため、本会で構築したシステムとJ-
STAGEの両方で公開してきたが、JST（科学技術振興機構）によるアーカイブ化が完了
し、公開予定の全範囲を搭載できることとなった。そのため2008年1月から、J-STAGE
（左記のURL）での公開のみとする。

199501 社団法人　日本天文学会 理事長　土佐　誠

199503 社団法人　電子情報通信学会 会長　伊澤　達夫 本会ホームページにて公開している。

社団法人　日本天文学会
黒岩　真秀

社団法人　電子情報通信学会
職員

水橋　慶

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

物理系学術誌刊行協会
事務局長

北村　昌良

Japanese Journal of Applied Physics Data Base
(略称：JJAPDB)

会長　尾浦　憲治郎199504 社団法人　応用物理学会
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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

Journal of Fluid Science and Technology　データ
ベース

公開

Journal of Fluid Science and Technology
DATABASE
(略称：JFST DB)

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

Journal of Thermal Science and Technology　データ
ベース

公開

Journal of Thermal Science and Technology
DATABASE
(略称：JTST DB)

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

日本動物学会刊行雑誌データベース 公開

Database of the journals published by the Zoological
Society of JAPAN
(略称：DJZSJ)

http://Zseplus.zoology.or.jp/

細胞の構造と機能 公開

Cell Structure and Function
(略称：CSF)

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/csf/-
char/en

園芸学研究 公開

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

http://ci.nii.ac.jp/vol_issue/nels/AA11608561_jp.html

左記のURLで利用制限を設けずに一般公開している。現在は、一度に利用できるゲス
トユーザー数を1名としている。左記のURLにおいて、ZS-WEBを選択するとZoological
Scienceの掲載論文を、3種類の分類体系（NCBI Taxonomy,Integrated Taxonomy
Information System
ITIS(Aug.10,2003)及び（Nov.10,2003)にしたがって、検索し、分類群でソート学術誌情報
を得ることができる。また、検索結果から原著論文のpdfファイルをダウンロードするこ
とが可能である。さらに、Zoological Science 掲載論文の引用状況等は、左記URLの
ZS-e.OLAPで検索することができる。
　利用マニュアルは、同じURLでpdfファイルとし提供しており、自由にダウンロードする
ことができる。

社団法人　日本動物学会
事務局長

永井　裕子

199505 社団法人　日本機械学会 理事会長　齋藤　忍 （独）科学技術振興機構（J-STAGE)を通じて公開

名古屋大学
大学院工学研究科

教授
酒井　康彦

九州大学
大学院工学研究院

教授
高田　保之

199508 日本細胞生物学会 会長　中野　明彦

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・著者名等での検
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。

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
編集委員長
米田　悦啓

199506 社団法人　日本機械学会 理事会長　齋藤　忍 （独）科学技術振興機構（J-STAGE)を通じて公開

中西印刷株式会社内
園芸学会
庶務幹事

菅谷　純子Horticultural Research
(略称：Hort.Res.(Japan))

199509 園芸学会 会長　杉山　信男

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。
・トップページ（日本語）→園芸学研究→J-StageまたはCiNii上の園芸学研究ページへ
のリンク
・トップページ（英語）→Horticultural Research(Japan)→J-StageまたはCiNii上の園芸
学研究ページへのリンク
なお、現在すでに2005年以降の論文はJ-Stageで、2002年以降の論文はCiNiiで閲覧
できる

199507 社団法人　日本動物学会 会長　佐藤　矩行
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