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近代英米法関係の二次文献
21,000 タイトル以上を収録
The Making of Modern Law (MoML) は、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
タイトル、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。収録文献は、す
べて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、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。

法律データベースには収録されていない
貴重な二次的法源
判例や制定法などの一次的法源については、これまで英米
の政府機関や大手法律出版社により電子化が進められてき
ましたが、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の遡及収録につ
いては部分的にしか行われてきませんでした。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。The
Making of Modern Law 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データベースです。

資料の価値をフルに引き出し、新たな
研究を可能にするフルテキスト検索
また、文中の一語一句まで探し当てるフルテキスト
検索により、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が可能になりま
す。従来、こうした資料の利用は主に英米法制史の
研究者に限られていましたが、関心のある主題やキー
ワードに沿ったピンポイントの探索が可能になった
ことで、政治史、経営史、経済史、軍事史、宗教史、
教育史、労働史、社会福祉史など、社会科学分野の
広い範囲に応用されることも期待できます。

近代英米法の発展と現代への影響を
理解するうえで不可欠な資料
本データベースの収録範囲である 19 世紀から 20
世紀初頭にかけての時代は、産業革命と技術革新に
より社会が劇的な変化をとげた時代でした。法律の
世界においても、社会や価値観の変化に対応すべく、
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、現代の英米法
の基礎が形作られました。アメリカにとっては、イ
ギリス法の伝統を継承しつつも、そこからの脱皮を
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、明治期の法典論争に代表されるように、
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。The Making of Modern Law は、現代ア
メリカ法・イギリス法の起源をさぐるうえで、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。
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