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Ⅰ 中央経済 DBライブラリー 

 

 

［概要］ 

１．「中央経済 DBライブラリー」のトップメニューです。以下の３項目で構成されます。 

（１）「メニュー」部の各種コンテンツ 

① 会計全書オンライン「会計・税務法規データベース」 

実務上必要とされる 250件余りの会計法規・税法・通達等を常に最新の状態で検索で    

きる、会計・税務法規関係のデータベースです。 
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② 旬刊経理情報 電子版 

会社実務に役立つ、経理・税務・金融・証券・法務のニュースと解説を 10日ごとにお

届けする専門情報誌です。タイムリーに新制度・実務問題をズバリわかりやすく解説

しています。電子版は検索可能なＰＤＦデータにて提供しております。 

1989年 1月からのバックナンバーを検索・閲覧できます。なお、著作者の都合により

一部掲載していない記事がございます。 

 

 

③ 企業会計 電子版 

1948 年の創刊以来一貫して、会計学の理論的究明、会計制度の研究、解明、実践の指

導の各面にオピニオン・リーダーの役を果たし、すぐれた貢献が評価されていると、自

他ともに認める専門誌です。電子版は検索可能なＰＤＦデータにて提供しております。 

1989年 1 月からのバックナンバーを検索・閲覧できます。なお、著作者の都合により

一部掲載していない記事がございます。 

 

 

④ 税務弘報 電子版 

会社の経理部・総務部員、税務職員、銀行員、職業会計人、税務や会計研究家の方にお

すすめの専門誌です。税制改正記事は質量ともに充実しているとご好評いただいていま

す。また、最新の税務問題をいち早く解説し、周辺知識を取り込んで幅広い構成で解説

しています。電子版は検索可能なＰＤＦデータにて提供しております。 

1989年 1 月からのバックナンバーを検索・閲覧できます。なお、著作者の都合により

一部掲載していない記事がございます。 

 

⑤ ビジネス法務 

ビジネスマンや会社の法務部の方が実務で必要な最新の法律動向を、わかりやすく解

説しています。毎号話題の法律実務を取り上げるなどこの 1 冊で法律実務のすべてが

わかります。電子版は検索可能なＰＤＦデータにて提供しております。 

創刊の 2005年１月以降のバックナンバーを検索・閲覧できます。なお、著作者の都合

により一部掲載していない記事がございます。 

 

 

⑥ 会計学ライブラリー 

昭和20年代から40年代に刊行された会計学に関する著名な書籍をデジタル化して提供

しています。会計用語や執筆者名などで検索可能なＰＤＦデータにて提供しております。 

ＤＢライブラリー・アカデミックサービスをお申し込みいただいたお客様のみがご覧に

なれる特典です。 
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（２）旬刊経理情報「情報フラッシュ」（バックナンバー） 

旬刊経理情報「情報フラッシュ」掲載記事です。発刊から 10日経過後、収

録します。 

 

 

 

 

 

 

（３）お知らせ 

  中央経済グループパブリッシングからのシステムに関するお知らせです。 

 

【ご利用上の注意事項】   

１．株式会社中央経済グループパブリッシングは、「会計全書オンライン「会計・税務法規データベース」」の

掲載内容を参考にして発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。   

２．「会計全書オンライン「会計・税務法規データベース」」の掲載内容は、作成時の法令を基に作成してお 

ります。このため、個々の掲載内容が最新の法令等に基づいているかは、利用者ご自身がご確認ください。   

３．「会計全書オンライン「会計・税務法規データベース」」の掲載内容の著作権は、株式会社中央経済社また 

は各著作権者に帰属します。   

４．「会計全書オンライン「会計・税務法規データベース」」の掲載内容を複製、転載、改編、変更、翻訳、再 

配布することを禁止します。   

５．利用を終了する際は、必ず「終了」ボタンからシステムを終了してください。 

６．ご利用の推奨環境は以下のとおりです。 

ブラウザ InternetExplorler（最新版） 

ＰＤＦ   AdobeReader（最新版） 

AdobeReaderは、「環境設定」から、「Acrobat JavaScriptを使用」にチェックが必要です。 

 

 ７．30分間アクセスが無い場合、自動的にログアウトされます。再度、ログインしてください。 
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Ⅱ 会計全書オンライン「会計・税務法規データベース」 

 

［概要］ 

実務上必要とされる 250件余りの会計法規・税法・通達等を常に最新の状態で検索できる、会計・税務法規関係

のデータベースです。 
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１．目次 

 

［概要］ 

目次体系には、現行（本日現在）において有効な法令等が表示されます。目次は「会計編」タブと「税務編」タ

ブに分かれています。それぞれのタブでは、分野（税目等）や小タイトルにより法令等が分類整理されておりま

す。使用頻度が少ない小タイトルは閉じた状態で初期表示されますが、小タイトルをクリックすることでそこに

分類された法令等を表示できます。 

法律／政令／府令・省令については、法令等の名称（タイトル）の前に種別に応じたカラータグが表示されます

ので、法令の上下関係や、法令と法令以外との区別が一目で分かります。 

※１ 目次には、現行において廃止された法令は表示されません。 

廃止法令を確認したい場合は、次の「２．検索」で該当法令を検索します。 

 

※２ 企業会計基準委員会の会計諸則に限り、適用時期に応じて新旧のタイトルが並列表示されます。この場合、 

旧基準はセピア色（ ）で表示されます。  
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２．検索 

 

［概要］ 

「検索」タブでは、法令等の名称（タイトル）と本文をそれぞれフリーキーワードで検索できます。 

この際、分野（税目等）や種別により検索対象を絞り込める他、年度を指定することで過去条文や廃止法令の条

文を検索できます。 

また、個別通達等の検索に便利な、制定年月日による検索も用意されています。 

 

［詳細］ 

① 検索対象の選択 

 

目次体系と同様、検索画面も「会計編」と「税務編」に分かれています。当ボタンで検索範囲を切り替え 

ます。 

② フリーキーワード 

 
入力された単語が含まれている記事を検索します。複数設定したい場合、［ ］（スペース）で単語を区切りま

す。 
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法令等の名称（タイトル）検索と本文検索においては、数字表記設定に拘わらず、漢数字とアラビア数字の

いずれでキーワードを入力しても検索にヒットします。 

ただし、数字表記設定と異なる数字で検索した場合は、条文画面上、ヒットした文言は赤色表示されません。 

 

＜検索上の制限事項＞ 

・１文字による検索はできません。これは複数のキーワードを指定した場合も同様です。 

例えば、「法 ○○ □」と指定した場合は、１文字である「法」と「□」は無視され、「○○」だけが有 

効なキーワードと見なされます。 

・記号による検索はできません。記号の入力は空白スペースと同じとみなされます。 

 よって通達番号のように「２４－１－２」と指定した場合は、「２４」「２」「３」という３つのキーワード 

で検索されたと見なされ、かつ前述の通り１文字による検索ができないことから有効となるキーワード 

は「２４」のみとなります。 

 

「表形式入力」ボタンで、以下の入力形式に変更できます。この入力形式の場合、一つの入力欄

に一つの単語を入力します。 

 

複数入力したい場合、「OR」「AND」「NOT」いずれかの条件によって入力欄を決定します。条件は複合設定可

能です。 

「OR」条件‥「Aか Bいずれかの単語が含まれている」という条件で使用します。 

「AND」条件‥「Aと Bいずれの単語も含まれている」という条件で使用します。 

 

1)検索対象：法令等の名称 

法令等の名称（タイトル）をフリーキーワードで検索でき

ます。法令等の名称（タイトル）を検索する場合は、「検索

対象」で「法令等の名称」を選択してキーワードを入力し

ます。 
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2)検索対象：本文 

条文の中身をフリーキーワードで検索できます。本文を検

索する場合は、「検索対象」で「本文」を選択してキーワー

ドを入力します。 

なお、検索結果を「法令単位」「条単位」のいずれで表示す

るかを指定できます。 

 

 

 

 

・法令単位の検索結果 

複数のキーワードを入力して検索し

た場合は、本文全体の中にそれらの

キーワードを含んでいる法令が一覧

表示されます。 

 

 

  

・条単位の検索結果 

複数のキーワードを入力して検索し

た場合は、それらのキーワードを含

んでいる条が一覧表示されます。 
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③ 制定年月日 

 

年月日（月日は省略可）を指定することにより、その年（月日）に制定された法令等を抽出できます。 

 

＜分野・種別による検索対象の絞り込み＞ 

 上記の検索の際にはすべて、分野（税目等）や種別（法律、政令、省令・・・等）により検索対象を絞り込 

むことができます。検索対象を絞り込むことによって、検索にかかる時間を減らすことができます。 

 

＜過去法令や廃止法令の検索の仕方＞ 

 「年度」を選択することにより、その年度の条文を検索できます。「年度」で現行年度を選択した場合は、 

目次体系から法令等を選択した場合と同様、現行（本日現在）の条文の検索となりますが、過年度を選択し 

た場合は、それぞれ年度の最終日（3月 31日現在）の状態で維持された条文を検索できます。 

※ なお、条文画面から過年度の条文を表示することもできます。 

 

  



 中央経済ＤＢライブラリー 利用マニュアル 
 

中央経済グループパブリッシング  10 

３．条文確認 

 

［概要］ 

条文画面には、「条ジャンプ」機能、「括弧内文字列の段階的消去・マスク」機能、「数字表記の変更」機能な

ど、画面上での条文の確認をサポートする機能が用意されています。 

 

［詳細］ 

① 条ジャンプ 

「法人税法第○条」のように調べたい条文番号が明らかな場合に、ツリー目次をスクロールすることなく目

的の条文を一発表示できる機能です。 

ツリー目次上部の「条ジャンプ」欄に条番

号を半角で入力し、［Enter］若しくは欄右

の矢印ボタンをクリックすると、目的の条

文を一発表示できます。 
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【入力例】 

 

 

＜条ジャンプの制限事項＞ 

通達の項目番号に漢字が含まれる場合は、条ジャンプ対象外となります。 

（条ジャンプ対象外の例）１の３・１の４共‐１、第５条関係 

② 括弧内文字列の段階的消去・マスク機能 

括弧内の文字列を、ボタン操作により段階的に消去およびマスク表示（薄い文字色で表示）する機能です。 

括弧が多用された複雑な条文でも主要構文を素早く読める一方、括弧内の補足説明や例外規定などの見落と

しを防止できます。 

条文画面の中央上部には、現在表示中の条文につ

いて括弧の階層がどのような状況かガイド表示

されます。 

ガイド表示上、四角（■）は括弧の中の文字列を

表します。 

上記の例では、括弧と四角（■）が３つ並んでい

ることから、条文中の括弧が３階層になっている

ことを意味しています。 
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＜括弧内文字列の消去＞ 

上段左の［消去］ボタンをクリックする都度、括弧の中の文字列を内側の階層から順次消去できます。 

消去された階層は、ガイド表示中「白」四角（■）で表示されます。 

一方、消去した文字列を元に戻す場合は、上段右の［表示］ボタンをクリックします。 

表示された階層は、ガイド表示中「黒」四角（■）で表示されます。 

なお、［全消去］ボタン・［全表示］ボタンにより、全階層を一括消去・表示することもできます。 

 

＜括弧内文字列のマスク表示＞ 

下段左の［マスク］ボタンをクリックする都度、括弧の中の文字列を内側の階層からマスク表示（薄い文字

色で表示）できます。 

マスク表示された階層は、ガイド表示中

「グレー」四角（■）で表示されます。 

一方、マスク表示した文字列を元に戻す場

合は、上段右の［解除］ボタンをクリック

します。 

マスク表示が解除された階層は、ガイド表

示中「黒」四角（■）で表示されます。 

なお、［全マスク］ボタン・［全解除］ボタ

ンにより、全階層を一括マスク表示・解除

することもできます。 

＜文字列の消去・マスク表示を組み合わせて活用！＞ 

括弧の階層に応じて、文字列の消去・マスク表示を組み合わせて活用すると、上の画像のように１階層目の

括弧内文字列だけを読むことも簡単にできます。 

③ 数字表記（漢数字／アラビア数字）・文字サイズの変更 

本来、法令内の数値は漢数字で表記されていますが、設定により、これを読みやすいアラビア数字に置き換

えて表示できます。また、文字サイズを「大・中・小」の３段階から選択できます。 

数字表記（漢数字／アラビア数字）および文字サイズの設定

は、目次画面右上の［環境設定］ボタンから行います。 

この他、印刷時の文字サイズやフォントの種類の初期値を設

定できます。 
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④ 参照条文リンク・附則リンク 

法令内のそれぞれの条には、参照条文リンク（委任関係にある下位法令への直接リンク）や附則リンク（改

正法の附則への直接リンク。施行期日や経過措置を確認できます。）の情報が付いています。 

条文上部の項目をクリックすると、参照

条文リンクや附則リンクを頭出しできま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 法令内検索 

条文画面には「キーワード検索」欄が用意されています。表示中の法令全体をフリーキーワードで検索する

場合に使用します。 

キーワードを入力後、［前へ］ボタン（又

は［次へ］ボタン）をクリックすると、

表示中の条よりも前（又は後ろ）に存在

しているキーワードを含む条を表示しま

す。なお、検索画面で本文検索を行って

条文画面を表示した場合は、検索画面で

入力したキーワードが当欄に引き継がれ

ます。 

 

 

＜検索対象の範囲に応じた「検索」の使い分け＞ 

本文をフリーキーワードで検索する場合、どの範囲を検索対象とするかに応じて、キーワードを入力する画

面を次の通り使い分けると効率的です。 
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⑥ 年度切り替え機能 

画面左上で年度を変更することにより、選択した年度の最終日（3月 31日）現在の条文を確認できます。 

過去条文（表示された条

文が既に改正され、現行

（本日現在）において有

効でない条文）の場合は

背景がセピア色で表示さ

れますので、一目で区別

できます。 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 未施行条文の確認 

施行日が未来の日付若しくは未定である改正は、ツリー目次上の［未施行条文］ボタンより確認できます。 

＜注意＞ 

［未施行条文］ボタンは、

現行（本日現在）におい

て最新の条文画面にのみ

表示されます。  
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４．クリップ機能の活用 

 

［概要］ 

「クリップ」とは、条文を自由に抜粋できる機能です。条文を検索・確認しながら各画面で［クリップ］ボタ

ンを押していくことで、必要な条文だけ抜粋し、専用画面でまとめて確認・印刷できます。 

 

［詳細］ 

① クリップ（抜粋する条文の選択） 

条文をチェックしながら 

条文画面で確認中の条文を抜粋する場合は、［クリッ

プ］ボタンをクリックします。［クリップ］ボタンは

クリックする都度、ＯＮ／ＯＦＦが切り替わります。 

一通り抜粋作業が終わったら、画面右上の［クリップ

した条文の確認］ボタンをクリックしてクリップ条文

画面を表示します。 
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＜関連情報も併せて抜粋可能＞ 

条に付された参照条文リンクや附則リンクの情報にも、それぞれ［クリップ］ボタンが付いています。これを

クリックすることで、関連する情報を簡単に抜粋できます。 

 

検索しながら 

検索対象を「本文」、検索単位を「条単位」

と設定してフリーワード検索をした場合は、

検索結果一覧（条単位）画面が表示されま

す。この検索結果一覧（条単位）画面では、

条ごとに［クリップ］ボタンが表示されま

すので、一覧上から条文を抜粋できます。 

一通り抜粋作業が終わったら、画面右上の

［クリップした条文の確認］ボタンをクリ

ックしてクリップ条文画面を表示します。 

 

 

 

＜キーワード＆条文見出しの両面から必要な条文を絞り込み可能＞ 

検索結果一覧（条単位）画面は、同じキーワードを含む条が絞り込まれて一覧表示されている上、条文見出し

も確認できますので、関連性のある条文の抜粋に最適です。 

 

② クリップ条文画面 

条文画面や検索画面で［ク

リップした条文の確認］ボ

タンをクリックすると、ク

リップ条文画面が表示さ

れます。 

クリップ条文画面でも、

「括弧内文字列の段階的

消去・マスク」機能など、

条文画面と同様の機能が

利用できます。なお、当画

面の「条文内検索」では、

現在クリップ中の条文に

限定してキーワード検索

ができます。 
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一括印刷 

複数の条文をまとめて印刷する場合は、画面左のクリップ条文一覧で印刷する行にチェックを入れた後、一

覧上の［一括表示］ボタンをクリックします。 

選択した条がまとまった状態でウィンドウ表示されますので、当該ウィンドウの［印刷］ボタンをクリック

します。 

 

クリップの解除 

当画面上でクリップ（抜粋）の対象から外す場合は、画面左のクリップ条文一覧で対象から外す行にチェッ

クを入れた後、一覧上の［解除］ボタンをクリックします。 

 

＜クリップの制限事項＞ 

最大クリップ数は２０件です。 

クリップは一時的に抜粋する機能であり、セッションが切れた後は保存されません。 
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Ⅲ 旬刊経理情報 電子版

 

［概要］ 

「旬刊経理情報」を、雑誌の掲載頁そのままのＰＤＦ形式で収録しており、1989年 1月からのバックナンバー

を検索・閲覧できます。なお、著作者の都合により一部掲載していない記事がございます。 

冊子版発刊日より 1ヶ月経過後に収録します。  
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１．目次による検索 

 

［概要］ 

発行号ごとの目次や、連載・特集などを概観できます。記事タイトルをクリックすると、記事をＰＤＦにて確

認できます。 

毎号定期的に閲覧する場合や、目的の記事などが決まっている場合に便利です。 

 

［詳細］ 

① 発行年月ジャンプ 

 

年月を入力し、「ジャンプ」ボタンクリックで、④「年間発行号一覧」に、該当年月の発行号を表示します。 

同時に、⑤「目次」に該当年月の最新号の目次を表示します。年のみの入力も可能です。 

② 号ジャンプ 

 

閲覧したい通巻 Noが分かっている場合、閲覧したい通巻 Noを入力して「ジャンプ」ボタンクリックで、④「年

間発行号一覧」に、該当号を表示し、⑤「目次」に該当号の目次を表示します。
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③ 「前年号」「次年号」ボタン 

 

④「年間発行号一覧」に表示する年度を切り替えます。 

④ 年間発行号一覧 

発行年月・通巻 Noとその表紙イメージを一覧で表示します。 

表紙イメージをクリックすると、⑤「目次」に該当号の目次を表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 目次 

選択している発行号の記事タイトル一覧です。タイトルをクリックすると該当記事のＰＤＦを表示します。「前

号」「次号」ボタンで表示目次を切り替えます。  
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２．キーワードによる検索 

 

［概要］ 

記事本文中のキーワード、発行号の発行年月、記事の執筆者名で記事を検索できます。検索対象は、収録されて

いる全記事になります。検索条件は、複数設定可能です。（例 発行年月と執筆者） 

あるテーマ（キーワード）に関係する記事や、ある執筆者が書いた記事など、発刊号にかかわらず、条件を設定

して記事を探したい場合に便利です。 

 

［詳細］ 

① キーワード 

 

記事本文中に、入力された単語が含まれている記事を検索します。複数設定したい場合、［ ］（スペース）で

単語を区切ります。 

「表形式入力」ボタンで、以下の入力形式に変更できます。この入力形式の場合、一つの入力欄

に一つの単語を入力します。 
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複数入力したい場合、「OR」「AND」「NOT」いずれかの条件によって入力欄を決定します。条件は複合設定可能

です。 

「OR」条件‥「Aか Bいずれかの単語が含まれている」という条件で使用します。 

「AND」条件‥「Aと Bいずれの単語も含まれている」という条件で使用します。 

「NOT」条件‥「Aという単語が含まれていない」という条件で使用します。 

② 発行年月 

 

入力した期間内もしくは、年月に発行された雑誌の記事を検索します。「過去 6ヶ月」「過去 12ヶ月」「過去 24

ヶ月（2年）」「過去 36ヶ月（3年）」をクリックすると、収録されている最新号の発刊年月から、それぞれの

期間が入力されます。 

③ 執筆者 

 

入力した人名が執筆した記事を検索します。一部（例 姓のみ）では検索できません。 

「執筆者検索」ボタンで、以下の「執筆者検索」を表示します。執筆者名が一部しか分からない、

漢字が分からない場合などに、姓名を検索できます。 
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④ 「検索開始」「クリア」ボタン 

 

「検索開始」ボタン‥入力した条件で記事を検索します。 

「クリア」ボタン‥入力済みの条件を全てクリアします。 

 

「検索開始」ボタンクリックで、検索結果が 500件を超える場合は、以下のメッセージが表示されます。500

件以下になるように、再度条件を設定してください。 
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３．検索結果一覧 

 

［概要］ 

「キーワードによる検索」の検索結果一覧です。指定した検索条件にタイトルや執筆者等を確認し、閲覧した

い記事を探します。 

 

［詳細］ 

① タイトル一覧 

 

タイトルクリックで、該当記事のＰＤＦを表示します。表示は「発行年月」が新しい順かつ、頁が若い順に

並んでいます。「執筆者等」「発行年月日」「通巻No」をクリックすると、それぞれで並び替えます。 

▲は、昇順（小さい方から大きい方へ）、▼は降順（大きい方から小さい方へ）を示しています。 
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② 検索結果件数 

  

検索の結果ヒットした記事の件数です。 

③ 表示件数 

 

一覧に表示する記事の件数を選択できます。 

④ 戻るボタン等 

 

「戻る」ボタン‥検索画面に遷移します。 

「先頭頁」ボタン‥検索結果一覧の先頭を表示します。 

「前頁」ボタン‥現在表示中の検索結果一覧の、前の 20件（50件、100件）を表示します。 

「次頁」ボタン‥現在表示中の検索結果一覧の、次の 20件（50件、100件）を表示します。 
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４．本文ＰＤＦ 

 

［概要］ 

雑誌に掲載された記事のＰＤＦデータを表示します。 

 

［詳細］ 

① 戻るボタン等 

 
「戻る」ボタン‥検索結果一覧画面に遷移します。 

「前文書」ボタン‥検索結果一覧の、前のタイトルの記事を表示します。 

「次文書」ボタン‥検索結果一覧の、次のタイトルの記事を表示します。 

 

② 「全画面表示」ボタン 

 

画面のヘッダやフッタを表示せず、記事のＰＤＦデータのみを表示します。 
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③ ＰＤＦの印刷・ダウンロード 

 

 ＰＤＦ本文にカーソルを合わせると、AdobeReaderのボタンが表示されます。以下の処理を行います。 

① 「保存」ボタン‥表示しているＰＤＦデータをダウンロードして PCに保存します。ただし、記事の著作権

を保護する目的で、ダウンロード後、24時間経過すると、以下のメッセージが表示され、閲覧できなくな

ります。その場合は、再度システムにアクセスして閲覧してください。 

 

② 「印刷」ボタン 

当ＰＤＦを印刷します。 
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Ⅳ 企業会計 電子版 

 

［概要］ 

「企業会計」を、雑誌の掲載頁そのままのＰＤＦ形式で収録しており、1989年 1月からのバックナンバーを検

索・閲覧できます。なお、著作者の都合により一部掲載していない記事がございます。 

冊子版発刊日より 1ヶ月経過後に収録します。 

 

［詳細］ 

 各画面の操作方法等詳細は、「旬刊経理情報」と同様です。「Ⅲ 旬刊経理情報（27ページ以降）」をご参照く

ださい。 
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Ⅴ 税務弘報 電子版 

 

［概要］ 

「税務弘報」を、雑誌の掲載頁そのままのＰＤＦ形式で収録しており、1989年 1月からのバックナンバーを検

索・閲覧できます。なお、著作者の都合により一部掲載していない記事がございます。 

冊子版発刊日より 1ヶ月経過後に収録します。 

 

［詳細］ 

 各画面の操作方法等詳細は、「旬刊経理情報」と同様です。「Ⅲ 旬刊経理情報（27ページ以降）」をご参照く

ださい。 

 

  



 中央経済ＤＢライブラリー 利用マニュアル 
 

中央経済グループパブリッシング  30 

Ⅵ ビジネス法務 電子版 

 

［概要］ 

「ビジネス法務」を、雑誌の掲載頁そのままのＰＤＦ形式で収録しており、2005年 1月からのバックナンバー

を検索・閲覧できます。なお、著作者の都合により一部掲載していない記事がございます。 

冊子版発刊日より 1ヶ月経過後に収録します。 

 

［詳細］ 

 各画面の操作方法等詳細は、「旬刊経理情報」と同様です。「Ⅲ 旬刊経理情報（27ページ以降）」をご参照く

ださい。 
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Ⅶ 会計学ライブラリー 

 

［概要］ 

「会計学ライブラリー」では、昭和 20年代から 40年代に刊行された会計学に関する著名な書籍をそのままのＰ

ＤＦ形式で収録しており、会計用語や著者名などで検索・閲覧できます。 
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１．書籍検索 

 

［概要］ 

書籍名、著者名などで書籍を検索できます。 

 

「詳細指定」ボタンで、キーワード、発行年月日、ISBNコードで検索できます。 

 

 

［詳細］ 

① 書籍名 

 

書籍名に、入力された単語が含まれている書籍を検索します。複数設定したい場合、［］（スペース）で単語

を区切ります。 

② 著者名等 

 

入力した人名が執筆、監修などをした書籍を検索します。漢字・ひらがなのどちらでも検索できます。 

また姓・名の一部でも検索できます。 
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③ キーワード 

 

書籍の目次、本文中に、入力された単語が含まれている書籍を検索します。複数設定したい場合、［］（スペ

ース）で単語を区切ります。 

※キーワードを指定した場合のみ、検索結果の書籍一覧で、入力された単語が含まれている書籍の目次タイ

トルが表示されます。 

④ 発行年月日 

 

入力した期間内もしくは、年月に発行された書籍を検索します。 

「月日」または「日」の入力を省略して、検索することもできます。 

⑤ ISBNコード 

 

入力した ISBNコードの書籍を検索します。 

ISBNコードは、半角数値（ハイフン省略可）で入力します。 

⑥ 「検索開始」「クリア」ボタン 

 

「検索開始」ボタン・・入力した条件で記事を検索します。 

「クリア」ボタン・・・入力済みの条件を全てクリアします。 

 

「検索開始」ボタンクリックで、書籍一覧が画面下に表示されます。 

件数を絞り込む場合は、再度条件を設定してください。 
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２．書籍一覧 

 

［概要］ 

書籍検索の結果が、「書籍一覧」として表示されます。書籍名、目次タイトル、著者名等を確認し、閲覧したい

書籍を探します。書籍検索時に「キーワード」を設定した場合は、目次タイトルが表示されます。 

 

［詳細］ 

① 書籍一覧 

1)書籍名をクリックすると、該当の書籍情報を表示します。 

2)キーワード検索に該当した目次タイトルの目次タイトルをクリックすると、該当記事のＰＤＦを表示します。 

3)書籍一覧の「書籍名」「著者名等」「発行年月日」をクリックすると、それぞれで並び替えます。 

書籍名の五十音順に並び替えて表示します。 

著者名の五十音順に並び替えて表示します。 

発行年月日の新しいもの順、古いもの順に表示します。（初期表示） 
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② 検索結果件数 

 

検索の結果ヒットした書籍の件数です。 

※書籍検索時に「キーワード」を設定した場合、目次タイトルの件数になります。 

③ ページ移動 

 

ページ番号をクリックすると、書籍一覧を移動することができます。 

④ 表示件数 

 

一覧に表示する書籍（目次タイトル）の件数（20件、50件、100件）を選択できます。 
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３．書籍情報 

 

［概要］ 

書籍の書誌事項および目次が表示されます。目次タイトルを確認し、閲覧したい記事を探します。 

 

［詳細］ 

① 書誌事項 

書籍名、著者名等、発行年月日、判型、ページ数、ISDNを確認できます。 

② 目次 

書籍の目次を確認できます。 

 

   （＋マーク）をクリックすると、下位下層の目次を表示します。 

（－マーク）をクリックすると、下位下層の目次を非表示にします。 

ＰＤＦマークがある目次タイトルをクリックすると、該当記事のＰＤＦを表示します。 
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４．本文 

 

［概要］ 

書籍のＰＤＦを表示します。 

 

［詳細］ 

① 戻るボタン等 

  

「戻る」ボタン‥検索結果一覧画面に遷移します。 

「前文書」ボタン‥検索結果一覧の、前のタイトルの記事を表示します。 

「次文書」ボタン‥検索結果一覧の、次のタイトルの記事を表示します。 

② 「全画面表示」ボタン 

 

画面のヘッダやフッタを表示せず、記事のＰＤＦのみを表示します。 

③ ＰＤＦの印刷・ダウンロード 
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 ＰＤＦ本文にカーソルを合わせると、AdobeReaderのボタンが表示されます。以下の処理を行います。 

①「保存」ボタン‥表示しているＰＤＦデータをダウンロードして PCに保存します。ただし、記事の著作権

を保護する目的で、ダウンロード後、24時間経過すると、以下のメッセージが表示され、閲覧できなくなり

ます。その場合は、再度システムにアクセスして閲覧してください。 

 

②「印刷」ボタン 

当ＰＤＦを印刷します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


