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Lexis360 ® ログイン方法 

１．http://www.lexis360.fr/ にアクセスし、右上の Se connecter をクリック 

 
２． 

ID アクセスでは ID, パスワードを画面に入力し、Se connecter をクリックします。 

 

 

IP アクセスでは下記のような画面になりますので、Code d'accès の空欄にご登録いただいた大学ドメインを含むご自

身のアドレス「xxxx@xxx.ac.jp」をご入力いただき、Se connecter をクリックします。 

 

☑ Memoriser les elements de mon identification 

のチェックボックスにチェックを入れると次回から入力不要となります。 

※ キャッシュを削除されると再度ログイン時に Email アドレスを入力する必要がでてきます。

 

http://www.lexis360.fr/
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ご利用の開始と終了（サインイン・サインアウト） 

Lexis360 ®を開始する 

 

インターネットにアクセスし、URL を入力します。一度 ID や Email アドレスの登録をされた端末ではキャッシュを削

除されない限り、スムーズに製品をご利用いただくことができます。 

 

・ www.lexis360.fr 

 

Lexis360 ®を終了する 

 

右上の で Quitter をクリック。 

ブラウザを閉じて終了します。 
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Lexis360 ® 製品収録内容確認方法 

 

ホーム 検索 コンテンツ 

 

プラクティス 

＆ツール 

ニュース＆ウォッチ アカウント

設定 

  
上記より、閲覧をしたいコンテンツをクリックし展開していきます。 

  

基本情報 

ティーチングシート 

ローレビュー 

ジュリスクラスールサマリー 

ジュリスクラスール百科事典 

 
フランス法典 
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Lexis360 ®  PDF 形式で閲覧できるソースの一覧



Lexis360 ® では一部コンテンツ、ジャーナルがテキストではなく PDF 形式でご覧いただけます。※随時追加予定 

※過去アーカイブ分については PDF 化されていないものもございます。 

 Communication – Commerce Electronique 

 Contrat Concurrence Consommation 

 Droit de la famille 

 Energie Environnement Infrastructures 

 Europe 

 Semaine Juridique Edition Générale  

 Semaine Juridique Administrations & Collectivités territoriales 

 Droit bancaire et financier 

 Revue de Droit Fiscal 

 Revue des juristes de Sciences Po 

 Revue des Procédures collectives 

 Revue pratique de la prospective et de l’innovation 

 Conventions collective の一部 

“Visualiser le PDF” をクリック 
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Lexis360 ®  PDF のページについて 

  
 

①  445 は記事番号となります。 

Recherche > Revue - Recherche> Numéro d’article の検索

フィールドで 445 を指定することでこの記事を検索できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 右下に表示される 749 はプリント冊子のページ番号です。 引用の際はこちらを御利用下さい。 
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Lexis360 ®  簡易検索 

 

ホーム 検索 コンテンツ 

 

プラクティス 

＆ツール 

ニュース＆ウォッチ アカウント

設定 

 

簡易検索をするには： 

1. ホームページと Recherche のタブにある検索ボックスで選択した用語を入力します。 

2. ボタンをクリックするか、 Enter キーを押します。 

自動サジェスチョン機能 

検索の単語やフレーズの最初の 3 つの文字を入力すると、Lexis360 ®は自動的に入力された文字を含む単語やフレーズ

を表示します。 

例： Gar と入力すると・・・ 

 Garde à vue 

 Gardien d’immeuble 

 Charges de gardiennage 

続けて入力すると、候補となる単語やフレーズの数が減ります。 

自動的に表示された単語またはフレーズの 1 つをクリックして選択することができます。 

Lexis360 ® はあらかじめ選択されたフィルタを対象に検索していきます。 フィルタを後から設定して検索結果を絞り

込むことも可能です。 

 

例： garde à vue と入力すると・・・・ 

 Garde à vue 

 Durée de la garde à vue 

Lexis360 検索エンジンは®入力に最も近い単語やフレーズを自動的に表示します。  
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Lexis360 ® 詳細検索 

 

ホーム [Accueil]または [Recherche]タブから、[Recherche multi-critères]をクリックして詳細検索にアク

セスすることができます。 

単語やフレーズを入力してから、演算子を選択し検索式を作成します。 

プルダウンで選択可能な演算子は次のとおりです。 

ET  AND 

OU  OR 

SAUF  EXCEPT 

Proximité 5 mots   近接 5 ワード 

Proximité 15 mots  近接 15 ワード 

5 つの「単語または式」フィールドに入力された各単語またはフレーズを全て含むドキュメントのみが検索結果に表示さ

れます。この順序で入力された単語のみが検索されます。 

専用の検索フィールド 

 

 

 

 

 

「Titre」欄でタイトルから検索することもできます。ブール演算子（大文字にしている場合は ET、OU、および SAUF）

も使用できます。 

「DATE」欄で ENTRE LE, DU, POSTÉRIEURE a などのプルダウンを選択し、詳細に期間を指定することも可能です。 



10 

 

検索対象の選択 

1. Recherche Lexis 360® より Périmètre de la recherche をクリック 

 

2.  検索対象となるソースやテーマの選択肢を選びます。 

「Créer une sélection」をクリックし、検索範囲を制限できるようソースとテーマを選択します。 
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ここで選んだソースの一覧は一時的に使用することも、後で使用するために名前を付けて保存することもできます。

 

また、ここで選んだソースの一覧をすべての今後の検索に適用することもできます。  

 

3. すでに設定されているソースの選択を管理します。 

[自分の選択を管理する Gérer mes sélections ]をクリックすると管理画面にアクセスできます。

 

 

管理画面 

 

1. 保存された選択肢を編集する。  

2. 保存された選択を削除する。   
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検索対象のカスタマイズ 

特定の検索モジュールを使用して検索対象をカスタマイズできます。 

すべての検索モジュールにアクセスするには： 

1. [ Recherche]タブをクリックします 。 

2. ページの [ Ajouter / Supprimer les modules de recherche de la page] をクリック します。 

 

検索対象に含めたいモジュールを選択してください。 複数のモジュールも同時選択できます。

 

3. をクリックして保存。 
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結果の一覧を表示する 

 

１．ウォッチを作成 

２．検索を保存する 

３．新規の検索 

４．検索結果の並べ替え：Trier par : 

 関連性 Pertinence：デフォルトでは、表示された結果は、関連性の高い順に表示されています。関連性による

並べ替えを無効にするには、結果領域の右上にある[ Date ]をクリックします。関連性によってソートがアクティ

ブになっているときは関連性が赤で表示されます。 

 日付 Date：時系列ソートモードを有効にするには結果領域の右上にある Date をクリックしてください。直近の

結果から表示をさせます。このソートモードが有効になっている場合、Date は赤で表示されます。 

 

LexisNexis のコンテンツは

赤い枠線で表示 

 

 外部ソースは 

灰色の枠線で表示 

 

1 2 3 

４ 
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o 青色で表示された部分は、クリックして直接アクセスすることができます 

o 複数を選択するには、ドキュメントラベルの左側にあるチェックボックスをオン☑にします。 

 

検索結果の閲覧 

結果リストから個別の結果を表示するには：ドキュメントのタイトルをクリックします。 

 

ドキュメントを表示すると、検索用語が赤で表示されます。これらの用語には、検索の用語および関連する用語（同義語）

が含まれます。 

1. 結果のリストに戻るには、＜結果のリストに戻る Retour à la liste de résultats ＞をクリック。 

2. 結果を全画面で表示するには、＜上部のナビゲーションバーを非表示 Masquer la barre de navigation en 

haut＞をクリック。 

3. 矢印をクリックして次または前の結果にスキップします。  

 

1 2 
3 

検索結果の出力 

タイトル 

日付・発行元 

説明（文書内の検索語を青字で表示するための平均 3 行） 
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検索結果の出力 

 

①印刷する ②電子メールで送信する ③ローカルファイルにダウンロード ④フォルダにドキュメントをダウンロー

ドまたは保存する 

⑤ソーシャルネットワーク(Facebook, Twitter,Google+,LinkedIn,Viadeo)でドキュメントへのリンクをシェアする 

 

 

  

① ② ③ ④ ⑤ 
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その他の便利な機能 

Voir les contenus liés をクリックすると関連文献へのリンクが表示されます。 

 

 

 

Comparer les versions をクリックすると過去の改正履歴がすぐに参照できます。 

  



17 

 

結果をフィルタリングする 

結果リストの

左側にあるフィルタリング機能[ Affinez votre recherche ]を使用して検索を絞り込むことができます。 

 期間 

 契約購読範囲内 

 ソース 

 テーマ 

 参照サイト/ウェブ全体  

参照サイト レクシスネクシスにより選定された５０のウェブサイト 

ウェブ全体 インターネットのウェブ検索 

 

※各出典、テーマの検索結果の数は、各ラベルの後ろについている括弧（）で表示されています。 

 

結果を絞り込むには： 

興味のあるソースやテーマをクリックすると検索結果リストは自動的に更新されます。 

適用したすべてのフィルタは、「My filters」の下の左上に表示され Filtres appliqués からすぐに参照できます。 

適用されたフィルタ項目は、フィルタメニューでも青字で強調表示されます。 

フィルタ選択の仕方： 

より精細に検索するために、選択されたソースに応じて、下に追加のフィルタが自動表示されます。 

フィルタを選択すると（タイトルをクリック）、タイトルの右側に青いボックス（+記号付き）が表示され、この選択肢

を絞り込むことができます。 

フィルタの選択を絞り込み、可能なフィルタにアクセスするには： 
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 タイトルの右にある+をクリックします。 

 

 フィルタツリーの詳細と特定のフィルタは、ページ中央のボックスに表示されます。残りの画面はグレー表示され

ます。 

 メニューでチェックして選択してください。 

 選択内容はボックスの下部に表示されています。 

 [Effacer tout] すべてクリアボタンを使用すると、いつでも選択をキャンセルできます。 

 完了したら、「« Accédez aux X résultats » X 結果にアクセス」ボタンをクリックしてください。 

検索結果は、選択された新しいフィルタを考慮に入れて更新されます。 

フィルタに関連付けられた条件が[マイフィルタ]領域に追加されます。 

メニューに添付されたフィルタは、ラベルの左側のアイコンから確認できます。 

ラベルをクリックするだけで、フィルタ内の複数のエントリ（たとえば、2 つの百科事典）を選択することができます。 

以前に選択されたフィルタを解除するには、フィルタのタイトルの右側にある×印をクリックするか、タイトルの上で直

接クリックします。 

 

期間フィルタ 

期間で検索を絞り込むことができます。デフォルトでは、最も古いドキュメントと最も新しいドキュメントの日付が表示

されます。 

検索期間を絞り込むには、次のいずれかを行います。 

1. 日付スケールの左右にスライダを移動する。 

2. 利用可能なカレンダーから日付を直接入力する。 

次に、[OK]をクリックしてピリオドフィルタを有効にします。結果リストは自動的にリフレッシュされます。 
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Web フィルタ 

ウェブ上で検索するには： 

 Web フィルタをクリックすると、参照されたサイトでのみ検索が実行され、結果のリストが更新されます。 

すべてのウェブに検索を拡張するには： 

 タイトルの右側にある+をクリックし、特定のフィルタの「参照先サイト」のチェックを外します。検索結果リス

トが更新されます。 

フィルタの選択を解除する方法 

各フィルタは次のいずれかの選択を解除することができます。 

 [My filters]ブロックの関連する X ボタンをクリックする。 

 そのタイトルの左にあるボックスでチェックを外すか、タイトルを直接クリック。 
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アカウント設定画面からデフォルト検索の設定をする 

 > Préférences > Mon interface 

アカウント＞設定 ＞マイインターフェースからデフォルトで適用される検索のタイプを選択することができます： 

 

Thèmes sélectionnés 

Sélectionner l'opérateur par défaut pour toute recherche sur les thèmes. 

 

○Rechercher sur au moins un thème sélectionné   

「少なくとも 1 つの選択されたテーマを含む文書を探しています」 

 

○Rechercher sur tous les thèmes sélectionnés 

「選択したすべてのトピックを含む文書を検索します」 

デフォルト設定では、選択したすべてのテーマを含む文書が検索されます。 
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フォルダ単位でドキュメントを管理する 

>Mes Dossiers>「マイアカウント＞マイフォルダ」から、テーマ別にフォルダを作成および管理したり、選択した文書

のタイトルを検索中または表示中に関連付けることができます。 

 

 

ニュースレターの配信を登録・解除する 

 > Préférences > Mon abonnement > Newsletters 

 

１．Se désabonner à toutes les newsletters Lexis 360®  

「すべての Lexis360®ニュースレターの購読を停止する」をクリック  

 

もしくは購読を希望する部分にチェック☑ 

 

２． 「購読/購読の変更」をクリック 

 

３．  「セーブ」をクリック 
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 > Préférences > Mes donnees Personnelles 購読を希望する法律分野に☑を入れる → 保存 

 

閲覧履歴、アクセス回数を見るには 

 > Préférences  > Mon abonnement > Rapport d'usage – Abonnement 

 

Aujourd’hui 今日の閲覧履歴 – アクセスしたコンテンツ、日付と閲覧数が表示されます。 

Mois en cours 今月の閲覧履歴 － アクセスしたコンテンツ、日付と閲覧数が表示されます。 
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アラートの設定方法 

例：La Semaine Juridique Edition Générale の新刊をアラートで自分の Email に送る 

 

1.  ホーム画面の下部にある Actualités (une sélection de www.lexisactu.fr) 右にある 

 « S’inscrire aux newsletters » をクリック

 

 

2.  スクロールダウンして ２つめにある Sommaire des revues LexisNexis の中から該当する法分野のバーを開けて 

La Semaine Juridique - Edition Générale を選択し、  « S’abonner / Modifier l’abonnement » をクリック 

 

3.   送付先となる Email アドレスを入力し  « Envoyer »をクリックすると設定は完了です。 

 

http://www.lexisactu.fr/
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Lexis360 ® 推奨システム環境 

※お使いのブラウザで Java script と Cookie を必ず許可してください。 

推奨オペレーティングシステム 推奨ブラウザ その他利用可能なソフトウェア 

Microsoft® Windows® 

XP Service Pack 2 

Windows Vista® 

Windows® 7 

Mac® OS 10.5 以降 

Internet Explorer®7以降 

Internet Explorer 8を推奨 

（Windowsのみ） 

Mozilla Firefox®3.0 

以上のバージョン 

Safari 4.0以降 

Opera®9.0以降 

Google Chrome 2.0以降 

Adobe Acrobat Reader 9.0 

 

ブラウザのポップアップブロッカーを無効にしてください。 

1. Internet Explorer を起動します。 

2. ウィンドウ右上の［設定］アイコンをクリックし［インターネットオプション］を選択します。 

3. ［プライバシー］タブの［ポップアップブロック］で、［ポップアップブロックを有効にする］を選択します。 

4. ［設定］をクリックして、ポップアップブロックを設定します。 

5. ［ポップアップブロックの設定］ウィンドウの［通知とブロックレベル］で、ドロップダウンリストからご希

望の設定を選択し、［閉じる］をクリックします。 

6. ［適用］ボタン、［OK］ボタンの順にクリックします。 

ブラウザの詳細設定で HTTP 1.1 を有効にしてください。 

1. Internet Explorer の「ツール(T)」→「インターネット オプション(O)」をクリックします。 

2. 「詳細設定」タブをクリックし、タブを切り替えます。 

3. 「プロキシ接続で HTTP 1.1 を使用する」にチェックします。 

4. [OK]ボタンをクリックします。 

5. Internet Explorer でインターネットのページが見られることを確認してください。 
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Memo  
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Memo  
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Memo  
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レクシスネクシス日本語サポート 

電話 ０３－５５６１－３５５４ 

メール support.jp@lexisnexis.com （日本語） 

assistance.internet@lexisnexis.fr （フランス語） 

 （休日を除く月～金 時間 9：30-18：00） 

 

mailto:support.jp@lexisnexis.com
mailto:assistance.internet@lexisnexis.fr

