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近代法の源流と発展を探る MOML シリーズ! 

 

外国法文献・一次資料コレクション 

The Making of Modern Law 
 

総点数：約 230,000 点以上   総ページ数：2800 万ページ以上 

 

The Making of Modern Law (MOML)は、米国の著名法学図書館に所蔵される、希少で

入手困難な歴史資料をデジタル化し、幅広い研究者の利用に供するデータベースシリーズ

です。 

 

他の機関では収蔵されていない貴重な資料も多く、これらがパソコンのデスクトップ上で容易に

利用可能となります。また、デジタル化に際して、OCR 処理を施すことにより、資料をフルテキス

トで検索することが可能になっています。文中の一語一句まで探し当てるので、膨大な文献を網羅

的に調査できるほか、文献のタイトルだけからは推測できない意外なコンテンツの発見や、これま

での調査の網から漏れていた文献を拾い出すことも可能になります。 

 

本コレクションは、近世から現代までの、英米法、大陸法それぞれの二次的法源（解説書・注釈

書等）と一次資料（裁判記録・法典・立法史料等）を収録するものであり、法学の発展の総合的研

究のための類例のない、データベースといえます。 

 

 

 

 

 

  
  

 

●原価の改定、為替相場の変動などの理由による価格の変更や掲載タイトルの変更につきましては、予めご了承 

の程お願い申し上げます。 

●正式なお見積もりは、別途ご用命ください。  

 
 

オンライン版 
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外国法文献・一次資料コレクション 

The Making of Modern Law 
 

【データベース一覧】 
 
・Legal Treatises 1800-1926 (MOML1)  ............................................... p.3 

近代英米法二次文献 21,000 点を収録 

・U.S. Supreme Court Records and Briefs, 1832-1978 (MOML2)  ...... p.4 

約 150 年にわたるアメリカ連邦最高裁の裁判記録 

・Trials 1600-1926 (MOML3)  .............................................................. p.5 

近世から近代にかけての英米の裁判関係文献 

・Primary Sources, 1620-1926 (MOML4)  ............................................ p.6 

植民地期からの米国法一次資料 

・Primary Sources II, 1763-1970 (MOML5)  .......................................... p.7 

第二次世界大戦後までの米国法一次資料 

・Foreign, Comparative and International Law, 1600-1926 (MOML6)  ... p.8 

国際法・各国法の二次文献約 3430 点 

・Foreign Primary Sources, 1600-1970 (MOML7)  .............................. p.9 

大陸法一次資料を集成 

・Foreign Primary Sources, Part II 1600-1970 (MOML8)  ................. p.10 

世界約 30 ヶ国の法令を集成 

 

ご契約に関して 

ご契約方法：■[データベース購入型] コンテンツ料(導入時のみ)＋アクセスフィー（毎年） 

 

○ ご契約の際は、所属機関のIPアドレスが必要となります。  ○ 同時ユーザー数は無制限です。 

○ ブラウザはInternet Explorer、ChromeまたはFireFoxの最新公式リリース版のご利用を推奨いたします。こ

れら以外の場合、一部の機能が使えない場合があります。  

○ 画像は、原資料の劣化等により、一部、不鮮明な場合がございます。 
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近代英米法文献データベース 

Legal Treatises 1800 ｰ 1926 (MOML1) 

近代英米法の文献 21,000点を収録 
 

1800年から 1926年にかけて刊行された英米法関係の文献 21,000点、1000万ページを収録し、全文検索・

閲覧を可能にするオンライン・データベースです。原本はハーバード・ロースクール図書館所蔵資料を中心に、

イェール・ロースクール、トロントのヨーク・ロースクールなどの蔵書から撮影されたものです。判例解説書をは

じめ、実務手引書、書式・文例書、一般人向け著作、入門書、パンフレット、書簡、演説なども収録した二次文

献で、ベンサム、オースティン、メイン、ケント、ストーリー、ホームズなど、現代英米法の形成に多大な影響を

あたえた大法学者の著作も多数含んでいます。 

 

解説書・注釈書などの二次的法源、特に本コレクションに収められているような歴史資料は、判例や制定法

などの一次的法源にくらべてもデジタル化がすすんでいません。また、多くの歴史的文献はもともと発行部数

が少なかったために絶対的な残存部数が少なく、ごく一部の歴史あるロースクールを除いてほとんど所蔵さ

れていないのが現状です。本データベースは、そうした二次文献を豊富に収録しており、学術図書館の提供

する法学オンライン資料に歴史的な広がりを与える画期的なものです。 

 

近代英米法の発展と現代への影響を理解する上で不可欠な資料 

産業革命より社会が劇的な変化をとげた 19世紀から 20世紀初頭は、法律の世界においても、封建的な諸

要素の撤廃や変質、コモンローとエクィティの融合、契約・不法行為・所有などの近代的定義の確立、鉄道法・

企業法・労働法などの新たな法域の登場などの様々な変化が起こりました。アメリカにとっては、イギリス法か

らの脱皮を果たし、独自の法体系を確立した時代でもありました。また、明治期のわが国の近代的法律制度

の形成にも、イギリス法はフランス法やドイツ法に次いで大きな影響を与えています。本データベースは、現

代アメリカ法・イギリス法の起源をさぐる上で、また、わが国の近代法のルーツに光を当てるうえでも有益な資

料集成であるといえます。 

 

著者一例（英国）： 
・Edward Coke 

・William Blackstone 

・Jeremy Bentham 

・John Stuart Mill 

・James Fitzjames 

・Stephen F.W. Maitland 
 

著者一例（米国）： 
・James Kent 

・Joseph Story 

・Salmon P.Chase 

・Oliver Wendall Holmes 

・Roscoe Pound 

・Benjamin Cardozo

※ 収録文献は、マイクロフィッシュ版『19 世紀刊行英米法文献コレクション』（Nineteenth-Century Legal Treatises）

および『20世紀刊行英米法文献コレクション』（Twentieth-Century Legal Treatises）よりスキャニングされたものです。 

 
 

【データベース仕様】 

◇ 収録タイトル数：21,000点以上 ◇ 総ページ数：1000 万ページ以上 

◇ 収録年：1800 年～1926年 ◇ 言語：英語(99%以上)、フランス語、ドイツ語、その他 

◇ 原本所蔵機関：ハーバード・ロースクール図書館、イェール・ロースクール図書館、 

ヨーク・ロースクール図書館（トロント）など 

 

― 日本総代理店：丸善雄松堂 ― 
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アメリカ連邦最高裁判所 上訴趣意書･記録文書ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 

U.S. Supreme Court Records and Briefs, 1832-1978 (MOML2) 

約 150年にわたる連邦最高裁への上訴事件の背景を探る一次資料 
 

1832-1978 年のアメリカ連邦最高裁の裁判記録および上訴趣意書を収録しています。収録されたデ

ータは文書数 20万、訴訟数 7万、ページ数 1000万にのぼります。1832-1915 年の資料はジェンキン

ズ記念法学図書館、1915-1978 年の資料はニューヨーク弁護士会の所蔵資料をデジタル化しています。

最高裁への上訴理由を、それまでの裁判経緯や詳細な背景資料とともに記した上訴趣意書・関連文

書から、アメリカ司法制度の頂点をめざして争われた民事・刑事両方の様々な事件・論点をつぶさに考

察していくことが可能となります。また、『ブラウン 対 教育委員会（Brown v. Board of Education, 

1954）』、『コレマツ 対 合衆国（Korematsu v. United States, 1944）』のようなアメリカ史に残る重要裁判

はもちろん、惜しくも棄却された膨大な申し立てについても研究することが可能です。 
 

公式判例集からは窺うことのできない事件の背景、当時者の主張が明らかになり、アメリカ裁判の

全貌、裁判制度の研究について、欠かすことのできないデータベースとなります。 

 

■ 主な収録資料 

Amicus Brief（法廷助言者の趣意書） 

Appellant's Brief （上訴人の趣意書） 

Appellee's Brief （被上訴人の趣意書） 

Appendix （付録文書）  

Application for Review （再審理申請書） 

Application for Writ （令状申請書） 

Brief for the U.S. （合衆国の趣意書） 

Brief in Opposition（事件移送反対趣意書） 

Brief of Real Party（利害関係人の趣意書） 

Intervenor's Brief（参加人の趣意書） 

Joint Appendix（合同付録文書） 

Jurisdictional Statement（裁判管轄陳述書） 

Letter Brief（書状による趣意書） 

Opposition for Review（再審理反対趣意書） 

Oral Transcript（口述記録） 

Petition（請願書） 

Petition for Rehearing Petitioner's Brief（請願者

の趣意書） 

Relator's Brief（告発者の趣意書） 

Supplement to Petition（請願書の付録） 

Transcript（謄本） 

Trial Transcript（公判記録） 

 

【判例調査に便利な機能】 

 全文検索のほか、訴訟名、訴訟事件簿番号(Case Docket Number)、フルテキスト、日付（提出日また

は意見日）、審理の有無、文書の種別から検索可能。 

 同一の訴訟事件に関する文書を互いにリンク。 

 各種最高裁判例集(US Reports、Supreme Court Reporter、Lawyers’ Edition)のサイテーション番号に

よる検索機能付き 
 

【データベース仕様】 

◇ 収録文書数：20万点以上  ◇訴訟件数：約 7万件  ◇総ページ数：1000 万ページ以上 

◇ 収録年：1832 年～1978 年 ◇ 言語：英語 

◇ 原本所蔵機関：ジェンキンズ記念法学図書館 (1832-1915) 

ニューヨーク弁護士会図書館 (1915-1978) 

 ― 日本指定代理店：丸善雄松堂 ― 
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近世近代英米法裁判関係文献データベース 

Trials 1600-1926 (MOML3) 

近世から近代にかけての英米の訴訟関連出版の集大成 
 

近世から近代にかけての英米を中心とする様々な裁判記録を集大成し、全文検索・閲覧を可能にす

るオンライン・データベースです。収集文献は、ハーバード・ロースクール図書館、イェール・ロースクー

ル図書館、ニューヨーク市弁護士会図書館から集められています。収録対象はイギリス・アメリカ・カナ

ダ・アイルランドのような英語圏の管轄を中心としていますが、フランスなど他の管轄の裁判に関する

英語文献も含まれています。これらの裁判記録は憲法、商法、選挙、弾劾、国際法、土地・不動産、名

誉棄損、軍事犯罪、窃盗、不法行為、反逆、遺産相続等あらゆる領域を網羅しています。また、歴史に

残る著名な裁判はもとより、法の進展においては「重要」とはみなされない無名の裁判をもすくい上げ

ています。English Reports や US.S.C.R 等の主要判例集を補完すべきデータベースとなっています。 
 

法学にとどまらず学際的な利用が可能 
収録資料には、ジェンダー、性、暴力、人種問題、奴隷制度、家庭問題など、当時の社会のタブーに

あたる事項や、通常の文献では言及されにくい事項も記されているため、当時の社会や生活実態につ

いて詳しく知ることができます。また、当時注目を浴びた事件やセンセーショナルな社会報道を通じて、

当時の社会心理や倫理観、報道のされ方などについてみていく上でも極めて貴重な資料となります。 

 

【収録対象】 

・公刊された裁判記録・弁論趣意書・摘要書 

・非公式に出版された裁判関係文献 

・立法措置(legislative proceedings)、行政手続(administrative proceedings)、仲裁裁判(arbitrations) 

の公式な記録 

*複数の裁判に関する書籍や単独の裁判のみを扱うパンフレット類は含みますが、裁判手続全般や法原理、弁

護技術関連書、また裁判と関係のない犯罪に関する文献は含みません。 

 

■ 収録される主題と裁判 一例 

商法 (Charles River Bridge 1837) 

憲法 (Dred Scott 1857) 

選挙 (George Rose) 

弾劾 (Andrew Johnson 1868) 

国際法 (Chamizal Dispute 1911) 

土地 (Martha Bradstreet 1834) 

名誉棄損 (Hugh Fitzpatrick 1810) 

軍事犯罪 (James Barron 1820) 

盗難 (Jonathan Wild 1725) 

不法行為 (James Bailey 1843) 

反逆罪 (Aaron Burr 1807) 

相続 (Girad Will Case 1844) 
 
 

【データベース仕様】 

◇ 収録タイトル数：9,000点以上 ◇ 総ページ数：180 万ページ以上 

◇ 収録年：1600 年代～1926 年 ◇ 言語：英語 

◇ 原本所蔵機関：ハーバード・ロースクール図書館、イェール・ロースクール図書館、ニューヨーク

市弁護士会図書館など 

 ― 日本指定代理店：丸善雄松堂 ― 
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アメリカ法一次資料データベース Pt. 1 

Primary Sources, 1620-1926 (MOML4) 

米国の植民地期の記録から、米国全州の州法典等、一次資料を集成 
 

アメリカ植民地時代の記録、憲法制定会議の記録、州法典、都市憲章、法律辞典など、貴重な法律

一次資料をオンライン・データベース化。約 1,300点、約 185万ページを収録し、全文検索・閲覧が可能。

原本は、イェール大学法律図書館を中心とし、米国議会図書館法律図書館資料で補っています。まさ

にアメリカ法制史史料の宝庫です。 

 

【収録内容】 

■州法典 (State Codes) 

重要な州法典や法典に準ずる出版物を集約。ニューヨークやカリフォルニアといった主要州のみなら

ず、米国のすべての州を網羅しています。収録巻数はのべ 1,000 巻以上におよび、これらは人種、ジ

ェンダー、労働環境の安全、選挙権等アメリカ社会の側面を色濃く反映するものともなっています。 

 

■憲法制定会議の記録 (Constitutional Conventions and Compilations) 

州憲法の立法や修正の会議で発行された、報告書、議事録、討議を収録。会議が発行したマニュア

ル、議会規則等の補助的文書も収録。 

 

■都市憲章 (Municipal Codes) 

アメリカ管轄内で立法化、提案された憲章や条例の条文、および、それらに関する公式文書や法務

官の意見を収録。米国地方法コレクションとして、ハーバードとともに双璧をなすイェール大学法律図

書館より資料をデジタル化。 

 

■法律辞典 (Law Dictionaries) 

法律辞典は、米国憲法のような古い法令の意味解釈や、法的概念の歴史を調査する研究者にとっ

て、頻繁に参照されるべき重要資料ですが、多くの図書館には所蔵されていないもの実情です。本デ

ータベースには、貴重な古い法律辞典類も収録しています。 

 

■アメリカ植民地時代の記録 (Early Colonial Records) 

初期アメリカ東部 13 州の法律文書、裁判記録、会議録、議会文書など 60 タイトル以上を収録してい

ます。アメリカ建国期の立法、裁判過程の詳細に記録するものであり、いずれもオリジナルの入手は

きわめて難しく、貴重な資料となっています。 

(PSM 社刊行のマイクロフィルム版「Published Records of the American Colonies.（全 166 リール）」をデジタル化したものです。) 

 

【データベース仕様】 

◇ 収録タイトル数：約 1,300 点 ◇ 総ページ数：約 185万ページ 

◇ 収録年：1620 年～1926年 ◇ 言語：主に英語 

◇ 原本所蔵機関：イェール大学法律図書館(約 140万ページ)、 

米国議会図書館法律図書館(約 20 万ページ)など 

 

MOML4 と MOML5は横断検索が可能です。一つのデータベースとしてご利用いただけます。 

― 日本指定代理店：丸善雄松堂 ― 
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アメリカ法一次資料データベース Pt. 2 

Primary Sources II, 1763-1970 (MOML5) 

米国の州および連邦法典、憲法制定資料等、第二次大戦後までをカバー 
 

アメリカの州および自治領の法典、連邦法典、地方自治体法、憲法制定会議および編纂関連資料

を収録。ハーバード・ロースクール図書館、イェール大学法律図書館、米国議会図書館法律図書館を

原本とし、他では入手できない貴重な資料を含む。約 2,200点、約 160万ページ収録。18世紀から第二

次世界大戦後までの米国法の進展をたどる有用資料です。 

 

■アメリカの州および自治領の法典 (U.S. State and Territorial Codes) 

包括的な州法典のコレクションをめざし、米国議会図書館法律図書館、ハーバード・ロースクール図

書館、イェール大学法律図書館より資料を収集しています。あわせて自治領であるプエルトリコ、グア

ムの法典も収録。MOML4に引き続く年代をカバーしており、コレクションとしての利便性を一層高め

ています。 

 

■連邦法典 (U.S. Federal Codes).  

連邦政府による制定法の法典として Federal Statutes Annotated を収録。 

 

■地方自治体法(都市憲章) (U.S. Municipal Codes (City Charters)  

この種のコレクションとしては世界最大級である、ハーバード大学の地方自治体法コレクションよりデ

ジタル化。巻数はのべ 1,457 巻におよびます。 

 

■憲法制定会議の記録 (U.S. Constitutional Conventions and Compilations. ) 

イェール大学と議会図書館の資料をデジタル化。MOML4 を補完しています。 

 

本コレクションに関連するトピック                                            

・南北戦争後の奴隷制度と人種法をめぐる議論 ・デュー・プロセス ・ネイティブ・アメリカンと米国政府

の関係 ・アフリカ系アメリカ人および女性の投票権 ・発展期とニューディール期の立法 ・犯罪と刑

法 ・健康と安全規定 ・ビジネスと会社法 ・歳入と課税 ・福祉と労働 ・軍事と退役軍人問題 ・教育

と学校制度 ・交通  

 

【データベース仕様】 

◇ 収録タイトル数：約 2,200 点 ◇ 総ページ数：約 160万ページ 

◇ 収録年：1763 年～1970 年 ◇ 言語：主に英語 

◇ 原本所蔵機関：ハーバード・ロースクール図書館(約 64万ページ)、イェール大学法律図書館

(約 56万ページ)、米国議会図書館法律図書館(約 40 万ページ) 

 

 

MOML4 と MOML5は横断検索が可能です。一つのデータベースとしてご利用いただけます。 

― 日本指定代理店：丸善雄松堂 ― 
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近世近代 国際法・比較法・各国法文献データベース 

Foreign, Comparative and International Law, 1600-1926 (MOML6) 

国際法の古典的名著から各国法文献まで約 3,430点収録 ! 
 

国際法、比較法、アメリカ以外の各国の法制度に関する古典的文献約 3,430 点（総ページ数 148万

ページ）を収録し、全文検索・閲覧可能にしています。言語で見ると、約半数が英語文献、残りが他の

欧州諸語（仏語、西語、伊語、独語、蘭語、羅語）の文献です。主に 19世紀から 20 世紀初頭の文献で

すが、17世紀以降ヨーロッパの国際法の古典的著作 数 100 タイトルも含まれます。 
 

■国際法 

アルベリコ・ジェンティーリ、フーゴ・グロティウス、ジョン・セルデン、リチャード・ズーチ、サミュエル・プー

フェンドルフ、バインケルスフーク、エムリッシュ・ヴァッテル、マルテンス、ジェイムズ・マッキントッシュ、

ヘンリー・ホイートンら、国際法の学説、とりわけ戦争と平和の法、海洋法など国家間の関係を規定す

る法制度の形成に貢献した古典的文献を収録します。時代が経過するに従い、国際法の概念は国際

組織、国民、個人へとその内包を拡大し、現代では人権や国際貿易が国際公法の新しい主題として公

認されていますが、本コレクションを年代的に追うことにより、この概念の変遷を跡付けることができる

でしょう。 
 

■各国 

アメリカ以外の主要国、具体的にはアルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、フランス、

ドイツ、インド、イタリア、日本、メキシコ、オランダ、ペルー、ロシア、南アフリカ、スペイン、スイスの法

文献を収録します。 
 

■比較法 

複数の法体系を比較する文献を収録します。また、ユダヤ法、イスラーム法など、主要な法体系の文

献、さらにヨーロッパ法制度の古層とも言うべきローマ法と教会法の文献を収録します。 
 

★原資料所蔵機関 

法学図書館としては世界でも第一級とされるアメリカの三つの図書館、イエール大学法律図書館、ジョ

ージ・ワシントン大学法律図書館、コロンビア大学法律図書館に所蔵される資料を利用しています。 
 

 

 

 

 

 

 

【データベース仕様】 

◇ 収録タイトル数：約 3,430 点 ◇ 総ページ数：約 148万ページ 

◇ 収録年：1600 年代～1926 年 ◇ 言語：英語(50%)、その他西欧言語(50%) 

◇ 原本所蔵機関：イェール大学法律図書館(117 万ページ以上)、 

ジョージ・ワシントン大学法律図書館(約 22万ページ)、 

コロンビア大学法律図書館(約 7 万ページ) 

グロチウス 

『戦争と平和の法』（1693） 

 

セルデン 

『封鎖海論』(1636) 

マルテンス 

『現代ヨーロッパ国際

法概要』(1831) 

― 日本指定代理店：丸善雄松堂 ― 
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ヨーロッパ各国法令データベース 

Foreign Primary Sources, 1600-1970 (MOML7) 

ヨーロッパ大陸法のルーツをたどる史料約 1,500点 
 

イギリス、ドイツ、フランスおよびヨーロッパ北部諸国の法律一次資料 約 1,500点（1900巻以上・100

万ページ以上）を搭載するオンライン・データベースです。収録言語は英語（50%）、フランス語（約 30%）、

ドイツ語（約 10%）、ヨーロッパ諸言語のもので、法令・規則（イギリス法）、法典・コンメンタール（大陸法）

を収録しています。 
 

ドイツの民法典（BGB）成立関連資料や、過去のシュタウディンガー等の各種コンメンタール、イギリ

スの制定順法令集、フランスのナポレオン法典関連資料等、法制史の重要資料が含まれています。 

  

■収録資料の種類 

• Code--Civil Law（民法） 

• Code--Civil Procedure（民事訴訟法） 

• Code--Commercial Law（商法） 

• Code--Criminal Law（刑法） 

• Code--Criminal Procedure（刑事訴訟法） 

• Code--Administration of Justice（司法の運営） 

• Code--Customary Law（慣習法） 

• Code--Forestry and Agricultural Law（林野・農

業法） 

• Code--Maritime Law（海事法） 

• Code--Military Law（軍法） 

• Code--Other Codes and Commentaries（その

他の法典・注釈） 

• Regulations（規則） 

• Session Laws（制定順法律集） 

• Journals（法令集･逐次刊行物）  

 

■収録法域 （カッコ内は収録巻数と全体に占める割合） 

• イギリス (約 890巻 約 45%） 

• アイルランド (約 50巻  約 3%） 

• フランス (約 660巻 約 34%） 

• ドイツ  (約 220巻 約 11%） 

• ベルギー • スイス • オランダ • ハンガリー  

• ノルウェー • ルーマニア • ロシア 

• オーストリア（オーストリア・ハンガリー帝国も含む）  

 

 

 

 

 

 

 
 

【データベース仕様】 

◇ 収録タイトル数：約 1,500 点 ◇ 総ページ数：約 140万ページ 

◇ 収録年：1600 年代～1970 年 ◇ 言語：英語(約 50%)、フランス語（約 30%）、ドイツ語（約 10%） 

◇ 原本所蔵機関：イェール大学法律図書館、ジョージ・ワシントン大学法律図書館 

コロンビア大学法律図書館 

 

英国政令・省令集 

（London: H.M.S.O. 1950） 

慣習法  

（Dijon: 1736） 
ﾅﾎﾟﾚｵﾝ法典ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ

（独語）（Giessen: 1810） 

ｼｭﾀｳﾃﾞｨﾝｶﾞｰ民法典ｺﾝﾒﾝﾀ

ｰﾙ (München: 1907) 

フランス民法典 

（Paris: 1804） 
ドイツ民法典草案

(Berlin; Leipzig: 1888) 

― 日本指定代理店：丸善雄松堂 ― 
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米国以外の各国法令データベース 

Foreign Primary Sources, Part II 1600-1970  

(MOML8) 
 

MOML7を補完する世界各地の法令 約 2,700点 
 

MOML7 に続いて、南ヨーロッパから中南米、オセアニア、インド、エジプトまで、約 30か国の法典、

法典編纂関係資料、法典制定後に刊行されたコンメンタール、制定法令集など、各国の法形成に大き

く貢献した法資料を包括的に収録します。MOML 7 と MOML 8 を合わせることで、世界約 40 ヶ国の法

制史のアーカイブとしてのみならず、比較法研究の進展にも寄与することが期待されます。 
 

■収録法域：  

アルゼンチン、オーストラリア、ベルギー、ボリヴィア、ブラジル、カナダ、チリ、コロンビア、 

コスタリカ、キューバ、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、グアテマラ、 

ホンジュラス、インド、イタリア、ジャマイカ、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、 

パナマ、パラグアイ、ペルー、ポルトガル、スペイン、ウルグアイ、ベネズエラ 

 

■対象法：  

民法、商法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、行政法、慣習法、海事法、軍事法、 

カノン法、ローマ法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【データベース仕様】 

◇ 収録タイトル数：約 2,700 点 

◇ 収録年：c. 1600 年代～1970 年 

◇ 原本所蔵機関：イエール大学法律図書館、ハーバード大学ロースクール図書館、ジョージ・ワシント
ン大学法律図書館 

 

 

― 日本指定代理店：丸善雄松堂 ― 

『イタリア民法典編纂資料

集成』（1886-1899） 

『スペイン商法典草案』

（1882） 
『チリ民法典』（1856） 

『アルゼンチン商法典』

（1865） 
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【データベースの特徴】 

・世界屈指の法学図書館に所蔵される希少な文献をスキャニング。 

全ページの画像を閲覧可能。 

・OCR 処理し、メタデータを追加したデータベース。 

収録文献すべてのフルテキスト検索が可能 

・充実した閲覧・検索機能 

・同時利用者数は無制限。 法学にとどまらず、学際的な利用が可能 

・Gale Primary Sources (*下記参照)を使えば、 

MOML シリーズ間での横断検索が可能 (MOML 2 を除く) 。 

（操作画面一例） 

 

                 ↓検索結果一覧 

                 

             

                                ↓検索結果表示 

 

 

 

 

 

 

↑トップページ 

 

 

 
  

【横断検索サイト Gale Primary Sources について】 
Cengage Learning 社の Gale Primary Sources (GPS)は、Gale のアーカイブ型データベースの

横断検索を可能にするプラットフォームです。対象データベースをご導入（＊注）いただ

くと、GPS のプラットフォームが無料で設定されます。MOML シリーズは、MOML2 を除

き、GPS に対応。膨大な資料を一括して調査できます。 

 

【対象データベース一例】 

・Making of Modern Lawシリーズ (MOML) 

・Eighteenth Century Collections Online (ECCO) 

・Nineteenth Century Collections Online (NCCO) 

・Making of the Modern World, Goldsmith'-Kress  

Library (MOMW1) 

・Making of the Modern World, Parts 2; 1851-1914 

 (MOMW2) 

・Sabin Americana          対象データベースは今後も増える予定です。 

＊注 GPS のご利用には、Cengage Learning 社サーバーへのアクセスが必要です。NII が提供するサーバー(NII-REO) に 

も搭載されるデータベースに関しては、Cengage Learning 社サーバーへのアクセスを中止した場合は、GPS のご利 

用対象外となります。  

検索キーワードはハイライト表示 

GPS トップページ 

丸善雄松堂 
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無料トライアル申込用紙 

下記にもれなくご記入のうえ、弊社営業部 FAX 03-6367-6240 までお送り下さい。 

ふりがな 

氏 名 
 

Name 

 

所属・肩書  

E-mail  

電 話  

IP アドレス＊1  

利用開始日＊2  

トライアル 

希望タイトル 

□ Legal Treatises 1800-1926 (MOML1) 

□ U.S. Supreme Court Records and Briefs (MOML2) 

□ Trials (MOML3) 

□ Primary Sources, 1620-1926 (MOML4) 

□ Primary Sources II, 1763-1970 (MOML5)  

□ Foreign, Comparative & Int'l Law (MOML6)  

□ Foreign Primary Sources (MOML7)   

□ Foreign Primary Sources II (MOML8)   □ その他              

◆トライアル期間は個人・機関ともに１カ月間です。 

◆ E-mail で の お 申 し 込 み の 場 合 は 、 上 記 と 同 様 の 事 項 を 本 文 に ご 記 載 の 上 、

academicinfo@maruzen.co.jp までご送信下さい。 

◆トライアルのお申し込みは、原則として大学・研究機関の専任教員・職員に限定させていただきます。 

 学生・大学院生の方は、図書館員・担当教員を通じてご依頼下さい。 

＊１：図書館からのお申し込みの場合のみご記入下さい。 

＊２：ご希望があればお書き下さい。お申し込みから設定まで４〜５日間かかる場合がございますので 

ご了承下さい。 

◆個人情報のお取り扱いについて： 

ご記入いただいた個人情報は、お申し込みトライアルの設定、ならびに弊社よりの商品・催事のご案内に

際してのみ使用いたします。弊社の個人情報保護方針につきましては、弊社ウェブサイトをご覧下さい。

http://yushodo.maruzen.co.jp/privacy.html 

今後の案内が不要の方は印をおつけ下さい： □商品の案内は不要  □催事の案内は不要 

姓 名 

※お名前のアルファベット表記を必ずご記入下さい 

丸善雄松堂 


