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   JST情報資産のオープン化について 

独立行政法人 科学技術振興機構（JST） 

2014年7月25日（金） 
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特許DB 

 ・J-STORE 

研究者･機関ＤＢ 

 ・Researchmap 

  （約23万人） 
求人・求職DB 

 ・JREC-IN 

資料・書籍DB 

 ・JST資料所蔵目録 

リンクセンター 化学物質ＤＢ 

一次情報 

 （全文） 

二次情報 

（書誌、抄録、 

  索引） 

約257万件 

6,000 万件 

約３２５万物質 

    基本情報を収録し、 

様々な有用な情報をつなぐ 

科学技術文献ＤＢ 

2 

ＪＳＴが提供するデータベース・Webサービス 

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja
http://nikkajiweb.jst.go.jp/nikkaji_web/pages/top.html


■ 概要 
研究目的での利用を中心に、下記のデータをご提供いたします。 
（ただし、契約締結等、一定条件の下での利用が前提です。） 
 

■ ご提供する情報資産 
 

研究目的でのJST情報資産のオープン化 
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1.科学技術文献データ及び付随
データ 

書誌及び付随データ 約3300万件 

抄録・索引（制限あり） 約2500万件 

2.科学技術用語データ 
シソーラス 約4万件 

大規模辞書 約77万件 

3.化学物質データ 日本化学物質辞書 約325万件 

4.J-STAGEデータ 

 （学会の許諾が必要となります） 
J-STAGE（文献全文情
報） 

約260万件 



書誌 

抄録 

索引 

国内資料：１２,０００誌、国外資料：４,１００誌 から収集した 
論文を主体としたデータベース（本文はなく、書誌・抄録・索引から成る） 

※ 現在はジーサーチ社により、JDream3として有償提供 

JSTで所有する科学技術文献情報とは？ 

用語 
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大規模辞書について（シソーラスマップによる可視化例） 

上位語、下位語からなるシソーラス（3.7万件）及び、同義語（77万件）から構成 
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昨年度のコンテスト 概要 
 未来を担う“データ・サイエンティスト” のための統計・データ分析コンテスト 
  （高校生以上を対象） 

 JST科学技術データとオープンデータを組み合せた分析アイデアや分析スキル
の優劣を競う 

 主催：JST，SAS Japan 
後援：KDDI，ジー・サーチ，情報処理学会，日本計算機統計学会， 
日本統計学会，ネイチャーインサイト，マイナビ 

 審査委員は、長尾真先生はじめ各界の有識者７名で構成 

 賞金 

 アドバイザー：国友 直人 氏 （日本統計学会 会長，東京大学経済学部 教授） 
          吉田 靖氏 氏 （東京経済大学経営学部 教授） 
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概要（1/2) 詳細 

名称 データサイエンス・アドベンチャーカップ～Powered by SAS～  

開催日 2014年3月8日（土）午後13時～17時 

会場 独立行政法人科学技術振興機構 東京本部別館 K’s五番町ビル 

コンテスト結果
の目標 
（他コンテスト
にない特徴） 

■複雑・多様・学術的なデータを分析し競いあう場 
■分析技術を磨く場、分析結果の優劣を競う参加型のアクティブなイベント 
■政府・行政機関のオープンデータ使用実例としての先駆け 
■JSTデータの斬新な活用法の創出、■企画能力・分析能力の産出 
■JSTデータと一般オープンデータの融合 
■分析結果のビジュアライゼーション化 ■SASの活用 
■教育・研究分野での分析スキルの向上、■人材発掘 

応募資格 次の対象に含まれる方 

対象 企業や大学等の組織に所属した者、学生（大学、短期大学、専門学校、
高等専門学校、高校を含む） 

賞金 本選は８チームが出場。金、銀、銅、アイデア賞、U18賞（5チーム）に賞金
を用意、又選ばれなかった3チームには記念品を贈呈 
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昨年のコンテストについて 
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概要（2/2) 詳細 

分析課題と、 
データ内容 

参加者が課題を自由に設定し、下記JSTデータの一部または全部を用いて
分析・可視化を行う。なお公共で公開・使用可能とされているオープンデー
タと組み合わせることも可とする。 
1.科学技術文献書誌データ（一部、引用・被引用データを含む） 
2.科学技術用語辞書データ 
3.化学物質データ 
4.資料データ 
5.その他 上記データに付随する参考データ 

予選審査会 
  (2/17) 

発表日1ヶ月前にパワーポイント（20分の発表時間程度）と概要レポート
（ワード1枚程度）を提出 予選通過者8チームを選出 

本選審査会 2014年3月8日（土）の公開の審査会にて、既に予選で選ばれた8チーム
の全員がプレゼンする。金賞、銀賞、銅、アイデア賞、U18賞の5チームがそ
の場で決定。 

審査基準 JST情報資産からの最良の活用アイディアが出されているか 
コアな部分でSASが使用されているか 
学術面で正当性があるか 
分析結果のビジュアライゼーション化と表現力は有効か 
誓約書の記載事項に違反していないか 
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昨年のコンテストについて 
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対象データ 

JST科学技術データ SASソフトウェア 

オープンデータ等 他の分析ツール等 

使用歓迎 使用可 

データ 分析ツール 

論文や学術記事などの文献書誌 ■一次加工データ（タイプA） 
 
・対象年：1981年-2012年（文献が収録された資料の発行年） 
 

◎ 分野分類の年次別統計データ（国内・海外文献別）    
 - 科学技術文献データに索引されたJST分類コード24分野の年次別索引頻度 
◎ シソーラス用語（統制語）の年次別統計データ（国内・海外文献別）   
 - 科学技術文献データに索引されたシソーラス用語の年次別索引頻度 
◎ 化学物質の年次別統計データ（国内・海外文献別）    
 - 科学技術文献データに索引された化学物質の年次別索引頻度と最初に索引された年 

■ローデータ（タイプB） 
 

・対象年：2003年-2012年（文献が収録された資料の発行年） 
 

◎ 科学技術文献データ（書誌情報）: 約1,000万件 

◎ 資料名データ：約20万件 
◎ 分野分類データ：約4,000件 
◎ 人名名寄せデータ：約4,000万件  
◎ 機関名データ：約30万件 
◎ 科学技術用語シソーラス：約4万件 
◎ 同義語・異表記辞書データ： 約70万件 
◎ 化学物質データ：約300万件 

JSTが長年収集・整理体系化してきた国内外の科学技術文献情報（約6,000万件）
に由来する科学技術データの一部をアドベンチャー杯用に提供 
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 SAS Analytics Pro 
 高度なデータ分析、グラフィック、レポーティング機能を有するソフト 

 SAS/ACCESS Interface to PC 
 保有するすべての利用可能なデータを統合し、ミッションクリティカルなビジネスの意思
決定をサポートするソフト 

 SAS/IML 
 対話式のプログラミング機能と探索的データ分析機能を提供するソフト 

 SAS/ETS 
 SAS/ETS は、計量経済分析、時系列分析、予測の手法を幅広く備え、ビジネス・プ
ロセスのモデリング、予測、シミュレーションを行い、より効果的な戦略および戦術を
策定できるようにするソフト 

 SAS Enterprise Miner Desktop 
データ・マイニングのプロセスを合理化し、全体から収集した大量にあるデータの分析にも
とづいて高精度の予測モデルと記述モデルを作成するソフト 
利用例：不正の検出、リスクの最小化、リソース需要の予測、マーケティング・キャンペー
ンのレスポンス率の向上、顧客離反の抑制など。 

昨年度SAS殿より提供して頂いたツール 
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昨年のエントリー結果 
  セクター別   都道府県別 

チーム構成人数別 

各図表の数値はチーム数を表す 
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受賞者一覧 

賞 チーム名 作品名 

金賞 UNAGI  
未来のデータサイエンティストを探せ！ 
～研究分野遷移から見た人材マッチング～ 

銀賞 技術動向観測隊 
企業に着目した共同研究ネットワーク構造の
解析と非連続的成長の予測 

銅賞 HSE研開部  研究力の向上と実社会の発展の関係分析 

アイデア賞 
北海道札幌旭丘高等学校 
生物部 

｢生物多様性を探るために｣～トンボの統計解
析からわかったノシメトンボと生物多様性につ
いて～ 

U-18賞 埼玉県立熊谷女子高等学校 
大学のそこんところ 
～おカネと人と論文と～ 

入賞 Terano Lab.  論文の共著関係ネットワークの中心性分析 

入賞 健マネ 
研究活動の年次推移および人々の生活実感
への影響に関する分析 

入賞 広島市立大学 
ニュース記事と特許を利用した科学技術の重
要性の評価 

詳細は、 
公式WEBサイト：http://www.sascom.jp/AAC/ 
JSTNews（2014年6月号）：http://www.jst.go.jp/pr/jst-news/pdf/2014/2014_06_p08.pdf 
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企業 大学 高校

企業, 18チーム

(52.9%)

高校, 8チーム

(23.5%)

大学, 8チーム

(23.5%)

※応募代表者の所属機関を集計 
※構成比は小数点第1位未満を四捨五入 

アドベンチャー杯を通じて生まれたもの 

FacebookやTwitterなど 
ソーシャルメディアによる反響 

日本統計学会，計算機統計学会， 
情報処理学会など情報学や統計学の
学術団体とのつながり 

日経BPなどのメディアやオープンデー
タ業界からの注目 
・科学技術分野のデータとオープンデー
タを用いた分析コンテストは日本初 
・メディアの記事取り上げ件数：23件 
・本選へ200名の来場 

日本のイノベーション促進高度ICT利活用
人材の発掘・育成機会の創出 
・応募作品数：計34作品 

・全国の企業・教育機関・公的機関
から86チームがエントリー 

~中略~ 
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このような反響もありました。 
Slide shareより 
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今年度のコンテストで目指すもの 

学術論文 
（アウトプット） 

雑誌記事等 
（アウトカム） 

専門用語 社会的用語（一般用語） マッピング 

学術論文を研究アウトプット、雑誌記事をアウトカムとみなし、 
科学技術用語と社会的用語間のマッピングを行う。 

用語 

用語 

用語 
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