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≪法令≫ 2017年9月リリースの更新内容 

 「新規制定アラート」関連の変更（1） 

– 条件検索からの「新規制定アラート」設定 

– 「施行日の到来」チェックボックスをON 

  →「新規制定アラート」は通知されません（従来は通知されると説明していました） 。 

 

3 Copyright © 2017 Westlaw Japan KK. All rights reserved. 

CR891 

「改正法の公布」チェックボック
スをONにすると「新規制定ア
ラート」を通知します。 

「施行日の到来」チェックボックスの
ON/OFFは「新規制定アラート」通
知に影響しません。 

【画面イメージ】  



  「新規制定アラート」関連の変更（2） 

– 「法分野アラート」設定画面の表示訂正 

– 注記「※このアラートは、新しい法令の制定も通知します。」の文言を修正して、掲載箇所
を移動しました。 

– 「施行日の到来」チェックボックスをONではアラートを通知しないされないした。 

 

≪法令≫ 2017年9月リリースの更新内容 
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CR891 

【画面イメージ】  

注記の文言を修正 

掲載箇所を移動 



  IE以外のブラウザでのセキュリティ付きPDFのユーザビリティを改
善（1） 

– 修正前 IE以外のブラウザではPDFの表示/ダウンロードができませんでした。 

– PDFのセキュリティー対策に伴う処理が原因 

– 対象コンテンツ：最高裁判所判例解説・法曹時報、資料版商事法務、NBL、 
          旬刊商事法務、労働経済判例速報 

– 修正後 PDFアイコンからPDFをダウンロードして表示するようにしました。 

– セキュリティ対策の方針を見直し。 

– ダウンロードしたPDFには、一定の有効期限が設けられていることがあります。 

– PDFファイルの閲覧にあたっては、AdobeReaderをご利用願います（動作環境を参照下
さい）。 

 

≪書籍/雑誌≫2017年9月リリースの更新内容 
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IEの場合 
（AdobeReader利用） 

IE以外の場合 
（引き続きEdgeは対象外） 

PDFの表示方法 PDFを開いて表示 PDFファイルをダウンロードして閲覧 

  
※ 上記はWLJ製品全般の正式サポート対象にIE以外のブラウザを含める変更ではありません。 

TG-012/CR890-2 



 

≪書籍/雑誌≫2017年9月リリースの更新内容 
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 今回閲覧できるようになったコンテンツ  セキュリティ設定内容の変更 印刷機能の利用 

コンテンツ（社名） 
セキュリティー 
設定の有無 

ダウンロード 
の可否 

閲覧可能 
な期間 

WestlawJapan 
の印刷機能 

Adobe 
Reader 

 の印刷機能 

 ・最高裁判例解説 
 ・法曹時報    （一般財団法人法曹会） 

有 ダウンロード可 
ダウンロード 
から7日 

利用不可 利用可 

 ・資料版商事法務 
 ・NBL         （株式会社商事法務） 

有 ダウンロード可 
ダウンロード 
当日限り 

利用不可 利用可 

 ・旬刊商事法務 
         （社団法人商事法務研究会） 

有 ダウンロード可 
ダウンロード 
当日限り 

利用不可 利用可 

 ・労働経済判例速報 
    （一般社団法人経団連事業サービス） 無 制限無し 制限無し 利用不可 利用可 

 IE以外のブラウザでのセキュリティ付きPDFのユーザビリティを改
善（2） 

PDFアイコンの表示に変更。 
ダウンロードして閲覧可能。 

IE 以外のブラウザ（Edgeは引き続き対象外） 

PDFが空白で表示。 
ダウンロードも不可。 

【画面イメージ】  

TG-012/CR890-2 



 有斐閣オンラインデータベース（YODB）の画像形式閲覧に対応 

– YODBは、PDFの他に画像ビューアでも記事閲覧を可能にしています。 

– WLJの書籍/雑誌の検索結果からのYODBコンテンツ閲覧にあたって、画
像ビューア版を表示し、任意にPDFを閲覧できるようにしました。 
（YODB内で、『PDFビューア版』から『画像ビューア版』に切り替えることができないため） 

 

≪書籍/雑誌≫2017年9月リリースの更新内容 
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有斐閣オンラインデータベース(YODB) 

＊PDF版への閲覧切り替えは、YODBにアクセスした後での操作となります。 

【画面イメージ】  

画像ビューア版 画像ビューア版 PDFビューア版 

TG-018/CR900 

クリック 中心部を 
クリック PDFアイコン

をクリック 



 

≪新日本法規≫ 2017年9月リリースの更新内容 

加除式（ Q&A・事例） 検索画面条数の入力欄を増設 

– 「条件検索」の法令条数を指定する欄に 
「ひ孫条」を指定する欄を増設しました。 
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【画面イメージ】  

CDC207/PDR160/CR903 



 

≪その他≫ 2017年9月リリースの更新内容 

アラート通知メールの開封率集計のための変更 

– アラートメール開封状況を把握し、今後のサービスに活用するため、アラート
メールに開封状況を調査する画像タグを埋め込みました（ HTML形式のメール

のみの設定）。 

– メールクライアントによっては、 
メールの開封時に画像の表示 
を許可する否かの確認を求め 
られることがあります。 
ユーザーが許可した場合のみ、 
弊社に開封情報を取得します。 

– 画像はこのように表示されます。 

 

 

 

9 Copyright © 2017 Westlaw Japan KK. All rights reserved. 

TG-023/CR901 

【画面イメージ】 （Outlookの例） 

画像を表示してよいか確認する
メッセージが表示されます。 

画像表示が未許可の表示： 
画像が表示される位置に 
[×]印が表示されます。 

何も表示しません 



 

≪その他≫ 2017年9月リリースの更新内容 

サポート対象の動作環境更新 

– Microsoftのサポート状況の変更にともない、WestlawJapanのサポート
対象から、IE9/Vista、IE10/Windows8 を除外します。 

– サポート対象外となったOS及びブラウザで使用する場合に、ログイン画面
上部にサポート外であることの通知と推奨動作環境へのリンクを表示します。 

 

 

 

 

 

 

– 動作環境の表示に、JavaScript等その他条件についての記載を追加しま
した。 
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【画面イメージ】  

動作環境  https://www.westlawjapan.com/products/westlaw-japan/operating / 

TG-017/CR902 


