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第 18 回　図書館総合展

Springer Nature フォーラム 開催のお知らせ

電子学術資料の利活用

研究者による利用事例と図書館への期待

• 日　時  2016 年 11 月 10 日（木） 

10:00 〜 11:30（受付開始 9:40）

• 会　場 パシフィコ横浜　第 4 会場 （アネックスホール 204）

 〒 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい 1-1-1

• 講演者 早稲田大学理工学術院 准教授　山口潤一郎 先生

• 主　催 シュプリンガー・ネイチャー

プログラム

1.  シュプリンガー・ネイチャーよりアップデート（仮）

2.  電子学術資料の利活用（仮）　

 早稲田大学理工学術院　山口潤一郎 先生

当フォーラムのお申込みフォーム

http://bit.ly/SpringerNatureLF2016

開催趣旨

学術資料の電子化が進んだ現在、利用者が図書館に足を運ぶことは少なく

なったと言われています。また、大学図書館の役割もコレクション構築に

とどまらず、より利用者、研究者の近くに寄り添ったものに変化すべきと

言われています。

本年のフォーラムでは、国内私立大学の中でも最大規模を誇り、電子ジャー

ナルのみならず Springer eBooks のほぼすべてが利用できる図書館を有

する早稲田大学の山口潤一郎先生より、研究者、教育者のお立場から現場

での学術情報の利活用についてご紹介頂きます。

実際に図書館コレクションを研究者がどう利活用しているかを知ることに

より、利用支援、研究支援のサービスの可能性が見えてくるのではないで

しょうか ?

山口先生はご自身でChem-Station（www.chem-station.com）という

化学者のためのポータルサイトを主宰され、研究・教育に役立つ最先端の

情報を収集・キュレーションし、インターネットを使って広報、啓蒙する

という活動を長年されています。研究者として、そしてケムステ主宰者と

してのご経験から、大学図書館のリソースをどう活用しているか、またさ

らに効率よく利用するには、どのようなサービスを期待するか、など具体

的なお話をお話いただきます。

研究者支援の向上を目指す図書館、および学部図書館に従事される皆さま

には、ぜひご参加いただきたいフォーラムです。

http://bit.ly/SpringerNatureLF2016
http://www.chem-station.com
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東京大学医科学研究所教授 河岡義裕氏 ロングインタビュー

インフルエンザウイルスを人工的に合成するなど、世界的に業績を知られる東

京大学医科学研究所河岡義裕教授。このほど、インフルエンザウイルスの抗原

変異を高い精度で予測する技術の開発と、宿主の核内におけるウイルスの動態

に寄与するタンパク質の同定に関する2つの研究成果を、Nature Microbiology 

に発表されました。ともにワクチン、治療薬の開発に道を開くもので、特に抗

原変異の予測はより有効なワクチン製造を可能にする画期的な成果であり、す

でに実用化に向け応用が始まりつつあります。今回、これら2つの成果を踏ま

え、パンデミックへの危機感と研究の重要性、デュアルユース（科学研究の両

義性）､ 社会とのかかわり、今後の研究の方向性について河岡教授にお聞きし

ました。このインタビューは前編、後編に分けて特別無料公開中です。ご所属

機関のエンドユーザーのみなさまにぜひご紹介ください。

前編：ウイルスの変異を高精度で予測 ― より有効なワクチン開発に道

www.natureasia.com/ja-jp/nmicrobiol/interview/5

後編：科学者は常に研究のプラス面とリスクを考え対処し、一般の人に信頼される努力が不可欠

www.natureasia.com/ja-jp/nmicrobiol/interview/6

Nature Microbiology 掲載論文

季節性インフルエンザウイルスの抗原変異株の予測選定

Selection of antigenically advanced variants of seasonal influenza viruses
Nature Microbiology 1: 16058 | doi:10.1038/nmicrobiol.2016.58

www.nature.com/articles/nmicrobiol201658

宿主タンパク質 CLUH はインフルエンザウイルスのリボ核タンパク質複合体の核内輸送にかか

わっている

The host protein CLUH participates in the subnuclear transport of influenza virus 
ribonucleoprotein complexes
Nature Microbiology 1: 16062 | doi:10.1038/nmicrobiol.2016.62

www.nature.com/articles/nmicrobiol201662

Nature Microbiology の閲覧には本誌の購読が必要です。

機関購読の見積、および法人向けサイトライセンス無料トライアルのお申し込みは、最寄

りの購読代理店、もしくは弊社（ウェブフォーム：nature.asia/jp-contact）までご連絡

下さい。

Nature Microbiology

河岡義裕氏

東京大学医科学研究所感染・免疫部門

ウイルス感染分野 教授

米国ウィスコンシン大学マディソン校

獣医学部 教授
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Volume 1 Issue 6 June 2016

Volume 1 Issue 8 August 2016

http://www.natureasia.com/ja-jp/libraries/
http://www.natureasia.com/ja-jp/nmicrobiol/interview/5
http://www.natureasia.com/ja-jp/nmicrobiol/interview/6
http://www.nature.com/articles/nmicrobiol201658
http://www.nature.com/articles/nmicrobiol201662
http://nature.asia/jp-contact
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Nature Reviews Disease Primers に論文が掲載された著者の皆様に、執筆されたPrimerについて今回のPrimerのイ

ンパクト、診断、治療、予防にどのように役立つか、そして各疾患における残された謎などお伺いしました。Nature 

Reviews Disease Primersでは、研究者、研究医また臨床医の皆様に活用いただけるPrimerを毎週ご紹介しています。

Nature Reviews Disease Primers では、「Primer」と名

付けたレビュー論文を掲載し、各疾患について網羅的に

解説します。最新の臨床研究をはじめ臨床応用への課題

も見据えた、信頼度の極めて高い世界的な見解を打ち出

すことで、生物医学分野の研究者に有益な情報を提供し

ます。実際の掲載論文は、疫学から発症機序、診断およ

び治療までの項目により構成されており、その疾患のあ

らゆる側面について解説します。

本誌掲載レビュー論文

メニエール病（Menieres̓ disease）

Nature Reviews Disease Primers 2: 16028 
doi:10.1038/nrdp.2016.28

www.nature.com/articles/nrdp201628

中島 務氏

名古屋大学 名誉教授 / 一宮医療療育センター長

著者インタビュー

www.natureasia.com/ja-jp/nrdp/interview/contents/3

長縄 慎二氏

名古屋大学大学院医学系研究科 量子医学分野 教授

名古屋大学 脳とこころの研究センター センター長

著者インタビュー

www.natureasia.com/ja-jp/nrdp/interview/contents/4

本誌掲載レビュー論文

麻疹（Measles）

Nature Reviews Disease Primers 2: 16049  
doi:10.1038/nrdp.2016.49

www.nature.com/articles/nrdp201649

竹田 誠氏

国立感染症研究所 ウイルス第三部 部長

著者インタビュー

www.natureasia.com/ja-jp/nrdp/interview/contents/5

Nature Reviews Disease Primers の閲覧には本誌の購

読が必要です。機関購読の見積、および法人向けサイト

ライセンス無料トライアルのお申し込みは、最寄りの購

読代理店、もしくは弊社（ウェブフォーム：nature.asia/

jp-contact）までご連絡下さい。

Nature Reviews Disease Primers

2016 著者インタビュー

VERTIGO
A spinning sensation

AURAL FULLNESS
Feeling of pressure

in the ears

TINNITUS
Continuous ringing

noise in the ears

FLUCTUATING
HEARING LOSS

Designed by Laura Marshall

Diagnosis of MD is based on 
medical history, sometimes 
complemented with inner 
ear tests such as audiometry, 
vestibular-evoked myogenic 
potential testing, caloric 
testing, electrocochleography 
and head impulse tests. Direct 
visualization of EH has recently 
been introduced, but is not yet 
routinely used in the clinic.

Meniere’s disease (MD) is a 
multifactorial disorder of the inner 

ear that causes spontaneous episodes of 
vertigo attacks, fluctuating hearing loss, 
tinnitus and aural fullness.

The aetiology of MD involves several factors. 
One characteristic sign of MD is the presence of 
endolymphatic hydrops (EH), which might cause 
neural damage. Interestingly, nerves, specifically 
the ganglion cells — rather than sensory hair 
cells — are affected by MD. Hearing loss typically 
starts with low-frequency tones, consistent with 
the location of the basilar membrane (involved 
in hearing), which is first affected by EH (at 
the apex of the cochlea). Vertigo is thought to 
arise from pathological firing of the auditory 
nerves. A possible explanation for this misfiring 
is leakage of potassium-rich perilymph into 
the endolymphatic space due 
to the rupture of the membrane 
separating these two spaces 
(Reissner’s membrane). 
Alternatively, the misfiring 
can be explained by 
abnormal movements 
of endolymph.

The estimated prevalence of 
MD is in the range of 0.02–0.5%; 
this high variability is probably 
explained by the complexity 
of diagnosing MD. The age of 
onset peaks at 40–50 years, with 
the highest prevalence in those 

60–70 years of 
age. Paediatric 
cases are 
relatively rare. 
Women are more prone to 
developing MD than men. Several 
genetic risk factors have been 

identified. Importantly, MD is 
often found in combination with 
migraine, allergy and immune 
(or autoimmune) conditions.

Few evidence-based management options 
are available for MD. Drugs that can be used 
to bring relief during acute vertigo attacks 
are centrally acting antihistamines with 
anticholinergic action and benzodiazepines. 
Managing risk factors (such as migraine, high 
blood pressure and vascular conditions) and 
medical treatment with drugs that improve 
fluid regulation (for example, diuretics) 
and steroids might reduce the frequency 
of attacks. Neurectomy or 
labyrinthectomy can 
be performed 
for refractory 
disease. 

Patients with MD have a poorer quality of life than 
people without the condition, especially in the 
health-related domains. The effect of hearing loss 
has been rated as more severe than vertigo, tinnitus 
and aural fullness. The unpredictability of the 
symptoms can lead to anxiety and social withdrawal. 
Social support and coherence (ability to cope with 
stress) can greatly improve quality of life.

MENIERE’S DISEASE
PRIMEVIEW

MECHANISMS

DIAGNOSIS

EPIDEMIOLOGY

MANAGEMENT

QUALITY OF LIFE

Article number: 16029; doi:10.1038/nrdp.2016.29; published online 12 May 2016

For the Primer, visit doi:10.1038/nrdp.2016.28

The criteria that define MD have evolved 
over time. MD is classified as possible, 

probable, definite and certain MD. However, 
updated guidelines published in 2015 only 
take definite and probable MD into account. 
Classification depends on the presence of the 
characteristic symptoms and their severity; 
only the classification of certain MD requires 
confirmation of the presence of EH.

Cochlear
nerve

Cochlea

Semicircular
canals

Tympanic
cavity Vestibule

EH is 
abnormal, 

transient fluctuations 
of endolymph in the 
cochlea (involved in 

hearing) and vestibular 
system (involved in 

balance).

MD is a 
heterogeneous 

disease; patients do 
not necessarily have 

all symptoms and 
symptoms vary 

over time.

When medical 
treatment fails to 

suppress vertigo attacks, 
intratympanic gentamicin 
therapy or endolymphatic 
sac decompression surgery 

is usually considered.
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Designed by Laura Marshall

*COUGH*

Clinical 
symptoms of 

measles range from 
fever, cough, rhinitis, 

conjunctivitis, rash and local 
inflammation to systemic 

immunosuppression 
that can cause severe 

complications  
and death

Diagnosis is based on clinical signs 
and laboratory tests, including  
the detection of antibodies  
against MeV and viral RNA

Measles is an infectious disease 
caused by an airborne, highly 

contagious pathogen: measles virus 
(MeV). Although an effective vaccine to 
prevent measles exists, measles remains 
a considerable cause of childhood 
mortality worldwide.

When inhaled, MeV infects alveolar macrophages 
and dendritic cells by binding to signalling 
lymphocyte activation molecule (SLAM; also 
known as CD150). Following local infection, the 
virus spreads and systemic infection of lymphoid 
tissues occurs throughout the body. MeV-infected 
lymphocytes and dendritic cells migrate to 
and infect epithelial cells using nectin 4 (also 
known as PVRL4) as a host receptor. Infection of 
the respiratory epithelium leads to the release 
of a large amount of progeny viruses into the 
respiratory tract, which are released into the 
environment when coughing. Although MeV 
infection leads to general immune suppression that 
can last for weeks or even years, a robust primary 
immune response establishes lifelong immunity.

Treatment of uncomplicated 
measles involves supportive 
care, including antipyretics 
and hydration. Antiviral 
therapies are not effective. 

Proper nutrition and vitamin A 
supplementation protect 
against the development of 
more-severe symptoms. MeV 
can continue to replicate for 

many years, leading to rare 
but severe central nervous 
system complications, 
including incurable subacute 
sclerosing panencephalitis.

Prior to the introduction of the measles vaccine 
in 1963, an estimated 30 million cases of 
measles with >2 million deaths occurred each 
year globally. Efforts have been initiated to 
eliminate measles worldwide by 2020 through 
the implementation of vaccination programmes 
accompanied by sensitive surveillance systems 
to guide immunization efforts. Although 
substantial progress has been made to increase 
global vaccination coverage to 85% and reduce 
the number of measles-associated deaths, 
>100,000 children still die from measles each 
year. Case fatality ratio estimates in developed 
countries are <0.01% but can be >5% in 
developing countries.

Because of the availability of an effective, safe 
and inexpensive vaccine, the monotypic nature of 
MeV and the lack of an animal reservoir, measles is 
considered a candidate for eradication. All current 
measles vaccines contain a live attenuated strain  
of MeV. Effective immunization requires  
routine two-dose vaccine  
coverage and mass immunization 
campaigns to capture 
children who have not been 
vaccinated or did not develop 
protective immunity after the 
first vaccine. 

MEASLES
PRIMEVIEW

MECHANISMS

DIAGNOSIS

MANAGEMENT

EPIDEMIOLOGY

PREVENTION

Article number: 16050; doi:10.1038/nrdp.2016.50; published online 14 July 2016

For the Primer, visit doi:10.1038/nrdp.2016.49

Clustered 
white lesions 

on the mucosa 
lining the cheeks 

– Koplik spots – are 
pathognomonic 

for measles

Maternally
derived 

antibodies might 
hamper immunization 

in infants up to  
9 months of age

The haemagglutinin and 
fusion proteins are involved

in host receptor binding
and cell fusion

MeV is a
single-stranded, 
negative-sense
RNA virus

The phosphoprotein 
and two non-structural 
proteins (V and C proteins) have roles 
in evading the host immune system

The incubation 
period is ~10 days 

to the onset of fever 
and ~14 days to the 

onset of rash. Patients 
are infectious from 4 days 

before to 4 days after  
the development  

of rash.

First
dose

Second
dose
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http://www.nature.com/articles/nrdp201628
http://www.natureasia.com/ja-jp/nrdp/interview/contents/3
http://www.natureasia.com/ja-jp/nrdp/interview/contents/4
http://www.nature.com/articles/nrdp201649
http://www.natureasia.com/ja-jp/nrdp/interview/contents/5
http://nature.asia/jp-contact
http://nature.asia/jp-contact


Librarian Newsletter | September & October 2016

www.natureasia.com/ja-jp/libraries/ 4

Nature Video を授業の教材としてご活用されている、

法政大学 経済学部 物理学・科学ジャーナリズム教室（教授 藤田貢崇氏）の

事例をご紹介いたします

www.natureasia.com/ja-jp/ndigest/video/

法政大学 藤田貢崇研究室では科学ジャーナリズム・物理学をはじめとして、広くジャーナリズムや科学を演習

テーマとして扱っています。研究室では、Nature Video を一教材として活用し、ビデオで紹介されている研究

を、学生とディスカッションしながら科学ジャーナリズムの観点から高校生や大学の学部学生にもわかりやすく

解説することを目的としています。

Nature Video チャンネルで紹介しているビデオは、Nature ダイジェストの記事としても掲載されています。まずは

ビデオで研究の背景情報を知り、その上で Nature ダイジェストの記事を通して最新の動向をつかむことで、紹介され

ている研究に対する理解を更に深めていただくことができます。

教材として取り上げられた Nature Video

ついに捉えられた重力波

youtu.be/hhbMpe17fzA

人類はついに重力波を観測した。アインシュタインの理論

を裏付けるこの観測結果は、ニュースでも大きく取り上げ

られた。重力波は日常生活では実感できないが、非常に大

きな質量によって時空が伸びたり縮んだりした「ゆがみ」が

波となって伝わったものだ。重力波はどのようにして捉え

られたのだろうか。

学生との議論：『天体までの距離を計測するには？』

教室での議論と学生からのコメントはウェブ上で公開中

www.natureasia.com/ja-jp/ndigest/video/contents/3

こちらの記事が授業で紹介されました。

「重力波を初めて直接検出」（Nature ダイジェスト  2016 年 4 月号より）

重力波は、時空の歪みが波として伝わる現象だ。この重力波を直接検出することに、米国を

中心とする国際的な観測計画が初めて成功した。2 つのブラックホールの合体で生じたとみ

られる重力波を捉えた。アインシュタインの予言が 100 年を経て確かめられ、天文学は重力

波を通して宇宙を見る新たな時代に入った。 (doi : 10.1038/ndigest.2016.160402)

原文：�LIGO’s path to victory 
Nature (2016-02-18) | doi: 10.1038/530261a

Nature 原文、Nature ダイジェスト記事共に、全文の閲覧には購読が必要です。

Nature Video、 Nature ダイジェスト 教材活用事例

http://www.natureasia.com/ja-jp/libraries/
http://www.natureasia.com/ja-jp/ndigest/video/
http://youtu.be/hhbMpe17fzA
http://www.natureasia.com/ja-jp/ndigest/video/contents/3


Natureダイジェストは、科学誌Nature の大切な部分をまとめた二次情報誌です。さまざま

な分野を包括的に取り上げ、日本語で再編集しているので、異分野英語に悩まされることな

く科学の動向を追うことができます。研究者・科学者だけではなく、企業運営者、学生、教

育者など、科学に従事する幅広い層にご愛読いただけます。

ご購読はお近くの購読代理店、洋書取扱い書店、

もしくはお問い合わせウェブフォーム

（nature.asia/jp-contact）にお申込み下さい

10月号掲載内容

人類起源にアジアからの挑戦状

忘れられた大陸

「温故知新」で医薬品開発

ネオニコチノイド系農薬とハチ減少に新たな証拠　他

9月号「人工多能性幹細胞の10年」

地球の内核と磁場形成に新たな議論！

鏡像型DNAを複製できる酵素、登場！

体内の樹状細胞を活性化できるがんワクチン　他

6月号「未来をひらく虹、ナノ蛍光体」

巨大ウイルスにもCRISPR 様の「免疫系」が！

p値の誤用の蔓延に米国統計学会が警告

水から高効率で酸素と電子を生む鉄触媒　他

8月号「ヒト胚研究、ついに未知領域へ」

自然界の 5番目の力を発見？

セシウム使用中止の圧力に苦悩する生物学者たち

免疫から逃れるがん特有のゲノム異常発見　他

5月号「カンブリア爆発の謎に新展開」

アルツハイマー病マウスで記憶が回復

論文の追試結果を発表する学術誌が始動

指示されると責任を感じない　他

7月号「がんの進化を治療に利用する」

たるんだ肌を若返らせる薄膜

助成金申請却下に不服申立てができる？

実験用マウスの免疫系は未発達のまま　他

4月号「その実験結果、信用できますか」

オフターゲット効果が最小のCas9 酵素

老化細胞を除去したマウスは長生き

地球は「大凍結」を辛うじてのがれている　他

nature.com/ndigest

薬学図書館61巻4号に

プロダクトレビュー掲載

研究のヒントに

視野と知識の拡大に

教材としても
ご利用ください！

http://nature.asia/jp-contact
http://www.nature.com/ndigest
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2017 年 1 月からのジャーナルご提供の変更についてご案内いたします

Nature Research 出版誌　2017年創刊誌

Nature Astronomy

www.natureasia.com/ja-jp/natastron

天文学、宇宙物理学、惑星科学の最先端の重要な研究論文、レビュー論文、解説を掲載する

ことにより主要な天文学関係領域を代表し、各領域間の緊密な相互作用を促す、真に学際的

なジャーナル。

Nature Human Behaviour

www.natureasia.com/ja-jp/nathumbehav

社会科学と自然科学の幅広い領域から、人間行動の心理的・生物的・社会的基盤だけでなく、

その起源、発達、障害も含めたあらゆる側面に関する、重要な研究論文を掲載。

Nature Biomedical Engineering

www.natureasia.com/ja-jp/natbiomedeng

疾患の解明や撲滅のための材料、方法、技術、治療法の考案に関心をもつ実験系研究者、 

医用装置と手順の設計や最適化を行うエンジニア、医用生体工学の研究成果を活用してさま

ざまな臨床環境および医療的状況で患者の健康評価や治療を行う臨床医のためのジャーナル。

Nature Ecology & Evolution

www.natureasia.com/ja-jp/natecolevol

生態学および進化生物学の全領域に目を向け、分子、生物個体、集団、群集および生態系の

レベルでの研究に加えて、社会科学の関連領域も対象。

Nature Reviews Chemistry

www.natureasia.com/ja-jp/natrevchem

純正化学と応用化学のさまざまな領域をカバーする Review、Perspective、Research 

Highlight、Commentary を掲載するオンライン限定 Review ジャーナル。

nature.com Academic Journals の移管誌

Molecular Therapy　Volume 24 の完了を持ちまして、2017 年 1 月 1 日より Cell Press に移管します。

2017 年購読 Molecular Therapy に関するお問い合わせ先

Palgrave Macmillan ジャーナルの移管、刊行終了

・Polity（ISSN 0032-3497、 eISSN 1744-1684）　2017 年 1 月にUniversity of Chicago Pressに移管いたします。

・ Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice（eISSN 1746-0174） 

Volume 17 （2016）の刊行完結後に出版を終了いたします。今後の続刊はございませんのでご了承ください。

2017 年刊行のご案内

CHEMISTRY

 オンラインジャーナル購読問い合わせ先：エルゼビア・ジャパン株式会社

 大学・政府機関のお客様 

essjapanag@elsevier.com

 企業のお客様 

essjapancorp@elsevier.com

 冊子購読問い合わせ先 

ユサコお客様窓口 

j-kanri@usaco.co.jp

http://www.natureasia.com/ja-jp/libraries/
http://www.natureasia.com/ja-jp/natastron
http://www.natureasia.com/ja-jp/nathumbehav
http://www.natureasia.com/ja-jp/natbiomedeng
http://www.natureasia.com/ja-jp/natecolevol
http://www.natureasia.com/ja-jp/natrevchem
mailto:essjapanag@elsevier.com
mailto:essjapancorp@elsevier.com
mailto:j-kanri@usaco.co.jp
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行動科学コミュニティーのための Nature リサーチ誌として、オンライン限定ジャーナル

Nature Human Behaviour を 2017 年 1 月に創刊します。

　本誌は Nature Research 出版誌で初の、社会科学分野をも大きく取り上げるジャーナル

で、自然科学も含めた幅広い領域から、人間行動の心理的・生物的・社会的基盤だけでなく、

その起源、発達、障害も含めたあらゆる側面に関する、重要な研究論文を掲載します。扱う

テーマは行動科学の全域にわたり、知覚、行動、記憶、学習、報酬、判断、意思決定、言語、

コミュニケーション、情動、人格、社会的認知、社会的行動、政治的行動、信念体系、社会

規範、社会構造、集合認知、集合行動、文化などが含まれます。

　Nature Human Behaviourでは、原著研究論文に加えて、人間行動に関する研究分野全体

をカバーする Review、Perspective、Comment、News、Feature、Correspondence 

も掲載します。

　本誌の究極の使命は、私たちの社会が直面する問題の解決に向けた努力に人間行動研究が

及ぼす影響の範囲を広げ、その力を強化することです。

対象領域

掲載コンテンツの種類

Letter 重要で新奇な研究成果を報告する一次論文です。

Article  人間行動学の研究者が広く興味を持つ、複数の技術や方法を用いた、質が高く充実した新奇な研究

成果を報告する一次論文です。

Review  1 つの研究領域の最近の動向を偏りなくまとめた、信頼できる論文です。著者は関係する文献を要

約するだけでなく、そのテーマに関する独自の識見を示します。

Perspective  著者が個人的な観点からモデルや構想を検討するためのフォーラムとなることを目指しています。

Review 論文に比べて進歩的であったり、思索的であったり、議論の範囲が狭くなったりすること

があります。Perspective は議論を活発にし、新しい実験的アプローチの登場を促します。

News & Views  Nature Human Behaviour または他誌に掲載された論文や学会で報告された人間行動研究の最新

の成果を読者に伝えます。通常、著者は本誌のエディターからの依頼を受けて執筆します。

Correspondenc  本誌の読者が過去号に掲載された論文に対してコメントを寄せたり、人間行動に関係のある論点に

ついて議論したりするためのコミュニケーションフォーラムです。Correspondence 記事の表題

はエディターが作成します。

Nature Human Behaviour：2017 年創刊

nature.com/nathumbehav

• 人類学

•  カルチュラル・ 

スタディーズ

• 遺伝学

• 精神医学

• 経営学

• 経済学

• 言語学

• 心理学

• 認知科学

• 教育学

• 経営管理

• 公共政策

• コミュニケーション

• 動物行動学

• 神経科学

• 政治科学

• 人工知能

• 生態学

• 地理学

2017 年創刊の Nature Research 出版誌は、すべてオンライン版のみでのご提供となります。法人向けサイ

トライセンス購読見積は、最寄りの購読代理店、もしくは弊社ウェブフォーム（nature.asia/jp-contact） 

までお問い合わせ下さい。

• 社会学

• 犯罪学

• 進化

• 哲学

http://www.natureasia.com/ja-jp/libraries/
http://www.nature.com/nathumbehav
http://nature.asia/jp-contact
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 日本人著者インタビュー（無料公開）

www.natureasia.com/ja-jp/scientificdata/papers-from-japan/sdata201663

Scientific Data は、科学的に貴重なデータセットの記述を掲載する新しいオンライン限定のオープンアクセス誌で、

データの共有と再利用を促し、究極的には科学的発見のペースを加速することを目指しています。本誌では、キュレー

ションによって構造化された研究データの記述を従来の文章による記述と組み合わせた Data Descriptor という新し

いタイプのコンテンツを導入しています。

この度、Scientific DataのData Descriptor 著者のお一人である、慶應義塾大

学先端生命科学研究所　荒川和晴特任准教授に、研究概要、研究目的と主要な

研究成果、Scientific Data での出版をお選びいただいた理由など、この度の掲

載に関する興味深いお話をお伺いしました。このインタビュー記事は無料公開

中です。また、荒川氏の掲載文を含む、Scientific Data にオープンアクセスで

掲載中の Data Descriptor も閲覧いただけます。ぜひこの機会に、Scientific 

Data の有用性を、研究者のみなさまと共にご体験ください。

Scientific Data 掲載の Data Descriptor 

緩歩動物クマムシの単一個体のゲノムシーケンシング OPEN

Genome sequencing of a single tardigrade Hypsibius dujardini individual
Scientific Data 3: 160063 | doi: 10.1038/sdata.2016.63

www.nature.com/articles/sdata201663

共著者： 吉田祐貴氏 / 冨田勝氏（慶應義塾大学先端生命科学研究所）

Scientific Data 日本人著者インタビュー

Librarian Newsletter Nature 関連アップデート　9 月、10 月合併号（2016 年 10 月 31 日発行）

シュプリンガー・ネイチャー

インスティテューショナル・マーケティング　（編集担当： 小林 真紀）

〒 162-0843 東京都新宿区市谷田町 2-37 千代田ビル

TEL: 03-4570-6710  /  FAX: 03-3267-8746

Email: sl_sales@nature.com

荒川和晴氏

慶應義塾大学先端生命科学研究所

特任准教授

ライブラリアン・ニュース　ご登録のお願い

当ライブラリアン・ニュースレターは 2016 年 2 月号より、Springer Nature の出版物、およびサービスより、Nature

関連情報を中心に、図書館向け情報を抜粋してお届けしています。弊社ライブラリアン・ニュースにご登録のみなさまに

は、ライブラリアン・ニュースレター最新号配信のお知らせの他に、イベント開催のお知らせ、無料トライアルやディスカ

ウントキャンペーンのお知らせ、弊社からの重要なお知らせ（プレスリリース等）を、随時メールにてお届けいたします。

ライブラリアン・ニュースご登録をご要望の方は、お名前、ご所属機関名、部署名をお書き添えの上、以下へメールにて

お申込み下さい。

ご登録のお申込み先

Email:　sl_sales@nature.com　（担当：マーケティング　小林 真紀）

http://www.natureasia.com/ja-jp/libraries/
http://www.natureasia.com/ja-jp/scientificdata/papers-from-japan/sdata201663
http://www.nature.com/articles/sdata201663
mailto:sl_sales@nature.com
mailto:sl_sales@nature.com

