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▪ レクシスネクシスについて

▪ Nexis Uniとは

▪ 個人アカウント作成

▪ 演習１：収録全コンテンツ検索

▪ 演習２：詳細検索

▪ 演習３：ブーリアン検索

▪ 演習４：その他検索方法

▪ 便利な機能紹介
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リスク＆
ビジネス分析

見本市科学・技術・医学

ネクシス・ソリュー
ションズ

リーガル プロフェッショナル

（旧Business Insight Solutions 

(BIS)）

リーガル & プロ
フェッショナル

レクシスネクシスについて



Nexis Uniとは…
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・15,000以上の引用に値する情報ソースを収録する、学生、研究者、図書館関係者が利用す
るアカデミックリサーチソリューション（国内外3,000の大学が導入）

・シンプルで無駄のないインターフェースにして直観的な検索操作が可能

・個人のID機能の追加により、ドキュメントにメモ書きをしたり、フォルダに保存、アラー
トの設定、お気に入りに登録、他のユーザー間と共有フォルダの作成が可能

世界各国の最新ニュースからバックナンバー、ソーシャルメディアフィードまで幅広く網羅
(世界で90か国以上、3,000以上の新聞記事、雑誌、ニュースワイヤー、トランスクリプト他)

ビジネス誌 (Business Week, The Economist, Newsweek他)

企業情報 (Hoover’s, Standard & Poor’s, Disclosure他)

人物情報 (Marquis Who’s Who Biographies他)

法律情報（判例法、訴訟記録文書、特許、ローレビュー、法令、規制）

各国情報 (Walden’s Country Reports他)

産業ニュース(Hoover’s, Standard & Poor’s, Disclosure他)



個人アカウント作成

5LexisNexis Confidential

説明動画（英語）：https://www.youtube.com/watch?v=nei3yXChw6o



演習１：収録全コンテンツ検索
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検索ワード

▪ Tokyo Olympic 2020 ticket

Narrow By以下で絞り込み

▪ Timeline

▪ Publication Type

▪ Subject

▪ Industry

▪ Geography

▪ Negative News

▪ Sources

▪ Language

▪ People



演習２：詳細検索
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Select a specific content typeから

▪ News

各種条件入力

▪ Headline

▪ Date

▪ All of these terms



演習３：ブーリアン検索
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検索式

▪例１）

人名/企業名 AND (abus! or accus! or alleg! or arraign! or arrest! or assault! or attack! or 

bankrupt! or beat! or breach! or brib! or ( chapter pre/1 7 or 11 ) or charg! or conspir! or 

co-conspir! or convict! or corrupt! or court! or crime or criminal! or critici! or deceiv! or 

decept! or defendant or defraud! or denied or deny or disciplin! or discrim! or distort! or 

embattled or fraud! or guilt! or harass! or illegal! or incriminat! or indict! or inside! info! or 

insolv! or investigat! or judgement or judgment or launder! or liquidat! or litigat! or 

manipul! or misappropriat! or misconduct or misdeme! or mismanag! or misrepresent! or 

negligen! or offen! or probat! or prosecut! or racketeer! or revocation or revoke* or risk! 

or sabotag! or sanction! or scam! or scandal! or separat! or steal! or stole* or sued or 

suing or suspen! or terroris! or theft or threat! or unlawful! or verdict or violat! or violen!)

例２）

Headline(企業名) AND headline(merge! or acqui! or buy! or sell! or bought or sold or 

tender! or offer! or consolidate! or secure! or raise! or partner! or collaborate! or 

agreement or invest! or joint! or venture or project! or exit! or form! or licen!)



演習４：その他検索方法
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▪ 簡易検索

▪ ソース指定

▪ 企業検索

▪ 国情報検索

▪ 分野別ページ



便利な機能紹介
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▪ メモ書き

▪ フォルダに保存/共有

▪ アラートを設定

▪ お気に入り

▪ 引用


