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平成 20 年 8 月 1 日作成 

平成 22 年 9 月 1 日改定 

 

 

パスファインダーとは、あるトピックについて調べるときに役立つ資料やツールを紹介した  

「情報探索の道しるべ」です。 

 

１． 入門的な情報源 

 

法律情報を調べるにはまず、基本的な法律用語を知っておく必要があります。 

法令の形式（法律、政令・省令・規則、告示、通知・通達）など、知っておくことによって調べる方法

なども違ってくるためです。 

＜図書館で所蔵している図書＞ 

資料情報（書誌情報） 請求記号 配架場所 

新版 法律用語を学ぶ人のために  世界思想社 R320.3 開架 参考図書 

法令解釈の基礎  改訂  ぎょうせい 321 開架 ビジネス 

リーガル・リサーチ 第３版  日本評論社  R320.7 開架 参考図書 

現代法律百科辞典  １～８  ぎょうせい R320 開架 参考図書 

 

 

２． 図書資料から調べる 

 

【特定の法令を探す】    ＜図書館で所蔵している資料＞ 

資料情報（書誌情報） 請求記号 配架場所 

現行法規総覧  第一法規  加除式 R320.9 開架 参考図書 

六法全書 Ⅰ・Ⅱ  有斐閣  毎年発行 R320 開架 参考図書 

官報  国立印刷局  毎日発行 なし 開架 参考図書 

※ ただし、法令名や公布年月日が正確に分かっていないと、非常に検索が困難な場合があるこ

とや、最新の法令に対応できない場合があるなどの問題点があります。 

 

【特定の判例を探す】   ＜図書館で所蔵している図書＞ 

資料情報（書誌情報） 請求記号 配架場所 

有斐閣判例六法   有斐閣  毎年発行 R320.91 開架 参考図書 

コンサイス判例六法   三省堂  毎年発行  R320.91 開架 参考図書 

基本判例   第一法規出版   加除式 320.98 開架 参考図書 

※ 網羅性に欠けるという問題点があります。 

 

 

 

法律（法令・判例）情報の調べ方 
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３． 雑誌・雑誌記事から調べる  

 

【法令・判例が掲載されている雑誌】  

＜図書館で所蔵している雑誌＞ 

資料情報（書誌情報） 資料種別 配架場所 
ジュリスト    有斐閣  毎月１日・15日発行 雑誌ビジネス 開架 ビジネス 

法学セミナー   日本評論社  毎月１日発行 雑誌ビジネス 開架 ビジネス 

法学教室    有斐閣  毎月１日発行 雑誌ビジネス 開架 ビジネス 

法律時報    日本評論社  毎月１日発行 雑誌ビジネス 開架 ビジネス 

判例時報    判例時報社  毎月１日・１１日・２１日発行 雑誌ビジネス 開架 ビジネス 

BUSINESS LAW JOURNAL レクシスネクシス・ジャパン  

毎月 21日発行 

雑誌ビジネス 開架 ビジネス 

上記の雑誌のどこに該当する法令・判例が掲載されているかを検索するには、下記のような

データベースが有効です。 

 

【法令・判例の雑誌記事を探す】 

○ 「国立国会図書館雑誌記事索引」（NDL-OPAC） http://opac.ndl.go.jp/  インターネット 

 国内で刊行された学術雑誌、紀要を中心に記事情報が検索可能。 

 ○ 「D1-law.com」：第一法規法情報総合データベース オンラインデータベース（館内接続）  

     https://www.d1-law.com/d1w2_portal/index.html 

 「法律判例文献情報」で、法律や判例に関連した論文の所在情報 約490,000件を網羅。 

 

４． 新聞記事から探す 

 

【原紙・縮刷版】 

 縮刷版は現物の新聞をそのまま縮小して冊子体にしたもので、巻頭の索引を使うと関連するテ

ーマの新聞記事が検索できます。法令の施行日や、裁判の判決日などが分かる場合は縮刷版か

ら情報を得ることもできます。 

＜図書館で所蔵している新聞縮刷版＞ 

新聞名 配架場所 

朝日新聞縮刷版 調査研究ゾーン 

読売新聞縮刷版 調査研究ゾーン 

日本経済新聞縮刷版 調査研究ゾーン 

 

【新聞記事の探し方】 

探しているテーマの新聞記事をテーマ、キーワード、日付等から検索して全文を読むことができ

ます。         

 ＜図書館で利用できる新聞記事データベース＞ 

データベース 新聞 収録期間 

聞蔵ビジュアルⅡ 朝日新聞 1879年創刊号 ～  

毎日 News パック 毎日新聞 1986年 6 月 ～ 

ヨミダス歴史館 読売新聞 1874年 11月 ～ 

日経テレコン 21 日本経済新聞 1981年 10月 ～ 

http://opac.ndl.go.jp/
https://www.d1-law.com/d1w2_portal/index.html
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５． Web情報源 

 

【主な法令情報サイト】 

○ 「法令データ提供システム」http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi インターネット  

特定の法律に関する政令・省令等の現時点での条文を検索するのに適しています。 

月１回更新されます。 

 

○ 「日本法令索引」http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/ インターネット  

   本文はなく索引のみですが、ある分野に関する法令の検索や、現行法令・廃止法令・法律案

を同時に横断検索ができます。また、国会の会議録にもリンクしています。 

 

○ 「日本法令外国語訳データベースシステム」 

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/ インターネット  

法令（日本語・英訳）検索や標準対訳辞書の検索など、法令を翻訳する際参考になります。 

 

○ 「電子政府の総合窓口」http://www.e-gov.go.jp/link/ordinance.html  インターネット  

   各省庁別に所管の法令・告示・通達等が分かります。 

 

○ 官報情報検索サービス https://search.npb.go.jp/ オンラインデータベース（館内接続）  

   1945年 5月 3日から当日分までの官報の記事内容や掲載日から検索できます。 

   官報に掲載される法令は、法律・政令・条約・最高裁判所規則・府令・省令・規則・庁令・

訓令・告示です。 

 

○ 「D1-law.com」：第一法規法情報総合データベース オンラインデータベース（館内接続） 

     https://www.d1-law.com/d1w2_portal/index.html 

   現行法規[現行法検索]で、現行の法律・政令・省令・規則・告示、約 27,000法令を網羅し

ています。国内最速の月２回更新です。 

 

【主な判例情報サイト】 

○ 裁判所ウェブサイト （判例検索システム）  インターネット 

  http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01 

  判決の翌日に、主要な判決・決定が登載されることがあり、速報性があります。 

下級裁判所の判例と知的財産に関する判例なども登載されており、全文キーワードで総合検

索もできます。 

○ 「D1-law.com」：第一法規法情報総合データベース オンラインデータベース（館内接続） 

  https://www.d1-law.com/d1w2_portal/index.html 

総合判例データベース「判例体系」で、約 18 万件の判例が検索可能です。 

また判例事項とは異なる独自の「判例要旨」や、雑誌「判例タイムズ」のコメントも

登載されています。 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/
http://www.e-gov.go.jp/link/ordinance.html
https://search.npb.go.jp/
https://www.d1-law.com/d1w2_portal/index.html
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01
https://www.d1-law.com/d1w2_portal/index.html
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６． 類縁機関 

 

○「国立国会図書館」 http://opac.ndl.go.jp/ 

〒100-8924 千代田区永田町 1-10-1 電話：03-3581-2331（代）  

○「東京都立図書館」 http://www.library.metro.tokyo.jp/index.shtml 

  〒106-8575 東京都港区南麻布 5-7-13 電話：03-3442-8451（代） 

○「最高裁判所図書館」 http://www.courts.go.jp/saikosai/tosyokan/index.html 

  〒102-8651 東京都千代田区隼町 4-2 電話：03-3264-8111（代） 内線（5137） 

○「法務図書館」 http://www.moj.go.jp/housei/tosho-tenji/kanbou_library_library01.html 

  〒100-8977 東京都千代田区霞が関 1-1-1（中央合同庁舎 6号館 赤れんが棟 2階） 

  電話 03-3580-4111（代表） 内線（5760） 

○「矯正図書館」 http://www.jca-library.jp/index.html 

〒165-0026   東京都中野区新井３－３７－２  矯正会館３階  電話  03-3319-0654 

 

                                                            

作成：千代田区立千代田図書館サービス部  
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