
<OpinionTOPICS> 

<TOPIC> 

<NUM>004</NUM> 

<TITLE>米国防長官，ウィリアム・セバスチャン・コーエン，北京</TITLE> 

<DESC>ウィリアム・S・コーエン米国防長官の 2000 年 6 月の北京訪問に関する記事を探

したい。</DESC> 

<NARR> 

<BACK>ウィリアム・S・コーエン米国防長官が 2000 年 6 月に北京を訪問した。コーエン

の任務は，米国による本土ミサイル防衛（NMD）・戦域ミサイル防衛（TMD）システムの

開発について中国政府と戦略的対話を行うことと，両岸関係に関する懸念を表明すること

であった。この訪問は，1999 年 5 月のユーゴスラビアの在ベオグラード中国大使館誤爆後

の米中関係の正常化を象徴した。また，米中軍事関係においても正常化が徐々に進み，透

明性が高まったことを反映していた。</BACK> 

<REL>ウィリアム・S・コーエン米国防長官の訪問および中国指導部との会談内容に関する

記事を適合とする。コーエン訪問の政治的，軍事的，外交的意味に関する分析や考察は部

分的に適合とする。コーエンの訪問日程のみに関する記事は不適合とする。この訪問以外

での，両岸関係についてのコーエンの意見に関する記事も不適合とする。</REL> 

</NARR> 

<CONC>米国防長官，ウィリアム・S・コーエン，北京訪問，戦域ミサイル防衛（TMD），

本土ミサイル防衛（NMD），両岸関係，台湾問題，米中関係，軍事的透明性，1999 年在ベ

オグラード中国大使館爆撃事件，ユーゴスラビア</CONC> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>005</NUM> 

<TITLE>沖縄 G8 サミット</TITLE> 

<DESC>2000 年の沖縄 G8 サミットに関する記事を探したい。</DESC> 

<NARR> 

<BACK>沖縄 G8 サミットは沖縄県名護市で開催され，中国は招かれなかった。参加国は，

地域の平和問題に関する声明と，発展途上国に対するバランスと容認など，WTO が注意を

払うべき問題を中心に共同宣言を発表する予定であった。G8 もまた，発展途上国への政府

開発援助（ODA）の適用と管理について話し合う予定であった。</BACK> 

<REL>2000 年 G8 サミットが世界的な政治・経済状況に与える影響に関する考察や分析を

適合とする。2000 年 G8 サミット期間中の，地域平和，WTO，ODA に関する宣言や議論

に関する記述も適合とする。2000 年 G8 サミット関連のその他の問題に関する記事も部分

的に適合とする。内容についての考察がなく，2000 年 G8 サミットの進行状況や参加者の



出張準備のみに関する記事は不適合とする。</REL> 

</NARR> 

<CONC>先進 8 カ国，G8 サミット，政府開発援助，ODA，沖縄サミット，地域の平和問

題，世界貿易機関，WTO</CONC> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>006</NUM> 

<TITLE>ウェン・ホー・リー，機密情報，国家安全保障</TITLE> 

<DESC>米国のロスアラモス国立研究所から核兵器機密情報窃盗容疑をかけられた，中国

系米国人科学者ウェン・ホー・リーについての記事を探したい。</DESC> 

<NARR> 

<BACK>中国系米国人科学者ウェン・ホー・リーは，米国の核兵器に関する機密情報を盗

んだとして告発された。2000 年 9 月 13 日，リーは，核兵器に関する機密ファイルをダウ

ンロードしたという 1 件の重罪について有罪を認め，連邦検察と司法取引を行った。それ

と引き換えに，連邦検察は，その他の 58 件の罪状免除に同意した。その後，裁判官はリー

に 278 日の刑を言い渡した。24 日，ニューメキシコ州のアルバカーキ連邦地裁は保釈金 100

万ドルで彼の釈放を認めた。</BACK> 

<REL>ウェン・ホー・リー事件のニュースと捜査に関する記事を適合とする。人種差別や

国家安全保障など，ウェン・ホー・リー事件に付随する問題についての考察は，部分的に

適合とする。ウェン・ホー・リーへの支援に関する記述は不適合とする。</REL> 

</NARR> 

<CONC>ウェン・ホー・リー，ウェン・ホー・リー事件，コックス・レポート，ロスアラ

モス国立研究所，核弾頭，核機密の取り扱いミス，国家安全保障，人種差別，アムネステ

ィ・インターナショナル</CONC> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>007</NUM> 

<TITLE>イチロー，新人王，大リーグ</TITLE> 

<DESC>日本リーグから移籍したイチローの大リーグでの初年度に関する記事を探したい。

</DESC> 

<NARR> 

<BACK>日本プロ野球のスター選手，イチローは，大リーグ・シアトル・マリナーズへの

移籍後，目覚ましい成績を収め，首位打者や新人王など，多数のタイトルや賞を獲得した。

</BACK> 



<REL>大リーグでのイチローの記録と賞に関する記事を適合とする。前述の事項について

の本人以外の意見と反応に関する記述は部分的に適合とする。マリナーズの通常の試合や

プレーオフのみに関しての記事は不適合とする。</REL> 

</NARR>  

<CONC>イチロー・スズキ，首位打者獲得，新人王，最優秀選手，MVP，ゴールドグラブ

賞，国民栄誉賞，ファンタジー・ベースボール用の評価，盗塁王獲得，シアトル・マリナ

ーズ，オリックス・ブルーウェーブ</CONC> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>008</NUM> 

<TITLE>ジェニファー・カプリアティ，テニス</TITLE> 

<DESC>カムバック後いくつかの主要大会で優勝し，一時は WTA 世界ランキング第 1 位と

なった，米国人女子テニス選手ジェニファー・カプリアティに関する記事を探したい。

</DESC> 

<NARR> 

<BACK>女子テニス選手のジェニファー・カプリアティは，最年尐のスター選手だったが，

個人的な問題からツアーを引退した。彼女は 2001 年に復帰し，全豪オープンと全仏オープ

ンで優勝。その結果，マルチナ・ヒンギスから WTA 世界ランキング第 1 位を奪った。

</BACK> 

<REL>ウィンブルドン，全仏オープン，全豪オープン，全米オープンの 4 大トーナメント

のいずれかにおけるカプリアティの勝利と記録に関する記事を適合とする。前述の事項に

ついての本人以外の意見や反応は部分的に適合とする。個人的な回想や復帰に関する特別

記事を含め，カプリアティのテニスのキャリアに関する記事も部分的に適合とする。カプ

リアティが出場した試合内容にしか言及していないものは不適合とする。</REL> 

</NARR>  

<CONC>ジェニファー・カプリアティ，全豪オープン，全仏オープン，女子テニス協会，

世界一</CONC> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>009</NUM> 

<TITLE>EP-3 偵察機，F-8 戦闘機，飛行機衝突</TITLE> 

<DESC>海南島上空における米軍EP-3偵察機と中国軍F-8戦闘機の空中衝突に関する記事

を探したい。</DESC> 

<NARR> 



<BACK>海南島付近で通常の偵察飛行を行っていた米海軍 EP-3 偵察機が，中華人民共和国

の F-8 戦闘機に迎撃され，衝突された。衝突による損傷により，EP-3 は最も近かった海南

島の飛行場に緊急着陸し，F-8 戦闘機は海に墜落した。この事故を受けて，中国は米国に謝

罪を求め，米国は中国に偵察機の返還と乗員の帰還を求めた。これにより，しばらくの間，

米中関係に膠着状態が生じた。</BACK> 

<REL>乗員の発言など，2 機の軍用機衝突の説明に言及しているものを適合とする。この

事故と両国のその後の行動についての世界各地の意見や反応に関する記事は部分的に適合

とする。EP-3 偵察機または F-8 戦闘機の任務や乗員についてのみ言及しているものは不適

合とする。</REL> 

</NARR> 

<CONC>EP-3 偵察機，偵察機，F-8 戦闘機，衝突，軍用機，コリン・パウエル，江沢民，

ブッシュ大統領</CONC> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>010</NUM> 

<TITLE>歴史教科書論争，第二次世界大戦</TITLE> 

<DESC>日本の文部科学省が認可した，異論の多い第二次世界大戦に関する歴史教科書に

ついての記事を探したい。</DESC> 

<NARR> 

<BACK>日本の文部科学省は，異論の多い高校歴史教科書を認可した。その教科書は，南

京大虐殺のような第二次世界大戦中の日本による残虐行為，数百万人のアジア女性を「従

軍慰安婦」として利用したこと，そして戦争前の併合と植民地化の歴史をごまかしている

と言われている。他のアジア諸国はそれを非難し，教科書の修正を日本に要求した。

</BACK> 

<REL>日本の文部科学省が歴史教科書を認可したことやその教科書の内容に関する記事を

適合とする。この問題に対する世界各地の意見や反応に関する記事は部分的に適合とする。

「従軍慰安婦」被害者や南京大虐殺，他の戦争と植民地化に関する内容は不適合とする。

日本政府と国民の意見と反応に関する記事も不適合とする。</REL> 

</NARR> 

<CONC>文部科学省，日本，小泉純一郎，教科書，従軍慰安婦，性的奴隷制，南京大虐殺，

併合，植民地化，抗議，右翼団体，李登輝</CONC> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>011</NUM> 



<TITLE>たばこ会社，告訴，賠償金</TITLE> 

<DESC>たばこ会社に対する告訴および法廷が決定した賠償に関する記事を探したい。

</DESC> 

<NARR> 

<BACK>米たばこ大手，フィリップ・モリスは，56 歳のがん患者に対し 30 億ドルの賠償

金支払い命令を受けた。これは，たばこ関連訴訟において個人に対する賠償額として最高

額であった。外国でも同様の訴訟があった。</BACK> 

<REL>たばこ会社に反対する内容と告訴，たばこ会社に命じられた賠償に関する記事を適

合とする。たばこの害に関する記事は部分的に適合とする。株価業績関連などのたばこ会

社に関する記事は不適合とする。</REL>  

</NARR> 

<CONC>たばこ，たばこ会社，賠償，たばこの害</CONC> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC>  

<NUM>012</NUM> 

<TITLE>タイガー・ウッズ，スポーツ界のスター</TITLE>  

<DESC>タイガー・ウッズをスポーツ界のスターと認めているスポーツ・メディアやスポ

ーツ関連企業に関する文書を探したい。</DESC>  

<NARR> 

<BACK>タイガー・ウッズ（25 歳）は，PGA ツアーにフル・シーズン出場の 4 年間に 3

度目となるアスリート・オブ・ジ・イヤーに投票で選ばれた。スポーツマンのゴルフに対

する見方が変化したことが，彼が票を獲得した理由であった。</BACK>  

<REL>タイガー・ウッズを記録や技術，マーケティングへの貢献に基づいてスポーツ界の

スターと認めている，スポーツ雑誌や企業に関する文書を適合とする。タイガー・ウッズ

の日常生活やゴルフ以外の有名人のニュースに関する文書は不適合とする。</REL> 

</NARR> 

<CONC>タイガー・ウッズ，ゴルフ，ゴルフの天才，PGA</CONC>  

</TOPIC>  

 

<TOPIC> 

<NUM>014</NUM> 

<TITLE>専門家, 意見, 国際通貨基金（IMF）, アジア諸国</TITLE> 

<DESC>国際通貨基金（IMF）のアジア諸国に関する政策についての専門家の批判的意見

を探したい</DESC> 

<NARR> 



<BACK>国際通貨基金（IMF）は, アジア諸国とロシアの外国為替に関連した経済危機に対

処するための多くの施策を提示した。この施策に関してはさまざまな意見がある。</BACK> 

<REL>国際通貨基金（IMF）のアジア諸国に対する措置についての専門家の批判的意見と

批判を適合とする。IMF による自己批判も適合とする。当事国の政府高官の批判的意見は

部分的に適合とする。IMF の政策または IMF と関係国の交渉について述べているだけの記

事は不適合とする。</REL> 

</NARR> 

<CONC>国際通貨基金, IMF, 為替危機, 経済危機, アジア, 影響</CONC> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>015</NUM> 

<TITLE>ティーンエージャー, 社会問題</TITLE> 

<DESC>ティーンエージャーの社会問題を扱っている記事を探したい</DESC> 

<NARR> 

<BACK>多くの社会側面で物質主義が現れるなか, 若いティーンエージャーに関係する多

くの事件が大きな社会問題になりつつある。</BACK> 

<REL>ティーンエージャー（11 歳から 19 歳）に関係する具体的な事件または社会問題を

扱い, 事件（問題）の概要または背景情報とそのティーンエージャーに関する情報を取り上

げている記事を適合とする。青尐年の問題に対する一般的な批判を扱っているだけの記事

は不適合とする。ティーンエージャーについて述べてはいるが中心的な論点となっていな

い事件または社会問題は部分的に適合とする。</REL> 

</NARR> 

<CONC>ティーンエージャーの社会問題, 青尐年問題, 青尐年, ティーンエージャー, 人身

売買, 家出, 強盗, 自殺, 性的虐待</CONC> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>016</NUM> 

<TITLE>離婚, 家族の不和, 批判</TITLE> 

<DESC>離婚, 別居など, 家族の不和に関する批判について述べている記事を探したい

</DESC> 

<NARR> 

<BACK>核家族を形成して個人の自由を最大化するという社会傾向の結果として, 離婚と

別居が大幅に増加している。</BACK> 

<REL>離婚（別居）の統計, 離婚（別居）の原因, 離婚（別居）家庭の子供の問題といった



社会問題などについて述べている離婚と別居に関する記事を適合とする。誰かの離婚, 別居

または再婚を報じているだけの記事は適合しない。</REL> 

</NARR> 

<CONC>離婚, 別居, 離婚統計, 離婚原因, 子供の問題, 家族の不和, 暴力, 不倫</CONC> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>017</NUM> 

<TITLE>中国, 反応, 台湾, 外交関係</TITLE> 

<DESC>台湾の諸外国との外交関係樹立に対する中国の反応を取り上げている記事を探し

たい</DESC> 

<NARR> 

<BACK>台湾は, 既存の関係を拡大させているだけでなく, 北朝鮮やマケドニアなどの外

国との関係を樹立させるために努力している。中国は否定的な反応を示している。</BACK> 

<REL>台湾による外国との外交関係の樹立と強化のための試みに対する中国の反応を報じ

ている記事を適合とする。台湾による外交関係強化の試みに関連する国際会議や国際機関

に関する中国の行動を解説している記事も適合とする。</REL> 

</NARR> 

<CONC>台湾, マケドニア, 友好, 中国, 反応, 報復</CONC> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>018</NUM> 

<TITLE>中国, 駐留, 兵器, 台湾</TITLE> 

<DESC>ミサイル配備などの中国の台湾に対する軍事行動を取り上げている記事を探した

い</DESC> 

<NARR> 

<BACK>台湾への警戒を続けるため, 中国は, ミサイル配備など, 台湾に対して軍事行動を

取っている。</BACK> 

<REL>台湾付近へのミサイル配備や新兵器の開発など, 中国の台湾に対する軍事行動を取

り上げている記事を適合とする。中国が軍事行動を取っているという事実を示す台湾政府

の談話や反応などを含む記事は, その事実を直接取り上げていなくても, 適合とする。台湾

に対する軍事行動ではない, 中国の通常の軍事演習と配備変更は不適合とする。</REL> 

</NARR> 

<CONC>中国, 台湾, 兵器の配備, 軍隊の配備, ミサイル配備</CONC> 

</TOPIC> 



 

<TOPIC> 

<NUM>019</NUM> 

<TITLE>動物クローン技術</TITLE> 

<DESC>さまざまな国の動物クローン技術を紹介している記事を探したい</DESC> 

<NARR> 

<BACK>1996 年 7 月 5 日のイギリス・ロスリン研究所でのクローン羊ドリーの誕生は, 遺

伝学において新たな世界を切り開くものと評価されている。ドリーは, 受精卵を分割して一

卵性の双子を生み出すという従来の方法とは, まったく異なる方法で造り出された。この新

しい方法は, 6 才のメスの羊の体細胞を取り出し, 核を移植することが必要だった。その結

果, 同じ方法を用いた動物のクローン作製が, 多くの国々で行われている。</BACK> 

<REL>クローン技術, クローン動物, 研究機関もしくは研究者を含む, さまざまな国の動

物クローン技術の現状に関する記事を適合とする。ヒトのクローン作製に関連する胚実験

の内容またはヒトのクローン作製への批判を含む記事は部分的に適合とする。動物クロー

ン作製の関連書籍の紹介記事は不適合とする。違法な複製ソフトウェアに関する内容は不

適合とする。</REL> 

</NARR> 

<CONC>動物クローン作製, ヒト・クローン作製, クローン技術, DNA, 遺伝子, クローン

羊, ドリー, 遺伝学, 生物工学</CONC> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>020</NUM> 

<TITLE>セクハラ, 訴訟</TITLE> 

<DESC>セクハラによる訴訟の事例があったら知りたい</DESC> 

<NARR> 

<BACK>クリントン大統領と元実習生との疑惑に始まり, セクハラによる訴訟が多発して

いる。日本でも横山ノック元大阪府知事による運動員に対するセクハラが問題になり, 横山

氏は 1000 万円の賠償金を支払うことになった。</BACK> 

<REL>セクハラが原因で裁判となった事例についての記事であれば, 要求を満たす。セク

ハラ裁判についての解説記事であれば, 部分的に要求を満たす。セクハラについてだけの記

事は適合しない。</REL> 

</NARR> 

<CONC>セクハラ, アカハラ, セクシャルハラスメント, 訴訟, 裁判, クリントン大統領, 

モニカ・ルインスキー, 横山ノック</CONC> 

</TOPIC> 



 

<TOPIC> 

<NUM>021</NUM> 

<TITLE>オリンピック, わいろ, 疑惑</TITLE> 

<DESC>オリンピック開催地の選定に絡む, 国際オリンピック委員へのわいろ疑惑につい

ての記事を検索する</DESC> 

<NARR> 

<BACK>国際オリンピック委員会（IOC）委員が, 長野やソルトレークシティー冬季五輪の

開催地選定をめぐり, わいろを受け取っていた, という疑惑が浮上し, サマランチ会長が事

態究明のための委員会を設置した。</BACK> 

<REL>オリンピック開催地選定をめぐる金銭供与疑惑に関する記事は適合, 特定の疑惑内

容について, 詳しい情報が含まれない場合は部分的に適合する。五輪代表選考などにおける, 

IOC 委員以外の汚職疑惑記事は不適合とする。</REL> 

</NARR> 

<CONC>オリンピック, 五輪, 国際オリンピック委員会（IOC）, IOC 委員, サマランチ会

長, 招致, わいろ, 買収, 疑惑</CONC> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>022</NUM> 

<TITLE>北朝鮮, テポドン, アジア, 対応</TITLE> 

<DESC>北朝鮮のテポドン発射に対するアジア各国の対応について検索する</DESC> 

<NARR> 

<BACK>98 年 8 月, 北朝鮮が日本を飛び越すようにテポドン１号を発射した。弾頭は三陸

沖に着弾し, 日本に大きな衝撃を与えた。事前に北朝鮮側に発射の兆候がありながら, 日本

政府は抑止策がとれず, 発表も後手に回った。</BACK> 

<REL>北朝鮮のテポドン発射に対するアジア各国の対応・反応についての記事は適合, 北

朝鮮側の発表や, 関係各国以外がこの件の影響を論じたコメントは部分的に適合する。米朝

関係やテポドン発射事件が言及されているだけの記事は不適合とする。</REL> 

<TERM>テポドンとは, 朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）が開発中の中距離弾道ミサイ

ルである。射程は 1700?2200 キロといわれる。名前は, 米国の偵察衛星が最初に撮影した

場所の地名「大浦洞（テポドン）」に由来する。</TERM> 

</NARR> 

<CONC>朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）, テポドン, 弾道ミサイル, 三陸沖, 制裁措置, 

小渕恵三首相, 金正日, キム・ジョンイル</CONC> 

</TOPIC> 



 

<TOPIC> 

<NUM>023</NUM> 

<TITLE>WTO への加入</TITLE> 

<DESC> 

台湾が WTO に加入した後、産業界が直面するだろうと思われる問題を探す。 

</DESC> 

<NARR> 

台湾が WTO に参加するまでには 10 年を要した。行政院経済建設委員会、中華経済研究院、

台湾経済研究院は、WTO 加入の利益について評価を行なった。その評価内容、利益と不利

益、農業や産業やビジネスにおける効果、などを含んでいる文書を適合とする。その文書

が、米国やその他の国の意見、コメント、態度、あるいは、政治的外交的問題についてし

か述べていない場合には、不適合とする。 

</NARR> 

<CONC> 

台湾, WTO, 農業, 産業, 利益, 経済, 世界貿易機関 

</CONC> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>024</NUM> 

<TITLE>中華航空機墜落</TITLE> 

<DESC> 

桃園国際空港で着陸中の中華航空機が墜落した事故についての文書を検索する。 

</DESC> 

<NARR> 

1998 年 2 月 16 日に起こった、中華航空 C1676 便の墜落事故は、台湾史上最悪の航空機事

故であった。この事故は、国際的にも注目を集めた。死亡者数、事故原因、責任の所在、

中華航空による賠償、などを含んでいる文書を適合とする。事故そのものが主であり、犠

牲者の紹介などは不適合とする。 

</NARR> 

<CONC> 

中華航空, 航空機の墜落, ブラックボックス, 賠償, 死亡者数、ジェット機の墜落 

</CONC> 

</TOPIC> 

 



<TOPIC> 

<NUM>027</NUM> 

<TITLE>金大中大統領の対アジア政策</TITLE> 

<DESC> 

金大中大統領の対アジア政策に関する記事を読みたい。 

</DESC> 

<NARR> 

1998 年 2 月 25 日、韓国では、97 年末の大統領選で選出された金大中氏が、大統領に就任

し、金大中政権が正式に発足した。金大統領は新政権を「国民の政府」と位置付け、深刻

な経済危機の克服に向け国民の結集を訴える一方、財閥改革などの構造調整に着手した。

金大中大統領の対アジア政策に関して述べている記事がほしい。アジアに対してではない、

金大統領の外国に対する姿勢や方針などを述べている記事は、部分的に要求を満たす。 

</NARR> 

<CONC> 

金大中, 大統領, 国民の政府, 対アジア政策, 経済危機, 経済改革, 中国, 台湾, 日本 

</CONC> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>028</NUM> 

<TITLE>クリントンのスキャンダル</TITLE> 

<DESC> 

クリントンのスキャンダルに対するアジアでの反応はどのようなものであったか。 

</DESC> 

<NARR> 

クリントンのスキャンダルに対する、アジアで示された特定の意見を述べている文書、あ

るいは、アジアで、そのスキャンダルの起こり得る影響やその後の米国議会の聴聞会につ

いて論じている文書を適合とする。これらの出来事についての情報をただ述べているだけ

の文書は、適合ではない。 

</NARR> 

<CONC> 

合衆国大統領, ビル・クリントン, セックス・スキャンダル, アジア, 意見 

</CONC> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 



<NUM>029</NUM> 

<TITLE>戦争犯罪訴訟</TITLE> 

<DESC> 

第二次世界大戦中に日本が犯した戦争犯罪から生じた、日本における訴訟についての情報

がほしい。 

</DESC> 

<NARR> 

第二次世界大戦中に日本が犯した戦争犯罪から生じた、特定の民事訴訟の進捗状況あるい

は結果について述べている文書を適合とする。適合文書には、新しい訴訟、判決、あるい

は裁判についての公的なコメントなども含む。戦争犯罪の法廷についての情報は適合では

ない。 

</NARR> 

<CONC> 

第二次世界大戦, 民事訴訟, 日本による戦争犯罪, 判決 

</CONC> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>030</NUM> 

<TITLE>原子力に対する抗議</TITLE> 

<DESC> 

原子力に対する抗議についての情報がほしい。 

</DESC> 

<NARR> 

請願、抗議、あるいはデモのような、原子力問題に対する特定の否定的な一般社会の反応

について述べている文書を適合とする。原子力問題には、発電、原子力発電所の建設、お

よび核廃棄物の輸入や輸出などが含まれる。核兵器の開発、あるいは核実験に関する文書

は適合ではない。 

</NARR> 

<CONC> 

原子力, 原子力に対する抗議, 原子力発電所, 核廃棄物 

</CONC> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>031</NUM> 



<TITLE>大学入試政策</TITLE> 

<DESC>  

大学入試政策（制度）、および、親、学生、教員の意見について述べている文書を適合とす

る。 

</DESC> 

<NARR> 

大学入試政策は、大学に入りたい学生とその親にとっては関心が高い。政府あるいは大学

が大学入学について定めた政策あるいは制度の全体的な記述や、政策あるいは制度に関す

る特定の問題に関する議論を含んでいる文書を適合とする。政策や制度に関する特定の議

論には、親、学生、高校あるいは個人の機関からのアドバイザーのような、利害関係者の

意見を含む。全体としての社会からの意見のみ、あるいは、特定の利害関係者からの意見

に関する文書は適合ではない。 

</NARR> 

<CONC> 

大学入試政策, 大学入試制度, 親, 高校生, 教師 

</CONC> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>032</NUM> 

<TITLE>青年のためのカウンセリング</TITLE> 

<DESC> 

青年の悩みに対するカウンセリングをおこなう機関の名称や、カウンセリングのサービス

を受けるための案内を含んだ文書にはどのようなものがあるのか。 

</DESC> 

<NARR> 

適合文書は、青年のためのカウンセリング機関の名称や、青年の悩みの詳細、電話番号や

地図、営業時間などの青年がカウンセリングサービスを受けるための方法が述べられたも

のである。適合文書中での青年の悩みについての説明は一般的なものでよい。もしその文

書が、その名称なしに機関へのアクセス方法についての詳細な案内を与えている場合や、

特定のアクセスポイントなしに機関名を含んでいる場合には、それは部分的に適合してい

る。 

</NARR> 

<CONC> 

青年, 新世代, カンセリング組織, カセンセラー, 命綱, 学校暴力 

</CONC> 



</TOPIC> 

</OpinionTOPICS> 


