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1 はじめに 

1.1 信濃毎日新聞データベースについて 

「信濃毎日新聞データベース」は、信濃毎日新聞社の提供する有料会員制によるオンライン新聞検索サービスです。

日々発行する新聞のデータを蓄積、１８７３（明治６）年の創刊号からの紙面も収録しています。インターネット

を通じて、必要な情報をいつでも、どこでも、手軽に検索することが可能です。調査研究やビジネス、図書館や学

校の授業、就職活動などさまざまなシーンでご活用いただけます。 

1.2 データベースの構成 

名称 内容 収録件数 

記事検索 

・記事ごとにテキスト形式で収録しています 

・1995 年 7 月から最新号までの記事をご覧いただけます。キーワー

ドによる記事全文検索が可能です 

・1989 年 1 月から 1995 年 6 月までは主な記事の見出しのみを収

録しています*1 

 約 290 万件 

紙面検索 

・紙面の１ページ全体をイメージ形式で収録しています 

・1873 年の創刊号から最新号をご覧いただけます*2 

・日付や面名などによる検索が可能です 

 約 105 万件 

明治・大正・昭和の検索 

・創刊号（明治６年７月５日）から昭和の終わり（昭和６４年１月７

日）までの紙面より、主な出来事や事件の見出しを収録しています 

・キーワードによる見出し検索が可能です 

見出し 約 35 万件 

紙面 約４８万５千件 

（２０２１年１月現在） 

＊１ 利用できるデータベースはご契約によります。紙面検索をご契約いただくと、紙面から記事を閲覧できます 

＊２ 通常の紙面検索契約は、１９８９年１月１日から最新の紙面まで（約５６万５千件）を検索できます。創刊号からの検索

は、「明治・大正・昭和の検索」のご契約が必要です 

 

1.3 ご利用にあたって 

 コンテンツ 

・「明治・大正・昭和の検索」は、調査研究目的での利用に限定して提供します 

・社外の識者の寄稿などで、原著作権者から信濃毎日新聞社が「２次利用」の許諾を得ていないデータについては、

閲覧はできません。また、事件、事故、プライバシーに関わる情報についても一部閲覧制限を設定しているもの

があります 

・記事、写真、イラストなどの著作権は、信濃毎日新聞社および配信した新聞社・通信社、執筆者、撮影者など各

情報提供者にあります。これらは、無断で書籍やその他の印刷物などへの掲載、コピー、放送、翻訳、販売する

ことはできません。「私的使用のための複製」および「引用」の範囲を超えて使用する際には、信濃毎日新聞社

および原著作権者の使用許諾が必要となります 

 アカウント 

・貸与するアカウントは、契約者が適切に管理を行ってください。パスワードを忘れた、接続できないなどアカウ

ントに関する問い合わせは信濃毎日新聞データベースのトップページを参考にしてください 

・利用が終わったら、ログアウトするかブラウザーを閉じるなどして、確実に終了させてください。共用端末など

で接続したまま放置するといったことは、行わないようにしてください 
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1.4 推奨環境 

当システムでは下記の環境での閲覧を推奨します。 

 PC 

・最新バージョンの OS 

 スマートフォン、タブレット 

・最新バージョンの OS 

・従来型携帯電話には対応しておりません 

 ブラウザー 

・最新バージョンのブラウザー 

 ブラウザーの設定 

・検索サービスの利便性向上のために JavaScript、および Cookie を利用しています。お使いのブラウザーで

それぞれの設定を有効にしてください 

・インターネット通信暗号化方式「TLS1.2」の設定を有効にしてください 

 Cookie の利用について 

・当システムは、検索サービスの利便性向上や閲覧状況の統計的な情報収集のために「Cookie」という技術を利

用しています。Cookie に保存された情報を、前述以外の目的で利用することはありません 

 PDF の表示 

・紙面 PDF をご覧いただくには、アドビシステムズ社の Acrobat Reader DC（無償）などの PDF リーダー

が必要です 
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2 基本的な使い方 

2.1 検索の流れ 

記事検索を例に、検索操作の流れを説明します。各データベースの検索方法は、次章以降で詳しく解説します。 

 

➊ログイン、データベース選択 

・ログインします 

・データベース選択画面で検索するデータベースを選択します 

   

➋条件設定、結果一覧、詳細表示 

・検索条件を設定し、検索実行します 

・検索結果が表示されます。表示したい記事を選択します 

・記事が表示されます 

     

➌関連コンテンツの表示 

・記事画面から紙面 PDF を表示できます 

   

2.2 検索式 

検索キーワードに複数の検索条件を指定することができます。キーワードをすべて含む（AND）、いずれかを含む

（OR）、含まない（NOT）などを、画面のボタンから指定します。検索式の設定方法は、5.1.2 項で詳しく解説

します。 

 

例：長野オリンピックに関する記事を調べたい。「長野オリンピック」「長野五輪」のキーワードを含むよう設定し

た。検索したところ、球場名の「長野オリンピックスタジアム」が多くヒットしたため、これを除いた 
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2.3 当システムの検索の特徴 

当システムの検索には次の特徴があります。Google などの検索サイトとは動作が異なりますので、十分理解して

お使いください。 

 完全一致型の全文検索 

当システムの検索は、見出しと記事本文に対する全文検索で、完全一致する文字列を持つ記事を検索結果として表

示します。例えば「米中枢同時テロ」で検索した場合、「米中枢同時テロ」はヒットしますが、「米中枢テロ」には

ヒットしません。また、「日米首脳会談」と「日米首脳の会談」のように助詞の有無も完全一致の判定条件とされ

ます。 

 検索キーワードの設定のコツ 

当システムの検索は完全一致型であることから、同じ概念でも微妙に異なる表現に対してはヒットしない性質があ

ります。検索のヒット率を高めるためには、助詞などを除いた「単語のＡＮＤ検索」でキーワードを設定してくだ

さい。 

例えば「働き方改革法案の裁量労働制」について検索する場合、このままキーワードを設定しても所望の結果を得

られない場合があります。「働き方改革（スペース）法案（スペース）裁量労働」とすると、記事の表現の揺らぎ

を吸収した検索結果を得ることができます。 

2.4 紙面の閲覧 

紙面は PDF 形式で収録しています。アドビシステムズ社の PDF リーダーなどを用いて、一般的な操作による閲

覧が可能です。拡大や縮小、紙面の全体印刷や部分印刷などもソフトウェアの標準機能を利用して行えます。 

2.5 モバイルでの利用 

当システムは、スマートフォンやタブレットの画面サイズに最適化して表示します。外出先でも、記事検索や紙面

チェックなどを PC と同じように利用できます。紙面一覧はスワイプ操作（左右になぞる）にも対応、より便利に

お使いいただけます。 
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3 ログイン 

信濃毎日新聞データベースのトップページにアクセスし、ログインします。トップページでは、各種お知らせ、利

用案内、問い合わせ先なども掲出しています。 

3.1 URL 

https://db.shinmai.co.jp/ 

※URL は PC とスマートフォンともに共通で、アクセスする端末によって画面が最適化されます 

3.2 画面の構成 

 

➊ログインフォーム 

ユーザーＩＤとパスワードを半角英数字で入力、ログインボタンをクリックしてください（ＩＤ・パスワード認証

の場合）。大文字、小文字の違いがありますので注意してください。 

 

➋各種お知らせ 

新着情報、利用案内、収録内容、問い合わせ先を収録しています。表示したい項目のタブをクリックしてください。

「利用案内」に各種マニュアルを、「問い合わせ」に事例と連絡先がまとめてあります。ログインできないなどの

場合は、こちらを参考にしてください。 

 

3.3 認証方式 

当システムの認証方式は、ご契約の形態によって次の３種類があります。認証方式別に操作が異なります。詳しく

はご契約時の資料をご覧ください。 

 

①ＩＤ・パスワード認証型 

ユーザーＩＤとパスワードによる認証方式です。ログインのたび、トップページのログインフォームに入力する必

要があります。 

 

②ＩＰアドレス認証型 

グローバルＩＰアドレスによる認証方式です。ご契約時にお客様の情報を登録、その後はそのＩＰアドレスが設定

された端末からのアクセスは自動認証されます。 

 

➊ 

➋ 
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③端末認証型 

端末情報による認証方式です。ご契約時にお客様の端末に認証情報を設定、その後はその端末からのアクセスは自

動認証されます。 
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4 データベース選択 

4.1 画面の構成 

 

➊データベース選択メニュー 

データベース名が表示されています。ボタンをクリックすると、そのデータベースに移動します。 

 

➋階層リスト（パンくずリスト） 

検索中のデータベース名や、現在表示中の画面の階層を表示します。青くリンク表示されているものは、クリック

するとそのページに移動します。 

 

➌各種マニュアル 

利用案内、検索マニュアルなどを表示します。 

 

➍ログアウト 

クリックするとログアウトします。 

 

➎ユーザー情報 

ログイン中のユーザー名と当月の利用件数を表示します。 

 

➏サイドメニュー（ドロワーメニュー） 

クリックすると画面右横からメニューが表示されます。 

 

➐トップへ戻る 

クリックするとページの最上部に戻ります。このマークは、ページの中ほどになると自動で表示されます。 

 

➋ ➌ ➍ ➎ 

➏ 

➐ 

➊ 



 

 信濃毎日新聞データベース 検索マニュアル 12 

4.2 サイドメニュー 

 

➊閉じる 

画面右横に表示しているこのメニューを閉じます。 

 

➋ログアウト 

こちらからもログアウトできます。 

 

➌文字拡大  

記事検索の詳細画面で、文字を「大」サイズで表示します。 

 

➍文字縮小 

記事検索の詳細画面で、文字を「標準」サイズで表示します。 

 

➎検索マニュアル、利用案内 

こちらからも検索マニュアルや利用案内を表示できます。 

 

➏サイト HOME 

データベース選択画面に移動します。 

 

➐信毎 wｅｂ 

信毎 wｅｂに移動します。 

 

➑信毎読者サイト 

信毎読者サイトに移動します。 

  

➊ 

➋ 

➌ 

➍ 

➎ 

➏ 

➐ 

➑ 
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5 記事検索 

5.1 検索条件設定画面 

この画面で検索条件を指定します。検索条件指定には４種類のモードがあります。 

・簡易検索 キーワードと主な条件を表示します 

・詳細検索 キーワードとすべての条件を表示します 

・テーマ検索 「テーマ」から検索します 

・連載検索 「連載」から検索します 

 

5.1.1 簡易検索 

 

➊ロゴと階層リスト 

検索中のデータベース名や、現在表示中の画面の階層を表示します。家のマーク、または「信濃毎日新聞データベ

ース」のロゴをクリックすると、データベース選択画面に移動します。 

 

➋検索モード選択 

４種類の検索モードを選択します。現在選択中のモードは青く表示されています。 

 

➌「検索する」ボタン 

指定された条件で検索を実行します。条件を指定せずに実行するとすべての検索結果を表示します。 

 

➍「条件をクリア」ボタン 

指定した条件をすべてクリアします。 

 

➎「データベース選択に戻る」ボタン 

データベース選択画面に移動します。データベース選択画面に戻る方法はいくつかありますので、画面の状態に応

じて活用してください。 

  

➊ 

➋ 

➌ 

➍ ➎ 
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 主な項目の解説 

項目名 説明 

キーワード 

・キーワードをスペースを区切って入力すると、それぞれのキーワードを含む絞り込み検索となり

ます。検索式は 5.1.2 項で詳しく解説します 

・同義語にチェックを入れると同義語辞書を展開して検索します 

例：「五輪」で検索した場合、チェックを入れると「五輪」「オリンピック」を含む記事を検索し

ます。チェックを外すと「五輪」のみを含む記事を検索します 

・異体字にチェックを入れると異体字辞書を展開して検索します 

例：「御岳山」で検索した場合、チェックを入れると「御岳山」「御嶽山」を含む記事を検索しま

す。チェックを外すと「御岳山」のみを含む記事を検索します 

・検索対象は 4 種類から指定できます。通常は「すべて」を選択してください 

例：コラムの「きらり」を検索する場合、「すべて」では見出しと本文などを対象として検索しま

す。「見出し」では見出しのみを対象として検索するため、より絞り込まれます 

掲載日 

・カレンダーから選択、または西暦 8 桁を直接入力します。検索に慣れた方は、直接入力のほうが

素早く設定できます。日付選択は 5.1.3 項で詳しく解説します 

・開始日の設定後、「期間選択メニュー」を用いて終了日の自動設定もできます。終了日を設定する

手間を省くことができます 

発行区分 
・新聞の発行単位である「朝刊」「夕刊」「号外」などを指定できます 

・「タブ」は「タブロイド版」の省略です 

ページ ・掲載されたページ数を指定できます 

発信社 ・記事を配信した新聞社、通信社を指定できます 

一覧表示設定 

・検索結果を一覧表示する際の条件を指定できます。これらの条件は検索結果一覧画面での変更も

可能です 

・［件数］20、50、100 件から選択します 

・［ソート］掲載日、ページ、面名、文字数の大小から選択します。昇順は小さい順、降順は大きい

順の意味です 

・［モード］表示モードを標準、詳細、簡易から選択します。詳細モードは標準モードに加え記事先

頭部を表示します。簡易は見出しのみの表示です 

 同義語とは 

表記や発音は異なるものの、意味が同じである語のことを指します。例えば「五輪」と「オリンピック」は表記は

異なりますが、同じ意味の語句となります。 

 異体字とは 

標準の字体と同じ意味・発音を持つものの、一部が異なる字体のことを指します。例えば御嶽山と御岳山では、「嶽」

は「岳」の旧字となります。 

 文字数によるソート 

従来は最近の記事から並べる、昔の記事から並べるといった掲載日によるソートしかできませんでしたが、「文字

数」によるソートが追加されました。例えば「長期金利（AND）国債」で検索し、文字数の多い順でソートする

と、両者の関係を解説する記事を容易に表示することができます。 
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5.1.2 検索式 

検索キーワードに複数の検索条件を指定することができます。キーワードをすべて含む（AND）、いずれかを含む

（OR）、含まない（NOT）などの「検索演算子」を、画面のボタンから指定します。 

 AND 検索 

「両方のキーワードを持つ記事」を検索します。絞り込み検索となります。 

スペースで区切って入力するか、AND ボタンで指定します。ボタンを利用した場合は「&」が挿入されます。 

例：就活に関する記事のうち東信のものを絞り込んで検索する 

 

 

 OR 検索 

「いずれかのキーワードを持つ記事」を検索します。 

OR ボタンで指定すると「｜」が挿入されます。 

例：サイトウキネンの記事を検索する 

 

 NOT 検索 

「キーワードを含まない記事」を検索します。 

NOT ボタンで指定すると「！」が挿入されます。 

例：長野大の記事を高校野球などの「長野大会」の記事を除いて検索する 

 

 組み合わせ 

検索条件式は OR よりも AND が優先されます。 

３つ以上のキーワードを組み合わせて検索する場合は、丸括弧で優先度を指定しないと所望の検索結果が得られな

い場合があります。「（ ）」ボタンで指定します。 

例：飯田市と伊那市の婚活事業を検索する 
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5.1.3 日付の設定方法 

 名称と機能 

 

 

 

 

 

 

➊開始日 

期間の開始日を指定します。カレンダーからの選択と、西暦８桁の直接入力が可能です。 

 

➋終了日 

期間の終了日を指定します。カレンダーからの選択と、西暦８桁の直接入力が可能です。 

 

➌期間選択メニュー 

期間を指定します。終了日の自動設定機能と連動しています。 

［のみ］開始日に設定した日を検索します。設定しない場合も同じ検索結果となります 

［から］開始日から終了日までの期間で検索します 

［１週間、１カ月、３カ月、半年、１年、３年、５年、10 年］選択した値の期間の終了日を自動設定します 

 

➍カレンダー 

［カレンダー］日付をクリックすると検索画面にその日付を設定します 

［○◂ ］前月に移動します 

［○▸ ］翌月に移動します 

［年メニュー］年を選択します 

［月メニュー］月を選択します 

［今日］今日の日付にカレンダーを移動します 

［閉じる］カレンダーを閉じます 

 

 設定例 

➊指定日のみの検索 

 

・開始日に検索する日を設定します 

・終了日のみを設定した場合も同様の動作となります 

 

 

➋期間の検索 

 

・開始日を設定します 

・期間選択メニューから「から」を選択します 

・終了日を設定します 

 

  

 ➊ ➌ ➋ 

➍ 



 

 信濃毎日新聞データベース 検索マニュアル 18 

➌指定日よりも新しい記事の検索 

 

・開始日を設定します 

・期間選択メニューから「から」を選択します 

 

 

➍指定日よりも古い記事の検索 

 

・終了日を設定します 

・期間選択メニューから「から」を選択します 

 

 

➎期間選択メニューによる期間設定 

 

 

・開始日を設定します 

・期間選択メニューから期間を選択します。指定の期間に応じた終了日が自動設定されます 

 

 

➏月日の自動補充 

 

 

 

・年の４桁を入力します 

・次の項目の入力をするなどしてフォーカスが外れると、月日「０１０１」が自動で補充されます 

 

 

➐日の自動補充 

 

 

 

・年月の６桁を入力します 

・ 次の項目の入力をするなどしてフォーカスが外れると、日「０１」が自動で補充されます  

期間を選択すると終了日を自動設定 
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5.1.4 詳細検索 

 

➊検索モード選択 

現在のモード「詳細検索」を青く表示します。 

 

 主な項目の解説 

簡易検索と重複するものは割愛します。 

項目名 説明 

年号 
・和暦と西暦が併記されるメニューから選択します。年号から設定する場合はこちらをご利用くだ

さい。年だけ選択するとその１年を、年月だけ選択するとその１カ月を検索します 

時代 
・平成 7（1995）年 6 月までは主な記事の見出しのみを、同 7 年 7 月以降は記事本文を収録して

います 

曜日 ・掲載した曜日を指定できます 

面名 
・掲載面名を指定できます。右横の「面名リストを開く」をクリックすると、面名リストが表示さ

れます。面名を入力するかリストから選択してください 

版名 ・掲載版名を指定できます 

区分 
・［記事］記事本文を検索します 

・［用語］用語解説（ピンメモ）を検索します 

➊ 
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・［経歴］人物経歴（記事併用経歴）を検索します 

地域／本社 

・［県内］長野県内に関する記事を検索します 

・［国内］日本国内に関する記事を検索します（県内を除く） 

・［国際］世界に関する記事を検索します（日本、県内を除く） 

・［本社］信濃毎日新聞社に関する記事を検索します（社説、コラム、社告など） 

ジャンル ・26 種類から選択します 

種別 ・12 種類から選択します 

人物 ・指定した人物に関する記事を検索します 

企業 ・指定した企業に関する記事を検索します 

市町村 ・指定した市町村に関する記事を検索します 

執筆者 ・提供記事などの外部執筆者を指定できます（※記者を示すものではありません） 
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5.2 検索結果一覧画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

➊階層リスト 

検索中のデータベース名や、現在表示中の画面の階層を表示します。上例は「記事検索の結果一覧画面」を示して

います。 

➋再検索ウィンドウ 

こちらから再検索できます。掲載日、発行区分、ページ、キーワードのいずれかを設定し、右端のルーペマークで

検索実行します。なお、ここで設定した条件は、検索条件画面に戻った際には反映されません。 

 

➌各種ボタン 

［表示モード、表示件数、表示順］検索条件選択画面と同様です 

［条件設定に戻る］検索条件設定画面に戻ります 

 

➍ページ送りボタン 

［先頭］検索結果の最初のページへ移動します 

［前へ］前ページへ移動します 

［数字］数字のページに移動します。最大１０ページ分を表示します 

［次へ］次ページへ移動します 

［最後］最後のページへ移動します 

 

➎見出し 

［左］検索結果の通番 

［中］㊤テーマ名 ㊥見出し ㊦掲載日、発行区分、ページ、面名、記事の文字数 

➋ 
 ➌ 

 ➍ 

➎ 

➊ 



 

 信濃毎日新聞データベース 検索マニュアル 22 

［右］「紙面」のリンクをクリックすると紙面 PDF を表示します 

5.2.1 表示モード 

見出しの表示モードは３種類あります。必要に応じて使い分けてください。 

 

➊標準 

 

➋詳細 

標準モードに加え、記事本文の先頭部を表示します。 

 

➌簡易 

見出しのみを表示します。 

 

5.2.2 印刷 

記事一覧画面を印刷するには、ブラウザーの印刷機能をご利用ください。Internet Explorer ではメニューの［フ

ァイル］→［印刷］で印刷ダイアログが表示されます。画面は印刷用に最適化されます。 
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5.2.3 便利機能 

 一覧表示の変更 

検索結果一覧画面で、表示モード・表示件数・表示順の変更が可能となりました。検索条件設定画面への行き来が

省略できることから、素早く表示ができ便利です。 

 

 キー操作 

主な操作にショートカットキーを設定しました。マウスを用いずキーボードだけで素早い操作が可能です。ショー

トカットキーは各データベースで共通の機能となります。 

［Alt+B キー］前ページへ移動 

［Alt+N］次ページへ移動 

［Alt+T］先頭のページへ移動 

［Alt+L］最後のページへ移動 

［Alt+J］条件選択画面へ戻る 

［スペースキー］ページの下部へ移動（どのボタンにもフォーカスされてない状態） 

［Shift＋スペースキー］ページの上部へ移動（同上） 
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5.3 詳細画面 

 

➊階層リスト 

検索中のデータベース名や、現在表示中の画面の階層を表示します。上例は「記事検索の詳細画面」を示していま

す。 

 

➋各種ボタン 

［紙面］紙面 PDF を表示します 

［等幅表示］記事本文を等幅フォントで行間を詰めて表示します 

［前へ］検索結果の前の記事に移動します 

［次へ］検索結果の次の記事に移動します 

［条件設定に戻る］検索条件設定画面に戻ります 

［一覧に戻る］検索結果一覧画面に戻ります 

 

➌見出し 

［上］記事見出しを表示します。テーマが設定されている場合は、＜＞を付けてその上に表示します 

［中］掲載情報を表示します 

［下］各種管理情報を表示します 

 

➍関連記事 

記事にテーマが設定されている場合、当日の記事を関連記事として表示します。 

［すべて見る］このテーマの記事一覧を表示します 

［表示しない］次回以降、関連記事を表示しません。この設定はブラウザーを開いている間、有効です 

 

➎関連検索 

関連する記事一覧へのリンクを表示します。再検索せずワンクリックで一覧表示できます。 

次の場合で関連検索が表示されます。 

・テーマが設定されている記事。このリンクと➍の「関連記事をすべて見る」は同じ記事一覧が表示されます 

・連載記事 

➍ 
 

➎ 
 

➊ 

➋ 

➌ 
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・「関連記事○○面に」「○○面参照」の表記のある記事 

・管理情報に企業、人物、市町村が設定されている場合 

 テーマとは 

「テーマ」とは事件、事故、出来事を示します。データベースの編集作業の際に主なテーマを定め、設定していま

す。6.1 項のテーマ検索で一覧表示、検索が可能です。 

5.3.1 印刷 

記事詳細画面を印刷するには、ブラウザーの印刷機能をご利用ください。Internet Explorer ではメニューの［フ

ァイル］→［印刷］で印刷ダイアログが表示されます。画面は印刷用に最適化されます。 

5.3.2 便利機能 

 ページ送り 

前へボタン、次へボタンで検索結果のページ送りが可能となりました。一覧画面への行き来が省略できることから、

素早く表示ができ便利です。必要に応じてご活用ください。ただし、ページ送りの際、同じ記事に戻った場合でも

「１件」としてカウントされますので、ご注意をお願いします。 

 キー操作 

主な操作にショートカットキーを設定しました。マウスを用いずに、キーボードだけで素早い操作が可能です。シ

ョートカットキーは各データベースで共通の機能となります。 

［Alt+B キー］前ページへ移動 

［Alt+N］次ページへ移動 

［Alt+S］紙面 PDF を表示 

［Alt+J］条件選択画面へ戻る 

［Alt+I］一覧画面へ戻る 

［スペースキー］ページの下部へ移動（どのボタンにもフォーカスされてない状態） 

［Shift＋スペースキー］ページの上部へ移動（同上） 
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索引型検索 

第    章 ➏ 
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6 索引型検索 

当システムでは、２種類の索引型検索を備えています。検索キーワードが思い浮かばなくても、ジャンルごとに整

理された一覧リストから簡単な操作で記事を表示できます。 

6.1 テーマ検索 

「テーマ」とは事件、事故、出来事を指します。データベースの編集作業の際に主なテーマを定め、設定していま

す。記事検索、紙面検索、明治・大正・昭和の検索で利用できます。 

6.1.1 画面の構成 

 

➊階層リスト 

検索中のデータベース名や、現在表示中の画面の階層を表示します。上例は「記事検索のテーマ検索」を示してい

ます。 

 

➋各種ボタン 

［表示順］五十音、地域、ジャンル、時期、登録日の大小から選択します 

［表示件数］20、50、100 件から選択します 

 

➊ 

➋ 
➌ 

 
➍ 

➎ 
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➌ページ送りボタン 

検索結果一覧画面で共通の動作となります。 

 

➍テーマ名 

［テーマ名］事件、事故、出来事の名称を示します 

［地域］記事検索の地域に準じます 

［ジャンル］記事検索のジャンルに準じます 

［時期］そのテーマが発生した年月を示します 

 

➎テーマの絞り込み 

テーマを各項目で絞り込めます。結果はこの画面上部のテーマ一覧に表示されます。 

6.1.2 検索の流れ 

 

➊記事検索 

・テーマ検索で表示するテーマをクリックします 

・該当するテーマが設定されている記事の見出しが一覧表示されます 

   

➋紙面検索 

・テーマ検索で表示するテーマをクリックします 

・該当するテーマが設定されている紙面が一覧表示されます 

   

➌明治・大正・昭和の検索 

・テーマ検索で表示するテーマをクリックします 

・該当するテーマが設定されている見出しが一覧表示されます 

   

※紙面検索、明治・大正・昭和の検索は次章以降で説明します  
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6.2 連載検索 

「連載検索」では、紙面に掲載された連載や企画などを簡単な操作で検索することができます。記事検索で利用で

きます。「カテゴリー一覧から探す」と「条件を指定して探す」の２種類の検索モードがあります。 

6.2.1 カテゴリー一覧から探す 

 

 

 

 

➊階層リスト 

検索中のデータベース名や、現在表示中の画面の階層を表示します。上例は「記事検索の連載検索」を示していま

す。 

 

➋検索モード 

［カテゴリー一覧から探す］カテゴリーごとに整理された一覧リストから選択します 

➊ 

➋ 

➌ 

➍ 

➎ 
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➌大カテゴリー 

１０カテゴリーで大分類しています。 

 

➍カテゴリー 

大分類ごとにカテゴリーを一覧表示しています。クリックすると、該当する連載名を画面下部の➎に表示します。 

 

➎連載一覧 

連載一覧を表示します。連載名をクリックすると、記事一覧を表示します。 

6.2.2 条件を指定して探す 

 

➊検索モード 

［条件を指定して探す］連載の絞り込み条件を指定して一覧リストを表示します 

 

➋検索条件指定 

検索条件を指定します。 

 

➌連載一覧 

連載一覧を表示します。連載名をクリックすると、記事一覧を表示します。 

 

  

 

➊ 
 

➋ 
 

➌ 
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6.2.3 検索の流れ 

 カテゴリー一覧から探す 

・カテゴリーを選択します 

・連載一覧が画面下部に表示されます。表示したい連載名を選択します 

・記事一覧が表示されます 

     

 条件を指定して探す 

・連載の検索条件を設定し、検索実行します 

・連載一覧が画面下部に表示されます。表示したい連載名を選択します 

・記事一覧が表示されます 
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紙面検索 

第    章 ➐ 
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7 紙面検索 
 

7.1 検索条件設定画面 

この画面で検索条件を指定します。検索条件指定には２種類のモードがあります。 

・詳細検索 すべての検索条件を表示します 

・テーマ検索 「テーマ」から検索します 

 

 

基本操作は記事検索に準じます。 

 

➊階層リスト 

検索中のデータベース名や、現在表示中の画面の階層を表示します。上例は「紙面検索の検索条件設定画面」を示

しています。 

 

➋今日の紙面 

今日の紙面をスライドモードで表示します。 

  

➊ 

➋ 
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 主な項目の解説 

共通する項目は記事検索に準じます。 

項目名 説明 

時代 

・［明治］  創刊の明治 6（1873）年 7 月５日 ～ 明治 45（1912）年 7 月 29 日 

・［大正］  大正元（1912）年 7 月 30 日 ～ 大正 15（1926）年 12 月 24 日 

・［昭和戦前］昭和元（1926）年 12 月 25 日 ～ 昭和 20（1945）年 8 月 14 日 

・［昭和戦後］昭和 20（1945）年 8 月 15 日 ～ 昭和 64（1989）年 1 月 7 日 

・［平成］  平成元（1989）年 1 月 8 日 ～ 平成 31（2019）年 4 月 30 日 

・［令和］  令和元（2019）年 5 月 1 日 ～ 

発行形態 ・本紙とタブロイド版を指定できます 

広告刷り替え ・広告の刷り替え（印刷拠点別の広告）を指定できます 

特定日 ・特定日、特定期間を指定できます 

一覧表示設定 

・検索結果を一覧表示する際の条件を指定できます 

・［件数］20、50、100 件から選択します 

・［ソート］掲載日、ページ、面名の五十音の大小から選択します 

・［モード］サムネイル、リスト、スライドから選択します 

・［紙面 PDF］同じページで開く、新しいページで開くから選択します 

 「特定日検索」の使い方 

毎年決まった日などの検索が可能です。例えば、「毎年元日の１面」を検索する場合は次のように設定します。 

・ページに「001」、特定日の年月に「１」を設定します 

・毎年の１月１日付の１面が表示されます 
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7.2 検索結果一覧画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➊各種ボタン 

［表示モード、表示件数、表示順］検索条件選択画面と同様です 

［条件設定に戻る］検索条件設定画面に戻ります 

 

➋ページ送りボタン 

検索結果一覧画面で共通の動作となります。 

 

➌紙面サムネイルと各種ボタン 

［紙面サムネイル］紙面 PDF を表示します 

［記事］紙面中の記事一覧を表示します 

［詳細］紙面詳細画面を表示します 

紙面サムネイルの下に掲載日、発行区分、面名、版名、広告刷り替えを表示します。 

  

➊ 
➋ ➌ 
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7.2.1 表示モード 

検索結果の表示モードは３種類あります。必要に応じて使い分けてください。 

 

➊サムネイル 

検索結果をサムネイル形式で一覧表示します。マウスをかざすと１サイズ大きいサムネイルを表示します（マウス

オーバー機能）。 

 

➋リスト 

検索結果をリスト形式で一覧表示します。 

 

➌スライド 

検索結果をスライド形式で一覧表示します。スライドモードを選択すると、表示件数が１００件に自動設定されま

す。 
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7.3 紙面スライドモード 

紙面スライドモードは一覧表示モードの１つです。スマートフォンなどのスワイプ操作などでページめくりができ

ます。 

7.3.1 検索の流れ 

 

➊スライドモードで表示 

・検索条件設定画面でスライドモードを指定します 

・スライドモードで表示されます 

・ページ送りをして紙面を閲覧します 

    スライドしてページ送り 

➋詳細表示 

・紙面の詳細は紙面 PDF を表示します 

・記事が登録済みであれば記事の表示もできます 

    

➌スライドモードの終了 

・画面左下の［×］ボタンまたは Esc キーを押すとスライドモードが終了します 

・［条件設定に戻る］ボタンで検索条件設定画面に戻ります 

   

 スライドモードを再度表示するには 

いったん終了したスライドを再度表示するには、画面中のいずれかのリンクをクリックすると可能です。 

［もう一度スライドを表示する］ 

スライドを再表示します。 

［紙面一覧からスライド表示する紙面を選ぶ］ 

画面を下に送ると紙面サムネイルが表示されます。スライド表示したいサムネイルをクリックするとスライドが

表示されます。 
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7.3.2 操作方法 

 

➊紙面情報 

検索結果の通番、掲載日、発行区分、面名、版名、広告刷り替えを表示します。 

 

➋各種ボタン 

［PDF］紙面 PDF を表示します 

［記事］紙面中の記事一覧を表示します 

 

➌各種ボタン 

［×］スライドモードを終了します。Esc キーを押しても同様です 

［←］左へ紙面を送ります。左クリックしながら左へ、または、スマホで右から左へなぞる操作でも同様です 

［→］右へ紙面を送ります。左クリックしながら右へ、または、スマホで左から右へなぞる操作でも同様です 

［▶］ 一定間隔で自動でページめくりをします 

 

 100 件以上を表示する場合は 

検索結果の通番が 100 になるとページ送りができません。その場合は次の手順でページを進めてください。 

・いったんスライドモードを終了する 

・一覧画面が表示されるので、次のページ番号をクリックする 

・101 件目からスライドモードが表示される 

     

  

➊ ➋ 

➌ 
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7.4 詳細画面 

紙面詳細画面は、サムネイル一覧またはリスト一覧画面で［詳細］ボタンをクリックすると表示されます。 

 

 

➊各種ボタン 

［記事］紙面中の記事一覧を表示します 

［紙面 PDF］紙面 PDF を表示します 

［前へ］検索結果の前の紙面に移動します 

［次へ］検索結果の次の紙面に移動します 

［閉じる］画面を閉じます 

 

7.5 紙面クリッカブル表示 

紙面詳細画面のサムネイル上でマウスをかざして青く表示される範囲をクリックすると、該当する記事を表示しま

す。2011 年 3 月 20 日以降の「長野最終版」で表示が可能です。 

7.5.1 検索の流れ 

・紙面詳細で表示したい記事の領域をクリックします 

・記事が表示されます 

    

➊ 
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7.6 紙面 PDF表示 

7.6.1 複数の表示 

複数の紙面 PDF を同時に表示することが可能です。 

・検索条件設定画面の一覧表示設定の［紙面 PDF］の項目で「新しいページで開く」を選択します 

・一覧画面で紙面 PDF を開くたびに新しいウィンドウで表示されます 

   

7.6.2 部分印刷 

Acrobat Reader DC の場合、部分印刷の方法は次の手順となります。 

・紙面 PDF を表示します 

・［スナップショット］アイコンをクリックします（スナップショットツールが表示されていない場合は、9.3 項

やアドビシステムズ社のサイトなどを参考に表示してください） 

・紙面上で範囲の左上から右下にドラッグします（左クリックしながら右下まで移動し離す） 

・［印刷］アイコンをクリックします 

・印刷ダイアログが表示されます 

   

印刷↑ ↑スナップショット 

ドラッグ 
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明治・大正・昭和の検索 

第    章 ➑ 
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8 明治・大正・昭和の検索 

8.1 検索条件設定画面 

この画面で検索条件を指定します。検索条件指定には３種類のモードがあります。 

・簡易検索 キーワードと主な条件を表示します 

・詳細検索 キーワードとすべての条件を表示します 

・テーマ検索 「テーマ」から検索します 

8.1.1 簡易検索 

 

基本操作は記事検索に準じます。 

西暦と年号は、本紙創刊の明治 6（1873）年から昭和 64（1989）年までの選択となります。 

 

➊階層リスト 

検索中のデータベース名や、現在表示中の画面の階層を表示します。上例は「明治・大正・昭和の検索の検索条件

設定画面」を示しています。 

 

  

➊ 
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8.1.2 詳細検索 

 

基本操作は記事検索に準じます。 

 

 ご利用にあたって 

過去の紙面は、調査研究の資料に供する目的でそのまま収録しており、現在の新聞では「不適切」として使われな

い用語・表現、掲載されない内容の記事も一部に含まれています。ご利用にあたっては、個人情報の扱いに注意し、

他人の名誉・プライバシーを損ない侵害することがないようにしてください。 

 分類について 

明治・大正・昭和の検索は、マイクロフィルムをデジタルデータ化し、それを基に県内外の大きな出来事や事件・

事故について見出しを入力しています。面名や分類などの情報の入力は限られていますので、絞り込みは主に見出

しや掲載日から行ってください。 
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8.2 検索結果一覧画面 

 

基本操作は記事検索に準じます。 
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8.3 詳細画面 

 

➊各種ボタン 

［紙面］紙面 PDF を表示します 

［前へ］検索結果の前の記事に移動します 

［次へ］検索結果の次の記事に移動します 

［条件設定に戻る］検索条件設定画面に戻ります 

［一覧に戻る］検索結果一覧画面に戻ります 

 

➋見出し 

［上］記事見出しを表示します。テーマが設定されている場合は、＜＞を付けてその上に表示します 

［中］掲載情報を表示します 

［下］各種管理情報を表示します 

 

➌各種ボタン 

［紙面］紙面 PDF を表示します 

➊ 

➋ 

➍ 

➌ 

➎ 
 

➏ 
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［当日の紙面一覧］掲載日の紙面一覧を表示します 

［テーマの一覧］このテーマの記事一覧を表示します 

［年のできごと］この年の概要を表示します 

 

➍記事位置 

記事の位置を赤いマークで示します。 

 

➎関連記事 

記事にテーマが設定されている場合、当日の記事を関連記事として表示します。 

［すべて見る］このテーマの記事一覧を表示します 

［表示しない］次回以降、関連記事を表示しません。この設定はブラウザーを開いている間、有効です 

 

➏関連検索 

関連する記事一覧へのリンクを表示します。再検索せずワンクリックで一覧表示できます。 

次の場合で関連検索が表示されます。 

・テーマが設定されている記事。このリンクと➎の「関連記事をすべて見る」は同じ記事一覧が表示されます 

・連載記事 

・「関連記事○○面に」「○○面参照」の表記のある記事 

・管理情報に企業、人物、市町村が設定されている場合 

  



 

47 信濃毎日新聞データベース 検索マニュアル 

8.4 検索支援機能 

8.4.1 できごと解説 

記事の背景説明を「できごと解説」として表示します。 

 

8.4.2 年のできごと 

この年の概要を表示します。明治元年から昭和 64 年までを表示できます。 

［明治、大正、昭和、平成］それぞれの元年を表示します 

［▲］前年を表示します 

［▼］翌年を表示します 

 

8.4.3 記事本文の登録 

明治・大正・昭和の検索は見出しのみの登録ですが、例えば「大東亜戦争終結の詔書」「社説 関東防空大演習を

嗤ふ」など、必要に応じて記事テキストを収録しています。 
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付録 

第    章 ➒ 
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9 付録 

9.1 検索演算子の設定例 

 OR 検索の活用例 

OR 検索を活用すると、記事中の表現の揺らぎを受けない精度の高い検索が行えます。下例を参考にし、必要に応

じて指定してください。 

分類 事例 

省略語 

信濃毎日新聞、信毎 

信州大学、信大 

神戸製鋼、神鋼 

諏訪交響楽団、諏訪響 

信越放送、ＳＢＣ 

短期大学、短大 

信用金庫、信金 

就職活動、就活 

ドラゴンクエスト、ドラクエ 

アメリカンフットボール、アメフット、アメフト 

木村拓哉、キムタク 

前田健太、マエケン 

同義語・類義語 

火事、火災 

首相、総理 

辞任、辞職 

派遣、非正規 

保育園、幼稚園 

経産省、経済産業省、通産省、通商産業省 

イギリス、英国、イングランド、スコットランド、ウェールズ、ＵＫ 

サイトウ・キネン、セイジ・オザワ 松本フェスティバル、ＯＭＦ、ＳＫＦ、ＳＫＯ 

シンクロナイズドスイミング、アーティスティックスイミング 

ランキング、チャート 

トップ１０、ベスト１０ 

サッカーＷ杯、Ｗ杯サッカー 

ひらがな・カタカナ 

桜、さくら、サクラ 

味噌、みそ、ミソ 

海老、えび、エビ 

茄子、なす、ナス 

上位語・下位語 
自動車、乗用車 

飛行機、旅客機、ジャンボ機、セスナ機 

同一ジャンル 

ランニング、ジョギング、マラソン、トレイルラン 

コーヒー、カフェオレ、カフェラテ、カプチーノ、エスプレッソ 

トトロ、ラピュタ、ナウシカ 

新日本、全日本、大日本 

乃木坂、欅坂 

V と B 

ベートーヴェン、ベートーベン 

フルトヴェングラー、フルトベングラー 

ヴェルディ、ベルディ 

人名 

北野武、ビートたけし 

アントニオ猪木、猪木寛至 

横山ノック、山田勇 

貴花田、貴ノ花、貴乃花 

田村亮子、谷亮子 

小泉八雲、ラフカディオ・ハーン 
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モハメド・アリ、ムハマド・アリ、カシアス・クレイ 

ミヒャエル・シューマッハー、ミハエル・シューマッハ 

デービッド・クルサード、デービッド・コールサード 

マット・デイモン、マット・デーモン 

国名・地名 

ジョージア、グルジア 

ミャンマー、ビルマ 

ヤンゴン、ラングーン 

洋数字・漢数字 

第９、第九 

８強、八強 

２次試験、二次試験 

３冠王、三冠王 

※OR 演算子は実際の検索画面では「|」が用いられます 

 

 NOT 検索の活用例 

NOT 検索を活用すると、不要な情報を検索結果から除くことができます。下例を参考にし、必要に応じて指定し

てください。 

分類 事例 

文字の排除による 

絞り込み 

長野大 （NOT） 長野大会 

日本フィル （NOT） 新日本フィル 

楽天 （NOT） 楽天的 （NOT） 楽天家 

信大 （NOT） 通信大手 （NOT） 配信大手 

山雅 （NOT） 福山雅治 

香川 （NOT） 香川真司 

ヒアリ （NOT） ヒアリング 

インディアン （NOT） インディアンス 

カテゴリーによる 

絞り込み 

ソフトバンク （NOT） プロ野球 

オリックス （NOT） プロ野球 

北野建設 （NOT） スキー （NOT） オリンピック 

松本平広域公園 （NOT） スポーツ広場 （NOT） スポーツ記録 

民生委員 （NOT） おくやみ 

東日本大震災 （NOT） 原発 

※NOT 演算子は実際の検索画面では「!」が用いられます 

 

9.2 引用について 

「引用」に必要な条件は、文化庁「著作権なるほど質問箱」内の「著作権制度の概要」にある「８・著作物等の例

外的な無断利用ができる場合」で確認できます。７条件「ア・公表されている イ・公正な慣行に合致 ウ・正当

な範囲内 エ・主従関係 オ・引用部分を区別 カ・引用を行う必然性 キ・出所の明示」を示してあり、すべて

を満たす必要があります。 

このうち、［報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること］とは、報道・批評・研究などのために

必要最低限の量だけ利用を認めることを示しています。［引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確である

こと］は、引用する部分より引用する側の文が質、量とも主であることを表します。 

新聞の論説や記事の全文を写し取って感想だけ付け足すような使い方は、この２条件に反し「引用」には当たりま

せん。また、記事全文を読める状態で紙面を印刷物にしたりインターネットで発信したりすることも、同様に引用

に当たりません。 

インターネットを利用した無断利用は「公衆送信権の侵害」に当たります。フェイスブックなど利用者がある程度
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限定される利用でも、誰でも参加が可能であることから「私的使用のための複製」には当たらず、公衆送信権の侵

害となります。 

引用に当たらない場合の利用は「転載」となり、著作権者の許諾が必要です。なお、信濃毎日新聞社ではインター

ネットによる転載を許諾しておりません。 

 

9.3 紙面を部分的に印刷するための設定 

当システムでは、紙面を表示するため主にアドビシステムズ社の「Acrobat Reader DC」を使っています。初

期状態では、紙面の記事単体や図表などを部分的に印刷することができません。部分印刷を可能にするため、ツー

ルバーを常に表示し、スナップショットを選択できるように設定を変更します。 

 環境設定 

①「Acrobat Reader DC」を起動 

②編集→環境設定を選択 

③「分類」から「インターネット」を選択 

④右に開いている Web ブラウザーオプションのうち、「デフォルトで閲覧モードで表示」のチェックを外す 

⑤「OK」をクリックして閉じる 

 

 画面設定 

①信濃毎日新聞データベースを起動し、紙面検索から紙面を選んで表示する 

②紙面の最上部にツールバーが表示されていることを確認 

③ツールバーのアイコンのない部分を右クリック 

④開いたツリーから「スナップショット」を選択、閉じる 

⑤ツールバーに「スナップショット」アイコンが表示される 

 

 スナップショットの使い方 

①紙面を表示した状態で「スナップショット」をクリック 

②紙面上でマウスを動かし、必要な範囲を選択する 

③印刷アイコンをクリック 

④印刷のサイズが合わない場合、ページサイズで「合わせる」を選択 

⑤紙の大きさなどはプロパティで選択 

⑥印刷する 
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