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(2016 年 8 月 5 日 受理) 

 
1970 年、国際原子力機関（IAEA）のもと国際原子力情報システム（International Nuclear 

Information System、INIS）計画が開始された。これは、原子力科学技術の平和利用に資する

ため、参加する国や国際機関が各々の国や機関で作り出された文献情報を IAEA がデータベー

スとしてとりまとめ、世界に情報ネットワークを通じて発信する活動である。日本では国（当

時の科学技術庁）からの依頼により、日本原子力研究所（現日本原子力研究開発機構）が日本

のナショナルセンターとなり発足当初から今日までそれに参加してきたが、その国内活動は外

部有識者からなる諮問委員会であった国際原子力情報システム（INIS）協議会からの助言等に

支えられ成し遂げられてきたといえる。本報告書は、その協議会の設置、規程また第 1 回（1970
年 10 月）～第 34 回（2005 年 3 月）までの開催議事、委員の変遷、さらに各回の議事録をと

りまとめたものである。 
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Under the International Atomic Energy Agency (IAEA), the International Nuclear 
Information System (INIS) Programme commenced in 1970 and ever since INIS has been 
acting as a database system available worldwide through information networks each time 
providing bibliographic information then full text documents of literature, technical 
reports, etc. on peaceful use of nuclear science and technology, thoroughly supported and 
maintained by INIS Secretariat in Vienna, on the other hand the inputs for INIS are 
provided by Member States and Organizations in their own boundaries. As for the INIS 
activity in Japan, while, the Japan Atomic Energy Research Institute (JAERI), then 
succeeded as the Japan Atomic Energy Agency (JAEA) as of today, the both have been 
responsible with the INIS activity in Japan as the INIS National Centre for Japan based on 
the request of the "former" Science and Technology Agency of the Japanese Government, an 
advisory committee had have a very important role for the INIS activity in Japan by 
enthusiastically advising the whole related to the activity from advanced and 
comprehensive viewpoints of expertise. This report describes about it, the Advisory 
Committee of International Nuclear Information System (INIS) for Japan, successfully 
been held 34 times from Oct. 1970 to Mar. 2005. Included are the history and its records, 
change of the member and topics of the Advisory Committee, and the minutes.  
 
Keywords: INIS, International Nuclear Information System, Database, Advisory 
Committee, Bibliography, Information Collection, Information Repository, Information 
Dissemination, Chronological Tables, JAERI, JAEA   
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1. はじめに 

 
1970 年、国際原子力機関(International Atomic Energy Agency, IAEA)において国際原子力

情報システム(International Nuclear Information System, INIS)計画が開始された。これによ

り INIS 加盟の国々や国際機関は、自国及び自機関内で作り出された原子力科学技術の平和利

用に供する科学技術論文や報告書、また会議録等の書誌情報を入力データとして INIS 事務局

に提供し、一方 INIS 事務局はそれをデータベースに構成し、国際的に流通・共有する活動を

今日まで実施してきている。 
日本では、その計画に対し、国(旧科学技術庁)からの依頼により INIS の日本側窓口となった

当時の日本原子力研究所(原研、現 日本原子力研究開発機構)内に国際原子力情報システム協議

会(INIS 協議会)が発足し、1970 年から 2005 年まで INIS 計画実施に係る各種関連した事項に

ついて協議し、提言などを行ってきた(日本原子力研究開発機構の発足に伴い、2006 年からは

国際原子力情報システム委員会(INIS 委員会)が発足し活動している)。この協議会は、INIS 計

画の日本での活動を基礎及び大局的な視点から支援することを第一の目的とした。 
本報告書は、その議事録をはじめ協議会の設置、規程、開催議事の一覧と委員の変遷等につ

いて記録としてまとめたものである。また、本報告書の刊行に際し、INIS 事務局ヘッド Mr. 
Dobrica Savićより INIS 協議会及びこれまでの日本での INIS 活動に対する感謝のメッセージ

が寄せられており、あわせて記載した。 
なお、INIS 協議会の下で 3 つの専門委員会が活動してきた。そのうちの２つが情報流通専

門部委員会と INIS 提供技術専門部会(前インプット技術専門部会)であり、それぞれの活動の記

録は別途報告書(JAEA-Review 2010-015, JAEA-Review 2011-015)にまとめられている。残り

の 1 つの専門部会は利用技術専門部会である。 
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2. INIS 協議会の諸記録 
 
INIS 協議会の活動は INIS の歴史、変遷に沿ってなされた。 
IAEA における INIS 計画の始まりに呼応し、INIS の日本側窓口となった当時の原研に事務

局を構え INIS 協議会が設置され、原研理事長の聴聞組織とされた。INIS 協議会は、INIS 計

画の日本国内での主活動目的である、 
(1) INIS への情報提供 
(2) INIS 資料の利用 

の実現に向けて、基本政策等への意見具申を行うとともに、日本原子力学会等関係機関との意

見調整及び集約を行った。原子力委員会の原子力長期事業計画において INIS 計画実施の必要

性が明記されたことなども後押しとなり、INIS 協議会は設置後数年、 
・日本の INIS 参加の意義 
・INIS への情報提供の意義 
・国内における協力体制の整備・強化 
・IAEA に対する要望 
・原子力情報センターとしての役割 
・レポートの流通 
・書誌事項などの標準化  
・INIS 磁気テーブ利用の意義 
・IAEA への要望 
などについて、日本のナショナルセンターである原研理事長の聴聞に対し意見具申及び提言し、

日本による INIS 計画実施の基礎固めに貢献した。 
 
その後も原研が核燃料サイクル開発機構と統合され日本原子力研究開発機構が発足する

2005 年まで、関係方面の委員との調整を図りながら概ね年１から２回の協議を重ね、INIS 計

画の日本における発展に貢献していった。INIS 協議会での協議内容は多岐にわたる。主なも

のは以下のとおりである(概ね年代の古い順より列挙)。 
・INIS の近況 
・専門部会報告 
・磁気テープの利用、検索 
・INIS 資料の利用、課題 
・1984 年 INIS アジア・太平洋地域訓練セミナー 
・OECD 国際エネルギー機関「エネルギー技術データ交換計画(ETDE)」への参加 
・INIS CD-ROM 
・INIS の将来計画 
・INIS20 周年記念行事開催、INIS ビデオ日本語版紹介 
・INIS データベースに関するアンケート結果、INIS 利用者調査 
・INIS データベースの利用促進方策 
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・INIS 主題範囲の拡大と分類変更 
・INIS 国内オンラインサービス方式の変更と利用の現状 
・INIS リエゾンオフィサー会議日本開催 
・INIS における非市販資料の CD-ROM 化、非市販資料全文提供の現状 
・INIS とインターネット、原子力情報の Web での発信 
 

上記各テーマの個々の内容の記録を、「INIS 協議会の設置」、「協議会議事録」、「INIS の歴

史、変遷」などとして 4 章の資料集とした。 
 

INIS 協議会の活動は、文献利用にかかる目録(書誌)情報の作成、統合、保存、利用などに関

するものであったが、それらの活動はいずれもその時代背景が著しく変化する中でのものであ

った。すなわち、1970～2005 年という日本における原子力エネルギーの利用の草創期から 21
世紀初頭まで、紙面ベース、磁気テープ、また高度化・コンパクト化する電子計算機、Compact 
Disk など新記録媒体の活用、さらに Internet に代表される情報ネットワークの飛躍的進展及

び拡大、という時代の流れの中にあった。INIS 協議会はその流れの中で、文献情報の効果的

な活用の道案内に果敢にチャレンジしたといえよう。平和利用に供される原子力エネルギーの

文献情報の収集、保存および利用普及を、国際原子力機関(IAEA)を介しての展開として議論し

提言してきた、そのような側面を有したといえよう。 
今後も情報に関する環境はめまぐるしく変化していくことが予想される。また、2011 年に日

本で起きた福島第一原発事故、その関連文献あるいはインターネット情報の取り扱いは、とり

わけ大きなかつこれまで経験したことのないチャレンジであろう。本報告での INIS 協議会の

記録は、そのような今後の情報社会および原子力を取り巻く環境の中での今後の INIS 活動、

あるいは同じような情報の収集、保存、発信普及等の活動が生き抜いていくすべ、また進むべ

き方向の示唆を含むものかもしれない。INIS 協議会は、IAEA/INIS 計画の日本国内での活動

を、国内関係機関との緊密なつながりを支えるなどしてサポートしてきた一面を持つ。福島第

一原発事故に係る関連文献あるいはインターネット情報の取り扱いにも、国内関連機関とのさ

らなる連携、結果としてオールジャパン体制でチャレンジしていくといった姿勢が示唆される

かもしれない。INIS 協議会は 2005 年で幕を閉じたが、翌年からは INIS 委員会が発足し INIS
活動を支えている。 
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3. INIS 事務局ヘッド Mr. Dobrica Savićより寄せられた感謝のメッセージ 
(原文) 
INIS in Japan: Over 45 years of fruitful cooperation between the INIS Centre of Japan and 
the INIS Secretariat 
 
The Statute of the International Atomic Energy Agency states that "The Agency is 
authorized: to foster the exchange of scientific and technical information on peaceful uses 
of atomic energy". With this in mind, the IAEA, in 1969, established the International 
Nuclear Information System (INIS), a system that provides online access to a 
comprehensive collection of references to the world's literature on peaceful uses of nuclear 
information. 
 
As one of the original 25 founding members of INIS, Japan is one of the major contributors 
to the INIS repository which consists of 4 million records. The Japan Atomic Energy 
Agency (JAEA), formerly the Japan Atomic Energy Research Institute (JAERI), acts as a 
national INIS Centre and, since the inception of INIS, has played a very important role in 
the development of the INIS Secretariat and the improvement of its information products 
and services. The INIS Centre of Japan has offered its continuous support and guidance to 
the INIS Secretariat and has contributed more than 120,000 bibliographic records and over 
28,000 full-text documents to the INIS repository. Annually, INIS has more than 3.2 million 
page views, with researchers and visitors from Japan being among the most frequent. 
 
In October 1984, at the invitation of the Government of Japan, the first regional INIS 
training seminar for the Far East was held in Tokyo. In May 1996, the 24th Consultative 
Meeting of INIS Liaison Officers was held in Kyoto. In 2006, a new version of the INIS 
database on the Internet was launched and one of the improvements included Japanese as 
part of a multilingual interface. In 2012, thanks to the considerable translation efforts 
made by the national INIS Centre of Japan, Japanese became the eighth language of the 
INIS Multilingual Thesaurus. At the same time, the INIS Repository Search user interface 
and the Search Help file were also made available in Japanese. In 2015, in cooperation 
with the national INIS Centre of Japan, the INIS Secretariat successfully incorporated the 
Fukushima Nuclear Accident Archive (FNAA) records into its repository. 
 
This all would not have been possible without the great work carried out by the national 
INIS Centre of Japan and the support they received from the Advisory Committee of INIS 
in Japan. The INIS Secretariat sincerely appreciates the work done by and looks forward to 
the continued mutually beneficial cooperation with the national INIS Centre of Japan. 
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Dr Dobrica Savic 
Head, Nuclear Information Section, IAEA 
 
(和訳) 
日本における INIS：45 年にわたる日本の INIS ナショナルセンターと IAEA/INIS 事務局との

実り多き協調 
 
IAEA 憲章では”IAEA は原子力の平和利用に関する科学技術情報交換を促進する権利を有する”
とうたわれる。それに基づき、1969年 IAEAは、国際原子力情報システム International Nuclear 
Information System (INIS)を立ち上げ、それは世界で平和利用に供する原子力情報文献の包括

的なコレクションへのオンラインアクセスをもたらし続けている。 
 
INIS発足当初の 25のメンバーの 1つである日本は、今も、現在 400万件のデータからなる INIS 
Repository への主要貢献国の 1 つである。JAEA（前身は旧 JAERI）は、INIS 設立当初から

日本のナショナルセンターであり、INIS 事務局の発展と情報生産物、サービスの改良、改善

において重要な役割を担ってきた。日本のナショナルセンターは INIS 事務局への継続支援、

助言に加え、12 万件余の書誌レコードおよび 2 万 8 千件余のフルテキストデータを INIS 
Repositoryに提供している。また INISは年間320万件余の研究者等のページビューがあるが、

日本はその多くを占めている。 
 
1984 年 10 月には、日本政府による招待を受け東京で第 1 回極東地域 INIS トレーニングセミ

ナーが、また 1996 年 5 月には第 24 回 INIS リエゾンオフィサーコンサルタント会議が京都で

開催された。2006 年開始の新しいインターネット版 INIS データベースでは多言語インターフ

ェースの改良の 1 つとして日本語の追加がなされ、ついに 2012 年、INIS 多言語シソーラスに

おいて日本語が 8 番目の言語として利用に供されることとなった。日本のナショナルセンター

による日本語訳作成の並々ならぬ努力に感謝する次第である。時を同じくして INIS 
Repository 検索ユーザインタフェースおよびサーチヘルプファイルも日本語で利用できるよ

うにしていただいた。さらに 2015 年、日本のナショナルセンター協力のもと、INIS Repository
に福島原子力事故アーカイブ(FNAA)レコードの掲載を成し遂げることができた。 
 
これらすべては、日本のナショナルセンターの多大なる業務及び功績、また日本の INIS 活動

への諮問委員会であった INIS 協議会によるサポートなしには成しえなかったことといえよう。

INIS 事務局はそれらに心から敬意を表し、今後も引き続き日本のナショナルセンターとの間

で互いに有益な協力を実施していくことを期待したい。 
 
PhD, ドブリカ サビック 
IAEA 原子力情報課 課長 (INIS 事務局ヘッド) 
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4. 資料集 
 

4.1 INIS の歴史、変遷 
===================================================================== 
1966 年 国際原子力情報システム提案 
1967 年 INIS 事務局設立 
1969 年 INIS 実施を IAEA 理事会承認 
1970 年 INIS の運営を開始 
1971 年 ディスクリプタ付与を開始 
1973 年 主題範囲が原子力全般に拡大 
1976 年 INIS Atomindex 誌が索引誌から抄録誌に、Nuclear Science Abstracts 誌廃刊 
1978 年 INIS 事務局でオンラインアクセスの提供を開始 
1979 年 主題範囲に放射線医学、核医学が追加。データフラッギングを開始 
1984 年 JOIS によるオンラインサービスを開始 

INIS アジア・太平洋地域訓練セミナーが東京で開催 
1986 年 INIS の収録件数が 100 万件を突破 
1990 年 入力ソフトウェア FIBRE を開発 
1991 年 CD-ROM 版 INIS データベースの作成を開始 
1994 年 INIS 参加規約が改訂 
1996 年 WEB 版 INIS データベースの作成を開始 

INIS リエゾンオフィサー会議が京都で開催 
1997 年 非市販資料の提供媒体がマイクロフィッシュから CD-ROM 版へ変更 

INIS の収録件数が 200 万件を突破 
1998 年 INIS Atomindex 誌の冊子体が廃止され、CD-ROM 版へ変更 
2000 年 インターネット上の原子力情報へのリンク集の提供を開始 
2001 年 IAEA 科学技術情報部が改組により原子力エネルギー部に統合 
2002 年 情報流通研究専門部会 100 回記念講演会を開催 
2003 年 IAEA INIS 課が改組により原子力情報課となる 
2004 年 コンピュータ支援インデキシングを開始 
2006 年 INIS シソーラス多言語辞書電子版を作成 
2008 年 INIS の収録件数が 300 万件を突破 
2009 年 INIS データベースのインターネット提供開始 
2011 年 インターネット版 INIS データベースを Google 検索エンジン版に変更 
2012 年 日本語版 INIS シソーラス完成 
2013 年 Google 及び Google Scholar から INIS データベースが検索可能となる 
2014 年 INIS Collection Search として NUCLEUS(IAEA の原子力情報サービス)、IAEA 

図書館所蔵目録情報も検索可能となる 
=====================================================================
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4.2 INIS 協議会の設置 
===================================================================== 

我が国内で発生する資料情報のインプット、ならびに INIS のアウトプットの利用に関する

交流は日本原子力研究所を通して行われるので、 
① IAEA からの入手情報についての国内利用に関する基本的な方策を樹立するとともに、 
② 国内発生情報の提供に関する協力方法の具体化を図り、 
③ INIS の運営などに関し日本としての意見を求められた場合、関係方面の意見を集約する

必要がある。 
以上の理由により、日本原子力研究所理事長の聴聞組織として国際原子力情報システム協議

会が設置されることとなった。理事長からの国際原子力情報システムに関する最初の聴聞の文

書（45 技情第 17 号）を次頁以降に掲載する。 
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4.3 INIS 協議会規程 
===================================================================== 

┌11 達第 64 号    ┐ 
└平成 11 年 3 月 31 日┘ 

昭和 45 年 8 月 25 日 45 達第 51 号 
改正 昭和 47 年 9 月 13 日 47 達第 25 号 

平成 8 年 5 月 11 日 8 達第 45 号 
平成 11 年 3 月 31 日 11 達第 64 号 

（全部改正） 
（設置目的） 

第 1 条 日本原子力研究所（以下「研究所」という。）に、国際原子力情報システム（以下「INIS」
という。）に対応して行う国内活動を円滑かつ適切に進めるため、委員会等設置共通規程第４

条に規定する協議会として、国際原子力情報システム協議会(以下「協議会」という。)を置

く。 
（所掌業務） 

第 2 条 協議会は、INIS に対応して行われる国内活動に関する重要事項について、理事長の

聴聞に応じて協議し、意見を述べる。 
２ 協議会は、前項に掲げる事項について、議長の判断により協議し、理事長に意見を述べる

ことができる。 
（組織） 

第 3 条 協議会は、議長及び委員若干人をもって組織する。 
２ 協議会は、副議長 2 人以内を置くことができる。 

（議長） 
第 4 条 議長は、研究所の役員又は職員のうちから理事長が委嘱し、又は任命する。 
２ 議長は、協議会を代表し、会務を総理する。 
３ 副議長は、研究所の職員のうちから、理事長が任命する。 
４ 副議長は、議長の職務を補佐し、議長に事故があるときはその職務を代理する。 

（委員） 
第 5 条 委員は、研究所の役員及び職員並びにこれら以外の者で学識経験のあるもののうちか

ら、理事長が委嘱し、又は任命する。 
（専門部会） 

第 6 条 協議会は、専門の事項について意見を聴く必要があると認めるときは、専門部会を置

くことができる。 
２ 専門部会は、委員若干人及び専門委員若干人をもって組織する。 
３ 専門委員は、研究所の役員及び職員並びにこれら以外の者で学識経験のあるもののうちか

ら、議長の意見を聴いて理事長が委嘱し、又は任命する。 
４ 専門部会に属すべき委員及び専門委員は、議長が指名する。 
５ 専門部会の業務を総理させるため、専門部会に部会長を置く。 
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６ 部会長は、当該専門部会に属する委員のうちから、議長が指名する。 
７ 部会長に事故があるときは、当該専門部会に属する委員(委員がいないときは専門委員)の

うちから、議長が指名する者がその職務を代理する。 
（幹事） 

第 7 条 議長及び委員を補佐するために、協議会に幹事若干人を置くことができる。 
２ 幹事は、研究所の職員のうちから、理事長が任命する。 

（任務） 
第 8 条 議長、委員、専門委員及び幹事の任期は、１事業年度内の期間とする。ただし、再任

を妨げない。 
２ 欠員が生じた場合の補欠の議長、委員、専門委員及び幹事の任期は、前任者の残任期間と

する。 
（招集） 

第 9 条 協議会及び専門部会は、必要に応じて議長が招集する。 
２ 研究所の役員は、意見を聴き、又は説明をするため、協議会の会議に出席することができ

る。 
３ 協議会及び専門部会は、必要があると認めるときは、それぞれ、委員及び専門委員以外の

研究所の職員その他の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 
（庶務） 

第 10 条 協議会の庶務は、研究情報部国際情報室が行う。 
（廃止） 

第 11 条 協議会は、第 2 条に規定する業務を終了したと理事長が認めるときは、廃止する。 
附 則 （平成 11 年 3 月 31 日 11 達第 64 号）  

この規程は、平成 11 年 4 月 1 日から施行する。 
===================================================================== 
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4.4 INIS 協議会の運用 
===================================================================== 

 
１．本委員会は委員よりなり、基本的方針について意見具申を行なう。 
２．この具申の際の起草原案は、必要により、本委員数名よりなる臨時小委員会を作って作

成する。 
３．常設専門部会は委員と専門員とから成る技術部会とする。 
４．下記の専門部会は、標準として 10～15 名より構成され、次の技術的検討を行なって、

本委員会に報告する。 
(1) 提供技術専門部会 

a. 情報提供ルール、マニュアル類の検討 
b. 情報提供技術に関する INIS へのコメント 
c. 国内での適用に関する技術の開発と向上 
d. その他情報提供技術に関すること 

(2) 利用技術専門部会 
a. 検索に関する技術の開発と向上   
b. テスト検索結果の評価と解析 
c. 検索側からみたインプット技術への提案   
d. その他情報利用技術に関すること 

(3) 情報流通研究専門部会 
a. 利用需要のパターンと構造の把握 
b. 流通面からみた学協会誌との連携 
c. その他情報流通の技術に関すること 
 

提供技術専門部会   
本委員会        利用技術専門部会   

情報流通研究専門部会 
===================================================================== 
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4.5 INIS 協議会からの意見具申 
===================================================================== 

昭和 46 年 11 月 10 日 
国際原子力情報システムに対応して行なわれる 

国内活動に関する基本的方策の策定について(意見具申) 
INIS への提供(インプット)について 

 
国際原子力情報システム協議会 

国際原子力情報システム(INIS)に対応して行なわれる国内活動は、(1) INIS への提供(インプッ

ト)と、(2) INIS 資料(アウトプット)の利用に大別できるが、当協議会としては、とりあえず前

者を主たる対象とし、4 次にわたる審議の結果、下記のとおり結論を得た。 
記 

1 日本の INIS 参加の意義 
(1) 各国における原子力科学・技術の急速な発展に即応するため設立された INIS に、この分野

において先発国と肩を並べるに至ったわが国が当初から参加し、単に情報を入手、利用する

にとどまらず、国内で発生する同情報を積極的に握供し、世界的規模でさらに一層普及しう

ることは、わが国の原子力研究・開発の発展のために望ましいことである。 
(2) INIS への提供は、国際的な相互分担方式であり、 INIS 資料の作成は IAEA で一元化され

ている。したがって、自国分の情報処理と提供のみで参加国すべての情報を利用できること

は、情報流通の面からみてきわめて効率的である。 
(3) 国内の担当機関として、日本原子力研究所が指名されたことは、当該研究所の研究ならび

に情報の活動からみて、世界主要国の原子力情報センターの位置づけ上、当を得たものであ

る。 
2 INIS への提供(インプット）に関する基本的方策の策定に際して留意すべき事項 
(1) INIS への提供の意義 

a 本システム参加の意義は、日本の原子力科学・技術の発展状況を世界に紹介し、理解せ

しめるとともに、INIS 本部に集まった世界的原子力情報を国内の利用に供し、研究・開

発促進の一助に供することにある。このプロセスにおいて最も重要なことはアウトプット

の有効利用である。 
b INIS のように各参加国から提供された情報の集積が、そのまま INIS 資料として還元さ

れるような国際情報流通システムの場合、利用の主眼である検索効率の面からみて、提供

そのものの良否、すなわち資料収集の網羅性・迅速性および記載事項の精度が、このシス

テムの成否を決定する重要を因子である。したがって、提供への努力傾注は必須の条件と

なる。 
c インプット情報の計算機処理による相互分担方式は、世界でも新しい試みである。各種典

拠ファイルの整備、検索語の付与および定常的な処理等、技術・実施の両面にわたって関

連各部門が積極的に幅広い要員養成を行なうことは、INIS 資料の有効利用に至る至近の

過程である。 
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(2) 国内における協力体制の整備・強化について 
a 1972 年、1973 年と段階的に予定されている提供の対象範囲（スコープおよびカバレッジ）

の拡大に伴い、急激に増大する情報量の処理に対処する措置を早急に講じる必要がある。 
現在、日本原子力研究所が中心となり、日本科学技術情報センター、慶応義塾大学医学

情報センターの協力を得る体制にある。 
上記対象範囲の拡大に伴い、とくに原子力のようを広範囲にわたる科学・技術の分野に

ついては、関係多方面の協力を得ることができる体制を早急に組織することが必要である。 
b 日本原子力研究所は、日本の原子力情報センターを目標として、一研究所の範野内にと

どまらず、国内の原子力情報の一元的利用をより強力にはからなければならない。この線

にそって原子力政策を推進する母体である政府が積極的な助成策を講じることが肝要であ

る。 
その際、国内情報システム(NIST)の一環として、他の情報システムと密接な連係をとる

とともに、原子力関連機関および学会等を含めた協力体制を作り、収集・処理・利用等に

関して円滑な国内情報流通を図ることが望ましい。 
c 原子力のような国家的規模における研究・開発の促進に情報交流の媒体としてレポートの

占める重要さが近来ますます増しつつある。 
INIS 初年度の統計において、各国の提供総数に占めるレポートの件数比は平均 28.2％

と示されているが、わが国の比率はきわめて低い実状にある。雑誌等の論文の掲載はもち

ろん欠かせないが、今後、レポートの公表化を一層推進するため、適切な措置を請じるよ

う関係各方面に依頼するとともに、その収集・入手のためにも積極的にその二次資料の作

成を促すよう要望したい。 
d 書誌事項等の外国語表記による国際的標準化は重要な問題である。そのため日本関係の

書誌事項等の外国語表記に関する INIS ルールの適用・整備をはかるとともに、国内関連

機関との連係のもとに、わが国としての標準化の一翼をになうべく努めるべきである。 
(3) IAEA に対する要望 

a INIS の体制においては、IAEA で集積・作成される各種資料の質と量は、参加国からの

提供によって決定される仕組みとなっている。 
わが国の提供については、質・量の双方ともに鋭意努力を重ね、期待値に応えうるもの

を提供している。しかしながら、INIS 計画全体としてみる場合、まだ目標に到達してい

るとは思われない。参加各国に呼びかけ、対象範囲に該当する情報を積極的に提供するよ

う適切な措置を講じるよう要望したい。 
b INIS は書誌事項等の記載ルールに関し国際的標準化にさらに積極的にとりくみ、同事項

の国際的一元化ないしは互換性を高めるべく、関係機関との連絡をさらに密にして促進す

べきである。 
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昭和 47 年 7 月 20 日 
「INIS への提供に関する意見具申」についての今後の対策 

 
INIS 協議会 

 
1. 国内協力体制の整備について 

原研は、INIS in JAPAN に示す協力体制を得ており、現在、特許情報に関する協力体制を着々

と整備しつつある。わが国の技術情報は近年目覚ましく進展しつつあるので、当協議会におい

ても、これに即応するため意見を交換し、その発展のため努力していきたい。 
2. 原子力情報センターとしての役割について 

原子力委員会は、本年 6 月 1 日原子力長期事業計画の改訂を行なった。その中で INIS にお

ける原研の役割を明確に指示している。従って、当協議会においては、この実施について討議

を重ね、その将来の発展を期することとしたい。 
3. レポートの流通について 

急激に発展しつつある、日本の科学技術情報の中で、レポートのあり方について討議されつ

つあるが、さらに整備されるべきである。原子力分野では、レポートによる情報が非常に重視

されている。 
レポートは、全情報中 22％を占めているが、日本はその半分に満たない現況にあり、INIS

においても、この点の指摘をうけている。 
日本の原子力開発も実用期を迎え、ますます大規模、多様化しつつあるが、その発展に占め

るレポートの役割を認識し、レポート制度の発展を期するよう当協議会においでも検討を重ね

ていきたい。 
4. 書誌事項などの標準化について 

当協議会には、この専門事項に関する多くの専門家がいるので、その討議をまち、技術情報

の発展のため貢献していきたい。 
5.  IAEA に対する要望について 

INIS の運営、国際的標準化などについての、国内の意見については、IAEA 理事会、Liaison 
officer 会議、通常の業務連絡などによって、交換、具申、実施化をはかることができる。従っ

て当協議会においては、日本にかける INIS への要望・意見を集約し、その意見を反映するよ

う努力していきたい。 
以上。 
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昭和 52 年 9 月 26 日 
国際原子力情報システムに対応して行われる 
国内活動に関する基本的方策の策定について 

（意見具申） 
INIS 資料の利用について 

国際原子力情報システム協議会 
国際原子力情報システム（INIS）に対応して行われる国内活動は、(1) INIS への情報提供と、

(2) INIS 資料の利用の 2 つに大別される。当協議会は、前者を主たる対象としてすでに昭和 46
年 11 月 10 日意見具申を行い、後者に関しては資料の入手状況をまって改めて答申することと

した。その後、INIS は着実な進展を見せ、いまや十分利用価値のある段階に達したとみられ

る。当協議会は、このような INIS の発展過程を注視しながら、その有効利用について慎重な

審議を重ねてきた結果、この好機に当り、利用策を立てるに際して留意すべき事項について、

下記のとおり結論を得た。 
記 

INIS 参加の意義は、日本の原子力科学技術の成果を文献情報によって世界に紹介し、もっ

て国際的な原子力平和利用促進の一翼を担うとともに、INIS によって収集された世界的な原

子力文献情報を国内の利用に供し、もって広範な科学技術の研究開発促進の一助に資すること

にある。したがって、国内的に重要なことは、INIS 資料の有効利用である。 
INIS 資料には、英文抄録誌"INIS Atomindex"、非市販資料の全文を収めたマイクロフィッ

シュ、英文抄録誌と同一の情報を記録した INIS 磁気テープの 3 種類がある。このうち、抄録

誌とマイクロフィッシュは、国際原子力機関(IAEA)から有料頒布されており、一般に入手可能

である。その国内普及については、すでに具体化されており、格別に考慮すべき問題は少ない。

しかし、 INIS 磁気テープは、 INIS への情報提供の見返りとして日本側担当機関である日本

原子力研究所（以下、原研と略す）にのみ供給されるものであり、一般には入手不能である。

したがって、INIS 資料の今後の利用を図る上での重点は、このテープの活用に置かれなけれ

ばならない。このような観点から、今回は INIS 磁気テープの利用を主たる対象として、意見

を具申する。 
1. INIS 磁気テーブ利用の意義 
(1) INIS は、米国エネルギー研究開発庁発行の Nuclear Science Abstracts 誌が 1976 年 6 月で

廃刊となって以来、原子力文献情報の唯一の国際的な総合ファイルとなった。この時点を契機

として、INIS 磁気テープを利用する文献検索サービスの早期実施を望む声が、国内の各方面

で高まってきている。その理由は、INIS は原子力に関する中心的な公開文献を世界的規模で

扱っていること、および電算機による文献検索サービスは膨大な数にのぼる文献の中から利用

者が必要とする文献を効率的に選び出して提供し得ることに因っている。 
日本と原子力開発規模の類似している西ドイツでは、現在年間 5,500 テーマの INIS 検索サ

ービスが顕在化しており、同国の原子力情報センターは、この傾向はさらに高まると予想して

いる。わが国の場合も、日本原子力学会、原研等の調査によって、その需要と期待のきわめて

高いことが明らかにされている。 
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(2) わが国の原子力開発・利用は、年間数千億円の資金と数万人の人材を投入する長期計画で

あり、これを自主開発と国際協力を軸として発展させるためには、海外の成果を広く積極的に

取り込むことが不可欠である。INIS は、公開という限定つきではあるが、米・英・西独・仏・

ソ・カナダ等主要国を含めて、日本の成果の実に 20 倍の文献数を扱っている。これらの文献

情報を十分に活用することは、単に利用者個々の利益にとどまらず、広くわが国の原子力開発・

利用の効率的、合理的、長期的推進に大いに役だつものと確信する。さらに、原子力には先駆

的な技術が多々あるので、国内の多岐にわたる科学技術の研究開発にも一役を果すものと期待

される。 
電算機を用いる文献検索サービスの利点は、別の角度からも認識されなければならない。前

記西ドイツの場合、年間 5,500 テーマの検索サービスは、人手による文献調査に比して要員 600
名の節減に匹敵すると評価されている。 

この例からも推測できるように、検索サービスの国内普及は、わが国の科学技術開発・利用

にたずさわる、限られた人材の効果的な活用にもつながることを見逃してはならない。 
(3) INIS 磁気テープを利用する文献検索システムを関係機関が各自で開発し利用することは、

きわめて非能率的であり、不経済である。INIS の日本側担当機関である原研が、その責務と

して集約的に開発し、国内サービスを実施すべきである。原研は、INIS への情報提供に関し

て長期にわたる実練を有しているので、INIS の特徴を十分に活かしたサービス・システムを

作り得る基盤を持っている。国内の利用者は、このサービスを受けることにより最少の負担に

よって最大の利益を得ることができよう。これは、国ならびに利用者個人の双方にとって、き

わめて適切であり、かつ効率的である。 
2. 国内利用体制の整備と強化策 
(1) INIS への参加は、原子力開発・利用における、国際協力の一環として推進されている国家

的事業である。したがって、原子力委員会策定の『原子力開発利用長期計画』（昭和 47 年 6 月

改訂）が明記しているとおり、INIS 文献検索サービスを実現するための技術開発、人材養成

が十分行えるよう、また実施に当っては利用者の負担が可能なかぎり軽減されるよう、原子力

政策の推進母体である政府の積極的な理解と助成をさらに要請すべきである。 
また、利用者側から見たサービスの要諦は、その多様さと迅速さ、利用のしやすさ、経済的

負担の軽さである。反面、サービス側としては、これらの要件を一気に実現することは困難、

もしくは容易に応じ得ない要素も存在するであろう。したがって、INIS 文献検索サービス・

システムの立案に当っては、これらの充足を最終目標として段階的に実現を図っていくことが、

現実的で着実な道であると考えられる。 
(2) 検索サービスの普及に伴って、原文献の入手要求が格段と高まるのは必然である。広範か

つ迅速な文献複写サービス・システムを完備することは、INIS 文献検索サービスと同等に重

要である。前記長期計画でいう「原子力情報流通・処理の体制整備」を実現するため、INIS
で扱われる世界中の原文献が原研で収集し複写提供できるよう、この面でも政府の積極的な理

解と助成を強く要請すべきである。とりわけ、テクニカル・リポート、会議論文、主要雑誌の

網羅的収集と提供は必須である。 
一方、収集・管理と利用との経済的バランス上からは、利用頻度のきわめて少ない文献まで
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収集することは、必ずしも得策ではないかもしれない。たとえば、 INIS が対象とする雑誌は

6,000 種に及んでいるが、これらを完璧に収集することは、非常な困難を伴うであろう。利用

頻度僅少の、いわば原子力の周辺分野については、既存のそれぞれの専門サービス機関に依存

することも、現時点では賢明かと考えられる。そのためのネットワーク化は緊急を要するので、

そのシステムの確立とサービス実施にも、精力的に取り組むべきである。 
(3) 国内には日本科学技術情報センダーの理工学文献検索システム等、いくつかの文献検索サ

ービスがすでに実施にはいっているが、 INIS 文献検索サービスの開始は、これら既存システ

ムの発展を阻害するものではない。むしろ、おのおのの特徴を十分に発揮することにより、利

用の価値は互いに高まるものとなる。システムの整備に当っては、先行システムとの相互協力

によって、利用者に対する便利さがいっそう増すよう、十分に配慮すべきである。 
(4) 文献検索サービスのシステムは、安定したサービスを長期にわたって継続できるものでな

ければならない。このためには、絶えず、要員の養成と技術の開発に努めるとともに、利用者

の要望を集約して、システムの向上とサービスの改善に資するべきである。同時に、利用者の

啓発も怠ってはならない。常に効果的な利用の道をさぐり、その普及に努めるよう配慮すべき

である。 
3. 国際協力体制の強化と利用策 
(1) 検索サービスの成否は、基本的にデータベースそのものの良し悪しに大きく依存するので、

INIS全体の質が常時、高度に保たれていなければならない。すべての INIS参加国がその維持、

向上にいっそう努めるよう、機会あるごとに INIS に強く要望すべきである。 
(2) INIS で扱う文献の中には、国内で入手しにくいものがある。このような特殊な文献の入手

について、各国の INIS ナショナルセンター相互間、あるいは国際的な資料提供センターの利

用を、INIS 全体として促進すべきである。文献複写サービスの国際的なネットワークを強力

にすることは INIS の国際的性格から見て当然であり、その円滑なる定常化は INIS 利用の効

果を倍増するであろう。 
(3) 日本は、地理的に不利な位置にある。時流に即した技術とサービスの発展のためには、INIS
本部および主要国の INIS ナショナルセンターとの相互交流が不可欠である。とりわけ共同の

技術開発、各種専門家会議、セミナー等には必ず参加できるように、格別に配慮すべきである。

幅広い国際的な要員の養成と技術の吸収は、一情報センターの進展に寄与するのみならず、ひ

いては国内利用者の利益として確実に結実するであろう。 
===================================================================== 
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4.6 INIS 協議会議事録 
===================================================================== 
第 1 回国際原子力情報システム協議会議事録 

 
1．日 時：昭和 45 年 10 月 2 日（金） 13:30-16:10 
2．場 所：東京霞山会館 
3．出席者：村田議長、柴田副議長、天野、石川、伊藤、上田（動燃）、上田（原研）、吹田、 

末田、高橋、竹内、田辺、津田、長本、糠沢、三島、岐美各委員、高岡（代理）、 
秋山、北野（代理）各オブザーバー、長山、杉本各幹事 

4．提出資料 
資料 1-1  協議会規程 
資料 1-2  協議会委員名簿 
資料 1-3-1  国際原子力情報システムの概要とその成立過程 
資料 1-3-2  国際原子力情報システムの IAEA 加盟国に対する提案と依頼文書 
資料 1-3-3  国際原子力情報システムの検討段階における主要技術資料 
資料 1-3-4  国際原子力情報システムの実施 
資料 1-4  インプット専門部会の設置 

5．議 事 
（１）挨拶 

村田議長が、INIS 計画について、また、本協議会の設置理由について説明した。 
（２）委員の紹介 

出席者が自己紹介した。 
（３）協議会規程の説明 

柴田副議長が資料 1-1 に基づき説明した。 
（４）報告事項 

1) INIS の概要と経過について、資料 1-3-1 に基づき、長山幹事が説明した。 
2) 日本における実施状況について、資料 1-3-4 を中心に海老沼がインプット関係に

ついて、杉本がアウトプット関係について説明した。 
6．聴聞事項について 

資料に基づき聴聞事項の概要について、柴田副議長が説明した。 
7．質疑応答の主なるものは次のとおり 

（１）第 1 回のインプットおよびその後の実施状況について 
原研で採択したもののうち、約 40 件を第 1 回として送付し、以後毎月送付している。

Atomindex に占める日本の割合は、現在約 10％で予想（5％）より多く好調である。 
（２）NSA と INIS との関係について 

最終的には併合することが予想されるが、現段階では明瞭ではない。したがって、INIS
のみならず、USAEC に対しても従来通り、積極的に提供する必要がある。 
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（３）磁気テープ化について 
原研は現在磁気テープのためのプログラミングの作成準備を始め、来年度開始する予

定である。 
（４）磁気テープの利用について 

INIS の磁気テープは、日本では原研だけに送付されている。今の磁気テープは、デ

ィスクリプタが付与されていないので、利用できない。将来の利用については、効率的

な利用を協議することとなろう。他のシステム（NIST など）との関連、経済性など国

が何らかの形で寄与することが望ましい。 
8．懇談事項 

（１）インプット技術専門部会の設置について 
資料 1-4 の通り了承された。 

（２）第 2 回開催予定日について 
1 月中旬を予定することで了承された。 
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第 2 回国際原子力情報システム協議会議事録 
 

1．日 時；昭和 46 年 3 月 5 日（金） 13:30-16:15 
2．場 所：東京霞山会館 
3．出席者：村田議長、柴田副議長、石川（代理）、伊藤、上田（動燃）、上田（原研）、大塚、 

小谷、末田、高橋、竹内、田辺、津田、長本、糠沢各委員、長山、杉本、海老沼 
各幹事 

4．提出資料 
資料 2-1  第 1 回協議会議事録 
資料 2-2  INIS 専門家パネル会議参加報告 
資料 2-3  インプット技術に関するセミナー参加報告 
資料 2-4  第 1 回インプット技術専門部会議事録 
資料 2-5  第 2 回インプット技術専門部会議事録 
資料 2-6  聴聞書 
資料 2-7  インプットについて 
資料 2-8  インプットの利用について 

5．議 事 
（１）新幹事紹介 

原研技術情報部課長代理海老沼幸夫が紹介された。 
（２）第 1 回議事録確認 

資料 2-1 の通り確認された。 
（３）報告事項 

1) INIS 専門家パネル参加報告 
昭和 45 年 11 月 2 日から 4 日、ウィーンのパネルに出席した柴田副議長が資料 2-2

に基づき報告した。 
2) インプット技術に関するセミナー参加報告 
昭和 45 年 11 月 23 日から 12 月 11 日のセミナーに参加した原研技術情報部日埜衆

司が資料 2-3 に基づき報告した。 
3) インプット技術専門部会第 1 回および第 2 回報告 
昭和 45 年 12 月 23 日、昭和 46 年 1 月 19 日から 21 日の部会について、資料 2-4、

資料 2-5 に基づき海老沼幹事が報告し、また、次回を①ディスクリプタの付与、②

Subject Scope とシソーラスとの関係を課題として開催したいとの説明があった。 
（４）報告に対する主な質疑応答 

1) INIS 専門家パネル参加報告について 
○パネルの議事録 

草案は一応送付されてきたが、最終報告は送付されていない。 
○利用者からのコメントおよび過去の実績等から本システムを改善する場合、

IAEA はどのように行うのか。 
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Advisory Committee で年間レビューを行ない総長に勧告するシステムで 
ある。 

2) インプット技術に関するセミナー参加報告について 
○IAEA の講師 

本部から 5 名、4 名は各パートの講師で、他の女性 1 名は事務局を担当した。 
3) インプット技術専門部会第 1 回および第 2 回報告について 

○著者名表記の基準 
すでにローマナイズされていればそれを使い、ない場合、学会名簿、原研作

成著者索引等で調べる。それらにない場合は直接著者に確認している。 
○雑誌名表記 

内容が日本語であれば、日本語をローマナイズする（英文誌名があっても）

内容が欧文で英文誌名があればそれを使う。和欧混合の場合は、まず、国会図

書館発行の日本科学技術関連逐次刊行物目録にしたがう。それにない場合はロ

ーマナイズする。 
○団体著者名、およびその基準に関する UNISIST との関係 

INIS ルールに従って国内事情にあったルールを自製し適用している。INIS
は UNISIST と相互に連絡し、統一のとれたものとすべく努力しているはずで

ある。 
（５）審議事項 

1) 理事長聴聞について 
議長から資料 2-6 について、①この聴聞には提出期限はないが、一応インプットと

アウトプットとに分け、インプットを先に提出したい。②この聴聞の趣旨はインプッ

トについては既に作業も進んでおりその具体化を推進する点での、また、アウトプッ

トについては今後の問題であるので国内利用に関する基本方策を樹立する点での、そ

れぞれの留意事項と考えるとの説明があった。これに対して、答申作成の小委員会を

組織し、草案を作成し、本協議会で審議することが了承された。なお、小委員会をイ

ンプット専門部会のメンバーと学識経験者を代表して大塚委員と学会関係者を 1 名

（関係者全員あったので、後日、三島委員を決定）とで組織することを決めた。 
2) インプットについて 
資料 2-7 に基づき、海老沼幹事が説明した。 
審議の主なる点は次の通りである。 

・INIS 自体のマニュアル、典拠類の不備については、本部、各国とも努力して整備

していく必要がある。 
・書誌事項の英訳、抄録については、医学関係では慶応も著者名典拠を作っているの

で、原研とともにプールしておき、相互に交換する。ISO で進めている標準化と INIS
のそれとの適合性をよくする必要がある。 

・分担体制について 
日本科学技術情報センターとしては、INIS が非常に進んでいる方式と思われる
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ので、これに準拠して情報処理を進めていきたい。将来の業務量の増加も予想され

るので、今後の協力、分担体制について、さらに明確にするべく関係個所と打ち合

わせていきたい。 
・結果として、現在のインプット状況があらためて了承された。 
3) アウトプットについて 

時間の関係で次回審議となった。 
4) 次回の日程について 

6 月 4 日（金）午後開催することで了承された。 
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第 3 回国際原子力情報システム協議会議事録 
 

1．日 時：昭和 46 年 6 月 4 日（金） 13:30-16:30 
2．場 所：東京霞山会館 
3．出席者：村田議長、柴田副議長、石川、上田（動燃）、大塚、吹田、末田、竹内、田辺、 

津田（代理）、長本、岐美各委員、杉本、海老沼各幹事 
4．提出資料 

資料 3-1  第 2 回協議会議事録 
資料 3-2  第 3 回インプット技術専門部会議事録 
資料 3-3  インプットに関する答申案作成小委員会中間報告 
資料 3-4  昭和 45 年度 INIS 実施状況 
資料 3-5  アウトプットの利用について 

5．議 事 
（１）第 2 回議事録確認 

資料 3-1 の通り確認された。 
（２）委員・幹事の変更報告 

1) 放医研石川友清委員が辞任し、後任に藤岡淳介が就任。 
2) 長山泰介の原研退職に伴い、幹事からオブザーバーに変更。 
3) 科学技術庁関係オブザーバーは、最近の人事異動により原子力局および振興局関係

が交替することになる。 
（３）報告事項 

1) インプット技術専門部会第 3 回報告 
昭和 46 年 4 月 22 日に開催された標記部会に関し、資料 3-2 に基づき海老沼幹事が

報告した。 
2) 昭和 45 年度 INIS 実施状況 
柴田副議長から INIS 業務の実施状況について、資料 3-4 に基づき説明があった。

なお、参考資料として提出された NSIJ Vol.2 No.3 については、本年 9 月開催される

ジュネーブ会議において参会者に普及のため、6000 部増刷する予定との報告があった。 
3) インプットに関する答申案作成小委員会の中間報告 
資料 3-3 に基づき、大塚小委員長から、今回の答申案作成に関する基本的事項につ

いて説明があった。村田議長から答申案に盛り込む事項について、次のとおり意見が

提出された。 
・日本の原子力技術を世界に PR する必要がある。 
・INIS に参加したことによって東欧圏の情報も得られることの具体的メリットを述べ

る。 
・インプットに努力することがひいては国力を認識させることになるとともに、その

技術はアウトプットの利用の際に役立つ。 
・INIS は各国の相互分担方式で成立しているので、日本のリエゾンオフィサーの発言
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力が強まるよう、具体的な問題を日本としても立場で述べるようしてほしい。 
・原子力には一種の南北問題的性格があるので、理想のみではなく、具体的技術問題

を中心に考えることも必要である。 
（４）懇談事項 

1) アウトプットの利用について 
杉本幹事が資料 3-5 に基づき説明を行なった。 
説明に関する主な質疑応答は次のとおりである。 
・INIS Atomindex の斡旋箇所について 

原研には既に送付されてきており、昨年 9 月から所内サービスも開始している。所

外に対しては、原子力弘済会を利用していただくことも考えられている。弘済会は原

研と表裏一体の関係にあり、有償実費で原研入手文献の複写業務等を行なっている。 
・資料情報に INIS からの入手資料名が載っているか 

現在は載っていない。弘済会としては INIS Atomindex の主題分類によるサービス

も将来は考えている。 
・MF の RN 番号付与について 

利用統計を取るうえでは RN 番号がないと不便であるが実質的な利用は差支えない。 
・磁気テープの利用について 

（JICST） 実際に開始するとなると、人間の問題、計算機等いろいろの問題が付

随してくると思われるが、インプットをしたところがやる形になるのではない

か。 
（原研） ユーザーが慣れること、質問式を作れるようにすることを徐々にやって

いくことを重点に考えるのがよいのではないか。料金を取って正式にやる段階

に達するのは、大分後になるのではないか。検索については、通常は RS から

入って SDI に行く。しかし、INIS の場合はファイルの累積量や質等の点から

SDI から入って RS と逆の形にならざるを得まい。 
（長山） 利用者がこのようなシステムになれること、また検索側の技術的レベル

アップのためには、小集団によるテストも利用の一過程として必要なのではな

いか。 
（原産） 産業界としては実際に仕事をしている人（ユーザー）が、どの程度 INIS

に関して理解があるのか不明なので、関係者への紹介を積極的にやっていきた

いので、今後この点についてご相談したい。 
・学位論文の入手について 

近来、学位論文が大変多くなってきており、かつ、外国では入手しやすいが、日本

でも大学と協力して交換することを考えてもよいのではないか。 
（５）次回の日程について 

実際にものを見てもらうことも必要なので、次回は東海で開催することを考える。予

定としては、一応、10 月 15 日（金）とする。 
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第 4 回国際原子力情報システム協議会議事録 
 

1．日 時：昭和 46 年 10 月 29 日（金） 13:30-16:40 
2．場 所：日本都市センター 
3．出席者：柴田副議長、上田（動燃）、大井、大塚、竹内、末田、津田（代理）、長本、藤岡、 

糠沢、岐美各委員、井出（代理）、加藤（代理）、長山各オブザーバー、杉本、 
海老沼各幹事 

4．提出資料 
資料 4-1  第 3 回協議会議事録 
資料 4-2  国際原子力情報システム協議会名簿 
資料 4-3 INIS Panel on “Expansion of the Present Limited Subject Scope 

and Revision of Subject Descriptions”出席報告 
資料 4-4  INIS プログレスレポート（第 1 年次） 
資料 4-5  第 4 回インプット技術専門部会議事録 
資料 4-6  第 5 回インプット技術専門部会議事録 
資料 4-7  IAEA-INIS-4 (Rev.0)INIS 抄録提供要領 
資料 4-8  IAEA-INIS-12 (Rev.0)INIS インデキシングマニュアル 
資料 4-9  国際原子力情報システムに対応して行なわれる国内活動に関する基

本方策について（1）（意見具申） 
資料 4-10  レポート・特許の国内発生データ 

5．議 事 
（１）第 3 回議事録確認 

 資料 4-1 の通り確認された。 
（２）報告事項 

1) INIS 専門家パネル報告 
昭和 46 年 7 月 20 日から 23 日に開催された標記パネルについて、柴田副議長から

資料 4-3 に基づき報告があった。 
2)  第 4 回および第 5 回インプット技術専門部会の報告 
昭和 46 年 7 月 13 日及び 9 月 29 日に開催された標記部会に関し、資料 4-5 および

4-6 に基づき、海老沼幹事が報告した。 
3) INIS 業務の進捗状況について 
海老沼幹事が資料 4-4 に基づき、1970 年 4 月 1 日より 1971 年 5 月 1 日までの業務

状況を報告した。また、その後の動きとして、9 月からインプットを磁気テープ化し

たこと、および、11 月から非市販資料をマイクロフィッシュで送付予定であると報告

した。 
4) INIS 抄録提供要領、INIS インデキシングマニュアルについて 

資料 4-7、4-8 について、海老沼幹事より以下の説明があった。INIS 本部では、各

国のセンターの業務のマニュアル類として INIS レファレンスシリーズを発行し、す
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でに 14 件に達した。このうち本 2 件は特に参考となるので和訳した。なお、目録記

述、原子力の範囲を定めるもの等重要なものは和訳する予定である。 
5) 第 4 回原子力平和利用国際会議について 

出席した長山が会議全般の模様と、特に原子力計画における国際協力と情報交換の

テーマに関する討議内容について報告した。 
（３）審議事項 

1) INIS への提供（インプット）に関する答申について 
答申案作成小委員会の大塚委員長が資料 4-9 に基づき提案趣旨の説明を行ない、引

き続き審議し、一部修正のうえ、承認された。 
2) レポート、特許情報の取り扱いについて 

資料 4-10 に基づき、海老沼幹事が説明した。 
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第 5 回国際原子力情報システム協議会議事録 
 

1．日 時：昭和 47 年 7 月 20 日（木） 13:30-17:00 
2．場 所：東海クラブ（茨城県東海村） 
3．出席者：村田議長、柴田副議長、大井、大塚、小谷、末田（代理）、竹内、田中、津田、 

糠沢、野沢（代理）、水町（代理）、藤岡（代理）各委員、岩本、加藤（代理）、 
長山各オブザーバー、海老沼幹事 

4．提出資料 
資料 5-1  国際原子力情報システム協議会名簿 
資料 5-2  第 4 回 INIS 協議会議事録 
資料 5-3-1 国際原子力情報システムに対応して行なわれる国内活動に関する基

本的方策の策定について（意見具申） 
資料 5-3-2 原子力開発利用長期計画（抜粋） 
資料 5-3-3 「INIS への提供に関する意見具申」についての今後の対策 
資料 5-4-1  原子力情報について 
資料 5-4-2  INIS in JAPAN 
資料 5-4-3  INIS 最近の進捗状況 
資料 5-5-1  第 6 回インプット技術専門部会議事録 
資料 5-5-2  第 7 回インプット技術専門部会議事録 
資料 5-6  INIS ワーキンググループ参加報告 
資料 5-7  ユーラトムにおける情報検索 
資料 5-8-1  INIS 分類表 
資料 5-8-2  INIS 主題分類別 Atomindex（見本） 
資料 5-8-3  INIS 検索計画 

5．議 事 
（１）第 4 回議事録確認 

 資料 5-1 の通り承認された。 
（２）報告事項 

 1) インプットに関する意見具申に対するその後の状況 
当協議会から資料 5-3-1 のとおり意見具申したが、これを受けて資料 5-3-2 に示す

ような国の計画を基にして、資料 5-3-3 に示す INIS の今後の実施計画を柴田副議長が

説明した。 
2) INIS 業務の実施状況について 

資料 5-4-1、5-4-2、および 5-4-3 に基づき、柴田副議長が報告した。 
 3) インプット技術専門部会の活動について 

資料 5-5-1、5-5-2、および 5-5-3 に基づき、海老沼幹事が説明した。 
4) SIDAL 委員会への参加について 

資料 5-6 を基に原研古谷が、また大井委員が補足説明した。 
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5) EURATOM における情報検索について 
資料 5-7 を基に、海老沼幹事が説明した。 

（３）審議事項 
 1) アウトプット利用について 

資料 5-8-1、5-8-2、および 5-8-3 に基づき、柴田副議長が今後の利用計画を説明し、

討議を行い、次回も引き続き検討する予定とした。 
6．見学会（7 月 21 日） 

東海研究所 FCA および JFT を、また、技術情報部において、INIS の実施状況及び図書館

を見学した。 
 

  

JAEA-Review 2016-021

- 29 -



JAEA-Review 2016-021 

 - 30 -

第 6 回国際原子力情報システム協議会議事録 
 

1．日 時：昭和 47 年 12 月 15 日（金） 14:00-16:50 
2．場 所：東京霞山会館 
3．出席者：村田議長、柴田副議長、内山、大井、小谷、末田（代理）、竹内、田中、 

津田（代理）、長本、糠沢、野沢（代理）、藤岡（代理）、三島各委員、 
長山オブザーバー、海老沼幹事 

4．提出資料 
資料 6-1  第 5 回 INIS 協議会議事録 
資料 6-2-1  INIS 統計資料 
資料 6-2-2  INIS Liaison Officer 会議報告 
資料 6-3-1 7 月以降の国内の動向 
資料 6-3-2 INIS 映画（の解説） 
資料 6-3-3 INIS 抄録提供要領（改訂版） 
資料 6-4  国際原子力情報システム協議会規程 
資料 6-5  国際原子力情報システム協議会の運用（案） 

5．議 事 
（１）第 5 回議事録確認 

資料 6-1 の通り承認された。 
（２）報告事項 

1) INIS の実施状況について 
柴田副議長が資料 6-2-1 に基づいて、INIS 本部における実施状況を報告した 

2) INIS Liaison Officer 会議報告 
1972 年 11 月 13 日から 15 日にウィーンで行なわれた会議について、柴田副議長が

資料 6-2-2 に基づき、報告した。 
3) 日本国内の INIS 実施状況 
海老沼幹事が資料 6-3-1 に基づき説明した。また、大森原子力弘済会専務理事から、

原研外に対して INIS Atomindex 誌の主題分類別選択配布サービスを弘済会が 10 月

からはじめ、現在 13 機関、約 100 部であるとの報告があった。以上の報告に対して、

INPADOC および INSPEC の取り扱う分野、INIS インプットのカバレッジ、掲載ま

でのタイムラグなどについて質疑応答があった。 
4) 国際原子力情報システム協議会規程の改定について 

柴田副議長から、専門の事項に関して意見を述べるために委員および専門委員から

なる専門部会を設ける趣旨を説明し、そのため規程を資料 6-4 のごとく改定したとの

報告があった。 
（３）審議事項 

1) 利用について 
報告された利用の予定について討議された。その主な点は以下のとおりである。 
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・企業内で INIS の分野よりも更に狭い特定分野について電算機による資料検索を行

なっている研究グループからも、INIS Atomindex 誌に対する高い閲覧要求があった。 
・ウィーンの INIS Section は IAEA の職員に対する検索サービスを開始しているが、

外部に対しては行わない。 
・磁気テープを使った検索サービスは、西ドイツ、北欧、チェコ、IAEA などで開始

されている。 
・日本のセンターとして原研は、最新情報定期検索と過去分情報不定期検索の双方に

ついて検索サービスを行なう計画である。 
・検索需要については、研究開発や調査の目標がはっきりしているところは積極的で

あると考えられる。 
2) 専門部会の設置について 

柴田副議長か資料 6-5 に基づき、趣旨を説明した。 
また日本原子力学会情報流通研究専門委員会の主査である三島委員から、その活動

について 
①47 年 8 月から学会誌の論文に重要語を掲載することとした。 
②学会の年会で情報流通のセッションを設け、検討した。 
③今後、学会の常設委員会として、また INIS 協議会の専門部会として活動していく。 
との報告があった。 
ついで、討議が行なわれ、原案どおり三専門部会を設置することが了承された。 
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第 7 回国際原子力情報システム協議会議事録 
 

1．日 時：昭和 48 年 9 月 28 日（金） 14:00-17:00 
2．場 所：東京霞山会館 
3．出席者：村田議長、柴田副議長、内山（代理）、大井、竹内、田中、津田、長本、糠沢、野

沢（代理）、藤岡（代理）各委員、一色、松田（代理）、加藤（代理）、長山各オブザーバー、海

老沼、高橋各幹事 
4．議 題 

１）報告事項 
(1)  委員などの追加、変更ならびに専門部会長と専門委員の指名について 
(2)  第 8 回インプット技術専門部会報告 
(3)  INIS の最近の動向について 
(4)  NIST の整備に関する中間報告 

２）懇談事項 
(5)  3 専門部会の活動について 
(6)  磁気テープ検索利用について 

5．提出資料 
資料 7-1  第 6 回 INIS 協議会議事録 
資料 7-2-1  国際原子力情報システム協議会委員名簿 
資料 7-2-2  提供技術専門部会委員名簿 
資料 7-2-3  利用技術専門部会委員名簿 
資料 7-2-4  情報流通研究専門部会委員名簿 
資料 7-3-1 INIS インプット技術専門部会第 8 回議事録 
資料 7-3-2 INIS プログレスレポート No.2 (JAERI-M-5379) 
資料 7-3-3 INIS 最近の動向 
資料 7-3-4 INIS 磁気テープ利用者会議出席報告 
資料 7-3-5 科学技術情報の全国的流通体制の整備に関する中間報告について 
資料 7-4-1  国際原子力情報システム協議会の運用 

6．議 事 
１）第 6 回議事録確認 

資料 7-1 の通り承認された。 
２）報告事項 

(1) 委員などの変更、指名について 
i) 高橋幹事から、資料 7-2-1 に基づき、大森栄一委員、高橋義人幹事の追加発令、

および科学技術庁関係の人事異動による原子力局、計画局の代表者の変更について

報告があった。 
ii) 柴田副議長から、議長が資料 7-2-2、7-2-3、7-2-4 のとおり、3 専門部会の部会長

と専門部会員を指名した旨報告があった。 
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(2) 第 8 回 INIS インプット技術専門部会議事録の報告 
海老沼幹事から、資料 7-3-1 に基づき、48 年度インデキシングの基本方針、インデ

キシングテストへの参加、主題標目のためのディスクリプタ付与の実施方法などの審

議内容とその結果について報告があった。なお、本専門部会はこれを以って終了した。

今後は、提供技術専門部会で、ひき続きインプット関係の技術的問題の審議を行うこ

ととなった。 
(3) INIS の最近の動向 

柴田副議長から、資料 7-3-2、7-3-3 に基づき、INIS 本部の最近の動向とこれに対

応する国内体制の整備、および NIST との関係などについて報告があった。 
(4) INIS 磁気テープ利用者会議参加報告 

古谷専門委員から、資料 7-3-4 に基づいて、INIS 参加国における磁気テープの利用

状況、および検索に関する第 1 回セミナーへの参加報告があった。 
(5) NIST の整備に関する中間報告 

榊情報室長（科学技術庁振興局）から、資料 7-3-5 に基づいて、「科学技術情報懇談

会」の性格、構成、NIST 中間報告の日的、フレームワーク、そして整備方策などに

ついて説明があった。以上の説明に対し、NIST 構想の具体化、予算化および運営面

の問題を中心にした若干の質疑応答があった。 
３）審議事項 

(6) 3 専門部会の活動について 
資料 7-4-1 に基づいて、3 専門部会それぞれの今後の活動内容、スケジュールについ 
て懇談した。 

(7) 磁気テープの検索利用について 
日本科学技術情報センターの大井委員と国際医学情報センターの津田委員の発言を中

心に、以下の事項を懇談した。 
i) INIS の場合、シソーラスがしっかりしているから日本科学技術情報センターの理

工学文献検索（シソーラスを用いていない）や CAS 化学文献検索（統制されたデ

ィスクリプタを用いているが、この改変の際の連絡が充分でない）に比べて検索し

やすいと思う。 
ii) 日本科学技術情報センターでは理工学文献検索サービスの最新情報定期検索

（SDI）、過去情報不定期検索（RS）双方で、6 カ月の間に 900 件ぐらいの質問を

処理したが、今その質問式のメインテナンスが大変な仕事になってきている。 
iii) 電算機を用いた機械検索の場合、特に SDI はどうしてもノイズを少なくしようと

するので、再現率 40-60％になり半数近い「もれ」ができるが、これもやむを得な

いということを利用者に徹底させることも必要になっている。 
iv) 医学文献検索システム（MEDLARS）は 1971 年からオンライン（MEDLINE）

に移行した。その結果、年間利用件数は約 2 万件（1970 年）から 7 万件（1973 年）

近くに増加した。この一番大きな理由として利用者が直接質問し、結果を見ながら

自分で試行、修正が行え、適合率を気にしなくて良くなった事を上げることができ
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る。 
v) 最近の傾向として、利用者は文献のリストだけでなく抄録や文献の所在について

の情報も同時に求めてくる。MEDLINE の場合も将来、抄録をデータベースの中に

盛り込む計画を持っている。 
vi) 毒牲情報オンライン検索システム（TOXLINE）は検索結果を文献そのものでア

ウトプットしたり、数値データ部分のみの検索を行ったりしている。利用者の要求

はこのように次から次へと拡大していくので、検索結果として単に文献リストのみ

アウトプットしたのでは満足してくれない傾向がここにも現れている。 
vii) MEDLINE の場合もそうだが、アメリカの場合は、電算機とターミナル装置を結

ぶ回線は政府負担、ターミナル装置は利用者負担というケースが多い。 
  

JAEA-Review 2016-021

- 34 -



JAEA-Review 2016-021 

 - 35 -

第 8 回国際原子力情報システム協議会議事録 
 

1．日 時：昭和 49 年 4 月 19 日（金） 14:00-17:00 
2．場 所：東京霞山会館 
3．出席者：村田議長、柴田副議長、大塚、大森、田中、三島各委員、一色（代理 高松）、 

加藤（代理 榊）、各オブザーバー、海老沼、高橋各幹事 
4．議 題 

１）報告事項 
(1)  INIS リエゾンオフィサー会議の報告 
(2)  各専門部会の報告 

２）懇談事項 
(3)  INIS 資料の利用について 

5．提出資料 
資料 8-1  第 7 回 INIS 協議会議事録 
資料 8-2-1  第 2 回 INIS リエゾンオフィサー会議報告 
資料 8-2-2  INIS 統計資料（1973.1-1973.10） 
資料 8-2-3  提供技術専門部会議事録（第 9 回） 
資料 8-2-4  利用技術専門部会議事録（第 1 回～第 3 回） 
資料 8-2-5  情報流通研究専門部会議事録（第 1 回～第 2 回） 
資料 8-3 INIS 資料最近の傾向 

6．議 事 
１）第 7 回議事録確認 

 資料 8-1 の通り承認された。 
２）報告事項 

(1) 第 2 回 INIS リエゾンオフィサー会議の報告 
柴田副議長から資料 8-2-1 に基づいて 1973 年 11 月 21 月～23 日までウィーンで行

なわれたリエゾンオフィサー会議の報告があった。ひき続き、資料 8-2-2 に基づき、

1973 年における INIS へのインプット件数の国別割合、アウトプットの利用状況につ

いて説明があった。 
(2) 提供技術専門部会の報告 

大森委員（提供技術専門部会長）から資料 8-2-3 に基づいて以下の事項について報

告があった。 
i) INIS 本部から提案された目録ルールおよびインデキシングルールの一部改訂

ならびに主題標目の付与ルールについて、検討した結果 INIS 本部提案通り行う

ことにした。 
ii) 74 年度インデキシングテストは原研とインプット協力 3 機関で分担し今年も

参加することにした。 
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(3) 利用技術専門部会の報告 
柴田副議長（利用技術専門部会長）から資料 8-2-4 に基づいて以下の事項について

報告があった。 
i) 当部会は最新情報定期検索(SDI)プログラム DISP の有効性の検討、および他の

プログラムとの関係ならびに INIS の特性把握等を中心議題として運営すること

にした。 
ii) DISP の有用性について検討した結果、このプログラムには検索対象ディスク

リプタ数に制限（30 個まで）があり、不十分な面もあるが一応使用できることが

判明した。 
(4) 情報洗通研究専門部会の報告 

三島委員（情報流通研究専門部会長）から資料 8-2-5 に基づいて以下の事項につい

て報告があった。 
i) 当部会は日本原子力学会の専門委員会も兼ねているという特徴を生かして、情

報を利用する側から INIS の利用、および原子力情報の流通問題を取り上げ運営

することにした。 
ii) 質問者がその内容をサーチャーに正しく伝えるため、検索依頼文の書き方をマ

ニュアル化した「上手な質問文の書き方」を作成することにした。このため、当

委員会の委員が質問者となって検索実験を開始した。 
３）懇談事項 

(5) INIS 資料の利用について 
海老沼幹事から資料 8-3 に基づいて、INIS 資料の種類、Atomindex 誌の最近の状

況、国内での利用状況ならびに NSA との比戟等についての説明があり、引き続き懇

談した。 
(6) 主な懇談事項 

i)  INIS Atomindex と NSA との国内利用状況を比較した場合、まだかなりの差

がある。米国が今後、NSA をどのように取扱うかは不明だが、Atomindex 誌の

特徴や利用方を PR し、もっと利用範囲を広げる必要がある。例えば原産新開や

各社の機関誌に掲載してもらうのも 1 つの方法ではなかろうか。 
ii)  NSA も最近収録件数が幾分増加してきている。米国は各国と二国間協定を結

び独自に情報を収集しているが、これで漏れたものを Atomindex 誌で補ってい

るのではないかと思う。 
iii) INIS の本命ともいうべき磁気テープによる検索サービスは、当面、国家的課

題ともいうべき item に絞ってサービスする方法がある。またどんな item に情報

が集中しているかなどの Information Analysis 等を行い政府や企業がこれから

何をやれば良いかという Policy Making 用に用いることもできるのではないか。 
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第 9 回国際原子力情報システム協議会議事録 
 

1．日 時：昭和 50 年 4 月 11 日（金） 14:00-16:30 
2．場 所：東京霞山会館 
3．出席者：村田議長、大森副議長、石原、海老沼、大井、大塚、小谷、柴田、竹内、田中、 

津田、糠沢、米本各委員、長山オブザーバー、岸並、高橋各幹事 
4．議 題 

１）報告事項 
(1)  委員等の変更について 
(2)  第 3 回 INIS リエゾンオフィサー会議および INIS 諮問委員会参加報告 
(3)  各専門部会の報告 
(4)  INIS 業務の進捗状況について 

２）懇談事項 
(5)  検索サービスについて 

5．提出資料 
資料 9-1  第 8 回 INIS 協議会議事録 
資料 9-2-1  国際原子力情報システム協議会および専門部会委員名簿 
資料 9-2-2  INIS リエゾンオフィサー会議および諮問委員会報告 
資料 9-2-3  第 4 回利用技術専門部会および第 10 回提供・第 5 回利用技術専門部    

会議事録 
資料 9-2-4  第 3 回～第 5 回情報流通特別専門委員会議事録 
資料 9-2-5  国内における INIS 業務の実施状況 
資料 9-3 検索について 

6．議 事 
１）第 8 回議事録確認 

 資料 9-1 の通り承認された。 
２）報告事項 

(1) 委員等の変更について 
大森副議長から資料 9-2-1 に基づいて人事異動等に伴う委員等の変更について報告

があった。 
(2) 第 3 回 INIS リエゾンオフィサー会議および諮問委員会報告 

大森副議長から資料 9-2-2 に基づいて、主な勧告書項、特に抄録の磁気テープ化問

題を中心に報告があった。この報告に対し、抄録に用いる言語、磁気テープ化できる

国、AGRIS との協力の方法、インプット量の変化等について質疑応答があった。 
(3) 三専門部会の報告 

i) 利用技術専門部会・提供技術専門部会報告 
海老沼委員（提供技術専門部会長）から資料 9-2-3 に基づいて以下の報告があっ 
た。 
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・INIS データの特性把握の一環として 8 件の質問について再現度（recall ratio）
のテストを行い、平均再現度 83％、適合度（relevance ratio）64％という結果を

得た。 
・INIS データにマッチした SDI プログラムの基本機能について検討を行なった。

この結果は現在 SDI に用いているプログラム SPRING（SDI Program for INIS 
in Genken）の開発に大変役に立った。なお DISP の使用は、昭和 49 年 9 月を

もって中止した。 
・INIS 本部の統計データによると日本のディスクリプタのスペルミスは約 1％あ

る。これらのスペルミスの実例を基にエラーの傾向解析を行い、その対策につい

て検討した。 
ii) 情報流通研究専門部会報告 

田中委員（情報流通研究専門部会委員）から資料 9-2-4 に基づいて以下の報告

があった。 
・当部会の委員が用意した 14 の質問について約 7 ヵ月にわたり検索テストを行

った。その結果、適合度（relevance ratio）は質問の広さ別に見ると「Specific」
なものが 30-60％、「Medium」をものが 50-90％、「Generic」をものが 50％とな

った。しかし、この数字を機械検索の実態として、潜在利用者に示すには、テス

ト件数もまだ充分でなく不安定なので、もう少しテストを続けることにした。 
・情報利用の実態把握のためのアンケートは「基礎調査」を日本原子力学会員 690
名（正会員の 20％に当る）に対して行い、291 名から回答を得た。この結果は、

4-5 月中にまとめる予定である。 
以上、各専門部会の報告に対して、簡単な質疑応答があった。また、アンケート

回収率は学会員の技術情報に関する関心度を知るデータにもなるので、学会誌の

「談話室」にでも投稿してみるよう意見が寄せられた。 
(4) INIS 業務の進捗状況について 

海老沼委員から資料の 9-2-5 に基づいて、日本国内における INIS 業務の実施状

況、特にマイクロフィシュの仕様変更、インデキシングテストの結果、ディスクリ

プタ・エラーチェックの方法、抄録の磁気テープ化への対策、さらに利用面から

Atomindex 誌の購読方法、新 SDI プログラム SPRING の概要、SDI サービス試験

的実施の結果等について報告があった。これに対し、下記のような質疑があった。 
・過去の文献を探す Retrospective Service の要求の程度について 
・平均 54％というディスクリプタの一致度が検索結果に及ぼす影響について 
・検索対象の相違、すなわち物質(Substance)を中心とした質問と、手法・方法を中

心とした質問との検索効率に及ぼす影響について 
・ディスクリブタエラーの防止対策について 

３）懇談事項 
(5) 検索について 

海老沼委員から資料 9-3 に基づいて、主要 INIS 参加国の検索サービスの実施状
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況および日本での利用計画について報告があり、ひき続き懇談した。 
(6) 主な懇談事項 

i) 米国の場合、50 位のターミナルをオンラインで結び SDI、RS を行っている。

1975 年の AEC の組織改正に伴い、原子力ばかりでなく、エネルギー全般を守

備するようになり、データベースも 150 種に増大し、ターミナルも 100 以上に

する計画と聞いている。オンラインの経費負担については不明だが、AEC 時代

には全額政府負担であった。 
ii) 抄録の磁気テープ化に伴い、検索結果のアウトプットの形式も検討する必要

が出てくる。 
iii) INIS 磁気テープによる所外に対する SDI サービスは 51 年度ないし 52 年度

実施を目標とする。当面、所内用に作成したプロファイルを用いたスタンダー

ド方式をとることを考えている。 
iv) 小谷委員から、キーワードを用いないで文献をあるカテゴリー別にアウトプ

ットする方法の紹介があった。これは文部省の学術情報に関する特定研究の一

環として、北大の原子核グループが行っているもので、論文を読み、節ごとに

あるカテゴリー（アイデア、方法など）を指定し、アイデアだけ必要を場合に

は、その指定された節のみが書誌事項と一緒にプリントアウトされる仕組みに

なっている。 
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第 10 回国際原子力情報システム協議会議事録 
 

1．日 時：昭和 50 年 12 月 15 日（月） 14:00-16:40 
2．場 所：東京霞山会館 
3．出席者：山本議長、大森副議長、石川、石原、海老沼、大塚、坂本、柴田、竹内、田中、 

津田（代理）、糠沢、平野（代理）、三島各委員、梅田（代理）、宮戸、 
長山各オブザーバー、岸並、高橋各幹事 

4．議 題 
１）報告事項 

(1)  委員等の変更について 
(2)  INIS の最近の動向 
(3)  各専門部会の報告 

２）懇談事項 
(4)  INIS 抄録誌刊行に伴う対策 
(5)  一次文献提供サービスのネットワーク化 

5．提出資料 
資料 10-1  第 9 回 INIS 協議会議事録 
資料 10-2-1  国際原子力情報システム協議会名簿 
資料 10-2-2  INIS の最近の動向について 
資料 10-2-2① INIS プログレスレポート No.3 (JAERI-M-6197) 
資料 10-2-2② Development of the Mechanized Information Processing Systems 

in Japan for INIS 
資料 10-2-3① 第 11 回、第 12 回提供技術専門部会議事録 
資料 10-2-3② 第 6 回利用技術専門部会議事録 
資料 10-2-3③ 第 6 回、第 7 回情報流通特別専門委員会議事録 
資料 10-3-1 INIS 抄録誌発行に伴う対策 
資料 10-3-2 一次文献提供サービスのネットワーク化 

6．議 事 
１）第 9 回議事録確認 

 資料 10-1 の通り承認された。 
２）報告事項 

(1)  委員等の変更 
大森副議長から資料 10-2-1 により、人事異動等に伴う議長、委員、オブザーバー

の変更について報告があった。 
(2)  INIS の最近の動向 

大森副議長から資料 10-2-2（①～②）に基づいて、INIS における最近の動向に

ついて報告した。主な動きとしては、機械検索を中心として組み立てられてきた

INIS ではあるが、Nuclear Science Abstracts の廃刊（予定）を受けて抄録誌の刊
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行を明 76 年から実施に移すため、抄録の磁気テープ化が緊急の課題となっている

こと。 また、一次文献を各国センターがサービスするよう要請してきていること

等である。10 月初めにウィーンで開かれた第 4 回リエゾンオフィサー会議の状況を

も含めて現況を紹介した。この報告に対し、抄録の磁気テープ化が困難であること

の理由、抄録の質に対する考え方、光学文字読取装置の利用等について質疑が交わ

された。 
(3)  各専門部会の報告 

提供技術専門部会については海老沼委員、利用技術専門部会については大森副議長、

また、情報流通研究専門部会については清水（原研）が、それぞれ部会議事録（資料

10-2-3①～③）に基づいてここ半年間の審議・検討事項を報告した。 
提供部会における主要な検討事項は、抄録の磁気テープ化に必要な要領に関するも

のであり、利用部会は磁気テープ利用に関する事項だけでなく、抄録誌、一次文献提

供も含めた INIS アウトプット利用の技術的問題をひろく検討することとなった。流

通部会は情報利用の基礎調査（アンケート）の結果をまとめたので、その概要を報告

した。 
３）懇談事項 

(4)  INIS 抄録誌発行に伴う対策 
資料 10-3-1 をもとにして、海老沼委員が現状と対策案を報告した。NSA は 76 年 6

月から 77 年半ば頃までに廃刊されることが確実とみられ、INIS リエゾソオフィサー

としては抄録誌としての INIS Atomindex 誌の普及に一役買うことが要請される。す

でに原子力弘済会による文献複写サービスの利用者に対しては印刷物によるアナウン

スを始めているが、そのほかにも関連学会誌への投稿による事情の周知も考えられる。

また Atomindex 誌の改善についても本協議会の各専門部会に諮って、必要な提言を

行なっていくこととしたい。以上の説明に対して、次のような質疑討論が行なわれた。 
・ INIS 抄録誌（Atomindex）の刊行について、日本原子力学会誌の「談話室」欄

への投稿を考えたらよい。また、原子力学会誌のみでなく、他学会にも機会をみて

働きかけるべきだ。76 年 2 月に開かれる原子力総合シンポジウムは、関連学会のメ

ンバーも多く出席するので PR にはよい機会であるし、同シンポジウムに先だって

行なわれる共催学会の打合せ会も、趣旨説明のチャンスとなろう。原子力産業界に

対しては、原産新聞への投稿が有効と思われる。待っているのではなく、いろいろ

の媒体に積極的に働きかけるべきだ。また、NSA は大学の図書館が国内における大

口需要者なので、77 年購入予約期である 76 年春～夏までに書店を経由する PR が

必要ではないか、との意見もあった。 
・ そのほか、抄録掲載にともなう Atomindex 誌面の変更点、各国のコスト負担等

についても意見が交わされた。 
(5)  一次文献提供サービスのネットワーク化 

岸並幹事が資料 10-3-2 に基づき説明した。INIS 利用の活発化にともない、諸外国

から INIS に関連する一次資料の照会や複写サービス依頼が、原研に多数寄せられる
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ようになってきた。しかし、国内刊行物（日本からのインプット分）すべてを原研が

所蔵しているわけでない。また今後、国内ユーザーからは INIS 収載の各国文献に対

する需要も多くなると予想される。したがって、国立国会図書館、日本科学技術情報

センター、国際医学情報センターならびに日本特許情報センターを含めた、一次文献

サービスの国内ネットワークを形成し、これらの需要に応じられる態勢づくりが要請

される。主な質疑は次のとおり。 
・ INIS 関連の文献とそれ以外のものとの間で、サービスに一線を画すことはでき

ないのではないか。（たしかに、ユーザーが明示しないかぎり、弘済会の現サービ

スと INIS 一次文献サービスに、区分を与えることはむずかしい。） 
・ インプット分担機関が一次文献のデータ提供と同時に原文献コピーを添え、原研

が複写サービス用にそれらを一元的にファイルすることは考えられないか。（著作

権と管理コストの面で困難と思われる。） 
・ 大森副議長から、各機関の実情をふまえて、漸進的にネットワーク化をすすめて

いきたいとの意向表明があった。 
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第 11 回国際原子力情報システム協議会議事録 
 

1．日 時：昭和 52 年 3 月 23 日（水） 14:00-16:30 
2．場 所：東京霞山会館 
3．出席者：山本議長、大森副議長、石原（代理）、海老沼、大井、大塚（明）、 

大塚（幹）（代理）、坂本、竹内、田中、津田、野添、山谷、米本、渡辺各委員、 
岸並、高橋各幹事 

4．議 題 
１）報告事項 

(1)  委員等の変更について 
(2)  INIS の最近の動向について 
(3)  各専門部会の報告について 

２）審議事項 
(4)  INIS 利用答申案作成小委員会の設置について 

３）懇談事項 
(5)  研究課題情報サービスについて 

5．提出資料 
資料 11-1  第 10 回 INIS 協議会議事録 
資料 11-2  国際原子力情報システム協議会名簿 
資料 11-3  INIS の近況と課題 
資料 11-4-(1)  第 13 回提供技術専門部会議事録 
資料 11-4-(2)  第 7 回利用技術専門部会議事録 
資料 11-4-(3)  第 8 回～第 12 回情報流通特別専門委員会議事録 
   重要語の文献情報処理への効用とその選定上の留意点、 

および原子力技術情報の利用に関する実態調査の概要 
資料 11-5  INIS 利用答申案作成小委員会の設置について（提案） 
資料 11-6  研究課題情報サービスについて 

6．議 事 
(1) 第 10 回議事録確認 

 資料 11-1 の通り承認された。 
１）報告事項 

(2) 委員の変更 
大森副議長が資料 11-2 に基づき、委員の変更について報告した。 

(3) INIS の最近の動向 
大森副議長が資料 11-3 に基づき、第 5 回リエゾンオフィサー会議の状況を中心

に INIS の最近の動向ならびに国内の進歩状況について報告した。 
(4) 各専門部会の報告 

提供技術専門部会および利用技術専門部会については大森副議長が、また、情報流
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通研究専門部会については古谷（原研）が、それぞれ資料 11-4-(1)～(3)に基づいて、

活動状況を報告した。 
２）審議事項 

(5) INIS 利用答申案作成小委員会の設置 
大森副議長が資料 11-5 に基づいて、小委員会設置の提案理由および予定議題、委員

の構成ならびに運営について説明した。引き続き審議に入り、原案どおり承認された。

なお、事務局は海老沼委員が当ることになった。 
３）懇談事項 

(6) 研究課題情報サービス 
海老沼委員が資料 11-6 に基づき、米国の研究課題情報システムの現状および ERDA

（エネルギ一研究開発局）が原子力の研究課題の収集を積極的に進めようとしている

背景等について説明した。また、中村（農林省）と大井委員が国内における代表的な

研究課題情報システムである農林省の「農林水産試験研究課題機械検索システム

(RECRAS)」および JICST の「公共試験研究機関案内」の概要について、それぞれ説

明した。引き続き、懇談を行った。出された主な意見の要旨は次のとおりである。 
・研究課題情報システムを開発する場合、特に誰が、どの程度の情報を欲しがってい

るのかをしっかりつかんでいなければならない。RECRAS の場合、農林行政上、全

国に 300 近くある国公立試験研究機関の現在進行中の研究テーマを短時間に調査で

きるシステムが必要であった。そして、この必要性がシステムを開発する大きな力

となった。 
・研究課題情報システムにとって一番大変なのは、情報収集体制をどう確立するかと

いうことである。JICST の場合、日本科学技術振興財団の「科学技術研究情報検索

システム（REGISTER）」と共同で、アンケート方式により、20,000 件／年近い研

究課題情報を収集しているが、研究課題名と連絡先までが精一杯で研究内容までは

入力していない。その点農林省の場合、各研究試験機関からの報告制度が年報とい

う形で義務づけられており、システムとしての素地があったといって良い。 
・研究課題情報の流通について調べた結果、日本とアメリカとではかなり違っている

といってよい。日本の政府機関の主な研究課題情報は国の各種委員会等を通して知

る場合が多い。これは日本特有の流通方法であろうが、システムを考える場合考慮

しておいたほうが良い。 
・直接研究にたずさわっている人達が、本当に現在進行中の研究テーマのホットな内

容を知りたいのなら、またこのためのシステムなら、ぜひ学会等の講演や予稿集の

内容を含めるべきである。実際にシステムを運営した経験から見て、研究課題情報

のみでは、研究者の要求に対して遡及的調査について応えられても、適切な最新の

研究情報を提供するまでにはいかない。 
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第 12 回国際原子力情報システム協議会議事録 
 

1．日 時：昭和 52 年 9 月 26 日（月） 14:00-16:40 
2．場 所：原研東京本部会議室 
3．出席者：山本議長、大森副議長、石川、石原（代理）、海老沼、大井、大塚（明）、 

大塚（幹）（代理）、小谷、川島、坂本、田中、津田、野添、平山、三島、 
渡辺各委員、佐々木オブザーバー、岸並、高橋各幹事 

4．議 題 
１）報告事項 

(1)  委員等の変更について 
(2)  各専門部会の報告 
(3)  原子力文献調査報告 
(4)  INIS の最近の動向 

２）審議事項 
(5)  INIS 利用答申案の検討 

３）懇談事項 
(6)  INIS 利用についての今後の課題 

5．提出資料 
資料 12-1  第 11 回 INIS 協議会議事録 
資料 12-2  国際原子力情報システム協議会委員名簿 
資料 12-3  第 13 回～第 14 回情報流通特別専門委員会議事録 
   INIS 文献検索システムの開発への協力、著者による重要語付与への 

勧め 
資料 12-4  原子力文献調査報告 
資料 12-5  INIS プログレス・リポート No.4 
資料 12-6-1  INIS 利用答申（案）の作成について（説明） 
資料 12-6-2  国際原子力情報システムに対応して行われる国内活動に関する基本 

的方策の策定について（意見具申）－INIS 資料の利用について（案） 
資料 12-7  INIS 利用についての今後の課題 

6．議 事 
 (1) 第 11 回議事録確認 

資料 12-1 の通り承認された。 
１）報告事項 

(2)  委員の変更 
大森副議長が資料 12-2 に基づき、委員の変更について報告した。 

(3)  専門部会の報告 
情報流通研究専門部会の活動状況について、田中委員が資料 12-3 に基づいて報

告した。 
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なお、当部会の活動結果はその都度、日本原子力学会誌等に発表してきたが、総

まとめとして、来春の原子力総合シンポジウムにおいても報告する予定である。 
(4)  原子力文献数調査報告 

海老沼委員が資料 12-4 に基づいて説明した。INIS 本部が当調査を Aslib（英国

専門図書館協会）に委託した背景について触れ、Aslib が行った 5 つの調査法を紹

介した。この報告は、東独、ハンガリー、イタリアの入力件数が不十分であり、ソ

連が入力技術上の問題で少なくなっていることを指摘している。また INIS が取扱

うべき原子力文献数は、1975 年で 7 万件ぐらいが適切であると推定している。 
(5)  INIS の最近の動向 

大森副議長が資料 12-5 に基づいて報告した。主な点は、①主題範囲の医学分野

への拡大、②INIS 本部に中心を重くオンライン・ネットワークの実験、また国内

では、③日米原子力技術情報交換協力覚書の失効、④所内 SDI サービスの開始と

INIS 文献複写サービス・システムの検討開始などである。 
２）審議事項 

(6) INIS 利用答申（案）について 
津田委員（INIS 利用答申案作成小委員会委員長）が資料 12-6-1 に基づいて、利用

答申（案）の作成経過および骨子について説明した。まず、最初の INIS 磁気テープ

利用の意義では、INIS 磁気テープの早期検索利用が科学技術開発・利用の促進に寄

与することを指摘し、利用システムの一元化のメリットを強調した。第 2 の国内利用

体制の整備と強化策では、国の理解と助成を強く要請しつつ、段階的にサービスの拡

大を図ることが着実な道であることを述べた。また原文献収集・利用体制の整備、先

行文献検索サービス・システムとの協調および要員の養成、利用者の啓発の重要性も

指摘した。最後の国際協力体制の強化と利用策では、参加国が常に質の維持向上に努

めるよう、INIS 本部に強く働きかける必要性を指摘した。また原文献の入手や技術

開発の向上については、相互協力の促進が肝要であることを強調した。 
引続き、幹事が答申案文を読上げ、審議に入り、原案どおり承認された。なお、上

記小委員会はこれをもって解散した。審議の過程で出された主な質疑・意見の要旨は、

次のとおりである。 
・ 西ドイツ以外の主な国における INIS 文献検索サービスの実施状況について（国

の規模が似かよっているので西ドイツを例示した。フランス、デンマークは SDI の
プロファイル数にして各 500 件（有料）ぐらいである。イギリスはオンライン利用

を開始しているが、利用数は不明である。米国の場合はオンライン・システムが完

備しており、規模も大きく日本の参考にはならない。） 
・ 検索サービスのオンライン化について、（将来は当然考えなければならない問題だ

が、答申（案）では、まず需要構造の把握を第一に行い、サービスの拡大は段階的

に行うのが着実な道となっている。もうしばらく経験を積んでからオンライン化は

考えたい。） 
・ INIS が対象とする雑誌 6000 誌のうち、所蔵したい雑誌数について（望ましくは、
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どんな文献でも国内で手に入る体制でありたいと考え、このための整備を基本とし

たが、実際には入手し難い文献もあるので、これらは二国間協力や BLLD に依頼し

て入手するのが良い方法と考えている。雑誌数でいえば、毎年サーベイの対象にな

っている 2000 誌は最低所蔵したい。現在、原研では、6000 誌のうち 800 誌ぐらい

しか所蔵していない。） 
・ 国内の文献提供ネットワークの整備にとって大切な電算機編集による総合目録作

成について（答申案では最低限、複写依瀬をすれば、業務として受付けて文献を提

供できる体制と資料の整備が急務と考え、これを当面の目標とした。各国の例でも

わかるように、将来は、当然共通の目録を持つようになると思う。 
・ 最後に山本議長から、国をはじめ各界からの理解と協力ならびに指導をいただき、

答申にそって、できるところから実施していきたい旨、意向表明があった。 
３）懇談事項 

(7)  INIS 利用についての今後の課題 
海老沼委員が資料 12-7 に基づいて説明した。INIS 利用答申を受け、当面検討しな

ければならない具体的な問題を列挙した。主なものは、 ①SDI サービスの実施、②

文献複写サービス・システムの強化、③利用者からのフィード・バックによる評価シ

ステムの開発等である。引続き懇談に入り、共通レファレンス・ツールの整備、ISSN
コードの利用法を中心に意見の交換を行った。 
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第 13 回国際原子力情報システム協議会議事録 
 

1．日 時：昭和 53 年 10 月 17 日（火） 14:00-16:30 
2．場 所：原研東京本部会議室 
3．出席者：野沢議長、仲本副議長、石川、海老沼、大塚、川島、岸並、斎藤、竹内、糠沢、 

野添、野村（代理）、平山、岐美各委員、佐々木（代理）、長山各オブザーバー、 
志知、津田各幹事 

4．議 題 
１）報告事項 

(1)  議長挨拶 
(2)  委員の変更 
(3)  第 12 回議事録の確認 
(4)  専門部会報告 
(5)  INIS の近況と課題 
(6)  INIS 資料の利用 

２）懇談事項 
(1)  データフラッギングについて 
(2)  クリアリング機能について 

5．提出資料 
資料 13-1  第 12 回 INIS 協議会議事録 
資料 13-2  国際原子力情報システム協議会委員名簿 
資料 13-3-1  第 14 回提供技術専門部会議事録 
資料 13-3-2  第 8 回利用技術専門部会議事録 
資料 13-3-3  第 15 回～第 19 回情報流通特別専門委員会議事録、国内学術雑誌、 

テクニカル・レポートのキーワード付与制、効率的な学術情報伝達  
への提言 

資料 13-4  INIS の近況と課題 
資料 13-5-1  INIS Atomindex 磁気テープを用いた最新情報定期検索サービスに 

対する利用者の評価 
資料 13-5-2  最新情報定期検索サービス:INIS-SDI 
資料 13-6  データ・インデキシングによる利用の向上と入力作業 
資料 13-7  クリアリング機構について 

6．議 事 
(1) 議長就任挨拶 

野沢議長より就任の挨拶があり、各委員に対して協力依頼がのべられた。 
(2) 委員等の変更 

仲本副議長が資料 13-2 に基づき、委員等の変更について報告した。 
(3) 第 12 回議事録の確認 
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資料 13-1 のとおり承認された。 
(4) 専門部会報告 

提供技術専門部会（資料 13-3-1）について海老沼委員から、利用技術専門部会（資料

13-3-2）について仲本副議長から、情報流通特別専門委員会（資料 13-3-3）について古

谷（原研）から、それぞれの活動状況が報告された。 
(5) INIS の近況と課題 

仲本副議長が資料 13-4 に基づいて報告した。主な点は、①1978 年の定量的実績、②

データフラッギング等、質向上への動き、③収録件数増大の傾向、④アウトプットの利

用などである。 
(6) INIS 資料の利用について 

イ 仲本副議長が当協議会から、日本原子力研究所理事長宛出された意見報告「国際

原子力情報システムに対応して行われる国内活動に関する基本的方策について－

INIS 資料の利用について」の取り扱いについて報告した。当意見報告を理事長に

報告し、これを受け「INIS 資料利用計画（案）」を作成し理事会に報告したこと、

今後の活動の指針ともいうべきこの利用計画は、①INIS 文献検索サービス、 ②検

索された原文献提供サービスの 2 つが骨子になっていること、昭和 53 年は利用 5
カ年計画の 2 年目に入ることになり、順調な経過をたどっていることなどである。 

また、INIS-SDI の国内向けサービスは関係機関の了解を得て原子力弘済会資料

センターと協力して行うことになった旨報告があった。 
ロ INIS SDI サービスの国内利用について、津田幹事が資料 13-5-1、資料 13-5-2 に

基づいて報告した。主な質疑への応答は次のとおりである。 
◎ 過去分情報検索（１回かぎりの情報サービス）については、プログラムの整備

が済み次第、サービスを開始する予定である。 
◎ INIS SDI スタンダード・テーマは、主として原研所内で開発したものから選

択したが、今後はリクエストとあわせて逐次拡充していく方針である。 
(7) データフラッギングについて 

津田幹事が資料 13-6 にもとづき、データ・インデキシング（ブラッギング）のや

り方と INIS Atomindex 冊子体への表示の仕方について説明した。引き続き懇談に入

り、意見の交換を行った。主な質疑応答は次のとおりである。 
◎ データは必ずしも数値データにかぎるものではないが、当初からすべてのデー

タを含めると混乱を起すので、まず数値データからとされた経緯がある。 
◎ この索引法は、①データを収集し評価することを本業としている人にも、②即

時的にデータを使う一般利用者にとっても有用である。実際、中性子断面積評価

グループや原子・分子データ評価グループからも、利用価値があるだろうという

意見が寄せられている。 
◎ どの範囲までデータ・インデキシングを行うかば、まだ正式の指示書がこない

ので不明だが、原研の調査では全体の 60%、ドイツ、フランスの調査でも 60-80%
まで含まれるようだ。特許に含まれるデータなどの取り扱いも含めて、今後、数
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値データの定義を明確にしていきたい。 
◎ 実施時期は 53 年 10 月～11 月頃からボランタリーベースで入力できるところ

からはじめ、 54 年 10 月頃から完全実施にする予定である。日本はなるべく早期

に入力を開始したいので、早急に提供部会等を開き具体的な検討を行いたい。 
(8) クリアリング機構について 

岸並委員が資料 13-7 に基づいて説明した。一次文献の提供システムとしてのクリアリ

ング機構については、本協議会においても何度か議題とされてきたが、今回は①海外への

提供と、②国内への提供とに分けて、その改善策について懇談した。 
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第 14 回国際原子力情報システム協議会議事録 
 

1．日 時：昭和 54 年 4 月 20 日（金） 14:00-16:30 
2．場 所：原研東京本部会議室 
3．出席者：石川議長、仲本副議長、石川、大井、大塚、川島、岸並、斎藤、竹内、糠沢、 

野添、野村（代理）、原、岐美各委員、石塚（代理）、清水各オブザーバー、志知、 
津田各幹事 

4．議 題 
１）報告事項 

(1)  議長挨拶 
(2)  委員の変更 
(3)  第 13 回議事録の確認 
(4)  専門部会報告 
(5)  INIS 諮問委員会報告 
(6)  INIS 進捗状況 

２）懇談事項 
(1)  タイムラグについて 

5．提出資料 
資料 14-1  第 13 回 INIS 協議会議事録 
資料 14-2-1  第 20 回情報流通特別専門委員会議事録 
資料 14-2-2  第 21 回情報流通特別専門委員会議事録 
資料 14-2-3  第 14 回提供技術専門部会議事録、 
資料 14-2-4  第 15 回提供技術専門部会議事録 
資料 14-3  INIS 諮問委員会報告 
資料 14-4  INIS 進捗状況 

6．議 事 
(1) 議長就任挨拶 

石川議長より TMI 事故が報告されており、原子力界では情報流通の重要さがさらに高

まっている、との挨拶があった。 
(2) 委員等の変更 

人事異動により動燃団の田中委員が原委員に、科技庁からのオブザーバー佐々木が、清

水に交替となった。 
(3) 第 13 回議事録の確認 

資料 14-1 のとおり承認された。 
(4) 専門部会報告 

イ 情報流通研究専門部会 
資料 14-2-1 および 14-2-2 に基づいて、原委員が活動状況を報告した。 

ロ 提供技術専門部会 
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資料 14-2-3 および 14-2-4 に基づいて、津田幹事が活動状況を報告した。 
(5) INIS 諮問委員会報告 

資料 14-3 に基づいて仲本副議長が、54 年 2 月 13-15 日にウィーンで開催された委員

会について報告した。主な点は次のとおりである。 
① INIS の発足後 10 年を迎え、その運営の基本方針を再確認したこと。 
② アウトプットの利用に重点が移ってきていること。 
③ 一次文献の提供のバックアップ法を、INIS 全体として確立すること。 
④ INIS 検索に関し、ウィーンの INIS 本部へのダイレクト・オンラインアクセスをす

すめること。 
(6) INIS 進捗状況 

資料 14-4 にもとづいて津田幹事が、 INIS 全体の現状とくに最近導入された「デー

タフラッギング」および「電離放射線とラジオアイソトープの医学的応用」への収録範

囲の拡大について報告した。また日本としては、ディスクリブタの付与について INIS
本部の調査に協力したこと、概念の広いディスクリブタの検索効果テストの結果につい

て報告した。 
なお、質疑に応えて、適切なディスクリブタのない場合の新ディスクリブタの提案法、

ならびに、通常のインデキシングに対する INIS 本部でのチェック法について説明した。 
(7) タイムラグについて 

INIS 本部の作成した統計に基づいて、仲本副議長が、INIS へ入力する場合、刊行物

の発行から INIS Atomindex 誌に掲載されるまでの所要時間について報告した。INIS 
Atomindex Vol.9 の統計によると、INIS 全体の平均では、雑誌 8.0 ヵ月、レポート 12.0
ヵ月、特許 24.0 ヵ月、日本の場合は、雑誌 10.0 ヵ月、レポート 12.0 ヵ月、特許 24.0
ヵ月であると示されている。 

報告のあと、 2 次情報処理の時間短縮は、どのシステムでも関心があり重要であるこ

と、その短縮法などについて種々の意見が交換された。これらの意見をもとに、事務局

で可能な改善を図ることとなった。 
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第 15 回国際原子力情報システム協議会議事録 
 

1．日 時：昭和 56 年 8 月 4 日（火） 14:00-16:00 
2．場 所：原研東京本部会議室 
3．出席者：森議長、仲本副議長、天野（代理 山本）、海老沼、大井、大塚、川島、小谷、 

志知、島貫、寺村、原、山田各委員、沖村(代理 角田)、長山各オブザーバー、 
岸並、北田各幹事 

4．議 題 
１）報告事項 

(1)  委員の交替 
(2)  各専門部会報告 
(3)  INIS の現状報告 

２）懇談事項 
(4)  INIS 利用の進展と今後の計画 

5．提出資料 
資料 15-1  国際原子力情報システム協議会委員名簿 
資料 15-2  第 14 回国際原子力情報システム協議会議事録 
資料 15-3  第 22 回～第 29 回情報流通特別専門委員会議事録 
資料 15-4  第 16 回～第 20 回提供技術専門部会議事録 
資料 15-5  第 9 回利用技術専門部会議事録 
資料 15-6  INIS の現状報告 
資料 15-7  The First Decade of INIS in Japan (JAERI-M-9537) 
資料 15-8  INIS 利用の進展と今後の課題 

6．議 事 
(1) 委員の交替 

森議長の挨拶に引続いて、仲本副議長が資料 15-1 に基づき、委員の交替について報

告した。 
(2) 第 14 回議事録の確認 

資料 15-2 のとおり承認された。 
(3) 専門部会報告 

海老沼委員が資料 15-3、15-4、15-5 に基づいて報告した。検討議題の中心は、情報

流通研究専門部会では INIS データベースの有効性、検索の有効性、提供技術専門部会

では主にシソーラスとデータフラッギングの改善、利用技術専門部会ではオンライン検

索に伴うシソーラス利用法であったことを報告した。 
また、前回議事録に関連して、日本からの入力分について、収録までに要するタイム

ラグの短縮努力を、しているとの補足説明をした。 
なお、収録性調査に関連して、著者名は full name で記述してはどうかとの意見が出

され、日本からの日本人名の入力は全綴で表記していることを紹介した。 
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(4) INIS の現状報告 
北田幹事が、資料 15-6 に基づき、日本及び全体の入力状況、出力利用状況、並びに

最近進められている主な改善について報告した。 
この中で、データフラッギングの利用法に対する質疑があり、冊子体における〔data〕

の識別やデータポインター作成への可能性のあることを紹介した。 
また、ディスクリプタの削除に伴う検索上の処理に対する懸念が出されたが、ほとん

どが未使用のディスクリプタなので検索利用上問題ないことを説明した。 
(5) INIS 利用の進展と今後の課題 

仲本副議長が、資料 15-8 に基づき説明したあと、意見交換を行った。主な事項は次

の通りである。 
イ 原文献の提供はコピーで行っている。非市販資料が半数を占めているが、海外から

のコピー依頼には原則としてその国の INIS センターを紹介している。 
ロ オンライン検索の所外サービスについては、INIS 複製テープを JICST に供給し、 

JOIS サービス範囲に対しては JICST に委ねることを基本に進めたい。 
ハ シソーラス日本語版を作成してはとの意見が出されたが、有効利用の見通しがない

ので積極的になれないとの見解が示された。また、専門用語翻訳上 1 対 1 の対応に困

難のあることなども指摘された。 
ニ データフラッギングに関連して、学協会など referee制度のある公刊物のデータは、

データセンターでの評価とは異なるけれども、一応の評価がなされていると考えてい

いのではないかとの意見が出された。 
ホ 情報の入力処理にあたり、米国では大量処理のスピードに重点が移っており、エラ

ーの指摘には「直ちに修正する」との姿勢をとっている。INIS は質のよい入力処理

のため入手と時間をかけているが、誤りのないものを作るよりも早い方がよいのでは

ないかとの意見が出された。これに対して、質も重視すべきだとの意見もあった。 
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第 16 回国際原子力情報システム協議会議事録 
 

1．日 時：昭和 58 年 12 月 1 日（木） 14:00-16:00 
2．場 所：原研東京本部会議室 
3．出席者：森議長、下川副議長、天野、大塚、川島、志知、島貫、竹内、玉井、津田、寺村、 

長山、更田、古橋、松村、間宮、三島各委員、小路オブザーバー（代理）、海老沼、 
深見各幹事 

4．議 題 
(1)  新委員紹介 
(2)  前回議事録の確認 

報告事項 
(3)  INIS の現況報告 
(4)  専門部会の活動報告 

懇談事項 
(5)  JOIS による国内 INIS オンラインサービス計画 
(6)  1984 年 INIS アジア・太平洋地域訓練セミナー計画 

5．提出資料 
資料 16-1  国際原子力情報システム協議会委員名簿 
資料 16-2  第 15 回国際原子力情報システム協議会議事録 
資料 16-3  INIS の現況 
資料 16-4  専門部会の活動（各部会議事録別添） 
資料 16-5  JOIS による国内 INIS オンラインサービス計画の経緯と内容 
資料 16-6  1984 年 INIS アジア・太平洋地域訓練セミナー計画の経緯と現況 

6．議 事 
(1) 新委員の紹介 

森議長が、挨拶に引続き、資料 16-1 に基づき交替委員を紹介した。 
(2) 第 15 回議事録の確認 

資料 16-2 のとおり承認された。 
(3) INIS の現況報告 

海老沼幹事が、資料 16-3 に基づき、最近 2-3 年間の INIS への収録状況、入力・出力

に関する主な改善事項及びオンライン利用状況について報告した。 
同幹事の報告に関連し、データフラッギングの廃止に伴う影響、ドイツ語版と日本語

版シソーラスの需要などについて意見が交換された。 
(4) 専門部会の活動報告 

海老沼幹事が、資料 16-4 に基づき、各専門部会の活動の概要につき報告した。提供

技術、利用技術、情報流通の各専門部会は、それぞれ 4 回、1 回、9 回開催された。①

提供技術部会では分類の改訂、シソーラス用語の追加・変更、目録記述の変更、②利用

技術部会では原研内 INIS オンライン検索システムの改善、そして③情報流通部会では
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INIS データベースの収録性、国内データ検索システム、INIS データフラッギングの効

用などが、それぞれ主要な議題とされた。 
なお、専門部会間の相互連絡は原研の担当事務局が行っている。 

(5) JOIS による国内 INIS オンラインサービス計画について 
下川副議長が資料 16-5 に基づき、INIS 原子力情報を日本科学技術情報センター

（JICST）の JOIS により国内に対しオンラインサービスする計画（昭和 59 年 1 月開

始目標）」の経緯と内容について報告し、サービス開始後の運用を円滑に進めるため懇

談した。 
同副議長の説明に関連し、現在既に実施している原研内オンライン検索サービスとの

利用区分、検索性能の違い、 JOIS による INIS 利用の需要予測、利用料金、及び(財)
原子力弘済会実施のバッチ方式利用への影響などについて質疑応答があった。 

(6) 1984 年 INIS アジア・太平洋地域訓練セミナー計画について 
下川副議長が資料 16-6 に基づき、「1984 年 10 月下旬に標記セミナーが、 IAEA 主

催、日本ホスト国（原研ホスト機関）の形で、東京において開催される計画が進行して

いる」旨の報告を行った。参加対象は、日本を含むアジア・太平洋地域の 10 数カ国で

あり、今秋 IAEA に加盟した中国も参加する可能性がある。 
同副議長の説明に関連して、発展途上国参加者の技能内容、対象国における通信技術

レベル、JOIS によるアジア地域のサービス問題、わが国への 1 次文献複写サービス要

求の増加予想、日本と国交のない国への対応などにつき、活発な意見が交換された。 
最後に議長から、このセミナーを成功させるため、準備段階から委員の協力を引きつ

づきお願いしたい旨の発言があった。 
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第 17 回国際原子力情報システム協議会議事録 
 

1．日 時：昭和 60 年 3 月 14 日（木） 14:00-16:20 
2．場 所：原研東京本部会議室 
3．出席者：森議長、下川副議長、大塚、樫田、川島、佐久間、志知、鈴木（治夫）、竹内、 

玉井、仲本、長山、更田、松尾各委員、鈴木（博通）オブザーバー、海老沼幹事、 
高橋（事務局） 

4．議 題 
(1)  前回議事録の確認 

報告事項 
(2)  「1984 年 INIS アジア・太平洋地域訓練セミナー」の実施状況について 
(3)  専門部会等の活動について 
(4)  INIS の入力と利用の状況について 

懇談事項 
(5)  「INIS システム総合レビュー計画」に対するコメントについて 
(6)  INIS15 周年記念シンポジウムの開催について 

5．提出資料 
資料 17-1  第 16 回国際原子力情報システム協議会議事録 
資料 17-2  「1984 年 INIS アジア・太平洋地域訓練セミナー」の実施状況 
資料 17-3  専門部会等の活動状況 
資料 17-4  INIS への入力と利用の統計 
資料 17-5  「INIS システム総合レビュー計画」とコメント（案） 
資料 17-6  INIS15 周年記念シンポジウム開催要領（案） 

6．議 事 
森議長の挨拶に続いて、議事に入った。 
(1) 前回議事録の確認 

資料 17-1 のとおり承認された。 
(2)「1984 年 INIS アジア・太平洋地域訓練セミナー」の実施状況について 

下川副議長が資料 17-2 に基づき、昭和 59 年 10 月 22 日(月) -27 日(土)に日本で開催

された標記セミナーの実施状況を報告するとともに、各委員ならびに委員所属機関のご

協力に感謝の意を表した。 
(3) 専門部会等の活動について 

海老沼幹事が資料 17-3 に基づき、各専門部会および「JICST 一原研 INTS オンライ

ン連絡会議」の活動について報告した。提供技術専門部会は 2 回開催され、1984 年 INIS
地域訓練セミナーへの応募手続き、および INIS 入力処理基準が主な議題であった。情

報流通専門部会は 5 回開催され、データフラッギングの有効性、「INIS 総合レビュー計

画」のコメント、および 1986 年原子力総合シンポジウムにおける一般テーマ等につい

て検討した。JICST 一原研 INIS オンライン連絡会議は 5 回開催され、INIS 原子力文
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献ファイルの改善と JOIS による利用促進が図られた。 
(4) INIS の入力と利用の状況について 

海老沼幹事が資料 17-4 に基づき、最近 2 カ年における主要国の INIS への入力状況、

および昭和 59 年における国内の INIS 検索利用状況について報告した。昭和 58 年に比

して 59 年の INIS 全体の入力件数の減は主にアメリカ、ソ連という大入力国の分類変更

時に伴う一時的現象であって、 60 年はこの中間値となると予想される。 
また、国内の INIS 検索利用では、 JOIS によるオンライン利用は、徐々に増加の傾

向にあるが、そのバッチ検索への影響は見られていない。 
(5) 「INIS システム総合レビュー計画」に対するコメントについて 

海老沼幹事が資料 17-5 に基づいて、INIS 本部が進めている標記計画の準備状況、検

討体制、スケジュール、およびこれに対する日本からの主なコメント（案）について説

明した。その後、なぜ見直しが必要になったかについて、コマーシャルなデータベース

との競合、電算機とデータ通信技術の進歩、開発途上国と先進国との INIS への期待と

利用技術の違いなど、種々の因子のあることが話し合われた。 
コメント（案）は技術的な面での提案であり、とくに定期的な実務者会議の開催およ

び口頭発表標題ファイル作成の提案は良いという意見があった。 
一方、従来の INIS データベースの収録性とタイムリ-ネスが話題となった。これらの

問題は INIS 本部が中心となって現在調査中であり、その結果をふまえて一層の改善を

各国に呼びかけることになると予想された。また、将来のデータ通信回線利用による入

力には、国内処理上にも問題のあることが指摘された。 
結論として、日本からのコメントについては（案）も含めて更に事務局等で検討し、

INIS 本部に提案することとなった。 
(6) INIS15 周年記念シンポジウムの開催について 

下川副議長が資料 17-6 に基づき、原研主催の「英語による文献データベースの作成

と利用」に関するシンポジウムを年内に開催したい旨提案した。各委員からは、情報活

動の国際摩擦を防ぐ意味で、英語データベースを作成すべきであるという気運が国内で

高まっている時だけに時宜を得たものであるということで、積極的な賛意と活発な意見

が出された。今後は企画委員会のような組織をつくり、構成内容を具体的に検討してい

くこととなった。 
最後に議長から、シンポジウム開催に関して、引き続きご協力をお願いしたい旨、発

言があった。 
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第 18 回国際原子力情報システム協議会議事録 
 

1．日 時：昭和 62 年 11 月 24 日（火） 14:00-16:20 
2．場 所：原研東京本部会議室 
3．出席者：更田議長、海老沼副議長、伊藤、大塚、樫田、川島、久保田、斎藤、志知、杉本、 

鈴木、内藤、仲本、長山、花田、松村の各委員、佐藤、藤田（代理 永井）各オ 
ブザーバー、古谷、小倉各幹事、横尾（事務局） 

4．議 題 
(1)  委員紹介 
(2)  IAEA 新作ビデオ「INIS」 
(3)  INIS の現況について 
(4)  OECD 国際エネルギー機関「エネルギー技術データ交換計画」への参加について 
(5)  Nuclear Science Information of Japan - Oral Presentation (NSIJ-OP)について 

5．提出資料 
資料 18-1  国際原子力情報システム協議会委員名簿 
資料 18-2  INIS の現況について 
資料 18-3-1  IEA エネルギー技術データ交換計画について 
資料 18-3-2  国際エネルギー機関 IEA エネルギー技術データ交換計画に関する実 

施協定（仮訳） 
資料 18-3-3  EDB 分類と主題範囲 
資料 18-4-1  NSIJ-OP について 
資料 18-4-2  口頭発表を海外に伝える NSIJ-OP 
資料 18-4-3  NSIJ-OP 見本 

6．議 事 
(1) 委員紹介 

更田議長の挨拶に引き続き、出席者の自己紹介が行なわれた。 
(2) IAEA 新作ビデオ「INIS」 

最近 IAEA が製作したビデオ「INIS」（17 分）が映写された。INIS 発足初期に製作

された映画フィルム以来の作品である。 
(3) INIS の現況について 

古谷幹事が資料 18-2 に基づき、INIS の全体と国内との動向について報告した後、質

疑が行われ、次のような補足説明がなされた。 
① 日本以外の検索利用としては、 IAEA 計算機の INIS データベースに参加国から直

接アクセスできるシステムがあり、西欧、東欧を中心に年間的 1,500 時間利用されて

いる。また、米国では非核エネルギー分野も含むエネルギーデータベース（EDB）に

統合して DlALOG 等により利用されている。 
さらに、ブラジル、西独、フランスの利用概況が説明された。なお INIS 全体とし

て各国での利用状況を把握できるようにすることの必要性が指摘された。 
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② CO-ROM の出版のスケジュールは未だ決っていない。予約部数、コスト、冊子体購

読部数への影響など最終的見積りが行われた後決定される。また、CD-ROM の発行は

INIS リエゾンオフィサーの独占権、及び著作権の取扱いに配慮して検討する必要の

あることが指摘された。 
③ CD-ROM に入れる「全データ」とは、二次情報の全部をいい、原論文は入らないこ

と、また「入力のオンライン化」とは、現段階では目録作成を直接機械可読媒体で行

うことであり、将来、協力機関との間、IAEA への伝送をも考慮していることが説明

された。 
(4) IEA エネルギー技術データ交換計画への参加について 

海老沼副議長が資料 5-3-1-3 に基づき、IEA エネルギー技術データ交換計画の発足と

仕組み、参加国、対象主題範囲、日本の担当機関、これまでの経緯について説明した。

質疑に対し、次のような補足説明がなされた。 
① 日本からの当面の年間人力件数は 1 万件強と推定され、 JAERI と NEDO からそれ

ぞれ毎月 1 回送付している。 
② 出力テープについては、本交換計画の発足（1 月 26 日）以後のもののみ入手できる。

国内利用計画について、現在関係機関の間で協議が進められている。 
③ 本交換計画への参加による特典として、発足以前に蓄積された米国エネルギーデー

タベース（EDB、1974-1986）が DIALOG 及び STN を通じてオンラインで利用でき

ることとなっているが、②と並行して協議が行われている。 
④ フランスのように IEA に加盟していない国についても、 OECD 加盟国の本交換計

画への参加は可能であることが補足された。 
(5)NSIJ-OP について 

古谷幹事が資料 18-4-1-3 に基づき、17 年間発行してきた NSIJ から NSIJ-OP への転

換の経緯、作成方法、内容等について説明した。質疑に伴い、次のような補足説明と意

見があった。 
① 研究課題情報を INIS で扱うことについては、 15 周年運営総合レビュー等で検討

課題にはなったが、多国間で統一的に行うのは各国内の研究委託報告制度等の相違に

より難しいようである。 
② 予稿集の INIS への人力を統一的に行うこと、 Oral-Presentation を INIS で行う

ことについても難しいと考えられる。 
③ 対象口頭発表の拡大（例えば、核医学会、放射線影響学会、放射化学討論会）への

要望、磁気テープでの配布の要望がある。いずれにしても NSIJ-OP は極めて有意義

なものなので継続して欲しい、という意向が表明された。 
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第 19 回国際原子力情報システム協議会議事録 
 

1．日 時：昭和 63 年 11 月 29 日（火） 15:00-17:00 
2．場 所：原研東京本部会議室 
3．出席者：更田議長、海老沼副議長、五十嵐（代理 青木）、伊藤、大塚、樫田、川島、 

久保田（代理 桜井）、斎藤（代理 小林）、志知、杉本、鈴木、内藤、仲本、 
長山、花田、三島の各委員、古谷幹事、横尾、矢島、板橋（事務局） 

4．議 題 
(1)  前回議事録確認 

報告事項 
(2)  INIS の近況について 
(3)  西ドイツの INIS センターについて 
(4)  INIS CD-ROM について 
(5)  関連する「IEA エネルギー技術データ交換計画」について 
懇談事項 
(6)  INIS の将来計画について 

5．提出資料 
資料 19-1  第 18 回国際原子力情報システム協議会議事録 
資料 19-2-1  INIS の近況について 
資料 19-2-2  INIS オンライン検索がわかる本 
資料 19-3  西ドイツの INIS センターについて 
資料 19-4  INIS CD-ROM について 
資料 19-5-1  関連する IEA「エネルギー技術データ交換計画」について 
資料 19-5-2  Energy オンライン検索の手引 
資料 19-6  INIS における今後の開発事項について 

6．議 事 
(1) 前回議事録確認 

資料 19-1 のとおり確認された。 
(2) INIS の近況について 

古谷幹事が資料 19-2-1 に基づき、INIS 全体と国内の動向について報告した後、質疑が

行われ、次のような補足説明がなされた。 
① 第 1 表及び参考データに含まれていない主要国として、ソ連、西独、日本がある。ソ

連は国内システムを使用しているものと思われるが、詳細は定かではない。西独は STN
を利用しており、日本は国際オンライン・ネットワークを現在のところ使用していない。 

② 第 1表の IAEAに直接アクセスしている国のうち使用実績が多いのは、地理的に IAEA
に近い国のように見受けられる。 

③ 日本国内の使用実績は接続回数によって表してきている。87 年の減少は変動幅の範囲

内とみている。 
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(3) 西ドイツの INIS センターについて 
板橋が資料 19-3 に基づき、INIS 要員相互派遣の経緯、FIZ-K の規模及び活動につい

て、説明した。さらに、この派遣協定に基づき本年 9 月～10 月の 2 カ月間 FIZ-K に派

遣され、業務を実際に行ってみるなど貴重な経験を得たことなどを報告した。 
(4) INIS CD-ROM について 

古谷幹事が資料 19-4 に基づき、INIS CD-ROM の作成にいたる経緯、本年 4 月に配

布された試作版に対するテスト結果及び日本のコメント等について報告した後、板橋が

試作版によるデモを行った。質疑に対して次のような補足説明がなされた。 
① BRS の検索ソフトはユーザーのレベルによって、メニュー方式あるいはコマンド方

式と使いわけができる。コマンドは STAIRS に似たものである。 
② 国内で使用されている機種でも、ソフトを作れば使用可能である。 
③ Atomindex の内容はすべて含まれている。 
④ 使用するためのハードとしてはパソコンとプレーヤーのセットがあれば十分である。 

(5) 関連する IEA「エネルギー技術データ交換計画」について 
海老沼副議長が資料 19-5-1 に基づき、エネルギー技術データ交換計画（ETDE）では

INIS 基準を取り込んでいること、ETDE スコープのうち原子力の部分については、エ

ネルギー技術のみに狭めるか否かで、さらに議論が行われる予定であること等を説明し

た。出力データ利用としては、NEDO が国内向けオンラインサービス NEDO EDBS を

開始し、原研でも 12 月から所内向けに「ENERGY」として使用を開始することを報告

した。質疑に対し、次のような補足説明がなされた。 
① INIS は現在 ETDE のスコープに内包されている。 
② ETDE 加盟国は西側だけであるが、データは INIS を取り込んでいるため東側のも

のも含まれる。 
(6) INIS における今後の開発事項について 

海老沼副議長が資料 19-6 に基づき、 INIS が今後取り込める先端技術を調査しよう

としていることと、その主なトピックスを説明し、これは次回（1989 年）のリエゾンオ

フィサー会議の一部として数人の専門家によって討議きれることとなっていると報告し

た後、懇談に入った。次のような意見が出された。 
① 計算機間通信のために、すでに Bitnet のような特定のネットワークが広く使用され

ているとしても、ISDN の国際規格のように国際的に標準化されたものがあればそれ

を採用するよう主張すべきである。 
② 全文保管及びそのサービスとなると著者権の問題がからんでくる。また、全文の貯

蔵については full text tagging（米国出版協会)のような考えも出てくるのではないか。 
③ このような討論の場には、ぜひ、日本からも人材を送り込めるようにしてほしい。 
④ 今後の先端的な技術開発については、ココム規制の影響を受けることになるのでは 

ないか。 
⑤ CD-ROM はユネスコが力を入れて普及をはかっているので、将来有望ではないかと 

思われる。 
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第 20 回国際原子力情報システム協議会議事録 
 

1．日 時：平成元年 12 月 5 日（火） 13:30-15:30 
2．場 所：原研東京本部会議室 
3．出席者：吉川議長、林副議長、飯島、飯泉（代理 大道）、大塚、甲斐原、樫田、 

久保田（代理 桜井）、斎藤（代理 若林）、杉本、鈴木、内藤、中村、仲本、 
長山、花田、松尾、松村、守山の各委員、箱石（代理 名雪）、小柳（代理 宮本） 
の各オブザーバー、平松、古谷各幹事、小松原（事務局） 

4．議 題 
(1)  前回議事録確認 
(2)  INIS の近況について 
(3)  第 7 回 INIS 諮問委員会について 
(4)  INIS データベースに関するアンケート結果 
(5)  INIS20 周年記念行事の開催について及び INIS ビデオ日本語版紹介（放映） 
(6)  その他 

5．提出資料 
資料 20-1-1  国際原子力情報システム協議会委員名簿 
資料 20-1-2  第 19 回国際原子力情報システム協議会議事録 
資料 20-2  INIS の近況について 
資料 20-3  INIS 諮問委員会報告 
資料 20-4  INIS データベースに関するアンケート結果 
資料 20-5  INIS20 周年記念行事の実施要領（案） 
資料 20-6  レニングラード国際シンポジウム 

6．議 事 
(1) 前回議事録確認 

資料 20-1-2 のとおり確認された。 
(2) INIS の近況について 

古谷幹事が資料 20-2 に基づき、INIS の近況の活動状況について報告した。特に、我

が国は国内機関の協力もありタイムラグの目標値を達成したこと、CD-ROM の頒布開始

や ENERGY データベースの利用解禁により INIS データベースの利用に多様化がみら

れること、および INIS は当面する技術的問題はないが、将来に向けた課題に関心が寄

せられており、第 17 回の INIS リエゾンオフィサー会議においても各国の専門家による

プレゼンテーションが行われたことなどが説明された。 
(3) 第 7 回 INIS 諮問委員会について 

仲本委員が資料 20-3 に基づいて、11 月 22-24 日 IAEA で行われた標記委員会につい

て報告した。全体の印象として、CD-ROM 版 Atomindex の遅れ、それに対する発展途

上国の期待、東側諸国の強い取組み等の印象について、補足説明があった。 
(4) INIS データベースに関するアンケート結果 
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小松原が資料 20-4 に基づいて「1989 年日本原子力学会秋の大会」の口頭発表者に対

して実施したアンケート結果について報告した。入手が困難であったとされる文献の具

体的事例の把握と、文献入手方法の改善対策、および特に若年層に対してさらに積極的

に INIS システムの普及・広報活動を進めていく必要があることが補足された。 
(5) INIS20 周年記念行事の開催について 

古谷幹事が資料 20-5 に基づいて、「1990 年日本原子力学会年会」期間中（平成 2 年 4
月 2-4 日）に開催を予定している標記行事の内容および Mr. Marchesi（IAEA 科学技術

情報部長）の招聘や国内発表および資料の準備状況等について報告した。 
(6) その他 

① 平成 2 年 5 月 28-31 日にレニングラードにおいて「科学、技術、産業情報サービス

の将来」に関する国際シンポジウムが開催される予定であり、我が国からは 2 件応募

していること、および、 
②マレーシアの INISリエゾンオフィサーMr. Samsurdin bin Ahamadが原子力研究交流

制度により来日し、技術情報部において 2 ヵ月間研修したこと、 
を古谷幹事が報告した。 
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第 21 回国際原子力情報システム協議会議事録 
 

1．日 時：平成 2 年 11 月 26 日（月） 13:30-15:45 
2．場 所：原研東京本部会議室 
3．出席者：吉川議長、中野副議長、飯島、甲斐原、樫田、久保田（代理 菊池）、志知、鈴木、 

高橋、内藤、仲本、松尾、三浦、守山の各委員、山元、小柳（代理 宮本）各オ 
ブザーバー、古谷、平松各幹事、横尾、高橋、板橋（事務局） 

4．議 題 
(1)  前回議事録確認 
(2)  INIS の近況について 
(3)  当協議会の専門部会報告 
(4)  INIS20 周年記念行事報告 
(5)  INIS データベースの利用促進方策（懇談事項） 
(6)  その他 

5．提出資料 
資料 21-1-1  国際原子力情報システム協議会委員名簿 
資料 21-1-2  第 20 回国際原子力情報システム協議会議事録 
資料 21-1-3  国際原子力情報システム協議会の開催経過一覧 
資料 21-2-1  INIS の近況について 
資料 21-2-2  エネルギー文献情報は ETDE 
資料 21-2-3  原子力文献情報を提供する INIS データベース 
資料 21-2-4  パソコン用 INIS 目録データ入力マニュアル 
資料 21-2-5  INIS 抄録提供要領（改訂版） 
資料 21-2-6  INIS 団体記述標準化のためのガイドライン 
資料 21-3-1  専門部会の活動状況について 
資料 21-3-2  提供技術及び情報流通研究専門部会議事録 
資料 21-4-1  INIS20 周年記念行事（国内）について 
資料 21-4-2  シンポジウム「科学・技術・産業情報サービスの将来」 
資料 21-5-1  INIS データベースの利用促進方策 
資料 21-5-2  INIS-20 倍利用する本 

6．議 事 
議長から交替した委員の紹介が行われた後、議事に入った。 
(1) 前回議事録確認 

資料 21-1-2 のとおり承認された。 
(2) INIS の近況について 

古谷幹事が資料 21-2-1 に基づいて、20 周年を迎えた INIS の現状と課題について報

告した。特に INIS と ETDE との整合・協調、及び INIS 将来問題への取組みが開始さ

れたこと、1991 年から INIS マイクロフィッシュへの一連番号付与に伴い、日本からの
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マイクロフィッシュ送付を原本送付に切り換えること等について説明した。この 1 年間

に発行または改訂されたマニュアル類の紹介に対して、委員から INIS レファレンスシ

リーズの和訳版は、INIS の基準にとどまらず日本国内の基準策定に参考になっている

との意見があった。 
(3) 当協議会の専門部会報告 

横尾（事務局）が資料 21-3-1 に基づいて、専門部会活動の概要を報告した。提供技術

専門部会は 1 回開催され、パソコン入力システムの改訂、切替え等について、また情報

流通専門部会は 4 回開催され、検索のしかたとディスクリブタの効果等についてそれぞ

れ協議が行われた。後者について、委員からも、ディスクリブタや検索システムの改善

すべき事項について説明がなされた。 
(4) INIS20 周年記念行事報告 

板橋（事務局）が資料 21-4-1 に基づいて 4 月 2-4 日、日本原子力学会の年会の中で行

われた総合講演、検索デモンストレーション、懇話会等の国内の記念行事について報告

した。また、仲本委員が資料 21-4-2 に基づいて、IAEA が国連専門機関及びソ連政府の

協力の下に開催した記念シンポジウム「科学・技術・産業情報サービスの将来」の概要

を報告した。 
(5) INIS データベースの利用促進方策 

高橋（事務局）が資料 21-5-1 に基づいて、利用の現状、および考えられる利用促進策

について説明した。現状として、オンライン方式、郵送方式の利用形態、ならびにそれ

らの実績・推移を示した。利用促進策としては利用のチャンネルを増やす、データベー

スを使い易くする、潜在的利用者を掘り起こすの 3 区分により、 9 通りの方策を例示し

た。これらを基に、次のような意見交換が行われた。 
1) 現在の利用が限度なのか否かに関連して、①原子力以外のデータベース利用状況との

比較、②JOIS の利用機関（1 ヵ月最多 39 機関）の固有名称によらない分析、③原子

力分野の研究の頭打ちとの関連などについて、意見を交わした後、事務局から JOIS
の利用は増加の傾向にあるので、まだ拡大の余地はあろうとの見解が示された。 

2) 日本語シソーラス作成により、検索し易くすることに関連して、①原子力を含む

JICST ファイルの利用の仕方との関係、②JICST ファイルと INIS とをリンクした利

用の可能性、③INIS と JICST ファイルの差異、特徴（INIS の方がより研究者、技術

者向き）、④INIS の日本語による検索の妥当性、是非などについて意見交換があった。 
3) 類義語等の辞書整備により、検索を容易にすることが提案された。更に、AI 技術を

採り入れた辞書による検索エキスパートシステムの取り込みを望むとの意見があった。 
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第 22 回国際原子力情報システム協議会議事録 
 

1．日 時：平成 3 年 9 月 17 日（火） 13:30-15:40 
2．場 所：原研東京本部会議室 
3．出席者：吉川議長、中野副議長、飯島、飯泉（代理 棚瀬）、大塚、甲斐原、樫田、菊池、 

斉藤、志知、鈴木、高橋、時実、内藤、中村、仲本、長山、堀内、三浦、三島の 
各委員、山元、堀江各オブザーバー、古谷、平松各幹事、横尾、高橋、板橋（事 
務局） 

4．議 題 
(1)  前回議事録確認 
(2)  当協議会の専門部会報告 
(3)  INIS と ETDE の関係強化 
(4)  INIS 主題範囲の拡大と分類変更 
(5)  各国 INIS センターとの交流 
(6)  INIS 将来計画への提言（懇談事項） 
(7)  INIS CD-ROM のデモンストレーション 

5．提出資料 
資料 22-1-1  国際原子力情報システム協議会委員名簿 
資料 22-1-2  第 21 回国際原子力情報システム協議会議事録 
資料 22-2-1  専門部会の活動状況について 
資料 22-2-2  提供技術及び情報流通研究専門部会議事録 
資料 22-3  INIS と ETDE の関係強化 
資料 22-4  INIS 主題範囲の拡大と分類変更 
資料 22-5  各国 INIS センターとの交流 
資料 22-6  INIS 将来計画への提言 

6．議 事 
議長から交替した委員の紹介が行われた後、議事に入った。 
(1) 前回議事録確認 

資料 22-1-2 のとおり承認された。 
(2) 当協議会の専門部会報告 

横尾（事務局）が資料 22-2-1 に基づいて、専門部会活動の概要を報告した。提供部会

は 1 回開催され、INIS 主題範囲と分類の改訂に伴う切替え等について、また、情報流

通専門部会は 2 回開催され、検索時の留意事項のまとめ、最近の動向等について協議さ

れた。 
(3) INIS と ETDE との関係強化 

古谷幹事が資料 22-3 に基づいて、INIS と ETDE との協力関係が進展していること、

特に最近の①主題分析の将来に関する委託調査、②共通シソーラスの開発、③書誌デー

タ入力規則の共通化などに努力が払われていることを報告した。フランス、オランダの
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入力件数と研究活動の大きさに関する疑問に対しては新しく入力項目として検討中の知

的発生国（Country of Intellectual Origin）が導入されれば、疑問に応えられるように

なろうことが説明された。また、規則等の共通化、標準化の国際協力が図られている中

で、日本としては積極的に参加、貢献していくようにとの意見があった。 
(4) INIS 主題範囲の拡大と分類変更 

高橋（事務局）が資料 22-4 に基づいて、1992 年 1 月刊行の Atomindex から実施さ

れることに決まった主題範囲の拡大と分類変更について説明した。主題範囲の変更は重

要なため 1985 年から検討が続けられてきたこと、非核エネルギー分野を一部取り込む

ことになったこと、物理分野の分類スキームが全面的に改訂されたことが主要点である。

委員から、分類スキームの大巾改訂の際には、旧分類を廃して完全に新しくするのは良

い方法であるとの意見があった。 
(5) 各国 INIS センターとの交流 

横尾（事務局）が資料 22-5 に基づいて、交流の枠組（リエゾンオフィサー会議勧告

による二国間相互派遣、および科技庁の原子力研究交流制度）、実施経過、成果等につい

て説明した。経費や人員の面で大変でも、継続することにより国際間協議の場で貢献し

うる人が育っていくとの見解が述べられた。 
(6) INIS 将来計画への提言 

板橋（事務局）が資料 22-6 に基づいて、 INIS 本部が昨年全参加国から集めた提言

の概要と日本からの提言について説明した。提言は多岐、多数に及んでいるため、優先

すべき事項等について委員の意見が求められた。これに対して、次のような意見が出さ

れ、将来開発のための技術委員会へ反映させることとした。 
① 核医学は原子力の重要な利用分野なので改善、強化する。 
② 計算機支援のインデキシングは日本として重点をおくべき事項である。 
③ User-interface は人手と金がかかるので、国際分担協力により進める。 
④ タイムラグを短縮する観点から優先項目を選択する。 
⑤ 二次情報システムは一次情報を入手するための手段であることを忘れない。 
⑥ 専門分野の周辺や専門外の分野は、新しいテーマに取り組む際の調査及び発展途上

国にとって有用である。 
⑦ 分野ごとの総説が役立つ。総説、レビュー論文の刊行に力を入れ、その流通システ

ムを整備することが大事である。 
(7) INIS CD-ROM のデモンストレーション 

今年 6 月製品化された INIS Atomindex CD-ROM の検索デモが行われた。 
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第 23 回国際原子力情報システム協議会議事録 
 

1．日 時：平成 6 年 3 月 24 日（木） 14:30-16:15 
2．場 所：東海大学校友会館（相模） 
3．出席者：佐竹議長、吉沢副議長、阿部、大塚、樫田、河原（代理 丸山）、菊池、佐々木、 

鈴木、高橋、時実、中村、仲本、長山、堀内、三浦（代理 田中）の各委員、 
石丸（代理 中静）オブザーバー、平松、小松原各幹事、高橋、羽原、米澤（事 
務局） 

4．議 題 
(1)  前回議事録確認 
(2)  INIS の近況について 
(3)  当協議会の専門部会報告 
(4)  INIS 国内オンラインサービス方式の変更と利用の現状 
(5)  その他 

5．提出資料 
資料 23-1-1  国際原子力情報システム協議会委員名簿 
資料 23-1-2  第 22 回国際原子力情報システム協議会議事録 
資料 23-2-1  INIS の近況について 
資料 23-2-2  INIS 参加規約（仮訳）  
資料 23-3-1  専門部会の活動状況について 
資料 23-3-2  提供技術及び情報流通研究専門部会議事録 
資料 23-4  INIS 国内オンラインサービス方式の変更と利用の現状 

6．議 事 
佐竹議長の挨拶が行われた後各委員から自己紹介が行われ、議事に入った。 
(1) 前回議事録確認 

資料 23-1-2 のとおり承認された。 
(2) INIS の近況について 

小松原幹事が資料 23-2-1 および 23-2-2 に基づいて、INIS 活動の現状を紹介した。①

INIS 参加規約の改正の骨子、②入力ソフトウェアの利用と電子転送等による入力の効

率化、③INIS 利用調査法と国内実施のための準備、および、④国内における検索デモ

ンストレーションによる INIS データベースの利用促進活動等について報告した。加盟

各国の INIS 利用状況をまとめた資料は、INIS 事務局が加盟国におけるデータベースの

年間の接続時間や出力件数、および SDI の実行回数を基に「INIS STATUS REPORT」
にまとめられていることが説明された。 

(3) 当協議会の専門部会報告 
小松原幹事が資料 23-3-1 および 23-3-2 に基づいて、提供技術専門部会と情報流通専

門部会の 2年間にわたる活動の概要を報告した。提供技術専門部会は 4回開催され、INIS
分類と主題範囲の改訂に伴う採択基準及び目録規則の改訂等について検討した。また、
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情報流通専門部会は 7 回開催され、 INIS/ETDE シソーラス統合プロジェクトの進捗と

問題点、INIS 利用者調査項目と方法及び INIS データベースの国内オンラインサービス

方式を JOIS から STN International（STN）に変更したこと等について協議した。国

内オンラインサービスを変更するにいたった経緯に関しては、日本科学技術情報センタ

ーから、JOIS は和文データベース、STN は英文データベースを中心として、両システ

ムを効率よく運営したいとする申入れがあったこと等が説明された。 
(4) INIS 国内オンラインサービス方式の変更と利用の現状 

高橋（事務局）が資料 23-4 に基づいて、平成 5 年 4 月に INIS データベースの国内オ

ンラインサービス方式を JOIS から STN に変更したこと、およびその後の利用状況を報

告した。変更の理由として、上記のほかに、STN の検索機能が豊富であること、および

データベースの安定供給が図られること等があげられた。またサービスの切替えに当た

っては、日本科学技術情報センターと原研はダイレクトメールによる周知を図るととも

に、無料の研修会を開催して円滑な移行に努めたこと、さらに「INIS 国内サービス連

絡会議」を設置し、相互に協力関係を維持していること等が報告された。 
また、STN による利用状況は、利用回数、接続時間及び出力件数が、JOIS の時より

も低い値になっている。しかし、これはシステムの性能や統計データのとり方が異なる

ことによるもので、オンライン利用の適切な尺度を決める必要性が指摘された。JOIS
をはじめとする国内の情報サービス事業のあり方、 INIS データベースを利用者にとっ

てさらに使い易くするための技術的解決方法（機械翻訳や辞書類の整備）等について意

見の交換が行われた。 
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第 24 回国際原子力情報システム協議会議事録 
 

1．日 時：平成 7 年 3 月 14 日（火） 14:00-15:30 
2．場 所：原研東京本部会議室 
3．出席者：佐竹議長、平松副議長、阿部、樫田、河原（代理 丸山）、菊池、今野、佐々木、 

鈴木、時実、内藤、中村、仲本、長山の各委員、小野崎、小松原各幹事、高橋、 
佐々木（事務局） 

4．議 題 
(1)  前回議事録確認 
(2)  当協議会の専門部会報告 
(3)  INIS の近況について 
(4)  INIS 利用者調査報告 
(5)  その他（懇談事項）INIS リエゾンオフィサー会議日本開催について 

5．提出資料 
資料 24-1-1  国際原子力情報システム協議会委員名簿 
資料 24-1-2  第 23 回国際原子力情報システム協議会議事録 
資料 24-2-1  専門部会の活動状況について 
資料 24-2-2  提供技術及び情報流通研究専門部会議事録 
資料 24-3  INIS の近況について 
資料 24-4-1  INIS 利用者ニーズ調査報告 
資料 24-4-2  INIS 利用者アンケート エンドユーザ用 
資料 24-4-3  INIS 利用者アンケート サーチャー用 
資料 24-4-4  最近の科学技術データベースの利用動向 
資料 24-5  INIS リエゾンオフィサー会議日本開催について 

6．議 事 
佐竹議長の挨拶が行われた後各委員から自己紹介が行われ、議事に入った。 
(1) 前回議事録確認 

資料 24-1-2 のとおり承認された。 
(2) 当協議会の専門部会報告 

小松原幹事が資料 24-2-1 および 24-2-2 に基づいて、提供技術専門部会と情報流通専

門部会の平成 7 年度における活動の概要を報告した。提供技術専門部会は 1 回開催され、

キージャーナルの取扱い及び目録規則の変更について検討した。また、情報流通専門部

会は 3 回開催され、INIS 利用者ニーズ調査の国内集計結果の報告、化学分野における

CD-ROM の概要説明、ケミカル・アブストラクツ CD-ROM の検索デモンストレーショ

ン、米国の「情報ハイウェイ」の最新情報及び文献提供システム UnCover の紹介が行

われた。 
(3) INIS の近況について 

小松原幹事が資料 24-3 に基づいて、INIS 活動の現状を紹介した。①データベースの
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現状、②INIS利用者ニーズ調査、③1995-2000 年における INISの戦略的ガイドライン、

④新たな INIS CD-ROM の製作、⑤INIS とエネルギー技術データ交換（ETDE）計画

の協力、⑥アジアの INIS センターの協力活動等について報告した。INIS データベース

に年間 4,000 件以上を入力している上位 6 ヶ国は、ここ数年変化がない。日本からの入

力データは、雑誌論文が最も多い点は INIS 全体の傾向と同様であるが、特許文献の多

いことは全体の傾向と異なっている。また、入力件数第 1 位の米国のタイムラグが前々

年より 5 ヶ月短縮していること等が報告された。加盟各国における INIS データベース

の利用状況、アジアにおける INIS 協力活動の参加国の現状、および INIS シソーラス

の日本語版作成等について意見が交換された。 
(4) INIS 利用者調査報告 

高橋（事務局）が資料 24-4-1、24-4-2、24-4-3 および 24-4-4 に基づいて、INIS 利用

者ニーズ調査の結果について、日本の集計結果を中心に報告した。日本の回答数は 461
件で第 1 位であったが、原子力の先進国である英国、ドイツ、フランスからの回答が少

なかった。国内利用者についての調査結果では、廃棄物処理・処分の分野に、より多く

の関心があること、雑誌、レポート、会議録等の収録の充実を求めるとともに、研究課

題情報、特許及び規格にも関心をもつ利用者層が存在すること、さらに、冊子体抄録誌

への依存度が低下している反面、CD-ROM への関心が高まっていること等が判明した。

一方、INIS 全体の調査結果からは、利用主題分野では、廃棄物、計装、環境面に高い

関心があることがわかった。 
(5) その他（懇談事項） 

平松副議長が資料 24-5 に基づいて、 IAEA から要請があった第 24 回 INIS リエゾン

オフィサー会議の 1996 年日本開催について、これまでの経緯と対応、開催に要する費

用等について説明した。リエゾンオフィサー会議の日本での開催は、日本が設立当時か

ら INISの主要メンバーであること等から、これまで度々要請されてきた。最近では 1992
年、1994 年の開催について打診があったが、諸般の事情から日本での開催は実現しなか

った。本件に対し、日本での開催を積極的に支持する意見が出され、平成 8 年度概算要

求において、会議開催費用を要求するなど、会議開催に向けて一層の努力をすることに

なった。 
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第 25 回国際原子力情報システム協議会議事録 
 

1．日 時：平成 7 年 12 月 13 日（水） 14:00-16:00 
2．場 所：原研東京本部会議室 
3．出席者：佐藤議長、平松副議長、阿部（代理 木下）、尾川、樫田、菊地、許斐、佐々木、 

佐原、早田（代理 種市）、高田、時実、中村、仲本、長山、堀内、松村の各委員、 
永野（代理 和泉）、中山（代理 松沢）各オブザーバー、小野崎、高橋各幹事、 
佐々木、米澤、中嶋（事務局） 

4．議 題 
(1)  前回議事録確認 
(2)  INIS の近況について 
(3)  当協議会の専門部会報告 
(4)  第 24 回 INIS リエゾンオフィサー会議日本開催について 
(5)  INIS における非市販資料の CD-ROM 化 
(6)  その他（インターネットによるデモ） 

5．提出資料 
資料 25-1-1  国際原子力情報システム協議会委員名簿 
資料 25-1-2  第 24 回国際原子力情報システム協議会議事録 
資料 25-2  INIS の近況について 
資料 25-3-1  専門部会の活動状況について 
資料 25-3-2  提供技術及び情報流通研究専門部会議事録 
資料 25-4  第 24 回 INIS リエゾンオフィサー会議日本開催について 
資料 25-5  INIS における非市販資料のディジタル化計画 
資料 25-6  「たゆまざる探究の軌跡」‐研究活動と成果‐1995 

6．議 事 
佐藤議長の挨拶が行われた後、新任委員およびオブザーバーの紹介が行われ、議事に入っ

た。 
(1) 前回議事録確認 

資料 25-1-2 のとおり承認された。 
(2) INIS の近況について 

高橋幹事が資料 25-2 に基づいて、 INIS 活動の現状を紹介した。①データベースの

現状、②INIS 利用者ニーズ調査の今後と主題検索の調査、③最新の情報処理技術及び

通信・電子データ交換技術の積極的な導入等について報告した。日本からの入力では雑

誌論文及びレポートの割合は INIS 全体の傾向と同様であるが、特許文献が多い分、図

書およびその他の割合が少ない。また、インターネットを利用した入力データの転送は、

現在 24 センターが実施しており、原研も 1996 年の 4 月からの実施に向けて準備を進め

ている。また、IAEA の活動分野に変化が生じることから INIS 収録範囲の変化につい

て検討されることになったこと等が報告された。INIS の主題分野別割合の経年変化、
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INIS と他のデータベースの収録主題範囲の重複、非市販資料の CD-ROM 化による利用

者の影響等について意見が交換された。 
(3) 当協議会の専門部会報告 

高橋幹事が資料 25-3-1 及び資料 25-3-2 に基づいて、提供技術部会と情報流通研究専

門部会の平成 7 年度における活動の概要を報告した。提供技術部会は 1 回開催され、キ

ージャーナルの選定及びインデキシングの実際上の留意点について検討した。情報流通

研究専門部会は 2 回開催され、国立国会図書館関西館（仮称）の計画、北米における電

子図書館の現状、動燃事業団における技術情報管理、およびエルゼビア・サイエンス社

における電子出版への取り組みの紹介が行われた。 
(4) 第 24 回 INIS リエゾンオフィサー会議の日本開催について 

平松副議長が資料 25-4 に基づいて、第 24 回 INIS リエゾンオフィサー会議の日本開

催についてこれまでの経緯と対応、会議の開催要領および開催までのスケジュールにつ

いて説明した。情報流通研究専門部会において、三島部会長から日本における INIS の

経験・役割について講演を行ってはどうかという提案が出されたことが紹介された。会

議の参加者数やビザ発給の問題等について意見を交換した。 
(5) INIS における非市販資料の CD-ROM 化 

佐々木幹事が資料 25-5 に基づいて、INIS における非市販資料の CD-ROM 化につい

て説明し、デモンストレーションを行った。INIS は原文献の入手の迅速化、データベ

ースの利用普及を拡大するために非市販資料をディジタル化し、非市販資料の提供形態

をマイクロフィッシュから電子媒体に移行することを検討してきた。INIS 事務局は、

今年の 8 月から 11 月まで試験的に CD-ROM を作成するパイロットプロジェクトを実施

した。原研で CD-ROM 試作版を試用した結果、①レーザープリンター出力の質は実用

上問題ない、②レーザープリンターへの出力を高速化するためにパソコン本体及びプリ

ンターにメモリー増設が必要である、③サーチモードは不要であることが判明した。図

面や小さい文字がつぶれてしまうのでイメージをより高い解像度で入力すべきである、

書誌情報は不要であるという意見が出された。 
(6) その他（インターネットによるデモ） 

米澤幹事が、原研の研究開発活動とその成果を所外にわかりやすく紹介するために、

「たゆまざる探究の軌跡」‐研究活動と成果‐1995（資料 25-6）を創刊し、原研の www
サーバーに搭載して一般に公開したことを紹介し、インターネットによるデモンストレ

ーションを行った。用語解説画面の表示やキーワード検索の機能の付加、ならびに、説

明文の文字間隔等編集の方法について意見がだされた。 
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第 26 回国際原子力情報システム協議会議事録 
 

1．日 時：平成 9 年 1 月 28 日（火） 15:00-17:00 
2．場 所：原研東京本部会議室 
3．出席者：佐藤議長、平松副議長、阿部、熊谷、許斐、今野、内藤、中村、長山、藤原、 

堀内、正井、森中の各委員、和田（代理 三木）、吉川（代理 安田）各オブザー 
バー、渡邊、高橋各幹事、佐々木、中嶋（事務局） 

4．議 題 
(1)  前回議事録確認 
(2)  INIS の近況について 
(3)  当協議会の専門部会報告 
(4)  第 24 回 INIS リエゾンオフィサー会議の日本開催報告 
(5)  INIS データベースからみた原子力文献情報 
(6)  その他 

5．提出資料 
資料 26-1-1  国際原子力情報システム協議会委員名簿 
資料 26-1-2  第 25 回国際原子力情報システム協議会議事録 
資料 26-2  INIS の近況について 
資料 26-3-1  専門部会の活動状況について 
資料 26-3-2  提供技術及び情報流通研究専門部会議事録 
資料 26-4  第 24 回 INIS リエゾンオフィサー会議の日本開催報告 
資料 26-5  INIS データベースからみた原子力文献情報 
資料 26-6  INIS 25 周年記念講演会論文集 
資料 26-7  「たゆまざる探究の軌跡」‐研究活動と成果‐1996 

6．議 事 
佐藤議長の挨拶が行われた後、新任委員およびオブザーバーの紹介が行われ、議事に入っ

た。 
(1) 前回議事録確認 

資料 26-1-2 のとおり承認された。 
(2) INIS の近況について 

平松副議長が資料 26-2 に基づいて、INIS 活動の現状を紹介した。①データベースの

現状、②INIS における電子化の推進、③INIS の地域間協力等について報告した。主題

別収録の割合では、放射性廃棄物と材料の分野が増加し、地球科学と経済・社会的側面

の分野が減少しているが、その他の分野ではほぼ前年同となっている。1997 年からは非

市販資料が CD-ROM により提供され、また、INIS Atomindex の CD-ROM は従来の約

10 分の 1 の価格で提供される。これらにより、 INIS データベースの利用が格段に改善

されるとともに、INIS 本部における作業の合理化、コストの削減が図られる。「アジア・

太平洋地域原子力情報の流通と利用プロジェクト」の次期計画として、参加国間におけ
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る情報基盤の強化のためにユネスコ等の既存のネットワークとの協調を図ること等を内

容とする「RCA 加盟国における持続可能な原子力情報ネットワーク」の提案がなされた

等の報告がなされた。日本における INIS データベースの利用回数と入力件数の対比、

雑誌論文及び会議論文の採択等について意見が交わされた。 
(3) 当協議会の専門部会報告 

高橋幹事が資料 26-3-1 および-26-3-2 に基づいて、提供技術部会と情報流通研究専門

部会の平成 8 年度における活動の概要を報告した。提供技術部会は 1 回開催され、タイ

ムラグ改善のため実施しているデータ優先処理のためのキージャーナルの選定結果等が

報告された。情報流通研究専門部会は 3 回開催され、原爆被爆データベースの作成、イ

ンターネットを用いた核データ専門家会議の試み、インターネット時代の新しい情報サ

ービス FirstSearch および原子力分野における基礎的な研究の推進に係わる調査等につ

いて紹介が行われた。 
(4) 第 24 回 INIS リエゾンオフィサー会議の日本開催報告 

平松副議長が資料 26-4 に基づいて、平成 8 年 5 月 2 8 日-31 日、京都の国立京都国際

会館において 47 ヵ国 2 国際機関から 90 名の参加を得て開催された標記会議について報

告した。当会議は INIS の運営および技術的事項を審議するために、毎年開催されてお

り、日本における開催は 1970 年の INIS 発足以来初めてである。会議においては、INIS
本部および加盟各国における厳しい財政事情に鑑み、データ項目の簡素化と処理の合理

化を図ることや、収録主題範囲を IAEA の活動及び利用者のニーズに合わせること、関

連情報の網羅的収集を図るため他のデータベースとの協力関係をつくること等が検討さ

れた。また、関連行事として、日本の INIS 活動の 25 周年を記念して、国内外の原子力

分野の著名な有識者による記念講演会を当会議の開会式直後に開催した。記念講演会に

おいては、情報流通研究専門部会の岩田委員が三島部会長に代わり「INIS 活動が日本

の学会および情報界に与えた影響」について講演したことが報告された。INIS 入力デ

ータ作成に関して、学協会等の出版社に働きかけて協力関係を築くこと等について意見

を交換した。 
(5) INIS データベースからみた原子力文献情報 

高橋幹事が資料 26-5 に基づいて、INIS データベースに収録された文献数、参加国各

国の寄与、および研究主題分野毎の収録数の変化等を通して原子力文献情報の 26 年の

流れを紹介した。INIS 全体の件数は米国の入力件数に大きく影響を受けること、日本

人研究者の外国出版物への投稿件数の急激な増加、ビーム利用及び中性子利用による物

性研究の増加、材料関連文献の大幅な増加、また、放射線医学及び核医学は 1988 年を

ピークに急激に減少している、工学分野では加速器、廃棄物関連の収録件数が大きく増

加しているが、その他は一定あるいは減少傾向にあること等が報告された。INIS デー

タベースの収録文献数を主題分類毎に分析することは、新たな研究テーマの発掘に有効

な手段となり得るが、分析にあたっては分類変更に伴う影響を慎重に評価すべきである

等の意見が出された。 
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第 27 回国際原子力情報システム協議会議事録 
 

1．日 時：平成 10 年 3 月 16 日（月） 14:00-16:00 
2．場 所：原研東京本部会議室 
3．出席者：谷議長、平松副議長、阿部、井上、永井、七木田、仲本、長山、藤原、堀内、 

正井（代理）、森中の各委員、小川（代理 川西、吉田、片田）各オブサーバー、 
高橋、黒澤各幹事、佐々木、中嶋（事務局） 

4．議 題 
(1)  前回議事録確認 
(2)  INIS の近況について 
(3)  当協議会の専門部会報告 
(4)  INIS データベース CD-ROM の新しい配布方式 
(5)  INIS とインターネット 
(6)  その他 

5．提出資料 
資料 27-1-1  国際原子力情報システム協議会委員名簿 
資料 27-1-2  第 26 回国際原子力情報システム協議会議事録 
資料 27-2  INIS の近況について 
資料 27-3-1  専門部会の活動状況について 
資料 27-3-2  提供技術及び情報流通研究専門部会議事録 
資料 27-4  INIS データベース CD-ROM の新しい配布方式 
資料 27-5  INIS とインターネット 
資料 27-6  「たゆまざる探究の軌跡」‐研究活動と成果‐1997 

6．議 事 
谷議長の挨拶の後、新任委員およびオブザーバーの紹介が行われ、議事に入った。 
(1) 前回議事録確認 

資料 27-1-2 のとおり承認された。 
(2) INIS の近況について 

平松副議長が資料 27-2 に基づいて、最近の INIS 活動の中から、①データベースの現

状、②INIS における電子化の進展、③INIS レコード構造の改訂および単純化、④

UNDP/IAEA/RCA プロジェクト・サブプロジェクト「電子伝達網の整備と技術支援」

について報告した。 
① データベースについて、日本からの入力を INIS 全体と比較した場合、形態的には

日本は特許文献が大きな割合を占め、図書の入力が少ない。また、主題的にはライフ

サイエンス、環境科学、核融合、素粒子の分野が増加しているが、その他の分野では、

ほぼ前年度と同じ割合となっている。 
② 電子化の進展について、INIS 本部では参加各国との入出力データの交換を FTP に

より行うことを勧めており、1996 年には 51 か国が FTP によるデータの送信を行っ
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ている。原研は 1997 年 3 月から FTP による INIS データの送信を開始し、出力デー

タも FTP により毎週受領するなどデータベース作成期間の短縮化が図られている。ま

た、各種マニュアルの電子化も進められ、現在、マニュアルも FTP により参加各国に

おける利用が可能となっている。 
③ レコード構造の改訂については、各国の財政事情から入力費用削減と他のデータベ

ースとの互換性等を考慮して、新しい情報環境に合った構造にすることを検討してい

る。INIS レコード構造と目録規則の重要な概念は INIS 発足当時から変更なく現在に

いたっているため、「INIS レコード構造及び目録規則の改訂についての調査」を外部

の調査機関に依頼することとした。本調査結果は、1998 年 6 月に開催される第 26 回

INIS リエゾンオフィサー会議に報告されることとなった。 
④ UNDP/IAEA/RCA プロジェクト・サブプロジェクト「電子伝達網の整備と技術支

援」は、INIS で培われた情報資源を基に、アジア・太平洋地域における情報流通の

環境整備を図ることを目的に設立されたプロジェクトであるが、具体的な計画及び日

本等が拠出した特別拠出金等について報告がされた。 
日本におけるデータベースの利用回数、入力件数とタイムラグ等について意見が交わ

されたほか、ネットワーク時代に対応したレコード構造と目録規則にする方向が望ま

しい等の意見が出された。 
(3) 当協議会の専門部会報告 

高橋幹事が資料 27-3-1 および 27-3-2 に基づいて、平成 9 年度における提供技術専門

部会および情報流通研究専門部会の活動の概要を報告した。提供技術専門部会は 1 回開

催され、タイムラグ短縮のために実施しているキージャーナルの選定、および特許情報

の収録について検討した。情報流通研究専門部会は 3 回開催され、国内外で進められて

いる電子図書館の現状と問題点、米国 OCLC、大学および研究所図書館におけるニュー

メディアの利用状況についての調査報告、動燃における情報公開についての基本的な考

え方とその進め方、および科学技術庁が原子力学会に委託した原子力分野における基礎

的な研究の推進に係わる調査報告の概要等が報告された。 
(4) INIS データベース CD-ROM の新しい配布方式 

高橋幹事が資料 27-4 に基づいて、INIS データベースの CD-ROM の国内における配

布と利用方法等について説明した。INIS 本部が行ったアンケート調査によると、利用

者は冊子体 ATOMINDEX よりも CD-ROM による利用を望んでいる。INIS 本部は、開

発途上国において CD-ROM の利用環境が改善されてきていること、CD-ROM 製作がよ

り安価に行えるようになったことから、冊子体 ATOMINDEX の刊行を、1997 年を最後

に中止し、安価な INIS CD-ROM 版の利用の普及を図ることとなった。日本国内におい

ては、リエゾンオフィサーが国内書籍販売店三社に CD-ROM の普及と配布を依頼した

こと、利用者は IAEA との間で INIS データベース CD-ROM 使用許諾契約を結ぶこと

が必要であること等について説明があった。 
(5) INIS とインターネット 

佐々木（事務局）が資料 27-5 に基づいて、INIS 業務を効率的かつ迅速に進める手段
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としてインターネットを活用した事例、およびインターネット上の情報資源へのアクセ

ス方法等について紹介した。原研では INIS 本部との入出力データの交換を磁気テープ

方式から FTP 方式に変更した結果、データベースへの登録期間が短縮したほか、各種レ

ファレンス資料も INIS 本部のサーバーから必要な時に最新版を取り出すことが可能と

なり、データベースの品質向上に寄与している。 
また、INIS 本部では加盟国から送付される原子力レポート等の非市販資料を電子化

し、インターネットを通して提供するシステムを計画している。米国エネルギー省科学

技術情報局は、エネルギー分野の書誌データベースと電子化した原文を結合した原文献

提供システム InfoBridge を開発した。 
さらに、INIS 本部ではデータベースの製作コスト低減を図るため、出版社が提供す

る電子データや外部データベースのレコード、さらにインターネット上の情報資源を

INIS データベースに取り込むことを可能とするため、INIS レコード構造の改訂および

単純化関する調査を行うこととなった旨の報告があった。INIS データベースと電子化

された非市販資料をリンクして提供するシステムを実現するためには、技術的な面より

も著作権等の法的な問題の解決が必要である等の意見が出された。 
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第 28 回国際原子力情報システム協議会議事録 
 

1．日 時：平成 11 年 3 月 16 日（火） 14:00-16:05 
2．場 所：航空会館会議室 
3．出席者：谷議長、平松副議長、井上、岩田、小林、高田、仲本、長山、藤原、堀内、正井、 

向山、松村の各委員、米原オブザーバー、黒澤、羽原各幹事、米澤、峯尾（事務 
局） 

4．議 題 
(1)  前回議事録確認 
(2)  INIS の近況について 
(3)  当協議会の専門部会報告 
(4)  第 10 回 INIS 諮問委員会報告 
(5)  その他 

5．提出資料 
資料 28-1-1  国際原子力情報システム協議会委員名簿 
資料 28-1-2  第 27 回国際原子力情報システム協議会議事録 
資料 28-2  INIS の近況について 
資料 28-3-1  専門部会の活動状況について 
資料 28-3-2  提供技術及び情報流通研究専門部会議事録 
資料 28-4  第 10 回 INIS 諮問委員会報告 
資料 28-5  「たゆまざる探究の軌跡」‐研究活動と成果‐1998 

6．議 事 
谷議長の挨拶の後、新任委員およびオブザーバーの紹介が行われ、議事に入った。 
(1) 前回議事録確認 

資料 28-1-2 のとおり承認された。 
(2) INIS の近況について 

平松副議長が資料 28-2 に基づいて、最近の INIS 活動の中から、①データベースの現

状、②非市販資料全文（NCL）の CD-ROM 版作成と配布の現状、③特許文献の収録中

止、④Web 版 INIS Database の公開について報告した。 
① データベースの現状では、日本からの入力は雑誌文献が大きな割合を占め、レポー

ト等の非市販資料の入力が多い。INIS 全体の主題別収録割合ではライフサイエン

ス・環境科学および材料の分野が増加している。INIS への入力件数では日本は 2 位

となり、主要国である米国および英国からの入力件数が減少している。また、効率的

で経済的にデータベースを作成するため INIS レコード構造の単純化等を検討してい

る。 
② INIS 事務局が 1997 年 6 月から利便性の向上と作成コストの削減を図るため、非市

販資料（NCL）全文の提供をマイクロフィッシュから CD-ROM による配布に変更し

たことに伴い、日本は INIS 本部からの要請を受け 1999 年 3 月から複製権の許諾を
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得た NCL 全文のイメージ入力を開始した。また、INIS 本部から入手した NCL の利

用は国内に限られており、国境を越えてサービスする場合は、当該国の INIS センタ

ーの公式な合意を必要としている。しかし、通信網の発達により、国境を越えた非市

販資料の全文提供サービスが容易になり、新たな問題が生じている。 
③ 特許文献の収録については、最近、米国や日本等の主要国の特許情報がインターネ

ットを通じて無料で利用できること、商用の特許専門のデータベースがあること、欧

州特許庁が電子化した情報を INIS に無償で提供する用意があること等の状況から、

第 10 回 INIS 諮問委員会（1998 年 11 月）は、INIS Database への特許情報の収録

中止を勧告した。 
④ INIS 事務局は、Web ブラウザーで容易に利用できる INIS Database の提供を 1998

年 10 月 1 日から開始した。国内における INIS Database の利用は、国の指導のもと

に科学技術振興事業団（JST）が STN International を介して行っている。このため、

国内の利用者に対して IAEA/INI S ホームページには、Web 版 INIS Database では

なく、STN International の利用を案内するメッセージの搭載を準備している。 
非市販資料 CD-ROM に収録されているレコード数と検索方法及びそれを用いての

提供サービスに関わる問題点について意見が交換された。特許文献の収録の中止に対

する INIS 参加国からの反応、レコード構造の単純化と具体的内容等について質疑応

答が行われた。 
(3) 当協議会の専門部会報告 

羽原幹事が資料 28-3-1 および 28-3-2 に基づいて、平成 1 0 年度における提供技術専

門部会および情報流通研究専門部会の活動の概要を報告した。提供技術専門部会は 1 回

開催され、日本からの NCL 全文の電子媒体による提供計画及び INIS 本部が開発した

FIBRE を用いた入力システムに移行する計画等について意見の交換が行われた。 
情報流通研究専門部会は 3 回開催され、計算機と科学技術の大規模データベースを用

いて、科学的な知識や仮説を探索する発見科学、 Science Citation Index の Web 版デ

ータベース Web of Science、外国雑誌の収集と提供の問題、日本および欧米における特

許情報提供の現状と将来、「情報管理」誌の SGML 編集・印刷システム等が報告された。 
発見科学の意義、外国雑誌の価格の高騰の要因と電子ジャーナルの普及状況等につい

て意見が交換された。また、委員から今年度から JST が学協会誌の電子化を支援するシ

ステムの構築を開始し、構築の基礎データ取得のため各学協会誌の電子化について調査

を実施していること等の説明があった。 
(4) 第 10 回 INIS 諮問委員会報告 

平松副議長が資料 28-4 に基づき、平成 10 年 11 月 30 日から 12 月 2 日の 3 日間ウィ

ーンで開催された第 10 回 INIS 諮問委員会の審議内容について報告した。INIS 事務局

から、INIS メンバーの参加規約、参加国の現状、データベースの収録状況等について

の現状報告が行われた。また、前回の諮問委員会（1994 年年 11 月）の勧告の実施状況

として、冊子体 INIS Atomindex と非市販資料の CD-ROM 化、FTP、電子メールやフ

ロッピーを用いた INIS 事務局と参加国間のデータの授受が順調に進展していることが

JAEA-Review 2016-021

- 81 -



JAEA-Review 2016-021 

 - 82 -

報告された。 
諮問委員会では、入力データの作成方法、収録主題及び収録する資料形態の見直しに

ついて検討が行われた。各参加国は引き続き非市販資料に限定せず、従来どおり網羅的

収集に向けて努力することが確認された。また、INIS データベース作成のために、電

子的な形態の書誌データを出版社や他のデータベース作成者等から購入するオプション

が支持された。このオプションの導入に伴う INIS 参加規約の見直しとコスト負担につ

いて、INIS 事務局が検討するよう勧告がなされた。 
収録主題については、INIS のミッションに従うこと、原子力に関連する基礎分野お

よび周辺分野を収録主題から削除することは他のデータベースの利用が難しい途上国の

利用者に影響を与える等の理由から、可能な限り従来の包括的な主題範囲を維持するこ

とが勧告された。 
インターネットの出現により、オンラインによる各種の情報源へのアクセスの要求が

高まってきたことから、INIS が情報源への案内、原文献のオンライン提供、商業出版

社あるいは文献提供サービスとリンクする「原子力情報ゲートウェイ」構想が提案され

た。ゲートウェイを構築し維持していくために、分散管理方式が有効であるとし、提供

する情報源の内容、システム運営等を検討するため、INIS 事務局が IAEA の情報源を

用いたパイロットシステムを開発し、その有用性や可能性、各センターの役割を検討す

ることとなった。 
(5) その他 

平松副議長から、原研の最新の研究成果を分かりやすく編集し刊行している、資料

28-5「たゆまざる探究の軌跡 1998」冊子体の説明及び原研ホームページから提供してい

る同情報への各国からのアクセス状況について説明があった。 
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第 29 回国際原子力情報システム協議会議事録 
 

1．日 時：平成 12 年 3 月 14 日（火） 14:00-16:10 
2．場 所：富国生命ビル会議室 
3．出席者：佐藤議長、平松副議長、石塚、岩田、小林、島崎、友光、内藤、仲本、長山、 

春山、藤原、向山、山下の各委員、米原オブザーバー、羽原幹事、米澤、峯尾（事 
務局） 

4．議 題 
(1)  前回議事録確認 
(2)  INIS の近況について 
(3)  当協議会の専門部会報告 
(4)  INIS における非市販資料全文提供の現状 
(5)  原子力情報の Web での発信 
(6)  その他 

5．提出資料 
資料 29-1-1  国際原子力情報システム協議会委員名簿 
資料 29-1-2  第 28 回国際原子力情報システム協議会議事録 
資料 29-2  INIS の近況について 
資料 29-3-1  専門部会の活動状況について 
資料 29-3-2  提供技術及び情報流通研究専門部会議事録 
資料 29-4  INIS における非市販資料全文の提供 
資料 29-5  原子力情報の Web での発信 
資料 29-6  「たゆまざる探究の軌跡」‐研究活動と成果‐1999 

6．議 事 
佐藤議長の挨拶の後、新任委員およびオブザーバーの紹介が行われ、議事に入った。 
(1) 前回議事録確認 

資料 29-1-2 のとおり承認された。 
(2) INIS の近況について 

平松副議長が資料 29-2 に基づいて、最近の INIS 活動の中から、①データベースの現

状、②入力データ作成の課題、③INIS 参加規約の改訂（案）、④INIS/ETDE 共通主題

分類の作成、⑤非市販資料全文の CD-ROM 版作成と配布の現状、⑥特許文献の収録、

⑦国内入力処理の FIBRE システムへの移行、⑧INIS Web サービスの整備について報告

した。 
① INIS データベースへの入力件数では日本は 2 位となっており、入力件数上位 8 か

国のタイムラグ順位でも 2 位となっている。入力データの資料形態別割合では、日本

の入力は雑誌文献が半分を占めている。全体的には、廃棄物及び地球科学の分野が増

加している。 
②、③ データベース入力の主要国における厳しい財政事情により、入力件数が引き続
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き減少している。第 27 回リエゾンオフィサー会議（1999 年 5 月）では、参加国が入

力すべき年間最低件数を設定し、入力負担の均等化を図る提案が行われ、INIS 参加

規約ワーキンググループが設置された。ワーキンググループでは、参加国の最小入力

件数を設定し、これに達しない国は他国の文献の入力により補うことを新しい義務と

し、義務を果たせない場合は参加国の特典を失効させるなどの案を検討した。 
④ 主題分析作業を軽減するため、INIS/ETDE 両データベースの共通主題分類を簡略

化する提案が第 27 回リエゾンオフィサー会議で承認された。共通分類は 2000 年 1 月

から実施された。 
⑤ 非市販資料全文の CD-ROM 化は定常運用となった。日本は平成 11 年 3 月から原研

公刊研究報告書全文の DAT テープによる送付を開始するとともに、国内原子力関連

機関が刊行する非市販資料のうち許諾を得られた資料について電子化し送付する準備

を進めている。 
⑥ 特許文献の入力に関しては、日本の特許情報の英文概要が特許庁からインターネッ

トで公開され、さらに欧州特許庁（EPO）からも無償で検索利用できるため、INIS
データベースへの入力を平成 11 年度から中止した。 

⑦ 国内における INIS データの作成は科学技術振興事業団および（財）国際医学情報

センターの協力を得て実施している。両機関及び原研内における入力処理を FIBRE
システムへ移行したことにより、INIS へのデータ提供を迅速化することができた。 

⑧ INIS 事務局は、各国からの情報源の提供に基づき、60 か国 1000 以上の原子力関

連情報のサイトへのリンクを提供する INIS Web サービスを 2000 年 1 月から公開し

た。 
以上の報告に対し、米国の入力件数の大幅な減少の要因について質問があり、平松副議

長より、エネルギー省の予算削減によるとの説明があった。また、新しい主題分類への移

行により、品質が改善されたかとの質問に対し、入力コストの削減や作業の迅速化が見込

まれているとの説明があった。 
(3) 当協議会の専門部会報告 

羽原幹事が資料 29-3-1 および 29-3-2 に基づいて、平成 1 1 年度における提供技術専

門部会および情報流通研究専門部会の活動の概要を報告した。情報提供技術専門部会で

は、INIS/ETDE 共通分類および INIS 本部が開発した FIBRE を用いた入力システムへ

の移行の経過等について意見を交換した。情報流通研究専門部会は 3 回開催され、電力

中央研究所原子力情報センターの活動、電子ジャーナルを中心とした科学技術情報の現

状、電子文献の引用の記述法、日本原子力学会が検討している学会誌の改革、 JST が

国内の学会誌等の電子投稿及び経済的な電子ジャーナルの出版を支援するために開発・

運用している J-STAGE システム、OECD の専門家グループによる原子力教育に関する

調査報告書案、文部省学術情報センターの事業および平成 12 年 4 月に開設が予定され

ている国立情報学研究所（仮称）の概要、我が国の情報科学技術を取り巻く急速な変化

に適切に対応するための戦略をとりまとめた「未来を拓く情報科学技術の戦略的な推進

方策のあり方について」の科学技術会議答申案等が報告された。 

JAEA-Review 2016-021

- 84 -



JAEA-Review 2016-021 

 - 85 -

(4) INIS における非市販資料全文提供の現状 
羽原幹事が資料 29-4 に基づき、INIS における非市販資料全文提供の現状について報

告した。INIS の大きな特徴の 1 つとして、INIS 本部が参加国から提供される非市販資

料全文をマイクロフィッシュあるいは電子媒体で世界に提供し、その流通の促進を図っ

てきたことが挙げられる。 INIS は 1997 年にマイクロフィッシュに比べ収容能力が飛

躍的に高く、利便性に優れ、かつ作成経費の低減化を図ることができる新たな媒体とし

て、CD-ROM を採用した。現在、INIS では CD-ROM に代わる媒体として DVD の採用

を検討している。各国 INIS ナショナルセンターは、媒体がマイクロフィッシュから電

子媒体に変更されたことにより、著作権の許諾を得て非市販資料全文を INIS に提供す

ることが必要となっている。日本においても、各機関との交渉を始めているが、許諾に

ついて十分な理解を得ることが難しいこと等課題は多い。 
(5) 原子力情報の Web での発信 

米澤（事務局）が資料 29-5 に基づき、原子力情報の Web での発信について報告した。

第 10 回 INIS 諮問委員会（1998 年 11 月）では、INIS がインターネット上の原子力関

連情報のポータルサイトを提供することが議論された。第 27 回リエゾンオフィサー会

議でポータルサイト計画の実施が承認され、 INIS 事務局は、2000 年 1 月から INIS Web
サービスの提供を開始した。2000 年 2 月末現在 60 か国、1,143 サイトへのリンク情報

が提供されており、主題索引と国名索引からアクセスできる。 
(6) その他 

事務局より、原研の研究活動を紹介する「たゆまざる探究の軌跡」とその英語版で

ある「Persistent Quest-Research Activities」の編集・刊行、インターネットを通した

国内外への発信について報告があった。 
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第 30 回国際原子力情報システム協議会議事録 
 

1．日 時：平成 13 年 3 月 9 日（金） 14:00-15:50 
2．場 所：富国生命ビル会議室 
3．出席者：佐藤議長、大道副議長、井上、岩田、窪田、小林、島崎、鈴木、 

数土（代理 芳野）、内藤、仲本、長山、藤原、向山、行松（代理 進士）の各委 
員、荻山オブザーバー、黒澤、佐々木各幹事、米澤、峯尾（事務局） 

4．議 題 
(1)  前回議事録確認 
(2)  INIS の近況について 
(3)  当協議会の専門部会報告 
(4)  その他 

5．提出資料 
資料 30-1-1  国際原子力情報システム協議会委員名簿 
資料 30-1-2  第 29 回国際原子力情報システム協議会議事録 
資料 30-2  INIS の近況について 
資料 30-3-1  専門部会の活動状況について 
資料 30-3-2  提供技術及び情報流通研究専門部会議事録 
資料 30-4  「たゆまざる探究の軌跡」‐研究活動と成果‐2000 

6．議 事 
佐藤議長の挨拶の後、新任委員およびオブザーバーの紹介が行われ、議事に入った。 
(1) 前回議事録確認 

資料 30-1-2 のとおり承認された。 
(2) INIS の近況について 

佐々木幹事が資料 30-2 に基づいて、最近の INIS 活動の中から、データベースの現状

および入力データ作成の課題について報告した。 
① データベースの現状では、INIS 全体の収録件数は 1998 年及び 1999 年と 2 年続け

て減少したが、2000 年は前年より約 4,500 件増加した INIS への入力件数では日本は

3 位であり、入力件数上位 8 か国のタイムラ列順位でも 2 位となっている。入力デー

タの資料形態では、日本の入力の場合、レポートの割合が世界平均の約 2 倍となって

いる。INIS データベースは、INIS 本部の提供する Web 型検索システム、商用データ

ベース、各国独自に開発した検索システムおよび CD-ROM 版データベース等様々な

方式によって世界中で広く利用されている。INIS データベースの原研内の利用は、

2000 年 12 月から CD-ROM 版の検索システムによる提供を開始したことにより、利

便性が向上し用は増加傾向にある。非市販資料の全文提供については、日本は平成 11
年 3 月から原研公刊研究報告書全文の DAT テープによる送付を開始した。原研は、

国内原子力関連機関との間でレポートの INIS への全文提供の許諾交渉を行った結果、

核融合科学研究所及び京都大学原子炉実験所の公刊するレポートについて許諾が得ら
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れ、平成 12 年 3 月からこれらレポートの全文の送付を開始した。 
② INIS データベース作成に関する主要国である米国、英国、オランダにおいては、

厳しい財政事情によりデータベースへの入力件数が減少している。INIS は、収録件

数を確保するため、英国およびオランダで刊行された主要雑誌の未入力分（バックロ

グ）への対策、米国の入力を可能にするための入力フォーマットの変換などに取り組

んでいる。主要雑誌のバックログの入力については、第 28 回 INIS リエゾンオフィサ

ー会議（2000 年 6 月）において、1998-2000 年刊行分について、参加各国のボラン

タリーにより入力することで合意が得られた。日本を含む 27 か国が入力に協力し、

原研からも 15 件を試験的に入力した。また、入力件数を確保するため、INIS 参加規

約を改訂することについて、第 28 回リエゾンオフィサー会議で合意された。しかし、

事務局が提案した各国一律の年間最低入力件数案には、合意が得られず、次回リエゾ

ンオフィサー会議で再検討することになった。 
INIS ではデータベースのレコード構造を簡略化して入力作業のコスト削減を図る

ため、リエゾンオフィサー会議や技術検討委員会において「レコード構造の単純化」

の検討が続けられている。さらに、 INIS の最大入力国である米国からの独自の

US/DC フォーマットによる INIS 入力レコードの送付の提案に対して、INIS フォー

マットと US/DC フォーマット間の互換性を保つため、サブグループを設置し、文献

タイプごとの必須項目の設定等の検討が続けられている。 
以上の報告に対し、INIS データベースの利用について、主題分野別の需要分析に

よる利用者ニーズの把握、また、バックログの入力については、ボランタリーによる

入力件数だけでなく定常の入力件数と対比させてはどうかとの意見が出された。また、

核融合分野の入力件数が伸びていないのではとの指摘に対し、米国が ITER 計画から

1997 年に撤退したことが影響しているのではないかとのコメントや、2001 年の ITER
の次のフェーズから増加に転ずる可能性があること、および米国における核融合研究

が基礎研究として扱われているとの発言があった。 
(3) 当協議会の専門部会報告 

大道副議長が資料 30-3-1 および 30-3-2 に基づいて、平成 12 年度における提供技術専

門部会の活動の概要を、また、岩田委員が資料 30-3-1 および 30-3-2 に基づいて、平成

12 年度における情報流通研究専門部会の活動の概要を報告した。提供技術専門部会は 1
回開催され、INIS へのレポート等非市販資料全文の提供の現状、および INIS 本部が開

発した入力用プログラムFIBREを用いた索引語付与の経験等について意見を交換した。

情報流通研究専門部会は 3 回開催され、ネット時代の到来とそれを支える情報通信技術、

原研の研究報告書等の投稿等の電子化、科学技術分野のデータに関する学際的な委員会

である CODATA の第 17 回国際会誌報告、学習支援のためのコンピュータおよびインタ

ーネット等の情報技術導入の可能性、三菱化学㈱横浜総合研究所で構築した実験データ

や構造図等の画像データおよび研究報告書等の異なる形式のデータを統合し、横断的な

検索を可能としたナレッジマネージメントシステム、ISI 社のデータベースを用いた分

析による日本の科学論文の傾向について報告した。 
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(4) その他 
事務局より、原研の研究活動を紹介する「たゆまざる探究の軌跡 2000」和文版の刊

行について報告した。 
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第 31 回国際原子力情報システム協議会議事録 
 

1．日 時：平成 14 年 3 月 22 日（金） 14:00-15:40 
2．場 所：富国生命ビル会議室 
3．出席者：浅井議長、大道副議長、池本、伊藤、岩田、遠藤（代理 大久保）、金子、鈴木、 

内藤、仲本、長山、藤原、松村、本瀬の各委員、高岡、佐々木各幹事、米澤、 
加藤（事務局） 

4．議 題 
(1)  前回議事録確認 
(2)  INIS の近況について 
(3)  当協議会の専門部会報告 
(4)  その他 

5．提出資料 
資料 31-1-1  国際原子力情報システム協議会委員名簿 
資料 31-1-2  第 30 回国際原子力情報システム協議会議事録 
資料 31-2  INIS の近況について 
資料 31-3-1  専門部会の活動状況について 
資料 31-3-2  提供技術および情報流通研究専門部会議事録 
資料 31-4  情報流通研究専門部会（情報流通専門委員会）100 回記念の企画に 

ついて 
資料 31-5  「たゆまざる探究の軌跡」‐2001 

6．議 事 
浅井議長の挨拶、新任委員の紹介の後、議事に入った。 
(1) 前回議事録確認 

資料 31-1-2 のとおり承認された。 
(2) INIS の近況について 

佐々木幹事が資料 31-2 に基づいて、最近の INIS 活動の中から、データベースの現状、

入力データ作成の課題、非市販資料全文の電子化と配布の現状および計算機支援インデ

キシングシステムの開発に向けた取り組みについて報告した。 
① データベースの現状では、INIS 全体の収録件数は 1998 年および 1999 年と 2 年続

けて減少したが、その後 2000 年、 2001 年と増加傾向に転じた。これは、英国とオ

ランダで刊行された主要雑誌の未入力分を参加国と INIS 本部がボランタリーベース

で入力したこと、および米国からの入力が増加したためである。日本は入力件数で第

3 位、入力件数上位 8 か国のタイムラグ順位では第 2 位であった。INIS データベース

は、INIS 本部の提供する Web 型検索システム、商用データベース、各国独自に開発

した検索システムおよび CD-ROM 版データベース等の各種方式により世界中で広く

利用されている。 
② 入力データ作成上の課題として、参加国のボランタリーによる入力データ作成に係
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わる問題について報告があった。英国とオランダが財政上の事情により入力できない

主要雑誌のデータを他の参加国が代わって入力することになり、第 28 回リエゾンオ

フィサー会議（2000 年 6 月）において INIS 参加規約が改訂された。しかし、各参加

国が入力すべき最低件数の設定には至らず、INIS 本部が協力を申し出た参加国と個

別に協議しながら配布件数を決め、参加国のボランタリーによって入力している。一

方、INIS 本部が英国とオランダの出版社から入手する電子的データは物理の分野に

偏り、協力国に配布できない電子的データが多数存在する。このため、 INIS 本部が

これらの電子的データに対しディスクリプタを付与せざるを得ず、INIS 本部に過度

の負担が掛かっている。ディスクリプタ付与作業の省力化が求められている。 
③ INIS は、レポート、会議録等の非市販資料全文の利用の利便性向上と保存作業の

合理化を図るため、 1997 年に非市販資料全文の記録媒体をそれまでのマイクロフィ

ッシュから CD-ROM に変更した。INIS 本部は、2000 年の非市販資料全文に対する

入手要求件数はマイクロフィッシュ時代の約 10 倍に増加したと報告している。これ

らの状況を踏まえ、INIS 本部は INIS 発足時からマイクロフィッシュ形態で保存して

きた 50 万件を越える非市販資料全文および IAEA の刊行物を電子化する計画を進行

中である。 
④ INIS は文献情報の的確かつ効率的な主題検索を目的として、主題専門家が個々の

文献情報に文献内容を表す索引語を人手で付与している。第 24 回リエゾンオフィサ

ー会議（1996 年 5 月）では、INIS 入力作業項目に関する費用・作業時間の分析の結

果、索引語付与作業が最も高い割合を示したことが報告され、会議参加者は INIS 本

部に対しコスト削減の検討を要請した。INIS は、主題索引の品質を維持し、かつ付

与作業のコストの削減を図るため、計算機支援インデキシングシステムの導入を検討

することになった。INIS/ETDE 合同技術検討委員会（2001 年 12 月）において、日

本を含めた 12 か国および INIS 本部、ETDE 運営機関の代表をメンバーとする「計算

機支援インデキシングサブグループ」が設置され、計算機支援インデキシングシステ

ムの持つべき機能、費用対効果の分析等を行うことになった。 
以上の報告を受け、主要雑誌データの未入力分のボランタリーベースによる入力方式

に関して、電子的データの配布方法、協力国は配布された電子データを拒絶できるかと

の質問があった。これに対し発表者から、電子データを配布するのは INIS 本部であり、

協力国は配布された電子的データの処理を拒絶できるが、INIS 本部は協力国と事前に

協議し、処理能力等を考慮して配布している旨回答した。また、今後、INIS の利用を

さらに拡大するためには、INIS データベースを利用することによって得られる効用、

メリットを積極的に宣伝したり、INIS に文献検索以外の付加価値を加えたりすること

の必要性が指摘された。 
(3) 当協議会の専門部会報告 

大道副議長が資料 31-3-1 および 31-3-2 に基づいて、平成 13 年度における提供技術専

門部会の活動の概要を、また、岩田委員が資料 31-3-1 および 31-3-2 に基づいて、平成

13 年度における情報流通研究専門部会の活動の概要を報告した。提供技術専門部会は 1
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回開催され、INIS におけるキージャーナルの現状及び記述目録規則の変更等について

意見を交換した。情報流通研究専門部会は 3 回開催され、データベース検索用大規模辞

書の整備、 INIS データベースに基づく書誌計量分析、UMLS（Unified Medical 
Language System）の現状と利用、新たな知見誘発のための情報検索とその連携、デー

タベースと科学技術戦略、宣伝:よい宣伝と悪い宣伝について報告があった。 
(4) その他 

① 事務局が資料 31-4 に基づいて、当協議会の情報流通研究専門部会が 100 回を迎え

るにあたり、一般人の INIS への理解の増進等を趣旨とする記念企画について説明し

た。委員より、本企画はこれまでの活動をまとめ、今後の展望を与えるもので、時機

を得ているとして、賛同の意見が寄せられた。講演の内容、企画実行委員会の構成等

について懇談した。 
② 大道副議長より、原研の研究活動を紹介する「たゆまざる探究の軌跡 2001」和文版

の刊行について報告があった。 
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第 32 回国際原子力情報システム協議会議事録 
 

1．日 時：平成 15 年 3 月 4 日（金） 14:00-16:00 
2．場 所：日本原子力研究所本部第一会議室（明治生命柏フェイムズ 10 階） 
3．出席者：加藤議長、成田副議長、伊藤、井上、岩田、遠藤（代理 大久保）、窪田、鈴木、 

仲本、長山、橋爪、藤原、松村、本瀬、米村の各委員、羽原、板橋各幹事、米澤、 
加藤、野澤（事務局） 

4．議 題 
(1)  前回議事録確認 
(2)  INIS の近況について 
(3)  当協議会の専門部会報告 
(4)  その他 

5．提出資料 
資料 32-1-1  国際原子力情報システム協議会委員名簿 
資料 32-1-2  第 31 回国際原子力情報システム協議会議事録 
資料 32-2  INIS の近況について 
資料 32-3-1  専門部会の活動状況について 
資料 32-3-2  提供技術および情報流通研究専門部会議事録 
資料 32-4  INIS による非市販資料全文のオンライン提供について 
資料 32-5  「たゆまざる探究の軌跡」‐2002 
資料 32-6  「情報流通研究専門部会 100 回記念誌」 

6．議 事 
加藤議長の挨拶、新任委員の紹介の後、議事に入った。 
(1) 前回議事録確認 

資料 32-1-2 のとおり承認された。 
(2) INIS の近況について 

板橋幹事が資料 32-2 に基づいて、最近の INIS 活動の中から、データベースの現状、

INIS データベースの大学向け無料サービスの紹介、非市販資料全文の電子化とオンラ

イン提供および計算機支援インデキシングシステムの開発に向けた取り組みについて報

告した。 
① データベースの現状では、INIS 全体の収録件数は 2000 年、2001 年と増加の傾向

にあり、2002 年末現在で 235 万件収録されている。日本は入力件数で第 4 位、入力

件数上位 8 か国のタイムラグ順位では第 2 位であるが、近年日本からの入力件数はほ

ぼ一定であった。INIS データベースは、INIS 本部の提供する Web 型検索システム、

商用データベース、各国独自に開発した検索システムおよび CD-ROM 版データベー

ス等の各種方式により世界中で広く利用されている。 
② INIS データベースの利用促進策として、原子力情報の潜在的な需要が見込まれる

原子力関連の大学の学生等大学関係者を対象に、INIS 本部が提供する Web 版 INIS
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データベースを無料で提供できることになった。INIS データベースの国内サービス

を担当している科学技術振興事業団との協議が終了したことから、2003 年 4 月から

実施の予定である。 
③ INIS 本部は保管費用の低減、複写サービス-の迅速な対応を図るためにこれまでマ

イクロフィッシュ形態で保管していた非市販資料の電子化を進めており、2003 年の第

3 四半期には全ての電子化が完了する予定である。なお、電子化された非市販資料の

オンライン提供については著作権等を考慮する必要があることから、現在各国に対し

その可否を調査中である。 
以上の報告を受け、予算削減の厳しい財政状況下にあって、日本からの入力件数の増

加対策について質疑があり、予算が限られている現状は理解できるものの、たとえ周辺

分野の文献であってもできるだけ多く入力できるよう工夫をすることが必要であること

が指摘された。また、最近の傾向として全文データベースが主流になっていることから、

索引語付与や抄録作成に費用をかける必要がないのではとの指摘があった。INIS デー

タベースの大学向け無料サービスは非常に好ましいことであり、できれば大学以外の研

究機関等にも拡大して欲しいとの要望が出された。さらに、非市販資料全文の電子化と

オンライン利用について、利用者にとっては非常に有効な機能なので、著作権等の問題

があるが、できるだけ多くの人に全文を見てもらえるような仕組みを今後も推進して欲

しいとの意見が出された。 
今後、INIS は、文献の書誌情報のデータベースとしてだけではなく、例えば、知識

の継承・保存につながるような新たな取り組みに着手し、INIS に文献検索以外の付加

価値を加えることが重要であるとの指摘があった。 
(3) 当協議会の専門部会報告 

成田副議長が資料 32-3-1 および 32-3-2 に基づいて、平成 14 年度における提供技術専

門部会の活動の概要を、また、岩田委員が資料 32-3-1 および 32-3-2 に基づいて、平成

14 年度における情報流通研究専門部会の活動の概要を報告した。提供技術専門部会は 1
回開催され、INIS/ETDE 合同レファレンスシリーズの刊行、計算機支援インデキシン

グの現状等について意見を交換した。情報流通研究専門部会は 3 回開催され、仏教学に

おける情報処理の歴史と現状、核融合科学研究所の研究・企画情報センターの活動、原

研核データセンターの活動と JENDL、学術出版の電子化とその影響について報告があ

った。また、第 100 回記念講演会が日本原子力学会 2002 年秋の大会で開催され、IAEA
における情報流通の課題と将来の方向、INIS の活動と展望、マスメディアから見た原

子力情報流通、データベースと科学技術戦略について報告があり、約 70 名の参加があ

った。 
以上の報告を受け、今後の情報流通研究専門部会の活動方針について意見交換があっ

た。情報流通研究専門部会部会長の岩田委員より、「一般の情報技術（IT）の普及と比

較して原子力分野の情報流通は遅れていると思われるので、この分野において開かれた

情報交換ができる仕組みを作りたい。そのため、委員の増強を図り、新機軸の活動内容

について部会内で議論し、次回の協議会の場で提案したい」との意見が出された。 
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(4) その他 
① 板橋幹事が資料 32-4 に基づいて、INIS による非市販資料全文のオンライン提供に伴

う問題点について懇談した。委員より、一般に、著作権の問題が学術文献全文のオンラ

イン提供を行う際、大きな障害となっている現状が指摘された。また、データベースの

利用拡大と入力に伴う主題分析の効率を向上させるため、INIS シソーラスの日本語版

作成の可能性について意見が出された。 
② IAEA が提供する Web 版 INIS データベースを日本国内でも有料で開放すること、

INIS による非市販資料全文のオンライン提供に資するため、国内の原子力関連機関の

刊行するレポートの電子化およびそのオンラインによる利用を今後も広く普及すること

について、時宜を得ているとして、賛同の意見が寄せられた。 
③ 板橋幹事より、原研の研究活動を紹介する「たゆまざる探究の軌跡 2002」和文版、お

よび「情報流通研究専門部会 100 回記念誌」の刊行について報告があった。 
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第 33 回国際原子力情報システム協議会議事録 
 

1．日 時：平成 16 年 3 月 4 日（木） 15:00-17:00 
2．場 所：日本原子力研究所東京事務所第二会議室（新生銀行本店ビル 10 階） 
3．出席者：加藤議長、成田副議長、伊藤、岩田、岡田（代理 横田）、小野寺、金子、友光、 

内藤、仲本、橋爪、藤原、松村、本瀬の各委員、羽原、米澤各幹事、加藤、野澤、 
深澤（事務局） 

4．議 題 
(1)  前回議事録確認 
(2)  INIS の近況について 
(3)  当協議会の専門部会報告 
(4)  その他 

5．提出資料 
資料 33-1-1  国際原子力情報システム協議会委員名簿 
資料 33-1-2  第 32 回国際原子力情報システム協議会議事録 
資料 33-2  INIS の近況について 
資料 33-3-1  専門部会の活動状況について 
資料 33-3-2  提供技術および情報流通研究専門部会議事録 
資料 33-4  「たゆまざる探究の軌跡」‐2003 

6．議 事 
加藤議長の挨拶、新任委員の紹介の後、議事に入った。 
(1) 前回議事録確認 

資料 33-1-2 のとおり承認された。 
(2) INIS の近況について 

米澤幹事が資料 33-2 に基づいて、最近の INIS 活動の中から、データベースの現状、

INIS データベースの利用促進活動の紹介、ボランタリー入力、非市販資料全文の電子

化とオンライン提供および計算機支援インデキシングシステムの開発に向けた取り組み

について報告した。 
① データベースの現状では、INIS 全体の収録件数が 2003 年は 87,837 件と過去 10 年

間で最も多い件数であった。日本は刊行文献数では第 5 位、入力件数では第 4 位であ

った INIS データベースの利用では、INIS 本部の提供するインターネット版データベ

ースの大学向け無料提供サービスの開始により、2002 年から 2003 年にかけて利用登

録者数が約 2 倍に増加している。 
② データベースの利用促進活動では、 2003 年 4 月からインターネット版 INIS デー

タベースの大学向け無料提供サービスの普及活動として原子力関連学会誌での報知の

掲載およびメーリングリストへの配信等を実施した。その結果、2004 年 3 月現在で

30 大学・機関において利用されている。また、 INIS 本部との交渉の結果、大学の共

同利用施設及び原子力関連の教育実施機関についても無料サービスの対象となること
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が了解された。さらに、原子力二法人統合に向けた先行的取り組みとして、2004 年 2
月から核燃料サイクル開発機構内において INIS データベースの無償利用を開始した。 

③ 米国、英国、オランダ等の財政難による原子力分野の主要雑誌の未入力分を各国が

協調して 2000 年よりボランタリーベースによる入力を行っている。これによりデー

タベースの網羅性は著しく改善された。2003 年にはボランタリーベースでの入力が全

体の 36%に及んだ。そのうち 30%は INIS 本部での入力となっている。 
④ INIS 本部は保管費用の低減、複写サービスへの迅速な対応を図るためにこれまで

マイクロフィッシュ形態で保管していた非市販資料の電子化を 2002 年より進めてい

る。電子化完了後は非市販資料全文が INIS データベースとリンクされオンライン提

供される予定である。 
⑤ 主題分析の省力化を図るため、計算機支援インデキシング（CAI）システムの開発

が進められ、市販のソフトウェアをベースに階層的な分類体系（タクソノミー）を組

み込んだシステムを構築することになった。現在、導入スケジュール等が検討されて

いる。CAI システム導入後の入力処理は、参加国が文献の標題、抄録等のデータを INIS
本部に送付し、INIS本部がCAIシステムで索引語の候補を付加して戻すことになる。 
以上の報告を受け、インターネット版 INIS データベースの大学向け無料サービスの

利用登録者数の多さは、INIS データベースへの関心の高さを示している。INIS データ

ベース利用説明会ではデータベースの利用方法を分かりやすく説明した資料及びライフ

サイエンス等の分野も収録されていることを PR する資料を作成配布することが利用促

進のため有効ではないか等の指摘があった。これに対し、指摘の資料作成の他、利用増

加を図るため、INIS データベースの有効利用の事例紹介を増やしていきたい、将来的

には国内向けホームページを INIS データベース利用者の意見交換の場としていきたい

との説明があった。 
INIS データベースの提供データに関して、抄録や索引語等では利用者のニーズに応

えられない部分もあり、フルテキストまで入力するべきではないか、入力の体制を再考

すべき時期にきているのではないか等の指摘があった。これに対し、INIS 計画を担当

する新法人においては国内の原子力関連の学協会と連携して学協会誌の全文と INIS デ

ータベースをリンクさせることで利便性の向上を目指したいとの説明があった。 
(3) 当協議会の専門部会報告 

成田副議長（提供技術専門部会長）が資料 33-3-1 および 33-3-2 に基づいて、平成 15
年度における提供技術専門部会の活動の概要を、また、岩田委員（情報流通研究専門部

会長）が資料 33-3-1 および 33-3-2 に基づいて、平成 15 年度における情報流通研究専門

部会の活動の概要を報告した。 
提供技術専門部会の報告では、INIS 目録規則の変更、 2004 年キージャーナルの選定

結果等の活動が報告された。情報流通研究専門部会では、Web 上の情報システム

Semantic Web と研究情報システム（RIS）、INIS を使った原研基礎・基盤研究の社会

経済学的評価についての活動報告、既存の原子力関連ホームページの評価、部会の活動

方針について意見交換等を行った。 
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最後に議題(2)および(3)について、国際的に原子力情報をどう流通すべきかを検討し、

IAEA に提案してはどうか、原子力分野には貴重な情報が存在するので、どのような情

報をくみ上げて処理するか等を工夫する必要があるのではないか、データの必要性、用

途を見直し、効率よいデータの作成を検討してはどうか等の意見が出された。 
(4) その他 

① 米澤幹事より、原研の研究活動を紹介する「たゆまざる探究の軌跡 2003」和文版の

刊行およびインターネット版の提供について報告があった。本報告に対して、インタ

ーネット版についてはその特性を生かした研究成果の効果的な普及のため、各トピッ

クスのページ中のキーワードから関連するホームページにリンクを貼る、参考文献の

フルテキストにリンクする、あるいは関連する研究論文のリストを追加する等の改良

を行う必要があるとの意見が出された。 
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第 34 回国際原子力情報システム協議会議事録 
 

1．日 時：平成 17 年 3 月 4 日（金） 15:00-17:00 
2．場 所：日本原子力研究所東京事務所第二会議室（新生銀行本店ビル 10 階） 
3．出席者：松田議長、成田副議長、 

伊藤、岩田、遠藤、小野寺、金子、河北、友光、仲本、藤原、松村、米村各委員、 
羽原、米澤各幹事、野澤、深澤（事務局） 

4．議 題 
(1)  前回議事録確認 
(2)  INIS の近況について 
(3)  当協議会の専門部会報告 
(4)  その他 

5．提出資料 
資料 34-1-1  国際原子力情報システム協議会委員名簿 
資料 34-1-2  第 33 回国際原子力情報システム協議会議事録 
資料 34-2  INIS の近況について 
資料 34-3-1  専門部会の活動状況について 
資料 34-3-2  提供技術および情報流通研究専門部会議事録 
資料 34-4  「たゆまざる探究の軌跡」‐2004 

6．議 事 
松田議長の挨拶、新任委員の紹介の後、議事に入った。 
(1) 前回議事録確認 

資料 34-1-2 のとおり承認された。 
(2) INIS の近況について 

米澤幹事が資料 34-2 に基づいて、最近の INIS 活動の中から、INIS データベースの

現状、利用促進活動、ボランタリー入力、非市販資料全文の電子化とオンライン提供及

び計算機支援インデキシングシステムの開発に向けた取り組み、INIS 参加規約の改定

について報告した。 
① データベースの現状では、INIS 全体の収録件数が 2004 年は 107,062 件と過去 34

年間で最も多い件数であった。日本は刊行文献数では第 4 位、入力件数では第 2 位で

あった。INIS データベースの利用では、INIS 事務局の提供するインターネット版デ

ータベースの国内利用が大学向け無料提供サービスの開始により、2003 年から 2004
年にかけて約 2 倍に増加している。 

② 国内の INIS データベースの利用促進活動では、2004 年 4 月からインターネット版

INIS データベースの大学向け無料提供サービスの普及活動を展開している。その結

果、2004 年末で参加国中、最も多い 43 大学/機関で利用されている。また、原子力二

法人統合に向けた先行的取り組みとして、2004 年 2 月から核燃料サイクル開発機構

内において、INIS データベースの無償利用を開始し、今年 2 月までに約 1,000 回の
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利用があった。 
③ 米国、英国、オランダ等の財政難による原子力分野の主要雑誌の未入力分データを

各国が協調して 2000 年よりボランタリーベースにより入力を行っており、2004 年で

未入力分データの入力はほぼ終了し、データベースの網羅性は著しく改善された。

2004 年にはボランタリーベースでの入力が全体の 44%に及んだ。そのうち、86%が

INIS 事務局による入力となっており、大きな負担となっている。 
④ INIS 事務局は保管費用の低減、複写サービスへの迅速な対応を図るためにこれま

でマイクロフィッシュ形態で保管していた非市販資料全文の電子化を 2003 年末で完

了した。さらに、全文を INIS データベースとリンクしてオンライン提供する新しい

システムを開発しており、近々公開する予定である。 
⑤ 主題分析の省力化を図るため、計算機支援インデキシング（CAI）システムの開発

が進められ、 INIS 事務局では試験運用を開始している。また、現在運用開始に向け、

日本を含む数カ国によるバッチ処理のテストを実施している。 
⑥ INIS システムの強化を図るとともに、今後、IAEA が取り組む原子力知識管理業務

に INIS が関与していくため、参加国の義務・権利、事務局の役割等を規定する INIS
参加規約の改定が進められている。2003 年 7 月に提示された規約のドラフトへの各

国からのコメントを取り込んだ最終案を現在作成している。日本からは収録対象とし

て追加された「知識」の定義を明確にすること等のコメントを送付した。 
以上の報告を受け、INIS が従来の抄録までのデータベースから全文を提供するシス

テムを目指していることはよい、INIS の原子力知識管理への取り組みが成功すること

を期待したいとの意見があった。また、原子力知識管理の具体的内容について質問があ

り、原子力技術継承のために、非文献情報（プラントの設計図、データ等）を電子化し、

INIS の培ってきた情報技術を活用して有効活用できるように管理することを目指して

いると思われるが、活動内容の詳細についてはまだ決まっていないと回答があった。 
米国・英国・オランダ等の大入力国のデータ提供件数の落ち込みと、INIS 参加規約

改定の関連性の有無及び、今後のデータ入力改善の見通しについて質問があり、今回の

規約改定には参加国の義務遂行達成度の評価等が含まれており、データ入力の強化を目

指しているが実現は難しいのではないかとの回答があった。入力の改善に関して、文献

の刊行国が入力するのではなく論文の生産国が入力を負担するということも今後主張と

して出てくるのではないかとの意見があった。INIS の規約改定については国に意見を

求められたら、きちんと意見を集約して説明する必要があるとの意見があった。 
(3) 当協議会の専門部会報告 

成田副議長（提供技術専門部会長）が資料 34-3-1 および 34-3-2 に基づいて、平成 16
年度における提供技術専門部会の活動の概要を、また、岩田委員（情報流通研究専門部

会長）が資料 34-3-1 および 34-3-2 に基づいて、平成 16 年度における情報流通研究専門

部会の活動の概要を報告した。 
提供技術専門部会の報告では、INIS 入力データ作成システム FIBRE の典拠ファイル

更新、 2005 年キージャーナルの選定結果等の活動が報告された。情報流通研究専門部
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会では、今年度の部会の活動、INIS のユーザーニーズ調査、ドキュメント電子化とナ

レッジ・ポータルへの取り組み（日立原子力事業部）、知識管理技術の適用によるレガシ

ーデータベースの活用（東芝原子力事業部）、原子力知識管理に関する国際会議報告、

Web サービスによる用語体系データの提供とその応用、原子力の仕事をする女性の世界

組織 WIN の活動と今後の展望、オープンアクセスと機関レポジトリ、デジタル・アー

カイビングについて意見交換等を行った。また、原子力関係の情報が整理されていない

ので、利用者が興味を持つことができるような情報流通を今後部会として考えていきた

い、日本原子力学会との連携強化を図りたいとの意見が出された。 
以上の報告に対し、放射線治療分野の雑誌がキージャーナルに採択されているが、

INIS の主要分野と言えるのかとの質問があった。これに対し、INIS では放射線治療関

係が含まれるライフサイエンス分野は入力件数も多く INIS の主要分野である、入力さ

れる論文数の実績もあることからキージャーナルとして採択していると回答があった。

INIS のデータは出版社が入力するような仕組みにすべきではないか、INIS に論文が収

録されれば雑誌のステータスも上がるのではないかとの意見があった。これに対し、ボ

ランタリー入力では INIS 事務局が直接出版社から雑誌のデータを入手しているが、規

約上、入力の責任は各国のナショナルセンターにあるとのコメントがあった。 
新法人においてどのような情報を提供していくのか、次世代の情報流通のあり方につ

いて現実的なプランを立案してはどうかとの意見があった。これに対し、新法人では、

雑誌論文については、国内の刊行雑誌の論文、少なくとも新法人が発信した論文につい

ては最終原稿レベルでの全文アクセスが提供できるようにしていきたい、また、INIS
データベースについは活用事例を提供すれば、利用拡大につながるのではないかとの回

答があった。 
(4) その他 

① 米澤幹事より、原研の研究活動を紹介する「たゆまざる探究の軌跡 2004」和文版の

刊行およびインターネット版の提供について報告があった。 
この報告に対し、「たゆまざる探求の軌跡」は原研の外部評価委員会の委員から高

く評価されたとのコメントがあった。 
===================================================================== 
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4.7 INIS協議会委員変遷

昭和45から46年度 第1回1970/10/2
第2回1971/3/5
第3回1971/6/4

氏名 職名
議長 村田　浩 日本原子力研究所副理事長
副議長 柴田　長夫 日本原子力研究所技術情報部長
委員 天野　昇 日本原子力研究所企画室長

委員 石川　友清 放射線医学総合研究所

委員 伊藤　四十二 静岡薬科大学学長

委員 上田　浩 動力炉・核燃料開発事業団技術情報室長

委員 上田　隆三 日本原子力研究所東海研究所副所長

委員 大塚　明朗 日本眼鏡学校校長

委員 小谷　正雄 東京理科大学学長

委員 吹田　徳雄 大阪大学教授

委員 末田　守 日本原子力産業会議事務局次長

委員 高橋　実 電力中央研究所経済研究所高橋研究室長

委員 竹内　寿 国立国会図番館科学技術課長
委員 田辺　金蔵 日本科学技術情報センター情報部

委員 津田　良成 慶応大学医学情報センター副所長

委員 長本　良男 日本原子力船開発事業団企画部調査課長

委員 糠択　貞蔵 日本原子力事業株式会社総合研究所研究主幹

委員 三島　良績 東京大学教授

委員 岐美　格 京都大学教授

オブザーバー 高岡　敬典 科学技術庁原子力局

オブザーバー 秋山　智英 科学技術庁計画局

オブザーバー 北野　茂夫 科学技術庁振興局

幹事 長山　泰介 日本原子力研究所技術情報部

幹事 杉本　栄三 日本原子力研究所技術情報部図書課長

昭和46年度 第4回1971/10/29
氏名 職名

議長 村田　浩 日本原子力研究所副理事長
副議長 柴田　長夫 日本原子力研究所技術情報部長
委員 天野　昇 日本原子力研究所企画室長

委員 藤岡　淳介 放射線医学総合研究所企画課長

委員 伊藤　四十二 静岡薬科大学学長

委員 上田　浩 動力炉・核燃料開発事業団技術情報室長

委員 上田　隆三 日本原子力研究所東海研究所副所長

委員 大塚　明朗 日本眼鏡学校校長

委員 小谷　正雄 東京理科大学学長

委員 吹田　徳雄 大阪大学教授

委員 末田　守 日本原子力産業会議事務局次長

委員 高橋　実 電力中央研究所経済研究所高橋研究室長

委員 竹内　寿 国立国会図書館科学技術課長

委員 大井　正一 日本科学技術情報センター情報部原子力主任情報員
委員 津田　良成 慶応大学医学情報センター副所長

委員 長本　良男 日本原子力船開発事業団企画部調査課長

委員 糠択　貞蔵 日本原子力事業株式会社総合研究所研究主幹

委員 三島　良績 東京大学教授

委員 岐美　格 京都大学教授

オブザーバー 井出　喜夫 科学技術庁原子力局調査課長

オブザーバー 高野　国夫 科学技術庁計画局科学調査官

オブザーバー 加藤　泰丸 科学技術庁振興局管理課長

オブザーバー 長山　泰介 日本医薬情報センター第２部長

幹事 杉本　栄三 日本原子力研究所技術情報部図書課長

幹事 海老沼　幸夫 日本原子力研究所技術情報部調査役
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昭和47年度 第5回1972/7/20
第6回1972/12/15

氏名 職名
議長 村田　浩 日本原子力研究所副理事長
副議長 柴田　長夫 日本原子力研究所技術情報部長
委員 天野　昇 日本原子力研究所東海研究所副所長

委員 伊藤　四十二 静岡薬科大学学長

委員 内山　英夫 特許庁総務部資料整備課長
委員 大井　正一 日本科学技術情報センター情報部原子力主任情報員
委員 大塚　明朗 日本眼鏡学校校長

委員 小谷　正雄 東京理科大学学長

委員 吹田　徳雄 大阪大学教授

委員 末田　守 日本原子力産業会議事務局次長

委員 竹内　寿 国立国会図書館科学技術課長

委員 田中　正之助 動力炉・核燃料開発事業団技術情報室長

委員 津田　良成 国際医学情報センター常務理事

委員 長本　良男 日本原子力船開発事業団企画部調査課長

委員 糠択　貞蔵 日本原子力事業株式会社総合研究所研究主幹

委員 野沢　俊弥 日本原子力研究所企画室長

委員 藤岡　淳介 放射線医学総合研究所企画課長

委員 三島　良績 東京大学教授

委員 岐美　格 京都大学教授

委員 水町　侠二 電気事業連合会原子力部長

オブザーバー 岩本　晴允 科学技術庁原子力局調査課長

オブザーバー 高野　国夫 科学技術庁計画局科学調査官

オブザーバー 加藤　泰丸 科学技術庁振興局管理課長

オブザーバー 長山　泰介 日本医薬情報センター第２部長

幹事 海老沼　幸夫 日本原子力研究所技術情報部情報資料課長

昭和48から49年度 第7回1973/9/28
第8回1974/4/19

氏名 職名
議長 村田　浩 日本原子力研究所副理事長
副議長 柴田　長夫 日本原子力研究所技術情報部長
委員 天野　昇 日本原子力研究所東海研究所副所長
委員 伊藤　四十二 静岡薬科大学学長
委員 内山　英夫 特許庁総務部資料整備課長
委員 大井　正一 日本科学技術情報センター業務部主任情報員
委員 大塚　明朗 日本眼鏡学校校長
委員 小谷　正雄 東京理科大学学長
委員 吹田　徳雄 大阪大学教授
委員 末田　守 日本原子力産業会議事務局次長
委員 竹内　寿 国立国会図書館科学技術課長
委員 田中　正之助 動力炉・核燃料開発事業団技術情報室長
委員 津田　良成 国際医学情報センター常務理事
委員 長本　良男 日本原子力船開発事業団企画部調査課長
委員 糠択　貞蔵 日本原子力事業株式会社総合研究所研究主幹
委員 野沢　俊弥 日本原子力研究所企画室長
委員 藤岡　淳介 放射線医学総合研究所企画課長
委員 三島　良績 東京大学教授
委員 岐美　格 京都大学教授
委員 水町　侠二 電気事業連合会原子力部長
オブザーバー 一色　長敏 科学技術庁原子力局調査課長
オブザーバー 松田　克 科学技術庁計画局科学調査官
オブザーバー 加藤　泰丸 科学技術庁振興局管理課長
オブザーバー 長山　泰介 日本医薬情報センター第２部長
幹事 海老沼　幸夫 日本原子力研究所技術情報部情報資料課長
幹事 高橋　義人 日本原子力研究所技術情報部図書課長
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昭和50年度 第9回1975/4/11
第10回1975/12/15

氏名 職名
議長 山本　賢三 日本原子力研究所理事
副議長 大森　栄一 日本原子力研究所技術情報部長
委員 石川　寛 日本原子力研究所東海研究所副所長
委員 伊藤　四十二 静岡薬科大学学長
委員 石原　健彦 日本原子力研究所企画室長
委員 海老沼　幸夫 日本原子力研究所技術情報部国際情報室長
委員 大井　正一 日本科学技術情報センター業務部長
委員 大塚　明朗 応用科学研究所理事
委員 小谷　正雄 東京理科大学学長
委員 吹田　徳雄 原子力委員会委員
委員 坂本　俊 日本原子力産業会議情報課長
委員 柴田　長夫 日本原子力研究所高崎研究所長
委員 竹内　寿 国立国会図書館科学技術課長
委員 田中　正之助 動力炉・核燃料開発事業団技術情報室長
委員 津田　良成 国際医学情報センター常務理事
委員 平野　正明 日本原子力船開発事業団企画部調査課長
委員 糠択　貞蔵 日本原子力事業株式会社総合研究所研究主幹
委員 米本　弘司 放射線医学総合研究所企画課長
委員 三島　良績 東京大学教授
委員 岐美　格 京都大学教授
委員 水町　侠二 電気事業連合会原子力部長
委員 山谷　晧栄 特許庁総務部資料整備課長
オブザーバー 川崎　雅弘 科学技術庁原子力局調査課長
オブザーバー 梅田　勝 科学技術庁振興局管理課長
オブザーバー 宮戸　喜三郎 農林省農林水産技術会議事務局調査資料課長
オブザーバー 長山　泰介 日本医薬情報センター情報管理部長
幹事 高橋　義人 日本原子力研究所技術情報部情報資料課長
幹事 岸並　昭 日本原子力研究所技術情報部図書課長代理

昭和51年度 第11回1977/3/23
氏名 職名

議長 山本　賢三 日本原子力研究所理事
副議長 大森　栄一 日本原子力研究所技術情報部長
委員 石川　寛 日本原子力研究所東海研究所副所長
委員 石原　健彦 日本原子力研究所企画室長
委員 海老沼　幸夫 日本原子力研究所技術情報部国際情報室長
委員 伊藤　四十二 静岡薬科大学学長
委員 大井　正一 日本科学技術情報センター業務部長
委員 大塚　明朗 応用科学研究所理事
委員 大塚　幹雄 農林省農林水産技術会議事務局調査資料課長
委員 小谷　正雄 東京理科大学学長
委員 坂本　俊 日本原子力産業会議情報課長
委員 竹内　寿 国立国会図書館科学技術課長
委員 田中　正之助 動力炉・核燃料開発事業団技術情報室長
委員 津田　良成 慶応義塾大学文学部教授
委員 糠択　貞蔵 日本原子力事業株式会社調査役
委員 野添　篤毅 国際医学情報センター業務部長
委員 平野　正明 日本原子力船開発事業団企画部調査課長
委員 三島　良績 東京大学教授
委員 岐美　格 京都大学教授
委員 山谷　晧栄 日本特許情報センター技術情報部長
委員 米本　弘司 放射線医学総合研究所企画課長
委員 渡辺　要平 電気事業連合会原子力部長
オブザーバー 梅田　勝 科学技術庁振興局管理課長
オブザーバー 川崎　雅弘 科学技術庁原子力局調査国際協力課長
オブザーバー 長山　泰介 日本医薬情報センター情報管理部長
幹事 高橋　義人 日本原子力研究所技術情報部情報資料課長
幹事 岸並　昭 日本原子力研究所技術情報部図書課長代理
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昭和52年度 第12回1977/9/26
氏名 職名

議長 山本　賢三 日本原子力研究所理事
副議長 大森　栄一 日本原子力研究所技術情報部長
委員 石川　寛 日本原子力研究所東海研究所副所長
委員 石原　健彦 日本原子力研究所企画室長
委員 海老沼　幸夫 日本原子力研究所技術情報部国際情報室長
委員 大井　正一 日本科学技術情報センター資料部長
委員 大塚　明朗 日本科学教育学会会長
委員 大塚　幹雄 農林省農林水産技術会議事務局調査資料課長
委員 小谷　正雄 東京理科大学学長
委員 川島　順 日本特許情報センター技術情報部長
委員 坂本　俊 日本原子力産業会議情報課長
委員 竹内　寿 国立国会図書館科学技術課長
委員 田中　正之助 動力炉・核燃料開発事業団技術情報室長
委員 津田　良成 慶応義塾大学文学部教授
委員 糠択　貞蔵 日本原子力事業株式会社調査役
委員 野添　篤毅 国際医学情報センター業務部長
委員 平野　正明 日本原子力船開発事業団企画部調査課長
委員 平山　量三郎 放射線医学総合研究所企画課長
委員 三島　良績 東京大学教授
委員 岐美　格 京都大学教授
委員 渡辺　要平 電気事業連合会原子力部長
オブザーバー 川崎　雅弘 科学技術庁原子力局調査国際協力課長
オブザーバー 佐々木　白眉 科学技術庁振興局管理課長
オブザーバー 長山　泰介 日本医薬情報センター情報管理部長
幹事 岸並　昭 日本原子力研究所技術情報部図書課長代理
幹事 高橋　義人 日本原子力研究所技術情報部情報資料課長

昭和53年度 第13回1978/10/17
氏名 職名

議長 野沢　俊弥 日本原子力研究所理事
副議長 仲本　秀四郎 日本原子力研究所技術情報部長
委員 石川　寛 日本原子力研究所東海研究所副所長
委員 海老沼　幸夫 日本原子力研究所技術情報部国際情報室長
委員 大井　正一 日本科学技術情報センター資料部長
委員 大塚　明朗 日本科学教育学会会長
委員 大塚　幹雄 農林省農林水産技術会議事務局調査資料課長
委員 川島　順 日本特許情報センター技術情報部長
委員 岸並　昭 原子力弘済会資料センター長
委員 小谷　正雄 東京理科大学学長
委員 斎藤　實 日本原子力産業会議調査部長
委員 高田　悦雄 日本原子力船開発事業団企画部調査課長
委員 竹内　寿 国立国会図書館科学技術課長
委員 田中　正之助 動力炉・核燃料開発事業団技術情報室長
委員 津田　良成 慶応義塾大学文学部教授
委員 糠択　貞蔵 日本原子力事業株式会社総合研究所専門主幹
委員 野添　篤毅 国際医学情報センター主任情報員
委員 野村　末雄 日本原子力研究所企画室長
委員 平山　量三郎 放射線医学総合研究所企画課長
委員 三島　良績 東京大学教授
委員 岐美　格 京都大学教授
委員 渡辺　要平 電気事業連合会原子力部長
オブザーバー 石塚　貢 科学技術庁原子力局調査国際協力課長
オブザーバー 佐々木　白眉 科学技術庁振興局管理課長
オブザーバー 長山　泰介 日本医薬情報センター理事情報管理部長
幹事 志知　大策 日本原子力研究所技術情報部図書課長代理
幹事 津田　信義 日本原子力研究所技術情報部国際情報室長代理
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昭和54年度 第14回1979/4/20
氏名 職名

議長 石川　寛 日本原子力研究所理事
副議長 仲本　秀四郎 日本原子力研究所技術情報部長
委員 天野　良雄 国際医学情報センター業務部長
委員 海老沼　幸夫 日本原子力研究所技術情報部情報資料課長
委員 大井　正一 日本科学技術情報センター資料部長
委員 大塚　明朗 日本科学教育学会会長
委員 大塚　幹雄 農林省農林水産技術会議事務局調査資料課長
委員 川島　順 日本特許情報センター技術情報部長
委員 岸並　昭 原子力弘済会資料センター長
委員 小谷　正雄 東京理科大学学長
委員 斎藤　實 日本原子力産業会議調査部長
委員 高田　悦雄 日本原子力船開発事業団企画部調査課長
委員 津田　良成 慶応義塾大学文学部教授
委員 寺村　由比子 国立国会図書館科学技術課長
委員 原　悌二郎 動力炉・核燃料開発事業団技術情報室長
委員 糠択　貞蔵 日本原子力事業株式会社総合研究所専門主幹
委員 野村　末雄 日本原子力研究所企画室長
委員 平山　量三郎 放射線医学総合研究所企画課長
委員 三島　良績 東京大学教授
委員 岐美　格 京都大学教授
委員 渡辺　要平 電気事業連合会原子力部長
オブザーバー 石塚　貢 科学技術庁原子力局調査国際協力課長
オブザーバー 清水　真金 科学技術庁振興局管理課長
オブザーバー 長山　泰介 日本医薬情報センター理事情報管理部長
幹事 志知　大策 日本原子力研究所技術情報部図書課長
幹事 津田　信義 日本原子力研究所技術情報部国際情報室長代理

昭和55年度
氏名 職名

議長 森　茂 日本原子力研究所理事
副議長 仲本　秀四郎 日本原子力研究所技術情報部長
委員 天野　良雄 国際医学情報センター業務部長
委員 海老沼　幸夫 日本原子力研究所技術情報部情報資料課長
委員 大井　正一 日本科学技術情報センター資料部長
委員 大塚　明朗 日本科学教育学会会長
委員 大塚　幹雄 農林省農林水産技術会議事務局調査資料課長
委員 川島　順 日本特許情報センター技術情報部長
委員 岸並　昭 原子力弘済会資料センター長
委員 小谷　正雄 東京理科大学学長
委員 斎藤　實 日本原子力産業会議調査部長
委員 高田　悦雄 日本原子力船開発事業団企画部調査課長
委員 津田　良成 慶応義塾大学文学部教授
委員 寺村　由比子 国立国会図書館科学技術課長
委員 原　悌二郎 動力炉・核燃料開発事業団技術情報室長
委員 糠択　貞蔵 日本原子力事業株式会社総合研究所専門主幹
委員 野村　末雄 日本原子力研究所企画室長
委員 三島　良績 東京大学教授
委員 岐美　格 京都大学教授
委員 山田　昌男 放射線医学総合研究所企画課長
委員 渡辺　要平 電気事業連合会原子力部長
オブザーバー 石塚　貢 科学技術庁原子力局調査国際協力課長
オブザーバー 清水　真金 科学技術庁振興局管理課長
オブザーバー 長山　泰介 日本医薬情報センター理事情報管理部長
幹事 志知　大策 日本原子力研究所技術情報部図書課長
幹事 津田　信義 日本原子力研究所技術情報部国際情報室長代理
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昭和56年度 第15回1981/8/4
氏名 職名

議長 森　茂 日本原子力研究所理事
副議長 仲本　秀四郎 日本原子力研究所技術情報部長
委員 天野　良雄 国際医学情報センター業務部長
委員 荒木　孝雄 日本原子力産業会議調査部長
委員 海老沼　幸夫 日本原子力研究所技術情報部情報資料課長
委員 大井　正一 日本科学技術情報センター参事
委員 大塚　明朗 日本科学教育学会会長
委員 川島　順 日本特許情報センター技術情報部長
委員 川人　武樹 電気事業連合会原子力部長
委員 小谷　正雄 東京理科大学学長
委員 志知　大策 原子力弘済会資料センター長
委員 島貫　良一 三菱原子力工業（株）社長室技術管理部
委員 高田　悦雄 日本原子力船開発事業団企画部調査課長
委員 津田　良成 慶応義塾大学文学部教授
委員 寺村　由比子 国立国会図書館科学技術課長
委員 原　悌二郎 動力炉・核燃料開発事業団技術情報室長
委員 藤本　績 農林省農林水産技術会議事務局筑波事務所研究情報課長
委員 三島　良績 東京大学教授
委員 岐美　格 京都大学教授
委員 森嶋　淳好 日本原子力研究所企画室長
委員 山田　昌男 放射線医学総合研究所企画課長
オブザーバー 佐々木　白眉 科学技術庁原子力局調査国際協力課長
オブザーバー 沖村　憲樹 科学技術庁振興局情報室長
オブザーバー 長山　泰介 日本医薬情報センター理事情報管理部長
幹事 岸並　昭 日本原子力研究所技術情報部図書課長
幹事 北田　昭雄 日本原子力研究所技術情報部国際情報室長

昭和57年度
氏名 職名

議長 森　茂 日本原子力研究所理事
副議長 仲本　秀四郎 日本原子力研究所技術情報部長
委員 天野　良雄 国際医学情報センター業務部長
委員 荒木　孝雄 日本原子力産業会議調査部長
委員 海老沼　幸夫 日本原子力研究所技術情報部情報資料課長
委員 大井　正一 日本科学技術情報センター参事
委員 大塚　明朗 日本科学教育学会会長
委員 川島　順 日本特許情報センター技術情報部長
委員 川人　武樹 電気事業連合会原子力部長
委員 志知　大策 原子力弘済会資料センター長
委員 島貫　良一 三菱原子力工業（株）社長室技術管理部
委員 高田　悦雄 日本原子力船開発事業団企画部調査課長
委員 津田　良成 慶応義塾大学文学部教授
委員 寺村　由比子 国立国会図書館科学技術課長
委員 長山　泰介 日本医薬情報センター理事
委員 原　悌二郎 動力炉・核燃料開発事業団技術情報室長
委員 藤本　績 農林省農林水産技術会議事務局筑波事務所研究情報課長
委員 三島　良績 東京大学教授
委員 森嶋　淳好 日本原子力研究所企画室長
委員 山田　昌男 放射線医学総合研究所企画課長
オブザーバー 沖村　憲樹 科学技術庁振興局情報室長
幹事 岸並　昭 日本原子力研究所技術情報部図書課長
幹事 北田　昭雄 日本原子力研究所技術情報部国際情報室長
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昭和58年度 第16回1983/12/1
氏名 職名

議長 森　茂 日本原子力研究所理事
副議長 下川　純一 日本原子力研究所技術情報部長
委員 天野　良雄 国際医学情報センター業務部長
委員 荒木　孝雄 日本原子力産業会議調査部長
委員 大塚　明朗 日本科学教育学会会長
委員 川島　順 日本特許情報センター技術情報部長
委員 川人　武樹 電気事業連合会原子力部長
委員 志知　大策 原子力弘済会資料センター長
委員 島貫　良一 三菱原子力工業（株）社長室技術管理部
委員 高田　悦雄 日本原子力船開発事業団企画部調査課長
委員 竹内　徳猪 農林省農林水産技術会議事務局筑波事務所研究情報課長
委員 玉井　鉄夫 日本科学技術情報センター情報部主任情報員
委員 津田　良成 慶応義塾大学文学部教授
委員 寺村　由比子 国立国会図書館科学技術課長
委員 仲本　秀四郎 国際科学振興財団客員研究員
委員 長山　泰介 日本医薬情報センター理事
委員 更田　豊治郎 日本原子力研究所企画室長
委員 古橋　晃 動力炉・核燃料開発事業団技術情報室長
委員 松村　多美子 図書館情報大学教授
委員 間宮　馨 放射線医学総合研究所企画課長
委員 三島　良績 東京大学教授
オブザーバー 坂内　富士夫 科学技術庁原子力局調査国際協力課長
オブザーバー 小路　信次 科学技術庁振興局情報室長
幹事 海老沼　幸夫 日本原子力研究所技術情報部国際情報室長
幹事 深見　健 日本原子力研究所技術情報部情報資料課長

昭和59年度 第17回1985/3/14
氏名 職名

議長 森　茂 日本原子力研究所理事
副議長 下川　純一 日本原子力研究所技術情報部長
委員 荒木　孝雄 日本原子力産業会議調査部長
委員 大塚　明朗 日本科学教育学会会長
委員 樫田　義彦 放射線医学総合研究所特別研究員
委員 川島　順 日本特許情報センター情報処理部長
委員 川人　武樹 電気事業連合会原子力部長
委員 佐久間　信子 国立国会図書館科学技術課長
委員 志知　大策 原子力弘済会資料センター長
委員 島貫　良一 三菱原子力工業（株）企画管理部次長
委員 鈴木　治夫 放射線医学総合研究所企画課長
委員 高田　悦雄 日本原子力船開発事業団企画部調査課長
委員 竹内　徳猪 農林省農林水産技術会議事務局筑波事務所研究情報課長
委員 玉井　鉄夫 日本科学技術情報センター情報部主任情報員
委員 津田　良成 慶応義塾大学文学部教授
委員 仲本　秀四郎 国際科学振興財団客員研究員
委員 長山　泰介 日本医薬情報センター理事
委員 更田　豊治郎 日本原子力研究所企画室長
委員 古橋　晃 動力炉・核燃料開発事業団技術情報室長
委員 松尾　保治 国際医学情報センター業務部長
委員 松村　多美子 図書館情報大学教授
委員 三島　良績 東京大学名誉教授
オブザーバー 加藤　康宏 科学技術庁原子力局調査国際協力課長
オブザーバー 小路　信次 科学技術庁振興局情報室長
幹事 海老沼　幸夫 日本原子力研究所技術情報部国際情報室長
幹事 深見　健 日本原子力研究所技術情報部情報資料課長
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昭和60年度
氏名 職名

議長 森　茂 日本原子力研究所理事
副議長 小幡　行雄 日本原子力研究所技術情報部長
委員 朝岡　卓見 日本原子力研究所企画室長
委員 今村　義明 三菱原子力工業（株）企画管理部チームリーダー
委員 大塚　明朗 国立教育研究所科学教育研究センター日本科学教育学会会長
委員 樫田　義彦 放射線医学総合研究所特別研究員
委員 川上　剛志 農林省農林水産技術会議事務局筑波事務所研究情報課長
委員 川島　順 日本特許情報センター技術情報部長
委員 斎藤　實 日本原子力産業会議事務局次長
委員 佐久間　信子 国立国会図書館科学技術課長
委員 志知　大策 原子力弘済会資料センター長
委員 鈴木　治夫 放射線医学総合研究所企画課長
委員 田中　功 電気事業連合会原子力副部長
委員 玉井　鉄夫 日本科学技術情報センター情報部主任情報員
委員 津田　良成 慶応義塾大学文学部教授
委員 時実　象一 化学情報協会研究部長
委員 内藤　衛亮 東京大学文献情報センター助教授
委員 仲本　秀四郎 ＩＲＩＳ（Integ. Res. Inf. Sci.)所長
委員 長山　泰介 日本医薬情報センター理事
委員 古橋　晃 動力炉・核燃料開発事業団技術情報室長
委員 松尾　保治 国際医学情報センター業務部長
委員 松村　多美子 図書館情報大学教授
委員 三島　良績 東京大学名誉教授
オブザーバー 加藤　康宏 科学技術庁原子力局調査国際協力課長
オブザーバー 林　光夫 科学技術庁振興局情報室長
幹事 古谷　実 日本原子力研究所技術情報部図書課長
幹事 海老沼　幸夫 日本原子力研究所技術情報部国際情報室長

昭和61年度
氏名 職名

議長 佐々木　白眉 日本原子力研究所理事
副議長 小幡　行雄 日本原子力研究所技術情報部長
委員 五十嵐　貞雄 動力炉・核燃料開発事業団技術管理部技術情報室長
委員 今村　義明 三菱原子力工業（株）企画管理部チームリーダー
委員 大塚　明朗 日本物理教育学会会長
委員 樫田　義彦 放射線医学総合研究所特別研究員
委員 川上　剛志 農林省農林水産技術会議事務局筑波事務所研究情報課長
委員 川島　順 日本特許情報センター技術情報部長
委員 斎藤　實 日本原子力産業会議事務局次長
委員 佐久間　信子 国立国会図書館科学技術課長
委員 志知　大策 原子力弘済会資料センター長
委員 鈴木　治夫 放射線医学総合研究所企画課長
委員 田中　功 電気事業連合会原子力副部長
委員 津田　良成 慶応義塾大学文学部教授
委員 時実　象一 化学情報協会研究部長
委員 内藤　衛亮 東京大学文献情報センター助教授
委員 仲本　秀四郎 ＩＲＩＳ（Integ. Res. Inf. Sci.)所長
委員 長山　泰介 日本医薬情報センター理事
委員 花田　岳美 日本科学技術情報センター情報部原子力部門主任情報員
委員 松浦　祥次郎 日本原子力研究所企画室長
委員 松尾　保治 国際医学情報センター業務部長
委員 松村　多美子 図書館情報大学教授
委員 三島　良績 東京大学名誉教授
オブザーバー 間宮　馨 科学技術庁原子力局調査国際協力課長
オブザーバー 佐藤　征夫 科学技術庁科学技術振興局科学技術情報課長
幹事 古谷　実 日本原子力研究所技術情報部図書課長
幹事 海老沼　幸夫 日本原子力研究所技術情報部国際情報室長
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昭和62年度 第18回1987/11/24
氏名 職名

議長 更田　豊治郎 日本原子力研究所理事
副議長 海老沼　幸夫 日本原子力研究所技術情報部長
委員 五十嵐　貞雄 動力炉・核燃料開発事業団技術管理部技術情報室長
委員 伊藤　尚武 国立国会図書館科学技術資料課長
委員 大塚　明朗 日本物理教育学会会長
委員 樫田　義彦 放射線医学総合研究所特別研究員
委員 川島　順 日本特許情報センター技術情報部長
委員 久保田　正 三菱原子力工業（株）企画管理部長補佐
委員 斎藤　實 日本原子力産業会議事務局次長
委員 志知　大策 原子力弘済会資料センター長
委員 杉本　文午 農林省農林水産技術会議事務局筑波事務所研究情報課長
委員 鈴木　博道 国際医学情報センター業務部長
委員 田島　一毅 電気事業連合会原子力副部長
委員 津田　良成 愛知淑徳大学文学部教授
委員 時実　象一 化学情報協会オンライン情報部長
委員 内藤　衛亮 文部省学術情報センター教授
委員 仲本　秀四郎 ＩＲＩＳ（Integ. Res. Inf. Sci.)所長
委員 長山　泰介 日本医薬情報センター理事
委員 花田　岳美 日本科学技術情報センター情報部原子力部門主任情報員
委員 堀　佑司 放射線医学総合研究所企画課長
委員 松浦　祥次郎 日本原子力研究所企画室長
委員 松村　多美子 図書館情報大学教授
委員 三島　良績 東京大学名誉教授
オブザーバー 佐藤　征夫 科学技術庁科学技術振興局科学技術情報課長
オブザーバー 間宮　馨 科学技術庁原子力局調査国際協力課長
オブザーバー 藤田　正則 新エネルギー・産業技術総合開発機構企画部情報センター所長
幹事 小倉　唯彦 日本原子力研究所技術情報部情報資料課長
幹事 古谷　実 日本原子力研究所技術情報部国際情報室長

昭和63年度 第19回1988/11/29
氏名 職名

議長 更田　豊治郎 日本原子力研究所理事
副議長 海老沼　幸夫 日本原子力研究所技術情報部長
委員 五十嵐　貞雄 動力炉・核燃料開発事業団技術管理部技術情報室長
委員 伊藤　尚武 国立国会図書館科学技術資料課長
委員 大塚　明朗 日本物理教育学会会長
委員 樫田　義彦 放射線医学総合研究所特別研究員
委員 川島　順 日本特許情報機構情報処理部長
委員 久保田　正 三菱原子力工業（株）企画管理部長補佐
委員 斎藤　實 日本原子力産業会議事務局次長
委員 志知　大策 原子力弘済会資料センター長
委員 杉本　文午 農林省農林水産技術会議事務局筑波事務所研究情報課長
委員 鈴木　博道 国際医学情報センター業務部長
委員 田島　一毅 電気事業連合会原子力副部長
委員 津田　良成 愛知淑徳大学文学部教授
委員 時実　象一 化学情報協会オンライン情報部長
委員 内藤　衛亮 文部省学術情報センター教授
委員 仲本　秀四郎 ＩＲＩＳ（Integ. Res. Inf. Sci.)所長
委員 長山　泰介 日本医薬情報センター理事
委員 花田　岳美 日本科学技術情報センター情報部原子力部門主任情報員
委員 本間　清 放射線医学総合研究所企画課長
委員 松浦　祥次郎 日本原子力研究所企画室長
委員 松村　多美子 図書館情報大学教授
委員 三島　良績 東京大学名誉教授
オブザーバー 鈴木　治夫 科学技術庁科学技術振興局科学技術情報課長
オブザーバー 興　直孝 科学技術庁原子力局調査国際協力課長
オブザーバー 飯倉　督夫 新エネルギー・産業技術総合開発機構情報センター所長
幹事 古谷　実 日本原子力研究所技術情報部国際情報室長
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平成元年度 第20回1989/12/5
氏名 職名

議長 吉川　允二 日本原子力研究所理事
副議長 林　尚志 日本原子力研究所技術情報部長
委員 飯島　一敬 動力炉・核燃料開発事業団技術管理部技術情報室長
委員 飯泉　仁 日本原子力研究所企画室長
委員 大塚　明朗 応用光学研究所理事長
委員 甲斐原　綾子 国立国会図書館科学技術資料課長
委員 樫田　義彦 放射線医学総合研究所特別研究員
委員 久保田　正 三菱原子力工業（株）企画管理部長補佐
委員 斎藤　實 日本原子力産業会議事務局次長
委員 志知　大策 原子力弘済会資料センター長
委員 杉本　文午 農林省農林水産技術会議事務局筑波事務所研究情報課長
委員 鈴木　博道 国際医学情報センター業務部長
委員 津田　良成 愛知淑徳大学文学部教授
委員 時実　象一 化学情報協会オンライン情報部長
委員 内藤　衛亮 文部省学術情報センター教授
委員 仲本　秀四郎 ＩＲＩＳ（Integ. Res. Inf. Sci.)所長
委員 中村　幸雄 情報科学技術協会会長
委員 長山　泰介 日本医薬情報センター理事
委員 花田　岳美 日本科学技術情報センター情報部原子力部門主任情報員
委員 本間　清 放射線医学総合研究所企画課長
委員 松尾　雄一郎 電気事業連合会原子力副部長
委員 松村　多美子 図書館情報大学教授
委員 三島　良績 東京大学名誉教授
委員 守山　和一 日本特許情報機構データベース部長
オブザーバー 箱石　千代彦 科学技術庁科学技術振興局科学技術情報課長
オブザーバー 林　幸秀 科学技術庁原子力局調査国際協力課長
オブザーバー 小柳　武昭 新エネルギー・産業技術総合開発機構情報センター所長
幹事 平松　伸章 日本原子力研究所技術情報部情報資料課長
幹事 古谷　実 日本原子力研究所技術情報部国際情報室長
平成2年度 第21回1990/11/26

氏名 職名
議長 吉川　允二 日本原子力研究所理事
副議長 林　尚志 日本原子力研究所技術情報部長
委員 飯島　一敬 動力炉・核燃料開発事業団技術管理部技術情報室長
委員 飯泉　仁 日本原子力研究所企画室長
委員 大塚　明朗 応用光学研究所理事長
委員 折田　義彦 放射線医学総合研究所企画課長
委員 甲斐原　綾子 国立国会図書館科学技術資料課長
委員 樫田　義彦 放射線医学総合研究所特別研究員
委員 久保田　正 三菱原子力工業（株）企画管理部長補佐
委員 斎藤　實 日本原子力産業会議事務局次長
委員 志知　大策 原子力弘済会資料センター長
委員 鈴木　博道 国際医学情報センター業務部長
委員 高橋　澄雄 農林省農林水産技術会議事務局筑波事務所研究情報課長
委員 津田　良成 愛知淑徳大学文学部教授
委員 時実　象一 化学情報協会オンライン情報部長
委員 内藤　衛亮 文部省学術情報センター教授
委員 中村　幸雄 情報科学技術協会会長
委員 仲本　秀四郎 ＩＲＩＳ（Integ. Res. Inf. Sci.)所長
委員 長山　泰介 日本医薬情報センター理事
委員 松尾　雄一郎 電気事業連合会原子力副部長
委員 松村　多美子 図書館情報大学教授
委員 三浦　長夫 日本科学技術情報センター情報部主任情報員
委員 三島　良績 東京大学名誉教授
委員 守山　和一 日本特許情報機構データベース部長
オブザーバー 林　幸秀 科学技術庁原子力局調査国際協力課長
オブザーバー 山元　孝二 科学技術庁科学技術振興局科学技術情報課長
オブザーバー 小柳　武昭 新エネルギー・産業技術総合開発機構情報センター所長
幹事 平松　伸章 日本原子力研究所技術情報部情報資料課長
幹事 古谷　実 日本原子力研究所技術情報部国際情報室長
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平成3年度 第22回1991/9/17
氏名 職名

議長 吉川　允二 日本原子力研究所理事
副議長 中野　煕 日本原子力研究所技術情報部長
委員 飯島　一敬 動力炉・核燃料開発事業団技術管理部技術情報室長
委員 飯泉　仁 日本原子力研究所企画室長
委員 大塚　明朗 応用光学研究所理事長
委員 折田　義彦 放射線医学総合研究所企画課長
委員 甲斐原　綾子 国立国会図書館科学技術資料課長
委員 樫田　義彦 放射線医学総合研究所特別研究員
委員 菊池　武元 三菱原子力工業（株）技術管理部技術管理チームリーダー
委員 斎藤　實 日本原子力産業会議事務局次長
委員 志知　大策 原子力弘済会資料センター長
委員 鈴木　博道 国際医学情報センター業務部長
委員 高橋　澄雄 農林省農林水産技術会議事務局筑波事務所研究情報課長
委員 津田　良成 愛知淑徳大学文学部教授
委員 時実　象一 化学情報協会情報分析部長・役員室付企画担当
委員 内藤　衛亮 文部省学術情報センター教授
委員 中村　幸雄 情報科学技術協会会長
委員 仲本　秀四郎 ＩＲＩＳ（Integ. Res. Inf. Sci.)所長
委員 長山　泰介 日本医薬情報センター理事
委員 藤井　有蔵 電気事業連合会原子力副部長
委員 堀内　孝四 日本特許情報機構データベース部次長
委員 松村　多美子 図書館情報大学教授
委員 三浦　長夫 日本科学技術情報センター情報部主任情報員
委員 三島　良績 東京大学名誉教授
オブザーバー 白尾　隆行 科学技術庁原子力局調査国際協力課長
オブザーバー 山元　孝二 科学技術庁科学技術振興局科学技術情報課長
オブザーバー 堀江　昇 新エネルギー・産業技術総合開発機構新エネルギ－情報センター所長
幹事 平松　伸章 日本原子力研究所技術情報部情報資料課長
幹事 古谷　実 日本原子力研究所技術情報部国際情報室長

平成4年度
氏名 職名

議長 吉村　晴光 日本原子力研究所理事
副議長 平松　伸章 日本原子力研究所技術情報部次長
委員 飯島　一敬 動力炉・核燃料開発事業団技術管理部技術情報室長
委員 大塚　明朗 応用光学研究所理事長
委員 折田　義彦 放射線医学総合研究所企画課長
委員 樫田　義彦 放射線医学総合研究所特別研究員
委員 金子　義彦 日本原子力研究所企画室長
委員 菊池　武元 三菱原子力工業（株）技術管理部技術管理チームリーダー
委員 斎藤　實 日本原子力産業会議事務局次長
委員 佐々木　良 国立国会図書館科学技術資料課長
委員 志知　大策 原子力弘済会資料センター長
委員 鈴木　博道 国際医学情報センター業務部長
委員 高橋　澄雄 農林省農林水産技術会議事務局筑波事務所研究情報課長
委員 時実　象一 化学情報協会情報分析部長・役員室付企画担当
委員 内藤　衛亮 文部省学術情報センター教授
委員 中村　幸雄 情報科学技術協会会長
委員 仲本　秀四郎 ＩＲＩＳ（Integ. Res. Inf. Sci.)所長
委員 長山　泰介 日本医薬情報センター理事
委員 藤井　有蔵 電気事業連合会原子力副部長
委員 堀内　孝四 日本特許情報機構データベース部次長
委員 松村　多美子 図書館情報大学教授
委員 三浦　長夫 日本科学技術情報センター情報部主任情報員
委員 三島　良績 東京大学名誉教授
オブザーバー 白尾　隆行 科学技術庁原子力局調査国際協力課長
オブザーバー 有本　建男 科学技術庁科学技術振興局科学技術情報課長
オブザーバー 堀江　昇 新エネルギー・産業技術総合開発機構新エネルギ－情報センター所長
幹事 横尾　宏 日本原子力研究所技術情報部国際情報室長
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平成5年度 第23回1994/3/24
氏名 職名

議長 佐竹　宏文 日本原子力研究所理事
副議長 吉沢　清 日本原子力研究所技術情報部長
委員 阿部　元祐 日本原子力産業会議事務局次長
委員 大塚　明朗 応用光学研究所理事長
委員 尾川　滋 電気事業連合会原子力副部長
委員 樫田　義彦 放射線医学総合研究所特別研究員
委員 河原　敏夫 動力炉・核燃料開発事業団技術管理部技術情報室長
委員 菊池　武元 三菱原子力工業（株）技術管理部技術管理チームリーダー
委員 斎藤　伸三 日本原子力研究所企画室長
委員 佐々木　良 国立国会図書館科学技術資料課長
委員 鈴木　博道 国際医学情報センター情報調査開発部長
委員 高橋　澄雄 農林省農林水産技術会議事務局筑波事務所研究情報課長
委員 時実　象一 化学情報協会情報サービス部長
委員 内藤　衛亮 文部省学術情報センター教授
委員 中村　幸雄 インフォーコム技術事務所長
委員 仲本　秀四郎 ＩＲＩＳ所長
委員 長山　泰介 日本医薬情報センター理事
委員 堀内　孝四 日本特許情報機構データベース部長
委員 松村　多美子 図書館情報大学教授
委員 三浦　長夫 日本科学技術情報センター情報部上席主任情報員
委員 三島　良績 東京大学名誉教授
委員 村上　正一 放射線医学総合研究所企画課長
オブザーバー 白尾　隆行 科学技術庁原子力局調査国際協力課長
オブザーバー 有本　建男 科学技術庁科学技術振興局科学技術情報課長
オブザーバー 石丸　利道 新エネルギー・産業技術総合開発機構新エネルギ－情報センター所長
幹事 平松　伸章 日本原子力研究所技術情報部次長
幹事 小松原　康敏 日本原子力研究所技術情報部国際情報室長

平成6年度 第24回1995/3/14
氏名 職名

議長 佐竹　宏文 日本原子力研究所理事
副議長 平松　伸章 日本原子力研究所技術情報部長
委員 阿部　元祐 日本原子力産業会議事務局次長
委員 尾川　滋 電気事業連合会原子力副部長
委員 樫田　義彦 放射線医学総合研究所特別研究員
委員 加藤　重治 放射線医学総合研究所企画課長
委員 河原　敏夫 動力炉・核燃料開発事業団技術管理部技術情報室長
委員 菊池　武元 三菱原子力工業（株）技術管理部技術管理チームリーダー
委員 今野　貞雄 農林省農林水産技術会議事務局筑波事務所研究情報課長
委員 斎藤　伸三 日本原子力研究所企画室長
委員 佐々木　良 国立国会図書館専門資料部科学技術資料課長
委員 鈴木　博道 国際医学情報センター情報調査開発部長
委員 時実　象一 化学情報協会情報サービス部長
委員 内藤　衛亮 文部省学術情報センター教授
委員 中村　幸雄 インフォーコム技術事務所長
委員 仲本　秀四郎 ＩＲＩＳ所長
委員 長山　泰介 日本医薬情報センター理事
委員 堀内　孝四 日本特許情報機構データベース部長
委員 松村　多美子 図書館情報大学教授
委員 三浦　長夫 日本科学技術情報センター情報部上席主任情報員
委員 三島　良績 東京大学名誉教授
オブザーバー 白尾　隆行 科学技術庁原子力局調査国際協力課長
オブザーバー 有本　建男 科学技術庁科学技術振興局科学技術情報課長
オブザーバー 石丸　利道 新エネルギー・産業技術総合開発機構新エネルギ－情報センター所長
幹事 小野崎　国将 日本原子力研究所技術情報部情報資料課長
幹事 小松原　康敏 日本原子力研究所技術情報部国際情報室長
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平成7年度 第25回1995/12/13
氏名 職名

議長 佐藤　章一 日本原子力研究所理事
副議長 平松　伸章 日本原子力研究所技術情報部長
委員 阿部　元祐 日本原子力産業会議事務局次長
委員 尾川　滋 電気事業連合会原子力副部長
委員 樫田　義彦 放射線医学総合研究所特別研究員
委員 菊池　武元 三菱重工業（株）原子力技術管理部主務
委員 許斐　修輔 動力炉・核燃料開発事業団技術協力部次長
委員 今野　貞雄 農林省農林水産技術会議事務局筑波事務所研究情報課長
委員 佐々木　良 国立国会図書館専門資料部科学技術資料課長
委員 佐原　卓 日本科学技術情報センター情報部次長
委員 早田　邦久 日本原子力研究所企画室長
委員 高田　宣美 国際医学情報センター情報調査開発部長
委員 時実　象一 ケミカルインフォーメーション東京事務所長
委員 内藤　衛亮 文部省学術情報センター教授
委員 中原　徹 放射線医学総合研究所企画室総括研究企画官
委員 中村　幸雄 インフォーコム技術事務所長
委員 仲本　秀四郎 ＩＲＩＳ所長
委員 長山　泰介 日本医薬情報センター理事
委員 藤原　譲 筑波大学電子情報工学系教授
委員 堀内　孝四 日本特許情報機構データベース部長
委員 松村　多美子 図書館情報大学教授
委員 三島　良績 東京大学名誉教授
オブザーバー 白尾　隆行 科学技術庁科学技術振興局科学技術情報課長
オブザーバー 永野　博 科学技術庁原子力局調査国際協力課長
オブザーバー 中山　真一 新エネルギー・産業技術総合開発機構ＮＥＤＯ情報センター所長
幹事 小野崎　国将 日本原子力研究所技術情報部情報資料課長
幹事 高橋　智子 日本原子力研究所技術情報部国際情報室長

平成8年度 第26回1997/1/28
氏名 職名

議長 佐藤　章一 日本原子力研究所理事
副議長 平松　伸章 日本原子力研究所研究情報部長
委員 阿部　元祐 日本原子力産業会議事務局次長
委員 樫田　義彦 放射線医学総合研究所特別研究員
委員 熊谷　道順 三菱重工業（株）原子力事業本部原子力業務部見積管理課主務
委員 許斐　修輔 動力炉・核燃料開発事業団技術協力部次長
委員 今野　貞雄 農水省農林水産技術会議事務局筑波事務所研究情報課長
委員 佐原　卓 科学技術振興事業団科学技術情報事業本部文献情報部長
委員 柴田　浩史 放射線医学総合研究所企画室総括研究企画官
委員 早田　邦久 日本原子力研究所企画室長
委員 高田　宣美 国際医学情報センター情報調査開発部長
委員 時実　象一 ケミカルインフォーメーション東京事務所長
委員 内藤　衛亮 文部省学術情報センター教授
委員 中村　幸雄 インフォーコム技術事務所長
委員 仲本　秀四郎 ＩＲＩＳ所長
委員 長山　泰介 日本医薬情報センター理事
委員 藤原　譲 筑波大学電子情報工学系教授
委員 堀内　孝四 日本特許情報機構データベース部長
委員 正井　良知 国立国会図書館専門資料部科学技術資料課長
委員 松村　多美子 図書館情報大学教授
委員 森中　郁雄 電気事業連合会原子力副部長
オブザーバー 和田　智明 科学技術庁科学技術振興局科学技術情報課長
オブザーバー 中村　進 科学技術庁原子力局調査国際協力課長
オブザーバー 吉川　宋史郎 新エネルギー・産業技術総合開発機構ＮＥＤＯ情報センター所長
幹事 渡邊　勉 日本原子力研究所研究情報部研究情報課長
幹事 高橋　智子 日本原子力研究所研究情報部国際情報室長
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平成9年度 第27回1998/3/16
氏名 職名

議長 谷　弘 日本原子力研究所理事
副議長 平松　伸章 日本原子力研究所研究情報部長
委員 阿部　元祐 日本原子力産業会議事務局次長
委員 井上　雅則 三菱重工業（株）原子力事業本部原子力業務部主査
委員 岩田　修一 東京大学人工物工学研究センター長
委員 金子　弘正 科学技術振興事業団科学技術情報事業本部文献情報部次長
委員 小林　定喜 放射線医学総合研究所特別研究官
委員 塩満　典子 放射線医学総合研究所企画室総括研究企画官
委員 高田　宣美 国際医学情報センター情報調査開発部長
委員 田中　俊一 日本原子力研究所企画室長
委員 内藤　衛亮 文部省学術情報センター教授
委員 永井　寛 動力炉・核燃料開発事業団技術協力部管理室長
委員 中村　幸雄 インフォーコム技術事務所長
委員 七木田　静代 農水省農林水産技術会議事務局筑波事務所研究情報課長
委員 仲本　秀四郎 ＩＲＩＳ所長
委員 長山　泰介 日本医薬情報センター理事
委員 藤原　譲 神奈川大学理学部情報科学科教授
委員 堀内　孝四 日本特許情報機構データベース部長
委員 正井　良知 国立国会図書館専門資料部科学技術資料課長
委員 松村　多美子 図書館情報大学教授
委員 森中　郁雄 電気事業連合会原子力副部長
オブザーバー 大塚　洋一郎 科学技術庁科学技術振興局科学技術情報課長
オブザーバー 瀬山　賢二 科学技術庁原子力局調査国際協力・保障措置課長
オブザーバー 小川　眞佐志 新エネルギー・産業技術総合開発機構ＮＥＤＯ情報センター所長
幹事 黒澤　俊昭 日本原子力研究所研究情報部研究情報課長
幹事 高橋　智子 日本原子力研究所研究情報部国際情報室長

平成10年度 第28回1999/3/16
氏名 職名

議長 谷　弘 日本原子力研究所理事
副議長 平松　伸章 日本原子力研究所研究情報部長
委員 阿部　元祐 日本原子力産業会議事務局次長
委員 井上　雅則 三菱重工業（株）原子力事業本部原子力業務部主査
委員 岩田　修一 東京大学人工物工学研究センター長
委員 小林　定喜 放射線医学総合研究所特別研究官
委員 塩満　典子 放射線医学総合研究所企画室総括研究企画官
委員 高田　宣美 国際医学情報センター情報調査開発部長
委員 田中　俊一 日本原子力研究所企画室長
委員 内藤　衛亮 文部省学術情報センター教授
委員 永井　寛 核燃料サイクル開発機構技術展開部技術協力課技術主幹
委員 中村　幸雄 インフォーコム技術事務所長
委員 七木田　静代 農水省農林水産技術会議事務局筑波事務所研究情報課長
委員 仲本　秀四郎 ＩＲＩＳ所長
委員 長山　泰介 日本医薬情報センター理事
委員 藤原　譲 神奈川大学理学部情報科学科教授
委員 堀内　孝四 日本特許情報機構データベース部長
委員 正井　良知 国立国会図書館専門資料部科学技術資料課長
委員 松村　多美子 椙山女学園大学生活科学部教授
委員 向山　幸雄 科学技術振興事業団科学技術情報事業本部文献情報部次長
委員 森中　郁雄 電気事業連合会原子力副部長
オブザーバー 川原田　信市 科学技術庁科学技術振興局科学技術情報課長
オブザーバー 瀬山　賢二 科学技術庁原子力局調査国際協力・保障措置課長
オブザーバー 米原　高史 新エネルギー・産業技術総合開発機構ＮＥＤＯ情報センター所長
幹事 黒澤　俊昭 日本原子力研究所研究情報部研究情報課長
幹事 羽原　正 日本原子力研究所研究情報部国際情報室長代理
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平成11年度 第29回2000/3/14
氏名 職名

議長 佐藤　征夫 日本原子力研究所理事
副議長 平松　伸章 日本原子力研究所研究情報部長
委員 石塚　昶雄 日本原子力産業会議事務局次長
委員 岩田　修一 東京大学人工物工学研究センター長
委員 小林　定喜 放射線医学総合研究所特別研究官
委員 島崎　善広 核燃料サイクル開発機構技術展開部情報システム室長
委員 数土　幸夫 日本原子力研究所企画室長
委員 友光　はるみ 国際医学情報センター情報調査開発部長代理
委員 内藤　衛亮 文部省学術情報センター教授
委員 中村　幸雄 インフォーコム技術事務所長
委員 仲本　秀四郎 ＩＲＩＳ所長
委員 長山　泰介 日本医薬情報センター顧問
委員 春山　明哲 国立国会図書館専門資料部科学技術資料課長
委員 藤原　譲 神奈川大学理学部情報科学科教授
委員 松岡　純 三菱重工業（株）原子力事業本部原子力業務部
委員 松村　多美子 椙山女学園大学生活科学部教授
委員 松本　恒弥 放射線医学総合研究所企画室長
委員 向山　幸雄 科学技術振興事業団科学技術情報事業本部文献情報部次長
委員 森中　郁雄 電気事業連合会原子力副部長
委員 山下　昭弘 農水省農林水産技術会議事務局筑波事務所研究情報課長
オブザーバー 土屋　定之 科学技術庁科学技術振興局科学技術情報課長
オブザーバー 中野　賢行 科学技術庁原子力局調査国際協力・保障措置課長
オブザーバー 米原　高史 新エネルギー・産業技術総合開発機構ＮＥＤＯ情報センター所長
幹事 黒澤　俊昭 日本原子力研究所研究情報部研究情報課長
幹事 羽原　正 日本原子力研究所研究情報部国際情報室長代理

平成12年度 第30回2001/3/9
氏名 職名

議長 佐藤　征夫 日本原子力研究所理事
副議長 大道　英樹 日本原子力研究所研究情報部長
委員 池本　幸雄 国立国会図書館専門資料部科学技術資料課長
委員 井上　良邦 国際医学情報センター情報調査開発部長代理
委員 岩田　修一 東京大学人工物工学研究センター教授
委員 窪田　秀雄 日本原子力産業会議情報調査部内外調査グループリーダー
委員 熊谷　道順 三菱重工業（株）原子力事業本部原子力業務部見積管理課
委員 小林　定喜 放射線医学総合研究所特別研究官
委員 島崎　善広 核燃料サイクル開発機構技術展開部情報システム室長
委員 鈴木　聡 電気事業連合会原子力副部長
委員 数土　幸夫 日本原子力研究所企画室長
委員 内藤　衛亮 国立情報学研究所教授
委員 中村　幸雄 インフォーコム技術事務所長
委員 仲本　秀四郎 ＩＲＩＳ所長
委員 長山　泰介 日本医薬情報センター顧問
委員 藤原　譲 神奈川大学理学部情報科学科教授
委員 松村　多美子 椙山女学園大学文化情報学部教授
委員 向山　幸雄 科学技術振興事業団科学技術情報事業本部文献情報部次長
委員 行松　泰弘 放射線医学総合研究所企画室総括研究企画官
オブザーバー 吉田　大輔 文部科学省研究振興局情報課長
オブザーバー 工藤　敏夫 文部科学省研究振興局量子放射線研究課長
オブザーバー 和田　智明 文部科学省研究開発局原子力課長
オブザーバー 荻山　久雄 新エネルギー・産業技術総合開発機構ＮＥＤＯ情報センター所長
幹事 黒澤　俊昭 日本原子力研究所研究情報部研究情報課長
幹事 佐々木　芳雄 日本原子力研究所研究情報部国際情報室長
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平成13年度 第31回2002/3/22
氏名 職名

議長 浅井　清 日本原子力研究所理事
副議長 大道　英樹 日本原子力研究所研究情報部長
委員 池本　幸雄 国立国会図書館専門資料部科学技術資料課長
委員 伊藤　勝 核燃料サイクル開発機構技術展開部情報システム室長
委員 井上　義和 放射線医学総合研究所国際室長
委員 岩田　修一 東京大学人工物工学研究センター教授
委員 遠藤　和幸 国際医学情報センター常務理事
委員 金子　明夫 科学技術振興事業団情報事業本部加工分析部基礎科学系物理グループ主任情報員

委員 窪田　秀雄 日本原子力産業会議情報調査部内外調査グループリーダー
委員 鈴木　聡 電気事業連合会原子力副部長
委員 内藤　衛亮 国立情報学研究所教授
委員 仲本　秀四郎 ＩＲＩＳ情報学研究所長
委員 長山　泰介 日本医薬情報センター顧問
委員 野田　健治 日本原子力研究所企画室長
委員 藤原　譲 工業所有権総合情報館理事長
委員 松村　多美子 椙山女学園大学文化情報学部教授
委員 本瀬　正弘 三菱重工業（株）原子力技術センター原子力事業部横浜業務主任
オブザーバー 明野　吉成 文部科学省研究振興局情報課長
オブザーバー 関　裕行 文部科学省研究振興局量子放射線研究課長
オブザーバー 中西　章 文部科学省研究開発局原子力課長
オブザーバー 田中　潔 新エネルギー・産業技術総合開発機構ＮＥＤＯ情報センター所長
幹事 高岡　和夫 日本原子力研究所研究情報部研究情報課長
幹事 佐々木　芳雄 日本原子力研究所研究情報部国際情報室長

平成14年度 第32回2003/3/4
氏名 職名

議長 加藤　義章 日本原子力研究所理事
副議長 成田　脩 日本原子力研究所研究情報部長
委員 伊藤　勝 核燃料サイクル開発機構技術展開部情報システム室長
委員 井上　義和 放射線医学総合研究所国際・研究交流部長
委員 岩田　修一 東京大学人工物工学研究センター教授
委員 遠藤　和幸 国際医学情報センター常務理事
委員 金子　明夫 科学技術振興事業団情報事業本部加工分析部基礎科学系物理グループ主任情報員

委員 窪田　秀雄 日本原子力産業会議情報・調査本部第1グループリーダー
委員 鈴木　聡 電気事業連合会原子力副部長
委員 内藤　衛亮 東洋大学社会学部教授
委員 仲本　秀四郎 ＩＲＩＳ情報学研究所長
委員 長山　泰介 日本医薬情報センター顧問
委員 野田　健治 日本原子力研究所企画室長
委員 橋爪　宏達 国立情報学研究所情報メディア研究系総合メディア処理研究部門教授

委員 藤原　譲 工業所有権総合情報館理事長
委員 松村　多美子 椙山女学園大学文化情報学部教授
委員 本瀬　正弘 三菱重工業（株）原子力技術センター原子力事業部横浜業務課主席
委員 米村　明史 国立国会図書館主題情報部科学技術経済課長
オブザーバー 明野　吉成 文部科学省研究振興局情報課長
オブザーバー 石井　利和 文部科学省研究振興局量子放射線研究課長
オブザーバー 中西　章 文部科学省研究開発局原子力課長
オブザーバー 畑　幸宏 新エネルギー・産業技術総合開発機構ＮＥＤＯ情報センター所長
幹事 羽原　正 日本原子力研究所研究情報部研究情報課長
幹事 板橋　慶造 日本原子力研究所研究情報部国際情報室長
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平成15年度 第33回2004/3/4
氏名 職名

議長 加藤　義章 日本原子力研究所理事
副議長 成田　脩 日本原子力研究所研究情報部長
委員 伊藤　勝 核燃料サイクル開発機構技術展開部情報システム室長
委員 井上　義和 放射線医学総合研究所国際・研究交流部主任研究員
委員 岩田　修一 東京大学工学系研究科システム量子工学専攻教授
委員 岡田　漱平 日本原子力研究所企画室長
委員 小野寺　夏生 筑波大学図書館情報学系教授

委員 金子　明夫
科学技術振興事業団情報事業本部知的資産集積部
基礎科学系物理グループ主任情報員

委員 窪田　秀雄 日本原子力産業会議情報・調査本部第1グループリーダー
委員 示野　哲男 電気事業連合会原子力副部長
委員 友光　はるみ 国際医学情報センター情報調査開発部長
委員 内藤　衛亮 東洋大学社会学部教授
委員 仲本　秀四郎 ＩＲＩＳ情報学研究所長
委員 橋爪　宏達 国立情報学研究所情報メディア研究系総合メディア処理研究部門教授

委員 藤原　譲 工業所有権総合情報館理事長
委員 松村　多美子 椙山女学園大学文化情報学部教授
委員 本瀬　正弘 三菱重工業（株）原子力技術センター原子力事業部横浜業務課長
委員 米村　明史 国立国会図書館主題情報部科学技術経済課長
オブザーバー 三浦　春政 文部科学省研究振興局情報課長
オブザーバー 石井　利和 文部科学省研究振興局量子放射線研究課長
オブザーバー 渡辺　格 文部科学省研究開発局原子力課長
幹事 羽原　正 日本原子力研究所研究情報部研究情報課長
幹事 米澤　稔 日本原子力研究所研究情報部国際情報室長代理

平成16年度 第34回2005/3/4
氏名 職名

議長 松田　慎三郎 日本原子力研究所理事
副議長 成田　脩 日本原子力研究所研究情報部長
委員 伊藤　勝 核燃料サイクル開発機構技術展開部技術主幹
委員 岩田　修一 東京大学大学院新領域創成科学研究科環境学専攻教授
委員 遠藤　真広 放射線医学総合研究所研究推進部長
委員 岡田　漱平 日本原子力研究所企画室長
委員 小野寺　夏生 筑波大学図書館情報メディア研究科教授
委員 金子　明夫 科学技術振興事業団情報事業本部知的資産集積部基礎科学部門主任情報員

委員 河北　孝司 三菱重工業（株）原子力事業本部原子力技術センター企画管理グループ長

委員 窪田　秀雄 日本原子力産業会議情報・調査本部マネージャー
委員 示野　哲男 電気事業連合会原子力副部長
委員 友光　はるみ 国際医学情報センター情報調査開発部長
委員 仲本　秀四郎 ＩＲＩＳ情報学研究所長
委員 橋爪　宏達 国立情報学研究所情報メディア研究系総合メディア処理研究部門教授

委員 藤原　譲 工業所有権総合情報館理事長
委員 松村　多美子 椙山女学園大学文化情報学部講師
委員 米村　明史 国立国会図書館主題情報部科学技術経済課長
オブザーバー 三浦　春政 文部科学省研究振興局情報課長
オブザーバー 小川　壮 文部科学省研究振興局量子放射線研究課長
オブザーバー 渡辺　格 文部科学省研究開発局原子力課長
幹事 羽原　正 日本原子力研究所研究情報部研究情報課長
幹事 米澤　稔 日本原子力研究所研究情報部国際情報室長代理
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年度 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
議長 村田　浩 日本原子力研究所副理事長
議長 山本　賢三 日本原子力研究所理事
議長 野沢　俊弥 日本原子力研究所理事
議長 石川　寛 日本原子力研究所理事
議長 森　茂 日本原子力研究所理事
議長 佐々木　白眉日本原子力研究所理事
議長 更田　豊治郎日本原子力研究所理事
議長 吉川　允二 日本原子力研究所理事
議長 吉村　晴光 日本原子力研究所理事
議長 佐竹　宏文 日本原子力研究所理事
議長 佐藤　章一 日本原子力研究所理事
議長 谷　弘 日本原子力研究所理事
議長 佐藤　征夫 日本原子力研究所理事
議長 浅井　清 日本原子力研究所理事
議長 加藤　義章 日本原子力研究所理事
議長 松田　慎三郎日本原子力研究所理事

副議長 柴田　長夫 日本原子力研究所技術情報部
副議長 大森　栄一 日本原子力研究所技術情報部
副議長 仲本　秀四郎日本原子力研究所技術情報部
副議長 下川　純一 日本原子力研究所技術情報部
副議長 小幡　行雄 日本原子力研究所技術情報部
副議長 海老沼　幸夫日本原子力研究所技術情報部
副議長 林　尚志 日本原子力研究所技術情報部
副議長 中野　煕 日本原子力研究所技術情報部
副議長 平松　伸章 日本原子力研究所研究情報部
副議長 吉沢　清 日本原子力研究所研究情報部
副議長 大道　英樹 日本原子力研究所研究情報部
副議長 成田　脩 日本原子力研究所研究情報部

委員 上田　隆三 日本原子力研究所東海研究所
委員 天野　昇 日本原子力研究所企画室
委員 石川　寛 日本原子力研究所東海研究所
委員 野沢　俊弥 日本原子力研究所企画室
委員 石原　健彦 日本原子力研究所企画室
委員 野村　末雄 日本原子力研究所企画室
委員 森嶋　淳好 日本原子力研究所企画室
委員 更田　豊治郎日本原子力研究所企画室
委員 朝岡　卓見 日本原子力研究所企画室
委員 松浦　祥次郎日本原子力研究所企画室
委員 飯泉　仁 日本原子力研究所企画室
委員 金子　義彦 日本原子力研究所企画室
委員 斎藤　伸三 日本原子力研究所企画室
委員 早田　邦久 日本原子力研究所企画室
委員 田中　俊一 日本原子力研究所企画室
委員 数土　幸夫 日本原子力研究所企画室
委員 野田　健治 日本原子力研究所企画室
委員 岡田　漱平 日本原子力研究所企画室

委員 石川　友清 放射線医学総合研究所
委員 藤岡　淳介 放射線医学総合研究所企画課
委員 米本　弘司 放射線医学総合研究所企画課
委員 平山　量三郎放射線医学総合研究所企画課
委員 山田　昌男 放射線医学総合研究所企画課
委員 間宮　馨 放射線医学総合研究所企画課
委員 鈴木　治夫 放射線医学総合研究所企画課
委員 堀　佑司 放射線医学総合研究所企画課
委員 本間　清 放射線医学総合研究所企画課
委員 折田　義彦 放射線医学総合研究所企画課
委員 村上　正一 放射線医学総合研究所企画課
委員 加藤　重治 放射線医学総合研究所企画課
委員 中原　徹 放射線医学総合研究所企画室
委員 柴田　浩史 放射線医学総合研究所企画室
委員 塩満　典子 放射線医学総合研究所企画室
委員 松本　恒弥 放射線医学総合研究所企画室
委員 行松　泰弘 放射線医学総合研究所企画室
委員 井上　義和 放射線医学総合研究所国際室
委員 遠藤　真広 放射線医学総合研究所研究推進部
委員 樫田　義彦 放射線医学総合研究所
委員 小林　定喜 放射線医学総合研究所

委員 上田　浩 動力炉・核燃料開発事業団技術情報室
委員 田中　正之助動力炉・核燃料開発事業団技術情報室
委員 原　悌二郎 動力炉・核燃料開発事業団技術情報室
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年度 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
委員 古橋　晃 動力炉・核燃料開発事業団技術情報室
委員 五十嵐　貞雄動力炉・核燃料開発事業団技術管理部
委員 飯島　一敬 動力炉・核燃料開発事業団技術管理部
委員 河原　敏夫 動力炉・核燃料開発事業団技術管理部
委員 許斐　修輔 動力炉・核燃料開発事業団技術協力部
委員 永井　寛 核燃料サイクル開発機構技術展開部
委員 島崎　善広 核燃料サイクル開発機構技術展開部
委員 伊藤　勝 核燃料サイクル開発機構技術展開部

委員 内山　英夫 特許庁総務部資料整備課長
委員 山谷　晧栄 特許庁総務部資料整備課長
委員 川島　順 日本特許情報センター技術情報部長
委員 守山　和一 日本特許情報機構データベース部長
委員 堀内　孝四 日本特許情報機構データベース部次長

委員 大塚　幹雄 農林省農林水産技術会議事務局調査資料課
委員 藤本　績 農林省農林水産技術会議事務局筑波事務所研究情報課

委員 竹内　徳猪 農林省農林水産技術会議事務局筑波事務所研究情報課

委員 川上　剛志 農林省農林水産技術会議事務局筑波事務所研究情報課

委員 杉本　文午 農林省農林水産技術会議事務局筑波事務所研究情報課

委員 高橋　澄雄 農林省農林水産技術会議事務局筑波事務所研究情報課

委員 今野　貞雄 農林省農林水産技術会議事務局筑波事務所研究情報課

委員 七木田　静代農林省農林水産技術会議事務局筑波事務所研究情報課

委員 山下　昭弘 農林省農林水産技術会議事務局筑波事務所研究情報課

委員 末田　守 日本原子力産業会議事務局
委員 坂本　俊 日本原子力産業会議情報課
委員 斎藤　實 日本原子力産業会議調査部
委員 荒木　孝雄 日本原子力産業会議調査部
委員 阿部　元祐 日本原子力産業会議事務局
委員 石塚　昶雄 日本原子力産業会議事務局
委員 窪田　秀雄 日本原子力産業会議情報調査部

委員 竹内　寿 国立国会図番館科学技術課
委員 寺村　由比子国立国会図番館科学技術課
委員 佐久間　信子国立国会図番館科学技術課
委員 伊藤　尚武 国立国会図書館科学技術資料課
委員 甲斐原　綾子国立国会図書館科学技術資料課
委員 佐々木　良 国立国会図書館科学技術資料課
委員 正井　良知 国立国会図書館専門資料部科学技術資料課
委員 春山　明哲 国立国会図書館専門資料部科学技術資料課
委員 池本　幸雄 国立国会図書館専門資料部科学技術資料課
委員 米村　明史 国立国会図書館専門資料部科学技術資料課

委員 田辺　金蔵 日本科学技術情報センター情報部
委員 大井　正一 日本科学技術情報センター情報部
委員 玉井　鉄夫 日本科学技術情報センター情報部
委員 花田　岳美 日本科学技術情報センター情報部
委員 三浦　長夫 日本科学技術情報センター情報部
委員 佐原　卓 日本科学技術情報センター情報部
委員 金子　弘正 科学技術振興事業団科学技術情報事業本部文献情報部

委員 向山　幸雄 科学技術振興事業団科学技術情報事業本部文献情報部

委員 金子　明夫 科学技術振興事業団情報事業本部加工分析部

委員 野添　篤毅 国際医学情報センター業務部
委員 天野　良雄 国際医学情報センター業務部
委員 松尾　保治 国際医学情報センター業務部
委員 鈴木　博道 国際医学情報センター業務部
委員 高田　宣美 国際医学情報センター情報調査開発部
委員 友光　はるみ国際医学情報センター情報調査開発部
委員 井上　良邦 国際医学情報センター情報調査開発部
委員 遠藤　和幸 国際医学情報センター常務理事

委員 長本　良男 日本原子力船開発事業団企画部
委員 平野　正明 日本原子力船開発事業団企画部
委員 高田　悦雄 日本原子力船開発事業団企画部

委員 糠択　貞蔵 日本原子力事業株式会社総合研究所
委員 島貫　良一 三菱原子力工業（株）社長室技術管理部
委員 今村　義明 三菱原子力工業（株）企画管理部
委員 久保田　正 三菱原子力工業（株）企画管理部
委員 菊池　武元 三菱重工業（株）
委員 熊谷　道順 三菱重工業（株）原子力事業本部原子力業務部
委員 井上　雅則 三菱重工業（株）原子力事業本部原子力業務部
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年度 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
委員 松岡　純 三菱重工業（株）原子力事業本部原子力業務部
委員 熊谷　道順 三菱重工業（株）原子力事業本部原子力業務部
委員 本瀬　正弘 三菱重工業（株）原子力技術センター原子力事業部

委員 河北　孝司 三菱重工業（株）原子力事業本部原子力技術センター

委員 水町　侠二 電気事業連合会原子力部
委員 渡辺　要平 電気事業連合会原子力部
委員 川人　武樹 電気事業連合会原子力部
委員 田中　功 電気事業連合会原子力部
委員 田島　一毅 電気事業連合会原子力部
委員 松尾　雄一郎電気事業連合会原子力部
委員 藤井　有蔵 電気事業連合会原子力部
委員 尾川　滋 電気事業連合会原子力部
委員 森中　郁雄 電気事業連合会原子力部
委員 鈴木　聡 電気事業連合会原子力部
委員 示野　哲男 電気事業連合会原子力部

委員 吹田　徳雄 大阪大学
委員 伊藤　四十 静岡薬科大学
委員 小谷　正雄 東京理科大学
委員 岐美　格 京都大学教授
委員 津田　良成 慶応義塾大学
委員 三島　良績 東京大学
委員 岩田　修一 東京大学
委員 松村　多美子図書館情報大学
委員 藤原　譲 筑波大学
委員 小野寺　夏生筑波大学
委員 内藤　衛亮 文部省学術情報センター
委員 橋爪　宏達 国立情報学研究所

委員 仲本　秀四郎国際科学振興財団
委員 長山　泰介 日本医薬情報センター
委員 時実　象一 化学情報協会
委員 中村　幸雄 情報科学技術協会
委員 高橋　実 電力中央研究所経済研究所
委員 大塚　明朗 応用光学研究所
委員 柴田　長夫 日本原子力研究所高崎研究所
委員 海老沼　幸夫日本原子力研究所技術情報部

委員 岸並　昭 原子力弘済会資料センター
委員 志知　大策 原子力弘済会資料センター

オブザーバー 高岡　敬典 科学技術庁原子力局
オブザーバー 井出　喜夫 科学技術庁原子力局調査課長
オブザーバー 岩本　晴允 科学技術庁原子力局調査課長
オブザーバー 一色　長敏 科学技術庁原子力局調査課長
オブザーバー 川崎　雅弘 科学技術庁原子力局調査課長
オブザーバー 石塚　貢 科学技術庁原子力局調査国際協力課長
オブザーバー 佐々木　白眉科学技術庁原子力局調査国際協力課長
オブザーバー 坂内　富士夫科学技術庁原子力局調査国際協力課長
オブザーバー 加藤　康宏 科学技術庁原子力局調査国際協力課長
オブザーバー 間宮　馨 科学技術庁原子力局調査国際協力課長
オブザーバー 興　直孝 科学技術庁原子力局調査国際協力課長
オブザーバー 林　幸秀 科学技術庁原子力局調査国際協力課長
オブザーバー 白尾　隆行 科学技術庁原子力局調査国際協力課長
オブザーバー 永野　博 科学技術庁原子力局調査国際協力課長
オブザーバー 中村　進 科学技術庁原子力局調査国際協力課長
オブザーバー 瀬山　賢二 科学技術庁原子力局調査国際協力・保障措置課長

オブザーバー 中野　賢行 科学技術庁原子力局調査国際協力・保障措置課長

オブザーバー 和田　智明 文部科学省研究開発局原子力課長
オブザーバー 中西　章 文部科学省研究開発局原子力課長
オブザーバー 渡辺　格 文部科学省研究開発局原子力課長

オブザーバー 工藤　敏夫 文部科学省研究振興局量子放射線研究課長
オブザーバー 関　裕行 文部科学省研究振興局量子放射線研究課長
オブザーバー 石井　利和 文部科学省研究振興局量子放射線研究課長
オブザーバー 小川　壮 文部科学省研究振興局量子放射線研究課長

オブザーバー 秋山　智英 科学技術庁計画局
オブザーバー 高野　国夫 科学技術庁計画局科学調査官
オブザーバー 松田　克 科学技術庁計画局科学調査官

オブザーバー 北野　茂夫 科学技術庁振興局
オブザーバー 加藤　泰丸 科学技術庁振興局管理課長
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年度 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
オブザーバー 梅田　勝 科学技術庁振興局管理課長
オブザーバー 佐々木　白眉科学技術庁振興局管理課長
オブザーバー 清水　真金 科学技術庁振興局管理課長
オブザーバー 沖村　憲樹 科学技術庁振興局情報室長
オブザーバー 小路　信次 科学技術庁振興局情報室長
オブザーバー 林　光夫 科学技術庁振興局情報室長
オブザーバー 佐藤　征夫 科学技術庁科学技術振興局科学技術情報課長
オブザーバー 鈴木　治夫 科学技術庁科学技術振興局科学技術情報課長
オブザーバー 箱石　千代彦科学技術庁科学技術振興局科学技術情報課長
オブザーバー 山元　孝二 科学技術庁科学技術振興局科学技術情報課長
オブザーバー 有本　建男 科学技術庁科学技術振興局科学技術情報課長
オブザーバー 白尾　隆行 科学技術庁科学技術振興局科学技術情報課長
オブザーバー 和田　智明 科学技術庁科学技術振興局科学技術情報課長
オブザーバー 大塚　洋一郎科学技術庁科学技術振興局科学技術情報課長
オブザーバー 川原田　信市科学技術庁科学技術振興局科学技術情報課長
オブザーバー 土屋　定之 科学技術庁科学技術振興局科学技術情報課長
オブザーバー 吉田　大輔 文部科学省研究振興局情報課長
オブザーバー 明野　吉成 文部科学省研究振興局情報課長
オブザーバー 三浦　春政 文部科学省研究振興局情報課長

オブザーバー 藤田　正則 新エネルギー・産業技術総合開発機構企画部情報センター

オブザーバー 飯倉　督夫 新エネルギー・産業技術総合開発機構情報センター

オブザーバー 小柳　武昭 新エネルギー・産業技術総合開発機構情報センター

オブザーバー 堀江　昇 新エネルギー・産業技術総合開発機構新エネルギ－情報センター

オブザーバー 石丸　利道 新エネルギー・産業技術総合開発機構新エネルギ－情報センター

オブザーバー 中山　真一 新エネルギー・産業技術総合開発機構ＮＥＤＯ情報センター

オブザーバー 吉川　宋史郎新エネルギー・産業技術総合開発機構ＮＥＤＯ情報センター

オブザーバー 小川　眞佐志新エネルギー・産業技術総合開発機構ＮＥＤＯ情報センター

オブザーバー 米原　高史 新エネルギー・産業技術総合開発機構ＮＥＤＯ情報センター

オブザーバー 荻山　久雄 新エネルギー・産業技術総合開発機構ＮＥＤＯ情報センター

オブザーバー 田中　潔 新エネルギー・産業技術総合開発機構ＮＥＤＯ情報センター

オブザーバー 畑　幸宏 新エネルギー・産業技術総合開発機構ＮＥＤＯ情報センター

オブザーバー 宮戸　喜三郎農林省農林水産技術会議事務局調査資料課
オブザーバー 長山　泰介 日本医薬情報センター第２部

幹事 長山　泰介 日本原子力研究所技術情報部
幹事 海老沼　幸夫日本原子力研究所技術情報部
幹事 高橋　義人 日本原子力研究所技術情報部
幹事 津田　信義 日本原子力研究所技術情報部
幹事 北田　昭雄 日本原子力研究所技術情報部
幹事 深見　健 日本原子力研究所技術情報部
幹事 小倉　唯彦 日本原子力研究所技術情報部
幹事 平松　伸章 日本原子力研究所技術情報部
幹事 小野崎　国将日本原子力研究所技術情報部
幹事 渡邊　勉 日本原子力研究所研究情報部
幹事 黒澤　俊昭 日本原子力研究所研究情報部
幹事 高岡　和夫 日本原子力研究所研究情報部
幹事 杉本　栄三 日本原子力研究所技術情報部
幹事 岸並　昭 日本原子力研究所技術情報部
幹事 志知　大策 日本原子力研究所技術情報部
幹事 古谷　実 日本原子力研究所技術情報部
幹事 横尾　宏 日本原子力研究所技術情報部
幹事 小松原　康敏日本原子力研究所技術情報部
幹事 高橋　智子 日本原子力研究所技術情報部
幹事 羽原　正 日本原子力研究所研究情報部
幹事 佐々木　芳雄日本原子力研究所研究情報部
幹事 板橋　慶造 日本原子力研究所研究情報部
幹事 米澤　稔 日本原子力研究所研究情報部
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4.8 INIS協議会開催記録

回次 開催年月日

1 1970.10.02
インプットおよ
びその後の実施

インプット技術
専門部会の設置

本協議会の設置理由と協議会規
程

国際原子力情報システムの概要と
その成立過程

理事長聴聞事項 NSAとINISとの関係 磁気テープの利
用

2 1971.03.05
インプット技術
専門部会の活動

INIS専門家パネル会議参加報告 インプット技術に関するセミナー
参加報告

理事長聴聞に対する答申作成小委員
会設置

インプット体制

3 1971.06.04
INISの近況 インプット技術

専門部会の活動
インプットに関する答申案作成
小委員会の中間報告

アウトプットの利用

4 1971.10.29
INISの近況 インプット技術

専門部会の活動
INIS専門家パネル報告 INIS抄録提供要領、INISインデキ

シングマニュアル
第4回原子力平和利用国際会議 INISへの提供（インプッ

ト）に関する答申

5 1972.07.20
INISの近況 インプット技術

専門部会の活動
インプットに関する意見具申に
対するその後の状況

INISワーキンググループ参加報告 ユーラトムにおける情報検索 アウトプット利用

6 1972.12.15
INISの近況 専門部会の設置 INISリエゾンオフィサー会議の

報告
INISの利用

7 1973.09.28
INISの近況 専門部会報告 NISTの整備に関する中間報告 磁気テープ検索利用

8 1974.04.19
専門部会報告 INISリエゾンオフィサー会議の

報告
INIS資料の利用

9 1975.04.11
INISの近況 専門部会報告 INISリエゾンオフィサー会議お

よびINIS諮問委員会参加報告
検索サービス

10 1975.12.15
INISの近況 専門部会報告 INIS抄録誌刊行に伴う対策 一次文献提供サービスのネット

ワーク化

11 1977.03.23
INISの近況 専門部会報告 INIS利用答申案作成小委員会の

設置
研究課題情報サービス

12 1977.09.26
INISの近況 専門部会報告 原子力文献調査報告 INIS利用答申案の検討 INIS利用についての今後の課題

13 1978.10.17
INISの近況 専門部会報告 INIS資料の利用 データフラッギング クリアリング機能

14 1979.04.20
INISの近況 専門部会報告 INIS諮問委員会報告 タイムラグ

15 1981.08.04
INISの近況 専門部会報告 INIS利用の進展と今後の計画

16 1983.12.01
INISの近況 専門部会報告 JOISによる国内INISオンライン

サービス計画
1984年INISアジア・太平洋地域訓
練セミナー計画

17 1985.03.14
INISの近況 専門部会報告 「1984年INISアジア・太平洋地

域訓練セミナー」の実施状況
「INISシステム総合レビュー計
画」に対するコメント

INIS15周年記念シンポジウムの開催

18 1987.11.24
INISの近況 IAEA新作ビデオ「INIS」 OECD国際エネルギー機関「エネルギー

技術データ交換計画」への参加
Nuclear Science Information of Japan
- Oral Presentation (NSIJ-OP)

19 1988.11.29
INISの近況 西ドイツのINISセンター INIS CD-ROM 関連する「IEA エネルギー技術デー

タ交換計画」
INISの将来計画

20 1989.12.05
INISの近況 第7回INIS諮問委員会 INISデータベースに関するアン

ケート結果
INIS20周年記念行事の開催及びINIS
ビデオ日本語版紹介

21 1990.11.26
INISの近況 専門部会報告 INIS20周年記念行事報告 INISデータベースの利用促進方策

22 1991.09.17
専門部会報告 INISとETDEの関係強化 INIS主題範囲の拡大と分類変更 各国INISセンターとの交流 INIS将来計画への提言 INIS CD-ROMのデモ

ンストレーション

23 1994.03.24
INISの近況 専門部会報告 INIS国内オンラインサービス方

式の変更と利用の現状

24 1995.03.14
INISの近況 専門部会報告 INIS利用者調査報告 INISリエゾンオフィサー会議日本

開催

25 1995.12.13
INISの近況 専門部会報告 第24回INISリエゾンオフィサー

会議日本開催
INISにおける非市販資料のCD-ROM
化

「たゆまざる探究の軌跡」インター
ネットによるデモ

26 1997.01.28
INISの近況 専門部会報告 第24回INISリエゾンオフィサー

会議日本開催報告
INISデータベースからみた原子力
文献情報

27 1998.03.16
INISの近況 専門部会報告 INISデータベースCD-ROMの新し

い配布方式
INISとインターネット

28 1999.03.16
INISの近況 専門部会報告 第10回INIS諮問委員会報告

開催内容
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回次 開催年月日 開催内容

29 2000.03.14
INISの近況 専門部会報告 原子力情報のWebでの発信 INISにおける非市販資料全文提供

の現状

30 2001.03.09
INISの近況 専門部会報告 ボランタリー入力開始

31 2002.03.22
INISの近況 専門部会報告 情報流通研究専門部会（情報流

通専門委員会）100回記念の企画
ボランタリー入力の課題 「計算機支援インデキシングサブグ

ループ」設置

32 2003.03.04
INISの近況 専門部会報告 「情報流通研究専門部会100回記

念誌」
INISによる非市販資料全文のオン
ライン提供について

33 2004.03.04
INISの近況 専門部会報告 ボランタリー入力の進展 計算機支援インデキシング（CAI）

システム開発・進展

34 2005.03.04
INISの近況 専門部会報告 ボランタリー入力の課題 計算機支援インデキシング（CAI）

システム試行
INISと知識管理
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国際単位系（SI）

1024 ヨ タ Ｙ 10-1 デ シ d
1021 ゼ タ Ｚ 10-2 セ ン チ c
1018 エ ク サ Ｅ 10-3 ミ リ m
1015 ペ タ Ｐ 10-6 マイクロ µ
1012 テ ラ Ｔ 10-9 ナ ノ n
109 ギ ガ Ｇ 10-12 ピ コ p
106 メ ガ Ｍ 10-15 フェムト f
103 キ ロ ｋ 10-18 ア ト a
102 ヘ ク ト ｈ 10-21 ゼ プ ト z
101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y

表５．SI 接頭語

名称 記号 SI 単位による値

分 min 1 min=60 s
時 h 1 h =60 min=3600 s
日 d 1 d=24 h=86 400 s
度 ° 1°=(π/180) rad
分 ’ 1’=(1/60)°=(π/10 800) rad
秒 ” 1”=(1/60)’=(π/648 000) rad

ヘクタール ha 1 ha=1 hm2=104m2

リットル L，l 1 L=1 l=1 dm3=103cm3=10-3m3

トン t 1 t=103 kg

表６．SIに属さないが、SIと併用される単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

電 子 ボ ル ト eV 1 eV=1.602 176 53(14)×10-19J
ダ ル ト ン Da 1 Da=1.660 538 86(28)×10-27kg
統一原子質量単位 u 1 u=1 Da
天 文 単 位 ua 1 ua=1.495 978 706 91(6)×1011m

表７．SIに属さないが、SIと併用される単位で、SI単位で
表される数値が実験的に得られるもの

名称 記号 SI 単位で表される数値

キ ュ リ ー Ci 1 Ci=3.7×1010Bq
レ ン ト ゲ ン R 1 R = 2.58×10-4C/kg
ラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gy
レ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Sv
ガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9T
フ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15m
メートル系カラット 1 メートル系カラット = 0.2 g = 2×10-4kg
ト ル Torr 1 Torr = (101 325/760) Pa
標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa

1 cal=4.1858J（｢15℃｣カロリー），4.1868J
（｢IT｣カロリー），4.184J （｢熱化学｣カロリー）

ミ ク ロ ン µ  1 µ =1µm=10-6m

表10．SIに属さないその他の単位の例

カ ロ リ ー cal

(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できる。しかし接頭語を付した単位はもはや
　コヒーレントではない。
(b)ラジアンとステラジアンは数字の１に対する単位の特別な名称で、量についての情報をつたえるために使われる。

　実際には、使用する時には記号rad及びsrが用いられるが、習慣として組立単位としての記号である数字の１は明
　示されない。
(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中に、そのまま維持している。

(d)ヘルツは周期現象についてのみ、ベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される。

(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称で、セルシウス温度を表すために使用される。セルシウス度とケルビンの

　 単位の大きさは同一である。したがって、温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである。

(f)放射性核種の放射能（activity referred to a radionuclide）は、しばしば誤った用語で”radioactivity”と記される。

(g)単位シーベルト（PV,2002,70,205）についてはCIPM勧告2（CI-2002）を参照。

（a）量濃度（amount concentration）は臨床化学の分野では物質濃度

　　（substance concentration）ともよばれる。
（b）これらは無次元量あるいは次元１をもつ量であるが、そのこと
 　　を表す単位記号である数字の１は通常は表記しない。

名称 記号
SI 基本単位による

表し方

秒ルカスパ度粘 Pa s m-1 kg s-1

力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2

表 面 張 力 ニュートン毎メートル N/m kg s-2

角 速 度 ラジアン毎秒 rad/s m m-1 s-1=s-1

角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rad/s2 m m-1 s-2=s-2

熱 流 密 度 , 放 射 照 度 ワット毎平方メートル W/m2 kg s-3

熱 容 量 , エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン J/K m2 kg s-2 K-1

比熱容量，比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J/(kg K) m2 s-2 K-1

比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム J/kg m2 s-2

熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W/(m K) m kg s-3 K-1

体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル J/m3 m-1 kg s-2

電 界 の 強 さ ボルト毎メートル V/m m kg s-3 A-1

電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル C/m3 m-3 s A
表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 s A
電 束 密 度 ， 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 s A
誘 電 率 ファラド毎メートル F/m m-3 kg-1 s4 A2

透 磁 率 ヘンリー毎メートル H/m m kg s-2 A-2

モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル J/mol m2 kg s-2 mol-1

モルエントロピー, モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J/(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1

照射線量（Ｘ線及びγ線） クーロン毎キログラム C/kg kg-1 s A
吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gy/s m2 s-3

放 射 強 度 ワット毎ステラジアン W/sr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3

放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W/(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3

酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル kat/m3 m-3 s-1 mol

表４．単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例

組立量
SI 組立単位

名称 記号

面 積 平方メートル m2

体 積 立方メートル m3

速 さ ， 速 度 メートル毎秒 m/s
加 速 度 メートル毎秒毎秒 m/s2

波 数 毎メートル m-1

密 度 ， 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kg/m3

面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kg/m2

比 体 積 立方メートル毎キログラム m3/kg
電 流 密 度 アンペア毎平方メートル A/m2

磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル A/m
量 濃 度 (a) ， 濃 度 モル毎立方メートル mol/m3

質 量 濃 度 キログラム毎立方メートル kg/m3

輝 度 カンデラ毎平方メートル cd/m2

屈 折 率 (b) （数字の）　１ 1
比 透 磁 率 (b) （数字の）　１ 1

組立量
SI 組立単位

表２．基本単位を用いて表されるSI組立単位の例

名称 記号
他のSI単位による

表し方
SI基本単位による

表し方
平 面 角 ラジアン(ｂ) rad 1（ｂ） m/m
立 体 角 ステラジアン(ｂ) sr(c) 1（ｂ） m2/m2

周 波 数 ヘルツ（ｄ） Hz s-1

ントーュニ力 N m kg s-2

圧 力 , 応 力 パスカル Pa N/m2 m-1 kg s-2

エ ネ ル ギ ー , 仕 事 , 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2

仕 事 率 ， 工 率 ， 放 射 束 ワット W J/s m2 kg s-3

電 荷 , 電 気 量 クーロン A sC
電 位 差 （ 電 圧 ） , 起 電 力 ボルト V W/A m2 kg s-3 A-1

静 電 容 量 ファラド F C/V m-2 kg-1 s4 A2

電 気 抵 抗 オーム Ω V/A m2 kg s-3 A-2

コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S A/V m-2 kg-1 s3 A2

バーエウ束磁 Wb Vs m2 kg s-2 A-1

磁 束 密 度 テスラ T Wb/m2 kg s-2 A-1

イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H Wb/A m2 kg s-2 A-2

セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(ｅ) ℃ K
ンメール束光 lm cd sr(c) cd

スクル度照 lx lm/m2 m-2 cd
放射性核種の放射能（ ｆ ） ベクレル（ｄ） Bq s-1

吸収線量, 比エネルギー分与,
カーマ

グレイ Gy J/kg m2 s-2

線量当量, 周辺線量当量,
方向性線量当量, 個人線量当量

シーベルト（ｇ） Sv J/kg m2 s-2

酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol

表３．固有の名称と記号で表されるSI組立単位
SI 組立単位

組立量

名称 記号 SI 単位で表される数値

バ ー ル bar １bar=0.1MPa=100 kPa=105Pa
水銀柱ミリメートル mmHg １mmHg≈133.322Pa
オングストローム Å １Å=0.1nm=100pm=10-10m
海 里 Ｍ １M=1852m
バ ー ン b １b=100fm2=(10-12cm)  =10-28m22

ノ ッ ト kn １kn=(1852/3600)m/s
ネ ー パ Np
ベ ル Ｂ

デ シ ベ ル dB       

表８．SIに属さないが、SIと併用されるその他の単位

SI単位との数値的な関係は、
　　　　対数量の定義に依存。

名称 記号

長 さ メ ー ト ル m
質 量 キログラム kg
時 間 秒 s
電 流 ア ン ペ ア A
熱力学温度 ケ ル ビ ン K
物 質 量 モ ル mol
光 度 カ ン デ ラ cd

基本量
SI 基本単位

表１．SI 基本単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

エ ル グ erg 1 erg=10-7 J
ダ イ ン dyn 1 dyn=10-5N
ポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=0.1Pa s
ス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1

ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2

フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 =104lx
ガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2

マ ク ス ウ エ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wb
ガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4T
エルステッド（ ａ ） Oe 1 Oe　  (103/4π)A m-1

表９．固有の名称をもつCGS組立単位

（a）３元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため、等号「　　 」

　　 は対応関係を示すものである。
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乗数 名称 名称記号 記号乗数



国際単位系（SI）

1024 ヨ タ Ｙ 10-1 デ シ d
1021 ゼ タ Ｚ 10-2 セ ン チ c
1018 エ ク サ Ｅ 10-3 ミ リ m
1015 ペ タ Ｐ 10-6 マイクロ µ
1012 テ ラ Ｔ 10-9 ナ ノ n
109 ギ ガ Ｇ 10-12 ピ コ p
106 メ ガ Ｍ 10-15 フェムト f
103 キ ロ ｋ 10-18 ア ト a
102 ヘ ク ト ｈ 10-21 ゼ プ ト z
101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y

表５．SI 接頭語

名称 記号 SI 単位による値

分 min 1 min=60 s
時 h 1 h =60 min=3600 s
日 d 1 d=24 h=86 400 s
度 ° 1°=(π/180) rad
分 ’ 1’=(1/60)°=(π/10 800) rad
秒 ” 1”=(1/60)’=(π/648 000) rad

ヘクタール ha 1 ha=1 hm2=104m2

リットル L，l 1 L=1 l=1 dm3=103cm3=10-3m3

トン t 1 t=103 kg

表６．SIに属さないが、SIと併用される単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

電 子 ボ ル ト eV 1 eV=1.602 176 53(14)×10-19J
ダ ル ト ン Da 1 Da=1.660 538 86(28)×10-27kg
統一原子質量単位 u 1 u=1 Da
天 文 単 位 ua 1 ua=1.495 978 706 91(6)×1011m

表７．SIに属さないが、SIと併用される単位で、SI単位で
表される数値が実験的に得られるもの

名称 記号 SI 単位で表される数値

キ ュ リ ー Ci 1 Ci=3.7×1010Bq
レ ン ト ゲ ン R 1 R = 2.58×10-4C/kg
ラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gy
レ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Sv
ガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9T
フ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15m
メートル系カラット 1 メートル系カラット = 0.2 g = 2×10-4kg
ト ル Torr 1 Torr = (101 325/760) Pa
標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa

1 cal=4.1858J（｢15℃｣カロリー），4.1868J
（｢IT｣カロリー），4.184J （｢熱化学｣カロリー）

ミ ク ロ ン µ  1 µ =1µm=10-6m

表10．SIに属さないその他の単位の例

カ ロ リ ー cal

(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できる。しかし接頭語を付した単位はもはや
　コヒーレントではない。
(b)ラジアンとステラジアンは数字の１に対する単位の特別な名称で、量についての情報をつたえるために使われる。

　実際には、使用する時には記号rad及びsrが用いられるが、習慣として組立単位としての記号である数字の１は明
　示されない。
(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中に、そのまま維持している。

(d)ヘルツは周期現象についてのみ、ベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される。

(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称で、セルシウス温度を表すために使用される。セルシウス度とケルビンの

　 単位の大きさは同一である。したがって、温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである。

(f)放射性核種の放射能（activity referred to a radionuclide）は、しばしば誤った用語で”radioactivity”と記される。

(g)単位シーベルト（PV,2002,70,205）についてはCIPM勧告2（CI-2002）を参照。

（a）量濃度（amount concentration）は臨床化学の分野では物質濃度

　　（substance concentration）ともよばれる。
（b）これらは無次元量あるいは次元１をもつ量であるが、そのこと
 　　を表す単位記号である数字の１は通常は表記しない。

名称 記号
SI 基本単位による

表し方

秒ルカスパ度粘 Pa s m-1 kg s-1

力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2

表 面 張 力 ニュートン毎メートル N/m kg s-2

角 速 度 ラジアン毎秒 rad/s m m-1 s-1=s-1

角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rad/s2 m m-1 s-2=s-2

熱 流 密 度 , 放 射 照 度 ワット毎平方メートル W/m2 kg s-3

熱 容 量 , エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン J/K m2 kg s-2 K-1

比熱容量，比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J/(kg K) m2 s-2 K-1

比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム J/kg m2 s-2

熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W/(m K) m kg s-3 K-1

体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル J/m3 m-1 kg s-2

電 界 の 強 さ ボルト毎メートル V/m m kg s-3 A-1

電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル C/m3 m-3 s A
表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 s A
電 束 密 度 ， 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 s A
誘 電 率 ファラド毎メートル F/m m-3 kg-1 s4 A2

透 磁 率 ヘンリー毎メートル H/m m kg s-2 A-2

モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル J/mol m2 kg s-2 mol-1

モルエントロピー, モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J/(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1

照射線量（Ｘ線及びγ線） クーロン毎キログラム C/kg kg-1 s A
吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gy/s m2 s-3

放 射 強 度 ワット毎ステラジアン W/sr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3

放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W/(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3

酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル kat/m3 m-3 s-1 mol

表４．単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例

組立量
SI 組立単位

名称 記号

面 積 平方メートル m2

体 積 立方メートル m3

速 さ ， 速 度 メートル毎秒 m/s
加 速 度 メートル毎秒毎秒 m/s2

波 数 毎メートル m-1

密 度 ， 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kg/m3

面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kg/m2

比 体 積 立方メートル毎キログラム m3/kg
電 流 密 度 アンペア毎平方メートル A/m2

磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル A/m
量 濃 度 (a) ， 濃 度 モル毎立方メートル mol/m3

質 量 濃 度 キログラム毎立方メートル kg/m3

輝 度 カンデラ毎平方メートル cd/m2

屈 折 率 (b) （数字の）　１ 1
比 透 磁 率 (b) （数字の）　１ 1

組立量
SI 組立単位

表２．基本単位を用いて表されるSI組立単位の例

名称 記号
他のSI単位による

表し方
SI基本単位による

表し方
平 面 角 ラジアン(ｂ) rad 1（ｂ） m/m
立 体 角 ステラジアン(ｂ) sr(c) 1（ｂ） m2/m2

周 波 数 ヘルツ（ｄ） Hz s-1

ントーュニ力 N m kg s-2

圧 力 , 応 力 パスカル Pa N/m2 m-1 kg s-2

エ ネ ル ギ ー , 仕 事 , 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2

仕 事 率 ， 工 率 ， 放 射 束 ワット W J/s m2 kg s-3

電 荷 , 電 気 量 クーロン A sC
電 位 差 （ 電 圧 ） , 起 電 力 ボルト V W/A m2 kg s-3 A-1

静 電 容 量 ファラド F C/V m-2 kg-1 s4 A2

電 気 抵 抗 オーム Ω V/A m2 kg s-3 A-2

コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S A/V m-2 kg-1 s3 A2

バーエウ束磁 Wb Vs m2 kg s-2 A-1

磁 束 密 度 テスラ T Wb/m2 kg s-2 A-1

イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H Wb/A m2 kg s-2 A-2

セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(ｅ) ℃ K
ンメール束光 lm cd sr(c) cd

スクル度照 lx lm/m2 m-2 cd
放射性核種の放射能（ ｆ ） ベクレル（ｄ） Bq s-1

吸収線量, 比エネルギー分与,
カーマ

グレイ Gy J/kg m2 s-2

線量当量, 周辺線量当量,
方向性線量当量, 個人線量当量

シーベルト（ｇ） Sv J/kg m2 s-2

酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol

表３．固有の名称と記号で表されるSI組立単位
SI 組立単位

組立量

名称 記号 SI 単位で表される数値

バ ー ル bar １bar=0.1MPa=100 kPa=105Pa
水銀柱ミリメートル mmHg １mmHg≈133.322Pa
オングストローム Å １Å=0.1nm=100pm=10-10m
海 里 Ｍ １M=1852m
バ ー ン b １b=100fm2=(10-12cm)  =10-28m22

ノ ッ ト kn １kn=(1852/3600)m/s
ネ ー パ Np
ベ ル Ｂ

デ シ ベ ル dB       

表８．SIに属さないが、SIと併用されるその他の単位

SI単位との数値的な関係は、
　　　　対数量の定義に依存。

名称 記号

長 さ メ ー ト ル m
質 量 キログラム kg
時 間 秒 s
電 流 ア ン ペ ア A
熱力学温度 ケ ル ビ ン K
物 質 量 モ ル mol
光 度 カ ン デ ラ cd

基本量
SI 基本単位

表１．SI 基本単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

エ ル グ erg 1 erg=10-7 J
ダ イ ン dyn 1 dyn=10-5N
ポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=0.1Pa s
ス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1

ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2

フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 =104lx
ガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2

マ ク ス ウ エ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wb
ガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4T
エルステッド（ ａ ） Oe 1 Oe　  (103/4π)A m-1

表９．固有の名称をもつCGS組立単位

（a）３元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため、等号「　　 」

　　 は対応関係を示すものである。
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