
青山学院大学法学部・青山学院大学図書館本館

　　～法律、判例、条約、議会資料・行政情報、法律文献～

P.２ 法律編

P.３ 国内判例編

P.４ 海外判例・先例編

P.５ 条約編

P.６ 議会資料・行政情報編

P.７ 法律文献編

データベース（図書館契約データベース）

URLの掲載がないものは、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。 

*のついたデータベースは、法学部、法学研究科に所属する本学学生、教職員のみ利用できます。

図書館HP「データベース一覧」 から利用してください。 

CD-ROM、DVD-ROM

青山本館図書館の1F 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

『』がつくものは、本学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

URLの掲載があるものは、フリーサイトです。誰でも利用できます。 

2016. 4

更新 2022. 5

青山学院大学法学部・青山学院大学図書館本館

法情報の探し方フローチャート　2022

種別の説明

https://www.agulin.aoyama.ac.jp/ja/database

法情報を探すためのデータベース、フリーサイト等をご案内します。

法律、判例、条約、議会資料・行政情報、法律文献にわけて、
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。
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＊のついたデータベースは、法学部、法学研究科に所属する本学学生、教職員のみ利用できます。

YES

e-Gov 法令検索

（https://elaws.e-gov.go.jp/）

*Westlaw Japan

D1－Law.com 現行法規(履歴検索)

六法全書（DVD-ROM阪）

※図書館1階 CD-ROMコーナーで利用

法庫2

（https://houko2.com/home）

※法庫は2016年10月に終了、法庫2はその一部を

引き継いだもの

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

Lexis+

Westlaw Next 

●中国

全国人民代表大会HP

（http://www.npc.gov.cn/）

公文公報

（http://www.gov.cn/zwgk/index.htm）

北大法宝（中国法律検索システム）

（https://www.pkulaw.com/）

※本文閲覧は有料

NO
e-Gov ポータル

（https://www.e-gov.go.jp/ ）

NO

＜履歴調査＞

日本法令索引

（https://hourei.ndl.go.jp/#/）

＜条文＞

官報検索サービス

※図書館員による代行サービス

ご利用はレファレンスカウンターへ

インターネット版「官報」

（https://kanpou.npb.go.jp/）

官報（DVD阪）

※レファレンスカウンターでDVDを借り、CD-ROMコーナーで利用

『法令全書』（本館 BF法令集コーナー）

Y
E
S

洋々亭 Web例規集

（http://www.hi-

ho.ne.jp/tomita/reikidb/reikilink.htm）

*Westlaw Japan

D1－Law.com

六法全書（DVD-ROM阪）

※図書館1階 CD-ROMコーナーで利用

法庫2

（https://houko2.com/home）

※法庫は2016年10月に終了、法庫2はその一部を引き継いだもの

『最高裁判所判例集』（本館 1F雑誌架、BF判例集コーナー）

※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）

国内法

(法律等)か

国の規範(YES)か

自治体の規範(NO)か

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。

YES
告示・訓令・通達・

通知（YES）か

法令（NO）か

全文が必要（YES）か

改正部分のみ（NO）か

現行法令（YES）か

過去法令（NO）か

（https://elaws.e-gov.go.jp/）

（http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_iinkai.nsf/html/gian

rireki/ShinsaKeika_m.htm）
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＊のついたデータベースは、法学部、法学研究科に所属する本学学生、教職員のみ利用できます。

*Westlaw Japan 

※『判例タイムズ』等のPDF有

LEX/DB

D1-Law.com 判例体系

新・判例解説Watch

YES

裁判例情報 （裁判所）

（https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1）

*Westlaw Japan

LEX/DB

D1-Law.com 判例体系

*Westlaw Japan 

LEX/DB

D1-Law.com 判例体系

裁判例情報 （裁判所）

（https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1）

LEX/DB

※『民集』『刑集』等の公式判例集のPDF有（各書誌の【掲載文献】欄）

公的判例集データベース（ＴＫＣ）

*Westlaw Japan 

※『判例タイムズ』等のPDF有

D1-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

裁判例情報 （裁判所）

（https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1）

裁判例情報 （裁判所）

（https://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り。

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。

Q1.最近の判例を

探したいか

NO

Q2.判例全文を公式判例集から

参照したいか

Q3.判例評釈

（判例についての解説）まで

必要か

NO

Q4.類似判例も

参照したいか

NO

YES

YES

YES

図書館１F CD-ROMコーナーの端末①②に

主要法律雑誌DVDがインストールされている。

※詳細は法律文献編へ。

Q2とQ3は

入れ替えても良い

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、
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NO

YES

各機関のH.P.

＜主なH.P.一覧＞

International Court of Justice (国際司法裁判所)

※常設国際司法裁判所の判例も入手できる

International Tribunal for the Law of the Sea

(国際海洋法裁判所)

(https://www.itlos.org/)

Court of Justice of the European Union (EU司法裁判所)

(https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/)

ICC：International Criminal Court (国際刑事裁判所)

ICTY:The International Criminal Tribunal for the former 

Yugoslavia(旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所)

(https://www.icty.org/)

ICTR：International Criminal Tribunal for Rwanda

(ルワンダ国際刑事裁判所)

(https://unictr.irmct.org/)

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

(https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home)

The Inter-American Court of Human Rights

(米州人権裁判所)

(https://www.corteidh.or.cr/index.cfm?lang=en)

Office of the High Commissioner for Human Rights

(人権高等弁務官事務所)

(https://juris.ohchr.org/)

※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

WTO：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

各国のデータベース

＜主な判例データベース＞

●アメリカ

Lexis+

Westlaw Next

●ドイツ

各裁判所H.P.にて判例集が公開されている

Bundesgerichtshof（連邦最高裁判所）

（https://www.bundesgerichtshof.de/DE/Home/ho

me_node.html）

●フランス

●中国

裁判例情報 / 最高人民法院

（https://www.chinacourt.org/index.shtml）

知的財産法関連裁判例 / 最高人民法院

（https://ipc.court.gov.cn/zh-cn/index.html）

北大法宝（中国法律検索システム）

（https://www.pkulaw.com/）

※本文閲覧は有料

国際的な機関の

判例・先例か

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

(https://www.icj-cij.org/)

(https://www.icc-cpi.int/)

Le Conseil d’État（フランス国務院）

（https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-

contentieuses/arianeweb）

Le Cour de Cassation（フランス破毀院）

（https://www.courdecassation.fr/acces-rapide-

judilibre）
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外務省条約データ検索

（https://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.php ）

NO

YES

United Nations Treaty Collections

（https://treaties.un.org/）

※Depositary＞ Status of Treaties＞Title Search や Full-text Search で検索

Lexis＋

※Statutes & Legislation > Treaties で検索

YES

United Nations Treaty Collections

（https://treaties.un.org/）

YES
Lexis＋

※Statutes & Legislation > Treaties で検索

YES

北大法宝（中国法律検索システム）

（https://www.pkulaw.com/）

※本文閲覧は有料

YES

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）

（https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx）

※宣言等も検索できる

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）

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

中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

NO

NO

NO

NO
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国会会議録検索システム

（https://kokkai.ndl.go.jp/#/）

NO

YES

e-Govポータル

（https://www.e-gov.go.jp/ ）

NO

各国・行政機関のH.P.

＜主なデータベース、H.P.＞

●アメリカ

米国議会資料(Congress.gov) / アメリカ議会図書館

（https://www.congress.gov/）

●イギリス

英国議会資料(House of Commons)

NII-REO

・18th Century House of Commons Parliamentary Papers(18th HCPP)

・Nineteenth/Twentieth Century House of Commons Parliamentary Papers (19c & 20c HCPP) 

『Irish University Press series of British parliamentary papers』 (本館 青新1F集密書庫）

●中国

中華人民共和国中央人民政府HP

（http://www.gov.cn/index.htm）

立法 / 全国人民代表大会http://www.npc.gov.cn/

（http://www.npc.gov.cn/）

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）か

日本の資料か
YES
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＊のついたデータベースは、法学部、法学研究科に所属する本学学生、教職員のみ利用できます。

YES

判例全文か
国内判例編 参照

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

HeinOnline

Lexis＋

Westlaw Next 

JSTOR

●ドイツ

各裁判所H.P.に判例集が公開されている

beck-online 

●イギリス

Oxford Journals

●中国

北大法宝（中国法律検索システム）

（http://vip.chinalawinfo.com/）

※本文閲覧は有料

中国民商法網

（https://www.civillaw.com.cn/）

YES
日本の資料か

NO

NO

国内判例編 参照

NOの部分も参照

図書（YES）か

NO

【掲載情報確認ツール】

確認後は、OPACで図書館・Aoyama Law Squareにて入手できるかチェック

*Westlaw Japan

※『判例タイムズ』等のPDF有り

CiNii Research

（https://cir.nii.ac.jp/）

J-STAGE / 独立行政法人科学技術振興機構（JST）

『邦文法律雑誌記事索引』

D1－Law.com 法律判例文献情報

蔵書検索（最高裁判所図書館）

【掲載情報確認ツール】

確認後は、OPACで図書館・Aoyama Law 

Squareにて入手できるかチェック

*Westlaw Japan

D1－Law.com 法律判例文献情報

【主要雑誌論文データベース】

新・判例解説Watch

以下は図書館１F CD-ROMコーナーで利用可

※出版年によっては *WestlawJapanにも有り

最高裁判所判例解説DVD

判例タイムズ

ジュリスト

判例百選（

月間法学教室

旬刊金融法務事情DVD

金融・商事判例

銀行法務21DVD

労働判例DVD

図解による法律用語辞典

法律学全集DVD

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。

YES

判例評釈（YES）か

それ以外（NO）か YES

NO

法令集・法律文献の略語

●日本

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）

状況に応じて

入れ替えても

良い

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

（https://s-opac.net/Opac/search.htm?s=

aXbCO25UBZUHYHJnQwzQuyWoDne）
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