
　前章までにおいても、トピックスごとに主要なデータベースをご紹介してきましたが、この章ではこ
こまでとり上げることができなかった各種のデータベースについてご紹介します。

【判例・判例評釈をさがす】
①�　LEX/DB インターネット　TKC 法律情報データベース
　�　明治 8年の大審院の判例から今日までに公表
された判例を網羅的に収録したフルテキスト型
（判例全文情報）データベースです。

②�　D1-Law.com　第一法規法情報総合データベース
　�　「現行法規」「判例体系」「法律判例文献情報」
からなる総合データベース。

③�　Westlaw Japan V

　�　日本法の総合データベースです。大審院判決
を含む 27 万件以上の判例情報が検索できるほ
か、『判例タイムズ』掲載の判例解説の全文が
収録されています。その他、約 200 万件の法律
文献情報や法令を検索することができます。

④�　法律文献総合 INDEX

　�　『法律時報』（日本評論社）の「文献月報」
に掲載された文献情報と判例評釈情報を、創刊
号（昭和 4年）から最新号の約 40 日前までに
わたって収録しています。

⑤�　LLI 統合型法律情報システム（旧 新・判例秘書） 図
【中央図書館 2 階カウンター前専用端末】

　�　公式判例集・商業判例雑誌に掲載された判例
や大審院判例を収録しています。判例・論文・
評釈が相互リンクしています。

⑥�　裁判所ウェブサイト Free
<http://www.courts.go.jp/>

　�　トップページの「裁判例情報」より、判例の
検索ができます。
　�　「最高裁判所判例集」「高等裁判所判例集」
「下級裁判所判例集」「行政事件裁判例集」「労
働事件裁判例集」「知的財産裁判例集」および

「統合検索」の画面があります。最近の判例一
覧では過去 3カ月以内の「最高裁判所判例集」
「下級裁判所判例集」、過去 1カ月以内の「知的
財産裁判例集」の判例を見ることができます。
各判例集の収録範囲についてはホームページ
で確認してください。

⑦�　公的判例集データベース
　�　『最高裁判所判例集』等の公的判例集 24 誌を
収録。判例の原典を PDFで閲覧できます。

⑧�　新・判例解説 Watch

　�　法学セミナー増刊速報判例解説『新・判例解
説Watch』掲載の判例解説、および「新・判
例解説Watch�Web 版」を検索できます。

【文献をさがす】
⑨�　法律判例文献情報
　�　昭和 57（1982）年以降に刊行された、法律新
刊図書、法律専門雑誌、研究紀要・論文、判例
情報誌、新聞の法律判例関係論文・対談等を対
象として検索できます。D1-Law.com　第一法
規法情報総合データベースより利用可能です。
冊子体もあります。〔M320.98/H89〕

⑩�　法律文献総合 INDEX

　�　『法律時報』（日本評論社）の「文献月報」
に掲載された文献情報と判例評釈情報を、創刊
号（昭和 4年）から最新号の約 40 日前までに
わたって収録しています。また、法律学・政治
学関係書籍や論文等文献情報も検索できます。

9 − 1　法律関係データベース
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【法令をさがす】
⑪�　現行法規
　憲法、現行のすべての法律、政令、府省令、人
事院・会計検査院等規則、条約、最高裁判所規
則、議院規則を収録しています。D1-Law.com　
第一法規法情報総合データベースより利用可能
です。冊子体の『現行法規総覧』〔QJ320.91/
Sh99〕もあります。

⑫�　Super 法令 Web

　�　『現行日本法規』（法務省責任編集 .�ぎょうせ
い）〔QJ320.91/H83〕に基づく法令データベー
スです。憲法・条約・法律・政令・太政官布告・
皇室令・勅令・閣令・府省令・告示・規則等
を収録しています。また、平成 14 年以降の履
歴検索ができます。

⑬�　e-Gov 法令検索（旧法令データ提供システム） 

Free

<http://elaws.e-gov.go.jp/>
　�　総務省行政管理局提供。現行の憲法・法律・
政令・勅令・府省令・規則データを検索し閲覧
できます。

⑭�　官報情報検索サービス 図
【レファレンスルーム内の PC で申込制】

　�　昭和22年 5月 3日（日本国憲法施行日）〜当
日発行分までの官報が検索できます。なお、直
近 30日分はインターネット版「官報」 Free で
も利用できます。<https://kanpou.npb.go.jp/>

⑮　日本法令索引 Free

<http://hourei.ndl.go.jp/>
　�　国立国会図書館提供。明治19年 2月公文式施
行以降の省令以上の法令について、制定・改廃
経過等の情報を検索できます。総務省の「e-Gov
法令検索」とのリンクで条文を見ることもでき
ます。
　�　また、「日本法令索引」（明治前期編） Free

<http://dajokan.ndl.go.jp/> では慶應 3年から明治
19 年までの法令の索引情報が検索できます。

【議会資料をさがす】
⑯�　国会会議録検索システム Free

<http://kokkai.ndl.go.jp/>
　�　国立国会図書館提供。第 1回国会（1947 年 5
月）からの国会会議録情報の検索が可能です。

⑰�　帝国議会会議録検索システム Free

<http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/>
　�　国立国会図書館提供。帝国議会会議録情報を
検索することができます。第 1回〜第 92 回（明
治 23年 11月〜昭和 22年 3月）帝国議会会議録
が利用できます。

【外国の法令・判例情報をさがす】
⑱�　LexisNexis Academic V

　�　米国の法令・判例文献全文を収録していま
す。その他、世界各国の新聞・雑誌記事や企業
情報、産業情報を収録しています。
　　※�法情報検索に特化した Lexis Advanceを

ご利用になる場合は、レファレンスカウン
ターにお申し出ください。

⑲�　Westlaw NEXT V

　�　米国の法令・判例の全文を収録しています。
また 900 誌以上のローレビューからの検索や全
文入手が可能です。

⑳�　HeinOnline V  学認

　�　主として、アメリカでの法学分野における
2,000 誌以上の定期刊行物について、検索と全文
データの閲覧ができます。収録定期刊行物の多
くについて、その創刊時からのフルテキストが
網羅的に提供されていることが特徴です。また、
法律の古典的名著（約 10,000 タイトル）を収録
した Legal ClassicsやFederal�Register 等アメ
リカ法に関するコンテンツも含んでいます。
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①�　ジャパンナレッジ Lib V  学認

　�　『日本大百科全書』、『世界大百科事典』『日
本歴史地名大系』、『日本国語大辞典』、『国史
大辞典』、『集英社世界文学大事典』、『現代用語
の基礎知識』、『情報・知識 imidas』、『古事類苑』
などの各種事典・辞典の横断検索と全文閲覧が
できます。また『東洋文庫』、『文庫クセジュ』、
前年分からの『週刊エコノミスト』の全文閲覧
もできます。

②�　whoplus V
　�　日本アソシエーツ提供。国内外の著名な人物
情報約 33 万件と、人物関連コンテンツ 28 万人
を横断検索できる人物情報データベースです。
対象人物について書かれた図書や記事・論文情
報も検索できます。

③�　理科年表 V
　�　国立天文台が編纂する自然科学に関するデー
タ集『理科年表』のWeb 版です。1925（大正
14）年創刊号から最新版までのデータを収録し
ています。

④�　化学書資料館 V
　�　日本化学会の編集物を中心に国内で出版され
た化学関連図書（専門書・便覧・辞典）の検索、
閲覧ができます。

⑤�　Britannica Online Japan ブリタニカ・オン
ライン・ジャパン V
　�　日本語版『ブリタニカ国際大百科事典』の大項
目、小項目事典、および『ブリタニカ国際年鑑』
の特集記事、人物、各国情報を検索できます。ま
た英語版『Encyclopædia Britannica』をデータベー
ス化した「Britannica�Online」も利用できます。

⑥�　Oxford English Dictionary Online: OED Online V
　�　1989 年出版の第 2 版を収録しています。11
世紀半ばから現在までの英語の歴史を遡ること
ができます。逐次追加改定あり。

⑦�　BNC Online （The British National Corpus） V
　�　書き言葉、話し言葉両方のイギリス英語を集
めた 1億語からなるコーパスです。可能な限り
幅広く現代イギリス英語を代表するように設計
されています。ネットアドバンス社収集の 21

【外国の議会資料をさがす】
㉑�　ProQuest Congressional V
　�　米国議会委員会資料の包括的索引。上下両院
の各種委員会・小委員会等の公聴会議事録報告
書・配布資料・各種文書などのデータを 1970
年から最新分まで収録しています。また、上下
両院の公聴会・委員会レポートの全文データも
検索することができます。

㉒　House of Commons Parliamentary Papers V
17 世紀終盤から 20 世紀にわたる英国下院議
会文書を収録しています。本学中央図書館では
1801 年から 1900 年まで同タイトルのマイクロ
フィルム版も所蔵しております。Bills,� House�
of�Commons�Papers,�Command�Papers�が収録
されています。

【外国の文献をさがす】
㉓　Index to Legal Periodicals & Books V  学認

　�　主に 1981 年以降の英米を中心とする欧米諸
国の主要な法律雑誌、ローレビュー、政府刊行
物等に掲載された記事情報、並びにモノグラフ
の書誌情報が収録されています。

㉔�　Index to Foreign Legal Periodicals V

　�　米国法律図書館協会作成の、米国、英国、カ
ナダ、オーストラリア以外の国の法制度、国際
法、比較法に関する法律関係雑誌記事索引です。

㉕　Criminal Justice Abstracts V  学認

　�　刑事・司法、犯罪学およびその関連分野に関
する世界各国で出版された雑誌などを収録する
文献索引（要旨も含む）データベースです。

9 − 2　辞書・事典のデータベース
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億語のweb コーパスも利用できます。

⑧�　Gale Literary Sources （旧：Artemis Literary 

Sources） V  学認

　�　Gale 社が長年刊行を続けている文学資料や文

芸批評を、一つのプラットフォームに統合した
文学データベースです。作家や作品の一次資料、
批評、分析、伝記などをまとめて検索すること
ができます。

①�　Maruzen eBook Library V  学認

　�　丸善提供の学術書籍（和書）の電子書籍サー
ビスです。収録されたすべての書籍が本文から
検索できますが、全文を閲覧できるのは契約タ
イトルのみです。

②�　The Making of the Modern World（MOMW）Pt.Ⅰ，Ⅱ1450-1914

 V  学認

　�　15 世紀半ば〜 20 世紀初頭の社会科学文献全
文データベース。ロンドン大学ゴールドスミス
文庫とハーバード大学経営大学院クレス文庫、
コロンビア大・広島経済大のセリグマン文庫、
カンザス大所蔵の資料を原本としています。

③�　Early English Books Online（EEBO） V
　�　1473 年から 1700 年に英語あるいは英国で出
版されたほぼ全ての書籍について、全文をイメー
ジデータで収録しています。英文学、哲学、歴
史、政治、経済、社会、科学、芸術、言語学な
ど収録は多分野にわたります。

④�　Eighteenth Century Collections Online（ECCO）
V  学認

　�　1701 年から 1800 年までに英国およびその植
民地で刊行された印刷物と、それ以外の地域
で刊行された英語印刷物を収録した全文デー
タベースです。
　�　※③④は横断検索が可能です。

⑤�　Nineteenth Century Collections Online（NCCO）
V  学認

　�　英語を中心に非西洋語も含めた書籍、新聞、
雑誌、日記や手紙、地図など、多様かつ特徴的
な 19 世紀の一次史料が収録されています。

　�　“British� Politics� and� Society”,� “British�
Theatre�Music� and�Literature”,� “Photograph”
の 3 コレクションを利用できます。

⑥�　Literature Online（LION） V  学認

　�　8世紀から現代までの 35万点以上の英米文学
作品のフルテキストを収録し、文学の専門雑誌、
評論集、参考資料、文献情報など研究に必要な
情報を幅広く集めているデータベースです。

⑦�　Chadwyck-Healey Literature Collections V
　�　Chadwyck-Healey 社が提供する、英米文学
作品と学術雑誌の全文データベースです。本
学では 21 ファイルを購入し、Literature�
Online から横断検索できます。

⑧�　EBSCOhost eBook Collection V  学認

　�　本学では、経済学、ブランド研究、数学分野
等の電子ブックを一部購入しています。
　�　コレクションはCHOISからも検索可能です。

⑨�　Editions and Adaptations of Shakespeare V
　�　シェイクスピア作品の主要な 11 の作品集の
他、個別の戯曲や詩集を対象に 16─17 世紀に刊
行 さ れ た 28 点 の 印 刷 版、Shakespeare�
Apocrypha のうちの主要なもの、ならびに 17─
19 世紀に刊行された 100 を超える翻案、続編、
パロディ劇を収録しています。

⑩�　Twentieth-Century American Poetry V
　�　20世紀アメリカの詩人の評伝および全集や詩
集の他、20世紀における重要かつ影響のあるア
フリカ系アメリカ人の詩作品を収録しています。
Literature�Onlineから一括横断検索が可能です。

9 − 3　電子ブック
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①�　eol（有価証券報告書） V
　�　日本国内の「有価証券報告書」のデータベー
スです。上場企業を中心に 1961 年以降の有価
証券報告書全ページを PDF で閲覧できます。
財務データを CSV形式でダウンロードするこ
ともできます。

②�　EDINET Free
<http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/>

　�　金融庁提供。金融商品取引法に基づく有価証
券報告書などの開示書類を閲覧できます。

③�　企業史料統合データベース V
　�　日本企業の明治から昭和期の営業報告書・目
論見書・有価証券報告書を横断検索し、閲覧で
きます。なお、マイクロフィルム版『営業報告
書集成』〔F335.4/E37〕も本学で所蔵しています。

④�　日経 NEEDS Financial QUEST V
　�　経済、金融、株式・債権、企業財務などをカ
バーする日本経済新聞社のデータバンクです。

⑤�　Bloomberg 図
　�　世界の企業データをはじめ、多岐に渡る経済・
金融データ、ニュースの配信、様々な分析ツー
ル等をワンパッケージで提供するシステムで
す。
　　※�利用の際は、中央図書館レファレンスカ

ウンターにお申し出ください。

⑥�　Mergent Online V
　�　北米、ヨーロッパの主要な上場企業（日本上
場企業を含む）の企業情報、財務情報が入手で
きます。一部の韓国、中国企業の Annual�
Report は PDFで閲覧できます。

⑦　Taxation & Economic Reform in America V
　�　1700 年代後半から現在にわたる米国税制改
革・経済政策に関する立法経緯の資料を収録し
ています。

⑧�　ARRIDE（アジア経済研究所学術研究リポジトリ） Free
　�　アジア経済研究所の開発途上国・地域に関す
る研究成果を収集、保存し公開しています。
　�　最新 5年分の単行書は学内でのみ利用可能で
す。
　　※�「研究所出版物アーカイブ（AIDE）」、「ア

ジア動向データベース」は 2017 年に
ARRIDEへ統合されました。

⑨　iJAMP V
　�　時事通信社が提供する行政情報サービスで
す。国や地方自治体の政策情報が満載の「官庁
速報」ニュースを収録するほか、官公庁幹部職
員の人事情報や、法案・審議会答申などの行政
関連資料も収録しています。

⑩�　KAKEN：科学研究費助成事業データベース Free

<https://kaken.nii.ac.jp/>
　�　文部科学省及び日本学術振興会が交付する科
学研究費助成事業により行われた研究の課題、
研究成果の概要、研究成果報告書及び自己評価
報告書を収録しています。

⑪�　近現代政治外交史データベース V

　�　各種政策資料やインタビュー、日記、書簡等
の原資料によって、近現代日本の姿をたどるこ
とのできるデータベースです。「楠田實資料（佐
藤栄作官邸文書）」、「大平正芳関係文書」、「矢
部貞治関係文書」を利用できます。

　�＊その他、Cambridge Books Online (CBO)、
O x f o r d H a n d b o o k s O n l i n e ( O H O )、
Routledge Handbooks Online (RHO)�など各
出版社の全文が読める電子ブックや書誌情報

も、各社プラットフォームから検索できます。
フルテキストが利用できる電子ブックは、
CHOIS からも検索が可能です。

9 − 4　その他のデータベース
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⑫�　通産政策史資料 V
　�　国立公文書館所蔵「商工政策史・通商産業政
策史関係収集資料」約 8,200 簿冊からなる、明
治維新以来の産業政策・行政の実相記録です。

⑬�　都道府県統計書データベース V

　�　明治初年〜昭和 47 年までの都道府県ごとの
統計書を検索、利用できます。マイクロフィル
ム版『都道府県統計書集成』〔F351/To18〕も
所蔵しています。

⑭　Archives Unbound V
　�　貴重な学術一次資料をデジタル化したコレク
ションです。本学では、「国共内戦と米中関係
　1945-1955」（米国国立公文書館）、「米国国務
省�中国関係諜報・調査資料」（米国国立公文書
館）、「貯蓄貸付組合危機 ,�1989-1993」（W.H. ブ
ッシュ大統領図書館）「ダス・クロスター：ヨ
ハン・シャイブレ編纂民間伝承コレクション」、
「日系アメリカ人強制収容所発行新聞コレクシ
ョン」（米国議会図書館）を利用できます。

⑮　Digital National Security Archive V
　�　The�National�Security�Archive（NSA）所蔵の
米国国家安全保障関連コレクション。本学では、
そのうち米国の対日、対中国・台湾、対南北朝
鮮政策に関するコレクションを利用できます。

⑯�　The Europa World of Learning V
　�　国際機関、世界各国の各種学会、大学、研究
機関、図書館、博物館のアクセス先や概要を掲
載した名鑑のデータベース版です。

⑰　Green FILE Free  V  学認

　�　<http://www.greeninfoonline.com>からも無
料で利用可能
　�　環境に与える影響を多角的に研究するため
の、最新のインデックス・抄録情報および全文
情報を提供するデータベースです。国際的な気
候の変化、緑化運動、環境汚染、環境保全農業、
再生可能エネルギー、リサイクルなど、幅広い
トピックをカバーしています。

⑱�　Historical Statistics of the United States V
　�　アメリカ合衆国商務省により編纂され、現在
はケンブリッジ大学出版より刊行されているア
メリカの歴史統計のMillennial� Edition をデー
タベース化したものです。

⑲　Muslims in Russia Online V
　�　ロシア語による最初のムスリム新聞「カスピ
海」をはじめ、1881─1918 年に出版されたロシ
アのムスリム問題に関連する新聞、雑誌等 11
点を収録しています。

⑳　OECD iLibrary V
　�　OECD出版の資料、統計のデータベース。1998
年以降に出版された単行本の検索や、定期刊行
物の全文表示、1960 年代以降の統計データの
閲覧が可能です。

�　Women in The National Archives V
　�　イギリス公文書館が所蔵する女性関連資料を
主題からさがすことができるFinding�Aid と、
女性の参政権運動に関するオリジナル資料を収
録しています。
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第 9章　データベースを使おう

Free…自由に利用可能　 V…VPNで利用可能　学認…学認で利用可能　図…中央図書館内で利用可能


