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月井雄二1)木原章1)鵜JII義弘 2)

{要約]生命科学における知識は関連する構報の集積がなければ意味をなさない。しかし，今日

では生命科学関連の研究活動がさかんになるにつれs情報の洪水が程きつつある。膨大な最の情報

を効率的・効巣的に利用するためには研究情報のデータベース化が必須である。ただし，多種多

様な生命科学構報のデータベースイヒを専門機関のみにたよることはできない。そのため，近年は

研究者自らがサ…バを管理し，それらを Internet上で相互にリンクさせた distributedpublic 

domain databases (DPDD)を作る動きがさかんである。

生物分類学では，従来原記載のもととなった模式標本が世界各地に分散しているため，それら

を利用することは非常に臨難な状況にあった。模式標本およびそのlまかの分類情報を電子化し

DPDDとして Internet上で初島できるようにすれば、有用であろう。そのー剖として，われわれ

と毘本蟻類研究会は協跨で自本産アリ類258種を対象とした生物分類カラー頭録データベースを

婿築し，それを Internet上で公開した。また，開じものを CD・-ROMでも利用できるようにし

た。

[キーワード]Internet，サーバ分散聖日広域データベース，日本産アリ類，カラー画像データベー

ス，分類構報， World Wide Web 

1 .はじめに

Internet は近年の急速な普及に伴いさまざまな形

で科学活動に利用されるようになった。電子メー

ル，ニュースなどによる l対 lないし不特定多数を

対象とする'措報交換のlまか，メーリングリスト，

ニュースレター，電子ジャーナルなど特定の研究

テーマ・特定のグループ間の情報交換にも利用され

ている。また，文献データの共有をめざした電子問

書館の設置やプレプリント(論文原稿)の交換なども

さかんになりつつある。

その中で生命科学分野においては研究情報の共有

化をめざした広域データベース， Distributed Public 

Dom註inDatabase (DPDD)構築の動きが目立ってp

る。ここでは， DPDDとは何かを縮分し，その科学

活動における意義について考える。また後半では，

DPDDの一例としてわれわれと自本蟻類研究会が協

関で構築した日本産アリ類を対象とする生物分類カ

ラー画像データベースを紹分する。

2鋼生命科学とコンビュータネットワーク

一般に，帰納的性格を持つ生命科学の知識はたく

さんの観察事例(研究情報)があってはじめて意味を

もっ場合が多い。たとえば， DNA=遺伝子，オペロ

ン説など一見単純そうにみえる知識も，それらだけ

では科学的には意味をなさない。それらの知識(命

題・因果律)が該当する生物種の範癌，種ごとの変

異など関連した個々の事例を伴つてはじめて実繋的

な意味をもっ[110 
そのため，生命科学では研究が進めば進むほど理

解しなければならない憶報が増える傾向にある。と

1)法政大学第一教養部生物学研究*， 2)幾業生物資源研究所遺伝資源、第二部DNA管理情報科〔別漏判請求先:千102 東京都千代

街区富士見 2-17-1 法政大学第一教養部生物学研究室〕

(原稿受理日 1995年2丹1日)
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はいえ，情報が増え続ければ，やがては理解しよう

とするヒトの処理能力を趨えてしまいかねない。幸

か不幸か生物学はかつては今ほど研究者数も多くな

く，それほど情報も集積していなかったためさほど

問題にはならなかったようである。

しかし，バイオの持代といわれる今日，日々生産

される研究情報は膨大なものとなり，その問題が次

第に顕在化しつつある。最近は各々の専門分野すら

十分に把握できないほどの情報の洪水が起きてい

る。この点に関して Ayalaら[2 ]は，今後進化学全

体を網羅した教科書は作成不可能だろうと予灘して

いる。また， Watsonら[3 ]は tMolecularBiology 

ofthe GeneJの第 4版を捜数の著者で執筆したのは

情報が増えすぎて一人では本のタイトルがカバーす

る研究分野を把握しきれなくなったからだと述べて

pる。

実験・観察をしてデータを出し，後はそれらを論

文にまとめて発表すればいいという時代は終わった

のである。これからは，そうやって生み出され累積

した膨大な研究情報(論文だけでなくその基になっ

た素材情報を含む)をどうすれば効率的・効果的に

利用できるかを考えねばならない。それにはなによ

りもまずそれらをデータベース{とする必要がある。

研究情報のデータベース化は生命科学が今後発展す

るための必須条件となろう。

轡ネットワ…クは救いの梓?

以上のような時代変化に呼応、するかのごとく，近

年はコンピュータ利用技術の発達が著しい。とく

に，そのネットワーク (Internet)における情報交換

機能の進化には目覚ましいものがある [4L 
Internetは当初軍事研究を B的としてスタートした

が，やがて一般の科学研究用ネットワークとして大

きく成長した(URL:gopher: /九kasha.tic. com: 70/11/ 

matrix/ growth/internet)。そして，利用者の数が急増

するにつれ，さまざまな分野の研究者がさまざまな

形で Internetを利用するようになった。

すなわち，前述の電子メール，ニュース，メーリ

ングリスト，ニュースレター，震予ジャーナル，常

子図書館の類である。これらは，機能面から基本的

に2つのタイプに分けることができる。 lつは，手

紙，電話，学術雑誌といった既存のメディアが果た

していた役割jを捧完，ないしは祷強するものであ

る。電子ジャーナルやプレプリント交換は補完する

どころか，やがては学術雑誌など既存のメディアを

駆逐してしまうのではなpカミとさえいわれている

[ 510 
一方，従来のメディアで、は果たせなかった新しい

機能も生まれている。それは広域データベースと呼

ばれるもので，ネットワークを介して公開・共容さ

れた研究情報データベースをpう。広域データベー

スの特徴は，学術雑誌等既存のメディアが扱う研究

情報だけでなく「そのほかJの情報まで合め，ありと

あらゆる研究情報を扱える点にある。「そのほかJと

は，論文には掲載しにくい詳細な内容の実験・観察

データや，それ以外のなんらかの理由で既存のメ

ディアに載せにく Lν情報をさす。これらをデータ

ベース化してネットワーク上で公開・共有しようと

いうのである。

これは既述したように情報の集積なくして成立し

ない生命科学分野においてはとくに顕著で、ある。よ

く知られているのは遺伝情報データベースであろ

う。これらは DNAの塩基配列やタンパク質のアミ

ノ駿配列などを研究素材情報として一般公開し研究

に役立てようとするものである。遺伝構報は元来コ

ンピュータで処理しやすいので，データベース化も

されやすいのは当然である。しかし，コンピュータ

の処理能力の向上に伴い，最近では遺伝情報だけで

なくこれまでは電子化されにくかったさまざまな生

命科学靖報(染色体そのほかの標本の写真や DNA

の電気泳動像など)が広域データベースfとされるよ

うになった。

以下にそれらの広域データベースをまとめた

gopherサーバをいくつか紹分する。

1 画像を扱った gophersitesをまとめたところ。

Host口 gopher.dna. affrc. go. jp 

Path=/Othec Gopher/Images~合om_Gopher

2 :研究材料ごとの gophersi慨をまとめたところ。

Host=ftp. bio. indiana. edu 

Path= / Species 

3 :データベース検索サービスをまとめたところ。

Host立 merlot.welch. jhu. edu 

Path=/Database-Searches 

4 :電子ジャーナルをまとめたところ。

Host口 gopher.cic. net 

Path=/ e-serials 
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5 :生物学関連のネットワークニュースをまとめた

ところ

Host=net. bio. net 

Path=/ 

3. Distributed Public Domain Databases 

これらの広域データベースのうち，遺伝矯報デー

タベースは扱う情報量が多いこともあり特定の専門

機関がデータを収集し，ネットワークを通じて多く

の利用者へ情報を提供する形をとっている[6 ]。そ

こではデータの管理者(サーバ)と科用者(クライア

ント)は完全に分離している。しかし，多額多様か

っ膨大な量の生命科学構報のすべてを専門機関が

データベース化するのは不可能で、ある。

そこで最近自だっているのは，研究者自らがサー

バを管理し各自のデータをネットワーク上で公開し

て棺互に利用しあう形態の広域データベースであ

る。そこではデータベースの利用者が問時に管理者

(もしくはデータの捷供者)でもあるわけで弱者の区

別はない。そのような研究者間の連携により，複数

のホストコンピュータが相互にリンクしてサーバ分

散型のデータベースを形成している。これが

Distributed Public Domain Databases (DPDD)で、あ

る[7]。

DPDDとしては，現在は Gopherサーパを利用し

たものが多い。 Gopherサーバは飽のサーバとのリ

ンクを簡単に設定することができるため，関連する

Gopherサーバどうしが次々とリンクすることによ

り自然にサーパ分散型の広域データベースができあ

がる(上記参照)。

また，最近はより使いやすく高機能な WWW

(World Wide Web)サーバが急速に増えつつあり，

これを利用した DPDDもある。たとえば，アリゾ

ナ大の W WWサーバfTheTree of LifeJ (http: / / 

phylogeny. arizona. edu/tree/phylogeny. html)では，

全生物界の系統樹の骨格部分を構築し，自分違が研

究している生物の情報をその系統樹にしたがって提

供するとともに，佑の生物関連の Wv..明Fサーバが

その系統樹の該当する部分へリンクすることを呼び

かけている(図1)。これは全世界に分散した生物学

関連の WWWサーバのもつ債報をアリゾナ大の

サーバ上に構築された系統樹に関i裏づけて統合しよ

国 rTheTree of LifeJ 
http://phylogeny. arizona.巴du/tree/phylogeny.html 

うという壮大な試みである。

• Broadcast or perish 

Internetの最大の特徴は，全世界で相互に接続さ

れた3007J台のコンビュータすべてが各々ホストと

して情報の発信機能をもつことにある。したがっ

て，どんなにちいさなパソコンであってもそれを

サーバとして稼働させれば，原理的には全世界のホ

ストコンピュータ，および，それを利用する人々に

向けて情報を発信することができる。 Internetは従

来の 1対多&一方通行のマスメディアとは巽なる多

対多&相互交信可能な新しいメディアなのである。

DPDDは，その新しいメディアとしてのネットワー

ク機能を最大限に活倍したものといえる O

今後， DPDDおよびこれに類するものが普及すれ

ば，科学のあり方が基本的に変わる可能性がある。

なぜなら， DPDD等の普及は科学雑誌など従来のメ

ディアが果たしてきた公報 (Broadcasting)機能を研

究者自らが持つことを意味するからである。その結

果として，研究情報の公開・共有システムが基本的

に変わらざるをえなくなる。かつて研究競争の激し

さを表すfPublishor perishJという表現が流行したこ

とがあるが， fBroadcast or perishJ ，すなわち，研

究者自らが自らの情報(論文など)をネットワーク上

で公開するか，さもなければ研究者として自滅する

かの時代が来る，のかも知れない[8 ]。

以下ではむPDDとして生物分類情報データベー

スの構築が急務であること，そして，その一例とし
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てわれわれが構築中の吾本産アリ類カラー画像デー

タベースを紹分する。

4.分類学における商像デ一女ベースの

必要性

生物分類学は生命科学の基盤であり，生物分類な

くして生命科学は成り立たない。また，現代は環境

破壊が進む中，種の多様性維持が日斗ばれており，今

後，生物分類情報への需要は社会的にも増すことが

予想される。しかし，生物分類学の現状はそのよう

な期待とはおよそかけ離れている。これまでに発

見・記載された生物種は約140万種といわれるが

[ 9]，それらの種の記載を lつにまとめた書物はな

く，すべての生物について種名すら確認することは

困難である。また，種の判定は，原記載とその元と

なった模式標本(基準標本)によって行なわれるが，

模式標本は世界各地に分散し，参照するのは容易で

はない [10]。分類学においては以前から勝大な研究

情報をpかに効率的に利用するかが問題になってい

るのである。

そこで，模式標本を精綴な画像データに置き換

え，それを原記載やそのほかの分類情報とともに広

域データベース化して Intemet上で公開すれば，将

来的には分類情報が，いつどこにいても，かつ，誰

にもで容易に入手し利用できるようになるはずで、あ

る。そうなれば，他のさまざまな分野の研究者およ

び一般の利用者にとって有用なだけでなく，分類学

自体の進歩にも大いに貢献すると期待される。

ただし，画{象データベースが従来の模式標本と比

べてすべての面ですぐれているというわけではな

い。画像データベースと模式標本とを比較するとつ

1. Polyrhac肱lm.tlI緑銅版 トゲアむ J宮C81104 総様式緩念事同伊}φ

氾，=a.J8，僻露出'jlL=2.朗，EL=0.43，'!lL=2.85，K和 1叩 L:8制ハ

図2 トゲアリのスミス標本と画像データ
左は英国の自然史博物館所蔵の日本産トゲアリの模式標

本(スミスコレクション)。右は野外採取されたトゲアリ

のカラー商像，触角や肢の形がわかるように配鐙を整え

てから撮影している。

ぎのような違いがある(図 2)。

a.画{象データベース

利点:コピーが容易なため世界中で誰もが容易に利

用できる。文明が維持されるかぎり，情報の劣化な

く恒久的に保存できる。数が増えても管理は容易で

情報へのアクセスも容易である。欠点:模式標本

(基準標本)に比べると細部のデータがなく情報量は

少ない。写真撮影の方向には限りがある。データを

見るためにはそれ用のハードウェアが必要であり

ハード環境が失われたときには利用不可能となる。

b.模式標本(基準標本)

利点:i呆存対象としては，これ以上の靖報を含んで

いるものはない(ただし，標本の体色は生体と異な

る場合が多い。他にも行動，生態など標本にするこ

とで失われる情報もある)。特別な機器の助けがな

くとも肉眼で見ることもできる。欠点:世界中に唯

一で，特定の機関に保管されているためアクセスが

容易ではない。時とともに劣化は免れず，消失の危

険性は常にある。数が増えるにつれ管理が難しくな

るし，標本を探し当てるのも容易で、はなくなる。

以上のように画像データベースには長所短所とも

にあるので，これらを十分に考慮、してデータベース

化およびその利用法を考えなくてはならない。

5 .日本産アリ類カラー画像

デ一歩ベースの構築

上記のような観点から，われわれと日本蟻類研究

会は協調で日本産アリ類の画鎮データベース構築と

そのネットワークでの公開に向けた活動を行なって

きた。

画{象データベース化計画が始まる以前，日本蟻類

研究会では，研究者および一般向けに250余種の確

認種を綿羅した「日本産蟻類の検索と解説 1，II， 

mJ [11-13]を刊行している。また，将来的にこれ

を図鑑化するために，採集したアリ標本の写真撮影

を行ってきた(この際，アリの体色は死ぬと変化し

てしまうため撮影には野外から採集した個体を麻酔

して用いている)。その後，これらをデータベース

化すればより有効で、あろうということでわれわれが

協力することになった。なお，本計画のメンバーは
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北海道から九州にかけて在住しているため全員が集

まれるのは年に1， 2回しかない。そのため，デー

タベース構築に関する連絡・議論・データ交換のほ

とんどはメーリングリストを作成してネットワーク

上で行なっている。

( 1 )構築までの経緯

まず，種の検索・解説などのテキストデータは，

iB本産蟻類の検索と解説1，II， mJおよび「日本産

蟻類文献目録J[14]の原稿がすでにテキストファイ

ルとしてあったのでそれらを利用した。

画像(スライド写真)のデジタル化は色々検討した

結果，コダック社が始めたフォト CDサービスを利

用するのがもっとも画質を損ねず，かつ，容易でLあ

ることがわかった。一枚のフォト CDディスクには

標準で約100枚までの写真が保存できる O 実際には

各写真ごとに 1つの踊保ファイルがあるだけだが，

フォト CD専用のインターフェイスにより，ファイ

ンダー上は192X128，384X256， 768X512， 1，536 

X1，024， 3，072X2，048ピクセルの計 5種のサイズの

踊橡があるようにみえる。実際に各々を HDDなど

にコピーすることも可能で、ある。

今出のデータベースの作成過程では，フォト CD

4枚に収められた繭像データは 4X100X 5 =2，000 

校砥どあり，そのファイルサイズは合計2.8GBに達

した。そこで、通常のパソコンでは表示が不可能な最

大サイズの画像ファイル (3，072X2，048)を省き，残

りの 4穫の画援を GIFまたは JPEG形式で圧縮して

後述するハイパーテキストとともに l枚の CD欄

ROMに収めた。 CD長 OMの作成には RCD・202

(Pinnacle Micro)を用いた。これまでに製作した

CD幽ROMはMacintosh舟のみだが，今後は飽のプ

ラットフォーム用の CD-ROMも開発する予定であ

る。

作成した爵像データベースは，当初， CD-ROM 

で配布するつもりだったが，計画が具体化する過程

で，データベースの内容は研究の進展とともに追

加・更新されるべきであり，将来を考えればネット

ワークを通じて公開するほうがより望ましいとの認

識が生まれた。そのため，データベース化は CD-

ROMの配布とネットワーク公開の二本立てでいく

ことになった。

つぎの問題はソフト環境だった。当初は，これら

の膨大な震の揺{象データを管理する適当なソフトが

なかったため作業はなかなか進まなかった。画像専

用の市販データベースソフトはあるが，一般への普

及を考えると高価な市販ソフトを利用するのは好ま

しくないので断念した。そこで，最初はファイル

メーカ -Pro(クラリス)を利用してデータベース化

作業を行なった。ファイルメーカ -Proは画橡も扱

える上に車販ソフトとして誌安値であり，一般に普

及しているのが採用した理由である(データをみる

だけなら体験版ソフトも利用可能であるいただ

し，ファイルメーカ -Proは扱えるファイルサイズ

に制限があるうえ，大量の画像を扱うのには適して

いないので，大きなサイズの画像を取り込むことは

できなかった。

ところが，その後， WWWという新しいネット

ワーク環境が生まれ普及するようになった。京司TW

患のブラウザソフトを謂べたところ，それらは非常

に簡単にたくさんのファイル(含画像)を管理できる

ソフトであり，しかも，その利用範閣はとくにネッ

トワークに限定されないことがわかった。したがっ

て，これらのブラウザを利用すれば膨大な樹像デー

タを管理するデータベースをネットワーク上で構築

できるだけでなく，それがそのまま CD欄ROMとし

ても公擦できるのである。さっそくこれらを使って

データベース(実擦には画換を含んだハイパーテキ

スト)を作ることにした。

( 2 )ネットワーク公開

当初，作成したデータベースは anonymousftp， 

gopher等により繭像やテキストファイルを個々別々

にネットワーク公開する予定だった。しかし，上記

のように最終的には WWWサーパ上でハイパーテ

キストからなる画像データベースとして公開するこ

とになった。

データベース構築作業は Macintosh上で行なった

ため，当初のサーバ舟ソフトには MacHTTP

(Copyright (c) 1991-1994， Chuck Shotton)を使用し

た。しかし，問題はサーバの設農場所だった。回線

速度の遅いネットワークにパソコン (Macintosh)の

サーバを設霞した場合，外部からのアクセスに時間

がかかるだけでなく，時囲のネットワーク環境にも

迷惑をかける恐れがあった。そのため，語操データ

ベースのミラーサイトを農業生物資源研究所にある
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27項目 87.2 MB後期

命 母語 G記 嘩呂
アリ隠揖 www htmls 1magf' DOCs 

箇 虫記 5記
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飽 白 白 5記
GIFs F!Gs local specio?s2 

白 [@] 臼 巨訂
PCD0232 PCD0313 PCD1050 PCD1328 

開

建議
アリ畠砥Wll'

白 日記
option grabber 

日本産アリ類

カラー箇橡データベース

1 WWW飯 rB~重量アリ
• A芝スコレタシzン主総義謀総

3 2 11!t事去の系毅骨頚学九時議玄
4 喜重像デh タペ-A<I)援基草とその宵宵曹{と

Cゆ 1制均自概略臨瞳

~4 初期メニュー
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図3 アリ画像データベースのフォルダ

htmls:メニュー商面，亜科の検索・解説など (38files， 216KB) 

imag巴:イメージ検索隠ファイル (26fils， 116KB) 

DOCs:用語解説 (11files， 52KB) 

manuals: CD・ROM版周マニュアル文(7 files， 40KB) 

REF:種解説文中にある引用文献のリスト (26files， 140KB) 

genus:腐の解説文，属内の穏検索 (137files， 606KB) 

species:磁の解説文 (258files， 560KB) 

species 2 種の解説文，大型画像表示問 (258files， 560KB) 

htmlsE， imageE， DOCsE， manualsE， REFE， genus巳， speciesE， species 2 

E:上記のファイ)1..-の英語版(未完成)

GIFs:イメージ検索用，闘街のボタン問などの爾像(I46files， 1.1MB) 

FIGs: 二分岐検索などにある専門用語の解説~ (322 files， 3.1MB) 

local:種の県別分布団 (258飴es， 3.5MB) 

PCD0232， PCD0313， PCD1050， PCD1328， option， grabber:アリ画像， GIF 

または JPEG形式で圧縮しである (1，158files， 188.7MB) 

を紹介する。なお，ファイルメーカ-Proは，サー

バ用のソフトも発売される予定(英語販はすでに発

売中)なので，将来的にはファイルメーカ-Pro版の

アリ画操データベースも Internetを経由して利用で

きるようにする予定である。

(1)データベースの構造

アリ頭像データベースの初期爾商

WWW版アリ踊像データベースは，現在，総ファ

イル数3，806，総ファイルサイズ:'201MBで，そのう

ち，画像ファイルはファイル数2，284，ファイルサイ

ズは196.4MBである。残りはすべて画面に表示され

る説明文や他のファイルとのリンクを記述したハイ

パーテキスト(数1，522，サイズ4.6MB)である(匡

3 )。

1が本体。磁爾下の rEnglishJボタンを押すと英語メ

ニューに切替わる。 WWWブラウザとして MacWebv. 

0.98を使用している。

UNIXワ一クステ一シヨン上に設置した (h加ttゆp:// 

www.dna.affrc.go.jp/htdocs/ Ant. WWW/htmls/ 

index. html)。このミラーサイトはアクセス条件が

よいのでことを一般公開することにしている。しか

し，利用者が増えた場合は，さらに他にもミラーサ

イトを増やしていく必要があるだろう。なお，日本

語テキストは Shift-JISコードを採用している。英語

メニューもあるがまだ全体の英語化はできていな

p。

6 .データベースの内容紹介

以上のような経過により環荘，日本産アリ類カ

ラー画像データベースは，川崎明f版とファイルメー

カ-Pro版の 2種類がある。ここでは明司明r版のみ

ただし，ハイパーテキストのほとんどは詞じ内窓

のものが司本語と英語で 2つずつ用意されているの

で実質的なファイル数は半分になる(英語用は内容

が未完成のものが多p)。画像はサイズが小さいも

のは GIF形式で，大きいものは JPEG形式で画像圧

縮されている。商像および種の解説文などは今後も

追加される予定である。

( 2 )データベースの動作

WWW版臼本産アリ類画像データベースにネット

ワークからアクセスすると(あるいは， CD長OMの

fア 1)I翠鑑Jアイコンをダブルクリックすると)図 4

のような初期メニューが現われる。

このうち， 1 (wv..明r版日本産アリ類の検索と解

説)がデータベースの本体である。 2(スミスコレク

ションと採集標本)はかつて文部省でこのデータ
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ベースのデモをする機会があり，その際，模式標本

と画像データベースの比較を示すために作成したも

のである。 3(21世紀の系統分類学への提言)と 4

(画像データベースの構築とそのwww化)は CD-

ROMにあわせて作成したマニュアルに掲載した内

容をそのままハイパーテキスト化したものである。

画面下にある fEnglishJをクリックすると英語版メ

ニューが表示されるが，英語版は途中までしかでき

ていない。

国4の 1のタイトルをクリックするとデータベー

ス本体へ移動する(国 5)。ここは，基本的には「検

索と解説jの構成を踏襲している。ただし， (イメー

ジ検索)はオリジナルで，以下の二分岐法検索では

初心者には検索が難しいのではという配意から作成

した。各属の代表的な種の繭{象の一覧(図 6)を表示

させ，その中で調べようとする標本と似たものを選

んでさらに属以下での絞り込みが行なえるようにし

である。

また， (用語解説)や(二分l技法検索;~7)では，

本文中にある専門賠語をクリックするとそれに該当

する説明関 (GIFファイル)が表示されるようになっ

ている。(一覧検索)はすでにある程度額名の絞り込

みができている場合にそれを個別に確認するために

利用する。

臨8は最終的にたどりつく各種の紹介画面の一例

である。各アリごとに主に側面と上部からみた全体

像，および，頭部前面の画像計 3枚が用意しであ

る。ただし，現悲画像があるのはデータベース化さ

れた250余種の中の110余種のみである。各部{象をク

1)ックするとさらに大きなサイズ (768X512もしく

は1，536X1，024)の商諜が表示される。また，すべて

の種について調査された県別分布データ [15]があり

その額像データが用意しである。また，種の解説中

にある引用文献をクリックするとその文献の著者

名，タイトル，掲載雑誌名のリスト [14]が表示され

る。

このほか，種以外にも属，亜科等の解説などもあ

るが，それらの説明は省略する。詳しくは前述した

農業生物資源研究所のミラーサイト (http://www.

dna. affrc. go. jp/加docs/Ant. WWW/htmls/index. 

htmI)にアクセスして実体験願いたい。また，平成

7年度は CD-ROM版を正式に製作・配布する予定

なので希望者は著者まで連絡顕いたい (CD-ROM版

日本最アリ類の検索と解説

家 え が 審

f賓い方
湾審喜鰐克
イメ h ダ緩繁

二脅教法検索
1 lヰ→車産税吋E喜吋種

童特吋軍軍司種
塁→幸重

.戦一塁数鯨

.0.，，，考量"韓4)y自2象櫨銭簿究傘 仁笠笠コ

関5 廼像データベースメニュー霞菌

凶碩下のIEnglishJボタンで英語メニューへIMAINJボ

タンで初期メニューへ反る。

臨6 イメージ検索初期画面

各国は綴を代表するアリで，画像をクリックすると腐内

の磁のj矧象一覧へ移動する。そこでも総様の画像が一覧

表示され，画像をクリックすると拡大国が表示され，種

名をクリックすると穏の解説樹立百(凶 8)へ移動する。

む窓更訂仁監巴

アリ科のE立科への検索

族構遣'1野

臨務縄開之醇針がない.後稜ll¥1l1!と第2務令指紅〈ぴ執が忍色、.

量集車苓揺掠丸く露軍J.多く@嵩努躍をの罫之宮之総摂蕊関'"宅序"る. ヤマアリ亙輯

緩畿家揺諸儀司Fに霧O.後拭怒韓'"毛がない hタアリ軍封

筒移譲端捕がおる.多くの場倉喜義務第1鯵とli!2鯵d診断以びれがある.

議員産税鵠緒方に銘銘がお1.¥. ハリアリ亙科

滋童話時館方'(;:;冬忽jj<あ1>.綾磁場議斡管臨ζ後少な窓議試N;る. クピレハリアり車両

鍍f霞3:21積

融多発婦人務帯努事長幾鵠守おおむねている.

付慾家裁持JJl(.il'盆状受幾がみる.

後E割拡大きくその書量C衣食4ちごを院かたま護霊の的'/3 クシフタフ令アリ亙科

符簿業壌の鼠思議長持.

被毘の軍語tま2たあとを齢品た薮畏の的 1/4 フタフシアリ華料

勧色紙又請前"彰'.lfI.l，TI.，.:f，.

図7 二分岐法検索初期酪菌

右端の立五科名をクリックすると亜科から属へのこ分岐法

検索樹園へ移動する。そこからさらに弱から積への二分

岐法検察函証言へ。最後に穆解説(図 8)へ行き着く。
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図8 種の解説酉霞例

上部のアリの画像をクリックするとモニタ画面サイズ

(768X512ピクセル)もしくはその 41音の額像(1，536X

1，024ピクセル)が表示され細部を拡大して見ることがで
きる。また，画面では隠れているが穏の解説文の下に県

別分布図がある。

にはwww版の語像データベース以外に，先に紹

介したファイルメーカ-Proで作成したデータベー

ス，および動画データも含まれる。価格・配布時期

等は未定)。

なお，データベースは絶えず追加・更新されてい

るため，アクセスされたときにはかならずしもここ

で紹介したものと同じとはかぎらないのであらかじ

めご了解願いたい。

7.今後の課題と将来展望

本研究は，従来限られた分類の専門家にしか利用

できなかった生物分類情報を広域データベース化す

ることによって，一般の人々にも容易に利用できる

ようにすることを主な目的としている。しかし，そ

れ以外に精績なカラー商像を従来の模式標本に替わ

るものとして位置づけることで分類の手法じたいが

変革されることも狙っている。また，ネットワーク

を介して分類学者が互いの情報を交換・共有できる

場を提供することで分類学研究そのものにも役立つ

ことを期待:している。

現在は海外に向けて公開するために，データベー

スに含まれる司本語テキストを英語化する作業を行

なっている。しかし，分類学は基本的に母国語主

義，すなわち，研究者の母国語による種の原記載が

認められているため，日本で発見されたアリについ

ては英語の記載データがなく英語化の作業に時間が

かかっている。また，海外のアリ研究者との連携も

今後の課題である。

現在のシステムはwwwサーバの基本的な機能

しか利用していないため，種名などによる単純な検

紫しかできない。しかし，採集した標本の種の同定

などのためには，譲数の形質による験索機能は必須

である。そのため，現在は，完全マトリックス法に

よる検索システム [16]をネットワーク上で利用でき

るようにするソフトウェアを開発中である。

また，概述したが， CD-ROM試作版では野外で

活動中のアリの動画もいくつかの種について見れる

ようになっている。今後はプロの動物写真家が撮影

した産卵やそのほかの生態的行動のどデオ映像を提

供してもらい，それらを龍子化してデータベース化

する予定である。ただし，現在の国内の通信速度で

は動画の転送には不十分なので，ネットワークでの

公開は未定である。

将来的には，同じことを他の生物種(当面の対象

は原生生物)でも実現させたいと考えている。そし

て，ゆくゆくは全世界に散在している全生物種の分

類情報が広域データベース化され，岡{象を中心とし

た DPDDとして利用可能になることを願ってい

る。
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Distributed public domain databases (DPDD) of biological information on 
Internet 

- An Introduction of a Color Image Database for Japanese Ants … 

Yuuji Tsukii 1)， Akira Kihara 1)， Yoshihiro Ugawa 2) 

1) Laboratory of Biology， Hosei Universiか，2)Genetic Resources II， DNA Information and Stock Center， 

Nαtional Institute of Agrゆ iologicalResources 

Abstract 

As knowledges of biological science require compilation of a large amount of relevant information， which is 

rapidly icreasing in recent years， databasing of those information will be an essential feature of biology in 

upcoming century. Distributed， public-domain databases (DPDD) on Internet offer solutions to the problems that 

hinder the compilation of information. 

DPDD will especially play an important role in taxonomy where researchers have been in difficulty of accessing 

information because of the wor1d曽 widelyscattered type specimens. By cooperating with the Myrmecological 

Society of Japan， we constructed a color image database for Japanese ants， in which type specimens are replaced 

with digitized color images which are replicable without any loss of information. Our database is now accessable 

from Internet (http://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/ Ant. WWW/htmls/index. html) and also available on CD欄

ROM. 

Keywords: Internet， Distributed Public Domain Database， Japanese Ant， Color Image Database， Taxonomy， Wor1d 

Wide Web 
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田中越郎1)友光彰 2) 戸島敬一 3)

{要約}近年のパソコンの急激な発遣は，文書の編集作業を身近なものにしている。われわれ

は， Macintoshを馬いたデスクトップパブリッシング (DTP)で書籍の制作を試みた。 DTPを行

なう上で重要だったのは， (1)著者はどのような本にしたいのか明確なイメ…ジを持つ， (2) 

著者のこのイメージを編集者へ伝えるには密なコミュニケーションが不可欠， (3)著者が原稿を

編集者に渡すさいにはテキストデータで渡す，であった。たとえ著者がレイアウト機能付きの

ワードプロセッサで原稿を作っても，編集に必要なデジタルヂ…タはテキストヂ…タだけであっ

た。編集作業に用いた DTPソフトウェアの機能が穫先していたからである。このように DTPを

効果的に利用すると，これまで編集者まかせであった書物づくりに，著者およびイラストレー

ターが最後までかかわることができ，イメージどおりの審物を作ることが可能であった。しか

も，特院な設備を必要としなかった。

[キーワード}デスクトップパブリッシング，ワードプロセッサ，書籍出販，イラストレーショ

ン， Aldus PageMaker 

1 .はりめに

領域の知何にかかわらず，研究にたずさわる者に

とって，文書による研究報告は必須の仕事である O

この報告形態は，論文として学術雑誌に投稿という

形をとることが多いが，一方で，報告書を自分譲で

編集する機会も増加している。投稿論文の場合に

は，その雑誌の編集方針に必ず従わなければならな

いが，後者の場合には，既存の形式にとらわれるこ

となく，全く自由に作り上げることができる。とく

に簡をうまく利用すると，情報最もわかりやすさも

飛躍的に増大させることができる。

近年のパソコンの急激な発達により，文書の繍集

作業は個人レベルでも不可能ではなくなってきた。

この分野はとくに Macintoshが得意とするところで

あり，文章はもとより，図，絵，表などのレイアウ

トを，自由自在に行なうことができる。

われわれは， Macintoshを用いて「イラストでま

なぶ生理学J[l]という学生向けの参考書をデスク

トップパブリッシング (DTP)にて制作し， 1993年 1

月に出版した。その作成の様子を以下に報告する。

2.本のコンセプト

まず，構想、の段指で，どのような本にするかをあ

る程度決めなければならない。基本的には，絵(イ

ラスト)を多用した平易な生理学の参考書というコ

ンセプトで行なった。本の制作に直接たずさわった

のは，田中(文章，下絵)，友光 (DTP)，戸島(出版

業務)，それに木作森隆平(イラストレーター)の計

4人であった。

大まかな具体的コンセプトは以下のとおりであっ

た。

l)A4販，およそ200ページ強とする。

2 )左ページにイラストを 右ページに文章を置

き，見開き 2ページで 1項目を説明する。

1 )東海大学医学部， 2) NEUES inc.， 3) (株)医学書説 EP(別刷り翁求先:千259拘11 神奈川県伊勢原市望星台 東海大学医学部生潔

科学部門問中越郎， etsuro@key，必d.ccルtokai.ac必〕
(原稿受理日 1994年12月278)
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著者

著者

編集者 印刷所

従来の役割分担

編集者 印刷所

DTPでの役割分担

図1 役割分控

3 )文章は，重要度により 3ランクに分け，その

ランクは文字の大きさとフォントを変えることによ

り表現する。つまり 3種類の文字を用いる。

4 )絵はすべてオリジナルのイラストとし，著者

がラフスケッチを措き，これを元にイラストレー

ターに書き起こしてもらう。それをスキャナで取り

込み編集する。

3 .イ吏用ソフトウエアとハードウエア

今回の本づくりのための環境はごく一般的なもの

で，特別なハードウエアやソフトウエアは使用して

いない。列記すると以下のようになる。

. Macintosh Quadra 700， RAM 24MB， HD 

240MB (アップルコンピュータ)

. 21 inchカラーモニター， 8 bit(アップルコン

ピュータ)

・3.5inch MOドライブ， RMO S360 (SONY) 

・フラットベットスキャナ， GT6000 (エプソン)

. LaserWriter II NTX-J (アップルコンピュータ;

ただし最終出力には印刷所の出力機 (2，400dpi)

を使用した)

. A1dus PageMaker 4.5J (アドビシステムズ)

. Adobe Photoshop 2.5J (アドビシステムズ)

PageMakerとQuarkXPressとの間には，機能的な

若はほとんどない。主な違いは，ソフトウエアとし

てのコンセプトなので，好みにより使いやすい方を

選べばよいであろう。イラストはスキャナで読み取

り， Photoshopで加工した。スキャナは，嬢匿なら

ば程々の解像度 (300dpi)で入力できれば機種を問わ

ないヘ今屈はすべて線屈だったので，デスクトッ

プタイプの一般的なスキャナを使用した。

4.著者と編集者との役割分担

ワードプロセッサを用いて原稿を書く場合，最終

的な仕上がりをイメージしながら書くほうが書きや

すいし，また，コンピュータを使った環境のメリッ

トはここにあるはずで、ある。しかし，

TEXTデータ z ワードプロセッサ

編集データ =DTPソフトウエア

という役割分担は必要だが，

著者口ワードプロセッサ

編集者=DTPソフトウエア

という役割分担は成立しない。むしろ図 1のような

役割j分担があると考えた方がよい。コンビュータを

使って 1冊の書物を作るという作業では，著者も編

集者も守備範聞の拡大現象が起こっている。著者は

書物のコンセプト，レイアウトにいたるまで，書物

の全体像に異体的に参加でき，編集者はこれまで赤

ペンでしてきた指示を自分で実行しながら，書物の

全体像に迫ることができる。原稿だけを書いて後は

編集者におまかせという著者には DTPのメリット

はない。同様に，美しい器本語の書体，組版の知

識，そしてデザインセンスのない編集者にとっては

DTPは単純に仕事の増加でしかないだろう[210 

今出，著者はどのような毒物を作ろうとしている

のかを編集者に伝え，編集者はそのイメージを受け

取り， PageMakerを使って印刷可能なデータに変換

しながら 1冊の書物を作っていった。このとき，

著者と編集者の間で，図 2のようなやりとりが行な

われた。このように，さまざまなレベルで著者と編

集者との間でコミュニケーションが行なわれてい

る。このようなコミュニケーションが可能であるこ

*カラー写真を取り込む場合は，色のバランス，調子など

数多くの処理が必要となるので コダックのフォト CDの

使用をお勧めする。しかし カラー画像にはなるべく深

入りしない方がよいと思う。
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著者 編集者

コンセプトド唖ト四四骨ーi基本レイアウト，サンプルの作成

Eま干高の執さ表H噌岡田唱酔H毘レイアウト(原稿のi品不足のチェアク)

イラスト作成H噌山田唱-1イラストの取り込み

3まE到したことのチェック同唖---111-1レイアウト，ベージ作成

内容のチェック，校iE何時間同惨吋用字ffHs-の統一，会体のチェック

構想、のチェック 1... ‘岡田唱....1目次など全体像の作成(ベージ数など}

凶み，付録などの執筆 I~咽ト---llÞ-- li警報の途不足の検討

本文とイラストの関係のチェック何時一..... 叶本文，イラストの修工E

全体のパランy、のチェック H暗闇闇吋酔iベージの入れ替え，迫力n.削除

査を終校iEl... 喝四回---1出力のためのチェック

題2 著者と編集者とのやりとり

と，そしてコミュニケーションをしているその場で

掲題が解決し， El的が実現できること，このような

環境こそが優れた審物を作る条件であり，コン

ビュータを使う最大の理由ともいえる。

5.イラストレ一女ーの投割

今閉，イラストは著者がラフスケッチでイメージ

を作り，イラストレーターに寄き組こしてもらっ

た。この時点、で著者とイラストレーターの間で再三

にわたり打ち合わせ，書き哀しが繰り返された。こ

の作業はイラスト完成後，画像を取り込んだ後も続

けられ，ときに原画の作りなおし， Photoshopによ

る修正を行なった。

このような一連の作業に，イラストレーターが非

常な興味を抱いて付き合ってもらえた理出は 1つ

には著者の意欲が直接伝わったこと，もう lつはコ

ンピュータ上でイラストが自在に変化する新しい環

境に刺激されたからだった。 l冊の書物づくりに参

加するそれぞれの立場の人をそニターの前に引き

せ，共同で仕事を進めていく楽しさと新たな可能性

を実感した。

6. rイラストでまなぷ生理学」制作実技

陸 31こ「イラストでまなぶ生理学Jの内容の一例を

示す。以下に実際の制作過程での具体的ポイントを

述べる。

( 1 )フォントの選択

フォントは PostScriptフォントを使用した。印画

紙に出力するため，印刷所や出力センターのタイプ

セッタは PostScriptフォントしかサポートしていな

い。当然書体は締明朝，中ゴシック， Lじゅん等に

按られるが，書物や論文を作る場合 1つのフォン

トファミリー (normal，italic， bold， condencedな

どのバリエーションのみ)を使うのが原郎なので，

優れたフォントを 1つ選べばよp(日本語は明朝系

とゴシック系の混植が伝統的に行なわれてきた)。

今回は，できるだけ柔らかい雰間気を出すために L

じゅんを基本書体とし，見出し，強調用に中ゴシッ

クを使うこととした。

( 2 )組み方

自に負担がかからないように，自が自然に動くよ

うに，組み方を工夫し読みやすくした。すなわち，

1行が長くなるときは行間を十分取り 1行が短い

ときは行間を比較的狭くした。さらに，紙面いっぱ

いに文学を流し込むのではなく，左側に余白を取っ

た。これで、全体がすっきりし， r一目瞭然Jになった

と思う。なお最近は，本文は大きめの文字で比較的

ゆったり組む傾向が強いようである。

( 3 )文字で小細工はしない

コンピュータやワードプロセッサの「書体」のメ

ニューには必ず[スタイルJといって，標準/太文字

/斜体/袋文字…等があるが f標準H斜体jだけを

使う (r下線」も可)。袋文字，影文字は印刷所や出力

センターの出力機(タイプセッター/イメージセッ

ター)で出力できないので、使わなかった。そもそも

フォントのデザインは基本形の美しさを追求している

ので， r生jで使うのが筋という頑圏な考え方もある。
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腎不全

腎践の機能 筒裂には診変隼以フえの報復としてレニンコヒリス0;;;エチン分;弘マケ

してどタミンD0活竺化などがある

f佐官ふ上

半手九f

第 91量務怠

145 

爾E警の機能は尿を作るだけではない
コ隠はレニンを分通して血臣を総節している.

"l1r:;:ヴ健一定すると腎じまレニンをうう渇するレ二ン回nEをよ契させるホ;<;モンである子治校体で

の議選のZ費税JJほお主であったことをE雪いだそうや分なC:E:t'与Lちと深が作れ公L巧3でお径

がをま下すると腎辺自分でIT:!i.:tそ上げようとするのである

二羽脅はエリスロポヱチンを分泌して遊説を語節している.

?写白1表3傍絡で傍られるグこの葱さを窟じま賢から分;;益されるヱリスロポヱチンによって緒飴さ

れているすなわち鈎グ雰色彩擦を茨めているのである i'p19， 

3 腎はピタミ〆Dを活性化する

急';Oj賓認定されたり度.~で含絞されたどタミユ Dしはこのままで'!ð~ t:ご活性そもっておらず}騎で妥

犯してグpめて作潟をもつようtこなるこのように鰐，.ピタミ::'-0を活栓化することにより体内の

カルシつム批惣{こ疫を警を与えている t・p，04

腎機能の低下を望号不全という
:J務不全では鯵iをされるべき物貿{水.1安.力')ウム.老廃物など)が伶内に諸積し

てしまう.

この絡奥さまぎまな症状を笠するようこ谷るこの状宅を突き智震という務え!，，:，水分の移えさが

:Jカリウムがおいと心室組動をおこして忽売する

二語

跨不全で券常にi主復すべきも5おこ諸悪カリウム口径がある与お。~:t.:リウムn::症のさ考滋必需iQで

ε63 

出るのは毒事残露である.

原著者!lてt玄関の2襲撃毒おも妥奇策カも経下してL、るので少箆の考察原tR主るにすぎ"い

コ脅不全では姦盗fE.貧血巳骨折などもおこる.

関の内分泌 fて鎧務箆も趨されるからである

腎不全の治療は透析か湾移様である
ミ透析とは血中の老援物などを学遺族を介して遺続滋に抜きとる方法である

老援物"ど@修Zきされるべき稔留のほとんと壮分子量1アサ唱し匂〉で当辞表援を通過?をる

み遺続には血液透析と緩線透析とがある

沼活折とは人工0';半透裂を介して遥析を行'.う方?乏であるこの箆契を人工繁務とよぶこと

乞ある 号室毅透析じま透析浸そ麹皇室勾こ入愛護という挙運援を合して送訴を行なう方涯であ

る綴駿透筑:三宅建綾炎をどこすOJ箆?さがあるが特務毛主著者4脅しま不安で鰻滋にできる

ミ透析では智の内分泌や代謝の機能までは代償できないω

三塁析で"水分や老境鍔の袴去だけが行谷わ代るにすぎ"い

二ミ腎不全患者には厳密な水分t草分自民raかl必要である

図3 rイラストでまなぶ生理学jの内容の一例

( 4 )酉像の解像度

画像の解像度は300dpiあれば十分で、ある。した

がってスキャナで取り込むとき，解像度の設定は

300dpiとする。これは意外に大きなデータとなり，

コンピュータへの負担もかなりなものとなる。ここ

で注意しなければならないのは，たとえば100dpi位

の軽い条件でスキャナで取り込み， Photoshopで

300dpiの解像度に上げても，画質は100dpiのままと

いう点である。今回はまず'l(胞がで取り込み，書き直

しゃ変更後に再度3∞dpiで取り直した。ただし，一部

Photoshop上で、1∞dpiのままで修正したイラストがあ

り，これは線のギザギザが目立ってしまった。

ピットマップのデータはどうしても巨大にならざ

るを得ないので，簡単な線画やグラフはできるだけ

MacDraw， SuperPaintなどのドロー系のソフトウエ

アか， Il1ustratorなどで作成し， EPSファイルにし

ておいたほうが安心して出力できる。

( 5 )毘次の作り方

目次は PageMakerで自動的に作成してくれる。

「スタイル定義Jで見出しの書式などを設定するとき

に「段落設定Jのメニューに113次に含めるJという項

目があるので，これをチェックしておく。レイアウ

トがほぼできあがり，ページもほぼ確定したとき

に， 1オプションJから f白次作成Jを選ぶと目次デー

タが生成される。つまり，それぞれのページから日

次に含むべき文字，ノンブル(ページ番号)を自動的

に探し出してくれる。これをあらかじめ作っておい

た吾次のページに流し込み，体裁を整えて完成とな

る。呂次は一度作ると，その後のページの移動，タ

イトルの変更は目次に反映されないので，上記の手

順をもう一度繰り返すか，すで寸こ作つである日次を

直接直すことになる。

( 6 )索引の作り方

索引は目次づくりより力仕事となる。それでも従

来の方法よりは数段速く 快適にできる。まず本文

中で索引に入れるべき文字を反転させて選び， 1オ
プションJメニューから「索引追加」を選ぶ。いま選

んだ用語が「見出し語Jの欄に表訴される。「整列時

の扱L瓦(読み)J構にその用語の読みをひらがなで直

接入力する。この作業を最初のページから最後まで

繰り還し，索引データを審積しておく。

索引データができあがれば， 1オプション」メ

ニューから「索引作成」を選び，目次のときと同様

に，索引のページにデータを流し込む。 50音順に用

語を並べ，同じ用語があればノンブルを重ねて表示

される。最後に体裁を整えて終了となる。この索引
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づくりは，かつてのカードを使っていた方式に比

べ，格段に正確であり，かつ速くできる。この機能

だけでも PageMakerを使う価値がある。

7. ワードプロセッサでどこまでつくるか:

デジタ jレワールドの「ゴミ j対策

DTPでいつも問題となるのがワードプロセッサか

らDTPソフトウエアへのデータ変換である。変換

に伴う文字化け，不要な制御文字の排除(多くは変

換時に自動的に排除できる)，数字や欧文の「全角j

「半角Jの統一，不要な「スペースjの削除にいつも時

間をとられてしまう。この作業を私たちは「ゴミ掃

除Jと呼んでいる。「ゴミj対策の前iこ，まずワード

プロセッサと Pageお1akerなどの DTPソフトウエア

の役割j分担について考えてみと， PageMakerでは次

のような作業をしている。

1)フォントの設定

2 )文学の大きさの設定

3 )行送り(縦の位置)の設定

4 )インデント(横の位置)の設定

5 )文字の色の設定(2色掛りの場合など)

(以上 1から 5までを「寄式の設定」と呼び，見出

し，本文，脚注，表，キャプションなどの文字の属

性をあらかじめ設定しておき， PageMakerに取り込

んだテキストに逐一適応していく)。

6 )レイアウト(ノンブル，柱(ヘッダ，ブッダ)， 

ページデザインも含む)

7)校正と修正

8 )呂次の作成(自動作成)

9 )索引の作成(ソフト的に作成)

さて，このような作業をレイアウトソフトで行な

う場合，著者は原稿をワードプロセッサでどこまで

作っておけばよかったのだろうか。文字の設定，位

震の設定などは「書式の設定Jでレイアウト傑がして

いるので必要ない。すると残るのは，単純に文字

データだけということになる。結局，著者の原稿で

必要なのはテキストデータだけだった。

最近のワードプロセッサは豊富な機能を持つよう

になり，レイアウトさえできるようになってきてい

る。これらの機能は，ワードプロセッサだけを使っ

てきれいな書類を作るのには必要だが， DTPソフト

ウエアと組み合わせて使う場合には全く必要ない。

この場合のワードプロセッサは，清書用ではなく，

単に原稿を作る，アイデアをまとめる道具と考えた

方がよい。本来ワードプロセッサはそのためのソフ

トウエアだったはずである。そこで，先ほどの「ゴ

ミj対策，著者と編集者間のルールを考えてみる。

答えはきわめて明快で，役割分担をすればよいこと

になる。つまり，書式，体裁に関する艇御構報は

ワードプロセッサでは行なわないというルールに

なった。 fゴミ」対策をまとめてみると，

1 )書式，体裁に関する制御'捷報は入れなp(制御

情報はデータを保存するときに， TEXT 形式で保存

することで岳動的に排除できる)。具体的には，

2 )改行だけ使う。

3 )見出しなどで書体を変えない。

4 )行中の位翠を揃えるために「スペースjを使わ

ない。

5 )表などで位置を揃えるときは「タブJを使う O

6 )数字，欧文は英文モー F(Pわゆる半角)を使

う。そもそも Macintoshには「全角Jr半角Jという

概念がない。本来英文(1バイト)の環境なので，英

文モードを優先させ，英文モードにない日本語の文

を2バイトで表示している。

7)丸部み数字，修飾文字(①、 (1)、1.、など)は

できるだけ使わない。これ誌 NECのPC98シリーズ

が作った文字であり，あまり一般的ではない。

8 )時計数字，省略文字 (N、lV、(栂、械、など)

は鏡わない。これは活版部崩時代に縦組みにする都

合で苦し紛れに作られた文字である。英文モードで

1， III， VIIIとするのが正式な使い方である [310

9 )ルピはとりあえず本文中に埋め込んでおく

(例:皮藤の餅抵(べんち))。

以上が「ゴミ j対策である。今回はこのルールを

守ったのでfゴミJが誌とんど出ずにすんだ。

8 .変わりゆく出版社の書籍制作

DTPソフトの機能売実は 出版社の書籍制作をも

大きく変えようとしている。 DTPを駆使した本づく

りでは，企画素案成立と罷時に見本頁を作り，仕上

がりイメージにそって原稿や図販を作成し，出力イ

メージを自の前で確認し訂正しつつ内容を精錬する

という離れ業を珂能にする。罷 1で示したように，

このことは出版社にとっても，従来の企画・編集と
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制作という役割分担の枠を取り払うことを意味して

いる。書籍制作を lつの呂的に各部門担当者が一堂

に会し，それぞれ専門牲を駆使した共詞作業によっ

て，自の前で書籍を作り上げていくと，当然，校正

往来の手間も大幅に省け 従来と比較にならない矩

期間の本づくりが可能となる。「イラストでまなぷ

生理学」は，企画素案成立以来，のべ 2ヵ月余で出

版の運びとなった。

最近， FD(フロッピーディスク)による原稿入稿

が増え，パソコン通信ネットワークや，海外からイ

ンターネットを介した入稿も目立ってきた。カラー

画像すらデジタル化され印刷に耐えうる画質のもの

が手に入るようになった。こうした情報のデジタル

化，および高質化と均質化は，紙媒体を使った出版

を超えて，電子媒体を用いた出版，さらには通信回

線に向けた出瓶など，新たな出版の可能性を広げて

いくであろう。

9 .おわりに

研究者弘実験だけしていればいいというわけで

はなく，これからは自分で本を作成せざるを得ない

機会に遭遇することが多くなると思われる。最終段

階の製本作業は別として，版下打ち出しまでの過程

ならば，一般の研究者でもプロと比べそれほど遜色

のないものを作ることは不可能で、はない。ただし，

制作速度に関しては，プロとアマとの間には依然と

して大きな差が存在するようである。

また，自分一人だけですべての作業を行なうと，

つい原稿のチェックが甘くなり，非科学的表現のみ

ならず，皮社会的表現にさえなる危険性がある。や

はり信頼のおける第三者に原稿を見てもらう必要は

あるであろう。
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How to publish a medical book with Desk Top Publishing 
一四 Principleson writing a boo主witha personal computer一回

Etsuro Tanaka 1)， Akira Tomomitsu 2)，瓦eiichiToshima 3) 
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Abstract 

With the recent advancement in personal computers， editing book has become easier. Important points in Desk 

Top Publishing (DTP) using personal computers are as follows : ( 1 ) The author should make clear plans 

befor油 and.(2) The author should carefully discuss plans with his editor. (3) The author should give his editor 

the manuscript as text data when handed in a floppy disk. Even though an author writes his manuscript using a 

multi幽functionalword processor， often the editor only uses the text data because the functions of the DTP are 

superior to those of the word processor. An effective utilization of the DTP application with a personal computer 

allows both the editor and the illustrator to p紅 ticipatein the process of editing a book following his original plan. In 

addition， this process does not require professional or expensive equipment. 

Keywords: Desk Top Publishing， word processor， illustration， editing， Aldus PageMaker 
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名倉徹 1) 清水稔 2) 北角嘉徳川本郷進一郎1)

有馬健1)福地敏彦人大村桂百円高田洋1)

松本和則 1) 土井一男 1)

[要約]肝類混内皮は，門脈の最終分枝である貯類洞を裏打ちする一種の血管内皮であるが，大

動脈や毛細血管の内皮と巽なる特徴的な形態を有している。類j間内皮はその細胞質に多数の小孔

を有し，その小孔を通じての肝類澗と Disse控との聞の活発な物質交換を可能にしている。種々

の疾患で，類洞内皮の形態変化が報告されており 類澗内皮小孔の数や大きさの減少としてとら

えられている。大腸癌肝転移持の肝類洞内皮縮施の形態変化を研究するにあたり，類j河内皮小孔

の数や大きさの計jJ!Uが必要であり，客観的かつ合理的な計潤方法が求められた。

NIHImageは，米器NIHよりパブリック・ドメインとして供給されている高機能なE像解析

ソフトウエアであり，岳然科学研究の分野で櫨広く粍用されている。われわれはこの NIH

Imageを用いて，肝類j障の走査型電子顕微鏡画像上で内皮小手しの数と大きさの計jJ!Uを試みた。

電子顕微鏡写真を酒像スキャナを罵いて取り込み PICT 11タイプの頭録ファイルとして保存

した。そのファイルを NIHImageに読み込み，いくつかの機能を用いて，類j同内皮小孔の数

と大きさの測定を行なった。本轄では，類洞内皮小孔の計j!iUに際してわれわれの用いた手法を

紹介する。

{キーワード] NIH Image，麗像解析，肝類j陪内皮小孔

1 .はじめに

Wayne Rasband作のNIHImageは，米国 NIHに

よりパブリック・ドメインとして供給されている

機能な画像解析ソフトウエアである。睡像解析にお

いて優れた機能を多数有し，画像解析研究の toolと

して NIHImageを用いたとする報告が散見される

[1-4]。

肝類洞内皮細胞は，その細胞費に多数の小子しを有

し，肝類澗腔*と Disse腔決本との簡での物震の移

動を容易にしている[5 ]。種々の肝疾患において

肝類洞内皮の形態変化が報告されており，内皮小

孔の数および大きさの変化として表現されてい

る。われわれは，肝類洞内皮細胞の形態変化を検

討するにあたり[6， 7]， NIH Imageを用いて

類洞内茂小孔の数および大きさの計測を試みたの

でその手法を紹分する O

来日干類j同腔:門脈の最終分岐。消化管等の毛細康管は，集

合して上，下腸間膜静脈さらに門振となり肝臓に注ぐ。

門蹴は，肝内で分岐しその最終枝が，肝類掘と呼ばれる

一種の毛細血管である。肝類澗は，貯の最小単位である

好小葉に進入し，小葉中心に存在する中心静脈lこ注ぐ。

*本Disse腔:肝小葉内で肝類洞の周囲には，肝細胞が索

状に配列する O その肝細胞索と肝類許可援の罰には間隙が

あり，それは Disse控と呼ばれている。

1)溺協医科大学越谷病院消化器内科， 2)循環器内科目立制り詩求先:〒343 埼玉県越谷市南越谷 2-1 -50 務協医科大学越谷病続

消化器内科， maf01157@ni卸serve.or必〕
(原稿受理B1995年 1月5日)
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2 .システム構成

今回費用したシステムは下記のとおりである。

・コンピュータ本体-MacintoshIIvx， RAM 8 

MB(アップルコンピュータ)

-画像スキャナーGTω8000(エプソン)

・画{象解析ソフトウエア-NIH Image 1.55 

NIHlmageの入手方法については，文献8に詳し

く記載されている。

3 .測定対象

通常の処理によって， C57BL/6マウス肝の走査

図 1 肝類潤の走査型電顕写真
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型電子顕微鏡標本を作成した。肝類洞を電子顕微鏡

にて観察し， 15，000倍の倍率で写真に撮影した。

を画{象スキャナを用いて取り込み， PICT IIタイ

プの画像ファイル (72dpi)として保存した(回1)。

4. NIH Imageによる測定の手)JI買

a) @i像ファイ jレを開く (File→ Open)

NIH Imageを起動した後， File Menuより Open

を選択，電子頴微鏡爵{象のFileを鶴く(図 1)。右下

に1μmの scalebarが見える。

b) Scaleを合わせる (Analyze-+Set Scale) 

Tool WindowのLineSelection Toolをscalebar 

の長さに合わせ， Analyze Menuの SetScaleを選択

する。 DialogBoxが聞かれるので(密 2)，そのよ

で単位を micrometer(μm)とし，さらに規定した

長さを lμmとする。この操作により，以詳の計測

{誌はμm単位で表示される。

c)測定域の設定

Tool Windowの SelectionToolを用いて鴻定域を

設定する(図1)。簡便化のため，国 3以降では，測

定域のみを示した。

d)小孔部分の強調 (Option→ Threshold)

Options Menuより Thresholdを選択し， LUT 

ウインドウで関値を適当に設定すると，小孔のみが

強調される(図 4)。この操作は DensitySliceを溶

いても行なうことができる。

e)淵定項目の設定 (Analyze→ Options)

Analyze Menuより Optionsを選択すると Options

Dialog Boxが現われるので(図 5)，その上で測定
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図 5 Options-Dialog Box 
(灘定演自の設定)

項目を設定する。今回は，小孔の数，面接(Area)， 

各小孔の長径 (EllipseM得orAxis) ，短謹 (Ellipse

Minor Axis)を測定することにした。

f)選択環自の測定 (Analyze-ゅ AnalyzeParticles) 

Analyze Menuより AnalyzeParticlesを選択する

と， Dialog Boxが現われる(毘 6)。試みに Min

Particle Sizeを501こ設定した。このように設定する

と50ピクセル以下の対象は測定しないようになる O

Label Particles はon(こした。 OKボタンをクリック

すると， NIHlmageは自動的に各項目を測定する。

各々の小孔が連続した番号で標識されている(図

7 ) 0 Min Particle Sizeを比較的大きく設定しである

ので，小さな小孔は無読され，標識番号がないのが

わかる。この機能で，アーチファクトを除去するこ

とができる。

g)測定結果を見る (Analyze-ゅ ShowResults) 

Analyze Menuより ShowResultsを選択する。測

定結果は，数値表となってウインドウに現われる

(陸 8)0 Scaleを合わせてあるので，表示される数

値の単位はμmである。

h)測定結果の転送 (File→ Export)と処理

測定結果は， File Menuの Exportを選択して

Textファイルとして保存した。

当然のごとく，保存したファイルは他の表計算，

統計処理プログラムで呼び出し可能で、あり，それら

のソフト上で，各サンプルの小孔数，小孔面積の総

( Cance1 ] 

Partic1e An自1ysi s Opti ons 
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sI 6 Analyze Particles開DialogBox

関 7 剣定後

和，小孔の平均径を求めた。

5 .微小肝転移を有する肝での

肝類j陣内皮小孔の変化

実i擦に行なったわれわれの測定 dataの一部を紹分

する o 1 Xlu6倒の Colon38 adenocarcinoma細胞を

C57BL/6マウスの上腸間膜静脈内に注入した。
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癌細胞注入後7日目には光学顕微鏡的に肝転移巣を

認めた。微小転移巣を有する癌細胞注入後 7日自の

マウス肝の zone3の類洞内皮小孔の数と大きさを

既述の方法で測定し，正常マウスのものと比較検討

したい，7]。肝転移を有する肝で，肝類洞内皮小

孔の数と大きさは，正常マウスのものと比較して減

少していた(図 9)。

6 .考案および結語

肝類洞内皮小孔は電子顕微鏡写真上で細胞表面と

口 Results 
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図8 表形式の測定値
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図9 肝転移を有する肝の類洞内皮小孔の形態変化

比べて黒い部分として捉えられるため，その色講の

違いから小孔を認識することができるので NIH

Imageによる計灘が可能で、あった。小孔の計測を肉

眼で、行なう場合，長経，短経の平均をとり，円とし

ての近叡値を測定値とすることになる。しかし，拡

大した写真上でも計棋は困難であり，精度としても

O.5mmまでの計測が限度である。しかも，小子しは必

ずしも円ではなく，不規買ぜな形状を有している o

NIH Imageによる澱定では対象の面積を dot単位で

測定するので，棲雑な形状を呈する対象の計測にお

いても正確な測定値を得られる。

類洞内皮小孔の計測例は他にも報告されており，

その中では， Kontron-Zeiss社[9 ]や Fintec

Scientific Instruments社 [10]等のいくつかの画像解

析システムが用いられている。これらのシステムは

有用で、あるが，非常に高価で、あり，規模の小さな研

究室で購入するのは困難である。パブリック・ドメ

イン・ソフトウエアである NIHImageはネット・

ワークから通信費のみで入手することができ [8]， 

商像スキャナとパーソナル・コンピュータという安

価なシステムで間接の計測を行なうことができるの

でコスト・パフォーマンスが非常によい。

今回報告した計測法の応用範囲は広いと考えら

れ，実際に NIHImageが創傷面積[2 ]や心筆中隔

膜性部[1 ]の計測に用いられた例が報告されてい

る。また，生化学分野においても，需気泳動パター

ンの解析に用いられた併が報告されている[3 ， 

4， 8] 0 

今回述べたわれわれの手法は， NIHlmageの機能

の一部分を用いたにすぎない。 NIHlmageは弛にも

コンボリューション加工などの擾れた機能を有し，

複雑な手順をマクロで記述できる。また，つぎつぎ

に新しいパージョンが提供されており，今後さらに

多くの機能を有するようになるものと思われる O

読者ご自身の手で NIHImageを起動して，この

ツールの新しい使い道を発見されることを期待して，

われわれの手法と若干の応用例の報告を紹介した。

7.謝 吉幸

肝類澗内皮の形態変化の研究に関してご指導いた

だいた東京大学第二内科，白鳥康史博士および電子

顕微鏡標本の作成および写真撮影にご協力いただい
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た濁協医科大学越谷病続共同研究室，黄海文昌氏に

深甚の感謝の意を表します。
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A method for morphological measurment using NIH Image 
- Measuring of number and sizes of hepatic sinusoidal fenes仕ae-

すohruNagura 1)， Minoru Shimizu 2)， Yoshinori Kitazumi 1)， Shin ' ichiro Hongoh 1) 

Takeshi Arima 1)， Toshihiko Fukuchi円KeijiOhmura 1)， Hiroshi Takada 1) 

Kazunori Matsumoto 1)， Kazuo Kamii 1) 

1) Department of Gastroenterology and Hepαtology， Koshigaya Hospital， 

Dokkyo UniversiηSchool of Medicine， 2) Department of Cardiology 

Abstract 

NIH Image， being offered by NIH as public domain輪 software，is an useful graphical analyzing too1. We tried to 

measure the number and sizes of hepatic endothelial fenestrae using NIH Image. Electronmicroscopic photograph 

of hepatic sinusoid was acquired by flat-bed type scanner and saved as PICT II type graphic file. The file was 

imported into NIH Image and the number and the sizes of hepatic endothelial fenestrae were successfully measured 

using several functions on NIH Image. NIH Image was useful in morphological measurement of hepatic endothelial 

fenestrae. 

Keywords: NIH Image， Graphic analysis， Hepatic sinusoidal endothelial fenestrae 
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沼原利彦 1)

{要約}臨床写真のヂジタルイヒ設術として，比較的手軽に行なえる，フォト CD，35mmフィル

ムスキャナ (NikonCOOLSCAN) ，デジタルカードカメラ(FUJIX DIJE)を比較按討した。こ

の検討は， Macintosh Quadra 800 (漢字 Talk7.1)を使用して行なっている。

{キーワード} 臨床写真，マクロ写真，デジタ jレ画犠， Nikon COOLSCAN，フォト CD，

FUJIX DIJE， Macintosh， Adobe Photoshop 

1 .はじめに

援撲の現場では，さまざまな場面で，画橡による

診艇や記録が行なわれている O 皮1謁科診療や教育に

おいては，皮疹すなわち皮膚病変部の精彩なカラー

写真記録が欠かせない。香川医科大学皮膚税学教室

では， 1983年10丹の附爵病続開院から1994年末まで

に，約 5万4千枚の臨床写真が撮影され台帳管理さ

れている(図1)0 皮!議科臨床写真撮影システムに品

要な条件は，等倍のクローズアップから等身大の撮

影ができること，続変部によりさまざまな場所や角

度で撮影するためコンパクトで使いやすいこと，皮

膚梼変の微妙な急合いの再現性がよいこと，などが

ある。現在，揺影には 3台の専用カメラを使用して

いる(罰 2)。撮影に使用するフィルムは，色の再現

性や教育などのプレゼンテーションの必要性から，

カラーリノfーサルフィルム (pわゆるスライドフィ

ルム，開院以来 FUJICHROME)で行なっている。

臨床写真を使ったプレゼンテーションを行なうとき

にはこのスライドフィルムをそのまま鈍用すること

が一番多い。

さて，最新のパソコンは，初期のスーパーコン

ビュータに追る性能を持ち，卓上のパソコン 1台で

都市銀行 1つのすべてのオンライン業務が可能であ

図1 臨床写真スライドの整理に利用している訪湿籍

留 2 臨床写真撮影カメラ

1i: : MINOLTA a - 7 xi， AF 

LENS 50MM F2.8 MACRO， 

CLOSE UPカード， MACRO 

1200AF.お:Nikon F 3， 

Medical-NIKKOR 120mm 

1)香川医科大学皮1欝科学教護〔別腕り請求先:'T761-07 香川県木田1m三木町池戸1750-1 香川医科大学皮潟科学教家 沼康平Jj彦，

numahara@kms.ac必，jca02363@ni立yserve.or必〕
(原稿受理日 1995年 1月12日)
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るとさえいわれるようになってきている。また，デ

ジタル画像処理においても，以前に数千万円を超え

るような大型コンピュータで行なわれていたもの

が，現在では数十万円から百万円程度の卓上パソコ

ンでも可能になった。情報通信網の整備発達も合わ

さって，本格的なマルチメディア時代になってきて

いる。電子画鎮の発達は巨覚ましいものがあるが，

解像震，色再現性，経済性，機器の完成度などの点

から，高質の画像が要求される分野ではカメラと

フィルムによる撮影はまだまだ主流をしめるだろ

う。ではここで，フィルムによる画録保存の欠点、を

あげてみよう。

φ経時的な画像の劣化がさけられない。

⑫パックアップが器難である(デュープフィルム

は画質が落ちるしコストもかかる)。

。大量のフィルムの効率的な管理が罰難。

このようなことから，著者は皮!蕎科臨床写真のデ

ジタル化に以下のような魅力を感じている。

。保存・捜製による語像の劣化がない。

@大量の爵{象情報の検索が簡単。

。トリミング，組写真作成などが懐単。

。コンビュータ・情報通信網を利用した新しい臨

床教育診断支援システムの開発。

微妙な色の差が気になる皮膚科医のニーズにかな

うような精彩なデジタル画像を扱うためには，色再

現性に擾れ高解{象の画像入力装置が必要である。こ

れには 1枚あたりの商操ファイルサイズがフロッ

ピーディスクにして数枚~数十枚と大きなデータに

なるので，パソコン自体の性能，保存メディア，大

量データの整理とパックアップといったことを含め

て考えなくてはならない。

著者は，個人レベルでも可能な皮腐科臨床マクロ

酒保のデジタル化について，

①35mmフィルムスキャナ NikonCOOLSCAN 

(ニコン)・・・撮影した35mmフィルムを手も

とでスキャニングする方法

②コダック社によって始められたフォト CD

・・撮影した35mmフィルムを外注でフォト

CD化する方法

③デジタルカードカメラ FUJIXDIJE (富士写真フ

イルム)の・・・初めからデジタル画像記録を

行なう方法

以上の 3つの方法を試行している。本稿では，こ

れらの特徴を比較してみたい。

2 .使用機器

fこの研究Jに用いた機器を以下にあげる。

①パソコン本体および補助記憶装置

Macintosh Quadra 800 40MB RAM/ 1 G HD/CD-

ROM(アップルコンビュータ，漢字 Talk7.1) ， 

外付 2G HD (マックギャラリー， Quantum 

EMP2100S)， 3.5インチ光磁気ディスク装闘(ソ

ニー， RMO-S360) 

②臨床写真撮影カメラシステム

間INOLTAα-7 xi， CLOSEUPカード， AF 

LENS 50MM F2.8 MACRO， MACRO 1200 AF 

(以上 ミノルタカメラ)

③35mmフィルムスキャナ

Nikon COOLSCAN (ニコン)

④臨床写真撮影フィルム

FUJICHROME RD 135 (富士写真フィルム)

⑤デジタルカードカメラシステム

FUJIX DIJE (デジタルカードカメラ DS-200F)， 

クローズアップユニット CT-D2，スーノtーマク

ロアダプタ MA-D2，イメージメモリカード IM-

16F，メモリカードブ。ロセッサ DP-200F，J¥ワーサ

フ。ライキット PK“E1 P，インターフェースセッ

トIF-MA. DP Ver2.0 (以上富士写真フィルム)

⑤フォトレタッチソフト

Adobe Photoshop2.5J (アドビシステムス¥害日当

RAMメモリ 32MB)

⑦フォト CD作成(外注)

FUJIXフォト CDサーピス

3 .各方法の概説

( 1 ) 35mmフィルム専用スキャナ Nikon

COOLSCAN(ニコン)(O 3) 

この利点、は，何といっても非常にコンパクトな製

品ながら手もとで、35mmフィルムの高解橡度入力が

できることにある。本稿で紹介する中では最高の解

操度を持ち， For Mac Photoshopプラグインセット

の定価が24万 8千円である。 NikonCOOLSCAN 

は， 2，700dpiの解像度を持ち 1枚の35mmフィル

ムから最高3，888X 2，592ピクセル(ストリップフィル
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ムでは3，648X2，393ピクセル)の画像を読み取ること

ができる。また， Nikon COOLSCAN は35mmフィ

ルムであれば，ネガ/ポジ，カラー/白黒，マウン

ト/ストリップを関わずにスキャニングが可能であ

る。ドライパは Photoshopプラグイン形式になって

おり，スキャニング時にさまざまな設定を行なうこ

とができる。 35mmフィルム l枚をフルカラー/最

高解像度でスキャニングした持のファイルサイズは

28.8MB程になり，この場合スキャニングには l枚

あたり 15-20分かかる。

( 2 )コダック社によって始められたフォト CD

(図ヰ)

フィルム踊{象を追記型の CDに燐き付けるサービ

スで 1枚の CDに約百枚の記録が可能である。現

在では，コダック，コニカ，富士系のラボで、扱われ

ている。フォト CDでは自分でスキャニングするiQ、

要がない。フィルムに注文書を添えてラボに提出す

るだけである。錨格設定は，フォト CDのメディア

代が 1枚1，000円，一回の書き込み基本料金が500月

十35mmフィルム 1コマの料金がフィルムにより80

-120円である。フォト CDの規格については，

野正道氏が1992年のテレビジョン学会誌で解説して

いる。それによると， 35mmフィルムをアスペクト

上七 1 1でスキャンし，フォト CDマスタで、は

RGB各2，048X3，072の解像度で取り込み，イメージ

データをフォト YCCと呼ばれる輝度および色差信

号のデータに変換し，表 1に示すような 5つの解像

度を持ったデータとして記録している。 5つの解像

度のデータのうち低解操度の， BASE/16， BASE 

/4， BASEのデータはそのまま粍用している。

知っておいたほうがよいのは，フォト CDシステム

では， 4 BASE以上のイメージデータではデータを

庄縮するために差分データとして記録されているこ

とである。たとえば， 16BASEの輝度信号イメージ

を取り出す場合には， BASEデータを補間したもの

に4BASEのハフマン符号化された差分データをデ

コーダしたものに加算して 4BASEの1，024X1，536 

輝度信号イメージを作成し，このようにして得た 4

BASEのデータを補間したものに16BASEのハフマ

ン符号化された差分データをデコーダしたものに加

算して最終的な2，048X3，072婚度信号イメージを得

るようになっている。 Photoshopからフォト CDの

語録を最高の品質で開くためには，フォト CDブオ

ルダの中の， フォJレダで、はなく， PHOTO-CD 

フォルダの中の IMAGESフォルダの中のファイル

を開くようにする。このようにすると，フォト CD

を高画質で開くためのプラグイン KodakCMS Photo 

CDにより，先述したフォト CDのデータ構築に

関 3 35mmフィルムスキャナ

Nikon COOLSCANの部索。

148 (W) X320 (ひ)X47 (H) mm 
とコンパクトなサイズである。

図4 フォト CD

表 1 フォト CDに記録される ータ

呼び方 輝度信号(y) 色去を信号 (C1) 色菱信号 (C2)

BASE/16 128X192 64X96 64X96 

BASE/4 256X384 128X 192 128X192 

BASE 512X768 256X384 256X384 

4BASE 1，024 X 1，536 

16BASE 2，048X3，072 1，024X1，536 1，024 X 1，536 

(弓野正道，テレビジョン学会誌， VOL.46， NO.ll， 1992より)
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図 5 フォト CD形式で格納された樹像情報を精密に開くに

は， iPHOTO_CDJフォルダ内のIIMAGESJフォルダに

ある。

ブレピュ

早耳写真E
o 1t1GOOO LPCD; 1 .. 

o IMG0002PCD; 1 、
o lf'lG0003PCD; 1 

o IMG0004 PCD; 1 

o lI'lG0005PCD; 1 

=PCD0408 

KOdok CMS Photo CD 

f8lブレビュー司祭示

321M 

図 6 Photoshopから，フォト CDのIIMAGESJフォルダ内

のファイルを開こうとしているところ。下方に iKodak

CMS Photo CDJと表示されているのがわかる。
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図 7 Photoshopで，フォト CDの阪像を

iKodak CMS Photo CD Jにより開く特に

表れるダイアログボックス。

沿って精密に画像が聞かれる(顕 5~ 7) o '写其フォ

ルダの画像を開いたときには，単に PICTファイル

として関かれる(図 8， 9)。

( 3 )デジタルカードカメラ FUJIXDIJE (富士写

真フィルム)(図10)

ハンディタイプのデジタルカードカメラで，

圏8 フォト CDの「写真jフォルダの中には， 5種類のサイズ

を示すフォルダが存在する。

1
2
3
4
5
 

nu
門
】
門
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凶
円
以

百

ュ
けとaレブ

出 3072x 2048 .1 

h 

=PCD0408 

PIとτファイ Jt

f8lブ1，ピ斗弘司王塁王正

3.25円

国9 フォト CDの「写真jフォルダの 5穏類のサイズ

を示すフォルダの内容を開いた場合には，単に

PICTファイルとして画像が開かれる。

国10 左側:FUJIX DIJE.右側:オプション

のクローズアッフ。ユニットとスーノfー

マクロアダプターを装着している

この状態で護者の指の綴影を行なった。

Macintoshの13インチ醒商にあわせた640X480画案

のフルカラー醒操を， 3段階の画質を選択してイ

メージメモリカードに記録する。 DIJE本体(堕10)

は，定価22万円である。また， DIJE本体，イメー

ジメモリカード，メモリカードプロセッサ，ノfワー

サフ。ライキット，インターフェースセットなどをま

とめた DIJEMacキットは定価54万 5千円である。
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表 2 画素数の比較

カラーリバーサルフィルム (35mmフィルム)勾340万爾業

35mmカラーフイ)"，ムスキャニング

COOLSCAN : 3，888X2，592=;1，147)j画家(約28.8MB/枚)

フォトCD : 3，072X2，048=;)j極楽(約19MB/枚)

デジタルカメラ

FUJIX DIJE : 640X480勾30万磁索(約0.9MB/枚)

このほかのオプションとして，等倍撮影用レンズ，

ズームレンズなどがある。

4 .各方法で得られる醸像の比較

著者の示指を，一眼レフレックスカメラ民俗~OLTA

(( 7 xi (AF LENS 50抗MF2.8 MACRO， CLOSE 

UPカード， MACRO 1200 AF装著)十リバーサル

フィルム FUJICHROMERD 135で撮影し，富士フ

ィルム指定現像所に現像・マウントを依頼した。こ

のマウントフィルムをオリジナル原稿とし， Nikon 

COOLSCANの最高解像度によるスキャンニング，

フォト CD作成を行なった。また，これと間じ構認

のt最景3を，クローズアップユニットとスーパーマク

ロアダプタを装著した FUJIXDIJEの，高樹質モー

ドで、行なった。いずれも，外光の影響を受けにくい

ように工夫された，皮膚科外来の臨床写真撮影窓に

おいてストロボ撮影を行なっている。

1.画素数の比較

フィルム株式会社によると，カラーリ

バーサルフィルムの画案数は RGB3画案を l画案

として，一般に使用される35mmフィルム (24mmX

36mm)で340万両素と算出されているという。表2

に画素数の比較を示す。今回検討した方法の中で

は， COOLSCANが最高の解橡度2，700dpiをもって

いる O なお，フォト CDとFUJIXDIJEの銅像は，

各々独自の縮形式で保存されいる。

II.麗像の比較

臨11-14は，実際に得られたデジタルファイルを

もとにしたカラー印刷である。

一番自然に近かかったのが， Nikon COOLSCAN 

であった。フォト CDのPICT画換もそれに近い結

果となった。フォト CDの画像情報を精密に伸展す

るPhotoshopのiKodakC羽SPhoto CDJによる画操

が，かえって赤紫調になったのが意外であった O

FUJIX DIJE は彩度がやや弱めであるが，急のバラ

ンスやコントラストがきわめて自然であり， 640X 

480額素ながら指紋も鮮明にとらえている。

Photoshopなどで彩度を少し強調すると，よりよい

印象になる O なお，図15に，各麟操について

Photoshopのヒストグラム表示を示しである。

5 .考察

①35mmフィルムスキャナ NikonCOOLSCAN， 

cz)フォト CD，③デジタルカメラ FUJIXDIJE， 

各々長短があり 1つにこだわらず居的によって使

p分けるとよl¥0 CD Nikon COOLSCANの利点、は向

といっても，非常にコンパクトな製品ながら，必要

な時にいつでも手もとで、35mmフィルムの高解橡度

入力ができることにある O ただ，最高解像度でカ

ラーフィルムを読み取るには15-20分かかるので，

高解橡度で一度に多数のフィルムを扱うのは苦し

い。②フォト CDは，スキャニングから収納スペー

スまで，コストと画質など，総合的に援れたメディ

アである O スキャニング作業から解放されるので，

多数の画像を扱う場合には最適な選択となるだろ

う。ただし，日数がある掠度かかることは見込んで

おく必要がある O また，高解{象度のフィルムでは独

自の圧縮が行なわれているので，目的によっては注

意が必要な場合がある。③FUJIXDIJEの長所は，

フィルムの現像やスキャンが必要ないので，結果が

すぐに使える機動力にある。コンパクトで機能性や

金調法優れているので，モニタ画面出力を中心とす

る場合には一考の髄値がある O

高解{象の画像ファイ jしを扱うi漂に忘れてならない

のが，臣大なデジタjレ踊後ファイルの保存である。

たとえば， Nikon COOLSCANの最高解像度でス

キャンした35mmフィルムのファイルサイズは，

28.8MBであるので， 3.5インチ128MBのMOをf吏
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図11 FUJIXDUE 
デアジタjレカードカメラ FUJIXDIJEにスー;{ーマクロア

ダプターを装着し，高画質モードで撮影。オリジナルは

640X480函素であるが，比較のためトリミングしであ

る。

図12 Nikon COOLSCAN 

一眼レフレックスカメラ MINOLTAα 一 7xi (AFLENS 

50MM F2.8 MACRO， CLOSE UPカード， MACRO 1200 

AF装着)+使用フィルム FUJICHROMERD 135で撮影

したオリジナルフィルムを，Nikon COOLSCANの最高

解像度でスキャンした。オリジナルは2，592X3，888画素

であるが，比較のためトリミングしである。

用しでも 4枚程しか収納できない。 lつの解決法

が，画像ファイルの圧縮保存形式を利用することで

ある。画像ファイルの圧縮保存は，うまく使えば見

た目の画質をあまりそ乙なわずに保存スペースを節

約できる利点、がある。しかし，圧縮率の高い方法は

画像情報がある程度失われ歪められる 。PICTの

図13 Photo CD pict 

一眼レフレックスカメラ MINOLTAa - 7 xi (AF 

LENS50恥1MF2.8 MACRO， CLOSE UPカード， MACRO 

1200AF装着)+使用フィルム FUJICHROMERD 135で

撮影したオリジナルフィルムを， FUJIXフォト CDサー

ビスでフォト CD化。オリジナルの函像はフォト CDの

「写真jフォルダ内f3，072X2，048Jフォルダの画像を聞い

た PICTファイルで，上じ車交のためトリミングしである。

図14 Kodak CMS Photo CD 

一眼レフレックスカメラ M町OLTAa一 7xi (AFLENS 

50MM F2.8 MACRO， CLOSE UPカード， MACRO 1200 

AF装着)+使用フィルム FUJICHROMERD 135で織影

したオリジナルフィルムを， FUJIXフォト CDサービス

でフォト CD化。オリジナルの画像はフォト CDの

fIMAGESJフォルダ内のフ ァイルを ，Photoshopの

fKodak CMS Photo CDJにより f3，072X2，048Jで開いた

画像で，比較のためトリミングしである。

JPEG圧縮もこのタイプである。このような圧縮形

式は，画像の一部を引き伸ばして利用する目的や，

定量的な画像解析を行なう目的にはふさわしくない

し，ひとたび失った画像情報はもとにもどすことは

できない。なお， TIFFのLZW圧縮は，圧縮率は低

pが画像情報の失われないタイプの保存形式であ
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FUJIXDIJE 

E …IL.... 

Photo CD pict 

国15 画像ヒストグラムの比較

ピヲ.，屯

比.

日ねこむ広三El

FUJIX DIJ犯/高岡質モード(図11)，Nikon COOLSCAN/最高解像度(翻12)，PhotoCD/3，072X2，048 (図
13)， Kodak CMS PhotoCD/3，072X2，048 (邸14)，について Photoshopの画像ヒストグラム(グレー，赤，

総， 1f)表示を示す。

る。ところで，圧縮保存形式のファイルは，保存す

るときに佳縮の，書類を開く時に解凍の操作を行な

うので，庄縮なしファイルの“書き込み/読みだし"

に比べて数倍特需がかかることも意外に忘れがちな

富点、であり，大きなファイル程その影響が大きいの

である。

精彩なデジタjレ麗{象を得るためには，単に高賀の

スキャニング装置やデジタルカメラといった入力装

けの問題ではない。入力装震とともに，色再現

性に優れ高解像の出力装置がなければ意味をなさな

p。大きなサイズの憤報を扱うため，コンビュータ

自体の処理能力も必要であるし，それを効率よく保

存するための知識も必要になってくる。これから

は，画像を授受するための情報通信網の整舗や，商

像通信技術の進歩もますます重要になってくるだろ

う。また，診療や研究では，分野ごとに対象とする

闘像の性質が異なっており それに併せて最適化さ

れた専用機の開発にも期待したい。

機器の貸与・技術資料を提供いただきました富士

フィルム株式会社電子映操事業本部営業部，技

能資料を提供いただきました日本コダック株式会社

に深謝します。なお，本文の中で記述した機器や定

価については，最新のものを確認してくださ tio
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Abstract 

Three easy digital imaging methods for clinical photographs were exarnined. Photo CD， Nikon COOLSCAN 

(35mm-fil貯 scaner)，and FUJIX DIJE (digital-card-camera) were the methods. The comparative study was 

perおrmedon Macintosh Quadra 800 computer (Kanji Talk 7.1) • 

Keywords: clinical photograph， macrosciopic photograph， digital imaging， Nikon COOLSCAN， Photo CD， FUJIX 

DIJE， Macintosh， Adobe Photoshop 
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池田俊也1)

{饗約}欧米の大学や研究施設では学術情報ネットワ…クが整備され， Internetによる情報交

換・情報提供が相互に行なわれている。著者の留学先であったハ…バード大学公衆衛生大学院

(Harvard School of Public Health)では，学内外における多彩な情報にアクセスする環境が整っ

ており，例としては，ハーバード大学各図書館の結審ヂータベースや， MEDLINEをはじめと

する数種類の医学文献データベースの利用が可能であった。また， Internetと通じて，電子メー

ルの送受信のほか， Gopherメニューにより他施設のコンピュ…タネットワークが提供する靖報

にもアクセスすることができ，非常に脊用であった。

わが国においても学構情報ネットワークの環境が急速に進歩しつつあり，一方で錨人での

Internetの利馬環境も整ってきた。 WWW(World-Wide Web)がInternetにおける需報提供の

中心になりつつあるため，今後は WWWのサポートも重要な課題となると考えられる。

{キーワード]学術情報ネットワ…ク，電子毘書館， Internet， W orld Wide Web 

1 .はじめに

散米の大学や研究施設では学術情報ネットワーク

が整錆され， Internetによる情報交換・情報提供が

相互に仔なわれている。一方，わが国における通信

環境の整備は歌米に比べ立ち遅れており，著者の所

属する慶嬉義塾大学法学部では病続情報システムが

1987年より稼働しているが[1 ]，学争詩情報システム

やコンビュータ通信環境は準備されておらず¥ま

た，学内において Internetに接続することは容易で、

はなかった。

このような状況の中で，著者は1993年9丹より 1

年間の米国留学において，現地の学術情報ネット

ワークの現状にふれるととともに， Internetによる

情報収集を日常的に行なうこととなった。本論文で

は，留学先のハーバード公衆衛生大学院 (Harvard

School of Public Hea1th)におけるコンピュータ通信

環境を中心に，米国の研究教育機関における学術情

報ネットワークの現状とその有舟性につき述べる。

2 .ハーバード大学の電子図書館 HOLLIS

現地で利用した情報システムの中で最も利用価値

が高いと思われたのは， 1988年より運用が開始され

た電子関書館日OLLIS(Harvard OnLine Library 

Inforτnation System)であった。ハーバード大学には

全部で46の国書館があり，あわせて6，500万冊以上の

蔵書がある。法学関係の関書は主に Countway医学

問書館に収められているが，ここは50]]冊以上の医

-密学および公衆衛生関係の蔵書を有する世界最

大級の詑学図書館である。 Countway[表学問書館を

含むハーバード大学の各臨書館の蔵書の多くは，

HOLLISの蔵書データベースに登録されている

[2] 0 HOLLISによる蔵書検紫は，各図書館の中で

一般利患できる(醤 1)ほか，電話題線でリモートア

クセスしたり， Internetを通じて (hollis.harvard.

eduにTelnet接続)利用することもできる。検索項

目は，著者名，書名，キーワード，医学キーワード

などであり，これらの項目の完全一致あるいは部分

l)f;l霊感義塾大学医学部病院管怒学教室〔別刷り請求先:T'160 東京都新宿区信淡町35~番地 E霊感義塾大学医学部病院管理学教室，

mha∞657@n尚rserve.or.jpβhun@mix.or.jp)
(涼稿受理日 1995年 1月24日)
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図 Countway震学図書懇の中のHOLLIS端末
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図2 HOLLISによる国警検索例

上:a，中:b，下:c 

一致で検紫できる。医学キーワードには MeSH

Thesaurusが使用されている。 HOLLISによる実捺

の検索例を臨 2a-cに示した。

留学中は，医学図書館のみならず全図書舘の本の

所在や貸出状汎が確認できるという点で非常に重宝

した。また帰国後も，キーワードを用いた図書検索

などに利用している。

3 .医学文献データベースへのアクセス

限
闘
い
い

日OLLISでは医学雑誌の所在については明らかに

なるものの，倍々の文献についての'情報が含まれて

いないため，通常の法学文献検索には一般の医学文

献データベースを利用する必要があった。医学図書

館内では MEDLINEをはじめとする数種類の震学

文献データベースの利用が可能であり，外部からも

これらのデータベースに電話回繰でリモートアクセ

スしたり， InternetでTelnet接続して利器すること

もできた。なお，これらのデータベースにはハー

バード大学の IDを取得するか契約をしないと利用

することができない。

医学文献データベースの実際の検索例を臨 3a-

Cに示した。厳冬のボストンでは近くにある医学図

書館にさえ足を運ぶことがままならないことも多

かったので，自宅に居ながらにして医学文献の検索

がで、き大変役立った。さらに，本データベースで検

索した文献が図書館に所蔵されていない場合には，

その文献の手配とコピーサービスが無料にて行なわ

れるシステムとなっており，医学情報へのアクセス

環境の充実ぶりに驚かされた。

言語

4. Internetの利用

Internetはよく「ネットワークのネットワークJと
形容されるように，各施設におけるコンピュータ

ネットワークを通信母線により接続し，相互に'靖報

交換を可能としたものである。これにより，電子

メールの送受信をはじめ，他施設のコンビュータ

ネットワークが提供する情報にもアクセスすること

ができる。 Internetにより提供される膨大な情報の

なかから目的のものを探索し利用するために，いく

つかのツールが開発されている[3]。この中で，メ

ニュー形式で情報を探察するためのクライアント・
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図3 医学文献データベースによる検索例

上:a，中:b，下:c 

サーノ"¥.システムである Gopherはよく平司隠さオlて

おり，世界中に約3，500のGopherサーバがあると

われている[4 ]。ハーバード公衆衛生大学院でも

Gopherサーバを有しており，キャンパス内の端末

からはもちろんのこと 外部より電話国線を通じて

サーバに接続することにより，大学技の Gopherメ

ニュー(図 4)を利用することができる。

メニューの 1-3は学内で提供している情報を入

手するためのものである。 4を選択すると，外部の

情報をアクセスするためのメニュー画面(図 5)に切

り替わる。このメニュー画面からは，ハーバード大

学のキャンパス情報の廷かに，ハーバード大学本

部，ハーバード科学センター， Dana-Farber癌研究

所， ミネソタ大学が提供する各々の Gopherメ
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図 5 外部の清報にアクセスするための Gopherメ
二L-

ニューを選択することができる。

ミネソタ大学のメニューには世界中のすべての

Gopherサーバが登録されており，広範な情報にア

クセスできる。また， Danaぶarber癌研究所のメ

ニューには，主に医学関録の情報が集められてい

る。併として， Dana-Farber癌研究所のメニューか

ら米罷 NationalInstitute of Health (NIH)の疫学構報

にアクセスする手}I債を図 6a-fに訴した。このよう

に， Gopherを利用すれば，他施設の提供する情報

であっても，自分の施設の中のJ措報を検索する場合

と全く遠いを意識することなく，手軽に自的の情報

を容易に克つけだすことができる O

5 .わが閣における通告環境の進歩と

今後の展望

1年間の寵学を終えて1994年8丹に帰国すると，

わが国の学術情報ネットワークの環境が怠速に変化

していることを実感した。とくに医学部・病院にお

いては，医師自らが文献検察を行なうニーズが生ま

れたことにより，学部j情報システムや通信環境の充
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国 6 GopherでNIHの疫学情報にアクセスする手)11頁

左上:a，左中:b，左下:c，右上:d，右中:巴，右下:f 

実が強く求められる様になっていた。さらに，情報

技術の進歩や情報機器の普及もあいまって，多くの

施設で学術情報ネットワークの整備が進められてき

ていた。全国の国立大学病読を結ぶ大学陸療情報

ネットワーク (UMIN)では Internetへの接続が行な

われ， Gopherなどの利用が可能となった[5 ]。ま

た著者の所属する慶嬉義塾大学医学部でも，医学

部情報システム検討委員会において学術'捷報ネット

ワークの整備について検討が行なわれている。

個人での Internetの利用環境も整ってきた。

Internetプロパイダと個人契約をすれば比較的安価

でInternetの多くの機能を利用できるようになった

ほか，わが国の大手商用パソコン通信が相次いで

Internetへの接続を開始したため， Internetが非常

に身近なものとなった。著者の加入している

NIFTYωSERVEや自経 MIXでも， Internetへの接

続が可能となり， HOLLISの利用や Gopherによる

情報アクセスもきわめて容易となった。

しかしながら，多くの学備情報ネットワークや商

用パソコン通信では Internetで利用できる機能に制

限があり，電子メールの送受信，ファイル転送

(FrP) ) リモートログイン (Telnet)などに限られて

いることに注意すべきである。最近では www
(川羽w匂Oぽrl姐d

とした新しいシステムにより情報提{供共を行なう施設

が増えている{い6]七(図7η)0WWWは，マウスでク



ノ、ーバード大学のネットワーク環境

リックするだけで，さまざまな種類のネットワーク

資源を統一的に利用することができ，今後 Internet

における情報提供の中心になると考えられる。学術

情報ネットワークの環境整備に際しては，羽明rwの

サポートも必須条件として考えていく必要があるだ

ろう。
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[ 1 ]池田俊也:慶臆義塾大学における医療情報システム，

PC DOCTOR， 2 (3)， 3， 1992. 
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[ 3 ]竹腰正経，前田史子:Macintoshによる Internetの利

用，コンピュータサイエンス， 1， 33 -42， 1993. 
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ターネット，学土社(東京)， 99明 102，1995. 
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Information network at Harvard University 

Shunya Ikeda， MD， MSc 1) 

1) Department of Hospital and Medical Administration， School of Medicine， Keio University 

Abstract 

Computer networks for accessing scientific and academic information are already being actively used in the US. 

These networks allow the user to obtain information directly from the user' s institution， or from any other 

institution anywhere in the world， via Internet. The information network at the HARV ARD SCHOOL OF PUBLIC 

HEALTH， where 1 was a graduate student from 1993 to 1994， organized a multitude of support resources in a highly 

effective way. Examples of such support resources included in the informatIon system network are the Harvard 

OnLine Library InformatIon System (HOLLIS) ， a system for allowing all the on-line catalogs of the libraries at 

Harvard University to be browsed， several major established health care literature databases， and a computer 

program called Gopher， which makes it easy to find desired information resources on computers linked to Intelτlet. 

The network can be used at terminals in the School or at any library， and also from outside the campus via the 

telephone. The usefulness of such a information network is discussed. 1 believe that the time has come for such 

computer information networks to be available in Japan to allow all institutIons to have easy access to information 

resources. 

Keywords: Information Network System， Library Information System， Internet， World Wide Web 
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藤田信之入金子周司 2)

{要約]電子出腹の普及によってもたらされる膨大なテキスト情報に対処する罰的で，高速な英

和変換ツールを開発した。英語の文章を文頭から頗に造査し 辞書に登録されている単語もしく

は熟語のみを単純に弓本語に護き変える方式(英和遊次変換)をとった。この方法は単純で高速で

あるにもかかわらず，特定の学問分野で罵いられる専門用語を強調することによって，英文の

「視認性Jを格段に向上させることができる。これにより，医学・生物科学の広範な領域をカバー

するフリーウェアのfライフサイエンス辞書jの能力を最大隈に活用することができる。

[キーワード}ライフサイエンス，辞書，電子テキスト，英和変換，機械翻訳，英語，フリー

ウェア

1 .はむめに

CD長 OMや情報ネットワークなどのいわゆる需

子メディアの普及によって，研究に必要な情報の入

手経路やその利時方法は大きく変わろうとしてい

る。今でも文献の検索に CD-ROMやネットワーク

を利用したり，検索の結果を傭人的にデータベース

イとしている人は多いと思われるが，今後は学術雑

誌，学会抄録など、の龍子出版化によって，今までと

は務違いに大量の情報が，電子テキストの形で簡単

にかつ日常的に利用できるようになるだろう。この

ような情報の洪水とも呼べる状況に対処するために

詰，もちろんそれらを一切無視するというのも 1つ

の方法に法違いないが，できれば有効かつ効率的な

利用方法を考えたいものである。ポイントの第一

は，いうまでもなく有効な検索手段を持つことであ

るが，椙手が電子テキストであることを考えれば，

さほど困難な開題ではない。しかし，たとえば新着

雑誌の日次情報から興味のある論文を選び出すよう

な場合には，キーワードによる検索が実際にはあま

り役にたたないことが多い。かといって，難解な専

門隠語を含んだ大震の英文を走査(斜め読み)して必

要なものを選び出すことは，経験を積んだ研究者と

いえどもそれなりに骨の折れる仕事である。そこ

で，大量の英文を効率的に走査するための手段が求

められる O

2.英和逐次変換

大震の英文を走査するためには，いわゆる機械翻

訳ソフトを使って日本語に訳してしまうのも lつの

方法ではある。しかし，少なくとも個人的な用途に

限って考えると，われわれが期待するのは必ずしも

磯械翻訳が目指すような{完全な日本語訳Jではな

い。内容を理解するためのポイントとなる専門語句

を日本語に訳出し，文章の内見認性Jを高めるだけで

も，同等か，場合によってはそれ以上の効果を期待

できるのではないかと考えた。そこで英語の文章を

文頭から!頓に走査し，辞書に登録されている単語も

しくは熟語のみを単純に日本語に置き変える方式

(英和逐次変換)を考案し，そのための変換ツール

etojを作成した。国?に変換の一例をあげる。

etojの特長としては以下の点があげられる。

1)構文解釈等は行なわないため，大量の文書を

1)鴎立遺伝学研究所分子遺伝研究部門， 2)京都大学薬学部〔別刷り請求先:千411 静間保三島市谷泊1111 国立遺伝学研究所 分子

滋{云研究部内藤田信之，凶ljita@!ab必g.ac必， mhc01654@niftyserve.or必〕

(原稿受理臼 1995年 2月10日)
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In the cell，抽出 vitro， the I In the綴砲 as~式数管内で， the 
f inal conformat ion of a protein 毅終的高次構造 ofaタンパク質問
is determined by i ts amino-acid I 決定するdby i tsアミノ隊配列.
sequence. 

図 1 英和逐次変換の例
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図2 フィルタ機能をつけた文献情報の出力偶

CCOD(Cu汀巴ntContents On Diskette)からの出力
を変換したものを併として示す。もとのフォー

マットを維持したまま必要な部分(論文タイトル，

キーワード)だけが変換されている。

高速に変換することができる。

2 )主要な文献データベース，ネットニュースな

どのフォーマットを自動的に判別し，必要な部分だ

けを変換して体裁よく出力するためのフィルタ機能

を備えている(図 2)。現在のパージョン(1.1.0)で

は以下に示す文献データベース等に対応している。

MEDLINE(r札M版)

MEDLIN五(DIALOG版)

MEDLINE (Silver Platter版)

PaperChase (NLMフォーマット)

Entrez (MEDLARSフォーマット)

Current Contents On Diskette (単純テキストフォー

マット)

大阪大学 BIOSIS(BIOSISフォーマット)

大阪大学 BIOSIS(HANDAIフォーマット)

東京大学 CAS

学備情報センタ-EMBASE 

bionet. joumals. contents 

ネットニュース (bionet.molbio. methds叩 agnts等)

電子メール(intemet)

3 )より長い熟語に優先的にヒットさせているた

め，長い化合物名，機関名，常用句などにも対応で

きる(たとえば図 1の例では，“amino-acid

sequence"は単語ごとでなく 1つの熟語として解釈

されている)。

4 )名詞の複数形，動詞の過去形，過去分詩形，

進行形の規則変化に対応しているため，辞書には基

本形だけを登録すればよい。

5 )辞書は単純なテキスト形式(タブ註切り)であ

るため，項目の追加，削除，変更が可能で、ある。辞

書の項巨はソートされている必要はない。

6 )接頭語辞書を利用することにより，辞書に未

登録の化合物名などにもある程度対処することがで

きる。

7)スクリプトの実行に必要な perlインタプリ

タ，ライフサイエンス辞書を含めて，必要なものす

べてがフリーウェアとして入手可能である。

8 ) Macintosh用のツールと Unix(および Mふ

DOS)用のツールが準備されている。

9 )起動時にオプションメニュー (Macintoshの場

合)またはコマンドラインスイッチ (MS心OSおよ

び Unixの場合)によって，以下の項目を設定もしく

は変更することができる。 Macintosh版では変更内

容を初期設定ファイルとして保害することも可能で

ある。

-検索時の大文字と小文字の区別

・解釈可能な熟語(接合語)の最大語数

-文献データなどを処理するためのフィルター機能

.メイン辞書の名前およびディスク上での所在

.接頭語辞書の名前およびディスク上での所在

.出力持の 1行あたりの最大字数

-出力フォーマット(3種類から選択)

-出力ファイルの Creator情報(Macintosh版のみ)

10) Macintosh版については可能な限りグラフイ

カルユーザインターフェイスを取り入れ(図 3)，初

心者にも使いやすいように工夫した。一方， MS-

DOSおよびUnix版は完全なフィルタコマンドとし

ても機能するため，他のコマンドと組み合わせた柔

軟な利用が可能で、ある。

3. ライフサイエンス辞書

現在，金子を中心として，ライフサイエンス用語

データベースの構築が進められている [110 ~学，

薬学，生化学等のライフサイエンス関連領域で捜用

される用語を， 1995年 2月現在(第 2版)，日本語克

出しとして約25，000語，英語見出しとして約29，500
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臨 3 Macintosh版では可能な限りグラブイカルユーザインターフェイスを取り入れた。

語収録している。このデータベースをもとにして，

これまでにも各種辞書ツール，かな漢字変換システ

ム，機械鶴訳システム用の竃子辞書を作成し，フ

リーウェアとして公開してきた。今後もi収録語の拡

張を目指すほか，用法，用例，頻度情報などを付加

することによって，データベースとしての科時価値

を高めていく予定である。

逐次変換用の辞書も慕本的にこのライフサイエン

ス用語データベースをもとに作成した。ただし，出

力結果の可読性を重視して，日本語訳は原則として

頻度の高いもの lつだけに規定した。開様に，楼数

の品詞にまたがる語の場合でも訳はどちらか一方の

みとした。 1995年 2月現世，メイン辞書には約

29，500語，接顕語辞書には37語が合まれている。ラ

イフサイエンス用語データベースには，学術用語に

特徴的なひとまとめで、使われる語匂(熟語もしくは

複合語)が積極的に取り入れられている。 etojでも

この特長を最大限に利用して変換効率を上げるた

め，辞書との照合方法を工夫した。ただし，変換ス

ピードを維持する必要から，長すぎる語句を分割す

るなどの処置を行なった。最新のライフサイエンス

辞書に登録されている語句は， etojの標準設定状態

(熟語の最大語数4)でほぼすべてヒットさせること

ができる。

etoj逐次変換ツールはもともとライフサイエンス

辞書の応用ツールの 1つとして考案されたものであ

るが，適当な辞書さえあれば，他の科学，技術，芸

指等の専門分野にも応用することが可能と思われる。

4. etojの実行に必要な環境

etojの異体的な使用方法については，それぞれの

パッケージに詳しい説明文が含まれているので参照

していただきたい。ここでは，実行に必要な環境を

述べるにとどめる。

( 1 ) Macintosh 

漢字 Talk7.1以上で動作する。 et吋は per1という

プログラム言語で書かれているため，実行するには

per1インタプリタがインストールされている必要が

ある o Macintosh用の per1インタプリタとしては，

フリーウェアの MacPer1(パージョン4.1.3以持)が科

用できる。 et吋の実行ファイルとしては，標準版の

MacEtoJと省メモリ販の MacEtoJjrがある。標準

版は起勤時に辞書をすべてメモリに読み込む仕様の

ため， 4，200KB以上の空きメモリを必要とする。ま

た，辞書の読み込みと前処理にかなりの時間を要す

るため， 68040以上の CPUを持つ機種が望ましい。

省メモリ版は1，500KB程度の空きメモりで動作し，

起動時の待ち時間もないが，英和変換には 3-4情

の時間を要する。どちらかといえば辞書ツール的な

使い方に適している。また初回起動時のみ，辞書

ファイルをバイナリ形式に変換する操作が必要であ

る。
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(2) Unix 

perl (パージョン4.0.1.8，パッチレベル36以上のも

のが望ましp)がインストールされている環境であ

れば，問題なく利用できる。 perlがインストールさ

れていない場合，もしくは perlのパージョンが古く

て正常に動作しない場合は，システム管理者に相談

してインストールしてもらうとよい。標準版 (et吋.

pl)および省メモリ版 (etojjr.pl)のどちらでも使用

できるが，省メモリ版はとくに perlのパージョンに

依存するようである。省メモリ版を使用する前に

は，付属のスクリプト (dic2dbm.pI)を使って辞書を

バイナリ形式に変換する。

(3) MS-DOS 

他の機撞と爵様に perlが必要で、ある。百本語対応、

のjperlもあるが，とくにその必要はない。スクリ

プトは Unix版と共通である。省メモリ版 (etojjr.

pl)は標準メモリに400KB程震の空きがあれば実行

できる。標準版 (etoj.pI)の実行には， 2，000KB程度

の拡張メモリ， DOS extender，および DOS

extenderに対応した perlが必要である。これらもフ

リーウェアとして入手が可能で、ある。

5 .今後の展望

間じ単語でも研究分野が違うと全く異なった意味

で使われることが往々にしてある。 etoj舟のライフ

サイエンス辞書では日本語訳を 1つに限定した結

果，分野によっては必ずしも適切な訳が得られない

場合がある。また，辞書の拡充によって変換効率が

上がる一方で，変換のスピードが低下するというジ

レンマもある。今後，分野別の頻度情報などをもと

にして，分野ごとの専門語辞書を構築すれば，変換

効率および、変換スピードの両面で改善が期待できる

だろう。

UnixおよびMS-DOS上では etojはフィルタコマ

ンドとして機能するため，パイプの前段もしくは後

段に置いたり，他のスクリプトに組み入れて捜用す

ることが容易である O すなわち，他のコマンドと組

み合わせたより柔軟な利用方法が考えられる。 lつ

の応用として，ネットニュースの記事(とくに

bionet. joumals. contentsニュースグループに投稿さ

れている雑誌の目次情報)を自動的に英和変換し，

7JUのニュースグループ(もしくは電子メール)に配信

するサーピスを計画中である。一方Macintosh上で

は， MacPerl自体がシステムレベルのスクリプト環

境である AppleScriptに対応しているため，

AppleScriptを利用して他のアプリケーションとの

連携を図ることが可能と思われる。

6 .おわりに

etojおよびライフサイエンス辞書のパッケージ

は， NIFrY-Serve ノTイオフォーラムのデータライブ

ラリ(1番および 3番)，国立遺伝学研究所の

anonymous FrPサーバ(!pub/mac/dict， /pub/ dos/ 

dict，および、/pub/unix/dictディレクトリ)から無料

で入手することができる。 perlについても NIFTY幽

Serveもしくは anonymousFrPによって入手するこ

とができるが，詳しい入手先については上記のそれ

ぞれのパッケージに含まれる文書を参照いただきた

。、
4L

 
etojは現在のところ perlで記述されている。これ

は将来的に C言語に移植するためのプロトタイプと

しての性揺が強いのであるが，ハイエンドのパソコ

ンやワークステーションでは十分に実用的なスピー

ドが得られると考え，あえて公開することにした。

逐次変換の着想以来これまでにさまざまな形でご協

力をいただいた共同研究グループのメンパーおよび、

NIFTY幽Serveバイオフォーラムの会員諮氏に心よ

り感謝いたします。

ライフサイエンス辞書の作成は平成 5年度の電気

通信普及財団 (TAF)研究助成金および平成6年度の

文部省研究成果公慌促進費(データベース作成)の援

助を得て行なわれた。

文献

[ 1 ]金子周司，大武博，小島清嗣，努良一郎，竹内浩
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啓，横尾英sJl，渡辺良成:フリーウェアのライフサイ

エンス学術用語辞書を作った理由，コンビュータサイ
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露 事

私とネットワーク

昨年・平成6年(1994年)満60裁になったことから，

6月下旬，ニフティの役員を辞任致しました。 7年

間， NIFrY -Serveを通じて，会員の皆様の絶大なご

支援の下，素晴らしいネットワークライフを過ごさ

せて頂きました。

多くの方々とのネットワークを通じ，また，ネッ

トワーク外での(オフライン)楽しい交流が生まれま

した。沼原先生との出会いもネットワーク。そして，

昨年の夏，ご上京の先生と親しくお話をする機会を

得ました。この度， r私とネットワークJというテー

マを頂きましたので，私のネットワークライフの一

端をお話しさせて項きます。

ネットワークの世界に初めて接したのは，畏友・

神田泰典氏を仕事で訪ねた昭和61年の夏でした。 fこ

れからは，ネットワークの時代・.. Jといいながら，

CompuServeを呼出し，アメリカのネットワーク事

情の説明を受けたのですが，何となく別世界・

という印象でした。

その年の初冬，神田氏から送られてきた，日本初

の通信機能付ワープロrOASYS 30AF Jで，試験サー

ピス・スタート産後の NIFrY“Serveにアクセスした

のが，ネットワーク利用の最初でした。当時は，サー

ビスメニューも少なく，メール中心の利用。それも，

神田氏との仕事上の連絡が主でした。

ネットワークの世界に魅せられたのは，会員情報

が発端です。確たる記憶はありませんが，そのBは，

メール利用の後，会員情報というメニューに入って

克ました。地域別・県別にリストされている，しか

も，ご利用機種まで明示されている・

当時，私の仕事は，富士通の西日本地区の OA機

器の販売。富士通の OA機器をご利荊頂いているユー

ザの方々のご利用状況を把握し，次の営業に結びつ

ける。この情報把握が大きなテーマでした。そのた

め，随時，ダイレクトメール，展示会等のイベント

中村明1)

を開催し，情報収集に努めましたが，成果を得るの

は難儀なことでした。

その様な時期に，前述の会員情報です。寓士通の

機器をご利用の100名の方々に，私自身の自己紹介と

ともに，ご利用状況をお鰐いするメールをお滋りし

ました。ご返事は項けないという予想に皮して， 80 

名もの方から，お返事を環きました。これには，仰

天しました。しかも，その内容。この様な場面でワー

プロをご利用項いている，こんな業務にパソコンが

活用されている・・・。新鮮な情報が次々に画面に

表訴されました。

大きな費用をかけても，なかなか得られない貴重

な情報が，ネットワークを通じてきわめて容易に入

手することができる O 未知の方々との交流から得ら

れる「貴重な情報」。私がネットワークの世界に引き

込まれたのは，このf情報Jです。物流の世界では，

マスプロダクション，マスセールスの時代は去って，

rf関Jの時代と言われて久しいのですが，なぜか「情

報の世界jは，マスの「情報Jに依存している様に忠

います。競争の激しい世界では功ミにして，個々

の顧客の方々にご満足噴けるr1障の倍報(ノウハウ

知的財産)Jをご提供できるかがキーだと患います。

この円闘の情報」を，その場で容易に修得できるネッ

トワーク。あのときの興奮は，今も，忘れられません。

時開と場所の壁(ボーダー)を感じなLい・¥こ

れが，ネットワークの大きな利点、であることは，改

めて記すまでもありませんが，このほかにも，現社

会のさまざまなボーダーをネットワークはクリアー

しています。 NIFrY-Serveの提携先・ CompuServe

のノウハウの 1つですが，会員の方の属性を一切お

伺いしていないのが，大きな特長だと思います。ネッ

トワークの中では，年齢，性別，社会的地位等の属

性に関係ない交流が行なわれています。

昭和50年代，約3年間，スペインに駐在し，さま

1)富士通株式会役事業推進プロジェクト部〔〒 100 東京都千代田区丸の内 1-6-1 (丸の内センターピル)

sbiOO116@niftyserve.or.jp) 
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ざまな体験をしました。自本では常識になっている

「名刺jによる初対面時の挨拶が，全く無意味で、ある

ということも，そのときの思い出の lつです。富士

通という会社人間の中村ではなく，中村という個人

と交流するのだ・・・というスペインの世界でした。

自本の業務に戻ってからは，再び，名刺による百

本のビジネス社会に期"染み，スペインの体験を忘れ

ていました。

ネットワークで，会員の皆様との交流がスタート

した持，スペイン時代の体験が匙りました。顔面に

現われる会員の方。 IDとお名前だけで，年齢，性別，

お仕事など，全くわからなLい・-。文字どおり，

*
 議題中村 明氏とのであい

中村明 SBIOO 1.16 94/04/26 07:09 
題名:満一年経過の御挨拶です

沼館利彦様

お元気でお過ごしの事と患います。 NIFTY四 Serveに

ご入会頂き，一年が経過致しました。沼原利彦様はじ

め会員の皆様から寄せられた数々のご声援に対し， Iむか

らお礼申し上げます。一年前と比較して，サービス状況

は如何でございますか。これからも，サービスの向上を

一層進めてまいります。そのための皆様のご意見・ご要

望。是非，お聞かせ]翼きたいと思います。

今後とも， NIFTY-Serveへのご支護。どうぞよろし
くお願い申し上げます。

4丹26自 こフティ株式会社
中村明(SBI00116)

10: SBI00116 
SUB: 1年自のメーjレありがとうございます

1994年4月26臼
中村明様

拝鍾

入金一年自のメーjレをいただきありがとうございまし
た。居留香)11県の地方産科大学に皮j翠科護主として勤める

私ですが， NIFTY -Serveのおかげで，全患の多彩な

方々と突流を持つことができました。

今年からは， FBIOバイオフォーラムのサブシスオペ

としまして FORUMの運営にも参加させていただいて

おります。高松のアクセスポイントもこみあってきたの
か 保守作業中にも時に落とされることがあるのが今一

番弱っております。

中村様も益々，公的私的にもネットワークの中を駆け

巡り，ご活躍くださいますようお顕い申し上げます。今

後とも，どうぞよろしくお競いします。

敬異

JCA02363 沼鎮利彦

傭人の方とのお付き合いです。

日本の人間関係，地縁， 11証縁，名刺縁等が，基本

のように思います。これを離れてのお付き合い。文

字どおり，傭人対個人・・・。自本の個人主体の生

活行動は，ネットワークから醸成されるのではない

でしょうか。

ネットワーク運営の倒から，ネットワーク利用者

に復帰し，数ヵ月が経過しました。これまで生まれ

たたくさんの方々とのネットワークでの交流。素晴

らしい私の財産です。たくさんの方々とのお付き合

いを大切にして，これからも，楽しいネットワーク

の世界を送って行きたいと思います。

*
 

*
 コンピュータサイエンス編集委員長 沼原利彦

この電子メールのやりとりが，私と中村 明氏との交

流の始まりです。

中村 明氏は，昭和62年7月から平成 6年6月末ま

で，ニフティ株式会社の常務叡締役として NIFTY柵Serve

の運営にあたられていた方です。この間に NIFTY-Serve

の会員となった方々は， r中村メールJとして知られる氏

からのご挨拶メールを受け取られたことがあると思いま

す。私もその一人であったわけです。中村氏の差し出さ

れる電子メールには，常務取締役という肩書きは付され

ておらず， rニフティ株式会社 中村明Jとあるだけで

した。中村氏が顔稿のやで警かれているネットワーク感

によるものでしょう。中村氏にお尋ねしたところ，ニフ

ティ在任中の 7年間に，ご挨拶メールだけで365万通を発

信したとのこと，会員から 1日200-300通のメールを受

け取り自ら返事を出されていたとのことで，これは驚i嘆

に値します。

先のメールのやりとりの後，時々電子メールが行き来

するようになり，昨年夏の第 2回日本コンピュータサイ

エンス学会総会(1994年8丹28日，東京)の前日に，初め

てオフラインでお会いすることができました。このオフ

ラインでは，名刺交換に加えて，讃岐うどんとスペイン

のシェリー溜の交換も行ないました。このとき中村氏に

は， rネットワークがなければ知り得ないような方々から

電子メールを頂くことができ，今日のようにオフライン

でお会いできるなんて，たまりませんね。これがネット

ワークの醍醐味ですね」と目を輝かして語っていただきま

した。その印象が実に鮮烈だったので，今国是非にと記

事をお願いした次第であります。

注:中村氏と私の私告を公開するにあたっては，あらか

じめ公開の許諾を二人の問で確認しあっています。皆様

i 私信の取り扱いは慎重に手I1簡を踏んで行なってくだ

さL、。
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露事

米国における Macintoshの医療応用
-MacWorld EXPO/San Francisco 195のカンファレンスよりー

持年 1月に西海岸のサンフランシスコで，そして

8月に東海岸のボストンで開催されている米国の

Mac World EXPOでは，アップルコンビュータネ土お

よび多くのサードパーティーが出展し， Macintosh 

に関する最新のハード・ソフトが紹介されていま

す。また，毎回多くのカンファレンスも同時に行な

われており，本年 l月 4-7自に開催された

MacWorld EXPO/San Francisco '95でも，紹広い分

野にわたる150以上ものカンファレンスが持たれま

した。ここ数年，医療現場での Macintoshの活用法

に関するカンファレンスも企固されており，数々の

先駆的な応用事慨が紹介されています。本稿では，

MacWorld EXPO/San Francisco '95におけるカン

ファレンス“Macsin Health Care" (密1)で発表され

た3つの発表1.衛星通信による遠隔医療支援シ

ステム， 2. Newtonを入力端末とした患者データ

ベース，ならびに 3.癌治療計額用画像処理システ

ムについて紹介します。

カンファレンスの最初に，米国陸軍により開発さ

れた衛星通信による遠鴇医療支援システムについて

の発表が行なわれました O このシステムは，

PowerBook， 13インチカラーモニタ，携帯沼プリン

図 1 カンファレンス“Macsin HeaIth Care"の会場

池田俊也 1)

タ，小型パラボラアンテナ付き無線機などから構成

されています(罰 2)。携帯性に鐙れていることか

ら，世界中のいかなる場所からでも利用が可能とさ

れており，実諒に最近ソマリアにおいても実験的に

使用されました。その結果現地での鹿療活動にお

いて診断・治療が困難な症鰐に遭遇した諒に，患者

情報(テキスト d請報)や創部の写真・レントゲン画像

(デジタル画像情報)などを Macintoshから米畠本土

ワシントン近郊の陸軍病院に衛星通信により送信

し，判断の支援を仰ぐことに成功し，システムの有

用性が確認されました。また，米国国立医学図書館

の文献データベース (MEDLINEなど)や Intemetに

直接アクセスしで捷報検索を行ない，判断に苦躍、す

る症慨に関する陸学構報の収集に役立つたとのこと

でした。さらに，コンピュータ通信により遠隔地で

同時に症併検話を行なう いわゆる fデスクトッ

プ・カンファレンスJも試みられましたが，これに

ついては技術的課題や時義の問題もあり，今後改善

の余地があると報告されました。わが留でもすでに

据置き塑のマシンにより遠隔医療の実験が行なわれ

ていますが，このように携帯型機器を舟いて他国よ

り遠距離通信を行ない一定の成果が得られたことは

図2 衛星通信による遠臨医療支援システム

1)慶勝、義塾大学医学部病院管理学〔〒160 東京都新宿阪信濃町35，shun@mix.or.jp) 
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図3 患者データベースシステム PrpMed

意義深いと考えられます。

2番目の発表は， Newtonを入力端末とした全米

規模の患者データベースシステム ProMEDです。

このシステムは，患者情報入力用の Newtonおよび

サーバ機として各診察室の Macintosh，および中央

のホストコンピュータから構成されています。実際

の利用法ですが，まず，診察前に来院予定患者の症

状や治療経過に関するデータをサーバ機からあらか

じめ Newtonにダウンロードします。このとき，

Photonics社の Cooperativeという小型通信機を用

い， LocalTalkプロトコルで赤外線通信によりデー

タを転送します。患者診察のときには Newtonで情

報入力(発生滅入力)を行ないますが(図 3)，この際

Newtonの手書き認識機能は平日用せず，すべての鵠

報は候補一覧から選択入力するように設計されてい

ます。診療が終わると，データを再び赤外線通信で

サーバ機に転送します。サーバ磯で、はデータベース

ソフト FoxProにより患者データが管理されてお

り，転送された情報がカルテとして印刷されるほ

か，会計計算やスケジュール管理も行なわれます。

さらに，各診療所で蓄積された患者データは中央の

ホストコンビュータに転送され，全米規模で患者の

治療経過の解析が行なわれます。米関では現在実際

の患者の診療経過をもとにした治疲アウトカムの研

究が盛んに行なわれており，今回のシステムもアウ

トカム研究に利用されています。

最後の発表は，米国国立がん研究所 (NCI)で開発

図4 放射緯治療計画システム MacTPS

中の MacTPSという放射線治療計画システムです。

本システムは， 3D画像処理などの機能を有し，静

止画像，ビデオ，音声などのデータを統合管理する

ことにより，癌の放射綾診断，放射線治療，および

医学教育などに活用されるということです。会場で

実際にデモが行なわれましたが(~ 4 )， Power 

Macintosh対応のため動作速度も速く，実用牲が高

いと忠われました。

今回のカンファレンスに参加して，米国では実際

に必要性の高い場面において Macintoshの最新技術

が有効に活用されていることを実感しました。わが

国においても， Macintoshは多くの医療従事者に患

いられており，医療の費や効率性の向一1:.1こ寄与して

いる事例も多いことと思います。最近，日本コン

ヒ。ュータ・サイエンス学会をはじめとして，医療に

おける Macintoshの活用事例に関する情報交換の場

が増えてきてはいますが，医学系のマックユーザー

の参加がきわめて多いと言われている MacWorld

EXPO/Tokyoにおいて医療に関するカンファレン

スが持たれないことは不思議で、あり，残念にも思い

ます。監療における Macintosh活用法に関する情報

交換の場がわが国でさらに増え，医嬢従事者にとっ

て有益な情報が容易に入手可能となることにより，

構報不足による活用の失敗や試行錯誤による時間と

労力の無駄が避けられ，医療の場でMacintoshがさ

らに効果的に利用されるようになることを，大いに

期待したいと思います。
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φ講演プログラムおよびタイムテーブル

{特別企画時間割}

Oシンポジウム 25日13: 50~15 : 20 
• 21世紀を志向するコンビュータサイエンスのあり方

司会崎山昭彦(鳥取大学毘学部寄生学)，ゲスト 関原

成允(東京大学罷学部中央竪療情報部)，シンポジスト

尾鯖 麗(東京女子医大)，金子周二(京都大学薬学部)， 

清水稔(濁協医科大学附属越呑病続)

。特別講演 25日16: 30~18 : 00 
座長竹腰正睦(東海大学医学部分子生命科学)

・遠征子情報処理への挑戦一並弼コンビュータを用いた

マルチプルアラインメントを中心にー

星田昌紀(組下電器産業・マルチメディア

システム研究所)

。会頭講演・会長基調講演 26日11: 45~12: 35 
• Desktop Power Computingと疫学研究

会頭陶山昭彦(鳥取大学産学部衛生学)

.マルチメディアによる教育革命

会長法橋尚宏(東京大学医学部家族看護学)

。揺待講演 26自12: 40~14 : 30 
産長鵜川義弘(農水省・農業生物資源)

.研究文化とWorldWide Web 

佐藤進也 (NTTネットワークサービスシステム研究所)

'WWWサーバーによるインターネット生物医学国際会議

開催村瀬潜夫，津田光徳(三重大学産学部医療情報部)

。パネルヂイスカッション

26816: 35~18: 35 
座長田中博(東京医科歯科大学難治疾患研究所)

パネルテーマ:生物現象とシミュレーション

・リミットサイクルの概念と応用について

藤原敏浩(松江市立病院・耳轟科)， 

・生体の数理モデルについて(自律衿経の心拍変動制御モ、

デルから) 高井一岳(松江市立病続-麻酔科、}

.粘躍における位相スイッチングによる原形費流動の自P

動補償機犠

中垣俊之，上田哲男(名古屋大学人間矯報学)

.アポトーシスについて

野上義理(大自本製薬探索研究所)

{一般発表演題時間部}

25日
制IHImage'生体計測)12 : 05~.12 : 55 
座長 下村登規夫(鳥取大学匪学部脳神経内科)

1-1 NIH Imageを用いたcイosmF制 AのRT-PCR解析

下村登規夫，北野あゆみ(鳥取大学医学部脳神経内科)ほか

1-2 NIH Imageを用いた形態計測一肝類洞内皮小孔の数

と大きさの計測法

名倉徹，清水稔(濁協産科大学越谷病院)ほか

1-3海綿骨梁パターンの定量的計測

井上仁，入津淑人(鳥取大学震学部法医学教室)

〔診断論理・ QuickTime応用)12 : 55~13 : 45 
座長柳毘洋一郎(東京マタニティークリニック院長)

11-1 スト口ボスコープのファジー診断

牧野克巴(牧野葺轟咽喉科産院)， 

譲由宏之(慶謄義塾大学病続耳鼻咽喉科)，まか

11-2 Computer Aided Educationに対するパーソナルコ

ンピュータのfit周一画像データ(特に動画)のコントロー

ル方法について 加納滋(国立栃木病続・耳鼻科)

11 3 QuickTimeを用いた翁科矯正治療説明システム

(CAPIS) 

八巻正樹，山田一尋(新潟大学歯学部歯科矯正科)ほか

26自(日)
〔臨沫統計解析)10 : 00~11 : 40 
座長浅野道雄(秋田赤十字病観胃腸センター)

111-1 KaplanMakerによるKaplan-Meier生存曲線の作成

高木篤(協立総合病院消化器内科)

111-2 HyperKaplanの作成と応用

浅野道雄(秩由赤十字病院曾腸センター)

111-3 StatViewのSurvivalToolsを用いたCox比例ハザー

ド解析の応用事例

浅野道雄(秋田赤十字病院需腸センター)， 

陶山昭彦(鳥取大学医学部寄生学)

(HyperCard • Excelマクロ)10 : 50~11 : 40 
産長清水稔(揮協医科大学越奇病説)

IV -1 Hyper Card の糖尿病患者教育への応用

和田克哉(広島総合病院)

IV-2エクセルマクロによるT様定解析システム

高木篤(協立総合病院3題化器内科)

〔院内情報処理)15 : 40 ~ 16 : 30 
や座長朴勤極(大額市立大学産学部付属病読)

V-:-1病理診断業務LANシステムにおける画像ファイリ

ング 真崎武(京都府立医学大学病院病理部)

V-2ファイリングシステムを利吊した超音波菌像スライ

ド作製システム

中罵満，巽典之(大阪市立大学医学部付属病院)

V-3 OCMSにおける病歴情報の活用支援システム

キト 勤檀，溝水正文(大阪市立大学医学部

付属病院)ほか
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曾セミナーの案内

[Internetへの招待}ーCl

鵜川義弘(農水省農業資瀬生物研究所)

Internetとは，ネ、ソトワークの集まりである。ネ、yトワーク

の構成単位には，大学研究機関・企業内の構内ネ、ソトワー

ク(しAN)やパソコン通告がある。これらのいくつかが接続さ

れネットワークとなり，さらにそれらを瞳内，海外を筒わ

ず，相互に結んだものを Internetという。 Internetには，電

子メーjレ，ニュース， FTP， Gopher， WWWとさまざまな

ジャンルのネットウークサービスやネットワーク資瀬があ

る。本セミナーでは， Internetの成り立ち，所属組織(大

学，研究機罷企業，個人)別の Internet接続方法，しAN内

での機器の接続方法， Internet資源の利用方法， Internetへ
のデータ提供方法について概説する。さらに，個々の参加者

の質問に答える形で， Interれetヘ招待する。

[醤像処理のポイント]-C2 

沼原利彦(香川医科大学皮膚科学教室)

私が扱う画像は，皮j議臨床記録写真と皮湾総織顕微鏡写真が

主で，原画像はリバーサルフィルムに記録されることが多

い。精彩な臨貨が要求され 1枚のデジタル画像サイズは数百

KBから30MBほどに及ぶ。フィルムのスキャニング，デー

タの保存形式と整理，メモ1)，フォトレ夕、ソチなど日頃感じ

ている問題について，フォト CD，COOしSCAN(ニコン)， 

Photoshop (アドピシステム)， NIH Image 使関経験を支え

ながら話題を提供したい。

講師プロフィール:香川県高松市出身。 1986年香JII医科大学第

一期生として卒業。現在，香川医科大学皮膚料学助手，病棟医

長。「コンピュータサイエンスJ編集委員長， r形の科学会j四国

地誌幹事。

{文献検索と情報整理術]-C3 

金子閤二(京都大学薬学部)

研究生活の基盤である情報整理術について，主として次の3

点にポイントを醤いて最新の動向を紹介し，参加者からの質

問に答える。当日，ツーjレをフロッピーディスクで麗布す

る。

( 1 ) Internetや CD-ROM等を使った文献情報収集のノウハ

ウ， (2)偶人文献データベースソフトウェアの比較と長続き

のコツ， (3)大量情報に対処できる各覆辞書ツーjレ等の使い

こなし方

講師プロフィール:1958年生まれ。京都大学薬学部薬理学講座

助教授。平成5年度文部省科研費助成によるライフサイエンス倒

語データベース作成グループ代表。

25日12:00-17:30(地下 l階第 1会議室)

26日10:00-18:00(地下 I階第 1会議室)

[¥2S:壌における携帯端末]-C4

西堀匡弘(東京医科歯科大学医学部臨床検査医学)

コンピュータの医療応用を考えるとき，いつでもどこでも必

要な情報を引き出せ，必要な指示を出せる携帯端末は長年の

夢であったが，予想外に早<現実のものになりつつある。本

セミナーでは，ノートパソコンをペースに今回開発に成功し

た最新の医師舟携帯端末のプロトタイプを用い，鹿用マルチ

メディア・データベースを検索する状況などを実演して最先

端の研究成巣にふれていたた‘くとともに，より器療のニーズ

に近づけるための叩き台として，ご批判-ご議論をいただき

たいと考えている。

議姉プロフィール:1984年3月東京医科歯科大学医学部卒業。

現職:東京医科溺科大学医学部臨床検査窓学助手。寝床検査医，

Z芸学博士。主な研究分野・臨床検査医学(検査情報システム-診

断支援システム)，医療情報学(エキスパートシステム・医療情報

システム-ユーザインターフェース・ネットワークシステム)。

[はじめてのプログラミング]-C5 

諏訪茂男(野村総合研究所)

従来より Macintoshのプログラミングは難しいと言われて

いたが，適切な開発ソフトウヱアと適切な情報があればかな

り取り組みゃすくなってきている。本講演では，これから C

/C++で Macintoshのプログラミングをはじめるうえで必

要な関発ソフトウェア， Macintoshに特有のプログラミング

技法，デパ、ソグの技法などを紹介する。あわせて演者が日頃

興味をもって接しているさまざな情報漉(文献，雑誌 BBS，

Internetなど)を紹介する。

講師プロフィール:1961年茨城黒生まれ。 1983年東京工業大学

理学部情報科学科卒，現在，野村総合研究所マルチメディア室勤

務。 Macintoshとのつきあいは1986年から。白経 MI>くで mac.

general会議議長を勤めている。

[サイエンス領域における統計解析]-C6 

手夏 日出夫(三菱水島病院小児神経科)

パソコンの普及に伴いさまざまな統計処理が手軽に行えるよ

うになった。物事には表と裳があり，利便性の陰には落とし

穴が潜んでいる。データさえ与えてやれば，意味のあるなし

にかかわらず，パソコンは何らかの億を出力する。統計家な

らためらわれるような条件下での適用や，統計理論的に無意

味な使用といった誤用に，知らず知らずのうちに陥つてはい

ないだろうか。セミナーではマックを使用し，統計手法の選

択，結果の解釈についての tipsを紹介する。

講師プロフィール:岡山大学医学部卒，岡大学院修了。現在，三

菱水島病院IJ¥見神経科医長，岡山大学医学部非常勤講師。 1980
年より大型機に携わり， SPSS統計パッケージなどを使用。

1988年以鋒はマッキントッシュ一筋。蕃書「実用マッキント、ソ

シュJ(1992年)， r応用マッキントッシュJ(1994年)におい



て，いずれも統計解析の解説を担当している。

[Windows vs. Macintosh)-C 7 川添 歩

Windows 3.1やWindows95， OS/2など，他のパソコン用

グラフィカjレユーザインターフェイス OSと比較して

Macintoshが護れている点と遅れをとっている点を明らか

にし，ユーザにとっての環境を考える。また今後の

{麓災対策 支援システム株)策 定

大規模地震が発生したときの対策活動では，発生豪後の初動

活動がうまくいくかどうかでその後の被害の様相が大きく異

なってくる。今回紹介するシステムは，発災直後の地震によ

る被害推定を，コンピュータで1)アルタイム (3分以内)に行

うことにより，迅速な対策活動を支援するもので， )11崎市殿

に納入したシステムの事例をまじえながら紹介する。

@講習会の案内

[菌像解析教室]-G 1-4 

講師:小島清嗣(オリンパス工業(株)バイオ

メディカjレソサーチセンター)

画像の入力方法， Adobe Photoshopを使った画像のレタッ

チや色調裕正方法， PhotoCDの活舟方法などにふれた後，

それらのデータを NIHImageで取り込み， iffij像の解析手法を

紹介する。 PDSのソフトウェアとして有名な NIHImageに

よる絡組核数のカウント方法や特定部分の覇積測定，意義気泳

動ゲjレ画像からのデンシトグラムの作成等箇像解析のポイン

トを説明する。

[スライド作成教室]-51-4 

講師:石器宏 (SymbolicDesign) 

イラストの制作，グラフ作成，写真の取り込み，レ夕、ソチ，

貼り込みといった一遂の手II1翼を追って， Aldus Persuasion 

を使ったスライド作成を紹介する。また，フィルムレコーダ

を使つての出力時のポイント トラブルシューティングや，

見栄えのよいカラースライドを作るためのレイアウトや全体

のバランスなど，すでにカラースライドを作られている方に

も有益な内容となる。

{メディカルイラスト作成教室]-Ml1・2

講師:伊藤寿佳子(鳥取大学産学部臨神経内科)

主に Canvasを使F脅し，便利な特殊機能を利用したイラスト

の描き方を手ほどきする。講習用の題材として分子レベjレの

DNA標達図譜やウイルス粒子の断面図，マクロレベjレでの
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Macintosh OSがどうなるかを予灘し，パソコン OS全体の

ゆで Macintoshが占める位置づけと役割を考える。

議締プロフィール:1961年東京生まれ。 E手穏B大学文学部卒。

月刊誌fMacJapanJ編集長など雑誌 .i書籍の編集を経て，現在

は Internetをはじめとするデジタル/ネットワークでの金麗

編集・制作を業務とする。

26日14:35 15:35 (地下 1暗サイコニンスホ}ル)

{Internetアクセス実践講鹿}東定情報システム(株)

flnternetにアクセスし，情報を得るにはどうすればよいだろ

うC?J ， fI nternetから世界に情報を発電するにはどうすれば

よいのだろうC?J， fコストは . • C? J 0 Internetアクセス

の導入から運用まで具体的に説明する。

25日12:00-17:30(6階第 2詮議)

26日10:00-18:00(6階第 2控室)

人体局所解剖図譜，実鍛動物や器具など，イラストの簡単な

作成法とマクロ保存の方法を紹介する。また，イメージス

キャナを活用したシェーマの作り方も紹介する。グラフ作成

では，総かい加工法についてのノウハウを解説する。

[統計解析教室]-Tl・2

講師:長田 理(東京都老人器療センター麻酔科)

Microsoft Exelからのサンプルデータを統計解析ソフト

StatViewで読み込み，対応のある 2群の比較，対誌のない

2群の比較，相関および共分散分析，臣帰分析，分散分析，

ノンパラメトリック検定，臨子分析などさまざまな解析手法

を紹介する。必要な解析手法が選べるテンプレート機能を使

うことても，簡単にグラフへの展開が行なえる方法についても

紹介する。

[ウインドウズ活用教室]-W1・2

講師水運 博(国立衛生研究所細路パンク室長)

長らく島霞では顧みられることがなかった 18M.PC(Aτ互

換機)が，この 2~3 年の簡に DOSIV マシンとして注目を

集めることとなった。理由は，素朴なハードウェアが

Macintoshと同じレベjレの仕事をこなしてしまうという現

実にあるのだろうと分析する。今回は，本学会の議'*で初め

てWindowsが取り上げられることとなったことを考慮し，

個々のソフトウェアに関する操作法よりも，システムの設定

法などに重点を霞きながら， Windows上での写真処理の一

般的技法について作品を交えて紹介してみたい。
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第 3回総会挨拶…21世紀をめざしてー

第3呂田本コンゼュ…タサイエンス学会会頭 関山昭彦

すべてのコンビュータサイエンスを志向する研究者の皆さん。第 3回日本コンピュータサイエンス学会総

会へょうこそ。 NIFIY-ServeのバイオフォーラムにおけるFBIOMUGを基盤に成長した本学会の第 3回を開

催するにあたり今後の発展のための試金石となれるようすべての企画に21世紀が見えてきそうな話題をつめ

こみました。生物系研究領域から出発しながら理工系に先んじたfコンピューサイエンスjを看板にかけたの

には，わたし達生物系研究者が研究をはじめ各現場においてまさにコンピュータを利用しなければ立ち向か

えない時代にはいったという背景があろうと患います。ひと昔はコンビュータは理工系の道具でした。現在

コンビュータは生物系の必須道異となっています。コンピュータを知らなくてもコンピュータを「活用」でき

るアプリケーションの時代といえましょう。しかし自然・生物現象を解明するには，私たちがソフトウェア

を効果的にf活用jを基礎に，理工系の研究者とも手を組んでソフトウェアあるいはハードウェアのはせ造Jを
志向することが鍵となってきます。 今，その時代をきりひらく可能性がみえてきています。生物系研究者に

も「優しpJコンピュータテクノロジーを生みだし，またそれを支援できるコンビュータサイエンスの構築が

必要となってくるでしょう。本シンポジウムや各特別講演，一般発表の内容の中に， 21世紀の扉をひらく糸口

を感じとってもらえれば幸いです。

シンポジウムの基調

医学・薬学におけるコンピュータ利用はとどまることを知らない。ダウンサイジングにより病院内にも生

体信号記録用の高度に集中化した監視システムが全国に広<導入されてきている。しかしワークステーショ

ンと監師の相性は必ずしもいいとはいえない。この高震にハイテク化された実社会にあって大学教育におい

て現実が求める人材を育成するためには何力守重要であろうか。

コンビュータサイエンスが生物系領域で活用されるためにはそれなりの努力が必要である。「パソコンjや

「ネ、ソトワークJは恐るべき勢いでこの社会を変革している。その利用形態に部じたUndergraduate，

Postgraduateそれぞれのレベルでわれわれは修得すべきものと発展させていきたいコンピュータテクノロ

ジーに次第に気づいている。この変化はあらゆる組織体におよんで恥いっている。ネットワークはそれを加速

しているといえるだろう。病院を例にあげれば集中監視領域のレベルから病院全体へ，また地域医壌のレベ

jレまで広域なネ、ソトワークに支援された医療コミュニティーが形成されていくことも近い将来現実となるか

もしれない。一方研究作業のあり方も変化している。龍子会議，電子学術雑誌などが今や現実に活動しはじ

めている。その軸にあるのはInternetである。言語閉鎖的なわが盟にあって母国語による研究の生産性の高

さは無視できない。研究の麗際情報化環境て私研究支援の電子辞書ツールのプロジェクトはライフサイエンス

領域のコンビュータサイエンスを志向したものといえよう。本シンポジウムは匿学-薬学領域におけるコン

ビュータ利用の現状から21世紀に求められるものを展望し討論を行ないたい。

ゲスト略産紹介:開原成允(かいはらしげこと)産学博士。東京大学医学部教護，同大学震学部付属病院中央医療情報

部長。 1937年東京生まれ。 1961年東京大学堕学部卒業後，同大学大学院で内科学を専攻。 1966年から約2年

間，米国ジョンズ・ホプキンス大学に留学。帰国後の1969年から東大病践の電算機プロジェクトに加わる。以来，

医療情報学(主に病観情報システム，震療映像の医学部舟，医療のシステム解析，知識工学による診断論理，統計

学・臨床産学データ解析)を研究テーマとする。 1986年から89年まで冨際監療情報学連盟会長。国際情報処理連

語学術賞，国際保健機構功労賞，日本AI財団学術賞，日本産師会功労賞，など受賞。現在，日本医療情報学会会長。
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〔第 3呂田本コンビュータサイエンス学会総会・講演要旨〕

遺伝子'情報処理への挑戦

一並列コンビュータを用いたマルチプルアラインメントを中心にー

今日，医学・分子生物学の研究にコンピュータの

使用が必須となりつつあることは関知の事実であ

るO プレゼ、ンテーション，電子メール，データベー

スの科用などさまざまな用途が存在する。しかし，

コンゼュータサイエンスのf方法論jを積極的に用い

た研究はまだ少なく，今後の発援が大いに期待され

るところである O 本講演では，このようなコン

ピュータサイエンスの「方法論jを用いた場合，どの

ようなことが行なえるかについて，演者の経験にも

とづいて発表を行なう。

本議、演では，タンパク質の配列解耕，とくに並列

コンピュータを用いたマルチプルアライメントの研

究を中心に述べる。この題材は分子生物学サイドに

とって，重要なモチーフの抽出，あるいは進化系統

模作成の手法として脊舟であるばかりでなく，コン

ビュータサイエンスサイドにとっても，大規模な組

み合わせ最適化問題としてとらえることのできる非

常に興味深い題材であり，学際研究のひとつのケー

ススタテゃィといえる O

われわれのグループは，この掲題に対し数種類の

コンビュータサイエンスの方法論で解決を試みた。

また，解決にあたって並列計算機を用いることによ

り良質の結果を短時期で得ることに成功した。試み

た方法は， (1)並列シミュレーティッドアニーリン

グ法， (2)並列反復改善法， (3)並列アライメント

ワークベンチと呼ばれる 3積である。これらの手法

により実用規模のアライメントを実用的な時間内で

行なうことができた。なお開発にあたって，常に分

子生物学を専門にしている方々と情報を交換し，手

法に反映させた。

本講演では，本研究についてのピデオも費用し，

なるべく視覚(ピジュアル)に訴える形式で行なう。

さらに，マルチプルアライメント以外にもコン

ピュータサイエンスの方法論を用いた分子生物学の

星田昌紀1)

興味深い研究事例を若干紹介する予定である O

演者はもともとコンビュータサイエンスを専攻し

ており，そこから分子生物学へとアプローチした。

その逆のケースはもっと多いと考えられる。生物学

系の研究者は，許算機科学における方法論を詳しく

知らなくても，計算機系の研究者と共問研究を行な

うことにより新しいタイプの研究ができる。また，

計算機系の研究者も魅力的な題材を探し求めてい

る。そういう意味でこの分野は，日本における最初

の本格的な学際研究領域になることだろう。もちろ

ん，学際研究にはさまざまな障壁も存立する。われわ

れがコミュニティーを立ちあげていったときも多くの

混乱が生じた。このような学際研究の問題点、につい

てもふれたい。この興味深い学諒的研究領域に，演

者のささやかな経験が役立てば幸いである。

函 計算機によるアミノ駿配弼解析

(マルチプルアライメント)

強{以のタンパク笈の関で，このアミノ酸配列を計算機を悶い

て比較解析することにより，進化に関する情報やタンパク質

の室主主きs位に関する箔報が長!J出できる。

1)松下電器産業・マルチメディアシステム研究所〔〒140 東京都品川区東品川 4-5-15)
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〔第3四日本:コンビュータサイエンス学会総会・講演要冨〕

研究文化と WorldWide Web 

World-Wide Web (WWW)の目標は Internet上

に継自のない広大な情報空間を作り上げることであ

り，その情報空間とは，いいかえれば，知的生産活

動の場である。すなわち WWWはこの仮想空間を

構築するために，ハイパーテキストのアイデアを採

用している。すなわち WWWでは，リンクにより

Internet上のリソース(文書，画像，そのほか種々

の情報)を悶境を超えて結びつけることができる。

マルチメディアに対応、した広域なハイパーテキスト

機構を実現するため，清川明fは次の 3種類の要素技

術を持つ。それらは，各リソースへの名前の付け方

である URL，ハイパーテキスト文書のフォーマッ

トである HTML，そして川崎明Fへのアクセスプロ

トコルである波打Pである。さらに注自すべきもの

として， CGIと呼ばれるハイパーテキストを動的に

生成するメカニズムがある。

WWWはgopher，ftp，あるいはNetNewsとpっ

たInternet上の巽なるサーピスを取り込んで、きた。

CGIを利用することにより，さらに統合的な情報シ

ステムを構築することができる。

佐藤進也 1)

WWWの素晴らしさは，世界中から多種多様な靖

報を得られることだけでなく，誰でも容易に情報提

供者になれる点にある。つまり， WWWは参加型メ

ディアといえるだろう。この特性は，さらに次の特

徴によって助長される。すなわち，システム構築に

周封なコーディネーションを必要としない， r緩
pJタイプのメディアであるということである。

httpのトラフィックの急激な伸びは，マルチメディ

ア的要素と栢まって，'01引明Fとpう参加型で緩いタ

イプの協調作業が広く受け入れられつつあることを

示している。

本講演では WWWという Internet上の広域情報

システムの磯構を説明し，このシステムが Internet

でどのように使われているかを紹介する。さらに，

研究などの知的生産活動の基盤としての可能性につ

いてもふれる予定である。

l)NTTネットワークサービスシステム研究所〔千180 東京都武蔵野市緑町3-9 -11， sato@sphere.csl.ntt.jp) 
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〔第 3毘日本コンビュータサイ工ンス学会総会・講演要旨〕

wwwサーバーによるインターネット

生物医学国際会議開催

今居，世界ではじめてインターネットを利用した

国際会議 (InternetWorld Congress on Biomedical 

Science)が三重大学監学部の主館により平成6年12

丹7日から17日まで開催された。総演題数は153で

海外からの参加演題数はおあり，総演者数800名規

模の間務会議となった。最終的に世界26カ留の1，374

のサイトから，延べ70，428件のアクセスがあった。

インターネットを用いれば，まさに窟ながらにして

国捺会議に出席することが可能となったわけであ

る。

インターネットで開催の利点として次のことが確

認された。

1 )場所や時間にとらわれない

日本で，特に地方都市で国際会議を開鑓すること

は，参加者にも開催者にも多くの負担を強いること

になり，なかなか困難であった。ところが，国際会

議をインターネット上で開催すれば，ネットワーク

に繋がる3，000万人が時差の問題に関係なく抗上から

発表を見て，討議に参加することが可能となる。

2 )準備に時間がかからない

インターネットによる悶際会議では，会場確保に

伴う準鏑期間がほとんど必要なく，従来の調際会議

村瀬澄夫1)津田光徳 1)

で問題となってきた発表の却時性の問題が解決され

る。

3 )費用がかからない

従来の国際会議で詰，会場費やそのほかの費用を

あわせると何千万から何億の費用がかかる。しかも

近年学期の専門化，細分化に伴い開催数が多くな

り，総合的にみるとかなりの費用が開催のためだけ

に費やされている。インターネットによる国際会議

では，費用的には100分の l以下ぐらいに削減でき

るという経済的効果は大きなメリットといえる。

ヰ)誰でも参加できる

インターネットは本来オープンな世界であるか

ら，法学の分野以外の人も参加して，それぞれの立

場で、見解や意見を述べることができる。このことは

より学際的な会議を可能とし，医学が到の角震から

発展する可能性をも生む。

このようにインターネットでの国際会議は，著作

権やセキュリティなど今後に残された課題はあるも

のの，それを凌駕する有用性があり，今後のサイエ

ンスの発展に大きく寄与する新しい学問的インフラ

ストラクチャーとして

る。

していくものと思われ

1)三議大学医学部附属病院医療情報部〔苧514 三重県津市江戸橋 2-174) 
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〔パネルディスカッション〕

生物現象とシミュレーション
座長間中静
(東京麗科醤科大学難治疾患訴究所)

欝リミットサイクルの概念とJi5舟について

験生体の数理モデルについて(自律神経の，む掠変動制御モデルから)

欝粘菌における泣相スイッチングによる原形質流動の自動議健機構

験アポトーシスについて

医学領域では Macintoshの出現により宅コンビュータが市民権を得た感があるが警あくまでも IDγp

などのワープロやスライド作成とデータベースJとしてのコンピュ…タが主役と思われる。医学以外の

領域では「計算機jとしてのコンゼュータの地位が宅ある程度は確立されていると悪われる。生体は遺

伝子情報から導かれた非線形の制御講温を備えていると仮定できるが，生体挙動を解明するために豆学

研究者がコンビュータを「計算機jとして利用した研究はまだ活発には行なわれていない。

21世紀には確実に医療の中に遺伝子治療が必須のものとなるはずである。ヒトとは哩そもそも単細

飽から出発している。細胞学をコンビュータサイエンスからみれば‘唱細胞質は母親から譲り受けるハー

ドであり警遺伝子は父親と母親から受けるソフトに昆立てることが、できる。ソフトを鋒正する際に，

ハードの特性や全体のダイナミックス抜きにして，完全な修正はありえない。

このように生体はハードをもソフトで権裂する能力をもっ高度なコンビュータである。これほど複雑

なものの挙動を宅人間の頭の中だけで理解できるのであろうか?

生体の複雑性に対する研究のアプ口…チは，物理の 3体問題と問じことで考シミュレーション以外に

挙動を厳替に予灘することは不可能である。たとえば¥免疫系を対象にすれば，サイトカインや接着分

子の挙動は明らかに高次元の非線形制御であり弓モデルなくしてはその全体の挙動は理解できそうにな

い。薬物や放射線などを生体に介入させる舗床監学においても，この複雑系である人体シミュレータは

不可欠なものとなることに違いな¥"0今や陸学系研究者が「計算機jとしてのコンビュータの価値を等

監学領域で認める必要性があり，そして市民権を与えなくてはならない時代なのである。

しかし司この研究を遂行するためにはいくつかの課題が山積している。 1つにはシミュレーションを

する擦に，つくられたモデルは絶対的な評価が、できないことである。実際噌省略したパラメータの検討

が、充分にできない。次に噌ある挙動をシミュレートしようとしても噌実データの入手が閤難であること

や司実験で得られた情報の一部しか提供されないことが多い。

これらの課題を克服するためにダイナミックスやモデルなどの概念を前提にした研究領域では噌膨大

な研究成果をもとにしたt請報を前提とする。発達したコンビュータテクノ口ジーは，情報洪水の中にお

いてこの研究をすすめるのに色々な準備や方法を与えてくれる。 CD羽OMやインターネットはモデル

の検証には偉大な貢献をしてくれるだろう。広範に利用されるモデルには大きな利点がある。つまりモ

デルの評価において宅絶対的な評鑑が、できないならばーたとえばワープロなどのソフトの評価のように

広く皆に使用してもらい哩{重用頻度の多いものが最新のモデルとして考相対的に評倍する方法である。

さらには一方で絶対的なモデルの作成が活発に行えるための研究の遂行である。撞議すれば1つの細抱

の細抱内での挙動がすべて解明されれば，人体を完全にシミュレートすることは可能かもしれない。

今回宅パネルディスカッションを出発点に生体現象のシミュレーションについて活発な研究会を開催

していきたいと考えている。研究の性格上異分野の研究交流なので宅形式にこだわらずオ…ブンな研究

会をめざしたい。
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毒事リミットサイクルの概念と応用について

藤藤敏浩(松江市立病院耳鼻朝喉科)

生体の制御を考えるうえで，基本となるそデルにリ

ミットサイクルといった概念がある。たとえば病的で、な

い生体で，体温や血液検査のデータが常にある範囲を保

つのは，土器えすぎると抑制し減りすぎると促進すると

いった，フィードパックが存在するからである。これら

のフィードパックの基本は，リミットサイクルに霞き換

えて考えられる。今関はリミットサイクル(カオス的な

按動も含める)を連結したモデルを扱う。これらは単純

なモデルでも捜雑な挙動をしめし，近年生体の制御機構

を理解する上での道具として注目されている。単細胞で

ありながら，生物の基本的な挙動をもっ粘菌の実灘デー

タを，これらのモデルを使いシミュレートする。

母生体の数理モヂJレについて(自律神経の心拍

変動制御モデルから)

高弁…岳(松江市立病院蘇酔科)

生体のシミュレーションについて，心電剖と血圧の連

続測定のデータを使いモデルを構築した。またそれらを

非線形制御からのデータとして，解析したことを提示す

る。近年工学的な興味が生体に向けられており，種々の

モデルが発表されている。しかしシミュレーションがか

かえる鰐題は，その評価にある。今後ますます臨床に必

要となると思われる，生体のシミュレーションについて

今後の陪題点を検討したい。

<盛長路震紹介> 問中 博(たなかひろし)

母粘菌における位相スイッチングによる原形鷺

流動の蕗動補償機構

中塩俊之・上毘哲男(名古麗大学)

粘欝変形体は， 1)ズミックに収縮弛緩をくり返す芭大

なアメーパ様揺胞で、ある。非線形接動予の集団的挙動と

いう視点で粘菌の振る舞ーいを謂べた。ある 2つの部分の

簡での“連絡"を機械的に妨害すると，収縮リズムの位

相角が， 0度から180度へずれた。それは，原形質流動の

駆動力を増大させ，連絡を補償するように作用した。こ

の現象は，自発的な細胞融合時にもみられた。以上の機

構は，一個体としての体制を形成し維持するのに役立

つ。

轡アポトーシスについて

野上露里(大自本製薬捜索研究所薬理研究部)

アポト…シス (apoptosis)は，細胞が本質的に儲えた

自己消去の機構といえる O この現象に関連する種々の諒

子の解析は，発生学上・細胞生物学上の興味とともに知

見が蓄積されつつある。今回は p53(近年注目されている

遺伝子で，痛および縮胞増猫に深い関連を持ち， DNA損

{話により誘導されるアポトーシスでの反応経路に関与し

ている。)をやJ心に， bcl-2などオンコジーンによるア

ポトーシス耕御について総説する。

昭和49年東大・工・計数卒。昭和51年同大学院修士課程修了。昭和56年向涯学系大学院修了。昭和51年東大・

態・講締，昭和62年浜松医大効教授，平成 2年米国MIT客員研究員，平成 3年東京霞科歯科大教授。工博，法

博。昭和59年心電学会優秀論文賞受賞。 :庭用電子工学概論，逆問題，エキスパートシステム構築の方法。
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NI削トHImageを用いた c.醐.嗣剛.闘剛.

RT下醐PCR解析

下村登規夫1)北野あゆみ1)丸JII浩子1)三島香津子1)

高橋和郎 1)

片頭痛の発症機構における trigeinovascular泣leory

においては三叉神経核に c-fosの出現が推察されてい

る。われわれは， reverse住anscriptasepolymerase chain 

reaction低下PCR)法の解析にN田Imageを罵pること

により，データの解析からドットグラフの作成までを

シームレスに行ない，頭痛患者末梢血中のひfos

m陀~A の検討を行なったので報告する。

[対象}

盟際頭痛学会の分類にしたがって分類した前兆を

伴わない片頭痛患者11例(男 5倒，女61弗，平均年

齢:35.6土28.2歳)，緊張型頭痛患者 9例(男 6例，

女3鰐，平均年齢:52.1土10.5歳)および、鍵常対無者

12例(男 8例，女4例，平均年齢:44.3土17.4藤)を

対象とした。採血にあたっては被検者の詞意を得た

上で行なった。

{方法]

末梢盛より抽出した toalRl'可AO.02mgを鋳型とし

雲口

て RT反応を行ない cイosとglyceraldehyde3 

phosphate dehydrogenase (G 3 PDH)のprimersを

用いて， multiplex PCRを行なった。得られた PCR

産物を1.5%アガロースゲルにて電気泳動，ヱチジウ

ムブロミド染色後，写真撮影し， NIH Image 1.55と

Macintosh computerを用いて画像解析を行なった

(図1)。これにより cイos/G3 PDH比を算出し，

cイosmRNA量を半定量的に推察した。統計学的解

析は， Kr問us北kal

を用いた。

[結果}

片頭痛患者における c-fos/G3 PDH比は0.89: 

0.40，緊張型頭痛患者においては0.86: 0.28で，健

常対照者の0.54:0.29に比して有意に上昇していた

(国 2)。

頭痛患者群においては，頭痛の発作頻度と c-fos/

G 3 PDH比の間に有意な正の相関関係が認められ

た(図 3)。

Plots 毘一「

図 1 NIH Imageのplotmodeによる解析

1)鳥取大今医学部脳神経内科〔〒683 鳥取県米子市西町86番〕
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NIHlmageを用いた RT-PCRの解析は解析結果の

安定性と結果をグラフなどに視覚化する上で，シー

ムレスな環境を提供するものと考えられ，データ処

理の効率化が図られた。

{結語}

頭痛患者においては末梢血単核球において c-fos

mRNAの発現が増加していた。 NIHImageによる

データ処理により，データの安定化と読覚化が効率

的に行なえるものと考えられた。

{考察}

頭痛の発症機構のーっとして考えられている

trigeminovascular theoryによると，三叉神経の活性

化に伴って三叉神経核の神経細胞体に c-fosが形成

されると考えられている。侵害刺激に伴って c-fos

が感覚神経縮施体に形成されることは免疫組織化学

的に確認されており，頭痛患者において，末梢血単

核球の c-fosmRNA増加があることは，神経細胞体

における c-fosmRNAの増加を示唆するものと考え

られた。



64 f日paneseJournal ofComputer Science Vol.2， No.l， 1995 

〔第3自日本3ンビュータサイエンス学会総会@講演要旨〕

NIH h官ageを用いた形態計測

一肝類澗内皮小孔の数と大きさの計測法一

名倉徹1)清水 稔 2) 北角嘉徳川本郷進一郎1)

有馬健1)福地敏彦1)大村桂司1)高田洋1)

松本和財1)上井一男1)

消化器臓器よりの血流は門脈を介して肝に流入す

る。門脈は肝内で分岐し，その最終分岐は肝類洞と

呼ばれている。肝類洞内皮は類渦を裏打ちする一種

の臨管内皮であるが，大動脹や毛細血管の内皮と異

なる特徴的な形態を有している。類洞内皮はその細

胞質にそれを貫通する多数の小孔を有し，その小孔

を通じての肝類掘と Disse腔との問の活発な物質交

換を可能にしている。種々の疾患で類潟内皮の形態

変化，特に類、澗内皮小孔の数や大きさの変化が認め

られている。月子類洞内皮細胞の形態変化を研究する

にあたり，類洞内皮小孔の数や大きさの計測が必要

であり，客観的かつ合理的な計測方法が求められ

た。

NIHlmageは，米国NIHよりパブリック・ドメイ

ンとして供給されている高機能な調像解析ソフトウ

エアであり，自然科学研究の分野で幅広く利用され

ている。われわれはこの NIHlmageを用いて，肝類

滅の走査型需子顕微鏡画復上で内皮小孔の数と大き

さの計測を試みた。電子顕微鏡写真を画像スキャナ

を用いて取り込み， PICT IIタイプの画{象ファイル

として保存した(罷 1)。そのファイルを NIH

Imageに読み込み， Thresholdまたは DensitySlice 

等の機能を沼いて小孔部分を強調し(図 2)，その数

および、大きさを計測した(回 3)。計漉したデータは

テキスト形式で保存することができ，各種の表計算

および統計処理ソフトに読み込みが可能で、あった。

それらのソフト上で，類潤内皮小孔の平均径，平均

面積等を算定した。

肝類洞内皮小子しは，走査型電子顕微鏡画像上で細

胞表面に比して黒い部分としてとらえられるため，

その色調の遠いから NIHlmageによる認識が可能で

あり，数と大きさの計測を行ないえた。

霊口語 Untitled巻雲田喜

噂盤欝

-持調噛

8
・ .. "" 

白

毘 1 図2 毘3

1)草野協医科大学越谷病院消化器内科〔千343 埼玉県越谷市南越谷 2-1 -50)， 2)同循環器内科
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海綿骨梁パターンの定量的計測

身元不明の白骨死体が発見された際に，身元を調

べる手掛かりを提供することは法医学上の重要な役

割jであり，法医学ではその問題を白骨の個人識別と

pうO 中でも年齢を推定することは重要な手掛かり

である。骨は一生涯を通して変化しており，海綿骨

においても加齢とともにその形態パターンは変化し

てpくO そこで海綿骨の形態を計測すること詰，白

骨の年齢推定閲覧夏を解決する際の一助となりうる O

一方，整形外科の領域においても，骨形態の観察は

骨疾患の診断の捺の重要な指標となりうる。このよ

うに，骨形態の識問と分類は悲学上大切なことであ

る。そのためにも，形態の識別が十分な根拠によっ

て行なわれ，判定の再現性が保障されることは重要

なことだと思われる O

骨形態の観察は肉眼でも可能であるが，それはあ

くまでも主観的な観察でしかなく，判定基準は観察

者に依存する。コンビュータ画像処理の手法を用い

ると，肉眼観察法ではできないような定量的言r測が

可能となる。今回われわれは，面積，周閤長といっ

た一般的に用いられるパラメータのほかにフーリエ

解析，フラクタル解析， Hough変換の手法を用い

て，海綿骨のパターンを定量的に評価する試みを行

なったので報告する。

{資料と方法}

鳥取大学法学部整形外科学教室に諜存しである腸

骨を資料とした。資料はすべて女性であり，年齢は

50歳代から80歳代までである。

1)為取大学医学部法医学〔守683 鳥取県米子市西阿部番〕

井 上 仁 1) 入湾淑人1)

処理子顕は以下の通りである。

1)資料を揺指包理後， ミクロトームで厚さ20μm

の窃片を作る。

2 )切片資料の像を画像入力装置 (PHOTRON-

FDM98RGB)を用いてワークステーション

(SONY-NEWS1460)に入力する。

3 )二値化処理により背景と骨の部分を分離し，適

当な大きさ(今回試100X100PIXEL)の海綿骨部

分を処理対象領域とする。

4 )対象領域の海綿骨梁形態パターンを定量的に評

価するために，面積，間関長，フラクタル次

元，フーリエスベクトルの l次モーメントを求

める。

さらに，骨梁の伸びている方向の偏立性を調べる

ために，次の処理を行なった。

5 )骨梁パターンに縮線化処理を施し，パターンの

中心鰻を抽出する。

6 )中心線パターンに Hough変換処理を行ない中心

線が走っている方向の偏な牲を調べる。

{結果と考察}

図?に今回計測した海綿骨のパターンを，表?に

計測結果を訴す。法陸学上関心がある年齢との関係

を見ると全パラメータとも負の椙関を示しており，

揺総生処理後のフーリエスペクトルの一次モーメン

トが最も相関が高かった。骨梁の方向鏑在性を調べ

てみると，全方向に均等という例は少なく，斜め

(450あるい詰1350近辺)方向の多い併が多かった。
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表 1 計測結果

No. 年齢 面積 周囲長 フラクタル次元 l次モーメント叫 1次モーメント叫

51 3，706 1，197 1.73 741 693 

2 53 2，564 1，469 1.64 817 707 

3 57 2，279 1，473 1.61 847 725 

4 57 1，174 860 1.43 645 505 

5 63 2，963 1，366 1.68 811 708 

6 64 1，379 897 1.48 651 509 

7 68 1，392 916 1.44 660 541 

8 68 1，435 1，031 1.47 687 566 

9 72 954 755 1.36 601 477 

10 75 1，458 937 1.50 674 550 

11 76 1，369 759 1.45 605 450 

12 81 1，390 668 1.45 567 435 

13 91 1，299 806 1.48 634 497 

14 93 1，482 902 1.47 654 522 
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ストロボスコープのファジー診断

牧野克巳 1) 福田宏之 2) 馬

中川秀樹 2) J 11崎篤ベ都築

燕 2) 楠山敏行 2)

達 3) 川井田政弘 4)

J111U奇!顎久 5)

声帯ストロボスコープ検査はまだ一般的検査とは

なっていなl"¥0 機器が高価なことも一部であるが，

診断にはある程度の熟練，経験が必要で、ある。ファ

ジー推論を清いれば，このような経験を数値化して

パソコンのアプリケーションソフト作成が可能とな

る。診甑補助，教育研鯵に役立つのでなL功、と考え

ている。最経的には診断支援ソフトの開発を話的と

している。今回われわれは声帯白根疲(声帯前癌状

態)，声帯結節の予後暫定につきソフトを開発した

ので報告する。

匿 1は今回使用した予後判定(戸帯白板疲)のため

のアンケート陪紙である。 6個のパラメータを感覚

的に 8つから 5つの程度に分けそれぞれ入力してス

トロボスコープよりの判断とする。例えば粘膜波動

の有無では，なし，非常に小さい，小さい，やや小

さい，普通，やや大きい，非常に大きい，と分類さ

れ平易な語を使用して誼感的に判断できるように

なっている。このアンケートは検査した医師あるい

はそニタ睡崩を診ている医師が記入する。

表 1は白色病変と声帯結館の場合どのパラメータ

をどの程度重要視するかを示すものである。共時耕

究者の音声外科外来の医師10人にアンケートをとり

得られた結果である。この重みの係数は推論の際の

重要なブアクターとして技用しており，疾患ごとに

俸数を変えている。

臨2は本検査法の流れである。まず先程示したア

ンケート用紙に検査医揮が記入する。次の段階より

はパソコンで演算する。パラメータの程度をメン

バーシップ関数に代入する。言換えると感覚的判断

をファジーの数値に置き換える O これを碁にファ

ジー推論を行なう O 推論法は一般的な IF.. 

THENル一ルでで、前件部 2 後{件宇部 1でで、ある。後{件牛部

についてはj遇謹常の MIN

パラメ一タの重みを生かすために，重み{すき簡略化

推論法を採用している。これではご理解いただけな

いと思われるので儒単な文に畏き換えると，“もし

粘膜波動が態くかっ非援動部が多いならばこの声帯

島根症は病理組織検査を行なった方がよい"そして

このようなルールが15ある O 最終的には推論植が

出，あらかじめ設定しである毘切り値に基づき脱

ファジーを行ない最終結果を出す。

対象は慶応大学病読耳鼻咽喉科音声外科外来の視

診で声帯結節，声帯自板病変が認められる患者であ

る。ソフトの評価は熟練医の肉眼での判定とソフト

への入力結果の一致率で、判定した。それぞれ76%，

71%の一致が得られた。このソフト以 WINDOWS

の VISUALBASICで作成され NIFTYの FCASE

に登録済みである。

1)牧野耳鼻咽喉科夜院〔苧420 静岡県吉予防市大岩本町23-2)， 2)慶応義塾大学病院耳鼻咽喉科， 3)川崎市立病院， 4)都立大塚病院，

5)横浜市
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表 1

ノfラメータ

振i隠

粘膜波動

対称性

戸内閉鎖

ゴドt反動部

規射性

Japanese Journal ofComputer Science Vol.2， No.1， 1995 

******* ストロボスコープ ******* 

LEUKOPLAKIAの予後を判定するアンケート用紙です

振幅，粘膜波動，対称性，戸内閉鎖，非振動部，規射性

につき結果を記入してください

***振ITIil***

なし， 非常に小さい， 小さい， 少し小さい， 普通

やや大きい， 大きい， 非常に大きい

*会*粘膜波動***

なし， 非常に小さい， 小さい， やや小さい， 普通

やや大きい， 大きい， 非常に大きい

***対称性***

全くなし，

普通にあり

かなり隊答されている， 障害されている， 少し隊等されている

会安*戸内閉鎖***

全くなし， 非常に短い， 短い， やや短い， 普通

やや長い， 長L¥ 非常に長い

大安*非振動部**合

すべてが非振動部，

普通

安安安規則性女合*

非常に多い， 多い， やや多い，

全くなし， かなり障害されている， 障害されている， 少し際答されている

普通にあり

記入日 患者名

検表者の判定

夜ちに病理組織検査必要

フォローアップ(定期)

フォローアップ(不定期)

経過観察必要なし

パラメータの重み係数

声帯白板症

3 

3 

1.5 

6 

1.5 

1.5 

年齢 カルテ主寄与手

ストロボ使用前の判定

口
己

口

口

図 1 アンケート用紙

声帯結節

1.5 

6 

2.5 

1.6 

6 

1.9 

ストロボ使用後の判定

口
口
己

口

検査医締がアンケート記入

各パラメータのメンバーシップ関数に

数値を代入

各数{直をファジ-i'tti算

前件部 2，後件部 1

君主み付き簡略化推論法

捻論f直を出し，区切り値により税ファジー

最終結果を出す

図2 検査法の概要
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〔第3由自本コンビュータサイ工ンス学会総会・講演要旨〕

Computer Aided Educationに対する
パーソナルコンビュータの応用

一画像データ(特に動臨)のコントロール方法についてー

{はじめに]

日常生活・会社組織・診療・手術など，一連の動

作による操作・手般について説明を要する機会は多

いが，今までは各ポイントごとの動作をイラスト化

し文章による説明を行なっているのがほとんどであ

る。分かりやすいイラストが誰にでも描けるとは誤

らず，またビデオによる基本的動作に対して各自・

各施設で追加変更したい場合も多い。このようなこ

とに対して，画像がコンピュータによりコントロー

モニタ

マック

Plus以蜂

鴎 1 VISCA使舟詩

ビデオ
モニタ

CVDイ000

Hi-8ピデオ

ピテーオデッキ (CVD-1000など)を動調の外部記憶装鼠そ

のものとして使賎し，映像・者情報をどデオモニタ側で

表示し，関迷文字情報のみをコンビュータ側で表示する

場合には最小構成の Macintosh(Plus以降)でよく，シス

テム 6，ハイパーカード v1.2の環境で、も問題なく動作さ

せることができる。長Jiれまf記録したビデオテープがそ

のまま使賂可能」である点、で，短所はfテープの額出しに

待問がかかり，応答の惑いシステムになりやすLリとい

う点である。

なお， VISCAとはソニー社からE芝生問ピデオ機器をパー

ソナルコンピュータからコントローJしするためにリリー

スされているオープンアーキテクチャの RS‘232Cに準拠

したプロトコールであり， M昌cintoshにおいてはハイ

ノfーカードの XCMDとして市販されている。

CVD-1000はソニー社から発売されている民生用ビデオ

機器で，最初に RCタイムコードをサポートし，

VISCA対応のためシリアルケーブ)L--でMacintoshと接

続するだけでセットアップが完了する。

1)罷立栃木病院耳鼻咽喉科〔千320 栃木県宇綴宮市戸祭 1-10-37) 

加 納 滋 1)

jレ・管理されていれば，後からの追加・変更・訂正

などが容易に行なえ，制作能率の向上および限られ

た時陪内により多くの情報を伝えることが可能とな

る。今回はビデオテープに記録された手術手技に対し

て，ピデオをコントロールする方法と比較しながら，

QuickTimeムーピーのコントロール・関連情報の表示

を行なう基本的な部分に関して発表を行なう。

{環境]

J\ードウェア:ノ~-ソナjレコンゼュータとしては

Macintoshを用いた。ビデオデッキ (CVD-I000な

ど)を動画の外部記憶装置そのものとして使用し関

連文字情報のみを表示する場合に拡最小構成の

Macintosh (Plus以降)でよく(陸 1)， QuickTime 

ムービー使用時にはカラー表示可能な Macintosh

(CPU 68020以降)が必要となる(毘 2，3)。

ソフトウェア:全体のコントロールにはハイパー

カードを用いた。ピデオデッキを使用する場合には

VISCAプロトコール用の XCMDを追加した O

QuickTimeムービーを使用する場合には，システム

7とハイパーカード v2.0以降の使用が推奨される。

QuickTimeムーピーは，専用ボードなしで再生で

きるようにシネパック方式で再庄縮して作成した。

i結果}

ビデオデッキなどを動調記憶再生装置として度接

コントロールして用いるのが現時点ではコンピュー

タ側の負担を軽減する最も手軽な方法である。この

場合には「記録したどデオテープがそのまま使用可

能Jという長所と「テープの頭出しに時間がかかり，

応答の悪いシステムになりやすpJという鐙所があ

る。

QuickTimeムービーの使用は，音声と動画の同期

が保障されており，応答のよいシステムを構築でき
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モニタ
ビデオ
モニタ

モニタ 国内標準販売の形態
のままで使用可能

マック CVD-1000 I マック

+ピデオキャブチャボード
+高速 HDD
+MOD 

図2 QuickTimeムービー使用時(制作者側)
QuickTimeムービーをなるべく効率よく作成する場合に

は，もと絵となるビデオが磁笑に再生できる方がよく，

RCタイムコードをサポートし VISCA対応のソニ一社製

8ミリビデオ機器の使剤が推奨される。ビデオの取り

込みは，ブルモーション (30fps)フルカラー (24bits)フ

ルサイズ(640X480pixels)で音声を同時に取り込むのが

最義であるが，実際には音声が入っていれば必ずしもこ

の条件で行なう必要はない。現時点では，ビデオ圧縮

ボード・高速ハードディスクなどを必要とする事が多

い。また，汎用性を高めるには CinePakによる得圧縮が

必要で、あり，制作者側の負担はまだ大きい。

る。しかしながら，ファイルサイズの註大化・ス

ムースな再生を行なうにはある程度以上の処理能力

を有する Macintoshが必要となる。

動画の細かなコントロール(任意のフレームから

の再生・一時停止など)や動屈に同期したテキスト

の表示もかなり自由に行なえた。

図 3 Quickつrimeムービー使用時(使用者側)
一度希望の QuickTimeムービーができれば，使用者側は

鹿内標準販売形式の Macintoshであればほとんど問題な

く使用できる(推奨モデルは， CPU 68LC030 ，システム

7， Quickγime2.0)。ムービーのコントロールは以前は

特殊な知識が必聖書であったが，現在ではハイパーカー

ド，ディレクターなどの一連のソフトウェアにより織

かくコントロールできるようになっている。

{考案}

ユーザの技用しやすさを考える場合には

QuickTimeムービーを使用したデジタルシステム

がよい。コントロールが細かくでき関連情報を臨自

に表示できるようになってきたため，今後の主流に

なると考えられた。しかしながら，喚操データの保

存・再生に関して民生用の専用ハードウェアが出現

すればさらに作成鰻周しやすい環境が構築できると

期待される。
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〔第3西日本コンビュータサイエンス学会総会・講演要旨〕

QuickTimeを用いた歯科矯正治療

説明システム (CAPIS)

八巻正樹 1) 山田一尋1)ガジシャミンハッサン1)

花田晃治1)

歯科矯正治療は歯の移動に伴う校合状態の変化だ

けで誌なく，日程周回の軟組織鎮貌にも形態的な影

響を及ぼす治壌である 特に外科的手術を併用した

場合の患者の顔貌の変化は顕著で、ある。

当科で、は初診J患者の治療のコンサルティングを行

なう場合，典接的な症例の治諜ステップごとの臨列

模型や日経内の写真，レントゲン写真などを参考に

して説明を行なっているが 成合や顔貌の変化を数

枚の静止したイメージだけでは訴えにくい。

そこで各ステップの静止語像をモーブイングソフ

トにて変換し治療前から治療終了までを一連のムー

ビーにし Pictureや説明文とともにカード裂のデー

タベースソフトに移しインタラクティブに操作でき

るよう考案した。

の操酪ド
み

イ
込

ラ
り

ス
取

真

S

R
H
U
等

削

一
盟
一
一
下
す
0
・宇

「
薗

2

2

J

n

ス

倣

PhoSOSho 

モーフィング

j 
圏

患者説明用

カード型

データベース

ムービー画君主

{作成方法(堕 1参照)] 

1.治療前後と途中経過のスライドをスライドス

キャナーでフォトショップに取り込み，画像サイズ

や位置を修正する。

2. モーフィングソフト Morphに startlmage， 

end imageとして読み込み，前後で対応、する部分を

アンカーとしてプロットしムービーを出力する。

3.症例ごとにカード型データベースソフトファ

イルメーカ-Pro にPictureや QuickTimeMovieを

取り込む。

4. メニュー語面から各症例の蕗語への切り替わ

りやムーゼーの再生，停止，巻き演しなどすべてマ

ウスによるボタンのクリックのみで操作できるよう

にしたO

77イ)!，j.-j)-Pro麗蛮 密 1

1)新潟大学繍学部臨科矯A学教家〔千950 新潟県新潟市学校町通2番町5274)
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〔第3回日本コンビュータサイエンス学会総会・講演要旨〕

KaplanMakerによる

Kaplan圃糊eier生存曲線の作成

高木篤1)

uはまじめに}

年次生存率を求める Ka勾pla如n

の学会で多用される統計学的手法である。近年学会

のスライドはカラースライドが主流となってきてお

り， Kaplan-Meier法の生存曲糠もカラーで描きたい

という要求が高まっている。しかし市販のソフトで

は価格の点で利用しにくい。幸いなことに従来より

Macintoshには私の隠僚である浅野道雄先生の開発

した HyperKaplanというすぐれたインターフェイス

を有するフリーウェアがあった。しかし残念なこと

にドロー曲線には対応していなかったため，各生存

曲線をーまとまりのものとして選択して後から告な

どを変更することができなかった。したがってカ

ラー曲線も容易には描けなかったのである。

そこでわれわれはfKaplan幽Meier法のドロー曲線

を描くためのフリーウエアを作成するJという共通

の自標に向かつて，私は MicrosoftExcel 4.0のマク

ロで，浅野先生は HyperCardのXCMDで，プログ

ラム開発に遁進した結果，ひとまず私が

KaplanMakerを完成させることができたのでここ

に紹介したp(図 1) (なお WINDOWS版もリリー

スしている)。

[ KaplanMaker 0.93の機能}

(1)観察期間(月数)と生存の有無を入力してボタ

ンを押すと，自動的に生存期間の矩い顕にソートし

てから，各月ごとの生存率を計算し 1年生存率か

ら10年生存率まで算出する(罷 2)。

将来z註比較中

::十
一一一一一一裕

一一一一選繁

一一一一一一路一郎

第

箔

間
円
圃

l

l

圃

捌
一
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刷

圃

制

問

剛

園
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日
一
同
勺
ん
園

、ョ，
zzaai
戸、、，，
B
E
B
E
E
-
F

、盲目
E
E
E
E
J

グラフ消去

HELP 

巨lt2) ( 77:/2 

C逗盃コ

ぽ霊コ
区議極コ
倒'J3~ E'&-ed n= 14 

F奇襲皇 室究室存率

図 KaplanMaker全体図

1) Ja立総合病院消化器内科〔〒456 愛知県名古屋市熱田区六番 3-18-5)
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D E H 上 円

(計算Q(グラフ 1 [計家~( グラフD [計震3) (グラフZ)

12 (入力能郡続)(給制糊 ) 〔入力f削除 )(給制僻〕 (入力f削除) (結騨斡) {入力fia削除

13 部 1]1ζ司 n= 安館長司 ロ 16 経飯事長~ n= 14 定的4長二
14 F奇襲を 笠~ g:存需主 主手笠T字額%月警告 g:~ 窓存率童手笠存率努 月警告 g:死 笠符埼盟主手窓存率湾 月警告 窪完

15 2 O 0.93 1年詑71.43 111年ぉ74.2ヲ 。 0.93 1年=21.4 4 

16 4 G 0.8己 2主11-=63.4ヲ 2 o 0争事 2年=0 。 o.宮品 2年=0 5 

17 4 G 0.7ヲ 喜主11-=63.4ヲ 2 o 0.87 写生手=0 2 日 0.7官 3年=0 7 

18 告 G 0.71 4主手足45.35 う伽 0.87 4年=0 2 。 0.71 4年=む s 
19 11 0.71 5主11-=45.35 3 日87百年=む 3 。 。.645年=0 45 

20 22 。 。63 毛主手=45.35 3 0.87 6年=む 3 o.ι4 ι主事=0 ι己

21 32 0.63 ?童手=34.01 3 0.87 7年=0 苫 0.64 ?童手自白 85 

22 48 む 0.54 自主手=34.01 5 0.87 S年=0 4 0.64 器等=0 92 

23 48 O 0.45 ヲ年=34.01 ι 0.87 9童手=。 5 口 0.54 哲学=0

24 48 0.45 10年=00.0 7 o 0.74 10主手話。 自 口 0.43 10量供。

25 77 。 0.34 11 0.74 告 0.43 

26 77 0.34 11 0.74 10 0.43 

27 思ヲ 0.34 13 o 0.5己 12 G 0.21 

28 120 。 G 15 0.56 14 む21

29 17 0.56 

30 20 0.56 

31 
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臨2 生存曲線の計算

5
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一7
一8
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一山一日
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議事宅

グラフ消去
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2事
盛治溢f立
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主主ぷ語
気亡

間 3 Wilcoxon検定

( 2 )各群のグラフのボタンを拝すとその群のド

ロ一系のカラー曲線を描画する。生存例には曲隷上

に旗が立つ。各群のボタンを)1嬰次揮していけば生存

曲線、は順次重ね描きされ最大5本まで同時に描け

る。接数の生存曲線が混在する時には自動的に各生

存期間と横軸を調節する。横軸の観察期間は年単位

と月単位の切り替えができる。

( 3 )生存曲線は Excel上で詰各曲線ごとに一括し

て選択でき色や太さなどを後から変更できる。そし

てグラフはドロ一系のソフトにコピー&ペーストで

もっていって編集できる(ただし他のソフトにもっ

ていくとーまとまりだった生存曲総内の連鎖は失わ

れる)。

( 4 )検定したい 2群の番号を指定の位置に入力し

て(図 3) ，検定のボタンを押すと有意差検定

(Wilcoxon検定)を実施する。結果は P値を算出す

る。

{ユーザインターフェイスについて]

HyperKaplanにならって以下の点に留意した。

(1)すべてのマクロをボタンを搾せば自動的に実

行されるようにした。したがってマクロについての

知識の全くない人でも使えるようにした。

( 2 )計算はシート上のセルを利用せずに，すべて

マクロ上で計算し，結果のみをセルにアウトプット

するようにした。

( 3 )全体を一括して鳥撒できるように，配賓と構

成を整理した。

(4) HELPをつけた。
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〔第3回日本コンピュータサイエンス学会総会・講演要旨〕

HyperKaplanの作成と応用

臨沫分野，中でも悪性疾患を扱う分野では，生存

分析は治療効果の科学的評価のうえで欠かせない。

ところが従来，生存率の許算・有意差検定・グラフ

の作図などを簡便に行なうことのできる廉価なソフ

トウェアがなかった。そこで， Macintosh上で比較的

簡単にプログラミングできる HyperCardを利用して，

生存分析スタック HyperKaplanを作成し公表してきた

ので，その経過・問題点などについて言及したい。

{概要1
Macintoshに標準的に添付されている HyperCard

は，英語文章に近い簡単なプログラミングによりソ

フトウェア(スタック)の開発が可能で、，計算・描

画・データベース機能などを兼ね備えた陪途の広い

ソフトウェアとして高く評価されている。

HyperCardの描画機能は，ペイント系にしか対応し

ていないので，一般的にはプレゼンテーション掃の

グラフの作成などには適さないが， Kaplan-Miere法

浅野道雄 1)

による生存曲線は縦横の誼繰のみによって構成され

ているため，十分実用に耐えるグラフの作成が可能

である点に着目し，スタックを作成した。またグラ

フ作図だけでなく，有意差検定機能も付加し， 2群

簡の統計学的な比較が可能となるようにした。

{ソフトウェアの変遷]

1992年 1月に ver.1.0としてオンラインネット

ワークにアップロードした。その後，ユーザイン

ターフェイスの改良，計算速度の改良などを加え

ver. 1.5， 2.0， 2.5を公表し，さらに ver.3.6では検定

方法の追加を行ない， ver. 4.0では XCMD/XFCN

により速震の向上を計った。最新パージョンの ver.

4.2では，生命表法を追加した。

[現パージョンの機能と応用例}

最新パージョンの ver.4.2 (陸1)では， 18群まで

のデータの入力と作図が可能であり(図 2)，計算方

陸 1

1)秋田赤十字病院胃腸センター〔〒010 秋回県秋田市中通り 1-4 -36) 
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{問題点と今後の課題}

これまでに，パグのみならずプログラム上の計算

ミスが発見され修正したことが 2閤あり，フリー

ウェアとはいえ統計ソフトウェアの供給者としての

責任を痛感すると同時に，ソフトウェアの信頼性を

どのように評価するかが，今後の課題であると考え

られた。

法は， Ka叩pla叩n

能でで、ある。生存曲線のグラフは，生命表法について

はカラーの PICTファイルとして書き出しができる

ようになった(国 3)。有意差検定以，一般化

Wilcoxon検定に加え， ox-Mantel検定， logrank検

定が選択できる。また，標準テキストファイルを介

して他のアプリケーションソフトウェアなどとデー

タの交換が可能で、ある。
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StatViewの$臼rvivalT oolsを用いた Cox比例

ハザード解析の応用事例

{はじめに}

わが国では，法学統計に対する認識の低さがしば

しば指摘されている。生存分析に関しでも，

五aplan-Meier法による生存率の計算，生存曲績の作

図と一般化 Wi1coxon検定による有意差検定という

パターンでほとんどの場合処理されている。本来，

生存期間には多数の因子がかかわっているので，そ

れぞれの因子について重みを比較し，有意に生存期

間に影響を与えるかどうかを験討すべきである。

1972年に Coxにより発表された Coxの比例ハザー

ドモデルは，その代表的な方法で「夢の統計的手法」

と言われたが，従来その応用に際しては顔雑なコン

ピュータ姑理を必要としたため，臨床データの分析

などに広く箆われるには歪らなかった。ところが近

年， Macintoshコンピュータの統計解析ソフトウエ

アである StatViewは， Survival Tools (Abacus 

Concepts /南江堂)により，ノンパラメトリックの

生存分析はもとより， Coxの比例ハザードモデルに

よる解析を容易に行なうことを可能にした。そこ

で，このソフトウエアを照い，大腸癌手術例につい

て生存分析を行なったので，その分析過現を中心に

紹分する。

[対象と方法}

過去 7年間に手術された大腸癌の患者3801-売を対

象として，術前合併症の有無， Stage分類，手術時

の年齢などの因子について生存分析を行なった。

StatView-J 4.02および4.1(戸パージョン)を用い，使

浅野道雄1)陶山昭彦 2)

用したコンピュータは， Macintosh Quadra800およ

び PowerMacintosh7100/66AVで，いずれも

Systemは漢字 Talk7.1を用いた。

まず，ファイルメーカ -Proから必要な項巨をテ

キストデータとして書き出し， StatViewに読み込

む。 SurvivalToolsを用い， まずず、， }哀Ca叩pla如n

法.生命表法により各図子別に生存率の計算，生存

曲績の作図，ハザード曲穣・対数ハザード曲線の作

歯を行なう。次に，各種検定法により，各群間の有

意差を調べた。さらに，影響を及ぼすと思われる因

(Stage分類，締謡合併症の有無， リンパ部11¥え移，

肝転移など)について， Coxの比例ハザードモデル

を用い，各国子の重みを計算した。

【評価1
Macintoshでノンパラメトリックの生存分析を行

なうソフトウエアはフリーウエアも含めいくつか存

在するが，按数の悶子により比較検討する場合，

データの入力をやり度す必要があった。 StatViewで

は，一度入力してしまえば，群分けの因子を選択で

きるので，一連の比較・分析をスムーズに行なうこ

とができる。 Coxの比例ハザードモデルによる検討

も，非常に簡便にでき，画期的なソフトウエアであ

ると pえる。

有意差検定の名称がわが留の一般名称と異なるも

のの，信頼できる結果が得られた。生命表法による

生存曲線が階段状になっている点、も，わが臨におけ

る表記法とは若干異なった。

1)秋田赤十字病続胃腸センター〔千010 秋出県秋間市中通り 1-4 -36)， 2)鳥取大学医学部衛生学
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Hyper Cardの糖尿病患者教育への応用

{毘的}

現在40議以上の自本人の10人に 1人が患者と言わ

れる糖尿病は，初期のうちは自覚症状が抵とんどな

いため治壌を怠り，あるとき進行した合併症による

症状が突然発現して慌てる場合が少なくない。そこ

で患者教育が他の疾患にも増して非常に重要とな

る。最近，糖尿病患者教育においては，メデイカル

スタップによる従来の一方向的かつ踊一的な

compliance approachに加え，患者自らが自己を解

析し，自らの行動を変容させる empowermentap陶

proachが必要であると言われている。そのために

は，儲々の患者とともに医学的情報のみならず，学

留能力や心理的，社会的属性とその変化を十分に把

握し解析し，その患者に適した治療への動機づけを

ID番号および氏名のリスト

墨童笠量，控室主ニ2..

fL\~主的アブρ口一チ

性格

不安尺度(状態不安，特性不安)

和田克哉1)

行なうことが不可欠である。そこで， (1)検査値や

病歴等のデータ記録とともに， (2)性格，不安度，

およびセルフ・エフィカシー (Self-efficacy，自己遂

行可能感)を判定する心理的アプローチ，および

( 3 )食事療法や薬物療法等に関する知識習得疫の判

定を主に患者自身が HyperCardスタック(図上 2) 

を操作することにより患者とともに行ない，その有

用性を検討した。

:対象ならびに方法}

教育入院中の糖尿病患者を対象とし，また使用感

についてのアンケートを集計した。心理的アプロー

チには下記の手法を，食事療法，薬物療法に対する

セルフ・エフィカシーと知識度の判定用問題は当院

セルフ・エフィカシー(一般性，食事療法，薬物療法)

知識のチェック
一般的知識
食事療法
運動療法

薬物療法
インスリン療法
シックディ・ルール
合併症

肥満度のチェック

教育入院の概要説明

糖尿病になりやすさのチェック

金品主盤蓋

1)産青島総合病院総床研究検王室科〔千738 広島県廿日市市地御前 1-3-3)

毘 1 糖尿病教育用 HyperCard 
Stackの構成
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に乏しい (ACが弱p)人(図 3)，(2)不安度では，

一時的な情緒状態を反映する“状態不安"が強い人が

いずれも知識が向上しにくい傾向にあり， (3)薬物

療法におけるセルフ・エフィカシーは薬物療法の知

識度に正棺関した。

{結語]

従来のスタッフから患者への一方向的教育と異な

り， Hyper Cardの利用により， (1)効果音やグラ

フィックで楽しく集中しながら，患者は自発的に一

人で操作することにより 自らの解析を自らが行な

い，自己のどの部分を変容すべきかとの意識を持て

ること， (2)各スタップの主観的評錨に Hyper

Cardによる客観的評錨が加わることから，教育効果

の上がりにくい患者をより早期に発見して，その原

因を究明，除去するために有用と考えられる。

にて作成した。性格分析:交流分析法，不安度分

析:岸本らによる自本語版 STAI(State-trait anxiety 

inventory ;状態一特性不安尺度)，セルフ・エフィ

カシー:坂野と東候による一般性セルフ・エフィカ

シー尺度(自分がやりたいと患っている ζ との実現

可能性に関する知識，あるいは自分にはこのような

ことがここまでできるのだという考え)。なお，数

値以外はタッチパネルで、入力することにより，パソ

コンに不慣れな人にも記露、した。

78 

{結果}

使用後のアンケートによると 6舗の患者がパソ

コンは初めてと答えたにもかかわらず， 97%が面白

いと感じ， 8割jは操作が簡単であったと答えた。

(1)性格別では，他人へ過度に干渉する (CP，NPの

強い)人，非常に自由奔放な (FCの強い)人，従I1摸性

(b) 

手，
ここそ帰すと次へ進む

薬物療法の知識チェックカード
(a)問題と三者択ーの答え

(b)答えを選択すると正誤に応じた効果音と同時にコメントを

表示

(c)全掲答えた後，得点を前回の得点，コメントともに表示

罷 2
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エクセルマクロによる T検定解析システム

篤 1)高木

[このプログラムの機能]

このプログラムは Excelブックファイルを立ち上

げると利用できる。 A列と B列の指定の範閣にデー

タをいれて検定ボタンを押すと自動的に各群の標本

数，平均値，標準舗義を計算し 2群の F検定を施

行し，その結果で自動的に T検定の額類をふりわ

け，最経的に T11直だけではなく， P11底および検定結

果をも表示する。検定結果は iNSJi p< O.05J i p< 
O.olJ i p< O.005Jと表示される(図1)0

元の生のデータ(標本の一つ一つのデータ)がなく

ても，両群の標本数，平均値標準偏差が指定の場

所に入力しであれば，そのデータからでも検定を施

行できる。

また対になったデータを T検定する時には別の計

算方法で検定を施行する。対になっているとは，例

えばある抗ガン剤を投与した際の投与前と投与後の

{はじめにi
T検定は 2群のデータに有意差があるかどうかを

検定するスタンダードな統計的手法であるが，従来

のプログラムで昨今一子顕が煩雑であった。す検定

ではまず F検定を行ない，両群が等分散かどうか

を検定し，等分散であれば通常の方法で，不等分散

であればWelch法で T1i直を算出するという手11頃を

とる。そして P=O.05のT値と表で比較して有意:差

を判定する。私はどうせならデータを入れてボタン

を押せば途中の計算から最終的な検定結果まで全自

動でできるプログラムがあればいいなと思ってい

た。今回 MicrosoftExcelマクロを用い統計をあま

り知らなくても気軽に T検定できるプログラムを

作成したので紹介したい。(尚このプログラムはそ

のとっつきやすさ，軽さを表現するために名前を

iT検太君/全自動T検定マシーン」と命名した)。

君
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図 1

愛知県名古屋市熱田区六番 3-18-5) 1)協立総合病院沼化器内科〔二F456
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腫癌径を各標本ごとに対に並べてあるような場合で

ある。したがって当然両群の標本数は同じになる。

このプログラムでは両群の偶数が同じ数の時にの

み，対の検定をするのか，対でない独立した 2群聞

の検定をするのかをダイアログで選択するようにし

である。

{設計上特に考癒したこと}

このプログラムではマクロを知らない人でも

「データを入れてボタンを押すだけjで利用できるよ

うにマクロはボタンを押せば自動的に実行されるよ

うにした。

ファイルはブック形式にした。ファイルを立ち上

げると自動的にヘルプとマクロが一緒に立ち上が

る。しかもマクロは見えないようにしてあるので，

マクロの存在を感じることはない。

計算はセルを一切使用せず，マクロですべて計算

して結果のみをアウトプットするようにした。

Excelには TTESTとFTESTという関数がある

が，標本数，平均，標準偏差から検定をする場合に

は使えないのでマクロ上ではあえて使用しなかっ

た。



Japanese Journal ofComputer Science Vol.2， No.l， 1995 81 

〔第 3国日本コンビュータサイエンス学会総会・講演要旨〕

病理診断業務 LANシステムにおける

画像ファイリング

競理診断業務の電算化の問題は，機械化・自動化

ができないためデータの手入力が多いこと，多人数

の共開作業のためスタンドアロンの機器では不十分

であること，業務の本質である睡像データが扱えな

いことなどであった。

当部でも， MS心OSパソコン l台にカード型デー

タベースを載せ，現場で開発したプログラムにより

増加する検体に対応していた。その結果，症例検索

が可能になるなど多くの改善があったが，順番待ち

をして使うため能率向上に拭限界があった。

1993年，病説全体の電算化の一部として当部が本

格的に電算化されるに際し，病理業務の特殊性を考

恵、して， Macintosh 12台を Ethemetで結んだシステ

ムが採用された(図1)。

検体管理や診断書発行などの機能は，市販のデー

検交部*ストラベル用プリンタ 3.5inch MOディスク

ワークシート用
プリンタ

臓器機影用ビデオカメラ

(imi像データ照)

真崎武1)

タベースソフトの 4D Serverを用い，このうえで

のプログラム作成はエンジニアの手によった。

一方，劉像データとして，まず切り出し図の電子

ファイル化を行なった。作業台に設霊した家庭用ゼ

デオカメラ(陸 2)で臓器の肉眼像を撮影し，ビデオ

取込みボードを分して Macintoshに入力した o

Photoshop上で記載を加えた後，庄縮ファイルとし

て保管し，後日の顕微鏡診断や症例提示に各

Macintoshで参燕した。画像データはフルカラー，

大きさは640X480画案で約900KB ，圧縮後約70

KBであった。臨床への報告書には自黒印騨物を添

えた(図 3)。解像度の不足は明らかであったが，拡

大怒を組み合せて対処し，瞬時に取り込みが終わる

点を{憂先した。

顕微鏡画保は，ビデオカメラから時様に入力する

モデム電話路線

国 1 病理診滋しANシステム構成図

1)京都府立医科大学病院病理ー部〔〒602 京都府京都市上京区河原町広小路〕
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方法と，一日カラースライド写真を撮影しフィルム

スキャナで入力する方法とを併用した。画質は後者

が優ったが多忙な業務の最中には前者すらルーチン

業務としては行なえなかった。なお，高倍率の顕微

鏡像では72dpiという画面の画素の大きさが光学的

解像度の眼界を超えているため，ほぽ写真同様の画

質が得られた。

依頼用紙もスキャナでグレイスケールで読み取る

と，画商でクセ宇でも読み取れることを確認した

が，新たに手作業が増えるため，議要症例のファイ

リング1こ ~Rって行二なった。

臨床医との検討会の際に提示される X線フィルム

などはシャーカステン上でスライド写真に撮り，フ

ィルムスキャナで入力したが，病変を確認する程震

の用途には十分で、あった。

結局， Macintoshの画面の表示自体は病理画換を

確認するには十分で、あったが，多数の画像を叡り込

む作業を多忙な診断業務に鑓み込むこと，数枚以上

の繭像を瞬時に表示すること，数千枚を超える画{象

ファイルを管理すること，などが諜題となった。現

在，画像データベース (HynexView)を導入し，

AppleScript， QuicKeysなどで操作を自動化する方

法で改善に取り組んで、いる o

国2 臓器切出作業台に設置したピデオカメラと Macintosh

題3 切出図の例(白黒部劇物)
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〔第 3回E本コンビュータサイエンス学会総会・講演要旨〕

ファイリンクシステムを利用した

超音波画像スライド作製システム

当践では，超音波検査部門において平成 5年度よ

り，超音波画課のデジタルファイリングシステムを

導入し，ルーチンベースで稼働している。このファ

イリングシステムから任意の超音波画像を

Macintoshに取り込み，超音波画像のスライド作製

が可能となったので，その概要を報告する。

{システム構成}

ファイリングシステムは，腹部系超音波検査と心

臓系趨音波検査を独立したシステムとし，腹部系は

超膏波診断装麓を 8台，マルチ闘面銅像検索端末を

3台接続し，心鱗系は躍音波診断装躍を 2台，マル

チ画面画像検索端末を 3台接続した。データファイ

ルは， NTSC， RGB入力でJPEG圧縮のデジタル方

式とし，オートチェンジャー型の光磁気ディスク装

躍を用い，腹部系32GB(静止画像約90万枚)，心臓系

14GB (同40万枚)とした。また，オーダリングを実施

しているので，各システムにオーダ情報や検査結果

情報の送受信用の通信端末を配置した。システムの

各端末問は， SCSI接続のスター型LANとした。な

お，平成 6年度中に院内各科外来，病棟にて超音波

面鏡検索が可能になる予定である。また，スライド

作成用にMacintoshQuadra840A V / 40MB /HD500およ

中尾満川巽典之 1)

びLFR-X(フィルムレコーダ)を配置した。

[システムの運舟}

マルチ画面画像検索端末にて，患者名，患者

ID，超音波診断，検査日(期間)等のキーにて検索

した超音波部像を検索端末に接続された3.5インチブ

ロッヒ。ーディスケット，または3.5インチ MOディ

スクに出力し，それらのメデ、イアを介して

Macintoshに取り込み，様々な加工をした後，

LFR-Xにてスライド撮影を行なう。なお，画質に関

しては，画像診断に影響を与えない範聞の最小限で

の加工とした。現在使用中のソフトウエアは Adobe

Photoshop 2.5J， Aldus Persuasion 2.11である。

{総揺}

本システムを利用することにより，大量の趨音波

画像のデータベースを有効粍用でき，また語費に関

しては，ファイリングシステムの画像入力持に A/D

変換した後は，スライド撮影までデジタルのままで

の操作となるため，麗質の劣化を最小限にとどめる

ことができ，高画費な超音波商像スライドが，カ

ラー画像を含めて比較的安価で，かつスピーディに

作成できるようになったと考える。

1)大阪市立大学医学部隊属病続中央臨床検査部〔千545 大阪府大阪市阿倍野区旭町 1-5-7)
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〔第3四日本コンビュータサイエンス学会総会・講演要旨〕

oc陥Sにおける病歴情報の活用支援システム

朴 勤 植 1) 清水正文1)巽典之1)

1 .はむめに

病院情報システムにはオーダ歴の参燕，薬品情報

検索，検査結果参照等の診療支援システムがある。

今回，大阪市立大学付属病続情報システム (OCMS)

における医薬品情報検索 (DI検索)および情報検索

システムについて紹分する。

2. OCMSの概要

OCMSは平成5年5月の新病院関税と同時に稼働

した。外来，病棟および13の部門システムがオーダ

エントリを中心に診療薬務を支援している。穂働

後，約 2年経過するが現在の外来患者数は l自平均

約2，800人，入院患者数約880名である。オーダ端末

を操作する医師は約400名，看護婦約700名である。

部門LAN10Mb p s 

OCMSのハードウエアを悶 1に示す。 OCMSでは

医師によるオーダエントリにより各部門システムと

の診療情報の送受信を行なっている。

3. DI検索

DI検索は，医師が処方オーダを入力する際に薬

品名を選択することで その薬剤の DIを郎鹿に端

末画面上に展躍できる機能である。

DI検索の方法には，投薬オーダ時に入力した薬

剤に対して行なう場合と薬品一覧匝面よりそれぞれの

薬剤の DIを検索することができる。薬剤マスタは約

2，0∞件で，一件につき3.6随分の文字靖報を含んでい

る。器薬品情報としては成分，用法用量，禁忌，効能

効果，副作用，備考などの項目がある(国 2)。

詩書末台数
FM託会70 x800 
8M日、 HD:200MB
Kぺ50 x30 
プリンタ x698

図 OCMSのハードウェア構成

1)大阪市立大学医学部約属病院医療情報部〔〒545 大級府大阪市河倍野区旭町 1-5-7)
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4.情報検索システム

情報検察システムでは，検体検査，一般細菌，結

核蕗，生理検査などの検査結果歴や手権歴，放射線

検査結果などを参照できる。また，数値データにつ

いては時系列表示 (16項目，一画面7回分)やグラフ

表示(4項詰，一頭部14自分)が可能である。倒々の

患者の持系列検査結果を個人のフロッピーに出力す

ることができ，これらの機能を用いて毘師は， 1固人

のパソコンでデータ加工を行なっている(図 3)。

5.病歴情報システム

現在，ホストのデータベースにあるオーダ'情報や

各種検査結果情報などをサーバ (SUN-4，

64MB， 26GB，ORACLE 7)にダウンロードさ

せ，ウインドウズクライアント (FMV， 8 MB， 

WINDOWS 3.1， ACCESS， EXCEL)上で壁師

個人がデータ処理をする病麗情報システムを開発

中である。

パフプリン錠
[成分]
lT:アスピリン M ・0.33 g，ダイアルミネート H ・0.1 5 8 

{薦漆鍔聾]
頭痛、感瞥等の解熱 1調2T、 1日2題。慢性関節リウマチ、リウマチ熟等 1翻2
-4T、l器2-3関.

[禁忌]
*煎又はサリチル畿製都港敏恵主蹴柱渥患者、消化性漉蕗患者、アスピリシ積患又はそ
既往麗患者.
[動能効果]
頭痛、歯籍、月経潟、感寝の解熱.捜性欝節リウマチ、リウマチ然、症候性神経費量。
〔麟作用〕
Stevens-Johnson症候群、発事事、淳旗、結膜炎、政液障害、湾樋隙曹、
耳潟、難響、めまい、頭痛、過呼吸、代耐性アシドーシス 等。

[嫌考]
繍:0)クマリン
C系抗生物鷲
注:0)15 の

。
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日本コンビュータサイエンス学会会則

第 1j葉総需IJ

第1条 本会は， r日本コンピュータサイエンス学会jと称する。

英語表記は， Japanese Association ofComputer Scienceとする。

第 2条本会の事務局を千141東京都品川区東五反田 1-9-7

(株)夢現 [MUGEN]内に震く。

第2奪 回的および率業

第3条本会は，医学・看護学・歯学・薬学・農学・理学・工学

に関迷する幅広い分聖子において，診療や研究活動へコンピュー

ターサイエンス関連技術を活用して得られた成果に関して，分野

の枠を越えた交流を行なうことを目的とする。また，本会は研究

者が自らの手でコンビュータサエイエンスに関するグループを形

成し，さまざまな活用事例を交換し，議論を議ねてその成果を公

表していくことにより，自らの研究分野とコンピュータサイエン

ス関連分野双方の交流と発展をめざしている。

第4条本会は，第3条のg約を達成するために次の事業を行な

つ。
第5条国内の研究会を年2回開催し，そのうち l悶は総会をあ

わせる。

第6条本会の論文誌として「コンヒoュータサイエンス」を年2
凹以上刊行する。論文誌に関する規定は別に定める。

第 7条必要に応じて，会員同士とあるいは外部との共同研究を行

なうための総織を援くことができる。

第3意会員

第8条本会の会員は，次のとおりとする。

l.正会員本会のg的に禁問し会の活動lこ参加する

億人

2.賛助会員本会のg的に賛認し会の活動に参加す

る企業あるいは団体

3.協賛会員本会の行なう事業を援助する個人およ

び事業所

4.名誉会員本会の運営，事業について特に功績の

あった正会員

第9条本会に入会を希望する者は，入会申込書に会費を添えて

ゆし込むものとする。

第10条会員が退会しようとするときは，文議をもって本会に申

し出ることとする。その際，既約の会費は払い戻ししない。

第11条 会員がこの会の名誉を傷つけ，また本会の目的に反する行

為のあったとき，役員会の議決をへて会長がこれを除名できる。

第12条会員は次の場合その資格を失う。

1.退会

2.禁治産および準禁治産の宣言

3.死亡および疾走宣告

4.除名

5.会費の滞納

第4主主 役員および職員

第13条本会に次の役員を設く。資格として，アクティブなコン

ビュータユーザであることを条件とする。

1.会長 l名

2.常任理事 若干名

3.理事 5 -10名
4.獄事 若二子名

第14条会長は役員会において選任し，総会の承認を受ける。

第15条役員の維騰により，名誉会長および顧潤を置くことがで

きる。

第16条会長は本会を代表し，会務を総括する。常任理事は理事

の中から会長が委託する o 役員の選任は会員の互選による。役員

会は，理事，獄事，事務局長から構成する。

第17条役員の任期は 2if-とする。ただし，重任は妨げない。

第18条本会の事務を処理するために職員をおくことができる。

職員は会長が任免し，有給とする。

第5章会計

第1号条本会の経費は会員よりの会費，事業収入，寄付金および

他の収入をもってこれにあてる。会長は役員会の議決をへて，独

立の特別会計を設けることができる。

第20条本会の会計資任者は，会長と事務局長が連帯してあた

る。

第21条会81'状況について，獄事がiJ'.l限以上監査を行ない，役

員会および総会で報告する。

第22条会授は年額 1口それぞれ，正会員 5，000円，賛効会員

30，000内とする。協賛会員の会費については，その都度会長が定

める。名誉会員の会費は徴収しない。

第23条本会の会計年度は， lFl1Bに始まり 12月31日に終わ

る。

第6章会議

第24条 会長は研究会言語{接待に定例役員会を召集する。また，会

長が必要と認めた場合，または役員の1/3以上が婆求した場合

は，臨時役員会を開催する。臨時役員会については，通信ネット

ワーク上のオンライン会議室での開催も可能とする。

第25条役員会は役員の1/2以上の出席により成立する。役員会

は総会において議決すべき事項，および本会の業務に関して会長

が必要と認めた事項について審議する。役民会の議長は会長とす

る。

第26条総会は後低年1回以上関催し，次の毒事項は総会の議決lこ
よらなければならない。

1.会長の承認

2. 会員りの変更

工事業報告および収支決算に関する事項

4.事業計図および収支予算に関する事項

5.その他，会長が必要と認めた事項

第27条次の事項は，総会において報告しなければならない。

1.会長選任結果

2.役員選任結果

3.事業組織の設立および解散

4.事業組織の構成委員

5.その他，役員会において必婆と認めた事項

第28条本会の議事は，出席した理事の過半数をもって淡し，可

否同数のときは議長の決するところによる。

第 7]量役員選挙

第29条正会員は他の正会員 2名の推薦があれば役員に立候補で

きる。立候補申請の様式は事務局で定める。ただし，役員に立候

補するものは，その職務のために得予メールアドレスを持つこと

にする。

第30条選挙は会員による郵便投票とするo

第31条選考会に関する細則は別に定める。

第8主主 その他

第32条本会の運営に関する級MIJは，別に定める規定による。

第33条本会期に定めのない事項，疑義の生じた条項について

は，その都度役員会にはかり，対処するものとする。

附買1]

l.本会則は1994年11月10日より暫定実施し，第 3鴎学会総会で

永認を受けるものとする。
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ジカルビュー社)，医師のためのステップアップ Mac活用法(メジカルビュ一枚)， StatView日本語版統計・プレゼンテーション入

門(南江堂)0 sdi00122@niftysereve.or.jp 

加部一彦(1959王子生)。耳君事。 1984年日本大学医学部卒。現在， Eif京女子医大母子総合医療センタ一新生児部門より怒賜対鴎母子愛

育会愛育病院新生児科に出張中。同医長。 jifr属学会:Iヨ本新生児学会，新生児未熟児学会，日本小児科学会，臨床モニター学会(評

議員)，日本生命倫埋学会ほか。主な研究:新生児惑染症の早期診断方法に関する研究，皮1祷未納循環モニタリングの研究とモニター

の開発など。 sdi00167@niftysereve.or.jp，kkaber@mix.or.jp 

金子間前(1958王子生)。理事。 1980年京都大学薬学部卒業， 1985if.薬学博士仁現在，京都大学薬学部 Ji})教授(薬潔学)。所属学会:

日本薬理学会(学術評議員)，日本衿経科学学会(専門会長)ほか。主な研究.卵母紛!胞鶴訳系を用いた受容体・イオンチャネル機能の

解析，海鳥長期増強現象の発生調節機構に関する研究。編著書:医学理学系のための AT互換機活用法(秀粉社)，医学生物学のため

のInternet活用法(海江愛人生命科学論文作成 Macintoshリファレンス(学二i二社)。 skaneko@ddbjぷg.ac.jp

清水 絵(1959年生)。理事。 1986年大分医科大惨卒業，現在，務協医科大学越谷病院循環器内科幼子。所属学会:内科学会，循

環器学会，心滋関学会，医療情報学会。主な研究:心電図，時間i生物学， Clinical Medical informatics。編著者:医師のための

Macintosh (秀潤社)0 pag00462@niftyserve.or.jp 

梅山昭彦 (1954if.~巨人理事。 1980年鳥取大学医学部卒業。現在，鳥取大学医学部衛生学 助手。所鼠学会:Iヨ本疫学会，日本医療

憐報学会，臼ヌド計量生物学会，日本計算機統計学会ほか。主な研究:がんの議複d隆怠及び循環器疾患とのm複権怒の疫学，小児感染

症流行における予妨接穏の流行予防モデル;こ3毒づく予測評価と箆療経済分析 生体機能のコンピュータモデリング。著書:医学統計

解析テクニック;共著 (BNN)0 StatViewオフィシャルガイドフ¥yク;共著(満江堂， in print)。

suyama@tottori-u.ac.jp， pbb01312@niftysereve.or.jp 

竹腰正経(1952年生)。理事。 1977年新潟大学幾学研究科終了。 1987年医学博士。混在，策海大学医学部分子生命科学2講師。所属

学会:日本ウイルス学会，日本分子生物学会。主な研究.ヒチサイトメガロウイルスの分子生物学，ヒト抗体の大腸簡での産生，イ

ンターネットを賂いた分子生物学研究の効彩化，各種データベースの利用。著議:医学・分子生物学研究のための Macintoshハンド

ブック(学土社)，マッキントッシュとインターネットー医学・バイオ・ゲノム研究へのネットワーク完全活剤ガイド (学土役人

mtakekos@is.icc.u-tokai.ac必， qga00050@niftyserve.or必， wfc41880@pcvan.or.jp 

j召原利彦 (1960年生)。監事。 1986年香川医科大学卒業。現在，香川医科大学皮腐科学 助手，病棟医長。所属学会:日本皮腐科学

会，形の科学会(問題地区幹事)，応、刻統計学会ほか。主な研究:皮腐科外来患者管潔システムの開発，アトピー性皮潟炎患者の多変

量解析・個体去を分布の研究，表皮ランゲルハンス細胞の耐像解析・空間配置パターンの数理科学的研究。箸議:医学・生物学のため

の画像解析ハンドブックー実践NIHlmage講座(学二訪日。 numahara@kms.ac必，jca02363@niftysereve.or.jp， tnumahar@mix.or.jp 
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費助会員一覧

エーザイ(株)

小野薬品工業(株)

協和発欝工業(株)

サンイン情報システム(株)

三共(株)

塩野義製薬(株)

島根察厚生農業諮問組合連合会

住友製薬(株)

第一製薬(株)

大日本製薬(株)

大鵬薬品工業(株)

閏辺製薬(株)

帝詞臓器製薬(株)

日本ガイダント(株)

Bio-Net (NIFTY-Serve FBIO) 
高有製薬(株)

藤沢薬品工業(株)

富士写真フィルム(株)

(株)ミドリ十字

和光純薬工業(株)

協賛企業一覧

協賛企業名

アップルコンピュータ(株) 151 

(株)アスペックデジタル産業研究所 102

アダムネット(株) 113 

アップルコンピュータ(株) 151 

(株)医学評論柱 169 

エスピーエスエス(株) 150 

(株)エヌフォーメディア研究所 151 

カテナ(株) 206 

金原出版(株) 113 

克誠堂出版(株) 113 

(株)コンピュータニュース社 113 

サイテックジャパン(株) 101 

サイパネット(株) 112 

(株)ザネット 107 

(株)サンメディア 531 

(株)システムソフト 810 

所在地 TEし FAX. 

東京都渋谷区千駄ヶ谷 1-14-1 03-5411-8450 03-5411-8408 

東京都千代田区麹町2-6-5

麹町E.C.Kビル 3F 03・5210-7651 03-5213ω8421 

東京都文京区湯島 2-31-27 

湯島台ピル 03-5802-2211 03網5802司2229

東京都渋谷註千駄ヶ谷 1-14-1 03“5411-8450 03・5411-8408

東京都新宿区百人町 1-11-29 

TECOMビル 03る330-2441 03幡5389-6452

東京都渋谷区神宮前2-2 -22 

青出熊野神社ピノレ 2F 03-5474-2736 03-5474-2678 

東京都渋主主亙千駄ヶ谷4-19-12 5F 03-5411-7736 03-5474自8934

東京都多摩市落合 1-15-2 0423-38-1118 0423-38-1079 

東京都文京区湯島 2-31-14 03-3811“7182 03・3813-0288

東京都文京区本郷3-23-5 -202 03-3811・0995 03-3813網1866

東京都文京区本郷3-25-1 

山蜂ピル2階 03幽3818-2661 03-3818-0898 

東京都千代田区岩本町 1-8 -15 

岩本喜多ビ)l，，-8 F 03-3865-6444 03-3865-6462 

東京都文京区大塚2-15-6 

ニッセイ音羽ピル 03-5987‘5410 03・5410-5440

東京都港区北青山 3-6 -20 

KFIピル 03倫5467-0551 03暢5467-0550

大抜府大阪市北底本庄東2-1-4 06-374-2501 06-372-1840 

福間県福罷市中央区天神3-10-30 092・732-1571 092-732-1559 
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協賛企業一覧

協賛企業名 所在地 TEし FAX. 

(株)秀i関社 106 東京都港区西麻布 4-15-21 

第6興和ビ)1.-- 03-3409-6121 03-548~ト7715

情報科学調発(株) 102 東京都子代田区飯田橋 3-11-5

20山京ど)1.-- 03-323~ト8328 03-3239-7409 

(株)スリースカンパニー 150 東京都渋谷匿桜丘 2-9

第 1カスヤピ)1.--8 F 03制3770-7600 03-3770-7784 

セイコ (株) 261 千葉県千葉市業浜区中瀬 1-8 043-211嶋 1312 043-211働8058

センチュリーメデイカル(株) 158 東京都世田谷区滋賀 4-10-2 03-5717-1280 03-5717-1289 

(株)東芝 105-01東京都港区芝浦 1-1-1 03-3457-4829 03ω5444-9290 

東芝情報システム(株) 210 神奈JII県川Idl奇市川時区日進阿 7-1 

川時日進町ど)1.-- 044-200-5111 044-246-8134 

(株)南江堂 113 東京都文京援本郷 3-42-6 03-3815-3903 03-3814-8254 

(株)日本監事新報社 101ω91東京都千代田区神田駿河台 2-9 03-3293-6776 03-3292-1550 

(有)日本サイエンスコア 541 大阪府大阪市中央区平野阿 3-1-7 06-232-1263 06-311心033

日本ポラロイド(株) 105 東京都議区虎ノ門 3-2-2

第30森ビ)1.-- 03-3438-8879 03-5473-1630 

(株)パーシティウェーブ 164 東京都中野毘中央 5-41… 17 

Fuji BILD 3 F 03-3384-8861 03-3384-8866 

(株)ど -エヌ・エヌ 102 東京都千代田区麹町 2-6-5

委設llIJE. C. Kビ)1.--2 F 03-527ら1714 03-527ら1815

(有)ピクトワークス 106 東京都港区芝 5-30-1 -208 03嶋5445-4749 03鵜5445-4704

(株)夢現 141 東京都品川区東五反田 1-9-7 03-5420-5760 03る420-4679

森JlI援科器械(株) 113 東京都文京区本郷 3-16-7 03制3814-1611 03-3814-4504 

(株)モンテシステム 113 東京都文京区千駄木 3-36-11 03-3827-0956 03-3827-0957 

(株)ネ土社 101 東京都千代田堅持団多i可2-4 

第2滝ピ)1.-- 03-3295-5400 03-3293-3494 



学会・フ。レゼンテーションの発表用スライド

周辺まで・くっきり見えたら、ポラロイドで1:HR・6000新登場。

発表用カラースライドを自分のパソコンで作成したい、とお考えの方へ。デジタ

ノレ・フィルムレコーダーHR-6000、新登場。高性能CR工精密な光学装置がもた

らす高解像度に加えて、デスクトップ・タイプてや初めての 「タ巧ナミック・フォーカス

回路」を採用 し、すみずみまで美 しい高画質を実現しました。違いは、スライドの

周辺部分までくっきりと映し出せること。発表内容のすべてをはっき り伝えることが

できま士 しかも色表現は、最大24ピット・カラー、1670万色の美しき。従来は、

出力センターでしか得られなかったプロフェッショナノレな35mmスライドカえこ こ

まで、身近な価格で手にできるようになりました。

ポラロイドならトータルにシステム化できま弘

①35mmフィルムの画像データをノ守ソコンに取り込み

たい方に 35mmフィノレムスキャナPOLASCAN35

Macintosh用/Windows用 <DOS/V、NEC98)

各￥249，800②ハードディスクの容量を気にする

こ tなくテータを残Lt~ l 、方にー リムーノずフシレ・ハード

ディスクポラロイド・ピクチャー・ドライブ￥99，800-

x<HR-6000と組み合わせたお得なセットもありま士一

3量管
υ
ゆ②

Polarold 日本ポラロイド株式会社 電子映像事業部

干105東京都港区虎ノ門3-2-2第30森ピJレTEL:03-3438-8879

~ .... ・・F

可圃園調h

ポラロイドテ・ジタルパレッ卜 HR-6000￥698，000 (セット日)

*ポラロイドテ'ジタJレパレット CI-5000S￥548，000(セントB)もありますL



テ」タコマンダ

薗 .ファイリング&o断支姐システム
(ドクターステーション)

ファイリング&o8i:it1l周
コンビュータ

ビデオLAN
インターフェース

去 週 土?戸刊ング

MO(光磁気ディスク)
[薗.データ保存]

ビデオ LAN
インターフ工ース

|データ取り込み

趨音波惨断書量置

1 

データコマンダ

CD-ROMライタ
[個人データ保存]

カラープリンタ
[診断 F野県レポート出力]

ビデオLAN
インターヌ工ース

データ取り込み

MR 

コアシステム=980万円 一Jオプション

医療機査織器データ取り込み専用アクテイブlANインターフェース
(デジタル、アナログ、ビデオの各インターフェイスに対応。)

.-宥元首E五Iii.~明白院~当I~á:=--

拡張アクテイブLANインターフェース

(200-300万円)を追加することにより、

小規模の画像ファイリングシステムから、

人間ドツクシステムまで幅広く対応可

能です二

株式会社ザネット
f旧社名 (株)ゲ >';1 J 

干107東京都港区北青山3-6-20KFIビル
Te1.03-5467・0551 Fax.03-5467・0550
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システムソフト

機能も使いやすさも一段と進化して、

文章作成のための快適環境を実現。

システムソフトエディタが、

パワーアップして新登場です。

「ワー プロよりも、エディタだんと L、う、人気の理由。

文章作成はワ ー プロ亡という常識を夜したシステムソ

フトエディタが、プロの文筆家を中心に、医師、研究者、

教育関係、そしてMacのヘビーユーザー の方々から

多くの支持をいたfごいています;その理由は、エディタ

があくまでも「文章作成のツーノレ」として機能を磨きあげ

ているから、と L、えるでしょう。「グラフやグラフイツク機

能は必要な L、。それよりも、クオリティの高い文章を」

いづ ユー ザ ー には、絶対 エ ディタがrn¥、」です.'

市販のCD-ROM辞典カt自由 自在に使いこなせます。

きて、システムソフトエディ タ の新パージョンで最も注

目されているのが「辞典参照機能Jです。好評の岩波

国語辞典第四版に加え新たに小学館類語例解辞典

を標準添付。 そ し て 、 出 版 社 を 中心に標準化された

EPWING規約Vl.Oの CD-ROM辞典のピューアー

として活用で量るので、図書館で原稿を筈 〈快適環境

を、あなたの部屋やオフィスに提供Lま丸

さらに進化した推敵補助機能Lユーザーインターフェース。

推 敵 補 助 機 能 は 従 来 の 内 容 に 、 市 用漢字 以外の漢字

や誤字脱 字の指摘など新い、機能が加わり、飛躍的な

充 実ぶりを見せています。また、従米のエディタに対して

寄せられたユーザーアンケートをもとにインターフェー

スを大幅に改善。さらに使いやすくなりました。

必要なシステム構成

・CPUω020以上のMacin!osh/ Power Macin!osh .1.8MB以上のアプリケーション用RAM
・漢字Talk7.1以上(漢字ralk7.5対応)

.15MB以上のハードディスク空き容量(フルインストール時)

エデ沈タ目白
EPWING規約Vl.OC D-ROM一 覧。

出版社名 CD-ROMタイ トル名/価格

・医歯薬 出版 CD-ROM最新医学大辞典 60，000円

CD-ROM最新医学大詳典{スタンダード版)28，000円

・岩波書底 岩波屯子日本総合年表 24，00WI

広辞苑第4版 CD-ROM版 24，000円

新日本古典文学体系 CD-ROM版八代集 38，000円

・音楽出版社 コンパクトディスク総カタログ Vol.l

(クラシッ夕、他) 10，000円

コンパクトディスク総カタログ Vol.2

(ポピュラ一、ジャズ) 10，000円

-学習研究社 漢和静!"!i拡字源 6，602同

・角川容底 角川新王Ii.ilf辞典 30，0001:q
・経済企画協会 経済白，'，9，800円

・研究社 CD-ROM版リーダーズ英和辞典 18，000円

CD-ROM版新英手11・手11英中辞典 12，000JII

・三修祉 大 I~i 非(姓名判断&九星占い) 7，800円

・三省'皇 ニューセンチュリー英和・新クラウン有l英辞典 12，000円

ワードハンターマルチROM静典 35，000円

大辞林 CD-ROM版 19，800阿

模範六法(94年版)8，800JII 

-自由国民社 現代用語の基礎知議CD-ROM版(94年版)10，000円

ピジオ、ス法律用語の基礎知議CD-ROM版 4，500円

・パ テント社 五ヶ国務対訳特許用語辞典 108，000円

・ ~士通 情報処理用詩集 20，000円

これからますます充実。今後発売予定のCD-ROM。

・学習研究社「現代新国務辞典Jrニューアンカー英和辞典」

「ニューアンカー和英辞典Jr日本語表記実用大辞典」 ・三省堂

吋血和辞典Jr仏和僻~I!J rニューセンチュリ一英和 ・新クラウン

和英辞典(音声収録)・自由国民社「故事くとわざ辞典」

且，、一一一一一一 一一 一 一一ー システムソ7トエテ'ィタ'FAX情報サービス・アγ7うレコンピュータ社のFAXAlDサーピスにて、ンステムソフトエディタVer.2.0のカタロク'情報を従供させてL‘た1.'いております.
，、圃晶I~.LJ! Jr  .LJ! I~ FAXの '~3;S誌を上 I f. FAX番号(東京)03-3391-1200(大阪)06-446-1120にダイヤルし、音戸の指示に{追って甘I報コ ド囚囚囚固固因をプッシユして
、.......:.J~~~~"-~rI宗管長可申'_~ <t.ごさ L、。{潟、 トーン信号を発信できるFAXが必要です.lFAXAIDの使用方法にI¥!Iするお 1::1ぃ合わせは、 FAXAlDサービスセンターまτ二TEL.03-3398-8789 

-製品についてのお問い合わせは

インフォメーションセンター :092-752-5264
(祝祭日を除〈月一壷/9:30-12:0口、 13:00-17:00)

.萱録、アップグレードについてのお問い合わせはー

サービスセンター:092-752-5266 
(祝祭日を除〈月一金/9:30-12:00、13・00-17:00)

減担品の仕様11、植能性能的改持のため将来予告なL'二宮置するよkがあります.減同両11聞暗中のものです.
後ユ サ' 畳曲された卸客機iム今惜のアップグν-f'.サポートなEの￥f慣または揖慣のサービスセ畳げる二tができます.
誠畠示価栴に前曹税は合まれておりまぜん.
システムYフトエダィタ11揖式会社システムYフトの商憾です'.Macintoshl主米l羽アフ7'，.コンピュータ祉の商掃です.
嫌字Talkl1米関アフプルコンピュータ祉四畳品衛概fす.世披I'IIO辞典車刷版。1993隊式全社岩波l守層，
小噌暗線路倒悼辞典。1994株式会社小学館
その植申告社名商品名帯11一睡に骨祉の商緩また11畳結庸援です.

-ヵヲログをご希望の方は

資料請求FAX番号:092-722-4854 
(製品名、送付先を明記田上お申し込みください.郵送にてお送りいたします.)

園初回l鈎ftrr品本10-30



逸材軍事

「マルチメディアJを図解する。

マ)vチ〆ディアコンと'.30ーテインクという
1nt.，.L'情報授術導λ吾妻請す6
「企業のヅエンシニアリンク1

副 米r~1の附な1J.~7針P， F ドラ マ ト間体クレアモント大学院) 1ムパプル料

?湾酬明町民勺直'1'である93'ドボt二日本金訪れ "本的自かれている純情状世に聞し

て、 r " 本のIli~l~控を不世{リセ ヴ ン:J :，;)と捉えてはならなt、.析しい社会と

続金主体糸への作仔(トラノジ~ f.I;..r)叫耐と捉えるべきである ".."，n会状配

は、 n~1\ した資本 t純子t 1òJ から f知副齢社会 均1価社会』へ町待行が柏ま ってい

ると解釈すべきであるjと叫惜した.

コンピューティングに、 所ITとしての111叫が集まる.

，iniAのようa社会以出向修行聞においては、 trrlTを駆使した11体的BPRr誌を従

業できないコンピュータベノグーやディ ーラーなどは‘ '1き冊りへ町週金見失うの

である.

主;t町BPRに対する鐘い間心が、ニれからの怖似通口fr..~W町衡たな的性化を阻

すのでみる.

. もう始まつ叫す市メディア革命

マスコミ業界 ・メテεイア産業はどう変わるのか f

特集 1

マルチメディアへの理解無しで、コミ ュニケーションを語ることがで

きない時代になりました。「デジタルアドバイザー」は、このデジタ

ル革命がもたらす変革の本質を理解するための情報をお届けする

ニュースレターです。

. 同 向 山 ザーJ，;t~;tるニュースレター
皆様のビジネスのお役に立ちます。

「デジタルアドバイザー」がご提供するのは、専門家によって分析さ

れた情報です。しかも、見本のように図表を駆使してビジュアル表

現。プレゼンテーション時のOHPシート等にご活用いただけるよう

に編集されています。

.毎月2回タイムリーな話題を図解すくにプ凶ンテーシヨ ン

に使える図表を毎号10点以上掲歳。

刻々と変わる技術動向、マルチメディアのコンセプ 卜自体も固定的な

ものではありません。「デジタルアドパイザ-Jは、これを捉えるた

めに、毎月 2回(1日、 15B)発行。すぐにプレゼンテーションに使

える図表が、毎号10点以上掲載されますから、あなたの欲しい情報

が必ずあります。

マルチメヂeアコンピzーテ p グという
衡しい舗.'"倫樽入金書制する f金..の'1エ;，9エアリ MグJ

.マルチメディアコンビューティ μグという

衡しい情縄後衛鴻入を..する f企'慢のリヱンジニアリングJ

経曹司E革 コンセプ ト町茸革

i 米帽加園酎m宜

i 円…ド門ラ ツ吋制…f畑掴蹴m金 掴偏耐m栓帥金創…」川を叫蝿咽

栓金環境町賓革

VoI7-fil"陪 2

-記事内容見本

DIG 11AL 
ADVISOR 
-F圃圃... ~ 

.M版28ページ・年間23回発行、月2回 (1日・ 15臼)

・年間購読料72，α)0円 (1部あたり3，0∞ 円)

.サンプル版を無料で差し上げております。

ご送付先の会社名、役職名、氏名を明記のうえ下記へ。

サンプル版 (無料)のご請求、お問い合わ目TEL.03-5210-7651
FAX.03・5213・8421

株式会社アスペック デジタル産業研究所
干 102 東京都千代田区麹町会6・5 麹町E.C.Kビル3F

TEL.03-521 0-7651 FAX.03-5213・8421





QuickCaptureボ、ード FrameOr枇 rBoard and拙 ware

Macintosh用キャプチャボード
QuickCaptUl官閣は Macintoshの NuBus拡張スロットに装着して、 8ピットのグレイ

256階諦間後をリアルタイムで取り込むことができる、ボードとソフトウェアの

パッケージです。取り込み磁像サイズは、 NTSC信号の場合640X480ピクセル、 C

CIR、PAL信号の場合は768X512ゼクセルです。オプションのカラーキットを使

えば、 RGB信号の 24ピットカラ一郎像の取り込みも可能です。

さらに NIHlmageソフトウェアカザ妖料でついています。

このボードはこの他にもIPLabやむltimageなどのソフトウェアにも対f，乙していますo

eRealTimeImage 同時開後取り込み)

QuickCapture ™はモノクロのVIDEO信号 (RS 170，RS-330/CCI 

R) またはコンポジット信号 (NTSC/PAL)からグレイ 256階調の薗後同

時取り込みができます。問時に4つのビデオケーブルの譲続が可能で、外部イベン

トに間期してトリガー機能を働かせ画像取り込みを行うことができます。

eOnboard Memory and Look-up Tables ボード上メモリーとテーブル)

QuickCapture ™は岡像記罷メモリー (512Kby蹴)を保有しています。このメモリー
はそニターへ出力するための箇像記憶領域として、また、ディスクへ記録するため

の画像記d憶領域として画像データを一時的に保持するために使われます。

そして、ルックアップテープル(参照表)を利用することによって、論理的な踊像

比較や、爾{象照の数値的な増量計算を容易に操作することが可能になります。

eCapture Image For Desktop Publications ( D T Pのための題像取り込み)

QuickCapture ™によって取り込んだ磁像は、 TIFF や PI'α ファイ jしとして保存でき
ます。このタイプのファイルは多くのアプリケーションソフトウェアで操作できま

す。例えばPageMakerによってDTP処理して出版することも可能となります。

eOptional24-bit Color Image Capture So仕ware (2 4ピットカラー・オプション・ソフ

トウェア)

QuickCapture ™とオプションの ColorKWM (ソフト)を使えば、 RGBカメラやV

TRからの画像信号を 24ピットカラーとして、 1秒障に l枚以上の速さで取り込

むことが可能です。

eAdditional Software Suppo民 (そのほかのソフトウェア・サポート)

QuickCapture ™は甑像処理ソフトとしてすでに定評のある NIH Image がバンドルさ
れています。また、 QuickCapture™は上級プログラマー舟け、また独自の機能を付
加しようと計画しているソフトウェア開発者向けに、 QuickCapture™ボードをコン
トロールするためのドライパーインターフェースを提供(別売)しますので、これ

を利用することが可能です。

e Accessories (接続用専用ケーブル)

1.5m、8端子のビデオ入力、コンポジット信号ケーブルを別売で購入する必要が

あります。

麟聾欝欝欝鹿躍轟轟轟

ビデオ入力:モノクロ 4，RS-170，RS-330， 

NTSC(640X480X8)， 

CCIR，PAL(768 X512 X 8) 
プロセシング:主ight256 X 8-bit input LUTs 
メモリー並立国分メモリ一保有
ビデオディスプレイ:

モノクロ (2561務調)Macモニター
ファイルタイプ:入力-PICT，T1FF

出力 PICT，T1FF 
接絞Jll専用ケーブル翌日売

ソフトウェア
Data Translation取扱商品

Image Software(商品に添付)
羽{象取り込みと解析のためのアプリ
ケーション

QuickCapture™ Developer's Kit(SP0752) 
(別売)

開発者のためのドライパーインタ
フェース

ColorKitT"(SP0754) (30売)
2 4ビットカラ一刻f象絞り込みソフト

他社製品

Image Analyst③(Automatix) 
IPLab(Signal Analytics) 
Ultimage(GFTS Inc.) 
Pictur巴Accessand Picture Link(MediaLab 
Technologies) 

Kestrel司c(RHEACorporation) 
TCL悶1m註ge(MultihouseTSI B.V) 
Enhance(MicroFrontier) 

本キャブチャボードはiE規販売代埋j吉また

はサービス代行!苫による設澄が必主主です。

日本lE規総販売代理i苫

株式会社夢現 [MυGEN]

〒141 東京都品川区策五aE81TEl9i香7号

官 03同 5420-5760 FAX.03-5420-4679 



例えば、操作に気を取られて考えが中断される。例えば、発懇が銚びすぎてコンビュータの方が追いつけない…。現在あるどんなコンピュータよりも迷い

人間の発想に、少しでも追いつくために。あなたが、もっと自由に発想できるように。 Appleは、人の考えるカを束。激する、フレンドワーなパーソナルコン

ピュータを昆指してきました。いわば、入をオーブンマインドにするコンビュータを。そして今、その最先端のテクノロジーがカタチになります二 ri奨学Talk7.5J。

定評あるお1acの使いやすきを、より直感的でスピーデイーなものに。さらに、ムーピーやCD品質の音声など各稜メディアを今まで以上に自由自在に組み

合わせ、創造できる楽しさも。他のパソコンとのデータ交換や、ネットワークおよびグラフイック&プリントの革新技術など、 50以上の新機能も充実させま

した。すべては、あなたがもっと自践に考えるために。白夜につくるために四一一一。「漢字Talk7.5J、ひらめきを生み出七使うほど、考えが広がる。

後

Macintosh ~葉学Talk 7.5の柔な特長図拡淡されたFinder:スティ、ノキ}ズ機能、ランチャー機能、ファイル検索の強化など、Finder機能がより使いやすくなりました。閣Appleガイ

ド:ステップごとの丁ぢな説明とガイドで、初めてでも楽々 操作。語調AppleScript・定潔タスクを自動化し、ユーサ骨のニーズに議長室なソリューションを提供しますエ塁審PowerTalk:ネット

ワーク潔淡での効率的な協繍作援を実現します3語審QuickTime2.0・ピデオ、アニメーション、サウンドなどを組み合わせた議類をコピー&ペーストの筏単なJ刻午で{'F成できます二

隊MacintoshPC Exchange:MS-DOSやWindowsのディスクあるいはファイルをMacintoshJllに変換し、使用できま七闘QuickDrawGX:繍単で決終された1'1)器lJf午議室

漢字詰Ik7.5環境を提供しますユ霊覇王lacTCP:インターネットにおける擦準プロトコルTCPIIPをシステムレベルでサボ}ト。そのほか、デスクトップの使いやすさ考えた従事jな審議j濯を?え喜美c

さらにパワフルに。新しいPowerMacintosh、fMacintosh漢字TaH王7.5Jを搭載して、登場。

Power五lacintosh8100/100 詰l
Power Macintosh 8100/100ミy*2 
CPU:PowerPC 601立ISC(JOOMHz)
※1 RAM16五IB/HD700:VIB/CD守丑O:VI
;~2 RA:V116:VIB/HDlGB/CD-担O:VI
:Vlacintosh i-共学Tall王7.5インストールずみ
Appleマルチスキャン20デイスプレイ日日光

Apple 

Power :Vlacintosh 6100/66 
CPU:PowerPC 601 RISC(66MHz) 
RA:V1l6MBIHD350M召/CD-ROM
:Vlacintosh淡字Talk7_5インストールずみ
Appleマルチスキャン15ディスプレイ別究

※Power ~lacintosh覇ラインアップは
オープンプライスですユ
POW町 PCl止、来潟JB，j社の磁擦で主，15.D051主、米国)，licro回 ft社の畳銭高擦です3
Windowsl土、*闘~1îcrosoft社の磁器でT，
その龍記読の製品名、社名iまJf社の菌標又は畳持商霞で士

。触って覚える、「漢字Talk7.5Joただ今、セミナー実施中。 ATC(アップル認定トレーニングセンター)援ぴlこNHK学協マッキントッシュカレッジでは、rI'英字Ta1k7.5の新機能卒者介と災務

コースJを新士誌に実施致しま七(一部ATCを徐く)悶コースでは、実際に新機能の数々 を体験しながら、じっくり学んでいただけます二詳しくは、下記ATC事務潟又はNHKマッキントッシュカレッジ事務締まで。

⑧ATC!こ関するお問い合わせ ATC事務局:03-541ト8110⑧NHK学関マッキントッシュカレッジ事務局・03-3401-3900

ポ桔コ明4x抽IDF.臥AXル川:巧Oω3司剖3ね3ω矧?引1-1η20∞0/0悩6-446ω-ぺ羽11ロ120却O(ω目加E時欄幸間附サ-ピ印ス)ハしげ.フ計アク何スの峨協鮒話嗣伽カか、らω、，03-
ぷが丸必察で廿す)げ1吋.音印戸ガ刺イド以{に峨こ従恥つて、メιニユ「一番肘号民を開J狩Fしはま主机主ν山f司0叫ヰJを吋胡押!し口てJ!::"-Jと叶琵蹴倍音制治がζ燃机銘舵こ辻えた的ら、フア汁クス矧のスタート手動ボタンを朝日ください。メニュー番号は、)'Iacintosh漢字 |アッヌFレコンゼ:::，.円タ株式会社
Talk I.5il{3011弘 Po¥刊 r:-'iacintosh6100/66が3314止 Power)'1acintosh 7100/80:¥、が3315=、Power主lacin臼 sh8100/則、81曲Il的A¥'が3316計二記絞されていま七FAXAIDの利用方法は|東京臨間千駄ヶ谷間閣時刊1Tel:(1時5411.85曲

τ，1: 03-3398-8789(平日10:叩 -17:00)までどうぞ.製品に関するお問い脅わせは(平日9:00-18:00)TEL 0120-6ト5800FAX 0120-62-5800 
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外字の髄みに答えます

PS キット 2.0
ATM 

定価 PS3万円 ATM，TT各2万円

キッ ト2.。 キッ ト2.。
女PostScript対応版、 TrueType対応、版、そしてATM対応版と勢揃い。文字数が1331文学になって外字のラインアップがさらに充実。

陸自

PS 

各外字キットに共通する主な特徴
• I-支字T必，7の新しい外字262文字に加えて1316文字のオワジナJv外学が定義済み(オプション外字セットも綴次発売)0 

・ FEP~f.舎に受録して読みで呼び出せる。ことえ却やATOK8ではパレットで外字をクワックして呼び出す事も可能。
・漢字Talk6.0.7以訴で作成したテキストを;薬学Talk7朋{こ変換するフィルタ類が付属。

ATM外字キ '1トの特徴
・日本務PostScriptブ。リンタ以外でも外字を美しくE問IJできる。
oATM3.訂以降が必要(j英字Talk6.0.71百)0 Illus出 torでアウトライン{ヒも可能。
・自分だけの外字が欲しければ、 PostScriptTyp告lフォントとして作成するだけで簡単に拡張できる(エディタは別売)。

キット日騒~/ATM

8@(Ð由設)訓む②⑧{域~..1 e 史cdB部臨n!~密ζ亙
'\ii惑⑧後G3~号よL令嗣a
Y3%誕舎②(1議官?さ夜九手:
f~<IDQ9③⑫営納腕DIA四
鴎ミ??!?，、髄盛岡

ヱヌフォー外字の{;Jんの-f7Jj

女お待たせいたしました。太ミン、太ゴ、ジュンを拡張する外字キットです。

キットJP.民 地
定価 30，000持

o(t絵モリサワの太ミン、太ゴ、ジぇンllt3書体;こ対応した外字キットで、 ps絞iこ続いてATM版も登場。
.ps外字キット2.0と同じく、渓字ralk7の新しい外学262文学;こ加えて1316文字のオワジナjレ外字が定義済み (3書体分で4，500文字以上)。

'PS外字キットPlusPaはは、上誌の誉体がインストールされているブワンタであればメーカーや機穫に関係なく利潟可。
・基本的な機能は、内外字キットやATM外字キットと!湾じc

人偏丹
会自分だけのPostScriptType 1外字フォントをデザインしたい…外字作成ならこのソフト。

.ý~学専用のアウトライン・フォント・エディタ「外字決signefj と、外字領域専用の丸渓エディタ fGaiji EditorJが
含まれている、外学作成専用の{民館経ブ方ント・エディタ・セット。
ops外ミドキット用およびATM3.5Jに付属のAdobeTy収 Compo臼ε却の外学フォント作成に都道。
.Shi立五SエンコーデイングとPostScriptT災児iをサポートc

・アウトライン(ベジェi盗殺)の編集はAdobeIllus出torと同じ妥綴0

・欧文PostScriptType 1フォントを直接オーブンできるc

. Illustrator 1.1 EPSとして保存されているものを道援インポートできるので、 AdobeIII日吉凶tor日本語版3.2で
ATMフすントをアウトライン{としたものを外字のひな形として利用可能。
o Adobe T)手段 Composer帰の外字フォントを作るためのテンプレートが付属0

・オンライン・ヘルプで初心者には簡単操作、パワ…・ユーザーには正穣操作。
oG創jil辺itorのインポート機能を使って、従来の「外字登録」コントロール・パネルよ相も数段快適に丸渓のキャラクタ・
どァトマップをデザインできる。

オ ア/ セットシリーズ

人名/地名 ;:t-7~3/#ヂ 医学用 ;t-7~3/#ヂ 議科E雇用 ;t-7~3/#*

-お手持ちの目、 TT、ATM外字キットへ追加するオヲション外字セット0

・簡単な追加インストール方法

人名/地名20，000円 旗手ヰE量販、医学用各30，∞o円

・鍋焼事号、中ゴシックの2書体;こ対応(人名/地名のみプラスパックも用意しております)。
・それぞれの分野で必要性の高い漢字や記号をお8文字用窓しました。

人名/地名オプション外字の一部

奇襲帰エヌフォー・メディア研究所
中 151東京都渋谷区千駄ヶ谷4-19四日津田ピル5F

よ_L~AJ.l lえはほ5霞窃額

一二TZ: AJ.ru iJ 12Jl~JA BlL 
など

(一…l抑制を)言調3査することによ号昔話主主を檎足立できます。¥

委事D6⑤星雲÷② l鈴 2③ 4E毒事7-1
8参⑥A4電器2叡 lC6JBG)③ム 8/

TEL : 
.EAX : 

歯科用オプション外字の一部

03旬 5411-7736

03-5474-8934 



あらゆるジャンルのソフト、最新Windows瓶を取りそろえて800韓

Mac.IBM対応車融 サイエンスソフト Li閥

製品名 対応 f麗格(内) M=Macintosh P=PC DOS 

貴分子生物学
女生化学&化学

Sequencher M 460，000 
Enzymekinetics M 

DNA Parrot M/P 180，000 
K.cat 制

DNA Proscan M 280，000 
PC NONLlN P 

討elixScan M 280，000 
Amino Acid Database p 

Gene Construction Kit M 156，000 
Receptor Fit p 

CADGene M/P 220，000 
ELlZA READ P 

Lasergene MIW お隠い合わせ
SynTree M/P 

Designg PCR w 29，000 
HMO M/P 

MassSpec M/P 
女化学ドローイング

MassSpec EXT M/P 
CSC ChemDrawPlus M 98，000 

Hyper Lab P 
CSC ChemFinder M 66，000 

Buffer Maker M/P 
ChemWindow W 78，000 

Mac Spec M 
Chemlntosh M 78，000 

CHEMiCALC p 
ALCH正Mvm M/PIW 118，000 

iLlMS p 
CSCChem3D M 68，000 

MSDS Report Manager P 
CSC Chem3D plus M 108，000 

Mac Integrator rr M 
CSC Chem Office M 138，000 

HPLC softBook P 
Chem-X P お告書い合わせ

GO sofBook p 
ISISlDraw M/P 85，000 

ICP softBook p 
ISIS/Base M/P 550，000 

Peak Fit p 
Personal CAche M 600，000 
ChemNameStru W 35，000 

女統計/グラフ
HyperChem p 360，000 

UNISτAT w 
Mac Imdad M 430，000 

Origin P 

SigmaPlot M/PIW 

SigmaStat P 

Inst.t M/P 

STATGRAPHICS p 

STATISTICA IW W 

STATISTICAlMac M 

UN-PLOT-Iτ M/P 

υN-SCANゅ IT p 

W=Windows 

28，000 
58，000 

108，000 
28，000 

138，000 

88，000 
42，000 
22，000 

26，000 
33，000 
48，000 
30，000 

56，000 
34，000 

148，000 

48，000 
560，000 

お問い合わせ

お鰐い合わせ

お筒い合わせ

98，000 

99，000 
68，000 
78，000 

75，000 

25，000 
お隠い合わせ

158，000 

98，000 
78，000 

63，000 

(有)8本サイエンスコア
TEL06幽 232-1263

FAX 06-311・0033
大阪市中央区平野町小1・7

大阪E霊セントラ，(，ピル4F

女パブリッシュ/文滋

SlideWritePlus PIW 78，000 
ChemWords M/P 22，000 
BioWords M/P 22，000 
Bio/ChemWords M/P 33，000 

Reference Manage PIW 54，000 
Reference Manager M 49，000 
EndNote PLus M/P 32，000 
PAPVRUS p 19，000 
Pro-Cite M/P 53，000 

安一絞ソフト

ADOBEPHOTOSHOPIW 108，000 
OMNIPAGE DIRECT 38，000 
PAGEMAKER 98，000 

ADOBE ILLUSTRATOR IW 88，000 
COREL DRAW 3IW 30，000 

COREL DRAW 41W 70，000 

(上記ソフトはほんのー舗です/ES2C社援携)

*アカデミッヲディスカウント:

大学、公共後認の方々を対象にした特別劉51翁品もあり

ます。 詳しくは当社までお問い合わせください。

一一一一…一一一一一一x一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一x一一一一一一…ー…一一一
{この用紙でご注文いただきますと弊社通常価格より 5%割引させていただきます]

ご注文、資料請求、お問い合わせは

この用紙に必要事壌を記入のよ右記
まで FAXください。

口資料請求

口総合カタログ(十価格表)
口偲別カタログ

ソフト名:

機関名:
(所属部署)

お名前:

ご住所:

TEL: FAX: 

FAX 
口ご注文

ソフト名:
対応:口Mac
数量:

。錨隅議官官園。協議議

口PCDOS 口Windows

大公費扱いもさせていただきます。お問い合わせください。

通信欄



緩広い縁計手法をサポート

データの入力

データの畿霊童

データの保存・議み込み

督署麹による操作の獲得

計襲撃スピード

グラフ機能

[2次元グラフ]

[2次元デラフ(1)オプション機能i

[3;J:ieデラフi

Ellli議機能

統計の獲類

曜審議;本統計

@分散分析/多変滋分散分析

[12，重量支計とうずう7J

ト

{ポストネ)'7上主鮫i

{潟1)オプション}

⑧ノンパラメトリックス
[ノンパラメトリッウ絞富十愛}

{分布フィ、ノティンヴ]

@汲関係分析
[線形@手書}

[ú霊定~F室率誇~fi霊祭}

電器非銭形推定
[@綴手;去i

{才ブション後後]

ト

[@綴;註iEJ

⑧クラスタ}分析

{議会{綴綬ヲラス空リンヴlJ

ーおさ

[2:1e善幸念]

[k 平均ヲラス:7
'
)ンヅi

曜器i道子分析

@生存分続
{うイフテーブルと生存終額分布}

{カブラン叩マイヤーラ手続}

[21察本比較}

[@I蚤モデjレ}

インフォメーション
パm ジョン

FPυ〈コブロ応

対島議題

量3作E翼壊
Xのお

PowerPC対

九イ 標準備格￥126，000



害専門家の統計をだれでも利用できるSPSS6.1。

襲約統計や、表計箆タイプの築計者E怒えて一歩官官

迭するのにふさわしいツ叩JlIです。

沼前期iこ売上が洛ちたのはなぜかっ

圃顧客の潟足度は?

聞データの中!こ潜む傾向はつ

SPSSはそんな問題iこ答える、統計、グラフ、レ

ポートを包括した完全なツール・キットです。

環 SPSSProfessional Statisticsで因子分析、ク

ラスター分析、判部分析を行い、データをより徹底

的に探索

関 SPSSAdvanced Statisticsでコックス隠矯分

祈、力プラン・マイヤーの銭定法、ロジスティック

包矯分析などの窓度な多変翠分析テクニックを使用

組 SPSSTablesでテーブJ!I;l整形式のレポートをカス

トマイズ

• SPSS Trendsで高度な時系列分析を行い将来を予

測

隈 SPSSCategoriesで知箆マップ、コンジョイン

卜分析、霊登遜尺度j去プロシジャーを使用

Macintosh版

eA担pleEvents、バルーンヘルプ、 AppleScript.

フローテインダ・ティアオフ・パレットをサポート

※PowerMacintosh対応板iま'95王手4月以降に出荷

予定です。

※初期の出荷iま8ase、ProfessionalStatistics、

Advanced Statisticsのみになります。{飽のオブ

シ2ンの出荷時期については箆接お部合せくださ

し1。

Windows版

.32ピット宣言応でパフォーマンスが怒怒3倍にスピ

ード・アップ

eOLE、DDE対応

※Windows版!こは以下のオブシ語ンもあります。

• SPSS CHAID • SPSS L1SF司EL7 

益さ逗還趨 院以関税A隠

欝罷聖書 A酷日ST'S
?望書哲顎暫型住
I~elvvare 守← !h/ll 悶

Sl'SS50<Y似て同

定価 ((Windows板、 Macintosh競)

SPSS Base 6.1 ￥1 68.000 (税別)

各オプション一一一一一一一￥98.000(税別)

出荷記念特別儀絡(Macintosh綴のみ)'953/31まで

SPSS Base 6.1 一一-~138.000(税別)

各オプション一一一一一一一￥78.000(税富山

稼毅潔話語、 SPSSユーザー向lオ特別価格、パージ

ョンアッブ価格等詳絡に関してはヱス・ピー・ヱ

ス・エス株式会社まで5霊祭お照会せくだ~るか、

!¥lIFTY-ServeのSPSSフォーラム唱をと覧くださ

い (GOコマンド:ドSPSS)。

: ~"...，I!世蓄『冒
'明日

一'・嶋一~ ~""'，e~ I fI 一--""..健一'..岬 m

MlC立ωOFTo
明居心σ品らd

COMW1既五

!nc出登銭霧携で、そむ也のS?SSi詰品名培米露SPSSinc.0翠擦です~ r~App 合の名称 むコ、震字Ta:k エス・ピー・ヱス・エス犠式会社

(SPSS Japan Inc.) 
芋150S草京都渋谷区神宮前 2-2・22
TEL.03-5474心341({-匂FAX.03-5474-2678(ブースN0.422)



八区八〈二¥A5
盟国額制蕗輔J臨盟盤麹菌盟諸留揚臨調臨輔配置

for the 

@ 

StatView用「生存分析Jツール

日rVI 門
閥
U
同

窓
議

臨盟翻

醐

h
H網
開
同

園

繍

臨

臨

関

M
F

StatViewで、Kaplalト Meier法やCoxの回帰分析

rSurvival ToolsJ はStatViewの機能をさらに広げるdropぺnのエクステンションソフト

です。生存分析の解和結果や図をStatViewで、実行できる rSurvivalToolsJによって、

StatViewは一段とパワーアップしました。

@ノンパラメトリック法では、 Kaplan-
Mεi巴r法と生命表法が可能oKaplan-Meier 
累積生存率のグラフでは打ち切り倒を表
示。また、多群間の有意:差検定では豊富な

手法を網羅c

@関帰モデルで、はCoxの比例ハザード、ワ
千ブ)!，、指数、対数正規、対数ロジス

ティックの各モデルが可能。ステップワ千

ズ変数選択法、おi時有意義検定 (Wald、
Score、尤度比の各検定)、残差分析などが

できます。

eStatViewのプレゼンテーションツール
を使って、高品質なグラフや解析結果の表

をつくることができます。

販売価格 42，000円(税問)

Macintosh統計ソフトのスヲンダード

St剖開館w日本語

※ Survival ToolslこはStatVi巴w4.02以上が

必姿です。

しプ'.1
1戸

:γク:イプ，

日本語版開発・販売 南江 堂

販売価格 110，000丹(税別)

データの菅璃や解析、プレゼンテーションのためのあらゆるツールを提併する産学・生物学研究者必携!!

轡主な統計手法

記述統計/度数分布/パーセンタイル/ー標本の分析/対応のある2群の比較/対応のなL氾苦手の比較/相関および
共分散分析/回帰分析(単毘婦、重回帰、多項式部J席、ステップワイズ法)/分散分析(段大13要国までの分散分

析、反複測定分散分析、 Scheffeなどの多重比較検定)/分割j表分析/ノンパラメトリック検定(ー標本符号検定、

Mann羽1hitneyのU検定、 Wilcoxonの!畷位和検定、 Spearmanの蝦位担額、 Kendallの)11長位相関ほか)/国子分析

盟 rStatView生存分析セットJ
StatView日本語版にSurvivalTools日本語版をバンドルした臣療関係者のための特別セット(販売価格:130，000P3/税期)

画i圏南江堂守口3東京都文京区本郷3河 42番6号ニューメディア室宮問問鰍 Fax03-3814-8254 



髄轟轟襲欝罷譲盤盤欝轟轟欝欝購欝欝轟議離麟覇

昭和大学線科病続フォトセンター・ 金沢短大出版局メデイカルフォトセンター ・ 東京慈怒医大涯学情報センター

高播良治 @ 中嶋秀夫 小 松 一 祐 著

大好評を頂いたrマックで、スライド』の第2弾.

関Macintoshによるスライド作成に欠かせないソフトウェア

(Persuasion 3. 0 J， Photoshop 3.0 J， Delta Graph 
Pro 3.5 J)&ハードウェアの最新版をいち早く取り上げ、作

成方法の手順をオールカラーで図解.

85半U336頁
オールカラ一
定価5，500円

(本体5， 340円 '~~160円)

作例を多数掲載し、実擦のスライド作成に直接役立つ内容を

網羅.

送料380円
18BN 4-7848-7157-2 

機今まで、多くの入が髄んでいたスライドの色づかいや配色につ

いて詳しく解説@

{ 主要内容

第 1章イントロダクション
1.今、何故Macintoshか?

2. スライドシステムの干蕎成

第 2章スライド作成の前に
1.スライド作成の基本

2.カラー化の基本

3.色の基礎知識

4.配色の基本

5. スライドの背景と文字、オブジェクトの配

色

6. フォント

第 3章 Aldus Persuasion 3. 0 Jによるス
ライド作成

1. Aldus Persuasion 3. 0 Jの概要

2. Aldus Persuasion 2. 1 Jから3.0Jへの変

更点

3. Aldus Persuasion 3. 0 Jによるスライド{乍

成の手JI頃
4. スライドの操作

第 4章 Delta Graph Pro 3. 5 Jによるスラ
イド作成

1. De1ta Graph Pro 3. 5 Jの概要

2. De1ta Graph Pro 3. 5 Jの構成

3. De1ta Graph Pro 3. 5 Jによるスライドイ乍

成の手順

4. テキストの入力

5.グラフィックスの操作

6. グラフのカスタマイズ

7.その他のグラフの作成

第 5章 スライドに用いる画像の扱い
1.闘{象の取り込み

2. トリミング

3.保存

4.画像の修正・加工

第 6章フィルム出力
1. Polaroid Digital Palette HR-6000 
2. Aldus Persuasion 3. 0 Jからの出力手願

3. De1ta Graph Pro 3. 5 Jからの出力手JI蹟
4. トラブルシューティング

【巻末増補】
スライド作成と作成方法

進日本欝事新報社
酒干101東京都千代田窪神田駿河台2-9 圏振替00100-3-25171
罰TEし(03)3292-1551(大代表)
闇FAX(03) 3292-1550 (編集)・ 1560(販売)



“遊子とすQ教科書"3.5インチフロッピィ付き

曙静 定価6、695円(本体6、500丹)

ISBN4-7719-0143-0 C3047 

東京大学助教授諏訪 邦夫 著

512麻酔科学用語集改訂第2版蹴 312頁

日本麻酔学会編 定価2、575円(本体2、500円)

ISBN4-7719-0127-9 C3047 

3.5インチ フロッピィ・一太郎/Macライトに使える o

ATOK8 対応、日本語ワープロ用辞書発売

文

頒栴価格3網000円(送料・税込)

も検索と整 臨書館CD-ROMからの検索と
パソコンによる整理法

東京大学助教授諏訪 邦夫 著 定価2、800円(本体2、718円)

ISBN4-7719-0134-1 C3047 

Mac によるスライド作成ガイドブック

山口大学底学部助教捜 土井一輝 共著
宇部記念病院整形外科医長 農田 耕一部

定価3、200円(本体3、107円)

ISBN4-7719-0118-X C3047 

酔i年間購読料 金 35.700月〈増刊号含む)

定借2、600向
95年・増刊号定価4、500円 日本麻酔学会教育講演集

日本部酔学会準磯関誌 (との増刊号は自本蘇酔学会よりの無料配布はございません)

克誠堂出版株式会社11蝶3涼東京耕者都Eは文娘京区跡本郷蜘3了河自2肘3子行…づ十5一202位2 P問HO倒N氾剛E剖叩Oω叫3子臼川別-3認3認知8別叫1



{著者]J 11口吉太郎/Y.C.リー/掛樋一晃/

ミ三木康義/岩城正宏/鈴木茂生/林浩司

B5持 268質図表302点(うちカラー64点)

定価3，914円(本体3，800円・税114円)

{著者]水津博/Y.C.リー/掛槌一晃/向井秀幸/

山下直秀/金子関司

B5特 242頁図表164点(カラー10点)

定価3，296円(本体3，200円・税96円)

鞠基礎医学・薬学・生物学系研究者を主な対象

とするAT互換機ユーザのための1冊

第1章プレゼンテーションを成功させるには

第2章 Macintoshによるプレゼンテーション

第3章 IBM-PCによるプレゼンテーション

第4章カラースライド作成の実際

第 i章 AT互換機のハードウェアと馬辺機器

第11章 DOSNの基本操作

第111章最新ソフトウェア動向

第IV章研究支援のためのソフトウェア活用

第V章データの共用としAN

第VI章:故障と保守

{著者]加部一彦 母Macを楽々操縦するためのエッセンス.

B5判 172頁 図390点

定価3，090円(本体3，000円・税90河)

{著者}尾鵠民パ喬水稔

B5判 140頁

定価2，781丹(本体2，700円・説81円)

轡漢字Ta1k7やExce14.0などの最新のソフトウェアに対応.

噂これからMacを使いたい方の手引書として最溜.

第1章マッキントッシュとは

第2章ケース別ソフトウェア活用法

第3章医師のための統計処理入門

第4輩文献検索とデータベース



Windows for Expert 

i鱗髄語審議盤議題意
震霊山口和範他共著麟85変型判

圏定額2，800円(税制

Windows級統計解析ソフトと し て き 平 舗

の溺 い“VisualStat"をグラフ機能中心{こ手

燃を渡って多角的に解説します。 Windowsの
達率縫知器警からグラフ作成、システム構築とし

てのc0局にま至るまで、ありとあらゆる滋力の

全てな紹介。研究者技術煮の皆さん、統計解

析テクニ、ソク&グラフ作成ノウハウを身につ

けるチャンスです。

髄伊藤寿桂子著

麟85変型判

璽定値2，500向(税制

言語文発袋などに必喜警な“グラフ イラスト"をMac
で鰯単に作成!本警察は“手軽に きをしく寝すぐ役

立つ"をモット iこした、メディカjレイラスト作

成技法の決定級解説警察。霊霊協なき定例を使用し、グ

ラフ・イラストの搭き方からスライド作成室長で、

災銭的な技術と方法をレクチャ します。

力 新

2 緩慢綬警察:義

L鍾bVI罷
盟小西宏明/JohnP.Kerrigan共著

鐘85変型判館予価3，800円(説込)

Macintoshをグラフィカjレなき十澱制御装爾

へと変化させる“LabVIEW"。本警察は、こ

のしabVIEWを用いて、突緩や各議検宝歪磯署き

からのf怒号毛主M白Cへ取り込みデータ処理及

びグラフイヒ処理するまでの途穫をプ警察に解

説します。統計解析 グラフ化処理等を行

う 手 続 の 段 階 に お い て 必 婆 と な る 総 裁 ー 作

主語手j時現を詳しく紹介!

Macintosh for主xpert Macintosh for主xpert

StatV捨腎
4闘窃盟事罷蹄

鋭意審議錨F鍾酔齢

層襲ず建議3盟事輯
関小西宏明著

鰯85変型判

閤定髄3，800丹(税制

快遂なスライド環境を実現する絞会ブレゼンテ…

ションツーjレへと進化したDeltaGraphPro 3 0 客

室警は視魔的表現の褒であるグラフ作成を中心に徹

底解説。ヂ タをどんなグラフにすればわかりや

すくなるかつ作りたいグラフにどうすれば行き翁

けるかっといった実践的ノウハウを紹介。

臨小関宏明/

佐藤敏彦共箸

瞳85変型判

置定錨3，800F9(裂込)

本警警はいわば“StatViewを使って統計解析を学

ぶ"本。一般のアブソケーション解説本とは異な

り、統計解析の概念々万三去を学びながら自然に

StatVi芭Wのt言語作者tマスターできます。霊霊室毅な例塁霊

を問い、実際の統計解析手I1演をフローチャートモ

デルにさ茎づいて説明。喜蕃磁力、ら実践、応用までこ

れ一得てもマスタ…。

Photoshop3.0一臣瞭然
鐙島漆泰彦事苦湖B5.'flJ闘定俗3.200内(税込)

Persuasion 3.0J入門
閥大津築事tIIIIB5変型車j震予備3，200円(税込)

Adob昏 Photoshop A 色窃 ZIII 藍xc芭L5.0入門
E遠藤悦郎/笠弁亨/ラッセル・スパークマン共事寄窓B5変型.'flJ 富豪5居雅行事tIiIIIB5変型事IJIIIIJtf路2，800内(税込)

図監禁出五?Zfzf鰐析時is関関ri童館入問
廻林ひろ子著翻B5変型湘j毘予備3.200fIl(税込)

f for Macintosh 
ヂジタル社会 /:大衆との決JjIJ<マルチメディアマインド2ザインターネットスターターキット 2nd Edition 

軍軍盟書覇軍デジ9Jレコンパージェンス '94綴繍定儀1，800円(税込)/線浜野係機事苦闘定係2，000門 {税込盟MACLlFE綴霊定価3，800fIl(税込)



(自本語版)
欧米における

科学・技術分野関係者から

圧倒的な支持を得ている

ソフトウェア情報誌

SOFTWARE FOR SClENCE:;' 
待望の臼本語版は、

サイテックジヤノTンが

皆様にお践けいたします。

約1500種類のソフトウェア

プロダクトを紹介、専門家執祭による

関迷記事や最新a情報も

i筒裁です。

日 "rI記布サービスをご希望の方は
今すぐFAXでお申し込みください。

サイテックジャパン株式会社
干101東京都千代間区岩本町1-8-15

岩本町喜多ピル8F
TEし03“3865-6444FAX 03帯 3865治 6462

(干有限会社
ピクトワークス

'T108 東京都港区芝ふ30-1・208 Iー

TEL.03-5445-4749 I ~越El
FAX.03-5445幽 4704I←輸県 JRffilll!駅 →柴原
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@凶SINESSコンピュ-;ニュース
112符〈宮容認9番号)

-iii/シェア滋勤講書iこ突入
持築/滋勤するPC市境94-95年

曜器開SINESSコンピュ一世ニュース
1ハ 6~警 〈望書SS1場}

-iii/3全土が選会結成
特集/官普及に加巡っく透億ソフト

ただいた方々 i 

E 際1月28号 (BCl唱団号

最高緩童話資任者

..... 7 ロパート J・7ランケンパーグ氏
古島』 閤1月16自号 (BCNS81号)

評 f芦老砂初is問'SonSERγlSER符悶E回符刊聞吃
/，一

密 1月zお3日号 (ω菖CN唱5包号

νフマツブ ; 
鈴木童話沃 i 

j警 官ZiZF号)

;ア幾多い 窃…鯵;! コンピユ一タ流通の光と影 PARTV

I :ω98“帥6伴年より陥僻年で逮毅を部欄E関 臨 雪

ユ一夕可市1毒綴詰E勤語肉を綴陸際苦耳駁主材する『コンピユ一タ告波量量遜2の光と量影~J}

i も今t年FでPART5ふ.露寂王3発包童蕊査首鴎在線の現状と5実尾喜像単をE鍔翠つていきます

1 fll泊6自号/宮符9祭塁より喜潟署始‘以下、 E怒霊兇島F操晃/商1知韮9感晃/愛媛煤と鱗

特 制;

富むfSINESSコンピュー聖ニュースは毎週月号室おにお届けしています。 i

PCE菱重蕗のタイムリーなこユースのほか、分析記怒、 ! 
煩悶宮己警察、さ拝波閣率、そレて各種逮戦犯議1Jt;筒織さ i

れています。 E

@お荷い合わせ、おZ詳し込みは下記まで i 

震学骨盤呈鞠学;鶴舞 命ために
警若木 宏之
アルパート栄一・議所
摺日出夫
5去お警告 尚君主
オs:::多』 工主主盤
松下

著者らがマッキントッシュに手を触れた時から生じた問題を，多く

の経験に基づいて，効率的に利用する方法をまとめたもの。

同二時U29海東 334D号J定儲 3，，2.0.0月{税込)I 
i特別付録INIFTY-Serve加入に必要な IDナンバー(イントロパック)

五菱水島病院 卒裏 日 出 央 署

臨期工芝~ヰシト~三，.1:ユ噛
lg時 ;IJ.18.4東'292図、し定倍、3点∞問(税込).'

統計ソフト StatView⑧(日本語版)の使い方令データ入力から集計・解析・グラフ作成まで，留を多用して

解説。

隆盛鐙趨緩怒覇軍

リ ク事
露草F罷工:Z~ヰz二'"I-~::，.Iこ:1 ~謹艶

言語 I司病焼 香)11医科大学 東京大学医学部 広島市民病焼 向山済全長会総合病鶴

本多正道・五三野 進@法橋尚宏@工EI珂 博・平野由紀夫

I85半!J312頁 324al 定価ヰ.5.0.0円(税込)I 
文字(テキスト)をマッキントッシュでどのように処理していけるか 仕事にどのように役立つかを 具 体

的な実例そ挙げながら実用本位に解説。

盆 式会社 東京都文京区湯島 2-31-14 (千 113-91)電話(03)3811-7184
FAX(03)3813 -0288撮替00120-4-151494(営業部車通 )



日家コンビュータサイ工ンス学会会長・東京大学童学部 法橋揖宏著

V ;ヱ

コンピュータサイエンス学会会長である筆者による医師・研

究者向けのMac入門書で、す。目的をもってMac体験をすれば，

やがてあなたはMacの鉄人に!……。本警は臨床現場や研究活

動の支援ツールとしてMacを使いこなそうと思っている人のた

めに，具体的な事例でその手助けをします。

漢字トーク7.5対応など 最新パージョンのソフト・ハード

環境を，イラストや写真をふんだんに用いて，わかりやすく，

かつ実践的に指南。あなたの周りにいるMac米体験の方にも是

非お薦め下さい。

B5判‘ 220斑・定価 2，700円(本体2，622円)

95議事2用28盟議第

発行 MDR 
干169 草京都新宿区百人町1-22-23

新宿ノモスピJl，JF 
TEL 03 (5330) 2334 (代表)

続医学評論社
干169 策京都新宿区百人露Tl-11-29

ヂコムビル2F
TEL 03 (5330) 2441 (代若葉)

八偽
…実践 NIHImage講座

沼原利彦小島i青鼠/編 B 5変形判 160ページ定価5，700円

一医学・バイオ・ゲ‘ノム研究へのネットワーク完全活用ガイド

鵜川義弘水鳥洋/編 B5変形判 208ページ定価4，900円

医学・分子生物学研究のための Macintoshハンドブック 医学・分子生物学研究のための Macintoshハンドブ‘ツク 2

一遺伝子解析・データ解析から論文発表まで

法橋尚宏丸山和夫/線 B5半日 304ページ定{削4，800河

もっと知りたいデータ欝輯@論文接稽@スライド作成
法橋治1宏 丸山和夫/溺 B 5判 256ページ主主{耐久400問

〈近刊〉サイエンス研究のためのMac論文作成リファレンス佳子鴎司綴)/.よくわかるMac入門(法橋尚宏.?師俊也和

号室葬土桂 2;;忍ZCE詰?諒jiムZJJiL;;@お申し込みお問い合わせは，長怒りのE主主撃
]儲泣いj吉， または淡後小手士号苦言案音F>まで。



{日本コンビュータサイエンス学金の入会方法]
学会入会をご希望の方は，この用紙に必要事壌をご記入のうえ，学会事務局までドAX(03-5420欄

4679)にてお申し込みください.本年王手会費 (95年l丹18 ~12月 318/学会刊行物を含む)は5，000円と
なります.

郵便振替又は、銀行振込で下記日産にお願いいたします.品、入会金は無料です.

お掻込先

郵便振替 (00190-2-669593，自本コンピュータサイエンス学会)
銀行振込住友銀行五反田支脂(普通頭金訂鹿 1080099日本コンビュータサイエンス学会)

ー択一一一一一択一一一一総一一一一ー総一一一一終一一一一一総-

p 日本コンピュータサイエンス学会登録用紙

Z五五Z比 録 1 .新規登録 2.既登録(※Oをつけて明記ください)

フリガナ
氏 名

口一マ字

性 5せ 男 . 女 生年月 E19 年 月

勤 名 君、

所 属

務
所在地

T 

先 γE L . (内線) FAX. 

自 住 所 T 

!:êゐ~

T E L. FAX. 

学会誌送付先 勤務先 . 畠宅

NIFγY-Serve 
電 子 メ ール

Internet 

通 欄

日



関本学会誌「コンビュータサイエン

ス」では，会員の方からの投稿論文

を広く募集しております。サイエン

ス領域でのコンビュータの手技，ソ

フトウェアの開発等，学課的な分野

の診療や研究をとおして得られた成

果に関する寄稿を歓迎します。

J apanese J ournal 01 Computer Science 

コンビュータサイエンス

投稿論文募集のご案内

JJCS 

ライフサイエンスのたの予定，ご蛮鎗ツ ル

白…語…

私と"ットつω ク

学会事務馬:

~月

55 

55 

ηヨ掲澄夫 59 

60 

-詳細については本誌掲載

の投稿規定をご参照くださ

い。なお不明の点、につきまし

ては学会事務局にお問い合わ

せください。

〒141 東京都品川区東五反田 1-9 -7 -103 

TEL 03開 5448幽 9363 FAX 03圃 5420-4679

日本コンビュータサイエンス学会

Iαpanese Association Of Computer Science 



{コンビュータサイエンス(JapaneseJournal of Computer Science，略して JJCS)投稿鏡定 111

1. *誌の目的

本誌は，臼本コンビュータサイエンス学会の学会誌および論文

誌として刊行する。 本誌は，医学・俄学・薬学・看護学・理

学・工学・幾学に関連する幅広い分野で診療や研究活動に，コン

ピューターサイエンスを活用して得られた成果を分野の枠を超え

て交流させることを B的とする。

2. *誌誌が歓迎する論文

本誌は，とくに研究領へのコンビューターサイエンス的手技活

郊の実践的呉体的な論文を歓迎する。また，幅広い分野で利用が

可能なデータベースやソフトウェアの開発に関する論文も歓迎す

る。本学会は，分野の異なる研究者が参加する横裂の学会である

ことを念頭に，目約・対象・内容表現の記述にあたっては，手

技・分野を超えた明瞭さをお額いしたい。

3. 投稿資格

原則として，著者は学会員であること会必要とする。ただし，

編集委員会が認めた場合にはこの際りではない。

ふ投稿規定

勝稿は平日文または英文とし，別記する執筆要項で指定されたス

タイ)j..，にしたがう。

5. 校正

受理原稿の著者校正は，原別として初校のみとする。

6. 著者の負担は当分の筒以下のようにする。

投稿料:無料。

別fllt : 30部をさ表頭ミ著者に無料で進呈する。 30部をを超える希

望がある場合には，別に定める料念表ように著者負担となる。こ

の主義合，初校時に必ず必要部数を申し出ること。

そのほか:カラー印刷を希恕する場合には，原則として著者に

実資負強をお願いする。

7. 著作権

著作権はコンヒ。ュータサイエンス学会に所綴する。ただし，著

者は開発したデータベースやソフトウェアおよびハードウェアな

どに対する権利，論文内容を将来の研究のために利矧する権利等

は保有する。掲絞記事内容の資f壬は箸殺が負うものとする。

8. 査読

投稿原稿の採否は編集委員会が決定する。言JiEを要請された原

稿は指定期間内に改定しなくてはならない。

{コンビュータサイエンス執筆要項}

原稿は，原自IJとして，電子ファイ)j..，の形でお送りいただきます。

本誌は， Macintoshによる DTPにより組版を行っている関係上，以

下の形式でお送りください。本文，各図，各表，図説は，それぞれ

独立したファイルで保存してください。 また，本文・関・表の中

のフォントは，極力nsコード体系以外の外字を使用しないように

してください。文字化け等の確認のため，テキスト，図，表をプリ

ントアウトし，議{本等を指定したものを併せてお送りください。数

式はMathType(Macintosh)で総販を行ってL、ますので， MathType 

で作成された数式の場合はオリジナルのファイルをお送りくださ

い。それ以外の場合には，活字でプリントアウトしたものをお送り

ください。なお， Texには対応できません。

CMacintoshの場合〕

Macintoshフォーマットのフロッピーディスク，あるいは， 3.5 

インチ MO(I28MB) を使用してください。本文・図説はEDF

形式， MacWriteII-J形式，襟準テキスト形式のいずれかで保存

し，プリントアウトしたものも添付してください。なお， Solo 

Writerについては襟準のファイル形式でお送りください。図表は

PICT形式(圧縮なし)で保存し，プリントアウトしたものも添付

してください。国表のフォントはPSフォントをご使用ください。

Macintoshで作成した原稿は，本文・図・表に分けて保得した

ファイ Jしをお送りいただきます。数字や欧文の単語は，ミド角に統

してください。原則として，本文の和文フォントは網明朝体，

欧文フォントは Times，記号は Symbolを使舟してください。ま

た，本文国表を1liめアプリケーション独自の特殊フォントの使用

は極力さけてください。 また， ["カタカナ表記で Computerはコ

ンヒ。ュータですjのように欧文単語前後には半角スペースを採入

せずに， ["カタカナ表記でComputerはコンビュータですJのよう

にベタ打ちとしてください。

論文の長さは，論文の場合は，仕上がり 10員以内，短報の場合

は， f土上がり 41"(以内をめやすにしています。論文の場合は，

10，000文字以内(図表は l点、につき200字として換算してくださ

本文のファイルの名前は筆頭著者。“本文"十投区画日としてくだ

さい。例 “法橋尚宏.本文94/08/28" 英文・手口文いずれの投稿

においても，英文・和文隠jjの題名・ 3著者・所属・キーワード・

望書約が必要です。本文の幸えさ在は以下の順序でお脅さください。

running head (全角20字以内)，別刷諮求先。

和文題名，和文著者名，手fJ文所属，和文キーワード，手詩文芸E
約 (600字以内)

英文題名，英文著者名，英文所属，予定文キーワード，英文婆

約 (3∞語以内)

本文，謝辞，文獄， I羽説

引用文献は本文での引用)1僚に番号をふり，本文中では引閉鎖所

に[1 ]のように記入してください。なお，各文献は次の形式にし

たがってください。著者は3人まではすべて記し 4人白からは

そのほかとしてください。

雑誌のとき [番号]著者，論文Jl!11J，雑誌名，巻(発行年限

暦)，開始頁ー終了頁

単行本のとき [答号}著者，沓名，発行所名，発行場所，発

行年

表は 1枚ずつ保存してください。ファイ)j..，名は，筆頭箸者.表

番の形式にしてください。例 “法橋尚宏.表 1" 

図のファイル名は，筆頭首:者.図径の形式にしてください。例

“法橋尚宏関 1"。なお，創立五ダンプは256色グレ一階調・縮小

せずに保存。写:爽はスライドあるいは紙焼主主爽をお送りくださ

い。写真の築阪に，題名・築顕著者・図の番号・天地を記入して

ください。

CDOS系の場合/UNIX系の場合〕

基本的には上述の MacintoshIこ準じますが， 640KB (8セク

タ)もしくは720KB(9セクタ)にフォーマットされたフロッピー

ディスクを使用くださLミ。本文，表，国説は DOSテキスト形式

で保存し，プリントアウトしたものも添付してください。なお，

一太郎については標準のファイル形式でお送りください。図は

プリントアウトしたものをお送りください。

お送りいただくものフロッピーディスクあるいは3.5inch MO 

(光磁気)ディスク:ラベルを貼って，論文表題，著者名をお書き

ください。必要があれば写真:スライドあるいは紙焼。

原稿打ち出し:イタリックなどの文字属性を米議き指定した原

稿打ち出しを必ず同ますください。図表の挿入位置やサイズに指定

がある場合には併せて記入ください。

国表打出し :関表の番号を併せてご記入ください。

カバーレター:題名，著者，同封されているフロッピーディス

ク・写真・打出しの数，フロッピーディスク内のすべてのファイ

ル名，本文や表を作成したアプリケーション・システムのパー

ジョン等について記入したカバーレターをつけてください。

送付先 フロッピ一等は適当な厚紙などで挟むか，導周のメー

ルパックをお使いください。角3封筒に保護厚紙を同封し，必ず

簡易書留にてで記の送り先にご送付ください。原則として，お送

りいただいた原稿・メディア・写真は返却]いたしませんので，予

めご自身でパックアップコピーをお願いいたします。

送付先:守141東京都品川区東五反自 1-9 -7 -103 

8本コンピュータサイエンス学会事務局
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第 4呂田本コンビュータサイエンス学会総会の案内

日本コンピュータサイエンス学会総会は，年2田開催されます。次回の第 4同学会総会は，本年の 8

丹末頃に開催を予定しております。今回と伺様に一般演題を公募いたしますので ご希望の方は事務局

に演題申込要項をご請求ください。詳しい日時などにつきましては 学会事務局にお問い合わせくださ

p。また， NIFTY-ServeのFBIO(バイオフォーラム)の掲示板には，案内文を随時登録する予定です。

なお，入会金は無料ですが，年会費は5，000円となります。

[編集後記]

本年 1月17日早朝の兵庫県南部地震によって引き超こされた阪神大震災により，突然命を奪われた多

くの方々と御遺族に深く哀悼の意を表します。また，現在も避難生活を余儀されなくいる方々，負傷・

疾病で苦しんでいる方々に心よりのお見舞いを申し上げます。本学会関係の研究者，また本学会を支え

てくださっているコンピュータサイエンス関連企業におかれましでも，厳しい状況を強いられておられ

る方々がおいでになると思いますが，皆様の一刻も早い活動の再開が可能となりますことを祈念してや

みません。

昨年8月創刊されました日本コンビュータサイエンス学会誌「コンピュータサイエンスJも，おかげを

持ちまして第 2号発刊の運びとなりました。本学会の臣的は， r本会は，医学・看護学・歯学・薬学・農

学・理学・工学に関連する幅広い分野において 診療や研究活動ヘコンビューターサイエンス関連技術

を活用して得られた成果に関して，分野の枠を越えた交流を行なうことを巨的とする。また，本会は研

究者が自らの手でコンピュータサエイエンスに関するグループを形成し，さまざまな活用事例を交換し，

議論を重ねてその成果を公表していくことにより，自らの研究分野とコンビュータサイエンス関連分野

双方の交流と発展をめざしているjと会期でうたっているとおりです。専門分野にかかわらず，コン

ピュータを使われる方/作られる方，双方の幅拡い御参加をお待ちしております。(沼原利彦)

コンビュータサイエンス編集委員

編集委員長沼原利彦
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11情報力が研究開発力11、とは言っても最適に編集整理して

いなければ、情報の洪水の中であっぷあっぷ。EndNote

Pluslこお任せください。EndNoteP1usは、膨大なJ情報を

より活用しやすく編集整理する文献 ・論文専門データベー

スソフト 。必要データだけを使いやすく整理・加工して、

独自のデータベースを簡単に構築。情報の活用、共有化を

強力に推進します。そのうえ、商用データベースの情報を

EndLink2 

EndNote P1usに取り込むEndLinkをリ ンケージして利用す

れば、情報収集力もパワーアップ。MEDLINE、BIOSIS、

DIALOG、SilverPlatterといった商用データベースの膨大

な情報の中から必要情報だけを取り込み、独自のデータベ

ースをさらに強化できます。情報の編集 ・整理はEndNote

Plus、情報収集はEndLink。リンケージ活用で、研究開発

や新製品開発の効率化に威力を発揮します。

5e白rchwho 1 e 1 i brôr~ ヱj n Find J) 

1992 M t. j 0 r t r 1. n CI U ・IiI・V

1992 同 制uαm回 向旭町田岡y
1993 Sta(町市C創9Vi:拍n司 for9o1rν@副 nctbn

Matth刷局 1993 Akxlk.at'∞町田 a係閣ibocau司 d

必要事量器

口門司tchCose 
口門司tchWords 

図UseIndexes 

symbols ....1 

~ヨ
[5et D互oult 1 加デタベース ト

Endnote Plus 2 (英語版) ￥44，800 
Endnote Plus 1.3 (日本語版)￥40，000

情報取り込みソフト
End Link 2 ￥14，800 

者募

「第2回最新教育・研究ソフト実践セミナー」の受講を I 

ご希望の方は、お気軽にお問い合せ下さい。(参加無料!
日時 ~löl年2月~日 (土) 午後1 時ri:IÕl時 I 

場所 :東京幕張プリンスホテル I 

System6.0.2以上 (System7、KT6.0.7、KTI.l対応)

RAM 750k以上
.お問い合せ:パーシティウェーブ宛、お問い合せください。 I 

HDD 3.8M以上 (EndLinkは473祉以上) (FAX: 03-3384-8866 I 

・圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃園田 ・l

州附reforeduωonぬrsityWave
ーブ 干164東京都中野区中央5-41-17Fuj 
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.インターネッ卜利用した生命科学情報の広域データベース化とその意義

一日本産アリ類力ラ一画像データベースの紹介一 一................... … 月井雄二ほか

・デスクトップパブリッシングによる医学書の制作の実際

ーパソコンによる本づくり一 ...................・ e ・…・ ・…・e・-…..・e・-田中越郎ほか

・NIHImageを用いた形態計測一月干類洞内度小孔の数と大きさの計測法 ....・H ・.........名倉 徹ほか
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〔シンポジウム〕 園21世紀を志向するコンビュータサイエンスのあり方

.陶山昭彦(司会)，関原成允 (ゲス ト)，尾崎 長，金子周二，清水稔 (パネリスト)

〔特別講演〕 ・遺伝子情報処理への挑戦一並列コンビュータを用いた

マルチプルアラインメントを中心に一

〔招待講演〕 ・研究文化とWorldWide Web 

.WWWサーバーによるインターネ ット生物医学国際会議開催

〔パネルディスカッション〕 園生物現象とシミュレーション

星田昌紀

佐藤進也

.村瀬澄夫

・リミットサイクルの概念と応用について 藤原敏浩

・生体の数理モデルについて(自律神経の心拍変動制御モデルから)..高井一岳

.粘菌における位相スイッチングによる原形質流動の自動補償機構

中垣俊之ほか

・アポトーシスについて ・・・・.....・e・......…......... ・..........，......... 野上長理

。一般演題講演要旨
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〔診断論理・ QuickTime応用〕

〔臨床統計解析〕
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。会報
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