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<TOPIC>
<NUM>001</NUM>
<SLANG>CH</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<TITLE>展覧会「漢代の芸術と文化」</TITLE>
<DESC>
故宮博物館で行われた「漢代の芸術と文化」という展覧会についての情報を探す。
</DESC>
<NARR>
故宮博物館は、中国コレクションがすぐれていることでよく知られている。漢代のコ
レクションは、紀元前 206 年から西暦 220 年までの中国の繁栄期を表すものである。
芸術的な展示物における文化的・歴史的遺物の種類、展覧会の日程、故宮博物館
がどのように展覧会の準備をしたか、展覧会の協賛パートナー、展覧会に対する市
民の反応などに焦点を当てている文書を関連文書とみなす。展示されていない漢
代の芸術や文化や他の展覧会の紹介は、不適合とする。
</NARR>
<CONC>
漢代, 漢代の芸術と文化, 展覧会, 故宮博物館, 歴史
</CONC>
</TOPIC>
<TOPIC>
<NUM>002</NUM>
<SLANG>CH</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<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>003</NUM>
<SLANG>CH</SLANG>
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<TLANG>JA</TLANG>
<TITLE>大学学術追求卓越発展計画</TITLE>
<DESC>
大学学術追求卓越発展計画の内容について探す。
</DESC>
<NARR>
大学学術追求卓越発展計画は、 台湾の教育部と国科会によって行なわれており、
すべての大学から提出された 261 の計画の中から 16 の計画を選んだものである。
これらの 16 の計画の名称、属する研究分野、その目的と内容、担当の大学、資金
などを含んでいる文書を適合とする。
</NARR>
<CONC>
発展計画, 大学, 国科会, 教育部
</CONC>
</TOPIC>
<TOPIC>
<NUM>004</NUM>
<SLANG>CH</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<TITLE>Ｅコマース</TITLE>
<DESC>
Ｅコマースとは何か、および、その内容について探す。
</DESC>
<NARR>
電子商取引（Ｅコマース）とは、ネットワーク上で行なわれる商取引のことである。Ｅ
コマースは、企業がビジネスを行なう方法を変化させた。Ｅコマースとは何なのか、
Ｅコマースの紹介、その適用範囲、例えばバーチャル銀行やネットワーク上のビジ
ネス取引、ネットワークショッピングなど、を含んでいる文書を適合とする。その他の
意見、コメント、将来の展開などは不適合とする。
</NARR>
<CONC>
Ｅコマース, ネットワーク, バーチャル, 取引, ショッピング, コンピュータ
</CONC>
</TOPIC>
<TOPIC>
<NUM>005</NUM>
<SLANG>CH</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<TITLE>中国の経済改革</TITLE>
<DESC>
首相着任以後の、朱鎔基の経済改革について探す。
</DESC>
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<NARR>
朱鎔基は、1998 年に中華人民共和国（PRC）の首相に就任した。彼の経済改革は
どのようなものであったか。台湾経済部がそれに注目しているというだけでなく、台
湾の国会議員もそれに関心を持っている。朱鎔基の経済改革、その方向、政策、
影響などに関する主題を含んでいる文書を適合とする。政治への影響は不適合と
する。
</NARR>
<CONC>
朱鎔基, 経済改革, 政策, 経済部, 経済成長率
</CONC>
</TOPIC>
<TOPIC>
<NUM>006</NUM>
<SLANG>CH</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<TITLE>ノーベル物理学賞</TITLE>
<DESC>
1998 年のノーベル物理学賞に関する文書を検索する。
</DESC>
<NARR>
ノーベル物理学賞は、量子力学分野について卓越した貢献をした研究者に贈られ
るものである。ノーベル賞を受賞した研究者、崔琦（Cui Qi）、ラフリン（Laughlin）、シ
ュテルマー（Stormer）の紹介を含んでいる文書、彼らの研究内容、貢献、授与式典
でのスピーチ、その他の関連する文書を適合とする。物理学のノーベル賞を主とし、
他分野のノーベル賞については不適合とする。
</NARR>
<CONC>
ノーベル物理学賞, Cui Qi, Laughlin, Stormer, 研究, 物理学
</CONC>
</TOPIC>
<TOPIC>
<NUM>007</NUM>
<SLANG>CH</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<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、
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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>008</NUM>
<SLANG>CH</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<TITLE>オスカー</TITLE>
<DESC>
1998 年のアカデミー賞受賞作品「タイタニック」に関する文書を検索する。
</DESC>
<NARR>
有名なアカデミー賞（オスカー）には 70 年以上の歴史がある。これは、米国の映画
芸術科学アカデミーが映画産業の普及を目的として作ったものである。1998 年に最
も注目を集めた映画は「タイタニック」である。タイタニックがどのような賞にノミネー
トされたのか、賞の賞品は何だったのか、受賞前後に他の団体からどのようなコメ
ントがあったのか、などを含んでいる文書を適合とする。「タイタニック」の紹介や、
1998 年の他のノミネート作品のリストや受賞者などは不適合とする。
</NARR>
<CONC>
オスカー, タイタニック, 映画, アカデミー受賞者リスト, 映画批評
</CONC>
</TOPIC>
<TOPIC>
<NUM>009</NUM>
<SLANG>CH</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<TITLE>人工衛星 ST1 </TITLE>
<DESC>
人工衛星 ST1 に関する報道やコメントを探す。
</DESC>
<NARR>
台湾は、人工衛星 ST1 の使用を始めた。これは、台湾が主となって管理する、最初
の商用通信衛星である。人工衛星の開発計画、打ち上げプロセス、機能、目的、そ
の人工衛星が台湾の遠距離通信をどう変えるのか、台湾の遠距離通信にとっての
意義、発射後の操作の状況、寿命の予測、専門家の意見などを含んでいる文書を
を適合とする。他の人工衛星の紹介は、不適合とする。
</NARR>
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<CONC>
人工衛星 ST1, 通信, 遠距離通信, 打ち上げ, 人工衛星
</CONC>
</TOPIC>
<TOPIC>
<NUM>010</NUM>
<SLANG>CH</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<TITLE>逆エルニーニョ現象</TITLE>
<DESC>
逆エルニーニョ現象とは何であるか、および、逆エルニーニョ現象との比較につい
て探す。
</DESC>
<NARR>
地球規模の気象において、エルニーニョ現象の後に続く逆エルニーニョ現象の影響
とはどのようなものか？ エルニーニョ現象との比較とはどのようなものか？ 逆エ
ルニーニョ現象についての基本的な紹介、どのようにして起こるのか、その特徴と
伝播、などを適合とする。エルニーニョ現象によって引き起こされる、ある特定の国
における影響は、不適合とする。
</NARR>
<CONC>
エルニーニョ現象, 逆エルニーニョ現象, 気象
</CONC>
</TOPIC>
<TOPIC>
<NUM>011</NUM>
<SLANG>CH</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<TITLE>阿里山の森林鉄道</TITLE>
<DESC>
阿里山の蒸気機関車の歴史と, 阿里山の蒸気機関車と森林や観光との関係につ
いて探す。
</DESC>
<NARR>
台湾中心部の阿里山は有名な観光地である。ほぼ 22 年間見られることのなかった
阿里山の蒸気機関車が、1998 年末までに再び阿里山に現れようとしている。今回、
それは嘉義（Chiayi）の繁栄を進めるために計画されたものである。森林鉄道の歴
史、その過去と将来の役目、蒸気機関車が落ち目になっている原因、嘉義の観光
に対する貢献などを含んできる文書を適合とする。蒸気機関車の構造や特徴など
に関する文書は不適合とする。
</NARR>
<CONC>
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阿里山, 森林鉄道, 森林, 嘉義, 観光, 歴史
</CONC>
</TOPIC>
<TOPIC>
<NUM>012</NUM>
<SLANG>CH</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<TITLE>バンコクでのアジア競技大会</TITLE>
<DESC>
バンコクで開催されたアジア競技大会のニュースを探す。
</DESC>
<NARR>
アジア競技大会は、アジア最大のスポーツ競技会である。第 13 回アジア競技大会
は、バンコクで開催された。スケジュール、開催地、台湾の成績、メダルの数、台湾
の選手の紹介、などを含んでいる文書を適合とする。その他の国の選手の紹介は
不適合とする。
</NARR>
<CONC>
アジア競技大会, バンコク, 台北, 台湾, 選手
</CONC>
</TOPIC>
<TOPIC>
<NUM>013</NUM>
<SLANG>CH</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<TITLE>台湾省の再組織化</TITLE>
<DESC>
台湾省の再組織化に関する法令と再組織化後の宋楚愉氏の態度についての文書
を探す。
</DESC>
<NARR>
台湾省と台湾省議会は、1998 年 12 月 20 日以来歴史になりつつある。一時的の省
の機能と組織の法令は、12 月 21 日に適用され始めた。省再組織化の法令、それ
が何に基づいているのか、どの法令が適用されなくなり、どの法令が適用され始め
たのか、省再組織化の目的、宋楚愉の感想や態度、その他の関連するコメント、な
どを含むんでいる文書を適合とする。省再組織化による個人への影響は不適合と
する。
</NARR>
<CONC>
省の再組織化, 宋楚愉, 台湾省, 台湾省長, 省議会, 予算
</CONC>
</TOPIC>
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<TOPIC>
<NUM>014</NUM>
<SLANG>JA</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<TITLE>コンピュータウィルスによる被害</TITLE>
<DESC>
コンピュターウィルスによって被害を受けた事件について報じた記事が読みたい。
</DESC>
<NARR>
コンピュータウィルスに感染すると、記憶装置（ハードディスク）上のデータが消去さ
れるというような被害を受ける。また、メールなどを介して、他のシステムに伝染させ
てしまった場合、信用に関わる問題にもなる。そのような被害を受けた事件につい
て書かれた記事であれば要求を満たす。新種のウィルスに関する記事も要求を満
たす。ただし、特定の事件やウィルスではなく、一般的な被害統計だけを報じる記
事は要求を満たさない。
</NARR>
<CONC>
コンピュータウィルス, ウィルス, メリーサ, メリッサ, チェルノブイリ, 感染, 伝染, 被
害, ネットワーク, インターネット, クラッカー, ハッカー, クラッキング, ハッキング
</CONC>
</TOPIC>
<TOPIC>
<NUM>015</NUM>
<SLANG>JA</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<TITLE>クローン牛の誕生</TITLE>
<DESC>
体細胞技術を使って、クローン牛をつくることに成功した記事を読みたい。
</DESC>
<NAPR>
米マサチューセッツ大などの研究グループは、体細胞核移植技術を使って、クロー
ン牛を誕生させることに成功した。日本でも農水省畜産試験場が、雄成牛の耳の細
胞を用いたクローン牛を雌牛に妊娠させることに成功した。クローン牛誕生までの
経緯や技術に関する記事であれば要求を満たす。クローン羊に関する記事であれ
ば部分的に要求を満たす。
</NAPR>
<CONC>
クローン, 牛, 誕生, 遺伝子, 体細胞
</CONC>
</TOPIC>
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<TOPIC>
<NUM>016</NUM>
<SLANG>JA</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<TITLE>佐々木主浩投手のマリナーズ入団</TITLE>
<DESC>
佐々木主浩投手の米大リーグ、シアトル・マリナーズ入団に関する記事が読みた
い。
</DESC>
<NAPR>
横浜からフリーエージェント宣言していた佐々木主浩投手はシアトル・マリナーズに
入団することが決まった。契約や周囲の反応などに関する記事であれば要求を満
たす。入団決定後の動向などは、部分的に要求を満たす。
</NAPR>
<CONC>
プロ野球, 佐々木主浩, フリーエージェント, ＦＡ, 大リーグ, アメリカ, シアトル・マリ
ナーズ, 入団, 契約, 投手
</CONC>
</TOPIC>
<TOPIC>
<NUM>017</NUM>
<SLANG>JA</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<TITLE>北野武監督作品</TITLE>
<DESC>
北野武が監督した映画に関する記事が読みたい。
</DESC>
<NARR>
1997 年ベネチア国際映画祭でグランプリをとった、北野武監督作品「HANA-BI」が
1998 年 1 月に日本で公開された。この映画以外にも、北野監督の映画は、国際的
な映画祭の賞をいくつか受賞している。北野武が監督した映画作品についての記
事であれば、要求を満たす。北野武が監督をしてなくても、彼が企画やプロデュー
スをしている映画作品であれば、部分的に要求を満たす。
</NARR>
<CONC>
北野武, ビートたけし, 映画, 監督, 国際映画祭
</CONC>
</TOPIC>
<TOPIC>
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<NUM>018</NUM>
<SLANG>JA</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<TITLE>終末思想</TITLE>
<DESC>
宗教的な終末思想に関連して起きた事件について知りたい。
</DESC>
<NARR>
終末思想は、ゾロアスター教などの古代オリエントの宗教にもみられる古くから存
在する宗教的概念であるが、世界中に大きな影響を与えたのは、キリスト教的終末
観である。これはイランの宗教思想やユダヤ教の終末思想に影響を受けながらも、
固有の歴史観の上に作りあげられたものとされている。また、東アジアの宗教では、
仏教の末法思想、あるいは法滅が近い概念として考えられる。20 世紀の終わりを
迎えるにあたって、多くの信仰宗教が終末思想を利用した信者獲得や教義の徹底
などを図った。その影響を受けて、世界的に、集団自殺やテロなどの事件や、宗教
詐欺のような犯罪が横行した。そのような事件や犯罪についての記事を読みたい。
占星術や外気功による事件についての記事であっても、宗教的な背景があるもの
については部分的に要求を満たす。
</NARR>
<CONC>
終末思想, 世紀末思想, 新興宗教, 宗教詐欺, 集団自殺, 事件, 犯罪
</CONC>
</TOPIC>
<TOPIC>
<NUM>019</NUM>
<SLANG>JA</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<TITLE>欧州通貨統合の経済的影響</TITLE>
<DESC>
ヨーロッパの通貨統合の経済的影響についての記事を読みたい。
</DESC>
<NARR>
EU 特別首脳会議の決議により、欧州 11 カ国の通貨が統合され、1999 年 1 月から
から新通貨「ユーロ」が登場した。ユーロという紙幣・コインが実際に出回るのは
2002 年からであるが、ユーロ・クレジットカードやユーロ小切手で買い物ができるよ
うになり、小売店でもユーロでの価格が表示されている。この通貨統合による経済
的影響についての記事であれば要求を満たす。アジア諸国などの他地域での通貨
統合の実現に関連した記事も部分的に要求を満たす。
</NARR>
<CONC>
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欧州通貨統合, ユーロ, ユーロ通貨, 欧州連合, EU, 欧州経済共同体, 欧州中央
銀行, 通貨・金融政策, 経済格差
</CONC>
</TOPIC>
<TOPIC>
<NUM>020</NUM>
<SLANG>JA</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<TITLE>日産とルノーの資本提携 t</TITLE>
<DESC>
日本の日産自動車とフランスのルノーの資本提携に関連する記事が読みたい。
</DESC>
<NARR>
日産自動車は、1999 年 3 月、フランスの大手自動車会社ルノーと資本提携すること
で合意した。これにより、ルノーから日産に副社長以下の役員数人が派遣されるこ
とになり、ルノーの副社長を務めたことがある、カルロス・ゴーン氏が日産自動車の
CEO に就任し、改革を進めている。この提携に至るまでの経緯や提携内容やその
後の日産の経営改革について述べている記事であれば、要求を満たす。多国間の
自動車会社の資本提携についての記事も部分的に影響を満たす。
</NARR>
<CONC>
日産自動車, ルノー, 自動車会社, 資本提携, カルロス・ゴーン, 経営改革
</CONC>
</TOPIC>
<TOPIC>
<NUM>021</NUM>
<SLANG>JA</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<TITLE>トルコの大地震の被害や救援活動</TITLE>
<DESC>
1999 年に起きたトルコ西部の大地震の被害状況や被害者への救助・救援活動など
について知りたい。
</DESC>
<NARR>
1999 年 8 月 17 日に、トルコ西部でマグニチュード 6.8 の強い地震が起きた。震源地
のイズミトでは石油精製所などで火災が発生し、約 110 キロ西の首都イスタンブー
ルでも建物の倒壊が相次ぎ、トルコ全体で、負傷者・死者・行方不明者合わせて１
万人以上が被害を受けた。この地震における、地震の被害状況や、具体的な被害
者への救助・救援活動などについての記事であれば、要求を満たす。救助・救援活
動そのものでなく、救援活動への各国の参加についての議論のみに関する記事も
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部分的に要求を満たす。
</NARR>
<CONC>
トルコ, 大地震, イズミト, イスタンブール, 救助活動, 救援活動, 救援要請, 被害
状況</CONC>
</TOPIC>
<TOPIC>
<NUM>022</NUM>
<SLANG>JA</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<TITLE>ポル・ポト氏の戦争犯罪</TITLE>
<DESC>
カンボジアのポル・ポト元首相の戦争犯罪について述べている記事が読みたい。
</DESC>
<NARR>
1998 年４月 15 日、カンボジアの反政府ゲリラ勢力ポル・ポト派を率いていたポル・
ポト元首相が死亡した。ポル・ポト氏は 1976 年 1 月、極端な民族主義的共産主義を
掲げた民主カンボジア政府を樹立し、1979 年 1 月に政権が崩壊するまでの間、農
村での強制労働や知識人の処刑などで 100 万人以上を死亡させた「キリング・フィ
ールド」を指揮した。その後のヘン・サムリン政権成立後、ポル・ポト氏本人欠席の
人民裁判で「国民虐殺の罪」で死刑判決を受けた。キリング・フィールドを含む、生
前のポル・ポト氏の戦争犯罪について述べている記事であれば、要求を満たす。首
相辞職後の足取りなどについての記事は、戦争犯罪などについての説明があれば、
部分的に要求を満たす。
</NARR>
<CONC>
ポル・ポト, カンボジア, クメール・ルージュ, シアヌーク殿下, 大量虐殺, キリング・
フィールド, 民族的共産主義, ベトナム, 戦争犯罪
</CONC>
</TOPIC>
<TOPIC>
<NUM>023</NUM>
<SLANG>JA</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<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
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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>024</NUM>
<SLANG>JA</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<TITLE>国境なき医師団</TITLE>
<DESC>
ノーベル平和賞を受賞した国境なき医師団の活動についての記事を読みたい。
</DESC>
<NARR>
医療専門の NGO として知られる国境なき医師団は、1971 年に創設され、現在、約
80 カ国で二千人のボランティアが活動している。国境や政治情勢に関係なく、被災
者支援を最優先するという基本原則のもと、ベトナム戦争、中東紛争、阪神大震災
など、天災、人災を問わず、世界の被災地に医師、看護婦を派遣し、被災者に医療
援助を提供している。このような活動を認められて、国境なき医師団は、1999 年ノ
ーベル平和賞を受賞した。国境なき医師団の活動についての記事であれば要求を
満たす。
</NARR>
<CONC>
国境なき医師団, MSF, 国際民間医療援助団体, NGO, 非政府組織, ボランティア,
医療援助, ノーベル平和賞, コソボ紛争, 東ティモール紛争
</CONC>
</TOPIC>
<TOPIC>
<NUM>025</NUM>
<SLANG>JA</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<TITLE>対人地雷全面禁止条約</TITLE>
<DESC>
対人地雷全面禁止条約の各国の批准についての記事が読みたい。
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</DESC>
<NARR>
対人地雷前面禁止条約の制定は、世界の複数の NGO による「地雷禁止国際キャ
ンペーン」の運動がもととなって、国際的な機運が高まり、1996 年 10 月カナダ政府
主催でオタワで開かれた国際会議で、「オタワ・プロセス」といわれる条約制定への
急速な動きが始まった。同年 12 月の国連総会決議や一連の多国間交渉を経て、
1997 年 9 月、ノルウェーのオスロで開かれた条約交渉会議（89 カ国が参加）で条約
が採択され、同年 12 月、122 カ国が調印した。同条約は 1999 年 3 月に発効し、批
准を済ませた国は 117 カ国に達した。この条約の批准に関する各国の対応につい
ての記事であれば、要求を満たす。条約制定への動きについての記事は、部分的
に要求を満たす。
</NARR>
<CONC>
対人地雷全面禁止条約, オタワ・プロセス, オタワ条約, 制定, 批准, NGO, ジョデ
ィ・ウィリアムズ, 地雷禁止国際キャンペーン
</CONC>
</TOPIC>
<TOPIC>
<NUM>026</NUM>
<SLANG>JA</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<TITLE>世界の人口 60 億人突破</TITLE>
<DESC>
世界の人口が 60 億人を突破したことで提起される、世界的な人口増加の問題に関
する記事が読みたい。
</DESC>
<NARR>
米国商務省統計局がインターネットのホームページで表示している「人口カウンタ
ー」によると、1999 年 7 月 18 日、世界の人口は 60 億人を突破した。国連人口基金
は、1999 年に発表した「世界人口白書」で、途上国の急激な人口増加に伴う食糧や
水の不足、環境破壊などが、21 世紀の人類に深刻な影響を及ぼすと警告している。
世界の人口が 60 億人を突破したこと自体に関する記事、そのことから提起される
21 世紀の世界的な人口問題などについて述べている記事であれば、要求を満たす。
全世界的な人口増加とは反対の傾向である、先進国の少子化問題についての記
事は、世界的な人口問題について言及していれば、部分的に要求を満たす。
</NARR>
<CONC>
世界人口, 人口カウンター, 60 億人突破, 人口問題, 食糧不足, 環境破壊, 途上国,
先進国, 少子化
</CONC>
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</TOPIC>
<TOPIC>
<NUM>027</NUM>
<SLANG>JA</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<TITLE>マカオの返還</TITLE>
<DESC>
ポルトガル領マカオの中国への返還</DESC>
<NARR>
ポルトガル領マカオの中国への返還およびマカオで開催されたその式典に関する
文書が適合する。マカオ返還が中国の台湾政策へ与えた影響のみを扱った記事は
部分的に適合する。
</NARR>
<CONC>
マカオ, 返還, 中国
</CONC>
</TOPIC>
<TOPIC>
<NUM>028</NUM>
<SLANG>JA</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<TITLE>日本の北朝鮮訪問団の派遣</TITLE>
<DESC>
日本の村山元首相を団長とする北朝鮮への訪問団派遣
</DESC>
<NARR>
村山元首相を団長とする訪問団の北朝鮮への派遣に関する文書が適合している。
労働党書記の金容淳書記との会談に関する文書が適合している。
</NARR>
<CONC>
北朝鮮訪問団, 村山富市
</CONC>
</TOPIC>
<TOPIC>
<NUM>029</NUM>
<SLANG>EN</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<TITLE>日本の火山の噴火</TITLE>
<DESC>
日本では、これまでにどのような火山の噴火が起こったのか。
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</DESC>
<NARR>
日本で実際に起こった火山の噴火について述べている文書を適合とする。正確な
日時や場所は必要としない。例えば地震のような、噴火以外の火山活動は対象と
しない。
</NARR>
<CONC>
火山, 噴火, 日本
</CONC>
</TOPIC>
<TOPIC>
<NUM>030</NUM>
<SLANG>EN</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<TITLE>天皇のデンマーク訪問</TITLE>
<DESC>
もしも行ったことがあるとすれば、日本の天皇がデンマークに行ったのはいつか。
</DESC>
<NARR>
日本の天皇のデンマーク訪問について述べている文書を探す。
</NARR>
<CONC>
天皇, 明仁, デンマーク
</CONC>
</TOPIC>
<TOPIC>
<NUM>031</NUM>
<SLANG>EN</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<TITLE>京都のもみじ</TITLE>
<DESC>
紅葉したもみじを京都で見るとき、最適の場所はどこか。
</DESC>
<NARR>
もみじの紅葉が特にすばらしい特定の場所（例えば寺など）についての情報を与え
る文書を適合とする。
</NARR>
<CONC>
もみじ, 京都, 紅葉
</CONC>
</TOPIC>
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<TOPIC>
<NUM>032</NUM>
<SLANG>EN</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<TITLE>1998 年に中国で起こった洪水に対する支援</TITLE>
<DESC>
1998 年に中国で起こった洪水の際の、さまざまな人道的支援について述べている
文書。
</DESC>
<NARR>
1998 年に中国で起こった洪水の際に行なわれた、特定の人道的支援について述
べている文書を適合とする。洪水のみについて述べている文書や、洪水一般ある
いは洪水防止に関する試みなどを論じている文書は、適合ではない。
</NARR>
<CONC>
人道的支援, 中国の 1998 年の洪水
</CONC>
</TOPIC>
<TOPIC>
<NUM>033</NUM>
<SLANG>EN</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<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>034</NUM>
<SLANG>EN</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<TITLE>米の輸入</TITLE>
<DESC>
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アジア諸国の米の輸入政策はどういうものか。
</DESC>
<NARR>
アジアへの米の輸出に関心を持っている者にとって役に立つような、米の輸入政策
ついての情報を述べている文書を適合とする。
</NARR>
<CONC>
米の輸入政策, アジア, 米の輸出
</CONC>
</TOPIC>
<TOPIC>
<NUM>035</NUM>
<SLANG>EN</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<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>036</NUM>
<SLANG>EN</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<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。
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</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>037</NUM>
<SLANG>EN</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<TITLE>人間のクローンの禁止</TITLE>
<DESC>
人間のクローン作成に対する、政府、あるいは国際的な禁止についての情報を探
す。
</DESC>
<NARR>
人間のクローンを禁止する政府あるいは世界的な組織による努力について述べて
いる文書がほしい。人間のクローンの実行あるいは研究を制限または禁止する、公
的な政策、法律、法案、あるいは提案について述べている文書を適合とする。人間
のクローンの倫理的な問題に関する意見についての文書は適合ではない。人間以
外の動物のクローンについての文書は適合としない。
</NARR>
<CONC>
人間のクローン作成, 公的な政策, 法律, 人間のクローンの禁止
</CONC>
</TOPIC>
<TOPIC>
<NUM>038</NUM>
<SLANG>EN</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<TITLE>アフリカの大使館爆破の反応</TITLE>
<DESC>
ケニアとタンザニアの米国大使館がテロリストに爆破されたことに対するアジアの
反応について述べている文書がほしい。
</DESC>
<NARR>
1998 年 8 月のタンザニアとケニアの米国大使館の爆破に対するアジアの反応を述
べている文書を探す。公式の声明、一般大衆のデモ、および社説は、適合である。
爆破自体に関するニュース記事は適合ではない。アジア以外の国々の反応は、適
合ではない。
</NARR>
<CONC>

Proceedings of the Third NTCIR Workshop

アジアの反応, テロリストによる米国大使館爆破, ケニア, タンザニア, アフリカ
</CONC>
</TOPIC>
<TOPIC>
<NUM>039</NUM>
<SLANG>KR</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<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>040</NUM>
<SLANG>KR</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<TITLE>新年の休暇の間のテレビ番組</TITLE>
<DESC>
年末年始の休暇中に、テレビ局が放送する特別番組はどんなものか。
</DESC>
<NARR>
年末年始の休暇中に放送されるテレビの特別番組に関心がある。特別番組のタイ
プや内容を含んでいる文書、および、年末年始の休暇をねらった番組について述
べている文書を適合とする。通常のテレビ番組のみ、あるいは、特別番組の予定表
のみについて述べている文書は適合ではない。
</NARR>
<CONC>
テレビの特別番組, テレビの特別編集版, 時節の挨拶, 新年の特別番組, 正月特
別番組, 年末特別番組, クリスマス特別番組
</CONC>
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</TOPIC>
<TOPIC>
<NUM>041</NUM>
<SLANG>KR</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<TITLE>世界 NGO 会議</TITLE>
<DESC>
NGO に関する世界会議の開始について報じている文書、あるいは女性の権利の改
善に関する会議で何が議論されたか述べている文書を適合とする。
</DESC>
<NARR>
NGO（非政府組織）の活動が世界から注目を浴びている中で、NGO 会議の開始は
重要な出来事である。女性の権利の改善の問題が NGO 会議で扱われているかど
うか、また、どのように扱われているかに特に関心がある。会議の日付、全体的な
方向性、スケジュール、その会議の議題などを含む、NGO 会議の開始について事
実に基づく報告を含んでいる文書を適合とする。ただし、そのような報告を含まない
文書であっても、女性の権利の改善のような、女性問題と関連する会議の詳細を扱
っている場合には、適合とする。会議の内容について書かれてなく、その会議で女
性問題が扱われているという事実について単に報告している文書も適合とする。言
い換えると、そのような会議の開始について報告しているか、あるいは女性問題に
言及している文書を適合とする。それらのどちらについてでもない会議に関する文
書は不適合である。
</NARR>
<CONC>
世界 NGO 会議, NGO 会議の開始, 女性の権利, 女性の地位
</CONC>
</TOPIC>
<TOPIC>
<NUM>042</NUM>
<SLANG>KR</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<TITLE> EU とアジア諸国との関係</TITLE>
<DESC>
EU（ヨーロッパ連合）とアジア諸国との間の経済関係はどのようなものか。
</DESC>
<NARR>
EU とアジア諸国との間の経済的な関係について述べている文書を検索する。その
経済的な関係は肯定的なものでも否定的なものでもどちらでもよい。経済的な関係
は特定の名称がなくてもよい。2 つの政党間の経済問題を含んでいる文書は適合
であるが、アジアの少なくとも 2 つの国について書かれている必要がある。EU とア
ジアの 1 つの国との関係についての文書は部分的に適合である。ただし、EU の 1
つの国とアジアの 1 つの国との経済的な関係について述べている文書は適合では
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ない。
</NARR>
<CONC>
EU, ユーロ, 欧州諸国, アジアの経済情勢, ユーロ効果, 日本, 韓国, 台湾, アジ
ア諸国
</CONC>
</TOPIC>
<TOPIC>
<NUM>043</NUM>
<SLANG>KR</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<TITLE>世界的な自然災害</TITLE>
<DESC>
洪水、地震、飢きんのような、世界的に発生する異常な自然現象によって引き起こ
される自然災害とはどんなものか。
</DESC>
<NARR>
多数の死傷者および資産の被害が、地球上の様々な場所での洪水、地震および
飢きんのような異常な自然現象によって引き起こされている。異常な現象が起こっ
ている地域の名称、その詳細、および生命が損なわれることや資産の被害の状況
を含んでいる文書を適合とする。状況が書かれていない文書は、部分的適合であ
る。異常な現象に関する地域の名称、あるいはその現象の詳細が書かれていない
文書は適合ではない。
</NARR>
<CONC>
自然災害, 地震, 台風, 竜巻, 洪水, 旱魃, 暴風, 世界
</CONC>
</TOPIC>
<TOPIC>
<NUM>044</NUM>
<SLANG>KR</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<TITLE>
大統領になる以前の金大中
</TITLE>
<DESC>
例えば民主化運動のような、大統領になる以前の反対派指導者としての金大中の
活動や、彼のノーベル平和賞受賞の背景について述べている文書にはどのような
ものがあるか。
</DESC>
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<NARR>
人々は、韓国の大統領になる以前の金大中の半生について関心があり、その半生
がノーベル平和賞を受賞したことに影響していると信じている。適合文書は、例え
ば民主化運動のような、大統領になる以前の反対派指導者としての金大中の政治
的活動や、彼がノーベル平和賞を受賞することに対する解説を含んだものである。
金大中の大統領としての一般的な活動を述べた文書は適合しない。
</NARR>
<CONC>
金大中, 民主化, レジスタンス, KCIA, 活動, ノーベル賞, 平和賞
</CONC>
</TOPIC>
<TOPIC>
<NUM>045</NUM>
<SLANG>KR</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<TITLE>
環境問題に対する国際協力活動
</TITLE>
<DESC>
大気や水、土壌、自然に対する汚染のような環境問題についての国際的な協力活
動にはどのようなものがあるのか。
</DESC>
<NARR>
適合文書は、大気、水、土壌の汚染、あるいは生態学的な破壊、環境ホルモンのよ
うな環境問題を解決するための国際レベルでの議論を含んだものや、少なくとも 1
つの国の名前を伴った、実際の国際的な協力活動に関する報告を含んだものであ
る。１つの国の特定的な環境問題に対する国際協力活動を議論した文書は適合し
ているが、その被害を被っている国によって解決可能な環境問題についての文書
は適合していない。ある特定の国名なしに国際的な協力活動を扱っている文書は
部分的に適合する。
</NARR>
<CONC>
協力活動, 環境問題, 汚染, 国際組織
</CONC>
</TOPIC>
<TOPIC>
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<NUM>046/NUM>
<SLANG>KR</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<TITLE>
飲酒運転についての法規と損害
</TITLE>
<DESC>
飲酒による交通事故で引き起こされる人命の損失や物的な損害、飲酒防止に適用
される法律について述べた文書にはどのようなものがあるか。
</DESC>
<NARR>
人々は、飲酒運転による交通事故の損害や、飲酒運転に関する交通法規に関心
がある。適合文書は、交通事故の損害について、人命の損失や物的損害に関する
詳細とともにその事故が飲酒運転によって引き起こされたという事実が示されたも
のや、あるいは交通法規に関する文書で、その法規が飲酒運転の防止や飲酒運
転者の懲罰のためのものであることが明示されているものである。飲酒運転に関連
しない交通事故や交通法規に関する文書は適合しない。
</NARR>
<CONC>
飲酒運転, 交通事故, 交通法規, 規則
</CONC>
</TOPIC>
<TOPIC>
<NUM>047</NUM>
<SLANG>KR</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<TITLE>
韓国と日本の貿易
</TITLE>
<DESC>
韓国と日本の間の貿易の種類についての説明や予測を述べた文書を検索する。
</DESC>
<NARR>
適合文書は、韓国と日本との間の輸入と輸出とを述べた文書で、製品の名称や処
理の量、およびそれらの特徴や背景を含んだものである。実際の製品名や処理量
がなく、見込みや論評のみを記述した文書は部分的に適合する。
</NARR>
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<CONC>
貿易, 輸入, 輸出, 日本, 韓国, 争い, 問題, 貿易会議
</CONC>
</TOPIC>
<TOPIC>
<NUM>048</NUM>
<SLANG>KR</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<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>
<TOPIC>
<NUM>049</NUM>
<SLANG>KR</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<TITLE>
科学キャンプ
</TITLE>
<DESC>
科学への青年の関心を高めたり、彼らの好奇心を満たすための科学プログラムに
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はどのようなものがあるのか。
</DESC>
<NARR>
探索される文書は、青年のための科学プログラムやキャンプについてのものであり、
それらは、大学や研究機関、社会機関がおこなう星座観察のためのプログラムや
中学生のための物理学キャンプなど、ある特定のテーマに関心のある生徒を惹き
つけ、それを集中的に教え、ある特定期間にその議論に参加することを促すもので
ある。適合文書はプログラムの詳細を示し、組織の名称、期間、受講対象者の資格
のうち少なくとも１つを含まなくてはならない。もしその文書が、それがいかに実行さ
れているかの詳細なしに漠然とした計画のみを記述している場合には、部分的に
適合する。
</NARR>
<CONC>
ティーンエイジャー, 青年, 科学キャンプ, 科学志向の青年キャンプ
</CONC>
</TOPIC>
<TOPIC>
<NUM>050</NUM>
<SLANG>KR</SLANG>
<TLANG>JA</TLANG>
<TITLE>
ティーンエイジャーのファッション
</TITLE>
<DESC>
服装や髪型、化粧におけるティーンエイジャーのファッションを記述した文書を検索
する。
</DESC>
<NARR>
ティーンエイジャーが関心を持つ服装や髪型、化粧などについてのファッション動向
についての文書。適合文書は、中学、高校、大学の新入生などのティーンエイジャ
ーについてのものを示していなければならない。服装、髪型、化粧、靴などの姿か
たちに関するアイテムのうちの１つのみを扱った文書も適合する。もしその文書が
商品やその価格の紹介である場合、不適合である。
</NARR>
<CONC>
ティーンエイジャー, Ｘ世代, ファッション, 服装, 髪型, 化粧
</CONC>
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</TOPIC>

