
Web版アメリカ議会文書シリーズ 

1789年から現在までのアメリカ議会文書を包括的に提供する唯一のサービスです。 
文書の種類毎に以下のデータベースに分かれており、個別契約でのご提供となります。 

アメリカ近現代史上のあらゆるトピックを包含 
Serial Set 議会資料（1789年～）  

19世紀から現代までのアメリカ社会のあらゆる様相について記述された、一般に知ら
れていない膨大な資料群です。上下院議会の会期末に、会期中に議会に提出された
資料をまとめて刊行するSerial Set を収録します。  

アメリカ社会の重要問題を多様な視点から証言

Congressional Hearings  公聴会資料（1824年～） 

重要な法案を検討する際に開かれる「公聴会」の公式議事録です。社会の重要な問
題について、その問題の専門家から企業家、文化人、一般人まで、様々な人物が自ら
の立場から主張を述べます。 

アメリカ内外の問題を中立的、正確に解説 
Congressional Research Service Reports 

議会調査局報告書・委員会審議資料（1916年/1830年～） 
議会での審議のための中立的で信頼性の高い資料であり、現代社会の問題を研究す
る上での基礎資料として利用できます。安全保障から市民生活まで、あらゆるテーマ
の調査・分析がまとめられており、日米関係はじめ、国際的なテーマも豊富に収録しま
す。 

EP-1005R（アメリカ政治、アメリカ法、アメリカ史、国際政治）                                  December 2022 

ProQuest Congressional 

議会情報と大統領令を包括して収録 
Congressional Base and Executive Base  
議会・大統領府情報データベース（1789年～） 
 

議事録、議員の情報、法律・法案、立法過程、大統領令、制定順法律集などの基礎的
な情報から、ソーシャルメディアへの投稿や関連ニュースまで、議会や大統領府に関
わるあらゆる情報を提供します。1789年以降の200年以上もの大統領令の記録が収
録される、他に類を見ないコレクションです。 

個別にお見積り致します。お気軽にお問い合わせください。 
 株式会社紀伊國屋書店 デジタル情報営業部 email: pqhelp@kinokuniya.co.jp 
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収録資料 

 ・1789年以降の全ての議会文書の索引・抄録（Unpublishedは除く） 
 ・1833年～1969年の委員会に関する主要な文書の索引・抄録 
 ・1990年以降のほぼすべての議会文書の全文情報 
 ・1789年以降の大統領令のPDFデータおよび索引・抄録 
 ・1815年以降の制定順法律集（Statutes at Large） 
 

収録する文書 

 議会議事録（デイリー・エディション）（1985年～、※議会の翌日に刊行される議事録） 
 
 上下院議会資料（電子版） 
全文1990年～、索引・抄録1789年～ 
※Serial Setに収録される議会の出版物 
 

 会計検査院(GAO)報告書（索引・抄録・PDF 2004年～） 
 

 【委員会】 
委員会名簿、スケジュール、議会委員会資料、公聴会資料（索引・抄録1970年～、 
精選全文1988年～）、委員会調査報告書（Committee Prints、精選全文、1993年～
2004年） 
 

 【立法】 
立法経緯（1969年～、関連法案などの周辺資料へのリンクを含む）、法案全文および
成立（廃案）過程（1989年～） 、主要な法案への投票記録（1987年～） 
 

 【法令】 
制定順法律集の全文（1789年～）、公民法全文（1988年～）、現行法律集、連邦法令
集(CFR)（1981年～）、連邦公報 
（大統領の命令・布告、連邦機関の規則の公布、1980年～） 
 

 【大統領令】 
Executive Order、Presidential Memorandum、Presidential ProclamationsのPDFデータ
および索引・抄録（1789年～） 
 

 【議員情報】 
プロフィール（1789 年～）、財政開示（1991～2009年）、投票記録（1987年～）、選挙
運動財政記録（1979年～）、公式アカウントからのソーシャルメディアへの投稿（ブロ
グ、動画、Twitter、Facebookなど。2013年頃～2018年）など 
  

 【政治ニュース】 
Washington Post news; 1987年～、日次更新 / Roll Call; 1998年～、週次（会期中は 
週2回）更新 / CQ Political Transcripts; 1995年～、日次更新 
 

 

 
Congressional Base and Executive Baseでは、議会文書および大統領令を
提供します。 議会議事録、歴代議員の情報、法律・法案の全文、立法過程、大統
領令といった基本情報からソーシャルメディアへの投稿まで、幅広い情報を提供し
ます。 
 200年以上前から最新の情報までを収録し、アメリカの社会科学研究における基
礎資料としてご利用頂けます。 
 

データベース名称：ProQuest Congressional Base and Executive Base  
 



主要な法案への投票記録（1987年～） 

議会での投票の内訳を分かりやすく図で表示しま
す。全体の結果だけでなく、政党・議員ごとの投票
内訳も見ることができます。 

（上）1990年に上院で1票差で否決された銃規制に

関する法案の投票数と政党による内訳。民主党
（上）と共和党（下）の、この法案に対するスタンス
の違いが一目で見て取れる。 

政治ニュース 
Washington Post（1987年～、日次更新）をはじめとす

る政治ニュースを全文で収録。キーワードを用いて近
年の大小のニュースを一括検索することができます。 

（下）警官による黒人男性への発砲事件の記事 

公聴会議事録（1988年～、精選全文） 

原子力発電や政治スキャンダルから人種プロファイ
リング、大学キャンパスでの性暴力、電子タバコま
で、様々な社会問題について知ることができる文書
です。また1824年以降の、公聴会議事録の索引・
抄録も収録します。 
（下）ベンガジ米領事館襲撃事件（2012）について、

当時国務長官だったヒラリー・クリントンの責任を
追及する公聴会でのヒラリーの答弁（2013年1月） 

SNSへの投稿 （～2018年） 

政府機関や議員の公式アカウントから各種ソー
シャルメディア上に投稿されたテキストが検索でき
ます。 
Twitter, Facebook, YouTube, ブログなどに投稿され

たテキストを一括で検索、議員の日々の発言や、
SNS上でのやりとりを知ることができます。米国社会
の生きた言論を調査するのに適した機能です。 

（下）議員のツイッター 

立法経緯 

法案の発議から成立（ないし廃案）までの過程を図
示します。法案の要旨、各過程における法案全文
も収録します。（1969年～） 

収録例 

制定順法律集 

1789年以降に制定された法律のPDFデータ、

索引・抄録を収録します。採択された議会の開
催期や、法律全文を対象としてキーワードをも
とに検索をすることもできます。 



議員プロフィール（1789年～） 

上院・下院議員の立法の実績、過去
の投票の内容などを調べられます。
発起人となった法案、所属した委員会
や、学歴、職歴、人種、宗教などの情
報を掲載。また選挙運動に関する財
政記録の概要も同ページに収録し、
詳細内容を提供するサイトへリンクし
ています。 

常任委員会開催記録および委員会名簿 

2010年以降に開催された上・下院の常任委員会の

索引・抄録を収録、詳細情報を提供する外部サイト
へのリンクも提供します。2011年以降は、委員会名
簿も収録します。 

議員プロフィール：投票記録 （1987年～） 

議会における法案への投票記録を収録します。 

関わった法案の成立過程、投票内容の政党・マ
ジョリティの方針と一致度合いなど、投票結果の
傾向もご覧いただけます。 

収録例 

政権・議会背景情報 

新たな議会が誕生する2年毎に、政権・議会が関わ

ると思われる国内外の情勢や、最高裁が下した注
目すべき判決など、政治背景情報を要約した文書
です。 

大統領令 （1789年～） 

大統領令（Executive Order、 Presidential 
Memorandum、 Presidential Proclamation）の
PDFデータおよび索引・抄録を、逐次更新で収録
します。 



インターフェイスのご紹介 

トピックページでは社会問題を一覧表示、あらゆる社会情勢の基礎情報や政治背景を理解するためにご活
用いただけます。 

クリック後のトピック閲覧例 

トピックの背景情報、議会調査報告書、ニュース、
法案、大統領令など、関連する全ての情報が集
約されます。 

関連資料が時系列でも表示され、見やすく直感的
に操作がしやすいインターフェイスです。 



収録資料 

 Serial Set（旧名称 American State Papersも含む）、1789年 -現在 
全文検索のできるフルページイメージおよび索引・抄録形式で収録 

 
 

収録例 

 議会の各執行機関および各局の報告書、議会の実質的な討議の場である各委員会 
の文書 

 大統領から民間団体まで、さまざまな議会外の個人や団体から議会へ提出された文書 
 外国との条約・協定 
 議会で刊行すべきと判断された行政機関の報告書、民間の新聞・雑誌・専門誌など 
政府外の団体の資料 

 歴代大統領が議会へ出した声明 
 1879年以降の各種の統計 
 予算案 
 各文書に付随する地図や写真、画像、リトグラフといったビジュアル資料 

*1789年-1969年分はSerial Set Maps Digital Collectionとして別途ご契約が必要です。 
 1817 年以前に発行された議会関連資料として唯一現存する American State Papers  
など多数 

 

 
Serial Set は、15,000巻以上、約400,000件の膨大な資料を収録、1817年以降に

ついては、上下院で刊行された文書をほぼ網羅しており、農耕生活、西部開拓、
科学的発展、政治、国際関係、経済、市民生活など、近代アメリカ社会のあらゆる
様相を知る上で好適な資料です。  
 アメリカ史上の様々なトピック― 奴隷制、第一合衆国銀行、ネイティブアメリカン
強制移住、連邦法実施拒否、女性参政権など― を、 当時のアメリカ人がどのよう
に捉え、考えていたのかを、膨大な資料群から調査することができます。 
 

データベース名称：ProQuest U.S. Serial Set Digital Collection 
 

（左）9.11テロ事件をうけてブッシュ大統
領の出した緊急事態宣言（2011年） 

（右）オクラホマ準州の土地配分に
ついてコマンチェ族・カイオワ族・ア
パッチ族との合意及びチョクトー族・
チカソー族政府の主張 
（1895年2月6日） 

（左）メキシコ国境調査報告、 
地理と紀行（1855年） 
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収録資料 

 議会委員会公聴会資料（Congressional Hearings、1824年 -現在） 
全文検索のできるフルページイメージおよび索引・抄録形式で収録 
※政府印刷局が刊行しないUnpublishedの議事録も収録します。 
（上院：1824-1984年、下院： 1833-1972 年） 

 
通常、以下の資料が含まれます。 
 証人による筆記もしくは口頭の証言 
 委員-証人間の口頭による質疑応答の逐語記録 
 証人が記録のために提出した報告、提示書類、その他資料 
 利害関係者が提出した、往復文書その他資料 

 

収録例 

・ 著名な証人 
フォード自動車創業者ヘンリー・フォード（1918年）、野球選手テッド・ウィリアムズ（1958
年）、歌手フランク・シナトラ（1972年）、 テニス選手ビリー・ジーン・キング夫人（1973年）、
俳優ロバート・レッドフォード（1989年）、TV番組司会者オプラ・ウィンフリー（1991年）、レス
トランチェーンのチポトレ・メキシカン・グリルCEOスティーブ・エリス（2009年）、 作家アーザ
ル・ナフィースィー（2011年、著書『テヘランでロリータを読む 』）など 
 
・ Unpublished 
＿Briefing by Secretary of State Dr. Henry A. Kissinger on Sinai Agreement (Sep. 12, 1975) 
＿Business Meeting To Consider and Vote ..., Concerning the Denial of Freedom of Religion 
and Other Human Rights in Soviet-Occupied Lithuania (Jun. 30, 1987) 
＿Synthetic Fuels Program (Feb. 17, 1981) 
 

教育に関する公聴会で児童向
け音楽について意見を述べる 
Mr. MONSTERことセサミ・スト
リートのエルモ(2002年) 

安全な代替物か？若者を中毒に誘う危険物か？ 
電子タバコの普及と未成年に及ぼす潜在的影響 （2014年） 

 （電子タバコ会社blu eCigs 創設者）Jason Healy  
”私がはじめて電子タバコを試したのは2008年・・・これまでの
タバコにとって代わる革新的商品だと即座に確信しました。” 

 （医学博士）Susanne E. Tanski  
” 電子タバコを使う若者は増加しています。2011年には電子
タバコを使ったことのある高校生は4.7％でしたが、2012年に
は10％と、わずか1年で2倍になりました。178万人もの高校
生が電子タバコを使っているということです。” 

 （保健政策顧問）Scott D. Ballin, JD 
 ” 多くの喫煙者はタバコをやめたいと思っており、もしも彼ら

に科学的根拠にもとづく低リスクの代替製品を供給できれば、
何万もの人が早すぎる死を免れるでしょう。 ” 

 
Congressional Hearingsは、議会に設置されたさまざまな委員会が開催する
公聴会の公式な議事録です。アメリカ社会のあらゆる問題について、社会の中の
様々な視点からの主張を読みとることができます。 

 議会に提出された法案の審議が該当の委員会に付託されると、重要法案や、論
争の対象となっている法案については、 情報収集のための公聴会が開催されま

す。公聴会には行政府役人、法律家、学識経験者、利害関係を有する団体や個
人が招聘され、各々の立場から、情報や意見を述べます。 
 

データベース名称：ProQuest Congressional Hearings Digital Collection 
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Congressional Research Service Reportsは、「議会調査局」に所属する専
門家が作成した調査報告書と、議会委員会で提出された資料を収録します。議会
の機能である立法と行政府の監視に関する全てのテーマを含み、今日最も信頼
性の高い資料としても定評があります。 

 議会調査局では重要なテーマは繰り返しレポートをアップデートしており、常に最
新の情報が提供されます（たとえばアフガニスタンのレポートは1980年以降、340
回作成されている）。 
現代社会の諸問題の研究の基礎資料としてもご活用頂けます。 
 

データベース名称：ProQuest Congressional Research Digital Collection 
 

収録テーマ例 

（国内） 
 最高裁判事の歴代候補者リスト、信任協議の過程の解説、 最高裁の判決の分析 
 "Don't Ask, Don't Tell" クリントン政権下の同性愛者に対する軍隊の方針と法律 
 暴力的表現を含む娯楽作品の未成年者向けの広告戦略の分析 
 音楽、映像のデジタルデータの複製権 
 ジカ熱の基礎知識 
 独占禁止法の変遷 
 戦略的石油備蓄 (Strategic Petroleum Reserve, SPR) 
 対テロ戦争と人種プロファイリングの問題、難民危機 

 そのほか、住宅ローン、肥満、ドラッグ、医療保険、失業率、人種差別、不法移民、難民な
どあらゆる社会問題に関する詳細な資料を収録 

 
（国外） 
 対日政策、日米同盟、TPP交渉、震災、尖閣諸島、沖縄など日本関連多数 
 北朝鮮の核兵器開発と外交戦略 
 国際テロ組織の分析 など、世界各国の情勢の調査分析、対外政策 
 

収録資料 

 議会調査局報告書（Congressional Research Service (CRS) Reports、1916年～） 
 委員会審議資料（Committee Prints and Miscellaneous Congressional Pulication、1830年
～）、全文検索のできるフルページイメージおよび索引・抄録形式で収録 

 会計検査院によるレポートのPDFデータおよび索引・抄録（GAO Reports、2004年～） 
 

議会調査局報告書（CRSレポート）とは？ 
議会調査局 (CRS)が議会をサポートするために作成した報告書です。国政上のさまざまな

課題について、各分野の専門家が党派に偏らない客観的な調査分析を行い、専門知識を
持たない議員にも分かりやすいように解説しています。アメリカ法、社会政策、外交、国
防・貿易、財政、知識サービス、資源・科学・産業など、あらゆるテーマに関して毎年数千
ものレポートが作成されており、その内の約1/3は国際的なテーマです。 

 
委員会審議資料とは？ 
議会の実質的な討議の場である委員会で、審議に使われた資料です。  

内容や形式は多様ですが、委員会がそのときの審議のテーマに沿って調査した内容や、
関連資料の編纂物であることが多いです。 連邦政府刊行物寄託図書館制度では入手で
きないものも収録します。 



収録レポート例 

日系人強制収容 
 
第二次世界大戦中の 
日系人強制収容に関する
調査・分析の数々 

労働市場における 
移民の役割（2010)  
 
 
 

外国生まれの移民の増
加の実態と、出身地、教
育レベル、職種、給与な
どの統計調査 

テロの脅威 (2016) 
 
最新のテロ関連の事件や 

米国内の逮捕事例をまとめた
委員会資料 

沖縄の米軍駐留と 
普天間基地移設問題 

（2016) 

中国からの商品・農産物
の輸入（2008) 
 

中国からの輸入品に対する
食の安全規制 

ラップとロックのリリック 
（1994） 

 

ラップ・ミュージック、ロック・
ミュージックのあからさまに
暴力的な歌詞に関係した 
法的・社会的事項の目録 

1775年以降の 
アメリカ軍戦死者統計 

（2016） 
 

作戦名、年齢、人種、階級、
死亡の状況などの詳細情報
を含む議会調査局報告書 

http://congressional.proquest.com/congressional/docview/t21.d22.crs-1987-gov-0102?accountid=40979
http://congressional.proquest.com/congressional/docview/t21.d22.cmp-1992-iia-0004?accountid=40979
http://congressional.proquest.com/congressional/docview/t21.d22.crs-2016-fdt-0050?accountid=40979http://congressional.proquest.com:80/congressional/docview/t21.d22.crs-2016-fdt-0050?accountid=40979
http://congressional.proquest.com/congressional/docview/t21.d22.crs-2016-ksg-0051?accountid=40979
http://congressional.proquest.com/congressional/docview/t21.d22.crs-2008-rsi-0919?accountid=40979
http://congressional.proquest.com/congressional/docview/t21.d22.crs-1994-lsv-0033?accountid=40979
http://congressional.proquest.com/congressional/docview/t21.d22.cmp-2016-hsc-0006?accountid=40979
http://congressional.proquest.com/congressional/docview/t21.d22.cmp-2010-cbo-0074?accountid=40979


資料名・パート 収録期間 契約形態 

①Congressional Base and Executive Base （議会・大統領府情報データベース）  
  データベース名称: ProQuest Congressionla Base and Executive Base 

年間購読 1970年～最新 年間購読 

②Serial Set（議会資料） データベース名称：ProQuest U.S. Serial Set Digital Collection 

1  1789年～1969年 年間購読 

2 1970年～最新 年間購読 

MAP 1789年～1969年  年間購読 

1  1789年～1969年 恒久アクセスライセンス 

2 - Part A 1970年～1979年 恒久アクセスライセンス 

2 - Part B 1980年～1989年 恒久アクセスライセンス 

2 - Part C 1990年～2003年 恒久アクセスライセンス 

2 - Part D 2004年～2010年 恒久アクセスライセンス 

MAP 1789年～1969年  恒久アクセスライセンス 

Part A～Dご購入者様向けパート (2011年以降1年毎に恒久アクセスライセンスでのご契約が可能です。) 

Part E 2011年 恒久アクセスライセンス＊ 

③Congressional Hearings （議会委員会公聴会資料） 
    データベース名称：ProQuest Congressional Hearings Digital Collection 

Part A 1824年～1979年 年間購読 

Part B 1980年～2003年 年間購読 

Part C 2004年～2010年 年間購読 

Part D 2011年～最新 年間購読 

Part A 1824年～1979年 恒久アクセスライセンス 

Part B 1980年～2003年 恒久アクセスライセンス 

Part C 2004年～2010年 恒久アクセスライセンス 

Part A～Cご購入者様向けパート (2011年以降1年毎に恒久アクセスライセンスでのご契約が可能です。) 

Part D 2011年 恒久アクセスライセンス＊ 

④Congressional Research Service Reports （議会調査局報告書・委員会審議資料） 
    データベース名称：ProQuest Congressional Research Digital Collection 

Part A 1830年～2003年 年間購読 

Part B 2004年～2010年 年間購読 

Part C 2011年～最新 年間購読 

Part A 1830年～2003年 恒久アクセスライセンス 

Part B 2004年～2010年 恒久アクセスライセンス 

Part A～Bご購入者様向けパート (2011年以降1年毎に恒久アクセスライセンスでのご契約が可能です。) 

Part C 2011年 恒久アクセスライセンス＊ 

Web版アメリカ議会文書シリーズは、パート毎にご契約を承ります。 

価格は個別見積もりです。お問い合わせください。 
恒久アクセスライセンス契約では、ご購入時に必要な買い切り料金のほか、1年目から毎年サービス維持料金が発生します。
（ただし＊印のパートについては、他パートご購入分のサービス維持料金に含まれ、追加のご負担は発生しません） 
 
以前ご提供していた「Congressional Base」は、現在は①Congressional and Executive Baseに包括されて提供されています。
ご了承ください。 


