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　評価情報分析センターでは，「徳島大学における教育研究活動等の点検・評価の実施，および
支援に必要な情報収集，調査・分析，並びに評価方法の研究・開発により，大学運営の改革に資
することを目的とする」を遂行するために，教員の研究業績等について「徳島大学教育•研究者情
報データベース（EDB)」を活用して情報を収集しております．EDBに登録された業績データは，
現在，下図に示すように様々な目的，用途に活用しており，各教員のご協力に感謝する次第で
す． 
　さて，EDBでは教員の登録作業の負担を軽減すべく，これまでにPubMedやCiNii，医学中央雑
誌Web等からデータをインポートする機能の追加を行いました．また，この
ことをEDBのWebページ，学内EDB講習会等を通じて教員の皆様方に周知
を図ってきたところですが，説明会に参加できない等の理由により，未だこ
れらの機能の存在を知らず，旧来の方法で入力を行っている方々が多数おら
れるという現状を垣間見，周知方法の不十分さを反省しているところです． 
　今回，このNews Letterに，現在推奨しているEDBへの情報登録の方法お
よび，PubMed，CiNii，医学中央雑誌Webからの情報の取り込み方法等を
まとめましたので，参考にしていただければ幸いです． 

評価情報分析センター長　大家 隆弘
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情報の閲覧・編集方法

EdbClientを用いた閲覧・編集 
　EdbClientはPC上で動作するEDBの閲覧・編集用アプリケーショ
ンです．EdbClientを用いることで，編集途中の状態を保存しておい
たり，複数の情報を一括で変更したりといった高度な編集作業を行
うことができます． 
　EdbClientの起動は，EDBトップページにある「EdbClient」へのリ
ンクをクリックしたり，EDB閲覧画面やEdbAssistanceのページ中に
ある「EdbClient」ボタンをクリックすることでできます． 
　EdbClientの詳しい使い方はEdbClient利用の手引き5やEDB Video 
Guide / EdbClient操作ガイド6をご参照ください．

EdbAssistanceを用いた閲覧・編集 
　EdbAssistance1はウェブブラウザ上で動作するEDBの閲覧・編集を行うウェブ
インターフェイスです．従来用意されていたウェブインタフェースよりも簡単な操
作で情報の閲覧・編集を行うことができるほか，名刺，名札カード，業績リスト
等の帳票出力機能を利用できます． 
　EdbAssistanceへは，EDBのトップページ2から「EdbAssistanceを利用して自分
に関連する情報の閲覧や登録を行う」ボタンをクリックしてください． 
　EdbAssistanceの詳しい操作方法については，EdbAssistance操作マニュアル3
や，EDB Video Guide / EdbAssistance操作ガイド4をご参照ください．

1 https://web.db.tokushima-u.ac.jp/Assistance/
2 http://web.db.tokushima-u.ac.jp/
3 http://web.db.tokushima-u.ac.jp/AssistResources/manual/
4 http://cms.db.tokushima-u.ac.jp/EDB/video/EdbAssistance/
5 http://cms.db.tokushima-u.ac.jp/dist/EDB/Java/EdbClient/doc/index.html
6 http://cms.db.tokushima-u.ac.jp/EDB/video/EdbClient/

　教育研究者総覧の教員情報の登録や論文を数件登録する場合には，Webブラウザ上で
動作するEdbAssistanceを利用する方法を推奨しています．EdbAssistanceはログインして
いる教員に特化したメニュー形式になっています．自分に関係する情報の閲覧や編集をす
るには便利ですが，他の教員の情報を編集する場合や一度に沢山の情報を登録・編集する
目的には不向きです．その場合にはPC上で動作するEdbClientの利用を推奨しています．

http://cms.db.tokushima-u.ac.jp/dist/EDB/Java/EdbClient/doc/index.html
http://cms.db.tokushima-u.ac.jp/EDB/video/EdbClient/
http://cms.db.tokushima-u.ac.jp/EDB/video/EdbClient/
http://cms.db.tokushima-u.ac.jp/EDB/video/EdbClient/
http://cms.db.tokushima-u.ac.jp/EDB/video/EdbClient/
https://web.db.tokushima-u.ac.jp/Assistance/
http://web.db.tokushima-u.ac.jp/
http://web.db.tokushima-u.ac.jp/AssistResources/manual/
http://cms.db.tokushima-u.ac.jp/EDB/video/EdbAssistance/
https://web.db.tokushima-u.ac.jp/Assistance/
http://web.db.tokushima-u.ac.jp
http://web.db.tokushima-u.ac.jp/AssistResources/manual/
http://cms.db.tokushima-u.ac.jp/EDB/video/EdbAssistance/
http://cms.db.tokushima-u.ac.jp/dist/EDB/Java/EdbClient/doc/index.html
http://cms.db.tokushima-u.ac.jp/EDB/video/EdbClient/
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PubMedやCiNiiから情報をインポートする
　EdbAssistance, EdbClientでは，論文（著作）情報を登録する際に，PubMed7や
CiNii8から論文情報をインポートして，あらかじめ登録項目に記入しておくことができ
ます．論文情報をインポートするには，PubMed, CiNiiにおいて論文情報に固有に割
り振られたIDを指定する必要があります． 

外部データベースの論文情報のIDの調べ方 
　PubMedに登録されている著
作が固有に持つIDはPMIDと呼ば
れ，PubMedでの検索結果のリス
トや著作個別のページに記されて
います． 
　CiNiiに登録されている著作が
固有に持つIDはNAID (NII論文
ID)と呼ばれ，CiNiiでの検索結果
から辿れる著作個別のページに記されています． 

EdbAssistance
　「マイページ」の左メニューから「著作」を選択
し，「インポート」ボタンをクリックしてくださ
い．「情報のインポート」ダイアログが現れるの
で，ポップアップメニューで「外部データベースか
ら取得」，インポート元に指定したい外部データ
ベースを選択し，IDを入力して「インポート」ボタ
ンをクリックしてください． 

EdbClient
　メインパネルの「研究」タブの「PubMedからデータをイン
ポート」もしくは「CiNiiからデータをインポート」にある入力
欄にIDを入力し「新規作成」ボタンをクリックしてください．
詳細な手順は，操作欄中の「解説」ボタンで表示されます．

7 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
8 http://ci.nii.ac.jp/

インポート情報をEDBに登録する際の注意点 
　外部データベースから著作情報をインポートすると，取得した値が項目の入力欄に入った状
態で論文情報の編集画面が開きます．編集画面の[ファイル]メニューで[編集終了]を選択する
とEDBに登録できますが，登録する前に下記の事柄をチェックしてください． 
 誤りがないか？ → 誤りがあれば訂正してください． 
 不足している情報がないか？　[種別]等は外部データベースでは未登録の場合があります． 

→ 情報が不足している場合は適宜入力をお願いいたします． 
 [著者]のうち本学教員について参照形式の登録となっているか？ 

→ 本学の教員については，テキスト直接入力ではなく，参照形式の登録に置き換えて
ください．参照形式でない著者には登録した論文は業績とみなされません．テキストで
直接入力された文字列がEDBの既存の情報とマッチする場合，それらを簡単に参照形
式での入力に置き換える機能がついているのでご活用ください．

2022年4月よりCiNiiでは論文IDとしてCRIDを利用
することとなりました。記事中のNAIDはCRIDと
読み替えてください。

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://ci.nii.ac.jp/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://ci.nii.ac.jp


Center for University Evaluation / News Letter No.1, July 2010

—  —4

医学中央雑誌Webから情報をインポートする
　医学中央雑誌Web9からはダイレクトに情報を取
得することができませんので10，医中誌Webの論文
情報を所定のファイル形式でダウンロードし，その
ファイルをEDBにアップロードする必要がありま
す．医中誌Webの検索結果のリストからダウンロー
ドしたい著作にチェックを入れ，ダウンロードアイ
コンをクリックしてください．ダウンロードの形式
を設定するウィンドウが開くので，出力形式を
「Refer/BibIX形式」にして「ダウンロード実行」
をクリックしてください． 

EdbAssistance
　「マイページ」の左メニューから「著作」を選択
し，「インポート」ボタンをクリックしてくださ
い．「情報のインポート」ダイアログが現れるの
で，ポップアップメニューで「ファイルをアップ
ロード」を選択し，医中誌Webからダウンロードし
たファイルを指定してアップロードを行ってくださ
い．著作の情報があらかじめ入力欄に入った状態で
編集画面が開きます． 
　EdbAssistanceを用いる場合，ひとつの著作情報
のみが入ったファイルを用意してください．複数の著作情報が入ったファイルをアッ
プロードすると正常にインポートが行えません．複数の著作を一度にインポートする
場合は，EdbClientを用いる方法を採ってください． 

EdbClient
　メインパネルの「研究」タブにある「医中誌Web(Refer/
BibIX形式)ファイルをインポート」で医中誌Webからダウン
ロードしたファイルを指定してください．詳細な手順は，操
作欄中の「解説」ボタンで表示されます． 
　アップロードしたファイルに著作情報がひとつのみの場合
は，その著作の情報であらかじめ入力欄が埋められた状態の
情報ブラウザが開きます． 
　複数の著作情報が入ったファイルの場合，カタログブラウザが開きます．カタログ
ブラウザのウィンドウ左側はインポートする著作の一覧が表示され，著作の一覧から
選択した情報がウィンドウ右側で開かれます． 

　EdbAssistanceとEdbClientどちらの方法の場合でも，情報を登録する際には前ペー
ジの「インポート情報をEDBに登録する際の注意点」に記載してある事柄と同様に，
「著者」項目等がテキストでの直接入力になっているので，必要に応じて参照形式で
の入力に置き換えてください．またインポートでは収集しきれない情報の補填を行って
ください．

News Letter No.1, 2010年7月発行，徳島大学 評価情報分析センター 
http://cms.db.tokushima-u.ac.jp/DAV/organization/148095/

EDB支援室: 088-656-8964，内線(82)-8964

9 http://www.jamas.or.jp/
10 論文のIDを利用者には公表していないため．

088-656-7693，内線(81)-7693

http://www.jamas.or.jp/
http://www.jamas.or.jp/
http://cms.db.tokushima-u.ac.jp/DAV/organization/148095/

