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【新日本法規オンライン】 
◇遺産相続紛争事例データファイルの収録 

◇関連通達の閲覧 

◇原本のページ表示及びデリバリーオプションの追加 

◇本文タブ内のデリバリーアイコンの削除 

◇（参考：現在提供中のタイトル一覧） 

 

【判例】 
◇iViewで最高裁判決の裁判官意見を表示 

◇裁判所名の複数指定 

◇判例評釈から外部リンクへアイコンを追加 

 

【法令】 
◇法令名検索のサジェスト機能追加 

◇検索結果並び順のデフォルトを「法令名の一致率順」に変更 

◇（参考：改正情報CSVダウンロード機能） 
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【その他】 
◇製品内ロゴのクリック・印刷/DLの際の製品ロゴの縮小 

◇タブの再編成 

◇ログインアラートの廃止 

◇iマークの表示 

 

 

 

 

 

   Westlaw Japan  2013.06 リリース内容 
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 新日本法規オンラインに、 「遺産相続紛争事例データファイル」を追加しました（「加除式」タブ） 

 画面遷移等は、従来のデータファイルコンテンツと同様です 

    

  WLJP2013.06リリース ＜新日本法規オンライン＞ 

   遺産相続紛争事例データファイルの収録  
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新日本法規オンラインの加除式書籍の関連情報タブに表示されている関連通達（税法関連）をク
リッカブルにします 

クリックするとリンクビューアに通達が表示されます 

  WLJP2013.06リリース ＜新日本法規オンライン＞ 

   関連通達（税法関連）の閲覧  
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 新日本法規オンラインのユーザーオプション画面に「書籍/雑誌の閲覧」ラベルと「原本のページを表示」
チェックボックスを追加しました 

 有料単行本の検索結果画面のフッター部分に、原本ページ表示の切替ボタンが追加されました 

 新日本法規オンライン有料単行本の全てのデリバリー設定画面（印刷／DL／メール）に、「原本のページ数
を含めてダウンロードする」チェックボックスを追加しました 
 

  WLJP2013.06リリース ＜新日本法規オンライン＞ 

   原本のページ表示及びデリバリーオプションの追加  
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 新日本法規オンラインの「Q&A・事例」の本文タブにある、URLコピー以外のデリバリーアイコンを
削除しました 
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  WLJP2013.06リリース ＜新日本法規オンライン＞ 

   本文タブ内のデリバリーアイコンの削除  



現在提供中のタイトル 

1 Ｑ＆Ａ 新会社法の実務  

2 Ｑ＆Ａ 役員の給与・退職金等の税務  

3 Ｑ＆Ａ 株主資本の実務  

4 誰にもわかる 会社役員の法務と税務  

5 雇用形態別 人事管理アドバイス  

6 事例でみる 債権管理・回収のチェックポイント  

7 事例式 境界・私道トラブル解決の手引  

8 Ｑ＆Ａ 成年後見の実務 

9 事例でみる 会社役員の責任  

10 事業承継対策の法務と税務  

11 Ｑ＆Ａ わかりやすい環境法規の手引  

12 Ｑ＆Ａ 株式会社の法律実務  

13 Ｑ＆Ａ 破産法の実務  

14 Ｑ＆Ａ 株主総会の法律実務  

15 Ｑ＆Ａ 株式・社債等の法務と税務  
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16 所得税質疑応答集 

17 資産税質疑応答集 

18 民事事件における攻撃・防御の訴訟実務 

19 ケーススタディ資産税実務の手引き 

20 ケーススタディ所得税実務の手引き 

21 法人税質疑応答集 

22 ケーススタディ法人税実務の手引き 

23 Ｑ＆Ａ 知的財産トラブル予防・対応の実務 

24 勘定項目別 消費税の実務手引 

25 誰にもわかる 社会生活六法 法律相談Ｑ＆Ａ 

26 社会生活六法 手続・書式編 

27 家事事件の実務と手続 

28 Ｑ＆Ａ 表示登記実務マニュアル 

29 わかりやすい必要経費判断・処理の手引 

30 家事事件手続 モデル書式・文例集 

31 Ｑ＆Ａ 子どもをめぐる法律相談 

32 Ｑ＆Ａ 廃棄物・リサイクルトラブル解決の手引 

  WLJP2013.06リリース ＜新日本法規オンライン＞ 

  参考：現在提供中のタイトル一覧 
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（現在の製品） （改良後）

これをiViewにノードとし

て表示する

Before After

 最高裁判決の判決理由の後ろに付いている裁判官の意見（意見、反対意見、補足意見、少数意見）をiVewで
表示できるようにしました 

   iViewで最高裁判決の裁判官意見を表示 

  WLJP2013.06リリース ＜判例＞ 
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 判例検索画面において、裁判所名を複数指定できるようにしました 

  裁判所名の複数指定 

  WLJP2013.06リリース＜判例＞ 
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 判例評釈から外部コンテンツへのリンクを追加しました 
■税大ジャーナル・税務大学校論叢（国税庁ＨＰ→「税務大学校」→「研究活動」で公開） 

■季刊社会保障研究（国立社会保障・人口問題研究所ＨＰ→「刊行物」→定期刊行誌：「季刊社会保障研究」で公開） 

■保険事例研究レポート等（公益社団法人生命保険文化センターＨＰ→「調査活動・学術振興事業」→「学術出版物」） 

  判例評釈から外部リンクへアイコンを追加 

  WLJP2013.06リリース＜判例＞ 
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 法令名検索のサジェスト機能を法令タブに登載しました 

 候補一覧の表示順は「法令名かな順」に統一しています 

  法令名検索のサジェスト機能追加 

  WLJP2013.06リリース＜法令＞ 
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 法令単位の検索結果デフォルトのソート順を「法分野順」から「法令名の一致率順」へ変更しました 

 なお、デフォルトの設定はユーザーオプション画面から変更することが可能です 

  検索結果並び順のデフォルトを「法令名の一致率順」に変更 

  WLJP2013.06リリース＜法令＞ 
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監視法令名（新法・被改

正法）
監視法令の法令番号 改正法 改正法の法令番号 改正法の公布日 アウトライン 施行日 施行状態 新法／改正 法令の種類

都市の低炭素化の促進

に関する法律

平成24年 9月 5日法律

第84号
（新規制定） （新規制定） （新規制定）

低炭素化が見込まれる都市に対す

る優遇措置制度や、認定低炭素住

宅制度を創設
平成24年12月 4日ま

でに

将来（未施

行）
【新法】 法律

消費者安全法
平成21年 6月 5日法律

第50号

消費者安全法の一部を

改正する法律

平成24年 9月 5日法律

第77号
平成24年 9月 5日

生命身体事故の原因調査等を行う

消費者安全調査委員会の設置、多

数消費者財産被害に対する行政措

置の導入

平成25年 4月 1日
将来（未施

行）
改正 法律

消費者安全法
平成21年 6月 5日法律

第50号

消費者安全法の一部を

改正する法律

平成24年 9月 5日法律

第77号
平成24年 9月 5日

生命身体事故の原因調査等を行う

消費者安全調査委員会の設置、多

数消費者財産被害に対する行政措

置の導入

平成24年10月 1日 現行 改正 法律

金融商品取引法
昭和23年 4月13日法律

第25号

金融商品取引法等の一

部を改正する法律

平成24年 9月12日法律

第86号
平成24年 9月12日

総合取引所創設のための制度整

備、インサイダー取引規制や課徴金

制度の見直し、店頭デリバティブ規

制の整備を実施

平成25年 4月11日ま

でに

将来（未施

行）
改正 法律

金融商品取引法
昭和23年 4月13日法律

第25号

金融商品取引法等の一

部を改正する法律

平成24年 9月12日法律

第86号
平成24年 9月12日

総合取引所創設のための制度整

備、インサイダー取引規制や課徴金

制度の見直し、店頭デリバティブ規

制の整備を実施

平成24年10月10日 現行 改正 法律

金融商品取引法
昭和23年 4月13日法律

第25号

金融商品取引法等の一

部を改正する法律

平成24年 9月12日法律

第86号
平成24年 9月12日

総合取引所創設のための制度整

備、インサイダー取引規制や課徴金

制度の見直し、店頭デリバティブ規

制の整備を実施

平成24年 9月12日 過去 改正 法律

船員保険法
昭和14年 4月 6日法律

第73号

船員法の一部を改正す

る法律

平成24年 9月12日法律

第87号
平成24年 9月12日

改正船員法の施行に伴う所要の改

正 平成25年 9月11日ま

でに

将来（未施

行）
改正 法律

船員保険法
昭和14年 4月 6日法律

第73号

船員法の一部を改正す

る法律

平成24年 9月12日法律

第87号
平成24年 9月12日

改正船員法の施行に伴う所要の改

正 平成25年 8月11日ま

でに

将来（未施

行）
改正 法律

 監視法令の改正情報をダウンロード可能としました。ただし、IPユーザー管理者のみ利用可能です。 

 アラートリスト画面からダウンロードします 

 配信先グループによる絞り込みが可能です 

 出力されるCSVに改正情報が10000件以上含まれる場合、エラーメッセージを表示し出力を制限します 
※この機能は主にIP契約中の法令アラート機能ユーザー向けとなっています。また、ダウンロードには相当の時間を要します 
  のでご注意ください。 

  参考：改正情報CSVダウンロード機能 

  WLJP2013.06リリース＜法令＞ 
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ロゴをクリックするとホームページ
タブに戻るようになりました 

印刷・ＤＬ機能を使って出力す
る文書について、ヘッダーの
ロゴサイズを縮小して、本文
の表示エリアを広くしました 

  製品内ロゴのクリック ・ 印刷/DLの際の製品ロゴの縮小 

  WLJP2013.06リリース＜その他＞ 
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有斐閣専用検索画面 

 「書籍／雑誌」タブの下に、出版社ごとの子タブを設け、「文献情報」は独立したコンテンツタブとしました。 

 各子タブから該当書籍を個別に検索できます。「すべて」タブにて書籍の横断検索も可能です 

  タブの再編成① 

  WLJP2013.06リリース＜その他＞ 

・収録書籍・雑誌を一覧できるようになりました 

・契約済みコンテンツと未契約コンテンツが区別
できます（未契約の場合はグレー） 

各コンテンツに合わせた検索
専用画面を設けました 



Copyright © 2013 Westlaw Japan KK. All rights reserved. 
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 「文献情報」は独立したコンテンツタブとしました。 

 ホームページタブに、 従来は[書籍/雑誌]に含まれていた[文献情報]のチェック
ボックスを追加しました。 

 

  タブの再編成② 

  WLJP2013.06リリース＜その他＞ 
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 ログインアラート（サインオンアラート）を廃止します 
 全てのアラート設定画面から、 「通知方法」のユーザーインターフェースを削除します 
 既に「ログイン」で設定されているアラートでは、ログイン時の通知を継続できます 
 ログインアラートを再保存すると、メールでのアラート通知に自動的に設定されます 

（メインメールアドレスが自動的に入力されます） 

項目全体を削除します 

  ログインアラートの廃止 

  WLJP2013.06リリース＜その他＞ 
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 (？)アイコンとは別に、ヘルプ機能充実化の一環として、各機能についての注意を表示するための（ｉ）アイ
コンを表示します 

 クリックすると、（？）アイコンと同様に、説明文がポップアップで表示されます 

 今回のリリースでは、以下の箇所に（i）が表示されます 
 ① 新判例体系 
 ② 法令の逐条表示画面のヘッダー 
 ③ 書籍／雑誌の索引検索 
 ④ 法令の検索画面（告示に関する注意書き） 
 ⑤ 検索結果アラートの設定画面（添付文書が大きすぎる場合についての注意書き） 

  iマークの表示 

  WLJP2013.06リリース＜その他＞ 
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