
☑ 文書ブラウザの便利機能を活用しよう！

【 最強の文書ブラウザを攻略！ 】

【基本操作編】

【文書ブラウザ】
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キーワードの設定ですばやく査読 ここでの注意ポイント！

◼ メインワード

特に注目したいキーワードを入力しておきます。
文書内で太い赤字で表示されます。複数のキー
ワードを入れるときは間にスペースを挟みます。

◼ マークするワード

注目したいキーワードを入力しておくと、文書内
でカラフルにマーキングされます。複数のキー
ワードを入力するときは間に ＋ を挟みます。

◼ 記録・更新
『記録』 ボタンを押すと、入力したキーワードが

記録されます。新しいキーワードを入力したときは、
『記録』ボタンをクリックして記録しておき、『更新』
ボタンをクリックして表示を反映させます。

◼ 文書削除
『編集（Ｓ） 』をクリックし、 『削除（Ｄ）』をクリック

すると、そのとき開いていた文書が削除されます。

◼ グループワード有効機能

『グループワード有効』 にチェックを入れておくと、
キーワードのグループワードもマーキングされま
す。

◼ キーワードの出現数表示

メインワードとマークするワードの文書内での出
現回数が表示されます。『不使用キー非表示』に
チェックを入れておくと、出現回数１回以上のキー
ワードだけが出現回数表示されるので、キーワー
ドが出現しているかいないのかが判断しやすくなり
ます。

文書ブラウザの便利機能攻略！１

入力したキーワードを
記録、更新することが

できる

マークするワード入力欄

メインワード入力欄

マークするワード
メインワードの

出現数

メインワードは赤太文字で表
示され、マークするワードはカ
ラフルにマーカー表示される

キーワードをダブルクリック
すると、文中のキーワードに

ジャンプします

【基本操作編】

キーワード入力
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入力したキーワードを
記録

文書一覧
タブ

ハイライト設定は
文字一致



キーワードの入力ルール ここでの注意ポイント！

◼ 入力ルール

メインワード、マークするワードはどちらも複数の
キーワードを入力することができます。

複数のキーワードを入力する際には、「＋」で連
結してください。

「＆」「（カッコ）」の演算子は使用できません。

入力する文字は全角が基本です。半角文字の
入力も可能です。入力できる文字数の制限はして
いません。

全角スペースは、そのまま変換されずに入力さ
れます。半角スペースは全角スペースに変換され
ます。

ただし、「＋」」の前後に入れられたスペースは、
抽出実行時に自動的に削除されます。

「＋」「＆」「（カッコ）」や、半角スペースを含む
キーワード、半角文字をキーワード対象にしたい
場合は、ダブルクォート（” “）で囲んでください。

英単語の大文字と小文字を同一視したい場合は、
［システム］→「環境設定］→「文字列処理タブ」の
「英字の大文字と小文字を同一視する」にチェック
を入れて下さい。

※ キーワードの検索は文字一致で行なうため、ワー
ド一致で行った分析結果とはヒット件数が異なる
場合があります。

文書ブラウザの便利機能攻略！２

▼マークをクリック
する

記録しておいたキーワード
を呼び出すことができる

メインワード入力欄

入力欄上で右クリックす
ると、コピー履歴を呼び

出すことができる

【基本操作編】

キーワード入力ルール
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◼ ４つのメモ欄を装備

ユーザーメモスペースには自由にメモを記入す
ることができます。記入した内容は 『メインウィンド
ウ』 の文書一覧に反映されます。半角文字は使
用できません。

◼ 重要度

５０の重要度が設定でき、仕分け記号やしおりな
どに活用できます。プルダウンの内容は［重要度･
ユーザーメモ項目設定］ で任意に設定することが
できます。プルダウンを使わずに直接テキストを入
力することもできます。重要度には半角文字も使
用できます。

【基本操作編】

重要度の複数選択が可能！！

文書ブラウザの便利機能攻略！３

ここでの注意ポイント！重要度フラグとメモ欄を有効に活用！

表示項目
の選択

自由に記入できる
ユーザーメモスペース

重要度入力欄

重要度とメモ
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初期状態を呼出

【基本操作編】

表示項目のチェックをリセットする機能

◼ 「初期状態を呼出」ボタンをクリックすると、表示
項目のチェック状態を初期状態に戻すことができ
ます。

◼ 表示項目の順番は変更されません。

◼ 複数の辞書ファイルを利用する時には、辞書の
優先順位を指定することができます。〔ファイルを
上に〕〔ファイルを下に〕ボタンによって、辞書ファイ
ルの優先順位を変更することができます。

◼ 単文表示では、全項目にチェックが入ります。３
件表示では【出願番号】【公報番号】【出願人】【要
約】など、にチェックが入ります。

初期状態を呼出
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文書ブラウザの便利機能攻略！４

表示項目のチェック
を初期状態に戻す



ＰＤＦファイルとの連動（１） ここでの注意ポイント！

◼ 検索

『検索』 ボタンをクリックすると『検索ウィンドウ』
が開きます。検索したい語句を入力すると、書面
内の検索ができます。

◼ ＰＤＦファイルの表示

『ＰＤＦ（ローカル）』 ボタンをクリックすると、『文
書ブラウザ』 で表示している書面のＰＤＦファイ
ルを見ることができます。

◼ 自動表示

『自動表示』 をクリックすると、文書を開くたび
に、チェックを付けた機能を自動で実行し、表示
するか選択できます。

『ＰＤＦ（ローカル）』にチェックをつけておくと、
文書を開くたびに、その文書に対応したＰＤＦを
自動表示します。

◼ ＰＤＦファイルの設定

ＰＤＦファイルを表示するためには、『メインウィ
ンドウ』 の ［システム（Ｓ）］ → ［環境設定（Ｘ）］
→ ［フォルダ/URL］タブ で、ＰＤＦファイルを格
納しているフォルダの場所を設定しておきます。
また、元データにＰＤＦファイル名を入力しておく
必要があります。

※ ＪＰネットからのＰＤＦリンクは、次のページを参
照下さい。

文書ブラウザの便利機能攻略！５

『検索』 ボタン

【基本操作編】

PDFファイルとの連動（１）
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ＰＤＦファイルとの連動（２） ここでの注意ポイント！

◼ 検索

『検索』 ボタンをクリックすると『検索ウィンドウ』
が開きます。検索したい語句を入力すると、書面
内の検索ができます。

◼ ＰＤＦファイルの表示

『ＰＤＦ（ＵＲＬ）』 ボタンをクリックすると、『文書
ブラウザ』 で表示している書面のＰＤＦファイルを
見ることができます。

◼ ＪＰ-NETで表示 ＞＞詳細はこちら

『ＪＰ-NETで表示』 ボタンをクリックすると、『文
書ブラウザ』 で表示している書面をＪＰ-NETで表
示することができます。

ＮｅｗＣＳＳをご利用のお客様には、 「ＮｅｗＣＳ
Ｓで表示」と表示されます。

文書ブラウザの便利機能攻略！６

文書一覧
タブ

マークするワード入力欄

文字の表示サイズ・
色を変更

【基本操作編】

PDFファイルとの連動（２）
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代表図との連動 ここでの注意ポイント！

◼ 代表図の表示

『代表図を表示』 ボタンをクリックすると、『文書
ブラウザ』 で表示している書面の代表図を見る
ことができます。

◼ 代表図自動表示

『代表図自動表示』 にチェックをつけておくと、
文書を開くたびに、その文書に対応した代表図
を自動表示します。

◼ 代表図ファイルの設定

代表図を表示するためには、『メインウィンド
ウ』 の ［システム（Ｓ）］ → ［環境設定（Ｘ）］ →
［フォルダ/URL］タブ で、代表図ファイルを格納
しているフォルダの場所を設定しておきます。

文書ブラウザの便利機能攻略！７

【基本操作編】

代表図との連動
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３件表示と代表図の連動 ここでの注意ポイント！

◼ 代表図の表示

公報を３件ずつ表示できる「３件ブラウザ」で、
代表図を表示する機能を搭載しました。「３件ブ
ラウザ」の「代表図」にチェックを入れると、３件ブ
ラウザに代表図が表示されます。

◼ 代表図ファイルの設定

代表図を表示するためには、『メインウィンド
ウ』 の ［システム（Ｓ）］ → ［環境設定（Ｘ）］ →
［フォルダ/URL］タブ で、代表図ファイルを格納
しているフォルダの場所を設定しておきます。

文書ブラウザの便利機能攻略！８

【基本操作編】

3件表示と代表図の連動

クリックすると

３件ブラウザが開く

クリックすると

代表図が表示される
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代表図



PDF/代表図ファイルの設定

ここでの注意ポイント！

◼ PDF/代表図ファイルの設定

PDFファイルや代表図を表示するためには、
『メインウィンドウ』 の ［システム（Ｓ）］ → ［環
境設定（Ｘ）］ → ［フォルダ/URL］タブ で、PDF
ファイルや代表図ファイルを格納しているフォル
ダの場所を設定しておきます。

文書ブラウザの便利機能攻略！９

【基本操作編】

PDF/代表図ファイルの設定

266



表示文字数の制限 ここでの注意ポイント！

◼ 表示文字数の制限

[環境設定]→[表示タブ]をクリックし、「文書ブラ
ウザに表示する文字数を○○○○に制限する」
にチェックを入れると、文書ブラウザに表示する
文字数を制限することができます。

ゲノム塩基配列表記など、非常に文字数の多
い書面を全文表示しようとして、メモリ容量を
オーバーすることを防ぐ効果があります。

入力できる値は、500～99999999です。

文書ブラウザの便利機能攻略！１０

【基本操作編】

チェックを入れると、文
書ブラウザに表示され
る文字数が制限される

表示文字数の制限
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表示色の設定 ここでの注意ポイント！

◼ 表示色の設定

[環境設定]→[表示色タブ]をクリックし、文書ブ
ラウザのマークするワードの色を変更することが
できます。

また、グラフの色設定にも適用されます。
色設定をもとに戻したい場合は「初期値に戻

す」ボタンで色設定がリセットされます。
色設定完了後、右下に表示されている「ＯＫ」ボ

タンを押すと設定が適用されます。

◼ その他の表示色の設定

その他のぱっとマイニング内の表示色も変更
することができます。
「空白セル」…セルの空白箇所の表示色
「要注目セル」 …特定の分析での注目セルの表
示色
「選択セル」 …選択部分のセルの表示色
「５行毎セル」 …セルの行カウントが５行の表示
色
「１０行毎セル」 …セルの行カウントが１０行の表
示色
「枠線の色」 …セルの枠線の表示色

文書ブラウザの便利機能攻略！１１

【基本操作編】

マークするワードやグラ
フの表示色が設定可能

表示色の設定
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設定を初期値に
戻すことも可能

その他のぱっとマイニング内の
表示色も設定可能



文書ブラウザの便利機能攻略！１２

【基本操作編】

フォントの設定
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フォントの設定 ここでの注意ポイント！

◼ フォントの設定

[環境設定]→[表示設定タブ]をクリックし、文書
ブラウザのフォントを変更することができます。

また、文書一覧のフォントにも適用されます。
フォント設定完了後、右下に表示されている「Ｏ

Ｋ」ボタンを押すと設定が適用されます。

文書ブラウザ 文書一覧

フォント設定で、
文書を読みやすくカスタマイズ




