新型コロナウイルス感染症拡⼤に対する各出版社等の⽀援サービスについて(20201211現在)
データベース名・
出版社名

資料種別

学外アクセ

⽀援内容

⽀援期間

ス認証⽅法 (20201211現在)

2020
更新

2021年3⽉末まで、juris Zusatzmodul （ベック社を除くドイ

※専任教員および⼤学院⽣で、学外からのアクセス

ツの法律専⾨店10社の全⽂コンテンツ）を無償提供
JURIS Online

備考

1211

での利⽤を希望される⽅は、ユーザー登録申請を

データベース 〇学内からのアクセス先

ID/PW

2021年3⽉末

・http://n-online.jp/juris-new/kandai/

〇

⾏ってID・PWを取得する必要があります。
詳細につきましては、総合図書館レファレンスカウ
ンターまたは各キャンパス図書館カウンターにお問

〇学外からのアクセス先（※ID・PW必須）

合せください。

・https://www.juris.de/
LEX/DB
公的判例集データベース
新・判例解説Watch

データベース

2021年3⽉末まで、リモートアクセスを⼀時的に許可

VPN

同時アクセス数を60に増設

2021年3⽉末

Super法令Web
・台湾のAiriti社が提供する中国語の学術リソースの

Airiti Library

データベース

○2020年12⽉末までの期間限定無償アクセス

プラットフォーム。機関単位でのIPアドレス認証に

・VPN⽅式にてリモートアクセス可

より提供され、接続数制限なし。

・同時接続数︓無制限

VPN

○アクセス先

2020年12⽉末

2020年9⽉21⽇〜

⽇経テレコン

データベース なし

VPN

beck-online

データベース 2020年5⽉末まで、リモートアクセスを⼀時的に許可

VPN

2020年6⽉末

データベース 同時アクセス100追加

VPN

2020年6⽉末

データベース 同時アクセス50追加

VPN

2020年6⽉末

-読売新聞社
毎索
-毎⽇新聞社

https://www.bunsei.co.jp/wpcontent/uploads/PDF/AiritiLibrary_guide.pdf

・http://www.airitilibrary.com/Home/Index

ヨミダス歴史館

・マニュアルダウンロード︓
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2021年2⽉末

同時アクセス数を50に増設

新型コロナウイルス感染症拡⼤に対する各出版社等の⽀援サービスについて(20201211現在)
データベース名・
出版社名

資料種別

学外アクセ

⽀援内容

ス認証⽅法 (20201211現在)

法情報総合データベース

2020年6⽉12⽇までの期間中、『D1-Law.com』の左記2コン

『D1-Law.com 現⾏法規』

テンツのみ無償公開。以下のURLからアクセスしてください。

『D1-Law.com税務・会計法

データベース

規（税務編）』
雑誌記事索引データベース株式会社皓星社

⽀援期間

https://www.daiichihoki.co.jp/osirase/d1law_free/index.

備考

1211
更新

『D1-Law.com_法律判例⽂献情報』、『D1特になし

2020年6⽉12⽇

Law.com_判例体系［全法編］』等、無償公開対象
外のデータベースもあります。

html
ざっさくプラス無償公開。雑誌記事索引データベース

2020

ざっさ

データベース くプラス全機能に加え、20世紀メディア情報データベースと

特になし

2020年6⽉10⽇

の連携機能も利⽤可能。詳細は https://zassaku-plus.com/
【Berg Fashion Library】,【Bloomsbury Fashion
Business Cases】,【Fairchild Books Library】,
【Fashion Photography Archive」上記4データベース
は、下記Bloomsbury Fashion Central上でご利⽤いただ
けます。
https://www.bloomsburyfashioncentral.com/
その他データベースは各URLから接続してください。
【Bloomsbury Fashion Video Archive】

https://www.bloomsbury.com/dr/digital-

https://www.bloomsburyfashionvideo.com/
【Bloomsbury Architecture Library】

resources/library-resources/covid-19-resources-

https://www.bloomsburyarchitecturelibrary.com/

available-from-bloomsbury/
Bloomsbury

データベース

2020年 6⽉末まで同社のデータベースを無制限同時アクセス
で無償提供

【Bloomsbury Cultural History】

特になし

2020年6⽉末

https://www.bloomsburyculturalhistory.com/
【Bloomsbury Design Library】

※ただし、最終⽇は、時差の関係で早めにアクセスが終了する

https://www.bloomsburydesignlibrary.com/

可能性があります。

【Bloomsbury Education and Childhood Studies】
https://www.becs-bloomsbury.com/home
【Bloomsbury Encyclopedia of Philosophers】
https://www.bloomsburyphilosophers.com/
【Bloomsbury Food Library】
https://www.bloomsburyfoodlibrary.com/
【Bloomsbury Medieval Studies】
https://www.bloomsburymedievalstudies.com/
【Screen Studies】
https://www.screenstudies.com/

聞蔵
-朝⽇新聞社

データベース 同時アクセス50追加

VPN

2/7

2020年6⽉末

※⽀援期間が2020年5⽉末から6⽉末まで延⻑

新型コロナウイルス感染症拡⼤に対する各出版社等の⽀援サービスについて(20201211現在)
データベース名・
出版社名
JapanKnowledge
-株式会社ネットアドバンス

資料種別

学外アクセ

⽀援内容

⽀援期間

ス認証⽅法 (20201211現在)

VPN、

データベース 同時アクセス50

学認

2020年7⽉末

2020

備考

1211
更新

※⽀援期間が2020年5⽉末から7⽉末まで延⻑
対象出版社は下記の通りです（⼀部出版社はタイトルを限
定して賛同頂いていますので、ご了承ください）。
共⽴出版, ⽩⽔社, みすず書房, ⽇本経済評論社, ⼤⽉書店,
森北出版, 勉誠出版,税務経理協会,中央経済社, 慶應義塾⼤
学出版会, ⽩桃書房, ゆまに書房, ⽂眞堂, かもがわ出版,⽇
外アソシエーツ,オーム社, 東京堂出版, 裳華房, 勁草書房,

KinoDen

電⼦書籍

購⼊済タイトルの同時アクセス数を最⼤50まで拡⼤（出版社

VPN、

により拡⼤数は異なります）。

学認

東京⼤学出版会, 樹村房, 研究社, 原書房, 吉川弘⽂館,⼤修

2020年7⽉末

館書店, 建帛社, 早稲⽥⼤学出版部, 平凡社, ⼤阪⼤学出版
会, 中⼭書店, 明⽯書店,⽇本医事新報社,彰国社, ⽂学通信,
ネットアドバンス, 春秋社, 創元社, インターメディカ, 和
泉書院,⼥⼦栄養⼤学出版部,出版メディアパル, メジカル
ビュー社, メヂカルフレンド社, メディカルレビュー社, 医
療科学社, 明誠書林,ＰＨＰ研究所, 関⻄⼤学出版部, 彩流
社, ⼯作舎, 詩想舎, シービーアール, 新⽇本法規出版,
FOM出版,黎明書房, 世界思想社，北隆館，インプレス，
看護の科学社，近代科学社

対象出版社（147社）は、以下のURLからご確認く
Maruzen eBook Library
(MeL)

電⼦書籍

購⼊済タイトルの同時アクセス数を50まで拡⼤(各出版社が指 VPN、
定したタイトルに限ります)

学認

2020年7⽉末

ださい。
http://kw.maruzen.co.jp/ln/ebl/ebl_doc/mel_n
otice_multi_access_expantion4.pdf
学外で利⽤するには学外⽤ID/PWが必要です。利⽤
を希望される⽅は、以下の⼿順をご確認の上、メー
ルで申請してください。
送付先︓ku-library(at)ml.kandai.jp

2020年8⽉末までの無料トライアル期間、『和歌＆俳諧ライブ
⽇本⽂学Web図書館

データベース ラリー』、『平安⽂学ライブラリー』、『辞典ライブラリー』 ID/PW
が利⽤可能。同時アクセス数100。

※(at)を@に置き換えてください。
2020年8⽉末

メール件名︓⽇本⽂学Web図書館トライアル申請
メール本⽂︓登録申請者に関する以下の内容を明記
してください。
①「⽒名」
②「所属(学籍番号・研究科名）」
③「連絡先(電話及びメールアドレス)」
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新型コロナウイルス感染症拡⼤に対する各出版社等の⽀援サービスについて(20201211現在)
データベース名・
出版社名

資料種別

⽀援期間

学外アクセ

⽀援内容

ス認証⽅法 (20201211現在)

Ebook Centralを通じて購⼊した同時アクセス数1または3のタ
ProQuest Ebook Central

電⼦書籍

イトルがアクセス無制限に。対象は

VPN、

https://media2.proquest.com/documents/unlimitedacces 学認

2020
1211

備考

更新

2020年6⽉19⽇

s-participatingpublishers.pdf
JURIS Online

データベース 2020年6⽉末まで、リモートアクセスを⼀時的に許可

VPN

2020年6⽉末
緊急事態宣⾔による産経新聞社の勤務体制変更にと
もない産経電⼦版「産経新聞データベース」では、

産経新聞データベース
-産経新聞東京本社

当⾯の間、⼤阪朝刊、⼤阪⼣刊の掲載が休⽌されま

データベース なし

す。産経新聞東京朝刊は通常通り発⾏し、通常通り
の機能でご覧いただけます。休⽌期間は未定で、状
況を⾒ながらの対応となります。

-Chemical Abstracts

左記特設ページのコンテンツの利⽤には特に認証必

https://www.cas.org/covid19

SciFinder-n
データベース

Service(CAS)

要ないが、SciFinder-nの利⽤には利⽤登録した

・COVID-19特設ページを設置
関連論⽂の公開、データセットの提供、関連情報収集のための

特になし

未定

要。利⽤登録したID/PWを持っている場合は、期間

シソーラスの提供

限定でVPN認証なしにID/PWのみで利⽤可能。

アクセス先URL︓https://dl.acm.org/
ACM Digital Library

電⼦ジャーナ
ル

ACMでは新型コロナウイルス感染症（COVID-19）による状況
に配慮し、研究者や学⽣が⾃宅からACMコンテンツに容易にア 特になし

2020年6⽉末

クセスできるよう無料開放しています。(リモートアクセス含
む)
https://www.aeaweb.org/

American Economic

電⼦ジャーナ

Association

ル、電⼦書籍

ID/PWが必要。ID/PW登録の際にはVPN認証が必

– American Economic Reviewなどアメリカ経済学会の
特になし

ジャーナルを2020年6⽉末まで無償開放
https://www.aeaweb.org/news/memberannouncements-april-3-2020
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2020年6⽉末

新型コロナウイルス感染症拡⼤に対する各出版社等の⽀援サービスについて(20201211現在)
データベース名・
出版社名

Annual Reviews

資料種別

⽀援期間

学外アクセ

⽀援内容

ス認証⽅法 (20201211現在)

https://www.annualreviews.org/– 2020年6⽉15⽇まです
電⼦ジャーナ べてのジャーナルのアクセス制御を解除
ル、電⼦書籍 https://annualreviewsnews.org/2020/03/13/annual-reviews-

特になし

2020年6⽉15⽇

removes-access-control-in-response-to-covid-19-pandemic/

(1)ProQuest, EBSCO及びGardnersと提携し全ての電⼦書籍
契約機関について、2020年6⽉中旬までの同時アクセス数制限
(1)VPNま

を解除（契約したコンテンツに限定）
Duke University Press

電⼦ジャーナ (2)1999〜2004年刊⾏のものを中⼼に21ジャーナルのコンテ たは学認
ル、電⼦書籍 ンツを6⽉末まで無償提供

(1)2020年6⽉中旬

(2)特にな (2)2020年6⽉末
し

対象タイトル
https://www.dukeupress.edu/Assets/Downloads/LR/Duk
e-Univ-Press-Open-Content-on-Muse.xlsx
(1)Science Directの契約アカウントがある機関に対して、約
256冊のテキストブックを90⽇間無償提供、該当タイトルは下
記より”Textbook”のリストを参照
Elsevier

電⼦ジャーナ https://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect/conten VPN、
ル、電⼦書籍 t/book-title-lists

学認

(2)ProQuest及びEBSCOと提携し全ての電⼦書籍契約機関に

(1)2020年6⽉15
⽇
(2)2020年6⽉中旬

ついて、2020年6⽉中旬までの同時アクセス数制限を解除（契
約したコンテンツに限定）

GeoScienceWorld

電⼦ジャーナ
ル、電⼦書籍

https://pubs.geoscienceworld.org/books
– Canadian Science Publishing (旧NRC Research Press）

特になし

2020年6⽉末

– ⼤学、学校に対し、ギリシア語、ラテン語古典を収録する著 特になし

2020年6⽉末

などの電⼦書籍を2020年6⽉末まで無償公開
https://www.loebclassics.com/loeb/newsitem/24/covid1

Harvard University Press

電⼦ジャーナ
ル、電⼦書籍

9-response-march-2020
名な叢書をデジタル化したDigital Loeb Classical Libraryを
2020年6⽉末まで無償提供
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2020
1211
更新

備考

新型コロナウイルス感染症拡⼤に対する各出版社等の⽀援サービスについて(20201211現在)
データベース名・
出版社名

資料種別

⽀援期間

学外アクセ

⽀援内容

ス認証⽅法 (20201211現在)

https://www.ucpress.edu/journals
University of California

電⼦ジャーナ – 2020年6⽉末まですべてのジャーナルを無償提供

Press

ル、電⼦書籍 https://www.ucpress.edu/blog/49700/free-access-to-all-

特になし

2020年6⽉末

uc-press-journals-through-june-2020/
Brill

Library Journal

電⼦ジャーナ
ル、電⼦書籍

https://brill.com/newsitem/199/covid19-collection
– 公衆衛⽣、遠隔学習、危機研究、伝染病に関する書籍・記事 特になし

未定

を開放

電⼦ジャーナ https://www.libraryjournal.com/?detailStory=ljfreeconte
ル、電⼦書籍 nt– Library Journalを期間限定で無償開放

サイト記
載の

未定

ID/PW

特設サイト掲載のコレクション
Royal Society

電⼦ジャーナ
ル、電⼦書籍

https://royalsocietypublishing.org/topic/specialcollections/novel-coronavirus-outbreakに加えて、全ての
ジャーナルを期間限定でアクセス制限を解除。ジャーナルリス
トはこちら︓https://royalsociety.org/journals/#listing
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特になし

未定

2020
1211
更新

備考

新型コロナウイルス感染症拡⼤に対する各出版社等の⽀援サービスについて(20201211現在)
データベース名・
出版社名

資料種別

⽀援期間

学外アクセ

⽀援内容

ス認証⽅法 (20201211現在)

2020

備考

1211
更新

対象資料は以下17誌
・American Journal of Sociology
・Comparative Education Review
・Critical Inquiry
・Current Anthropology
・Economic Development and Cultural Change
・Ethics: An International Journal of Social, Political
and Legal Philosophy

冊⼦体のみの購読機関に対して、オンラインアクセスを提供。
University of Chicago Press

電⼦ジャーナ https://www.journals.uchicago.edu/

VPN、

ル、電⼦書籍

学認

・Isis (incl. Osiris)

未定

・Journal of Anthropological Research
・Journal of Law & Economics + Journal of Legal
Studies
・Journal of Modern History
・Journal of Near Eastern Studies
・Journal of Political Economy
・Journal of Political Economy
・Library Quarterly
・Philosophy of Science
・Signs: Journal of Women in Culture and Society
・Social Service Review

AIP Publishing

電⼦ジャーナ
ル、電⼦書籍

https://www.scitation.org/

個⼈で

– プラットフォームScitationでユーザー登録をすると無償利⽤ ユーザ登
可能

2020年5⽉末

録

Coronavirus Free Access Collectionに加えて2020年5⽉末ま
Cambridge University

電⼦ジャーナ ですべてのテキストブック（700冊以上）をHTML形式で開放

Press

ル、電⼦書籍 https://www.cambridge.org/core/what-we-

特になし

2020年5⽉末

特になし

2020年5⽉末

publish/textbooks
MIT Press

電⼦書籍

2,770の電⼦書籍を公開
アクセス先URL︓https://direct.mit.edu/books
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