
■日経テレコン　ナビ型記事検索　テーマ一覧（2014年12月現在）
大分類 中分類 提供分類 分類語コード 定義

事業組み替え ＃Ｗ１０１０１ 企業の事業構成や出資構成の組み替えに関する話題。「共同
出資会社設立」「新規事業進出」「事業計画の中止・延期」
「出資比率の変更」「事業・企業の買収」「経営統合」「分
社化・グループ再編」「既存事業の強化」「既存事業の縮
小・撤退」「事業・企業売却」「経営破たん」「資本参加」
「業務提携」「提携解消」「会社設立」「海外進出」「経営
再建」に分類される話題がここに含まれる。

共同出資会社設立 ＃Ｗ１０１０２ 複数の企業が資本金を出し合う共同出資会社の設立に関する
話題。海外企業との合弁会社、企業連合がプロジェクト遂行
のため組織する共同事業会社、合同会社（LLC）や有限責任
事業組合（LLP）の形態をとる共同出資会社、業界再編を目
的とした事業統合会社の設立などが含まれる。

新規事業進出 ＃Ｗ１０１０３ 新規事業分野への進出に関する話題。本業周辺や本業以外の
事業への進出、新市場の創出を狙った従来にない事業分野の
創出に関する記事などが含まれる。

事業計画の中止・延期 ＃Ｗ１０１０４ いったん決めて公になった計画の見直しに関する話題。交渉
の白紙撤回、工場建設計画の凍結、生産や発売延期、発注取
り消し、事業化の断念、上場延期や起債延期などの記事が含
まれる。

出資比率の変更 ＃Ｗ１０１０５ 出資比率の変更に関する話題。増資引き受けや株式取得、Ｔ
ＯＢ（株式公開買い付け）による出資比率引き上げ、株式売
却による出資比率引き下げなどの記事が含まれる。

事業・企業の買収 ＃Ｗ１０１０６ 事業部門の買収や企業買収に関する話題。出資比率が50％未
満でも実質的に経営権を握る場合は含まれる。Ｍ＆Ａ（合
併・買収）の統計記事もここに含まれる。TOB（株式公開買
い付け）やMBO（経営陣が参加する買収）による企業買収は
ここに含まれる。

経営統合 ＃Ｗ１０１０７ 企業の経営統合や合併に関する話題。共同で設立した持ち株
会社の傘下に入るかたちの経営統合、対等に近い関係の企業
同士の合併が含まれる。

分社化・グループ再編 ＃Ｗ１０１０８ 事業部門の分社化やグループ企業の本体への統合、グループ
内の再編に関する話題。会社分割などによる分社化、グルー
プ企業同士の合併や事業集約による整理統合、出資構成の見
直し、持ち株会社方式への移行などが含まれる。

既存事業の強化 ＃Ｗ１０１０９ 既存事業の強化・拡大やテコ入れに関する話題。工場の増強
による生産拡大、販売・営業拠点の拡充、品ぞろえやメ
ニューの強化、人員の重点配置などが含まれる。

既存事業の縮小・撤退 ＃Ｗ１０１１０ 既存事業の陳腐化や競争力の低下など構造的要因による事業
の縮小や撤退の話題。品目の絞り込みや工場、店舗、拠点の
縮小・集約・閉鎖・解体・除却処分、他の事業への転換など
が含まれる。

事業・企業売却 ＃Ｗ１０１１１ 事業部門やグループ企業の売却に関する話題。企業存続や財
務改善のために行う事業や資産、グループ企業の売却、不採
算事業の処分、共同出資会社の株式売却などが含まれる。空
港運営会社の運営権、球団の売却などの記事も含まれる。

経営破たん ＃Ｗ１０１１２ 倒産、経営の行き詰まりに関する話題。会社更生法や民事再
生法、破産、特別清算などの法的整理の適用申請のほか、事
業再生ＡＤＲ（裁判以外の紛争解決）手続きによる私的整理
の申請などの記事が含まれる。財務内容や資金繰りの悪化で
自力再建を断念し、金融機関やスポンサーへの支援要請、公
的資金申請などに追い込まれるケースも含まれる。

資本参加 ＃Ｗ１０１１３ 企業への新規出資に関する話題。大手企業によるベンチャー
企業への出資、業績不振企業の支援を目的とした出資、資本
提携に基づく出資などが含まれる。

業務提携 ＃Ｗ１０１１４ 企業間の業務提携の締結に関する話題。
提携解消 ＃Ｗ１０１１５ 企業間の業務・資本提携の解消に関する話題。
会社設立 ＃Ｗ１０１１６ 新会社の設立に関する話題。合弁会社の設立、現地法人の開

設、持ち株会社、子会社、地域統括会社、販売統括会社の設
立なども含まれる。

海外進出 ＃Ｗ１０１１７ 海外の特定国・地域への進出に関する話題。これまで進出し
ていなかった国・地域での現地法人、工場、事業拠点、一号
店の設立などに関する記事が含まれる。これまで事業規模が
小さかった地域に本格進出する場合も含まれる。

経営再建 ＃Ｗ１０１１８ 経営再建に関する話題。法的整理や私的整理の手続きを経た
再建計画に基づく経営再建、財務内容や資金繰りの悪化で自
力再建を断念して金融機関やスポンサーへの支援、公的資金
注入などを受けつつ進める経営再建、経営破たんに至る前に
自主的に再建計画を取りまとめて進める経営再建、経営破た
んに至る前に金融機関やスポンサー、国の支援などを取り付
けて進める経営再建などが含まれる。

事業戦略 ＃Ｗ１０２０１ 企業の事業戦略や事業運営に関する話題。「販売・営業停
止」「ＩＴ活用」「価格戦略」「生産戦略」「販売・営業」
「顧客管理」「コスト削減」「新製品・サービス」「購買・
調達」「知的財産権」「研究開発」「品質管理」「販売促
進」「設備投資」に分類される話題がここに含まれる。経営
ビジョンや経営戦略、経営改革の方針など企業の中長期的な
基本戦略に関する記事もここに分類する。事業部門単位で策
定する事業計画に関する記事も含まれる。

企業 事業組み替え

事業戦略

Copyright 2014 Nikkei Digital Media, Inc.

本資料およびこれを複写した物を無断で第三者に提供したり、閲覧させることはお断り致します。



販売・営業停止 ＃Ｗ１０２０２ 製品販売やサービス営業・業務の停止に関する話題。採算悪
化や売れ行き低迷による販売・営業の打ち切り、不具合や外
部要因、行政処分などによる販売・営業・業務の停止、製品
供給やサービス体制が追いつかないなどの理由による一時的
な販売・営業の停止などの記事が含まれる。

ＩＴ活用 ＃Ｗ１０２０３ 情報技術（ＩＴ）の活用に関する話題。情報システムの導
入・更新、ＩＴやネットを活用した業務の効率化や事業展開
などの記事が含まれる。

価格戦略 ＃Ｗ１０２０４ 製品やサービスの価格・料金に関する話題。企業が主体的に
実施する価格戦略、値上げ、値下げ、価格体系、課金方式な
どの記事が含まれる。

生産戦略 ＃Ｗ１０２０５ 製品の生産にかかわる話題。工場新設、生産能力の増強、新
たな生産方式や生産技術、生産管理システムの導入、稼働率
や生産量、生産品目の変更、複数拠点での生産体制、生産拠
点の移転や再編、廃棄などの記事が含まれる。

販売・営業 ＃Ｗ１０２０６ 製品販売やサービス・店舗営業に関する話題。販売・営業計
画、出店計画、販売・営業ルートの拡大や見直し、新たな販
売・営業・店舗運営手法の導入、拠点や店舗の開設・閉鎖、
増床・縮小などの記事が含まれる。

顧客管理 ＃Ｗ１０２０７ 顧客管理や顧客満足度（ＣＳ）向上の取り組みに関する話
題。顧客管理の手法や顧客管理システム、ポイントカードな
どの顧客管理ツール、顧客動向の分析など顧客管理に関する
記事が含まれる。顧客の評価や満足度を高める活動やノウハ
ウ、顧客満足度調査や企業ランキングなどが含まれる。

コスト削減 ＃Ｗ１０２０８ 経費支出や設備投資など企業活動にかかるさまざまなコスト
の削減に関する話題。原材料費や設備投資額の圧縮、生産効
率化、販売管理費の削減、業務プロセスの改善、アウトソー
シングなどコスト削減の手法や計画、成果などの記事が含ま
れる。

新商品・サービス ＃Ｗ１０２０９ 新たに投入する商品やサービスに関する話題。商品・サービ
スの特徴や仕組み、新規性、競争力などに関する記事が含ま
れる。

購買・調達 ＃Ｗ１０２１０ 製品の原材料、燃料、設備機器、物資などの購買・調達に関
する話題。効率やコストを最適化する調達戦略、化学物質規
制や環境に配慮した調達の取り組み、物流を含めたサプライ
チェーンの構築、カンバン方式に代表される少量多頻度の調
達方式などの記事が含まれる。

知的財産権 ＃Ｗ１０２１１ 知的財産権の保護や活用に関する話題。特許の出願・取得、
売却、ライセンス契約、休眠特許の活用などに関する記事、
商標や著作権を保護するための違法コピー、偽造、模倣対策
に関する記事、新興国での知的財産権保護戦略や技術流出対
策、職務発明を巡る社内規定や報奨制度に関する記事などが
含まれる。特許や商標を巡る紛争・係争に関する記事も含ま
れる。技術の標準化や規格策定の取り組みに関する記事もこ
こに分類する。

研究開発 ＃Ｗ１０２１２ 研究開発・技術開発に関する話題。新規性や独自性のある技
術、工法、手法、先進的な機器や部品、システム、技術規格
などの研究開発に関する記事。企業単独での開発のほか、複
数の企業、企業と大学・研究機関などによる共同開発の記事
も含まれる。大学や研究機関の研究開発に関する記事（企業
はかかわっていない）でも、産業への利用が見込まれるなど
企業活動に影響がある内容であれば、ここに分類する。

品質管理 ＃Ｗ１０２１３ 製品やサービスの品質管理、品質向上に関する話題。品質改
善の技術や手法、品質管理の体制や活動などが含まれる。品
質管理の不備によるリコールや不具合に対する企業の対応も
含まれる。

販売促進 ＃Ｗ１０２１４ 販売促進やマーケティングの活動に関する話題。販促を目的
としたキャンペーン、プロモーション、イベント、展示会、
店頭での実演、見本配布、割引セール、景品の提供、試用品
の提供などに関する記事が含まれる。売上報奨金やバックリ
ベートなどによる流通業者への活動も含まれる。販売促進を
目的としたマーケティング調査や市場・データ分析、ネット
を使ったマーケティング活動、新たなマーケティング手法の
開発・活用などに関する記事もここに含まれる。

設備投資 ＃Ｗ１０２１５ 設備投資に関する話題。工場やシステム、事業拠点などの新
設・増強に伴う設備投資に関する記事、一定期間や一定地域
における設備投資計画の策定や計画変更に関する記事などが
含まれる。

経営管理 ＃Ｗ１０３０１ 企業の経営管理や組織運営に関する話題。「コンプライアン
ス」「企業統治」「トップ・役員人事」「経営計画」「経営
のリスク管理」「ダイバーシティー」「環境・ＣＳＲ」「不
祥事・係争」「人材採用」「人員削減」「社名変更」「人
事・組織」「賃金」「役員報酬」「労使交渉」に分類される
話題がここに含まれる。

コンプライアンス ＃Ｗ１０３０２ コンプライアンス（法令順守）の取り組みに関する話題。イ
ンサイダー取引、セクシャルハラスメント、パワーハラスメ
ントなどの不正防止、労働関連法令、下請法、個人情報保護
法などの法令順守の記事が含まれる。

企業統治 ＃Ｗ１０３０３ コーポレートガバナンス（企業統治）に関する話題。社外取
締役の導入、役員数の増減、取締役会などの機構改革、役員
報酬の適切な決定や開示、監査役会や委員会設置会社に置け
る監査、指名、報酬委員会の強化などの記事が含まれる。
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トップ・役員人事 ＃Ｗ１０３０４ 経営者や影響力を持つ経営層の交代や人事に関する話題。社
長、会長の交代、役員クラスの外部からのスカウト、女性や
若手、創業者一族の役員クラスへの起用などの記事が含まれ
る。著名人・有識者の社外取締役就任の記事も含まれる。

経営計画 ＃Ｗ１０３０５ 企業が作成する経営計画に関する話題。中期経営計画、長期
経営計画の内容のほか、経営計画の進捗状況をまとめた記事
や計画の修正に関する記事も含まれる。

経営のリスク管理 ＃Ｗ１０３０６ 危機管理対策や事業継続計画（ＢＣＰ）に関する話題。地震
などの自然災害、新型インフルエンザなどのパンデミック
（世界的大流行）、テロやサイバー攻撃などさまざまなリス
クに対する管理体制、社員や関係者の安全確保や事業継続の
ための計画や訓練に関する記事。不祥事やシステム障害と
いった自社が原因で起こり得るリスクに関する防止策も含ま
れる。

ダイバーシティー ＃Ｗ１０３０７ ダイバーシティー（人材の多様化）に関する話題。性別や国
籍、年齢などを問わずに多様な人材を受け入れて、企業の競
争力強化に活用する取り組みに関する記事。女性活用や管理
職への積極登用、社内託児所の設置など女性が働きやすい職
場づくり、育児休業制度、育児後の復帰制度の導入や拡充、
外国人社員の採用、障害者雇用、高齢者雇用、転職者の再雇
用などの記事が含まれる。

環境・ＣＳＲ ＃Ｗ１０３０８ 社会的責任（CSR）活動に関する話題。温暖化ガス対策、水
の使用量削減、廃棄物の排出削減、生態系への影響抑制、再
生材の利用拡大などの環境対策、貧困地域への食糧支援や教
育支援、ボランティア活動、慈善活動といった社会的責任
（CSR）活動に関する記事が含まれる。環境対策の実施に影
響する環境基準や制度の変更に関する記事もここに分類す
る。

不祥事・係争 ＃Ｗ１０３０９ 企業が起こした不祥事やトラブル、訴訟問題などに関する話
題。贈収賄、独占禁止法違反、景品表示法違反、リコール隠
し、不正会計、環境汚染、個人情報流出などの不祥事・トラ
ブルが含まれる。特許侵害、薬害、契約不履行などを巡る裁
判や係争の記事も含まれる。

人材採用 ＃Ｗ１０３１０ 人材採用に関する話題。新卒社員の採用計画や採用活動や選
考方法、中途社員の採用、契約社員や派遣社員、パート社員
の採用などの記事が含まれる。人材派遣や転職市場における
求人動向や時給の推移、学生の就職活動、内定取り消しも含
まれる。大学の就職支援活動や採用活動に影響する制度変更
などに関する記事もここに分類する。

人員削減 ＃Ｗ１０３１１ 人員削減に関する話題。業績不振に伴う人員削減、希望退職
の募集、配置転換など人員削減に関する記事、不振事業から
他の事業への人員シフトなどに関する記事が含まれる。

社名変更 ＃Ｗ１０３１２ 社名変更に関する話題。合併による新会社名、事業ブランド
名、企業ロゴマークの変更も含まれる。

人事・組織 ＃Ｗ１０３１３ 人事・雇用制度および組織の変更に関する話題。昇進・昇格
などの資格制度、人事考課制度、雇用制度、人材育成制度な
ど人事・雇用制度に関する記事、専門職の増強や人員配置の
見直しなど人材政策に関する記事、組織・機構改革などの記
事が含まれる。

賃金 ＃Ｗ１０３１４ 賃金に関する話題。給与・ボーナスに関する話題のほか、賃
上げ、賃金カット、賃金制度などの記事も含まれる。

役員報酬 ＃Ｗ１０３１５ 役員が受け取る給与・報酬に関する話題。役員報酬の返上、
退職慰労金などの記事を含む。

労使交渉 ＃Ｗ１０３１６ 労使交渉や労働組合の活動に関する話題。労働組合や組合の
中央団体、産業別組合組織などの労働・賃金分野での方針決
定、運動などに関する記事、経営側と組合側の労使交渉、経
営側の組合に対する方針や提案などに関する記事が含まれ
る。

財務 ＃Ｗ１０４０１ 企業の財務や会計に関する話題。「資金調達」「エクイティ
ファイナンス」「融資」「企業会計」「社債」「上場・市場
変更」「株式分割」「自社株買い」「増減資」に分類される
話題がここに含まれる。

資金調達 ＃Ｗ１０４０２ 投資や支払いに必要な資金の調達に関する話題。「エクイ
ティファイナンス」「融資」「社債」に分類する記事はすべ
てここにも分類する。

エクイティファイナンス ＃Ｗ１０４０３ 新株発行を伴う資金調達（エクイティファイナンス）に関す
る話題。公募増資、第三者割当増資、新株を買える権利（新
株予約権）を活用するライツイシュー（株主割当増資）、新
株予約権付社債（転換社債）の発行などの記事が含まれる。

融資 ＃Ｗ１０４０４ 金融機関などからの借り入れに関する話題。不動産担保融
資、在庫や設備機器を担保にする動産担保融資、事業収益な
どに返済原資を限定するノンリコース（非遡及型）融資、複
数の金融機関が参加する協調融資などによる資金調達の記事
が含まれる。資金が必要になった際に引き出せる融資枠（コ
ミットメントライン）の設定に関する記事もこの分類に含ま
れる。

企業会計 ＃Ｗ１０４０５ 企業会計に関する話題。新会計基準への対応や会計区分、決
算期の変更など財務会計に関する記事、財務指標の導入によ
る経営分析や社内目標設定など管理会計に関する記事、会計
システムの導入や刷新などの記事も含まれる。会計関連の業
務に影響を与える会計基準や制度の変更に関する記事もここ
に分類する。
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社債 ＃Ｗ１０４０６ 社債の発行や償還に関する話題。機関投資家向けに発行する
社債（ＳＢ）のほか個人投資家向けに限定した個人向け社
債、通常の社債よりも元本の返済順位が低くなる劣後特約付
き社債（劣後債）などの発行・償還に関する記事が含まれ
る。コマーシャルペーパー（ＣＰ）の発行・償還もこの分類
に含まれる。

上場・市場変更 ＃Ｗ１０４０７ 株式市場への上場、市場の変更、上場廃止に関する話題。新
規株式公開（ＩＰＯ）、東証マザーズなどから東証１・２部
などへの市場変更、TOB（株式公開買い付け）やMBO（経営陣
が参加する買収）による上場廃止などの記事が含まれる。取
引所の上場廃止基準に抵触し上場廃止の恐れがある企業の記
事もここに含める。

株式分割 ＃Ｗ１０４０８ 株式分割や株式併合に関する話題。一株を複数株に分けて発
行株式数を増やす株式分割、複数株を一株に併合する株式併
合に関する記事が含まれる。

自社株買い ＃Ｗ１０４０９ 自社株買いや自社株消却に関する話題。自社株取得枠の設
定、自社株買いの実施、自社株買いを含む株主還元策、自社
株の消却、金庫株の放出などに関する記事が含まれる。

増減資 ＃Ｗ１０４１０ 増資や減資に関する話題。未上場企業のベンチャーキャピタ
ル（ＶＣ）からの出資による資金調達、公募増資、第三者割
当増資、新株を買える権利（新株予約権）を活用するライツ
イシュー（株主割当増資）、新株予約権付社債（転換社債）
の発行などの記事が含まれる。累積損失の解消などを目的と
した減資、金融機関などの貸出債権を株式に転換するデッ
ト・エクイティ・スワップ（ＤＥＳ）もここに含まれる。

業績 ＃Ｗ１０５０１ 企業の業績に関する話題。「決算」「業績予想の修正」「増
減配」に分類される話題がここに含まれる。

決算 ＃Ｗ１０５０２ 企業の決算、次期の業績予想に関する話題。企業が正式発表
した内容を報告する記事のほか、発表に基づかない決算見通
しや業績予想の記事も含まれる。

業績予想の修正 ＃Ｗ１０５０３ 企業が適時開示ルールに基づき発表する業績予想の修正に関
する話題。発表に基づかない業績予想の修正見通し、業績修
正についてまとめた記事も含まれる。

増減配 ＃Ｗ１０５０４ 増配または減配に関する話題。増配、株式分割による実質増
配、復配、減配、無配に関する記事、増減配の方針など配当
政策に関する記事などが含まれる。

市場動向 ＃Ｗ１０６０１ 商品やサービスの市場での動向に関する話題。「販売動向」
「価格動向」「市場シェア」「売れ筋」に分類される話題が
ここに含まれる。

販売動向 ＃Ｗ１０６０２ 販売動向や市場の動きを示す統計などの話題。業界団体など
がまとめる生産・出荷・販売・受注、予約などの統計、契約
数、利用者数、店舗などの売上高、取り扱い実績などの統計
に関する記事が含まれる。

価格動向 ＃Ｗ１０６０３ 価格や料金の動きに関する話題。主な商品市況、需給で価格
が変動する商品・サービスの価格動向、指標として注目され
る商品・サービスの価格動向、値下げや値上げの動きが激し
い業界の価格動向、客単価の推移などに関する記事。

市場シェア ＃Ｗ１０６０４ 国・地域別、企業別、製品・サービス別などでみたシェアに
関する話題。市場シェアに関する調査データや統計、シェア
上位の順位がわかる記事、企業の経営統合・合併などを理由
とするシェア変動に関する記事もここに含まれる。

売れ筋 ＃Ｗ１０６０５ 売れ筋商品、売り上げランキング上位商品、ランキングが急
上昇した商品に関する話題。

政治運営 ＃Ｗ２０１０１ 政権・与党、地方自治体の長による議会運営、行政運営、政
党運営に関する記事。施政上の方針や方策、政界要人の動
向、議会や野党対策、主要な役職の人事、政権を巡る権力争
い、意思決定に到る駆け引き、議会開催などの政治日程の記
事も含まれる。世論調査、政権運営に対する識者などの分析
記事もここに分類する。「野党」「選挙・組閣」に分類され
る記事もここに含まれる。

野党 ＃Ｗ２０１０２ 野党の活動に関する話題。野党の組織運営、政策、政治活
動、野党首脳の動静、発言などに関する記事が含まれる。

選挙・組閣 ＃Ｗ２０１０３ 国・地方自治体の選挙、内閣や委員会などの組織編制に関す
る話題。選挙に向けた政党・候補者の行動、公約、日程、選
挙運動、選挙活動、支持者の動向、開票動向、選挙結果など
に関する記事が含まれる。選挙や内閣総辞職に伴う内閣の編
成・任命、行政組織の人事の変更・任命、内閣改造の記事も
含まれる。選挙制度に関する記事もここに分類する。

政策・制度 ＃Ｗ２０２０１ 国や地方自治体の法制度、政策の制定や変更に関する話題。
「法制度の変更」「行政」「規制・監督」「規制緩和」に分
類される話題がここに含まれる。

法制度の変更 ＃Ｗ２０２０２ 国の憲法や法律の改正、新法の立案・施行など法制度の変更
に関する話題。地方自治体の条例変更、国際法として国家へ
の拘束力を持つ国際条約の採択や発効も含まれる。法制化の
具体的記述がない政策段階の記事、法制変更を伴わずに実施
できる政策に関する記事は含まれない。

行政 ＃Ｗ２０２０３ 政府、地方自治体など行政府、行政機関の活動に関する話
題。行政組織が法制や予算に基づいて行おうとする政策や制
度変更、政省令の改正、決定、報告などが含まれる。省庁な
どの諮問機関や省庁に準ずる組織の活動もここに含まれる。
行政改革など公務員制度、行政制度に関する記事も含まれ
る。

政治 政治運営

政策・制度
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規制・監督 ＃Ｗ２０２０４ 政府や地方自治体が法制や行政権限に基づき行う規制行為に
関する話題。環境保護、人体生命の安全、人権、秩序維持、
公序良俗、経済・金融システムの安定などを目的とした規制
強化の記事が含まれる。規制制度に基づく監督、監視、指
導、検査などの記事も含まれる。

規制緩和 ＃Ｗ２０２０５ 政府や地方自治体の規制緩和に関する話題。成長産業の創出
や競争促進、外国企業の誘致などを目的とした規制改革、特
区やモデル事業などの規制緩和手法に関する記事が含まれ
る。既得権保護や国民の不利益につながる規制の改廃、域内
産業保護のための外資規制緩和や非関税障壁撤廃などの記事
もここに含まれる。

経済・財政 ＃Ｗ２０３０１ 国や地方自治体の経済・財政運営に関する話題。「経済戦
略」「国家財政」「税金」「国・自治体の予算」「雇用政
策」「公共事業」「エネルギー政策」「助成金」「通貨政
策」に分類される話題がここに含まれる。

経済戦略 ＃Ｗ２０３０２ 国がまとめる中長期の経済戦略に関する話題。経済成長や国
民生活の向上に関する目標、国の経済、産業、貿易、海外展
開、経済連携、人材育成、科学技術、競争促進などの分野の
基本戦略に関する記事が含まれる。

国家財政 ＃Ｗ２０３０３ 国家財政に関する話題。国の財政収支、国と地方を合わせた
基礎的財政収支（ＰＢ）の状況、中長期の財政計画、財政再
建目標、財政健全化を目的とした歳出削減策などの記事が含
まれる。国債の発行額や発行残高、国債の格付け、国と地方
を合わせた債務残高に関する記事も含まれる。

税金 ＃Ｗ２０３０４ 国税や地方税など税金に関する話題。税制改正や増減税、税
率改定、税額控除、税制優遇措置、政策減税など税制度の変
更や税制改革に関する記事が含まれる。税収見通しや税収実
績、国家間の租税条約、課税逃れ阻止のための国際ルールづ
くりの取り組みに関する記事なども含まれる。

国・自治体の予算 ＃Ｗ２０３０５ 国や地方自治体の予算編成と予算に基づく重点政策の話題。
予算編成の基礎となる基本方針、予算規模や配分の大枠、一
般会計と財政投融資を含む予算案などの記事が含まれる。予
算案の決定や審議、成立といった予算編成の過程を記述する
記事も含まれる。会計検査院などの政府機関による予算支出
の検査に関する記事も含まれる。省庁単位や分野別、重点分
野の予算案に関する記事は含まれるが、予算措置に基づく個
別の政策はここに含まれず、該当する政策の項目に分類す
る。

雇用政策 ＃Ｗ２０３０６ 政府や地方自治体の雇用政策に関する話題。解雇規制の緩
和、成長市場への雇用移動促進、労働市場改革、労働時間規
制の見直しなどの雇用改革に関する記事が含まれる。職業訓
練などの失業対策、高齢者雇用の義務化などの就労促進策、
失業対策や若者、障害者の雇用拡大などの雇用対策も含む。

公共事業 ＃Ｗ２０３０７ 政府・地方自治体・地方公共団体による公共事業に関する話
題。公共事業への予算配分、公共事業を柱とする経済対策、
公共事業の経済効果検証などに関する記事のほか、道路・鉄
道などの建設計画、老朽インフラ対策、防災・国土保全など
の大型公共事業に関する記事などが含まれる。公共事業への
民間資金の活用、海外へのインフラ輸出の推進、公共事業の
民間開放などに関する記事もここに分類する。

エネルギー政策 ＃Ｗ２０３０８ 国や地方自治体のエネルギー政策に関する話題。エネルギー
安全保障、エネルギー供給・利用の安定化、効率化、環境負
荷低減などを目的とした政策・許認可制度、競争促進のため
の産業政策、再生エネルギーや新エネルギー活用に向けた政
策・研究・調査などに関する記事が含まれる。原子力発電所
の新増設、核燃料サイクル計画や原発の廃炉を巡る問題への
対処、原発の安全強化や再稼働の審査など原子力政策に関す
る記事もここに分類する。

助成金 ＃Ｗ２０３０９ 政府や地方自治体が企業や団体、地域などを援助するために
支給するお金に関する話題。雇用安定化や中小企業支援、地
域活性化、研究開発促進などを目的とした助成金を主な対象
とし、助成金と同類の役割を持つ補助金、補助事業、金利優
遇制度などに関する記事もここに分類する。

通貨政策 ＃Ｗ２０３１０ 国の通貨政策に関する話題。為替介入や為替管理、ペッグ制
や通貨バスケット制などの通貨制度、資本取引や資金流入規
制、通貨切り下げや切り上げ、外貨準備、通貨交換（スワッ
プ）協定などに関する記事が含まれる。

外交 ＃Ｗ２０４０１ 国の外交政策や外交交渉に関する話題。外交の基本方針や戦
略のほか、個別の外交テーマを巡る閣僚級、事務レベルの会
合参加や会談、交渉内容に関する記事、外交テーマを巡る高
官の発言などがここに含まれる。「安全保障」「国際協力」
「経済連携」「首脳会議」に分類される記事もここに含まれ
る。

経済・財政

外交

Copyright 2014 Nikkei Digital Media, Inc.

本資料およびこれを複写した物を無断で第三者に提供したり、閲覧させることはお断り致します。



安全保障 ＃Ｗ２０４０２ 安全保障政策や軍事戦略、安全保障上の脅威に対する防衛策
に関する話題。国家の安全保障や国防の基本方針、２国間ま
たは多国間の軍事・安全保障同盟、ＮＡＴＯなどの集団防衛
体制、国連安保理などの国際機関の活動や方針に関する記
事、国の防衛・軍備体制の構築や再編、戦力配備、兵器開
発、演習などに関する記事、内戦や武力行使、軍事威圧、侵
略、テロなどの安全保障上の脅威に対する国家や国際社会の
対応や制裁措置に関する記事、核兵器削減交渉、核拡散防
止、ミサイル防衛配備、テロ撲滅、サイバー防衛、武器禁
輸、核査察など軍縮・非拡散の取り組みに関する記事が含ま
れる。

国際協力 ＃Ｗ２０４０３ 国家や国際機関による国際的な援助、協力に関する話題。貧
困国や被災国への人道的支援、途上国や新興国への資金提供
を伴う開発援助、インフラ整備などの事業協力などに関する
記事が含まれる。宇宙開発や基礎科学など先端分野での国際
協力もここに分類する。

経済連携 ＃Ｗ２０４０４ ２国間や多国間の経済連携に関する話題。環太平洋経済連携
協定（TPP）、自由貿易協定（FTA）、経済連携協定
（EPA）、包括的経済連携（RCEP）、環大西洋貿易投資協定
（TTIP）、最恵国待遇などを定める投資協定、世界貿易機関
（WTO）協定などの記事が含まれる。

首脳会議 ＃Ｗ２０４０５ 首脳会議、首脳会談に関する話題。「首脳」の定義は、各国
の政治トップ（首相・大統領など）とし、例えば会社社長ど
うしの会談などは除外する。２国間の会談のほか、G8首脳会
議（サミット）、G20首脳会議、EU首脳会議などの多国間の
首脳会議に関する記事もここに含まれる。

社会政策 ＃Ｗ２０５０１ 国や地方自治体の社会政策に関する話題。「社会保障」「教
育制度」「少子高齢化対策」「国・自治体の危機管理」に分
類される話題がここに含まれる。過疎対策、地域振興策など
地域政策の話題もここに分類する。

社会保障 ＃Ｗ２０５０２ 政府や地方自治体の社会保険（医療保険、年金保険、労災保
険、雇用保険、介護保険）、公的扶助（生活保護）などに関
する話題。年金、医療、保険などの社会保障制度改革を巡る
議論や方針などに関する記事、高齢者の医療負担、混合診
療、年金受給者への給付抑制、生活保護費の支給基準見直し
などの政策に関する記事が含まれる。社会福祉（老人福祉、
障害者福祉、児童福祉、母子福祉）、公衆衛生、老人保健な
どに関する記事もここに分類する。

教育制度 ＃Ｗ２０５０３ 国や地方自治体による教育制度の変更や教育改革に関する話
題。国民の教育水準向上や人材育成を目指したカリキュラム
の導入、学制や進学・入試制度などの見直し、変更、教員の
質の向上などの取り組みに関する記事が含まれる。

少子高齢化対策 ＃Ｗ２０５０４ 国や地方自治体による少子高齢化対策に関する話題。出生率
向上のための結婚、妊娠、出産、育児を支援する政策、高齢
者の増加に対応した介護施設、在宅医療、高度医療の研究な
どに関する記事が含まれる。

国・自治体の危機管理 ＃Ｗ２０５０５ 政府や地方自治体の危機管理に関する話題。自然災害や戦
争、テロ、サイバー攻撃、伝染病、大規模事故が起きたとき
の政府や地方自治体の危機対応に関する記事が含まれる。情
報伝達・分析や指揮命令、救助・支援の体制整備、危機管理
マニュアルや行動計画の策定、訓練などの記事が含まれる。

金融政策 金融政策 ＃Ｗ３０１０１ 国・地域の中央銀行による金融政策に関する話題。政策金利
の変更、公開市場操作、預金準備率操作、市場からの資産購
入などの金融政策に関する記事、中央銀行が金融政策のター
ゲットとする物価目標やインフレ率目標、失業率目標、経済
成長率目標などに関する記事、金融政策を巡る中央銀行トッ
プの記者会見や議会発言、議事要旨などに関する記事、金融
政策の影響による指標金利の変動に関する記事、金融政策決
定の裏付けとして中央銀行が発表する経済・物価・雇用の基
調判断、地域経済報告、景気展望レポート、経済・物価情勢
の展望リポートなどに関する記事も含まれる。世界銀行や国
際通貨基金（ＩＭＦ）などの国際機関が行う金融政策や金融
支援、各国の中央銀行の金融政策に対する提言や分析なども
ここに分類する。

経済活動 ＃Ｗ３０２０１ 国や地域の経済活動に関する話題。「物価」「雇用動向」
「消費・住宅」「生産・投資動向」「ＧＤＰ」「景況感」
「輸出入動向」に分類される記事はここに含まれる。

物価 ＃Ｗ３０２０２ 国や地域、主要都市の物価に関する話題。物価の指標となる
消費者物価指数（CPI）、企業物価指数、卸売物価指数、企
業向けサービス価格などに関する記事、中央銀行や政府、国
際金融機関、シンクタンクの物価見通しやエコノミストの物
価予想集計、期待インフレ率の指標となる物価連動債の利回
りに関する記事などが含まれる。物価の国際比較やインフレ
対策に関する記事もここに分類する。

雇用動向 ＃Ｗ３０２０３ 国や地域の雇用者数や失業率に関する話題。国や地域、国際
機関がまとめる雇用者数、求人倍率、失業率、賃金、残業時
間などに関する記事が含まれる。

消費・住宅 ＃Ｗ３０２０４ 国や地域の民間消費の動向に関する話題。消費動向の指標と
なる個人消費支出、消費者態度指数、消費者信頼感指数、社
会消費品小売総額などの統計に関する記事、個人消費への波
及効果が高い住宅着工件数や住宅価格指数などに関する記事
も含まれる。
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生産・投資動向 ＃Ｗ３０２０５ 国や地域の生産動向や設備投資動向に関する話題。鉱工業生
産指数、先行指標となる機械受注統計、設備投資統計、シン
クタンクや報道機関が実施する設備投資調査も含まれる。

ＧＤＰ ＃Ｗ３０２０６ 国や地域の国内・域内総生産（ＧＤＰ）や経済成長率に関す
る話題。国や地域が発表するＧＤＰ統計に関する記事、政府
や中央銀行、国際機関、エコノミストの予想集計などによる
経済成長率見通しや国際比較に関する記事が含まれる。一人
当たりＧＤＰ、国民総所得（ＧＮＩ）などの統計や国際比較
もここに分類する。

景況感 ＃Ｗ３０２０７ 国や地域の企業経営者、消費者などの景況感に関する話題。
短期経済観測調査、景気ウオッチャー調査、製造業景況指
数、製造業購買担当者の景気指数などに関する記事が含まれ
る。

輸出入動向 ＃Ｗ３０２０８ 貿易取引による輸出入の動きなどに関する記事。貿易統計、
通関統計など財貨の輸出入のほか、サービス・所得収支など
を含めた経常収支、資本収支などの国際収支統計も含まれ
る。

マーケット ＃Ｗ３０３０１ 株式、為替、債券・金融市場に関する話題。「株価指標」
「為替」「金利・債券」に分類される記事はここに含まれ
る。

株価指標 ＃Ｗ３０３０２ 世界の株式市場の株価の動向に関する話題。日経平均株価、
日経ジャスダック平均株価、ダウ工業株３０種平均、英ＦＴ
ＳＥ１００種総合、独ＤＡＸ、仏ＣＡＣ４０など現物株の主
要株式指数の値動き、終値に関する記事、株価変動を解説す
る記事が含まれる。

為替 ＃Ｗ３０３０３ 世界の主要通貨の為替相場に関する話題。円、ドル、ユー
ロ、人民元などの相場変動に関する記事、為替変動の背景を
解説する記事が含まれる。

金利・債券 ＃Ｗ３０３０４ 指標となる金利の変動に関する話題。長期金利の指標となる
国債の利回り、短期金融市場の金利動向などに関する記事が
含まれる。

ものづくり ＃Ｗ４０１０２ ものづくり分野の先端技術、次世代に向けた研究開発の話
題。

バイオテクノロジー ＃Ｗ４０１０６ バイオテクノロジー分野の先端技術、次世代に向けた研究開
発の話題。

ナノテクノロジー ＃Ｗ４０１０７ ナノテクノロジー分野の先端技術、次世代に向けた研究開発
の話題。

新エネルギー ＃Ｗ４０１１０ エネルギー分野の先端技術、次世代に向けた研究開発の話
題。

世界情勢 ＃Ｗ５０１０１ 世界の注目を集める事象や国際問題に関する話題。「大量破
壊兵器」「世界の治安悪化」「領土問題」に分類される記事
はここに含まれる。

大量破壊兵器 ＃Ｗ５０１０２ 核兵器開発に代表される大量破壊兵器の拡散に関する話題。
核・ミサイル、化学兵器の開発や実験、武器の闇取引などに
関する記事が含まれる。

世界の治安悪化 ＃Ｗ５０１０３ 戦争やテロなどによる治安情勢の悪化に関する話題。国家間
の戦争、地域紛争、内戦、外国軍の武力介入との衝突、テ
ロ、民族対立、誘拐、拉致、人質事件などに関する記事が含
まれる。大規模デモやストライキなどによる治安悪化に関す
る記事もここに分類する。

領土問題 ＃Ｗ５０１０４ 国家の領土に関係する記事。領土を巡る国家間の対立、武力
衝突や挑発行為などに関する記事。

災害・事故 ＃Ｗ５０２０１ 災害・事故に関する話題。「火災」「交通事故」「自然災
害」に分類される記事はここにも含まれる。航空機事故、列
車事故、水難事故などの不慮の事故やコンピューターシステ
ム障害、食中毒などに関する記事もここに分類する。

火災 ＃Ｗ５０２０２ 建物火災、山火事などの火災に関する話題。
交通事故 ＃Ｗ５０２０３ 交通事故に関する話題。
自然災害 ＃Ｗ５０２０４ 地震や津波、台風などの自然災害の発生状況、被害、対策に

ついての話題。
事件・裁判 ＃Ｗ５０３０１ 事件や犯罪、裁判などに関する話題。「汚職」「行政処分・

指導」「裁判」「殺人」「脱税・申告漏れ」「反社会勢力」
に分類される記事はここにも含まれる。強盗、窃盗、性犯
罪、詐欺、不正アクセス、脅迫などの事件、裁判の結果など
に関する記事も含まれる。

汚職 ＃Ｗ５０３０２ 公職にある者がその地位や職権を利用して収賄や個人の利益
を図る不正行為に関する話題。

脱税・申告漏れ ＃Ｗ５０３０３ 納税義務があると見なされている人が納税額の一部あるいは
全部をのがれたり（脱税）、税務署と納税者の見解の違いに
よって納税額に差が生じた（申告漏れ）ことに関する話題。

反社会的勢力 ＃Ｗ５０３０４ 暴力団、総会屋など反社会的勢力に関する話題。
裁判 ＃Ｗ５０３０５ 民事裁判・刑事裁判や裁判員制度などに関する話題。
行政処分・指導 ＃Ｗ５０３０６ 行政機関が個人や法人に対し、法規に基づいて権利を与えた

り制限したり義務を負わせたり（行政処分）、指導・勧告・
助言（行政指導）などを行った記事。

社会問題 ＃Ｗ５０４０１ 社会全般における各種問題に関する話題。「エネルギー問
題」「格差問題」「環境問題」「教育問題」に分類される話
題はここに含まれる。人口問題や若年失業、不法移民、麻薬
取引、貧困、虐待、自殺、などの社会問題もここに分類され
る。
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エネルギー問題 ＃Ｗ５０４０２ エネルギー・電力不足などに関する話題。エネルギー不足に
よる電力供給不安や節電、停電などに関する話題。エネル
ギー不足に対応した省エネルギー対策や節電の工夫などに関
する記事も分類される。

格差問題 ＃Ｗ５０４０３ 格差社会や格差問題に関する話題。世代間の格差、南北問題
などの地域間の格差やそれに伴う対立や不公正に関する記事
のほか、格差是正に向けた取り組みなどの記事もこの分類に
含まれる。生活保護などの貧困に関する話題もここに分類す
る。

環境問題 ＃Ｗ５０４０４ 環境問題に関する話題。地球温暖化や環境破壊、原発事故に
よる環境汚染などに関する話題のほか、排出量取引や環境問
題への取り組みなどの記事もこの分類に含まれる。

教育問題 ＃Ｗ５０４０５ 教育制度やいじめ・不登校・体罰などの教育問題に関する話
題。学校の統廃合に関する話題も含む。

消費トレンド ＃Ｗ５０５０１ 消費トレンドに関する話題。「ファッション」「エンターテ
インメント」「美容・健康」に分類される話題がここに含ま
れる。

ファッション ＃Ｗ５０５０２ 服飾、アクセサリー、身の回り品（バッグ、靴など）、美容
（香水、化粧品など）、ヘアスタイルに関する話題。

エンターテインメント ＃Ｗ５０５０３ 音楽、映画、書籍、芸能などのエンターテインメント分野に
関する話題。作品やタレントに関する記事のほか、ブームの
裏側や仕掛け人に関する記事、時代の空気を読み解く記事な
どがここに含まれる。

美容・健康 ＃Ｗ５０４０４ 食事や運動、生活習慣の改善など生活の一部としての健康づ
くり、病気の予防に関する話題。ちょっとした工夫で可能な
疲労回復法や若さを維持する秘訣、呼吸法や睡眠、姿勢のポ
イントなどに関する記事が含まれる。健康の維持や美容に役
立つ商品・サービスの話題もここに分類する。
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