
法情報の探し方2016 
～法律、判例、条約、議会資料・行政情報、法律文献～ 

種別の説明 

データベース（図書館契約データベース） 

本学図書館で契約しているデータベースです。  

本学学生、教職員のみが利用できます。  

図書館HP「データベース一覧」https://www.agulin.aoyama.ac.jp/ja/database から利用してください。  

図書館1FCD-ROMコーナー  

本学図書館本館1階のCD-ROMコーナーで利用できる資料です。  

原則として、本学学生、教職員のみが利用できます。  

冊子体  

図書館本館所蔵の冊子体の資料です。配架場所が掲載されていない場合は、OPACで検索して確認してください。 

フリーサイト  

フリーサイトです。誰でも利用できます。  

各編に掲載されているURLから当該サイトにリンクしています。  

2016.4 

青山学院大学法学部・青山学院大学図書館本館 

法情報を探すためのデータベース、ＣＤ、冊子体、フリーサイトをご案内します。 

法律、判例、条約、議会資料・行政情報、法律文献の 5編にわけて、 

主要な情報源とフローチャートをまとめました。 

利用方法でご不明な点はレファレンスカウンターにお尋ねください。 

法律編フロー：P2
法律編：P3
判例編国内フロー：P6
判例編海外フロー：P7
判例編：P8
条約編フロー：P10
条約編：P11
議会資料・行政情報編フロー：P12
議会情報・行政情報編：P13
法律文献編フロー：P14 
法律文献編：P15

https://www.agulin.aoyama.ac.jp/ja/database
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の番号は、別紙リストのデータベース・H.P.に振った番号です。

YES 
告示・訓令・通

達・通知（YES）か 

法令（NO）か 

⑦法令データ提供システム
（http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi） 

⑩Westlaw Japan

⑪D1－Law.com（現行法規）

⑫六法全書（図書館CD-ROM端末①②）

⑭法庫
（http://www.houko.com/） 

必要なものは何か？条件を細かく指定しよう。 

※調べたい法令を特定させること。 

  特定できない時は、該当分野の教科書等でどのよ

うな法令があるか、確認する。 

現行法令（YES）か 

過去法令（NO）か 

各国のデータベース 

主なデータベース 

●アメリカ ※他国を含む場合有

⑱LexisNexis at lexis.com

⑲Westlaw Next

●フランス

⑳Juris Classeur

●中国

㉑中国法令データベース 
（http://www.npc.gov.cn/）  

㉒公文公報 
（http://www.gov.cn/zwgk/index.htm） 

㉓北大法宝（中国法律検索システム） 
（http://vip.chinalawinfo.com/）  

※15号館7階Aoyama Law Square にて利用可能。 

YES 
国内法（法律

等）か 

NO 

⑯e-Gov 電子政府の総合窓口
（http://www.e-

gov.go.jp/link/ordinance.html） 

＜履歴調査＞ 

⑬日本法令索引
（http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/）

＜条文＞ 

①官報検索サービス
※図書館員による代行サービス

②インターネット版「官報」
（http://kanpou.npb.go.jp/）

④官報（明治篇）DVD版  ※レファレンスカウンターでDVDを借り、専用端末で利用

⑤官報バックナンバー

（http://www.kantei.go.jp/jp/kanpo/digest-bk.html） 

  ※今年度分の官報目次が閲覧できる。 

 但し、2016年2月現在、平成23年3月～平成24年3月（更新なし）。 

⑰洋々亭フォーラム
（http://www.hi-

ho.ne.jp/tomita/reikidb/reikili

nk.htm） 

③官報（首相官邸）
（http://www.kantei.go.jp/jp/kanpo/index.html） 

※法律、政令のみ全文リンク有 

⑩Westlaw Japan

⑪D1－Law.com

⑫六法全書（図書館CD-ROM端末①②）

⑭法庫
（http://www.houko.com/） 

最高裁判所判例集（本館 BF判例集） 

※最高裁判所判例集に掲載の判例は、 

 掲載内容に参照条文がつく。 

＜法案＞ 

衆議院H.P.（法律案等審査経過概要） 

（http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_iinkai.n

sf/html/gianrireki/ShinsaKeika_m.htm） 

全文が必要（YES）か 

改正部分のみ（NO）か 

国の規範（YES）か

自治体の規範

（NO）か 

TOPに戻る
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―日本―
●官報
          　冊子は1年保存（当月分は本館新聞閲覧架、それ以前はBF特別書架）。過去の官報、官報掲載事項を見るには、『法令全書』または下記官報サイトを確認する。
　　　　 法令・告示・予算・人事など、政府が一般国民に知らせる必要のある事項を編集して毎日刊行する文書。
　　　　 ☛法令の改正が初めに掲載されるのは『官報』。但し、改正個所のみ掲載されるので、法令や条文全体をみたい時は、他のツールを使用する。

①官報検索サービス

【種別】 図書館契約データベース　※図書館員による代行検索
【収録年】 昭和22年（1947年）5月3日～当日（当日分は、午前8時30分以降に掲載）。
【更新頻度】 行政機関の休日を除いて毎日。
【収録内容】 官報を日付検索、記事検索、国会議員名で検索し、閲覧することができる。テキスト表示、PDF表示が可能。

②インターネット版「官報」 / 独立行政法人国立印刷局

【種別】 フリーサイト http://kanpou.npb.go.jp/

【収録年】 直近30日分（当日分は、午前8時30分以降に掲載）。
「過去分はこちら」から当年度分は目次（一部PDF）閲覧可。

【更新頻度】 行政機関の休日を除いて毎日。
【収録内容】 官報の本誌、号外、政府調達、目録を閲覧できるサイト（PDFのみ）。

法律、政令、条約等の交付、国の機関としての諸報告や資料を公表。法令の規定に基づく各種の広告。

③官報 / 首相官邸
【種別】 フリーサイト http://www.kantei.go.jp/jp/kanpo/index.html

【収録年】 直近5日～7日前から1年間分　※HPには直近1年間となっているが、2016年2月現在平成23年3月28日分～閲覧可能。
【更新頻度】 ―

【収録内容】 官報の目次内容が、html形式で閲覧できる首相官邸のサイト。法律、政令のみ全文リンク有。

④官報（明治篇）DVD版 / 龍溪書舎
【種別】 図書館1FCD-ROMコーナー 端末③④⑤ ※レファレンスカウンターでDVDを借り、専用端末で利用する。
【収録年】 第1号［明治16年（1883年）7月］～第8734号［明治45年（1912年）7月］。
【更新頻度】 ―

【収録内容】 『官報』明治篇のDVD版。明治時代の官報がPDFファイルの画像データで収録されている。しおり機能、PDF検索機能有。

⑤官報バックナンバー / 首相官邸
【種別】 フリーサイト http://www.kantei.go.jp/jp/kanpo/digest-bk.html

【収録年】 今年度分　※2013年1月現在、平成23年3月～平成24年3月（更新なし）。
【更新頻度】 ―

【収録内容】 今年分の官報の目次内容が閲覧できる首相官邸のサイト。

⑥法令全書 / 財務省印刷局
【種別】 冊子体
【収録年】 明治18年～（本館　BF和雑誌）。
【更新頻度】 月刊。
【収録内容】 国が発行する編年体法令集。官報で公布された、1867（慶應3）年から現在までの全ての法令を公布年月日順に法の形式別に編集

したもの。1年ごとに『法令全書総目録』（索引）が発行される。
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●法令（法案・現行・過去）

⑦法令データ提供システム / 総務省行政管理局
【種別】 フリーサイト http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
【収録年】 現行法令、未施行法令。
【更新頻度】 1ヵ月。新規または改正法令等の検索データへの反映を施行後、概ね1ヵ月半から2ヵ月。
【収録内容】 現行、または未施行の憲法・法律・政令・勅令・府令・省令・規則を収録。改正法令は被改正法令に統合されている。

Web閲覧する現行法令サイトの中では、最も早く更新される。
官報を基にしているので、引用にも適しているが、異なる部分がある場合は、官報優先となる。

⑧国会会議録検索システム / 国立国会図書館
【種別】 フリーサイト http://kokkai.ndl.go.jp 

【収録年】 １回国会[昭和22年（1947年）5月]以降の本会議、全ての委員会等

【更新頻度】 会議終了から2、3週間後。会議録の各号ごとに順次掲載（よって検索条件入力画面に表示される最新の日付以前でも未収録の場合有）。
【収録内容】 国会の会議録（議事内容、出席者、案件等）が検索できるシステム。法案は官報のイメージ（画像）データとして収録されている。

イメージデータのため、法案内での全文検索はできないが、発言者や発言内容を特定でき、審議経過がわかる。

⑨国会審議映像検索システム / 政策研究大学院大学比較議会情報プロジェクト
【種別】 フリーサイト http://gclip1.grips.ac.jp/video/

【収録年】 2011年に行われた「施政方針演説」，「所信表明演説」，「党首討論」と，それらの内容に言及する本会議・委員会審議の動画

【更新頻度】 ―

【収録内容】 国会審議について議員の発言内容に対応する審議映像を検索し、該当する審議映像の部分的視聴できる。
発言者の表情や臨場感、会議の流れ等を感じ取ることができる。

⑩Westlaw Japan / ウエストロー・ジャパン
【種別】 図書館契約データベース
【収録年】 旧憲法下～現在
【更新頻度】 日次［官報掲載後数日以内（最短2日）］
【収録内容】 現行の「憲法・法律」「政令・勅令」「省令・府令・規則」「告示」「最高裁規則・議院規則」を収録。

一部の過去法令を収録［制定時または昭和22年（1947年）5月を起点とする過去履歴］。
平成14年以前に公布された法令のうち、判例集に掲載の頻度が高い法令や主要法令集に掲載される法令について、
優先的に過去履歴を収録。新旧対照表と、改正法の法文を参照できる。

⑪D1－Law.com / 第一法規法情報総合データベース ※「現行法規・履歴検索」
【種別】 図書館契約データベース
【収録年】 現行法令及び一部過去法令
【更新頻度】 現行法令月1回、過去法令月2回。
【収録内容】 法情報総合データベース。「法令」に関して収録しているコンテンツは、「現行法規・履歴検索」。

現行法令の他、改正された法令も全文が読める。

また、その他の法情報コンテンツとリンクしているので、該当法令を参照している判例の情報も、すぐに入手できるようになっている。
新旧対照表の機能有。改正前、改正予定の条文も閲覧できる。
※その他のコンテンツ……「判例体系」「法律判例文献情報」「要件事実」「税務・会計法規」

⑫六法全書 / 有斐閣
【種別】 図書館1FCD-ROMコーナー 端末①②
【収録年】 昭和32年版（1957年）～平成23年版（2011年）。
【更新頻度】 ―
【収録内容】 年1回発行される冊子体『六法全書』のDVD版。掲載された全法令を収録。検索機能付き。

⑬日本法令索引 / 国立国会図書館
【種別】 フリーサイト http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/
【収録年】 原則として明治19年（1886年）2月～現在。
【更新頻度】
【収録内容】 公文式施行以降の法令制定・改廃経過等の情報も検索できる。 

また、帝国議会及び国会に提出された法律案や国会に提出された条約承認案件等の審議経過等も検索できる。
法令の全文は表示されないため、全文を見るには、リンクの貼られている法令データ提供システム、国立公文書館デジタルアーカイブ、
国立国会図書館近代デジタルライブラリー、国立国会図書館デジタル化資料を参照する。

⑭法庫 / 個人サイト（寺浦康光氏）

【種別】 フリーサイト http://www.houko.com/

【収録年】 昭和46年（1971年）～現在。1970年以前のものは現在作業中。改正履歴は、1971年1月1日以降の改正のみ。
また、一部有料。有料範囲は以下のとおり。
・平成9年以降の法律・政令・条約。
・すべての規則・府省令・告示。
・「法令改正情報」の「公布日版」のうち、最近1～2年分。

【更新頻度】 公布の翌週（但し、大量な場合は1～2ヵ月ほどかかる）。その他は2ヵ月単位で更新（偶数月）
【収録内容】 法律、政令、条約、省令、規則、告示（一部）が検索でき、どの条項がいつどのように改正されたのか、

また今後の改正予定を追跡できる民間のサイト（一部有料）。

⑮現行日本法規 / ぎょうせい

【種別】 冊子体。加除式図書（本館　BF参考図書架B）
【収録年】 現行。
【更新頻度】 改正の都度。
【収録内容】 憲法・条約・法律・議院規則・最高裁判所規則・府令・省令・告示等を登載した法令集。

●[府省庁]訓令・通達・通知・告示

⑯e-Gov 電子政府の総合窓口 / 総務省行政管理局

【種別】 フリーサイト http://www.e-gov.go.jp/link/ordinance.html

【収録年】 各府省庁によって異なる

【更新頻度】 各府省庁によって異なる

【収録内容】 各府省庁HPの、告示・訓令・通達・通知等のページへのリンク集

●[各自治体]訓令・通達・通知・告示

⑰洋々亭フォーラム / 個人サイト

【種別】 フリーサイト http://www.hi-ho.ne.jp/tomita/reikidb/reikilink.htm

【収録年】 各自治体によって異なる

【更新頻度】 各自治体によって異なる

【収録内容】 地方自治体職員を対象にし、法務を扱ったHP。

各自治体HPのリンク集、自治体Web例規集がある。

地方公共団体の条例等は、 

各自治体H.P.に掲載されています。 

各自治体H.P.をまとめたリンク集を 

利用するのがポイントです。 

4

TOPに戻る



青山学院大学法学部・青山学院大学図書館　2016.4

―海外―
●アメリカ　※他国を含む場合有

⑱LexisNexis at lexis.com / Lexis社
【種別】 図書館契約データベース

※Lexis専用の個人ID/PWが必要。図書館レファレンスカウンターにて申込（発行まで約1週間かかる）。
【収録年】 ―

【更新頻度】 コンテンツにより頻度が異なる。
【収録内容】 アメリカをはじめ世界各国の法律・判例・特許・法律関連文献などを提供している。

※米国に関する法律　（法分野別）Legal > Area of Law - By Topic
（合衆国法）Legal > Federal Legal - U.S. > Find Statutes, Regulations, Administrative Materials & Court Rules

> United States Code Service (USCS) Materials > USCS - Constitution of the United States

（州法） > States Legal - U.S. > 各州
　 米国以外の法律  Legal > Find Laws by Country or Region

⑲Westlaw Next / Westlaw社
【種別】 図書館契約データベース

※Westlaw International専用の個人ID/PWが必要。図書館レファレンスカウンターにて申込（発行まで約1週間かかる）。

【収録年】 ―

【更新頻度】 コンテンツにより頻度が異なる。
【収録内容】 米国、英国およびEU諸国の判例・法令・法律関連文献・ビジネス情報を提供している。

●フランス
20Juris Classeur   / Lexis社

【種別】 図書館契約データベース
【収録年】 ―

【更新頻度】 ―

【収録内容】 フランス法の総合オンラインデータベース。フランスまたはフランス語圏の諸国における法律及び法律関連情報を収録。
Encyclopedies:Juris Classeur出版の加除式、法律百科事典、注釈書（民法典Civil Code含む）
Jurisprudences:1980年代後半からPDFで全文収録。それ以前は抄録で収録。
Revues:Juris Classeur出版の雑誌。La semain juridique（全3種類）を95年から全文収録。
Doctrine:学説論文、Dolloz出版物は抄録を収録。
 ※ログイン > Conditions generales de vente（利用規約）画面 > 「J'accepte（同意）」ボタンをクリック > 検索画面に移動。

●中国

21中国法令データベース / 全国人民代表大会
【種別】 フリーサイト　 http://www.npc.gov.cn/

【収録年】 1949年10月～現在。

【更新頻度】 ―

【収録内容】 法律、行政法規、条約、最高裁司法解釈、各地方条例。

22公文公報 / 中国中央人民政府
【種別】 フリーサイト　 http://www.gov.cn/zwgk/index.htm

【収録年】 2005年7月3日～現在。
【更新頻度】 ―

【収録内容】 中央政府通達・文書、地方政府通達・文書、公報、政府白書（1991年～）。

23北大法宝（中国法律検索システム） / 北大英華科技社・北京大学法制情報センター
【種別】 図書館契約データベース　http://vip.chinalawinfo.com/　※15号館7階Aoyama Law Square にて利用可能。

【収録年】 1949年10月～現在。
【更新頻度】 随時。
【収録内容】 法情報総合データベース。法令、裁判例、条約以外に、法律関連文献、最新の法律事情などを提供している。

●探し方まとめ（日本・世界）
24外国法律・政治行政資料の調べ方・入手方法

【種別】 フリーサイト http://ilpdc.law.kyoto-u.ac.jp/frameset-mokuji.htm

【収録年】 ―

【更新頻度】 ―

【収録内容】 インターネットの利用を軸にした、外国の法律・判例・政治行政資料の調べ方を案内した京都大学大学院
法学研究科附属国際法政文献資料センターのサイト。
法律・政治に関する国内・海外資料の調べ方について案内。
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の番号は、別紙リストのデータベース・H.P.に振った番号です。

②Westlaw Japan
※『判例タイムズ』PDF有 

③LEX/DBインターネット

④D1-Law.com（判例体系）

⑥新・判例解説Watch

YES 

NO 

NO 

NO 

Q3.判例評釈（判例に

ついての解説）まで必

要か 

Q1.最近の判例を 

探したいか 

Q4.類似判例も 

参照したいか 

YES 

更新頻度順に掲載 

①裁判例情報 （裁判所）
（http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1） 

②Westlaw Japan

③LEX/DBインターネット

④D1-Law.com（判例体系）

YES 

②Westlaw Japan

③LEX/DBインターネット

⑥D1-Law.com（判例体系）

Q2.判例全文を公式

判例集から参照した

いか 

YES 

①裁判例情報 （裁判所）
（http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1） 

③LEX/DBインターネット

※『民集』『刑集』等の公式判例集のPDF有（各判例の 

  掲載資料欄） 

⑤公的判例データベース

図書館CD-ROM端末①②に 

主要法律雑誌DVDが 

インストールされている。 

※詳細は法律文献ページへ 

②Westlaw Japan
※『判例タイムズ』PDF有 

⑥D1-Law.com（判例体系）
※テキストデータで登載 

   判決全文は『判例タイムズ』PDF有 

①裁判例情報 （裁判所）
（http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1） 

①裁判例情報 （裁判所）
（http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/

search1） 

NO 

【判例検索のモデルケース】 
1.青学契約の判例検索データベースを検索（LEX/DB、D1-Law.com、Westlaw Japan）

2.判例の書誌情報（概要）を確認。

  ・審級関係 ・事案の概要 ・判例評釈情報をチェック 

3.判例全文を入手。

※データベースに掲載有。

4.2で得た情報を基に、判例評釈を入手。 

※OPACで判例評釈が図書館やAoyama Law Squareで入手できるかチェック 

判例の内容を大まかに理解し

たい時は、Q3.判例評釈を先に

読むのも手です。 

※判例評釈だけではなく、判例

全文も読みましょう 
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の番号は、別紙リストのデータベース・H.P.に振った番号です。

各機関のH.P. 

NO 

YES 

国際的な機関の判

例・先例か 

主なH.P.一覧 

⑯International Court of Justice（国際司法裁判所）
（http://www.icj-cij.org/） 

※常設国際司法裁判所の判例も入手できる。 

⑰International Tribunal for the Law of the Sea（国際

海洋法裁判所） 
（http://www.itlos.org/） 

⑱ECJ：European Court of Justice（EU司法裁判所）
（http://curia.europa.eu/） 

⑲ICC：International Criminal Court（国際刑事裁判

所） 
（http://www.icc-cpi.int/Pages/default.aspx） 

⑳ICTY:The International Tribunal for theformer

Yugoslavia（旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所） 
（http://www.icty.org/） 

㉑ICTR：International Criminal Tribunal for Rwanda

（ルワンダ国際刑事裁判所） 
（http://unictr.unmict.org/） 

㉒European Court of Human Rights（ヨーロッパ人権

裁判所） 
（http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home） 

㉓The Inter-American Court of Human Rights（米州人

権裁判所） 
（http://www.corteidh.or.cr/corte/） 

㉔United Nations Human Rights Council（国際連合人

権理事会） 
（http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.a

spx） 
※国連の人権条約の委員会が出した個人通報に対する見解を検索できる。 

㉕WTO：World Trade Organization（世界貿易機関） 
（https://www.wto.org/） 
※WTOの上級委員会報告書等が収録されている。 

必要なものは何か？ 

条件を細かく指定しよう。 

＜例＞国、連邦か州か等 

各国のデータベース 

主な判例データベース 

●アメリカ

⑦LexisNexis at lexis.com

⑧Westlaw Next

●ドイツ

各裁判所H.P.にて判例集が公開されている。 

⑨Bundesgerichtshof（連邦最高裁判所）
（http://www.bundesgerichtshof.de/DE/Home/home_no

de.html） 

●フランス

⑩Base de jurisprudence（フランス国務院）
（http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-

Publications/Decisions/ArianeWeb） 

⑪Le Cour de Cassation（フランス破毀院）
（http://www.courdecassation.fr/） 

⑫Juris Classeur

●中国

⑬裁判例情報 / 最高人民法院
（http://www.chinacourt.org/index.shtml） 

⑭知的財産法関連裁判例 / 最高人民法院
（http://ipr.court.gov.cn/） 

⑮北大法宝（中国法律検索システム）
（http://vip.chinalawinfo.com/） 

※15号館7階Aoyama Law Square にて利用可能。 
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―日本―
①裁判例情報 / 裁判所

【種別】 フリーサイト http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1
【収録年】 戦後［昭和22年（1947年）9月15日］～現在。
【更新頻度】 翌日～約2 週間から1 ヵ月後。
【収録内容】 裁判所が提供する判例情報。公式判例集を基にしたシステム。

最も速報性があるが、全文（PDF）、判示事項、判例要旨の掲載のみで、判例評釈はなく、参照法令の全文の掲載もない。
最高裁判所判例集及び下級裁判所判例集については過去3ヵ月以内、
知的財産裁判例集については過去1ヵ月以内の各判決等の一覧を表示。

②Westlaw Japan / ウエストロー・ジャパン
【種別】 図書館契約データベース
【収録年】 旧憲法下～現在。
【更新頻度】 毎日。
【収録内容】 判例を網羅的に収録したフルテキスト型（判例全文情報）データベース。

判決・決定等の全文に加え、要旨、出典、評釈、関連判例、引用判例、被引用判例なども収録。
判例の重要性を独自に評価しており、☆印で表している（★が5つが最重要）。
ヒット件数の中から「重要判例順」や「キーワード頻出順」に並べ替えもできる。
掲載文献と評釈は、一部の雑誌（『判例タイムズ』）のみweb上でPDF閲覧可。

③LEX/DBインターネット / TKC
【種別】 図書館契約データベース
【収録年】 明治8年（1875年）の大審院の判例～現在。
【更新頻度】 週1回（金曜）。
【収録内容】 判例を網羅的に収録したフルテキスト型（判例全文情報）データベース。

判例全文、判例評釈情報、参照法令（一部、全文つき）がわかる。
また、各判例の「掲載文献」項目に、一部の公式判例集（民集、刑集等）のPDFの添付有。
その他、審級関係リンク、引用判例、被引用判例等あり、網羅的に判例を調査できる。
※法務研究科等で契約の「TKCローライブラリー」と同じデータベースだが、「TKCローライブラリー」に関しての問い合わせは、
　 専門職大学院事務室または大学院事務室へ （Aoyama Law Square、大学図書館の管轄ではありません）。

④D1-Law.com / 第一法規法情報総合データベース ※判例体系
【種別】 図書館契約データベース
【収録年】 旧憲法下～現在。
【更新頻度】 月2回。
【収録内容】 法情報総合データベース。「判例」に関して収録しているコンテンツは、「判例体系」。

約21万件の判例を収録。判例全文、判例評釈情報、参照法令全文（一部の判例のみ）が参照できる。
特徴は、D1-Law.com内の他コンテンツとリンクしているほか、検索機能が豊富でより精度の高い検索を行えること
［事項（講学上・実務上の用語）による検索、法学的分野・論点を指定して検索する体系目次（項目）検索等]、
理論体系・法条別体系に分類整理されていること（研究者・実務家が執筆した判例要旨による）。
※その他のコンテンツ……「現行法規・履歴検索」「法律判例文献情報」「要件事実」「税務・会計法規」。

⑤公的判例データベース / TKC
【種別】 本学契約データベース
【収録年】 大審院判例集～現在
【更新頻度】 ―
【収録内容】 「LEX/DBインターネット」に収録されている公的判例集24誌。個別に検索できる。

⑥新・判例解説Watch / ＴＫＣ
【種別】 本学契約データベース
【収録年】 平成19年（2007年）10月～現在
【更新頻度】 随時
【収録内容】 法学セミナー増刊速報判例解説『新・判例解説Ｗａｔｃｈ』（株式会社日本評論社発行）掲載の判例解説、

―海外―
●アメリカ　※他国を含む場合有
⑦LexisNexis at lexis.com / Lexis社

【種別】 図書館契約データベース
※Lexis専用の個人ID/PWが必要。図書館レファレンスカウンターにて申込（発行まで約1週間かかる）。

【収録年】 ―
【更新頻度】 コンテンツにより頻度が異なる。
【収録内容】 アメリカをはじめ世界各国の法律・判例・特許・法律関連文献などを提供している。

※米国の判例　Legal > Cases - U.S. （合衆国と州、どちらの裁判所か、また裁判所の階級によって、収録コンテンツが異なる）
　 米国以外の条約  Legal > Find Laws by Country or Region

⑧Westlaw Next / Westlaw社
【種別】 図書館契約データベース

※Westlaw International専用の個人ID/PWが必要。図書館レファレンスカウンターにて申込（発行まで約1週間かかる）。
【収録年】 ―
【更新頻度】 コンテンツにより頻度が異なる
【収録内容】 米国、英国およびEU諸国の判例・法令・法律関連文献・ビジネス情報を提供している。

●ドイツ

　　各裁判所のH.P.に判例集が公開されている。

⑨Bundesgerichtshof（連邦最高裁判所）H.P.

【種別】 フリーサイト http://www.bundesgerichtshof.de/DE/Home/home_node.html
【収録年】 ―

【更新頻度】 ―

【収録内容】 ドイツの連邦最高裁判所H.P.。

●フランス
⑩Base de jurisprudence / Conseil d'État（フランス国務院）

【種別】 フリーサイト http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/ArianeWeb
【収録年】 1875年から1967年までは大事件のみ、1968年以降はダイジェストで収録
【更新頻度】 ―

【収録内容】 フランス国務院による判例データベース。

⑪Le Cour de Cassation / Cour de cassation（フランス破毀院）

【種別】 フリーサイト http://www.courdecassation.fr/
【収録年】 ―

【更新頻度】 ―

【収録内容】 フランス破毀院（最高裁判所）が提供するデータベース。判決速報と主要判例検索ができる。
日本語訳付。

⑫Juris Classeur   / Lexis社
【種別】 図書館契約データベース
【収録年】 ―
【更新頻度】 ―
【収録内容】 フランス法の総合オンラインデータベース。フランスまたはフランス語圏の諸国における法律及び法律関連情報を収録。

Encyclopedies:Juris Classeur出版の加除式、法律百科事典、注釈書（民法典Civil Code含む）
Jurisprudences:1980年代後半からPDFで全文収録。それ以前は抄録で収録。
Revues:Juris Classeur出版の雑誌。La semain juridique（全3種類）を95年から全文収録。
Doctrine:学説論文、Dolloz出版物は抄録を収録。
 ※ログイン > Conditions generales de vente（利用規約）画面 > 「J'accepte（同意）」ボタンをクリック > 検索画面に移動。

および判例学習、実務に必要不可欠な主要6分野（憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴
訟法）、新司法試験の選択科目分野（財産法、租税法、経済法、知的財産法、労働法、環境法、国際公法、
国際私法）の重要判例を平易に解説、書誌情報（テキスト）と本文（ＰＤＦ）の形式で収録。
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●中国

⑬裁判例情報 / 最高人民法院

【種別】 フリーサイト http://www.chinacourt.org/index.shtml

【収録年】 ―
【更新頻度】 翌日
【収録内容】 主要と思われる地方裁判所や最高裁判所の判決文全文及び一部の解説。

⑭知的財産法関連裁判例 / 最高人民法院
【種別】 フリーサイト http://ipr.court.gov.cn/

【収録年】 ―
【更新頻度】 随時。
【収録内容】 主な知的財産法裁判例・判決文全文及び一部の解説。

⑮北大法宝（中国法律検索システム） / 北大英華科技社・北京大学法制情報センター

【種別】 図書館契約データベース　http://vip.chinalawinfo.com/　※15号館7階Aoyama Law Square にて利用可能。

【収録年】 1949年10月～現在。

【更新頻度】 随時。

【収録内容】 法情報総合データベース。法令、裁判例、条約以外に、法律関連文献、最新の法律事情などを提供している。

●国際裁判

⑯International Court of Justice（国際司法裁判所） H.P.

【種別】 フリーサイト http://www.icj-cij.org/

【収録内容】 国際司法裁判所の前身である常設国際司法裁判所の判例も入手できる。

⑰International Tribunal for the Law of the Sea（国際海洋法裁判所） H.P.

【種別】 フリーサイト http://www.itlos.org/

⑱ECJ：European Court of Justice（EU司法裁判所） H.P.

【種別】 フリーサイト http://curia.europa.eu/

⑲ICC：International Criminal Court（国際刑事裁判所） H.P.

【種別】 フリーサイト http://www.icc-cpi.int/Pages/default.aspx

⑳ICTY:The International Tribunal for theformer Yugoslavia（旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所） H.P.

【種別】 フリーサイト http://www.icty.org/

㉑ICTR：International Criminal Tribunal for Rwanda（ルワンダ国際刑事裁判所） H.P.

【種別】 フリーサイト http://www.unictr.org/

㉒European Court of Human Rights（ヨーロッパ人権裁判所） H.P.

【種別】 フリーサイト http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home

㉓The Inter-American Court of Human Rights（米州人権裁判所） H.P.

【種別】 フリーサイト http://www.corteidh.or.cr/corte/

㉔United Nations Human Rights Council（国際連合人権理事会） H.P.

【種別】 フリーサイト http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx

【収録内容】 国連人権条約の委員会によって出される個人通報に対する「見解」は、「判例」ではないが、準司法手続きにより、「先例」としての価値がある。

㉕WTO：World Trade Organization（世界貿易機関） H.P.

【種別】 フリーサイト https://www.wto.org/

【収録内容】 WTOの上級委員会報告書等が収録されている。「報告書」だが、紛争当事国に対し法的拘束力を持ち、判例に準じて扱われている。

●探し方まとめ（日本・世界）
㉖外国法律・政治行政資料の調べ方・入手方法

【種別】 フリーサイト http://ilpdc.law.kyoto-u.ac.jp/frameset-mokuji.htm
【収録年】 ―
【更新頻度】 ―
【収録内容】 インターネットの利用を軸にした、外国の法律・判例・政治行政資料の調べ方を案内した京都大学大学院

法学研究科附属国際法政文献資料センターのサイト。法律・政治に関する国内・海外資料の調べ方について案内。
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の番号は、別紙リストのデータベース・H.P.に振った番号です。

⑥北大法宝

①外務省条約データ検索
（http://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tre

aty/index.php） 

NO 

YES 

NO 

NO 

NO 

日本が締結している

条約か 

条約名が原文でわ

かるか 

米国が締結してい

る条約か 

全ての国に開放さ

れた（普遍的）人権

条約か 

③United Nations Treaty Collections

※Advanced Search、FullText Searchで検索 

④LexisNexis at lexis.com

※Legal > Find Laws by Country or Region > Foreign Laws & Legal Sourcesで検

YES 

③United Nations Treaty Collections
（https://treaties.un.org/Pages/Home.aspx） 

YES 

④LexisNexis at lexis.com
※Legal > Federal Legal - U.S. 

または：Legal > Area of Law - By Topicで検索 

⑤Westlaw Next / Westlaw社
United States Treaties in Forceで検索 

中国が締結してい

る条約か 

NO 

YES ⑥北大法宝
（http://vip.chinalawinfo.com/ ） 

必要なものは何か？ 

条件を細かく指定しよう。 

＜例＞条約の言語（原文、

日本語訳、英語訳等） 

YES 

⑦国際連合人権高等弁務官事務所

H.P.普遍的人権文書（Universal human 

rights instruments） 

※宣言等も検索できる
（http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInter
est/Pages/UniversalHumanRightsInstruments

.aspx ） 
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―日本―
（条約は『官報』で公布されます。施行については現行法規で確認します）

①条約データベース / 外務省

【種別】 フリーサイト http://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.php

【収録年】 昭和26年（1951年）～

【更新頻度】 ―

【収録内容】 日本が締結した現行の国会承認条約等を検索できる。官報及び外務省が暦年発行している条約集を基にしている。

日本語で掲載（条約正文言語が日本語ではない場合も、日本政府による邦訳を掲載。外国語文は、『官報』等を参照）。

掲載本文はPDFファイルで表示される。表示が困難な条約本文中の外字・ルビ・数式等は、官報と異なる標記としている。

※官報に掲載された内容と異なる場合には、官報が優先される。

②東京大学東洋文化研究所田中明彦研究室
【種別】 フリーサイト（科研費交付を受け作成） http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/

【収録年】 各項目により異なる。条約は戦前から有。
【更新頻度】 随時。
【収録内容】 「日本政治・国際関係データベース」で戦後日本の条約や日本の歴代首相、外相の演説の全文が見られる。

その他外交関係の貴重な資料満載。

―海外―
③United Nations Treaty Collections（国際連合条約集） / United Nations

【種別】 フリーサイト https://treaties.un.org/Pages/Home.aspx

【収録年】 ―
【更新頻度】 随時。
【収録内容】 国際連合に登録、保管または記録された多数国間、二国間条約を収録している。

国際連盟条約　1920年7月5日～1944年10月3日まで収録。
国際連合条約　1946年12月～2006年12月。
その他、条約ハンドブックや、多国間条約の最終節のハンドブック、ステートメント、事務総長寄託通知、
国連条約シリーズ累計ランキング等も収録。

④LexisNexis at lexis.com / Lexis社
【種別】 図書館契約データベース

※Lexis専用の個人ID/PWが必要。図書館レファレンスカウンターにて申込（発行まで約1週間かかる）。
【収録年】 ―

【更新頻度】 コンテンツにより頻度が異なる。
【収録内容】 アメリカをはじめ世界各国の法律・判例・特許・法律関連文献などを提供している。条約も収録。

※米国が締結している条約　Legal > Federal Legal - U.S.または：Legal > Area of Law - By Topic
　 米国以外の条約  Legal > Find Laws by Country or Region > Foreign Laws & Legal Sources

⑤Westlaw Next / Westlaw社

【種別】 図書館契約データベース
※Westlaw Next専用の個人ID/PWが必要。図書館レファレンスカウンターにて申込（発行まで約1週間かかる）。

【収録年】 ―
【更新頻度】 コンテンツにより頻度が異なる。
【収録内容】 米国、英国および他のEU諸国の判例・法令・法律関連文献・ビジネス情報を提供している。

※米国が締結している条約　United States Treaties in Forceで検索。

⑥北大法宝（中国法律検索システム） / 北大英華科技社・北京大学法制情報センター

【種別】 図書館契約データベース　http://vip.chinalawinfo.com/　※15号館7階Aoyama Law Square にて利用可能。
【収録年】 1949年10月～現在。
【更新頻度】 随時。
【収録内容】 中国が締結している条約、勧告、政府間覚書、声明等。

⑦Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights（国際連合人権高等弁務官事務所）のH.P.
【種別】 フリーサイト http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx
【収録年】 ―

【更新頻度】 ―
【収録内容】 国連組織の一つである国際連合人権高等弁務官事務所のH.P.。

人権条約について、Human Rights Bodies から閲覧できる。
普遍的人権文書（Universal human rights instruments）、宣言等も検索できる。

●探し方まとめ（日本・世界）
⑧リサーチ・ナビ（政治・法律・行政） / 国立国会図書館

【種別】 フリーサイト http://rnavi.ndl.go.jp/politics/index.php

【収録年】 ―
【更新頻度】 ―
【収録内容】 日本の古くからの条約集、条約目録が列挙されており、締盟各国条約彙纂（デジタル資料）へのリンクもある。

多国間条約の探し方についても言及している。
国際機関別、各国別の条約集・条約目録がある。
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の番号は、別紙リストのデータベース・H.P.に振った番号です。

②国会会議録
（http://kokkai.ndl.go.jp/） 

NO 

YES 
日本の資料か 

YES 

①電子政府の総合窓口e-Gov
（http://www.e-gov.go.jp/） 

必要なものは何か？条件を細かく指定しよう。 

※各国・各行政機関H.P.で公開している場合が多い。 

※リンク集を使うと探しやすい。 

国会（YES）か 

行政機関（NO）

NO 

各国・行政機関のH.P. 

主なデータベース、H.P.、リンク集 

●世界各国のリンク集

⑦外国の政治･立法過程第一次資料と所蔵機関
（http://ilpdc.law.kyoto-u.ac.jp/zenkoku.htm） 

●アメリカ

③米国議会資料（THOMAS） / アメリカ議会図書館
（http://thomas.loc.gov/home/thomas.php） 

●イギリス

●英国議会資料（House of Commons）

④－Ⓐ18th Century House of Commons Parliamentary Papers(18th HCPP)

④－ⒷNineteenth/Twentieth Century House of Commons Parliamentary Papers (HCPP)

④－ⒸIndexes of British parliamentary papers, House of Commons (1801-1944/45),

House of Lords (1801-1922): session index, general (subject) index, index of names : CD-ROM edition 

④－ⒹIrish University series of British Parliamentary Papers

●中国

⑤電子政府の窓口
（http://www.gov.cn/index.htm） 

⑥立法活動
（http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/lfgz/rdlf.htm） 
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―日本―
①電子政府の総合窓口e-Gov / 総務省行政管理局 　

【種別】 フリーサイト http://www.e-gov.go.jp/

【収録年】 現行法・制度のみ収録。
【更新頻度】 月1回。

【収録内容】 政府の行政機関の情報を総合的に案内するポータルサイト。全省庁のHPやデータベースを一括検索できる。

（法令・告示・通達等の検索、パブリックコメント、行政文書ファイル管理簿検索、組織・制度の概要情報案内・

②国会会議録 / 国立国会図書館

【種別】 フリーサイト http://kokkai.ndl.go.jp/

【収録年】 1947年（第1回国会、1947年5月開会）～現在。

【更新頻度】 毎日。
※会議録の各号ごとに作成、順次掲載される。よって、検索画面の最新日付以前でも未収録有。

【収録内容】 第1回国会（1947年5月開会）以降の衆・参両院の本会議、全ての委員会、両院協議会、合同委員会等の

会議録が閲覧できる。会期、機関、発言者、会議名、フリーワードで検索可。

―海外―
各国政府のサイト 紙媒体の所蔵は-探し方まとめ（日本・海外）－参照。

●アメリカ

③米国議会資料（THOMAS） / アメリカ議会図書館

【種別】 フリーサイト http://thomas.loc.gov/home/thomas.php

【収録年】 収録内容により異なる（1989年以降のものが多い）

【更新頻度】 随時

【収録内容】 法案・制定法・条約情報、議会審議情報等、米国議会資料全般を収録している。

●英国議会資料（House of Commons）
　　本紙（本学所蔵はマイクロフィッシュ、冊子体）、索引、（Web上での）索引＋全文等、複数のツールがある。

　　英国の政治のみならず、英国と植民地及び周辺諸国の歴史、経済、社会、政治など幅広い研究分野で活用できる。

　④－Ⓐ18th Century House of Commons Parliamentary Papers (18th HCPP)  / ProQuest社

【種別】 図書館契約データベース
【収録年】 1688年～1834年。

【更新頻度】 ―

【収録内容】 議会資料をデジタル化。

　④－ⒷNineteenth/Twentieth Century House of Commons Parliamentary Papers (HCPP)  / 国立情報学研究所

【種別】 図書館契約データベース
【収録年】 19世紀（1801～1900年）、20世紀（1901～2004年）。

【更新頻度】 ―

【収録内容】 英国下院議会文書を収録。
下院議会文書の書誌、全文および画像約188,000件の資料から、950万ページのデータを収録。

　④－ⒸIndexes of British parliamentary papers, House of Commons (1801-1944/45), House of Lords (1801-1922):
　　session index, general (subject) index, index of names : CD-ROM edition / 文生書院

【種別】 図書館1FCD-ROMコーナー 端末①

【収録年】 庶民院（1801～1944/1945年）、貴族院（1801～1922年）。

【更新頻度】 1997年以降、更新なし。

【収録内容】 英国議会資料の総索引。本文なし。
構成は、（1）Scssion Index（全期）、（2）General (Subject) Index（項目）、（3）Index of Names（人名）の索引。

　④－ⒹIrish University series of British Parliamentary Papers / Irish University Press

【種別】 冊子
【収録年】 19世紀。

【更新頻度】 ―

【収録内容】 19世紀の議会報告書の中から重要な資料を選んで復刻し、主題別に編集して1,000巻としたもの。

全ての資料を網羅しているわけではない。

●中国

⑤電子政府の窓口 / 中国国務院

【種別】 フリーサイト http://www.gov.cn/index.htm

【収録年】 現行法・政策のみ収録。

【更新頻度】 随時。

【収録内容】政府の行政機関の情報を総合的に案内するポータルサイト。

中国政府各構成官庁及び各地方政府のHPやデータベースを一括検索できる。

⑥立法活動 / 中国全国人民代表大会

【種別】 フリーサイト http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/lfgz/rdlf.htm

【収録年】 現行法・制度のみ収録。

【更新頻度】随時。

【収録内容】 現行法の立法過程、会議録が閲覧できる。

最新立法、法改正のパブリックコメントの募集、一部の公聴会、立法の現地調査などを検索・閲覧できる。

●探し方まとめ（日本・世界）
⑦外国の政治･立法過程第一次資料と所蔵機関 / 京都大学大学院法学研究科附属国際法政文献資料センター

【種別】 フリーサイト http://ilpdc.law.kyoto-u.ac.jp/zenkoku.htm

【収録年】 ― 

【更新頻度】 ― 

【収録内容】 外国の政治・立法過程第一次資料に関する書誌情報および所蔵館（大学図書館）情報を提供。

現在の英国議会資料の編集形態が整う前の議会資料（法案/法令、議事速記録、議会日誌、各種報告書/文書）を収録。

政策提言に関する意見要望、行政手続き情報案内等。報道発表資料、審議会・委員会・研究会等情報、白書・統計等も
探せる）
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の番号は、別紙リストのデータベース・H.P.に振った番号です。

YES 

判例全文か 
YES 国内判例編参照 

必要なものは何か？条件を細かく指定しよう。 

※データベースごとに収録年数が異なるのに注意。 

判例評釈（YES）

か 

各国のデータベース 

主なデータベース 

●アメリカ ※他国を含む場合有

⑥HeinOnline

⑦LexisNexis at lexis.com

⑧Westlaw Next

⑨JSTOR

●ドイツ

各裁判所H.P.に判例集が公開されている 

⑩beck-online

●フランス

⑪Juris Classeur

●イギリス

⑫Cambridge Journals

⑬Oxford Journals

●中国

⑭北大法宝（中国法律検索システム）
（http://vip.chinalawinfo.com/） 

※15号館7階Aoyama Law Square にて利用可能。 

⑮中国民商法網
（http://www.civillaw.com.cn/） 

YES 日本の資料か 

NO 

NO 

NO 

国内判例編参照 

NOの部分も参照 

図書（YES）か 

雑誌（NO）か 

NO 

【掲載情報確認ツール】収録が古い順 
※確認後は、OPACで図書館・Aoyama Law Squareにて 

入手できるかチェック 

①Westlaw Japan

  ※昭和21年（1945年）～ 

 ※『判例タイムズ』創刊号から最新号までの判例解説記事 

 約50,000件を収録（特集記事は収録なし）。 

  CiNii Articles 
  （http://ci.nii.ac.jp/） 

  ※昭和21年（1945年）～学術論文情報を 

   検索できる論文データベース・サービス 

⑤J-STAGE / 独立行政法人科学技術振興

機構（JST） 
  （https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja） 

  ※雑誌により収録年が異なる。 

 昭和28年（1953年）～収録の社会科学雑誌有。 

③邦文法律雑誌記事索引
※昭和32年（1957年）～平成16年（2004年）

②D1－Law.com（法律判例文献情報）
※昭和57年（1982年）1月～

④蔵書検索（最高裁判所図書館）
（http://www.courts.go.jp/saikosai/tosyokan/index.html）

YES 

【掲載情報確認ツール】 

①Westlaw Japan

②D1－Law.com

※確認後は、OPACで 

図書館・Aoyama Law Squareにて 

入手できるかチェック 

主要雑誌論文データベース 

⑳新・判例解説Watch

㉑最高裁判所判例解説DVD（図書館CD-ROM端末①②）

㉒判例タイムズ（図書館CD-ROM端末①②）

㉓ジュリスト（図書館CD-ROM端末②）

㉔判例百選（（図書館CD-ROM端末①②）

㉕月間法学教室（図書館CD-ROM端末①②）

㉖旬刊金融法務事情DVD（図書館CD-ROM端末①②）

㉗金融・商事判例（図書館CD-ROM端末①②）

㉘銀行法務21DVD（図書館CD-ROM端末①②）

㉙労働判例DVD（図書館CD-ROM端末①②）

㉚図解による法律用語辞典（図書館CD-ROM端末③）

㉛法律学全集DVD（図書館CD-ROM端末①②）

法令集・法律文献略語も探せます。 
●日本

⑯日本の判例集・法律文献略語一覧 / 福島大学附属図書館

（http://www.lib.fukushima-u.ac.jp/hanrei/hanrei.html） 

●海外

全て京都大学大学院法学研究科附属国際法政文献センター 

⑰アメリカ判例集、裁決集、法令集等の略号（引用形）リスト /

（http://ilpdc.law.kyoto-u.ac.jp/us-ryaku.htm） 

⑱アメリカ以外の世界各国の判例集･法令集等の略号（引用形）

（http://ilpdc.law.kyoto-u.ac.jp/non-us-ryaku2.htm） 

⑲国際法雑誌の略号リスト

（http://ilpdc.law.kyoto-u.ac.jp/international-j.htm） 

状況に応じて、

入れ替えても 

良い 
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●文献情報

―日本―
①Westlaw Japan / ウエストロー・ジャパン

【種別】 図書館契約データベース
【収録年】 雑誌は昭和21年（1946年）～現在、書籍は2000年（平成12年）～現在。
【更新頻度】 毎週。
【収録内容】 書籍/雑誌から「文献情報」で検索画面になる。

雑誌論文の他、書籍の情報も検索可能。
『判例タイムズ』創刊号から最新号までの判例解説記事約50,000件を収録（特集記事は収録なし）。  
また、臨時増刊『主要民事判例解説』は、昭和52年度～57年度、昭和62年度～最新号までに掲載された評釈約4,600件を収録。
いずれもテキストとPDFで原文で閲覧可。

②D1－Law.com / 第一法規法情報総合データベース ※法律判例文献情報
【種別】 図書館契約データベース
【収録年】 昭和57年（1982年）1月～現在。
【更新頻度】 毎月。
【収録内容】 法情報総合データベース。「法律文献」に関して収録しているコンテンツは、「法律判例文献情報」。

特徴は、D1-Law.com内の他コンテンツとリンクしている他、「分類」「事項索引」の付与により、
書誌（論題、掲載誌名、著者名等）に含まれない言葉からの検索が可能なこと、雑誌論文以外に  、
図書、新聞情報も収録していること。本文の閲覧はできないが、CiNii Articlesと連携しているため
一部の紀要は、本文も閲覧可能。

※その他のコンテンツ……「現行法規・履歴検索」「判例体系」「要件事実」「税務・会計法規」。

③邦文法律雑誌記事索引 / 最高裁判所図書館
【種別】 図書館1FCD-ROMコーナー 端末①または②
【収録年】 昭和32年（1957年）～平成16年（2004年）。
【更新頻度】 ―
【収録内容】 最高裁判所図書館が1年間に受け入れた定期刊行物、法律雑誌、記念論文集に掲載された文献の書誌情報を収録したもの。

④蔵書検索 / 最高裁判所図書館
【種別】 フリーサイト http://www.courts.go.jp/saikosai/tosyokan/index.html
【収録年】 平成17年（2005年）～現在、最高裁判所図書館で所蔵している雑誌の目次。
【更新頻度】 ―
【収録内容】 最高裁判所図書館が所蔵している定期刊行物、法律雑誌の目次情報までOPACに登録されているため、

OPACで事件番号[例：平15(行ヒ)130]や、裁判年月日（例：平17.12.6）で検索できる。所蔵の少ない判例集等も所蔵有。
※和書に限る

⑤J-STAGE / 独立行政法人科学技術振興機構（JST）
【種別】 フリーサイト https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja
【収録年】 ―
【更新頻度】 ―
【収録内容】 学会誌などの全文が入手できる。予稿集・要旨集も収録。 

2012年5月から、別々のサイトであった“J-STAGE”と“Journal@rchive”が統合された。
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―海外―
●アメリカ　※他国を含む場合有
⑥HeinOnline

【種別】 図書館契約データベース
【収録年】 各定期刊行物の創刊号～現在。
【更新頻度】 随時。
【収録内容】 約1,200タイトルのフルテキスト論文を収録。米国の定期刊行物が中心だが、米国政府の発行する官報「Federal Register」の

フルテキスト及び米国公式判例集である、「U.S.Reports」のフルテキスト（創刊の1954年から）の他、
米国の国際条約を収録した「Treaties and Agreement Library」、英国の判例集、法案、判例の提供を開始するなど、

　
米国法、国際法に関する様々なコンテンツを提供。

⑦LexisNexis at lexis.com / Lexis社
【種別】 図書館契約データベース

※Lexis専用の個人ID/PWが必要。図書館レファレンスカウンターにて申込（発行まで約1週間かかる）。
【収録年】 ―
【更新頻度】 コンテンツにより頻度が異なる。
【収録内容】 アメリカをはじめ世界各国の法律・判例・特許・法律関連文献などを提供している。条約も収録。

PDFではなく、テキスト形式。
※米国の法律文献情報　Legal > Secondary Legal > US Law Reviews and Journals, Combined
　 米国以外の法律文献情報  Legal > Find Laws by Country or Region

⑧Westlaw Next / Westlaw社
【種別】 図書館契約データベース

※Westlaw International専用の個人ID/PWが必要。図書館レファレンスカウンターにて申込（発行まで約1週間かかる）。

【収録年】 ―
【更新頻度】 コンテンツにより頻度が異なる。
【収録内容】 米国、英国およびEU諸国の判例・法令・法律関連文献・ビジネス情報を提供している。

⑨JSTOR / Andrew W. Mellon Foundation
【種別】 図書館契約データベース
【収録年】 全タイトル初号からすべて収録（各コレクションとも過去1～5年の最近発行の号は除く）。
【更新頻度】 毎年1月。
【収録内容】 人文科学、社会科学を中心とする代表的な学術雑誌のバックナンバーを収録したデータベース。

法律、公共政策、行政は、心理学、ビジネス、教育学も合わせて156タイトルを収録。

●ドイツ
　　ドイツは各裁判所のH.P.に判例集が公開されている

⑩beck-online  / beck社
【種別】 図書館契約データベース
【収録年】 ―
【更新頻度】 ―
【収録内容】 ドイツの代表的な法律出版社「ベック社」の主要法律専門誌をフルテキストで収録しているデータベース。

その他、民法典、刑法典、商法典、会社法典などのコンメンタール、各種法令集も収録。
本学ではシュタウディンガー民法典コメンタール(Staudinger,BGB）も契約。

●フランス
⑪Juris Classeur   / Lexis社

【種別】 図書館契約データベース
【収録年】 ―
【更新頻度】 ―
【収録内容】 フランス法の総合オンラインデータベース。フランスまたはフランス語圏の諸国における法律及び法律関連情報を収録。

Encyclopedies:Juris Classeur出版の加除式、法律百科事典、注釈書（民法典Civil Code含む）
Jurisprudences:1980年代後半からPDFで全文収録。それ以前は抄録で収録。
Revues:Juris Classeur出版の雑誌。La semain juridique（全3種類）を95年から全文収録。
Doctrine:学説論文、Dolloz出版物は抄録を収録。
 ※ログイン > Conditions generales de vente（利用規約）画面 > 「J'accepte（同意）」ボタンをクリック
　　> 検索画面に移動。

●イギリス
⑫Cambridge Journals / Cambridge University Press社

【種別】 図書館契約データベース
【収録年】 ―
【更新頻度】 ―
【収録内容】 Cambridge University Press社が刊行する人文社会科学系雑誌124誌がフルテキストで利用できる。

⑬Oxford Journals / Oxford University Press社
【種別】 図書館契約データベース
【収録年】 ―
【更新頻度】 ―
【収録内容】 Oxford University Pressが刊行する人文科学、社会科学、自然科学等の幅広い分野の雑誌195タイトルが

フルテキストで利用できる。

●中国
⑭北大法宝（中国法律検索システム） / 北大英華科技社・北京大学法制情報センター

【種別】 図書館契約データベース　http://vip.chinalawinfo.com/　※15号館7階Aoyama Law Square にて利用可能。
【収録年】 1976年～現在。
【更新頻度】 随時。
【収録内容】 主な法学論文を閲覧できる。

⑮中国民商法網 / 中国人民大学民商法律科学研究センター

【種別】 フリーサイト　　 http://www.civillaw.com.cn/

【収録年】 2001年6月7日～現在。
【更新頻度】 随時。
【収録内容】 私法分野の重要な法学論文、判例研究を閲覧できる。
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●法令集・法律文献略語
―日本―
⑯日本の判例集・法律文献略語一覧 / 福島大学附属図書館

【種別】 フリーサイト http://www.lib.fukushima-u.ac.jp/hanrei/hanrei.html

【収録内容】 戦前・戦後の判例集、市販の判例掲載雑誌、判例解説集、主要法律雑誌、法律関係大学紀要の
略語を調べることができる（リンク集：社会科学　法律　「日本の判例集・法律文献略語一覧」）。

―海外―
⑰アメリカ判例集、裁決集、法令集等の略号（引用形）リスト / 京都大学大学院法学研究科附属国際法政文献センター

【種別】 フリーサイト http://ilpdc.law.kyoto-u.ac.jp/us-ryaku.htm

【収録内容】 アメリカの判例集などの引用や略号のフルタイトルが分かる。

⑱アメリカ以外の世界各国の判例集･法令集等の略号（引用形）リスト / 京都大学大学院法学研究科附属国際法政文献センター
【種別】 フリーサイト http://ilpdc.law.kyoto-u.ac.jp/non-us-ryaku2.htm

【収録内容】 アメリカ以外の各国の判例集などの引用や裁判所の略号のフルタイトルが分かる。

⑲国際法雑誌の略号リスト / 京都大学大学院法学研究科附属国際法政文献センター
【種別】 フリーサイト http://ilpdc.law.kyoto-u.ac.jp/international-j.htm

【収録内容】 国際法雑誌（英･仏･独語）の略号や引用形、あるいはドイツ法データベースJURISやIndex to Foreign Legal
Periodicalsなどで使われるショート・フォーム及び､そのフル・ネームが分かる。

●特定資料
―日本―
⑳新・判例解説Watch / ＴＫＣ

【種別】 本学契約データベース
【収録年】 平成19年（2007年）10月～現在
【更新頻度】 随時
【収録内容】 法学セミナー増刊速報判例解説『新・判例解説Ｗａｔｃｈ』（株式会社日本評論社発行）掲載の判例解説、

㉑最高裁判所判例解説DVD / 法曹会
【種別】 図書館1FCD-ROMコーナー 端末①または②
【収録年】 昭和29年度版（1954年）から平成20年度版（2008年）までの民事編・刑事編全解説を収録。

㉒判例タイムズ / 判例タイムズ社
【種別】 図書館1FCD-ROMコーナー 端末①または②
【収録年】 創刊号（1948年）から1357号（2011年）までの全頁と、『判例タイムズ臨時増刊　主要民事判例解説』を収録。

㉓ジュリスト / 有斐閣
【種別】 図書館1FCD-ROMコーナー 端末②
【収録年】 『ジュリスト』創刊号（1952年）から1435号（2011年）までの記事全文が検索、表示できる（1952～2011年） 。

㉔判例百選 / 有斐閣
【種別】 図書館1FCD-ROMコーナー 端末①または②
【収録年】 『判例百選』201冊、『重要判例解説』40冊、『基本判例解説シリーズ』13冊、『単行シリーズ』2冊、

『基本判例シリーズ』5冊の合計261冊に掲載された論文等全記事を収録。

㉕月間法学教室  / 有斐閣
【種別】 図書館1FCD-ROMコーナー 端末①または②
【収録年】 『月刊法学教室』創刊号（1980年）から306号（2006年）までに加え、その前身である第一期、第二期の

『法学教室』16冊（1961～1975年）に掲載された論文等全記事を収録。

㉖旬刊金融法務事情DVD  / 金融財政事情研究会
【種別】 図書館1FCD-ROMコーナー 端末①または②
【収録年】 創刊号（1953年）から1936号（2011年）までに掲載された判例、論文等全記事を収録。

㉗金融・商事判例 / 経済法令研究会
【種別】 図書館1FCD-ROMコーナー 端末①または②
【収録年】 創刊号（1966年）から1380号（2011年）までに掲載された判例、論文等全記事を収録。

㉘銀行法務21DVD / 経済法令研究会

【種別】 図書館1FCD-ROMコーナー 端末①または②
【収録年】 『手形研究』創刊号（1957年）から『銀行法務21』738号（2011年）までに掲載された論文等全記事を収録。

㉙労働判例DVD / 産労総合研究所
【種別】 図書館1FCD-ROMコーナー 端末①または②
【収録年】 創刊号（1967年）から1034号（2011年）までに掲載された判例、論文等全記事を収録。

㉚図解による法律用語辞典 / 自由国民社

【種別】 図書館1FCD-ROMコーナー 端末③

【収録内容】 難解な法律用語を、程度を下げずに、図解などを援用して具体的に、わかりやすく解説。

法分野ごとに用語をまとめ、その法律の体系に則して用語を配列している。

㉛法律学全集DVD / 有斐閣
【種別】 図書館1FCD-ROMコーナー 端末①または②
【収録年】 戦後法学の足跡を振り返る貴重な文献資料『法律学全集』のすべてのタイトル（全88巻、188冊）を収録。

PDFファイルの採用により、版面そのままを参照・印刷可能。

および判例学習、実務に必要不可欠な主要6分野（憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴
訟法）、新司法試験の選択科目分野（財産法、租税法、経済法、知的財産法、労働法、環境法、国際公法、
国際私法）の重要判例を平易に解説、書誌情報（テキスト）と本文（ＰＤＦ）の形式で収録。
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