
④各キーワードのひらがな、カタカナの読みも収録

全文検索とキーワード検索の対象

全文検索の対象＝見出しの文章のみ

（見出し）
政倫審　小沢氏招致　自民が議決拒否　首相　起訴時、
離党勧告も

（本文＝青字は冒頭から400字）
◆首相・小沢氏きょう会談
　民主党の小沢一郎元代表の国会招致を巡り、自民党は１９
日、衆院政治倫理審査会（政倫審）で小沢氏の招致を議決する
ことを拒否する方針を明らかにした。この問題では、菅首相（民
主党代表）が２０日に小沢氏と会談し、政倫審出席を要請する予
定だ。一方、首相は、小沢氏が自身の資金管理団体「陸山会」
の政治資金規正法違反事件で強制起訴された時点で、小沢氏
に離党勧告を行うことも視野に、厳しい対応をとる意向を固め
た。〈関連記事２面〉
　自民党の石原/幹事長は１９日のＮＨＫの番組で、小沢氏の政
倫審招致を議決することについて、「アリバイ工作の片棒を担ぐ
つもりはない」と拒否する考えを表明した。「小沢氏が出席しない
と言った以上、議決するのはナンセンス」とも強調した。
　首相は２０日の小沢氏との会談を前に、１９日夜に首相公邸で
民主党の輿石東参院議員会長と会談、仙谷官房長官とも協議
を行った。岡田幹事長ら執行部は、小沢氏が政倫審出席に応じ
なければ招致議決に向けた手続きに入る構えだが、自民党の
拒否で議決そのものが実現しない可能性もある。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇
　民主党の枝野幸男幹事長代理は１９日のＮＨＫの番組で「代表
や岡田幹事長はいろいろ考えているかもしれない」と離党勧告
に含みを残した。首相らが強い姿勢で臨むのは、１月召集の通
常国会で野党が追及を強めることが確実だからだ。小沢氏は１
月にも強制起訴される見通しで、民主党としても「政治とカネ」の
問題への姿勢を示し、「小沢切り」で政権浮揚を図る狙いもある
とみられる。ただ、処分に踏み切れば小沢氏支持勢力の反発
で、党内の混乱が深まるのは必至だ。女性初の宇宙飛行　テレシコワさん

ソ連ボストーク６号　快調、５号の至近に
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打ち上げ|女性初|地球周回|地球|周回|テレシコ
ワ|ソ連|カモメ|ウォストーク|快調|至近|女|宇宙空
間|深宇宙|天体|天文|ソヴィエト|ソビエト|ソビエト
社会主義共和国連邦|ソビエト連邦|ＵＳＳＲ|ＣＣ
ＣＰ|ボストーク５号|ボストーク６号|橿淵特派員|
橿淵|特派員|ＲＰ|東京|ＡＰ|タス通信|コール・サイ
ン|チャイカ|愛称|第一声|無線通信|宇宙船装置|
装置|ヤー・チャイカ|通信|送信機|シグナル|無重
力状態|無重力|圧力|私はカモメ|G|モスクワ|モス
クワ放送|放送|女性|女性宇宙|女性宇宙飛行士|
宇宙|宇宙飛行士|飛行士|第１号|女性宇宙飛行
士第１号|有人|有人宇宙|有人宇宙飛行|宇宙飛
行|飛行|有人宇宙船|宇宙船|ワレンチナ|ワレン
チナ・ウラジミロブナ|ワレンチナ・ウラジミロブナ・
テレシコワ|ウラジミロブナ|ウラジミロブナ・テレシ
コワ|ソ連少尉|少尉|ワレンチナ・ウラジミロブナ・
テレシコワ・ソ連少尉|ボストーク|ブイコフスキー|
ソ連中佐|中佐|ブイコフスキー・ソ連中佐|人工|
人工衛星|衛星|無線|無線連絡|連絡|アベック|ア
ベック飛行|宇宙観測|観測|医学|医学的|医学的
研究|研究|生理|生理的|生理的研究|宇宙開発|
宇宙開発競争|開発|開発競争|競争|人間衛星船
|宇宙計画|宇宙政策|宇宙レース

政倫審,小沢,招致,自民,議決,議決拒否,拒否,
首相,起訴時,離党,離党勧告,勧告内閣,会談,民
主党,小沢一郎,一郎,元代表,代表,国会,国会招
致,自民党,衆院,衆院政治,衆院政治倫理,衆院
政治倫理審査会,政治,政治倫理,政治倫理審
査会,倫理,倫理審査会,審査会,方針,菅首相,民
主党代表,政倫審出席,出席,要請,予定,自身,資
金,資金管理,資金管理団体,管理,管理団体,団
体,陸山会,政治資金,政治資金規正,政治資金
規正法,政治資金規正法違反,政治資金規正法
違反事件,資金規正,資金規正法,資金規正法
違反,規正,規正法,規正法違反法,違反,事件,強
制,強制起訴,起訴,視野,対応,意向,石原,石原
幹事長,幹事長,ＮＨＫ,番組,政倫審招致,アリバ
イ,アリバイ工作,工作,片棒,表明,ナンセンス,首
相公邸,公邸,輿石,輿石東,輿石東参院議員,輿
石東参院議員会長,東,東参院議員,東参院議
員会長,参院議員,参院議員会長,会長,仙谷,仙
谷官房長官,官房長官,協議,自由民主党,政党,
宰相,総理大臣,内閣総理大臣,脱党,衆議院,政
局,政情,政治モラル,政治道徳,モラル,道徳,規
制,法令,公訴,放送会社,日本放送協会,放送,参
議院議員,国会議員,内閣官房長官, 枝野幸男,
政治とカネ,小沢切り
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①冒頭４００字から自動抽出した言葉（青字）①紙面を読んで手入力した言葉

キーワード検索の対象
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全文検索とキーワード検索 
「平成」「The Ｊａｐａｎ Ｎｅｗｓ」 

 
「平成」「The Ｊａｐａｎ Ｎｅｗｓ」ではそれぞれ、全文検索とキーワード検索の両方ができます。

うまく使い分けると目的の記事を効率よく検索することができます。 
 
★全文検索では、検索の対象はテキスト（見出し・文章）です。 
★キーワード検索では、検索の対象は記事ごとに登録されているキーワード（検索語）です。 

 
❶「平成」 

見出しと記事本文のデジタル文字データがありますので、これらを対象とした全文検索ができま

す。また、各記事には平均８０～１００語のキーワードが登録されています。キーワードには見出しと

記事の冒頭から４００字以内に出てくる言葉が登録されるほか、同義語・類義語・略語、ひらがな・

カタカナの読みなども登録されています。 
＊初期設定は全文検索にチェックが入っています。 
 

★全文検索★ 
全文検索は、見出しと記事全体を対象にして、入力した文字の並びと一致するものを探してきま

す。見出しと記事全体から探してくるのでヒット数は多くなりますが、調べたい言葉の前後の文字

列によっては全く関係のない記事がヒットしてしまうことがあります。 
例）「京都」で検索→「東京都」の「京都」でヒットしてしまう 

 
★全文検索が向いているケース 

①調べたい言葉を持つすべての記事を網羅的に調べたいとき 

キーワード検索のキーワードは見出しと記事の冒頭から 400 字以内に出てくる言葉しか登録されてい

ません。 

②検索語入力窓に打ち込んだ言葉の表記どおりのものだけを検索したいとき 

キーワード検索では「アメリカ」で検索すると、同義語・略語（米国、米、ＵＳＡ）を持つ記事もヒットして

しまいます。 

③慣用句のような長い言葉や「てにをは」などを含む言葉を検索したいとき 

例）「早起きは三文の徳」 

キーワードは主に名詞単位の言葉だけ（早起き、三文、徳）が登録されています。 

④手元にある新聞の切り抜き記事をデータベース上で検索したいとき 

見出しあるいは記事中の任意の個所を検索語入力窓に 1、2 行入力すれば、当該記事だけがヒットし

ます。  

 ＊主見出しと副見出しなどの間はスペースを入れて検索してください。  

 例）カダフィ邸で交戦 反体制派、国営テレビ占拠 リビア 
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⑤見出しから検索したいとき 

特に連載記事を検索したいときに便利です。 

例）連載のタイトルを半角[ ]で囲んで検索すると全回の記事がヒットします。 

[昭和時代] [顔]  [四季] [時代の証言者]  

 
★キーワード検索★ 

キーワード検索では、記事ごとに登録されているキーワード（1 本の記事につき約 80～100 語）

と検索語入力窓に打ち込んだ言葉が完全一致したときにヒットします。 キーワードは、見出しと記

事の冒頭 400 字以内から有効なキーワードとなる、主に名詞が自動的に切り出されて登録されま

す。記事はリードの部分に重要な情報（いわゆる５Ｗ１Ｈ）がほぼ網羅されているので、調べたい主

題に関連するキーワードだけが登録されることになります。 
 
★キーワード検索が向いているケース 

①調べたい言葉がその記事の主題になっているようなとき 

一般にキーワード検索では絶対的なヒット数は全文検索より少なくなりますが、そのかわり、主題と外

れた余分な記事を拾いません。 

②全文検索で関係のない記事がヒットしてしまうのを避けたいとき 

例）全文検索で日本と北朝鮮との関係の記事を「日朝」で検索すると 

→「○日朝、東京都△△で」の中の「日朝」の部分でヒットしてしまいます。キーワード検索で「日朝」で

検索すれば日朝関係の記事だけを探してきます。 

③「火事」「交通事故」など、検索する上で最も必要な言葉でありながら、実際の記事本文中には出て

こないことが多い言葉を検索するとき 

例）「1 日午後、○○市、農業△△さん（７４）方から出火、木造平屋建て住宅と、隣接する土蔵 2 棟の

計 3 棟 340 平方メートルを全焼した」という記事には、「火事」という言葉が出てきません。従って全文検

索では「火事」で検索してもヒットしませんが、キーワード検索なら「火事」がキーワードとして登録されて

いるのでヒットします。 

④多くの同義語・類義語・略語などを持つ言葉を検索するとき 

例）衆院選、衆院選挙、衆議院議員選挙、衆議院選挙、衆院議員選挙、衆院議員選  

すべてキーワードとして登録されているので、このうちのどの言葉で検索してもヒットします。 

⑤漢字がわからない言葉を読みから検索したいとき 

例）「ふてんま」「フテンマ」で検索→「普天間」の記事がヒット 

キーワードには漢字の読みがひらがな、カタカナともに登録されています。 



 3

 
❷「The Ｊａｐａｎ Ｎｅｗｓ」 

見出しと記事本文のデジタル文字データがありますので、これらを対象にした全文検索ができま

す。また英字の検索では全文検索、キーワード検索ともに大文字、小文字の区別をする必要はあり

ません。 
 ＊初期設定では全文検索にチェックが入っています。 
 
★全文検索★ 

見出しと記事本文全体を対象にして、検索語入力窓に打ち込んだ文字の並びと一致するものを

探してきます。２語以上でひとまとまりのある言葉を検索するときはフレーズ検索をしてください。 

 
★全文検索が向いているケース 

2 語以上から成る言葉や、イディオム、フルネームの人名などを検索したいとき 

例）" social democratic party" " a lot of "  " john lennon" 
＊ 前後を半角ダブルコーテーションで囲むフレーズ検索をしてください。囲まないと各語のＡＮＤ検

索になってしまいます。 

   
★キーワード検索★ 

見出しと記事本文全体からキーワードが単語単位で登録されています。ただし冠詞や前置詞な

ど出現度は高くても有効なキーワードとならないものは登録されていません。キーワード検索では

フレーズ検索はできません。 
 
動詞の活用形が記事中にあれば原形も登録されています。 
 例）studied studies studying（記事中） → study もキーワードとして登録 
 
名詞の複数形が記事中にあれば単数形も登録されています。 
 例）eggs（記事中） → egg もキーワードとして登録 
 
副詞が記事中にあれば形容詞も登録されています。 
 例）generally（記事中） → general もキーワードとして登録 
 
★キーワード検索が向いているケース 

①単語単位、とりわけ短いスペルの単語を検索するとき 

例）全文検索で cat を検索 → eradication location complicated など単語内の一部分でヒットし

てしまいます。 キーワード検索では単語単位で検索するので、猫の cat だけがヒットします。 

②動詞原形、名詞単数形で検索したいとき 

記事本文中では活用形、複数形で使われている記事もヒットします。 
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「平成」キーワードの登録のされ方の例 
「平成」では１本の記事ごとに 80～100 語のキーワードが登録されています。キーワード
は冒頭から 400 字までの記事本文から主に名詞が切り出されて登録されます。以下、キー
ワードがどのように登録されるのかについての例を示します。 

 
緑の下線は冒頭から 400字までの部分 
青、赤、ピンクの色がついている言葉がキーワードとして登録されている 
①青字＝自動切り出しで登録されたキーワード 
②赤字＝ヨミダス用語辞書に同義語・類義語をもつキーワード 
③ピンク＝手動切り出しで追加されたキーワード 
 
①見出し 
政倫審 小沢氏招致 自民が議決/拒否 首相 起訴時、離党/勧告も 
 
②記事本文 
◆首相・小沢氏きょう会談  
 民主党の小沢一郎/元代表の国会招致を巡り、自民党は１９日、衆院/政治/倫理/審査会（政
倫審）で小沢氏の招致を議決することを拒否する方針を明らかにした。この問題では、菅

首相（民主党代表）が２０日に小沢氏と会談し、政倫審/出席を要請する予定だ。一方、首
相は、小沢氏が自身の資金/管理/団体「陸山会」の政治資金規正法/違反/事件で強制/起訴さ
れた時点で、小沢氏に離党/勧告を行うことも視野に、厳しい対応をとる意向を固めた。〈関
連記事２面〉 
 自民党の石原/幹事長は１９日のＮＨＫの番組で、小沢氏の政倫審/招致を議決することに
ついて、「アリバイ/工作の片棒を担ぐつもりはない」と拒否する考えを表明した。「小沢氏
が出席しないと言った以上、議決するのはナンセンス」とも強調した。 
 首相は２０日の小沢氏との会談を前に、１９日夜に首相/公邸で民主党の輿石/東/参院議員
/会長と会談、仙谷/官房長官とも協議を行った。岡田幹事長ら執行部は、小沢氏が政倫審出
席に応じなければ招致議決に向けた手続きに入る構えだが、自民党の拒否で議決そのもの

が実現しない可能性もある。 
      ◇ 

 民主党の枝野幸男幹事長代理は１９日のＮＨＫの番組で「代表や岡田幹事長はいろいろ

考えているかもしれない」と離党勧告に含みを残した。首相らが強い姿勢で臨むのは、１

月召集の通常国会で野党が追及を強めることが確実だからだ。小沢氏は１月にも強制起訴

される見通しで、民主党としても「政治とカネ」の問題への姿勢を示し、「小沢切り」で政

権浮揚を図る狙いもあるとみられる。ただ、処分に踏み切れば小沢氏支持勢力の反発で、

党内の混乱が深まるのは必至だ。 
 民主党の倫理規則は、政治資金規正法違反や党の重要決定への違背があれば、党常任幹

事会の判断で処分するとしている。首相は政倫審への出席拒否と強制起訴を理由に処分は

可能と見る一方、「小沢氏の離党に同調する議員は少ない」と読んでいるようだ。 
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登録されたキーワード 

 
①見出しから切り出され登録されたキーワード＝12語 
見出し＝「政倫審 小沢氏招致 自民が議決拒否 首相 起訴時、離党勧告も」 
政倫審,小沢,招致,自民,議決,議決拒否,拒否,首相,起訴時,離党,離党勧告,勧告, 
 
②本文中（冒頭から 400字まで）から自動で切り出されて登録されたキーワード＝83語 
内閣,会談,民主党,小沢一郎,一郎,元代表,代表,国会,国会招致,自民党, 
衆院,衆院政治,衆院政治倫理,衆院政治倫理審査会,政治,政治倫理,政治倫理審査会,倫理, 
倫理審査会,審査会, 
方針,菅首相,民主党代表,政倫審出席,出席,要請,予定,自身, 
資金,資金管理,資金管理団体,管理,管理団体,団体,陸山会, 
政治資金,政治資金規正,政治資金規正法,政治資金規正法違反,政治資金規正法違反事件, 
資金規正,資金規正法,資金規正法違反,規正,規正法,規正法違反法,違反,事件, 
強制,強制起訴,起訴,視野,対応,意向,石原,石原幹事長,幹事長,ＮＨＫ,番組, 
政倫審招致,アリバイ,アリバイ工作,工作,片棒,表明,ナンセンス,首相公邸,公邸, 
輿石,輿石東,輿石東参院議員,輿石東参院議員会長,東,東参院議員,東参院議員会長,参院議員, 
参院議員会長,会長, 
仙谷,仙谷官房長官,官房長官,協議 
 
③ヨミダス用語辞書の展開で付加されたキーワード＝22語 
自民党 → 自由民主党,政党 
首相 → 宰相,総理大臣,内閣総理大臣 
離党 → 脱党 
衆院 → 衆議院 
政治 → 政局,政情 
政治倫理 → 政治モラル,政治道徳,モラル,道徳 
政治資金規正法 → 規制,法令 
起訴 → 公訴 
ＮＨＫ → 放送会社,日本放送協会,放送 
参院議員 → 参議院議員,国会議員, 
官房長官 → 内閣官房長官, 
 
④手動で切り出されて追加登録されたキーワード＝3語 
枝野幸男,政治とカネ,小沢切り, 
 
⑤各キーワードのひらがな、カタカナ読みも登録される 
例：枝野幸男,えだのゆきお,エダノユキオ 
 


