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<TOPIC> 

<NUM>0008</NUM> 

<TITLE CASE="b">サルサ, 学ぶ, 方法</TITLE> 

<DESC>サルサを踊れるようになる方法が知りたい</DESC> 

<NARR><BACK>最近はやっているサルサという踊りを学ぶためにどうすればよいか具体的な

方法が知りたい。例えば教室に通うという場合には、その場所や授業形態など、具体的な内容を

必要とする。</BACK><RELE>具体的な方法の表記のない、流行であることのみを扱った文書は

不適合とする。</RELE></NARR> 

<CONC>サルサ, 習う, 方法, 場所, カリキュラム</CONC> 

<RDOC>NW011992774, NW011992731, NW011992734</RDOC> 

<USER>大学院修士 1 年, 女性, 検索歴 2.5 年</USER> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>0010</NUM> 

<TITLE CASE="b">オーロラ, 条件, 観測</TITLE> 

<DESC>観測のために、オーロラの発生する条件が知りたい</DESC> 

<NARR><BACK>オーロラを観測するために、発生に必要な条件や、発生のメカニズムが知りた

い。</BACK><RELE>オーロラ観測記などは、場所と日時が表記されており、発生時の天候・温

度等を追跡調査することが可能な物のみ適合とする。</RELE></NARR> 

<CONC>オーロラ, 発生, 条件, 観測, メカニズム</CONC> 

<RDOC>NW003201843, NW001129327, NW002699585</RDOC> 

<USER>大学院修士 1 年, 女性, 検索歴 2.5 年</USER> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>0011</NUM> 
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<TITLE CASE="b">遣唐使, 習慣, 文化</TITLE> 

<DESC>奈良、平安時代に、遣随使、遣唐使が中国から持ち帰った日本の文化となっている習慣

を調べたい</DESC> 

<NARR><BACK>近年の中国に対する関心が高まるなか、日本と中国の文化的なつながりに興味

を持っている。</BACK><RELE>適合文書は、奈良、平安時代に幾度となく送られた遣随使、遣

唐使によってもたらされた文化、そして今でも残っている日本の習慣について説明のあるものと

する。持ち込まれたものに対する細かい説明は必要ない。しかし、遣随使、遣唐使のどちらかに

より初めて日本に持ち込まれたものであるという記述を必要とする。</RELE><NARR> 

<CONC>遣随使, 遣唐使, 文化, 習慣, 日本, 中国</CONC> 

<RDOC>NW009980333, NW005148950, NW009946105</RDOC> 

<USER>大学院修士 1 年, 男性, 検索歴 5 年</USER> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>0012</NUM> 

<TITLE CASE="b">正月, 雑煮, 地方</TITLE> 

<DESC>各地域でお正月に食べる雑煮に入っている具、またはベースとなる味噌などの違いにつ

いて調べたい</DESC> 

<NARR><TERM>ここでいう雑煮はお正月のものに限定する。</TERM><RELE>適合文書は、ど

この地域の雑煮であり、それに入っている具や味噌はどういったものかということを記述してい

るものとする。</RELE><NARR> 

<CONC>正月, 雑煮, 地方, 地域, 味噌, 具, もち</CONC> 

<RDOC>NW008964739, NW008964750, NW014479093</RDOC> 

<USER>大学院修士 1 年, 男性, 検索歴 5 年</USER> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>0013</NUM> 

<TITLE CASE="c" RELAT="2-3">京都, 寺, 神社</TITLE> 

<DESC>京都の寺や神社について、歴史的背景、地域での存在など、一歩踏み込んだ情報を知り

たい</DESC> 

<NARR><BACK>よくなれ親しんでいる京都なのだが、場所は知っていても、それ以上の事はよ

く知らない。京都以外出身の友達が来たときにちょっと豆知識的な情報とともに案内してみたい。

</BACK><RELE>適合文書は、京都の寺や神社について場所以外にさらになにか説明している文

章全般である。旅行記などの客観性の低い文章でも、場所以外に、例えば大木が有名だと言う説

明を聞きましたなどの情報が入っていれば、適合とする。</RELE><NARR> 
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<CONC>京都, 寺, 神社, 観光, 歴史, 背景</CONC> 

<RDOC>NW009150865, NW003143867, NW001625667</RDOC> 

<USER>大学院修士 1 年, 男性, 検索歴 5 年</USER> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>0014</NUM> 

<TITLE CASE="b">夢, 将来, 努力</TITLE> 

<DESC>将来の夢として、どのようなものを人は抱き、それに向かってどのような努力をしてい

るのだろうか</DESC> 

<NARR><RELE>適合文書は、夢について語り、そのための努力、あるいはしようとしているこ

とについて記述している文章とする。この際、あまりにも空想的な、実現不可能な夢は対象では

ない。その判断基準としては、そういった場合、夢とそれに対する努力の方向性の根拠が曖昧に

なるであろうから、夢とその実現に向けた努力の結び付きに注目し、それが弱いものは不適合と

する。</RELE><NARR> 

<CONC>夢, 将来, 努力, 目標, 予定, 自分, 私</CONC> 

<RDOC>NW002695723, NW006763670, NW012273176</RDOC> 

<USER>大学院修士 1 年, 男性, 検索歴 5 年</USER> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>0015</NUM> 

<TITLE CASE="c" RELAT="1-2">オゾン層, オゾンホール, 人体</TITLE> 

<DESC>オゾン層の破壊、オゾンホールの拡大による人体への影響について知りたい</DESC> 

<NARR><RELE>オゾン層の破壊が叫ばれ、さまざまな報道がされていたのはいつのことだろう

か。フロンガス抑制が以前に比べすすみ、一段落しているのだろうか。それとも、その影響はな

く、いまだにオゾン層は破壊され、オゾンホールは拡大の一途を辿っているのだろうか。こうい

った議論の中で、一番の関心事は人体への影響である。オーストラリアでは外出時にケアを必要

とすると言うことをきたことがあるが、果して将来、日本でもそうなるのだろうか。今回は特に

人体への影響に興味を持っており、その情報が欲しい。</BACK><RELE>適合文書は、オゾン層

の破壊、またはオゾンホールの拡大による人体への影響を示した文章とする。オゾン層の破壊、

オゾンホールの拡大のメカニズムのみを扱ったものは不適合と判定する。ここでは、表面的なも

のではなく、実際にこれこれの反応が人体でおこるといった細かな説明のあるものを適合とする。

</RELE><NARR> 

<CONC>オゾン層, 破壊, オゾンホール, 拡大, 人体, 影響, 紫外線</CONC> 

<RDOC>NW003634645, NW006375578, NW013077125</RDOC> 
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<USER>大学院修士 1 年, 男性, 検索歴 5 年</USER> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>0016</NUM> 

<TITLE CASE="b">ゲノム, 創薬, 動向</TITLE> 

<DESC>ゲノム創薬の最近の動向について述べられている文書を探したい</DESC> 

<NARR><BACK>オーダーメイドの薬を目指すべく遺伝子工学を利用した薬作りが注目を集め

ている。このような「ゲノム創薬」の最近の動向について調査したい。</BACK><RELE>適合文

書は「ゲノム創薬」の動向についての情報を提供するもの</RELE></NARR> 

<CONC>ゲノム, 遺伝子, 遺伝子工学, 創薬, オーダーメイド治療, 副作用</CONC> 

<RDOC>NW008064950, NW005588746, NW002348955</RDOC> 

<USER>大学院修士 1 年, 男性, 検索歴 3 年</USER> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>0017</NUM> 

<TITLE CASE="b">野球, ベースボール, 比較</TITLE> 

<DESC>野球とベースボールの比較を行った文書を探したい</DESC> 

<NARR><TERM>「野球」とは日本の野球のことであり、「ベースボール」とはアメリカの野球

のことである。</TERM><BACK>日本とアメリカの野球はルールだけではなく、美学や哲学な

どに様々な違いがある。例えば敬遠に対する意識は日本とアメリカでは大きく違っている。その

ような「違い」について述べられた文書に興味がある。</BACK><RELE>適合文書は野球とベー

スボールの比較についての情報を提供するもの</RELE></NARR> 

<CONC>野球, ベースボール, 日本, アメリカ, 比較, 違い</CONC> 

<RDOC>NW004164416, NW000013074, NW000013069</RDOC> 

<USER>大学院修士 1 年, 男性, 検索歴 3 年</USER> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>0018</NUM> 

<TITLE CASE="a">ロープワーク, 結び方</TITLE> 

<DESC>ロープワークにおける様々な結び方について記述されている文書を探したい</DESC> 

<NARR><BACK>ロープワークは登山やヨット、緊急の現場など様々な場面で利用される。その

ようなロープワークでどのような結び方があるのかということに興味がある。</BACK><RELE>

適合文書はロープワークにおける結び方について記載されているもの。</RELE></NARR> 
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<CONC>ロープワーク, 結び方, ロープ, アウトドア</CONC> 

<RDOC>NW003792815, NW002139129, NW014441356</RDOC> 

<USER>大学院修士 1 年, 男性, 検索歴 3 年</USER> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>0019</NUM> 

<TITLE CASE="b">梅, 名所, 東京</TITLE> 

<DESC>東京の梅の名所にはどういう場所があるのかについて記述されている文書を探したい

</DESC> 

<NARR><BACK>東京には数々の梅の名所がある。そのような名所がどこにあるのかということ

に興味がある。</BACK><RELE>適合文書は東京の梅の名所について、その場所についての記述

があるもの。</RELE></NARR> 

<CONC>東京, 東京都, 梅, 名所, 梅祭り</CONC> 

<RDOC>NW006419384, NW008668568, NW006752574</RDOC> 

<USER>大学院修士 1 年, 男性, 検索歴 3 年</USER> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>0020</NUM> 

<TITLE CASE="b">速読法, 効果</TITLE> 

<DESC>速読法の効果について記述されている文書を探したい</DESC> 

<NARR><BACK>様々な速読法が注目を集めており、書店などでも数多くの速読法についての書

物を目にするようになった。速読法の効果は如何ほどかということについて興味がある。

</BACK><RELE>適合文書は速読法の効果について記述されているもの。</RELE></NARR> 

<CONC>速読法, 速読術, 効果, 影響</CONC> 

<RDOC>NW012685828, NW012685804, NW012685820</RDOC> 

<USER>大学院修士 1 年, 男性, 検索歴 3 年</USER> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>0022</NUM> 

<TITLE CASE="b">株式投資, インターネット, 入門</TITLE> 

<DESC>インターネットでの株式投資について入門的に記述されている文書を探したい

</DESC> 
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<NARR><BACK>オンラインの證券会社が登場し、インターネットで株式投資が出来る時代にな

った。インターネットの株式投資について分かりやすく記述されているものに興味がある。

</BACK><RELE>適合文書はインターネットでの株式投資に関してその概要が入門的に記述さ

れているもの。</RELE></NARR> 

<CONC>株式投資, 株, インターネット, オンライン, 入門</CONC> 

<RDOC>NW014785566, NW001862410, NW012845761</RDOC> 

<USER>大学院修士 1 年, 男性, 検索歴 3 年</USER> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>0023</NUM> 

<TITLE CASE="b">絶滅, 哺乳類, 危機</TITLE> 

<DESC>絶滅の危機にある哺乳類について記述されている文書を探したい</DESC> 

<NARR><BACK>地球の環境の悪化と共に、絶滅の危機に瀕している哺乳類は少なくないと聞い

た。どのような哺乳類が絶滅の危機に瀕しているのかということに興味がある。

</BACK><RELE>適合文書は絶滅の危機に瀕している哺乳類の情報を提供するもの。

</RELE></NARR> 

<CONC>絶滅, 哺乳類, 危機, 動物, 環境破壊</CONC> 

<RDOC>NW012576928, NW006103434, NW000647550</RDOC> 

<USER>大学院修士 1 年, 男性, 検索歴 3 年</USER> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>0024</NUM> 

<TITLE CASE="b">テーピング, 方法</TITLE> 

<DESC>様々なテーピングの方法について書かれている文書を探したい</DESC> 

<NARR><BACK>テーピングの技術はスポーツには欠かせないものである。そのようなテーピン

グの方法について網羅的に書かれた文書を探している。</BACK><RELE>適合文書はテーピング

の方法について言及されているもの</RELE></NARR> 

<CONC>テーピング, テーピングテープ, 方法, 技術, 図解</CONC> 

<RDOC>NW002787478, NW010566071, NW000546948</RDOC> 

<USER>大学院修士 1 年, 男性, 検索歴 3 年</USER> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>0027</NUM> 

The Third NTCIR Workshop, Sep.2001 - Oct. 2002 



<TITLE CASE="c" RELAT="2-3">宮部みゆき, 書評, レビュー</TITLE> 

<DESC>宮部みゆきの執筆した小説に対する書評・レビューが読みたい</DESC> 

<NARR><BACK>新進の女流ミステリー作家宮部みゆきが話題を呼んでいる。彼女の執筆した小

説はどのように受け止められているのか、今後の購入の指針とするために一般読者のレビューが

読みたい。</BACK><RELE>一件でも宮部みゆき執筆の小説に関する書評・レビューが存在すれ

ば適合とする。ただしオンラインブックストアなどの販売を目的とした、もしくはキャッチフレ

ーズ的な要素の強い書評は参考とならないために不適合とする。</RELE></NARR> 

<CONC>宮部みゆき, 小説家, 作家, 書評, レビュー, 感想</CONC> 

<RDOC>NW001439430, NW001219389, NW000411423</RDOC> 

<USER>大学院修士 2 年, 男性, 検索歴５年</USER> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>0028</NUM> 

<TITLE CASE="b">著作権, デジタルコンテンツ, ネットワーク</TITLE> 

<DESC>近年のネットワーク社会の中でデジタルコンテンツの著作権が現在どのように扱われ

ているのか知りたい</DESC> 

<NARR><BACK>インターネットの爆発的な普及と様々なコンテンツのデジタル化により、著作

権の考え方、扱い方、保護方法は大きな変革を迫られている。さらに利用者の側でも著作権を正

確に理解していないと、知らないうちに侵害してしまうおそれもある。現状での著作権の姿を知

るための資料を集めたい。</BACK><RELE>ネットワークでの流通・デジタルコンテンツについ

ての著作権について言及してある文書を適合とする。また情報収集が目的であるために、文書の

完全性・網羅性は求めない。企業等組織等の版権・著作権についてのアナウンス・著作権保護技

術などの直接著作権について述べてはいないが資料価値がある文書は部分的適合とする。

</RELE></NARR> 

<CONC>著作権, 情報倫理, 知的財産保護, デジタルコンテンツ, デジタルメディア, ネットワ

ーク, インターネット</CONC> 

<RDOC>NW001662100, NW002120650, NW013092030</RDOC> 

<USER>大学院修士 1 年, 男性, 検索歴 5 年</USER> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>0029</NUM> 

<TITLE CASE="c" RELAT="2-3">スピーカー, 評価, 比較</TITLE> 

<DESC>スピーカーの音質・性能を評価もしくは比較した結果についての文書が欲しい</DESC> 

<NARR><BACK>ＡＶ機器の中でもスピーカーは実際に発生する部分であり重要な機器である。
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しかしそのため高価なものも多く、音質についてもメーカーや機種によって様々な違いがある。

スピーカー購入に当たってこれらに関する情報が欲しい。</BACK><RELE>スピーカーの性能や

特性についての情報を提供する文書、スピーカーの音質比較についての情報を提供する文書を適

合とする。内容は主観的であることが多いためにその真偽は適合不適合には考えない。「～～は

音が良かった」などの極めて言及内容が薄い、短いなどにより有意な情報が含まれていないと考

えられる文書でも、それを述べている人間によって意味がでてくる可能性があるためこれは適合

とする。スピーカー同士の音質評価について以外の文書は不適合とする。同一スピーカーでアン

プを替えた際の比較などは不適合とする。</RELE></NARR> 

<CONC>スピーカー, オーディオシステム, 音質, 性能, 特性</CONC> 

<RDOC>NW002068765, NW006836735, NW013930134</RDOC> 

<USER>大学院修士 1 年, 男性, 検索歴 5 年</USER> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>0030</NUM> 

<TITLE CASE="b">アカデミー賞, 受賞者, 歴代</TITLE> 

<DESC>アカデミー賞の歴代の受賞者が知りたい</DESC> 

<NARR><BACK>アカデミー賞は世界の映画ファンにとって最大の祭典であるとともに、映画人

たちの名誉やステータス、マネーランキングなど、多方面の評価で大きな指標となっている。こ

の栄誉に誰が輝いてきたのか関心がある。アカデミー賞の歴代の受賞者を知りたい。

</BACK><RELE>歴代アカデミー賞受賞者の情報（歴代受賞者リストなど）を提供する文書を適

合とする。アカデミー賞について述べているが受賞者について述べていないものは不適合とする。

映画人のプロフィールとしてアカデミー賞受賞を述べているものは不適合とする。

</RELE></NARR> 

<CONC>アカデミー賞, 映画, 受賞者, 映画人, 監督, 俳優</CONC> 

<RDOC>NW000015594, NW000797878, NW014532075</RDOC> 

<USER>大学院修士 1 年, 男性, 検索歴 5 年</USER> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>0031</NUM> 

<TITLE CASE="c" RELAT="2-3">資格試験, 情報処理, IT</TITLE> 

<DESC>情報処理や IT と言った分野の資格試験にはどのようなものがあるのか知りたい

</DESC> 

<NARR><BACK>近年 IT 革命や情報化が叫ばれ、これに対応するべく情報処理技術者の需要が

高まっている。それに伴い情報処理・IT 分野の資格も広く注目を集めている。そこで、それら

The Third NTCIR Workshop, Sep.2001 - Oct. 2002 



の情報処理・IT 分野の資格を取りたいと思うがどのような資格があるのか？どのような資格試

験が存在し、それらがどのようなものなのか知りたい。</BACK><RELE>IT・情報処理分野の資

格試験に対する情報を提供するものを適合とする。資格試験のための専門学校などの紹介は不適

合であるが、その中で試験に関しての情報を提供している場合は適合とする。</RELE></NARR> 

<CONC>資格試験, 資格, 技術者, 情報処理, IT, InformationTechnology, 情報化社会</CONC> 

<RDOC>NW012117536, NW002076911, NW007707153</RDOC> 

<USER>大学院修士 1 年, 男性, 検索歴 5 年</USER> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>0032</NUM> 

<TITLE CASE="c" RELAT="2-3">憲法第九条, 解釈, 意見</TITLE> 

<DESC>憲法第九条における戦争の放棄の解釈について様々な人の意見が知りたい</DESC> 

<NARR><BACK>自衛隊の存在に始まり、集団的自衛権・PKO・PKF などには常に憲法の解釈の

問題がつきまとう。憲法第九条においては戦争の放棄を謳っているがこれには様々な解釈が存在

する。固定した見地からこれを論じることは危険であり、正しい理解は様々な人々の解釈を知る

ことから始まると考える。憲法第九条に対する人々の解釈・意見を述べている文書が欲しい。

</BACK><RELE>憲法第九条に関する見解を述べた文書を適合とする。憲法第九条について言及

する書籍の紹介などは不適合である。</RELE></NARR> 

<CONC>憲法第九条, 日本国憲法, 平和憲法, 憲法解釈, 戦争の放棄, 軍備, 自衛隊</CONC> 

<RDOC>NW007974506, NW008332819, NW007981630</RDOC> 

<USER>大学院修士 1 年, 男性, 検索歴 5 年</USER> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>0033</NUM> 

<TITLE CASE="b">石川県, 特産品, お土産</TITLE> 

<DESC>石川県の特産品でお土産によいものを探したい</DESC> 

<NARR><BACK>近く石川県に旅行に行くこととなった。そこで友人にお土産を買おうと思うが、

どのようなものがあるのか知っておきたい。その土地の特産品でお土産なるような物はなにがあ

るか、特産品やお土産を紹介している文書を探したい</BACK><RELE>石川県の特産品について

の情報を提供する文書を適合とする。ただし、お土産になりそうもない物にしか情報を提供して

いない文書は不適合とする。</RELE></NARR> 

<CONC>石川県, 観光地, 旅行, 特産品, 特産物, お土産, 土産物</CONC> 

<RDOC>NW006681067, NW014201259, NW003018838</RDOC> 

<USER>大学院修士 1 年, 男性, 検索歴 5 年</USER> 
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</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>0034</NUM> 

<TITLE CASE="b">キューブリック, 映画, 感想</TITLE> 

<DESC>キューブリック氏の監督した映画の感想を聞きたい</DESC> 

<NARR><BACK>スタンリー・キューブリック氏といえばＳＦ映画「2001 年宇宙の旅」など前

衛的な映像で時代を先取りした著名な映画監督である。しかしその抽象的な仕上がり故に難解と

の声も高い。人々にキューブリック氏の作品はどのように受け止められているのか興味がある。

キューブリック監督の映画作品の感想を述べている文書が読みたい</BACK><RELE>スタンリ

ー・キューブリック氏の映画作品の感想や評価を述べている文書を適合とする。適合文書ではな

いがキューブリック氏及び氏の作品に関して言及している文書は部分的適合とする。ただし、感

想や評価などがなされていない文書は不適合とする。</RELE><TERM>ここでキューブリック氏

の作品とは「非常の罠」「Killer's Kiss」「現金に体を張れ」「The Killing」「突撃」「スパルタカス」

「ロリータ」「博士の異常な愛情」「２００１年宇宙の旅」「時計じかけのオレンジ」「バリー・リ

ンドン」「シャイニング」「フルメタル・ジャケット」「アイズ ワイド シャット」「拳闘試合の

日」「空飛ぶ牧師「恐れと欲望」を指す。</TERM></NARR> 

<CONC>スタンリー・キューブリック, 映画監督, 映画, 作品, 感想, 評価</CONC> 

<RDOC>NW009544012, NW013286418, NW001495565</RDOC> 

<USER>大学院修士 1 年, 男性, 検索歴 5 年</USER> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>0035</NUM> 

<TITLE CASE="b">三国志, ゲーム, 題材</TITLE> 

<DESC>「三国志」を題材にしたゲームにどんなものがあるか知りたい</DESC> 

<NARR><BACK>中国の小説「三国志演義」（三国志）は、日本において多くのゲームの題材と

なっている。そのゲームにどんなものがあるのか、興味がある。</BACK><RELE>三国志を題材

としたゲームの紹介、解説が記されている文書、ないし三国志に題材を取ったゲームのリストが

記されている文書を適合とする。その際、ゲームのジャンルやプラットフォームは問わない。

</RELE></NARR> 

<CONC>三国志, 三国志演義, ゲーム, 題材, ネタ, タイトル, リスト</CONC> 

<RDOC>NW002293735, NW007006551, NW003137277</RDOC> 

<USER>大学院修士 1 年, 男性, 検索歴 4 年</USER> 

</TOPIC> 
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<TOPIC> 

<NUM>0036</NUM> 

<TITLE CASE="b">パイプオルガン, コンサートホール, 住所</TITLE> 

<DESC>日本において、パイプオルガンのあるコンサートホールがどこにあるのかを知りたい

</DESC> 

<NARR><RELE>日本国内のコンサートホールを対象とする。パイプオルガンの存在が明記され

ており、かつそのコンサートホールの住所など、所在地を確認できる事項が記載された文書を適

合とする。</RELE></NARR> 

<CONC>パイプオルガン, コンサートホール, ホール, 住所, 場所, 所在</CONC> 

<RDOC>NW007798520, NW008842171, NW009965758</RDOC> 

<USER>大学院修士 1 年, 男性, 検索歴 4 年</USER> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>0037</NUM> 

<TITLE CASE="b">バイク, ツーリング, レポート</TITLE> 

<DESC>国内でのバイクによるツーリングレポートについて書かれているものが読みたい

</DESC> 

<NARR><BACK>バイクでツーリングに行ってみたいので、ツーリングのレポートについて書か

れているものに関心がある。</BACK><RELE>適合文書は、バイクでツーリングに行った場所や

ルートの紹介、感想などの記述があるもの。ツーリングの感想のみのものは、部分的適合とする。

海外のツーリングレポート、バイクの紹介のみのものは不適合とする。</NARR> 

<CONC>バイク, ツーリング, レポート, ツーリングレポート, 国内, 旅行</CONC> 

<RDOC>NW011284950, NW006709796, NW006709798</RDOC> 

<USER>大学院修士 1 年, 男性, 検索歴 4 年</USER> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>0038</NUM> 

<TITLE CASE="c" RELAT="2-3">加速器, 医療, 治療</TITLE> 

<DESC>医療に応用される加速器がどのような治療に使われているのかについて知りたい

</DESC> 

<NARR><BACK>加速器によって陽子線を照射する治療は、従来のエックス線治療よりも深部の

腫瘍に対して有効とされている。実際にどんな技術を使い、どのような治療に使われているのか

について関心がある。</BACK><RELE>適合文書は、医療用の加速器を使った治療方法と技術的

な解説の双方があるもの。技術的な解説のみや、治療方法などどちらか一方の場合のものは部分
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的適合とする。加速器を使っている機関の紹介のみのものや、加速器を作成している会社の紹介

のみの記述しかないものは不適合とする。</NARR> 

<CONC>加速器, 医療, 治療, 応用, がん, 放射線, サイクロトロン, シンクロトロン</CONC> 

<RDOC>NW005902433, NW002457339, NW012795852</RDOC> 

<USER>大学院修士 1 年, 男性, 検索歴 4 年</USER> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>0039</NUM> 

<TITLE CASE="b">宮崎駿, アニメーション, 映画</TITLE> 

<DESC>アニメーション映画の監督である宮崎駿監督作品について知りたい</DESC> 

<NARR><BACK>日本のみならず、海外でも高い評価を得ている宮崎アニメの生みの親である宮

崎駿監督作品にどのようなものがあり、どのような内容のものであるのかが知りたい

</BACK><RELE>適合文書は、宮崎駿が手がけた作品名やその内容の記述があるもの。宮崎駿監

督以外のスタジオジブリの作品についてのみ、作品名や内容の記述があるものに関しては、部分

的適合とする。商品の紹介や、情報提供者の感想しか書かれていないものなどは不適合とする。

</RELE></NARR> 

<CONC>宮崎駿, アニメーション, 映画, 宮崎アニメ, ジブリ, 作品</CONC> 

<RDOC>NW007974394, NW002369854, NW013080912</RDOC> 

<USER>大学院修士 1 年, 男性, 検索歴 4 年</USER> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>0040</NUM> 

<TITLE CASE="b">本上まなみ, 主演作品, 女優</TITLE> 

<DESC>女優の本上まなみが主演した作品が何か知りたい</DESC> 

<NARR><BACK>TV や CM で活躍中の女優、本上まなみが、どんなドラマや映画に主演したの

かが知りたい。</BACK><RELE>適合文書は、本上まなみが主演した作品についての情報を提供

するもの。出演した作品などについての情報を提供するものは、部分的適合とする。主演および

出演作品について触れていないものは不適合とする。</NARR> 

<CONC>本上まなみ, 女優, 主演, 作品, 出演, ドラマ</CONC> 

<RDOC>NW011474831, NW006379088, NW001706374</RDOC> 

<USER>大学院修士 1 年, 男性, 検索歴 4 年</USER> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 
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<NUM>0041</NUM> 

<TITLE CASE="c" RELAT="1-2">印象派, モネ, 美術館</TITLE> 

<DESC>印象派に属する画家の絵画がどこで見られるかを探したい</DESC> 

<NARR><BACK>印象派とはモネの作品「印象・日の出」という題に由来するという。

</BACK><TERM>絵画で、印象主義をおしすすめた人々を印象派という。</TERM><RELE>適合

文書は印象派に属する画家のみではなくその作品（題名だけでも良い）も紹介されていて、どこ

の美術館でそれらの作品が見られるかという情報を提供しているもの。</RELE></NARR> 

<CONC>印象派、モネ, マネ, シスレー, ピサロ, 絵画, 美術館, ルイ＝ルロワ</CONC> 

<RDOC>NW010642903, NW003795687, NW003948114</RDOC> 

<USER>大学院 2 年, 女性, 検索歴 4 年</USER> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>0042</NUM> 

<TITLE CASE="c" RELAT="1-2">イースター, 復活祭, キリスト</TITLE> 

<DESC>キリストの復活を祝う「イースター」の祭りについて書かれている文書を探したい

</DESC> 

<NARR><BACK>キリストの復活を記念して行う行事が復活祭、「イースター」であるが、春分

後の最初の満月の後の日曜日がその日にあたる。</BACK><RELE>適合文書は「イースター」の

祝い方（祭り）を紹介しているもの。</RELE></NARR> 

<CONC>イースター , 復活祭 , キリスト , 教会 , イースターバニー , イースターエッグ , 春

</CONC> 

<RDOC>NW002542912, NW002008347, NW000837198</RDOC> 

<USER>大学院修士 2 年, 女性, 検索歴 4 年</USER> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>0043</NUM> 

<TITLE CASE="c" RELAT="1-3">シフォンケーキ, 作り方, 菓子</TITLE> 

<DESC>「シフォンケーキ」の作り方が書かれている文書を探したい</DESC> 

<NARR><RELE>適合文書は「シフォンケーキ」の作り方（材料や分量）が説明されており、色々

な「シフォンケーキ」のバリエーションが紹介されているもの。</RELE></NARR> 

<CONC>シフォンケーキ, 菓子, 作り方, 製菓, バリエーション</CONC> 

<RDOC>NW013569355, NW011761975, NW009137107</RDOC> 

<USER>大学院修士 2 年, 女性, 検索歴 4 年</USER> 

</TOPIC> 

Proceedings of the Third NTCIR Workshop 

 



 

<TOPIC> 

<NUM>0044</NUM> 

<TITLE CASE="c" RELAT="2-3">アロマセラピー, アロマオイル, アロマキャンドル</TITLE> 

<DESC>「アロマセラピー」で使われるオイルやキャンドルの香りの種類と効果を知りたい

</DESC> 

<NARR><TERM>「アロマセラピー」は香りのするオイルを熱したり、香りのするキャンドルを

たいたりすることによって体や精神をリラックスさせる効果がある。その香りによって効能が違

う。</TERM><RELE>どのオイル、キャンドルがどんな効果があるのか説明されている文書が適

合する。</RELE></NARR> 

<CONC>アロマセラピー, オイル, キャンドル, インセンス, リラックス, 香り</CONC> 

<RDOC>NW002550340, NW011762026, NW010053209</RDOC> 

<USER>大学院 2 年, 女性, 検索歴 4 年</USER> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>0046</NUM> 

<TITLE CASE="b">天然酵母パン, 店, 場所</TITLE> 

<DESC>天然酵母のパンを作っているパン屋を見つけたい</DESC> 

<NARR><BACK>近頃、ドライイーストを使わずに天然の酵母菌を使って焼いたパンが見られる

が、たいていのパン屋では値段が多少高くなるせいか天然酵母は使っていない。でどこで天然酵

母パンが手に入るのか知りたい。</BACK><RELE>天然酵母パンが手に入る店の住所、電話番号

まで書いてある文書が適合する。インターネット販売のみの店でも適合。</RELE></NARR> 

<CONC>パン, 天然酵母パン, 店, 場所, 電話番号</CONC> 

<RDOC>NW014515983, NW014460912, NW011582340</RDOC> 

<USER>大学院修士 2 年, 女性, 検索歴 4 年</USER> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>0047</NUM> 

<TITLE CASE="c" RELAT="1-2">カプサイシン, とうがらし, 効能</TITLE> 

<DESC>とうがらしなどに含まれるカプサイシンの働きや効能について知りたい</DESC> 

<NARR><TERM>カプサイシンはとうがらしに含まれている成分で、摂取することにより体の新

陳代謝を促すのでダイエット効果がある。</TERM><RELE>カプサイシンの効能と働きが説明さ

れているものが適合。どちらか一方のみの文書は部分的適合とする。</RELE></NARR> 

<CONC>カプサイシン, とうがらし, 効能, 新陳代謝, ダイエット</CONC> 
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<RDOC>NW008446279, NW001007286, NW013789117</RDOC> 

<USER>大学院修士 2 年, 女性, 検索歴 4 年</USER> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>0048</NUM> 

<TITLE CASE="c" RELAT="1-2">アントシアニン, ブルーベリー, 視力</TITLE> 

<DESC>ブルーベリーなどに含まれている成分、アントシアニンの効果について詳しく知りたい

</DESC> 

<NARR><BACK>ブルーベリーは目に良いといわれているが、それはアントシアニンという成分

が含まれているからである。どれくらい摂取したらどのような効果があるのか知りたい。

</BACK><RELE>どのくらいの量のブルーベリーを摂取すれば視力に効果があるのか詳しく説

明している文書が適合。アントシアニンが人体に与える効果について説明していないものは不適

合とする。</RELE></NARR> 

<CONC>アントシアニン, ブルーベリー, 効果, 視力, 目</CONC> 

<RDOC>NW002846429, NW013182930, NW012890983</RDOC> 

<USER>大学院修士 2 年, 女性, 検索歴 4 年</USER> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>0049</NUM> 

<TITLE CASE="b">ポリフェノール, 種類, 効果</TITLE> 

<DESC>ポリフェノールの種類とそれぞれの効果について知りたい</DESC> 

<NARR><BACK>ポリフェノールはお茶や果物などの含まれている成分であるが、どんな食物に

含まれ、効果があるのか詳しいことが知りたい。</BACK><RELE>ポリフェノールの種類と効果

が説明されている文書が適合する。どちらか一方のみの情報が書かれている文書は部分的適合と

する。</RELE></NARR> 

<CONC>ポリフェノール, 種類, 効果, お茶, チョコレート</CONC> 

<RDOC>NW007878611, NW002618366, NW011603751</RDOC> 

<USER>大学院修士 2 年, 女性, 検索歴 4 年</USER> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>0052</NUM> 

<TITLE CASE="c" RELAT="2-3">湖, 水質, 透明度</TITLE> 

<DESC>環境破壊が叫ばれている中、日本の湖の水質について、どの程度の透明 
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度があるのか調べたい</DESC> 

<NARR><RELE>日本の湖についての説明であり、透明度についての具体的な数字で示された調

査結果があることが適合条件。他の湖との比較や、年代別比較などを記載していることを適合の

条件とはしない。調査結果については、調査機関、引用した資料、あるいは年度などの科学的に

客観性のある説明があるかどうかを信頼性判定の参考とする。更に、昔のもので調査できない湖

に関し、推定値を用いることは上記のような科学的客観性があるかどうかを参考とする。

</RELE><NARR> 

<CONC>日本, 湖, 水質, 透明度, 調査, 環境</CONC> 

<RDOC>NW000630783, NW007643872</RDOC> 

<USER>大学院修士 1 年, 男性, 検索歴 5 年</USER> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>0053</NUM> 

<TITLE CASE="b">自動車, 将来像, 日本</TITLE> 

<DESC>日本の自動車の将来像はどうなっているのか知りたい</DESC> 

<NARR><BACK>長い間、日本は不況にあえいでいる。また、韓国、台湾、中国を中心とするア

ジア諸国がコスト競争力をもって、台頭して来ている。そういった多くの製造業が苦しむ中、国

産自動車の将来像はどういったものなのか興味があり、いろんな意見に耳を傾けてみたい。

</BACK><RELE>適合文書は、国産自動車の将来像について、優位点、問題点などを指摘してい

る文章とする。個人による意見か、専門家による意見か、業界全体の将来像についてか、ひとつ

の企業の将来像かなどは適合性の基準ではなく、文章の内容が適合性の基準である。

</RELE><NARR> 

<CONC>日本, 自動車, 将来像, コスト, 技術, 工場</CONC> 

<RDOC>NW008614586, NW014395145</RDOC> 

<USER>大学院修士 1 年, 男性, 検索歴 5 年</USER> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>0056</NUM> 

<TITLE CASE="b">変分法, 入門</TITLE> 

<DESC>変分法について入門的に記述してある文書を探したい</DESC> 

<NARR><BACK>変分法を勉強しようと思うがなかなか難しい。そこで分かりやすく解説をして

いる文書を探している。</BACK><RELE>適合文書は変分法の基礎について分かりやすい解説が

なされているもの</RELE></NARR> 

<CONC>変分法, 入門, 解説</CONC> 
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<RDOC>NW009557906, NW006088235</RDOC> 

<USER>大学院修士 1 年, 男性, 検索歴 3 年</USER> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>0057</NUM> 

<TITLE CASE="b">亀, 寿命</TITLE> 

<DESC>亀の寿命について記述された文書が欲しい</DESC> 

<NARR><BACK>鶴は千年、亀は万年というが一体亀は何歳まで生きるのだろう。まさか 1 万年

生きるとは思えないがどれくらい長生きなのかが知りたい。</BACK><RELE>適合文書は亀の寿

命について記述されているもの。</RELE></NARR> 

<CONC>亀, 寿命, 何年, 長寿</CONC> 

<RDOC>NW012227814, NW012944900</RDOC> 

<USER>大学院修士 1 年, 男性, 検索歴 3 年</USER> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>0058</NUM> 

<TITLE CASE="b">信越本線, 碓氷峠, 方法</TITLE> 

<DESC>信越本線の碓氷峠において列車がどのように峠を越えていたか、その歴史を知りたい

</DESC> 

<NARR><BACK>信越本線の横川－軽井沢間の碓氷峠は日本最大の急勾配で難所として知られ

ていた。そのため歯車を用いたアプト式や、電車に補助機関車を連結する協調運転など、碓氷峠

を越えるために様々な方式が採られてきた。どの時期にどのような方式で列車が峠を越えていた

のか、その歴史を知りたい。</BACK><RELE>信越本線の開通から横川－軽井沢間の廃止までの

期間、列車がどのように碓井峠を越えていたのかを記述している文書を適合とする。アプト式あ

るいは協調運転いずれかの説明のみの場合は部分的適合とする。</RELE></NARR> 

<CONC>信越本線, 碓氷峠, 横軽, 急勾配, アプト式, 協調運転</CONC> 

<RDOC>NW001892672, NW010532427</RDOC> 

<USER>大学院修士 1 年, 男性, 検索歴 4 年</USER> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>0059</NUM> 

<TITLE CASE="b">N ゲージ, HO ゲージ, 意味</TITLE> 

<DESC>N ゲージ、HO ゲージの N と HO の意味を知りたい</DESC> 
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<NARR><BACK>鉄道模型の種類（レールの幅）に N ゲージ、HO ゲージと呼ばれている規格が

ある。この N と HO が何を表すのかを知りたい。</BACK><RELE>N ゲージの N、HO ゲージの

HO について、その意味、ないし由来が記されている文書を適合とする。単に規格の諸元だけの

場合は不適合とする。</RELE></NARR> 

<CONC>N ゲージ, HO ゲージ, 鉄道模型, 意味, 由来, 規格</CONC> 

<RDOC>NW002286492, NW007402924</RDOC> 

<USER>大学院修士 1 年, 男性, 検索歴 4 年</USER> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>0060</NUM> 

<TITLE CASE="b">世界樹, 北欧神話, 名前</TITLE> 

<DESC>北欧神話に登場する世界樹の名前を知りたい</DESC> 

<NARR><BACK>北欧神話には世界を支える「世界樹」と呼ばれる巨大な樹木が登場する。その

世界樹の名前を知りたい。</BACK><RELE>北欧神話に登場する世界樹の名前が明記されている

文書を適合とする。</RELE></NARR> 

<CONC>世界樹, 北欧神話, 神話, 伝説, 名前, 名称</CONC> 

<RDOC>NW006604746, NW008528972</RDOC> 

<USER>大学院修士 1 年, 男性, 検索歴 4 年</USER> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>0061</NUM> 

<TITLE CASE="a">Tommy february, 川瀬智子, The Brilliant Green</TITLE> 

<DESC>The Brilliant Green のボーカルである川瀬智子あるいは Tommy feburary について知りた

い</DESC> 

<NARR>アルバムヒットチャートで第一位を獲得したり、またファッション雑誌でも注目されて

いる Tommy february こと川瀬智子について知りたい。<TERM>Tommy februay とは、The Brilliant 

Green のボーカルである川瀬智子のソロ活動時の名前であり、Tommy februay と川瀬智子は同一

人物である。</TERM><RELE>適合文書は、Tommy february や川瀬智子についての情報を提供す

るもの。各メンバーについての情報は提供しておらず、The Brilliant Green というバンドについ

てのみ情報を提供しているものは、部分的適合とする。CD の紹介にしか過ぎないものなどは不

適合とする。</RELE></NARR> 

<CONC>Tommy february, トミーフェブラリー, 川瀬智子, The Brilliant Green, ソロ活動, ボーカ

ル</CONC> 

<RDOC>NW007067557, NW002650572</RDOC> 
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<USER>大学院修士 1 年, 男性, 検索歴 4 年</USER> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>0062</NUM> 

<TITLE CASE="c" RELAT="1-2">柴犬, 日本犬, 特徴</TITLE> 

<DESC>「柴犬」の魅力と特徴が説明されている文書を探したい</DESC> 

<NARR><BACK>柴犬の特徴、種類、気質を知りたい。できれば理想とする体つきについても知

りたい。</BACK><TERM>「柴犬」は長野県、岐阜県鳥取県などが産地の日本犬である。本来

は小動物の狩猟用だが、愛玩犬、番犬ともする。</TERM><RELE>適合文書は「柴犬」の気質や、

体つきの特徴、また種類が紹介されているもの。</NARR> 

<CONC>犬, 柴犬, 日本犬, 特徴, 種類, 小柴, ペット</CONC> 

<RDOC>NW008724745, NW003988803</RDOC> 

<USER>大学院修士 2 年, 女性, 検索歴 4 年</USER> 

</TOPIC> 

 

<TOPIC> 

<NUM>0063</NUM> 

<TITLE CASE="b">グレートバリアリーフ, オーストラリア, 旅行</TITLE> 

<DESC>グレートバリアリーフへの旅行情報が知りたい</DESC> 

<NARR><TERM>オーストラリアの東北部にある沿岸を「グレートバリアリーフ」といい、温暖

で、美しい海が観光旅行に適している。</TERM><RELE>「グレートバリアリーフ」の見所や観

光名物などを紹介している文書が適合する。</RELE></NARR> 

<CONC>海, グレートバリアリーフ, オーストラリア, 見所, 観光, 旅行</CONC> 

<RDOC>NW005472644, NW003945104</RDOC> 

<USER>大学院修士 2 年, 女性, 検索歴 4 年</USER> 

</TOPIC> 
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