8 法情報の探し方
◆ 概要

Ａ．文献を探す

法情報は、大きく「A.文献」、「B.判例」、「C.法令」の３つに分けられます。
A. 文献

⇒『D1-Law 法律判例文献情報』で、「婚外子」、「法定相続分」をキーワードに検索。

法学に関する本、雑誌、新聞など
本・・・・・・・概説書・入門書、体系書、特定テーマの研究書

『D1-Law』‐「法律判例文献情報」
法学分野に絞って本や雑誌記事・論文、新聞記事などの文献情報を検索できるデータベース。

法律用語辞典、コンメンタール（法律を条文ごとに解説）など
雑誌・・・・・・法学を学ぶ学生向け雑誌

例）『法学教室』など

実務者向けの判例解説や研究論文などを掲載した雑誌

例）『ジュリスト』など

新聞・・・・・・注目されている法律の制定・改正や、裁判に関する記事など

B. 判例

1）『D1-Law』‐「法律判例文献情報」で文献を探す

過去の裁判における裁判例（裁判所が法律的判断をする際に参考とする）
判例全文・・・裁判所の判決等の全文

例）『最高裁判所判例集（民事・刑事）』など

判例雑誌・・・主要な判例の要点、解説（評釈） 例）『判例時報』など

C. 法令

Q. 「婚外子の法定相続分」に関する文献（本や雑誌記事・論文、新聞記事）を探したい。

法律と命令（条例や規則などを含めることもある）

アクセス

検索画面

図書館ホームページ＞

＞「法律」＞

キーワードを入力し、検索結果（右側）から文献情報を確認

終了する時は
「ログアウト」

平成25年9月5日の新聞に、「婚外子の相続差別 違憲」と掲載されていた。
9月4日の最高裁判所大法廷で、民法の「法定相続分＊」は、 法の下の平等を
定めた憲法に違反する と判断された。
＊平成25年9月4日時点では、「遺産相続の際、婚外子（両親が結婚していない子）の
取り分は嫡出子（両親が結婚している子）の半分」と規定。

②文献情報を確認

①キーワードを入力

「本」、「雑誌記事・論文」、
「新聞記事」の情報が混
ざって表示される。

Q.「婚外子の相続分（法定相続分）」に関する法情報を探したい。

【Ａ. 文献を探す】

【Ｂ. 判例を探す】

事件に関連する文献
を探す。

裁判の経緯や判決の
全文を確認する。

→P28

【Ｃ. 法令を探す】

１.

本

法令の条文を確認する。

→P29

⇒『ＯＰＡＣ』で検索

→P31
本の情報

２．雑誌記事・論文
法律用語の調べ方

⇒『ＯＰＡＣ』、『電子
ジャーナルリスト』
で検索→Ｐ5〜12

法律用語には、日常用語と異なる意味が与えられていることがあります。
文献や法令などに出てくる言葉は、専門の法律用語辞典を使って意味を確認しよう!
「婚外子」を調べる。
Q.『有斐閣法律用語辞典』を使って、

掲載雑誌の情報

３．新聞
⇒新聞原紙、「新聞記事
データベース」を
確認→Ｐ17

掲載紙の情報

Q. 2.の 糠塚康江著「婚外子法定相続分 差別最高裁違憲決定」という論文を読みたい。
※法律用語は『JapanKnowledge Lib』でも検索できます。→P20

⇒『OPAC』で『法学教室』400号の所蔵を確認

⇒図書館２階雑誌コーナーへ。

参考文献：いしかわまりこ他『リーガル・リサーチ』（第4版）日本評論社, 2012
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8 法情報の探し方
Ｂ．判例を探す

書誌画面

①裁判の全文、②裁判の内容、③関連文献情報を確認する。

1）判例雑誌について
主要な判例の要点、解説（評釈）が掲載された雑誌。
「○○法判例百選」
「重要判例解説」
は、講義やゼミなどでよく使用されます。
※抜粋であることも多いため、データベースなどで判例の全文を確認しよう！

①裁判の全文

◆代表的な判例雑誌
⇒図書館2階雑誌コーナー、雑誌館、サイバーライブラリへ

『重要判例解説』

判例雑誌

過去の重要判例を確認

今注目されている判例を確認

⇒『ジュリスト別冊』の棚へ

⇒『ジュリスト』の棚へ

「書誌」を選択

第一審、控訴審、上告審
への相互リンク。

②裁判の内容

『○○法判例百選』
各分野の重要判例を確認

サンプル画面

2）『LEX/DBインターネット』を使って、判例を探す
Q. 婚外子の法定相続分について、平成25年9月4日、最高裁判所大法廷で違憲決定が行われた。

この裁判について、①裁判の全文、②裁判の内容、③関連文献情報（解説や評釈）を確認したい。

⇒『LEX/DBインターネット』で、「平成25年9月4日」、「最高裁判所大法廷」をキーワード
に検索。
関係する法令。

『LEX/DBインターネット』‐「判例総合検索」
判決の全文、裁判の内容、関連する文献・法令情報など、判例に関する情報を検索できる
データベース。

検索画面

図書館ホームページ＞

＞「法律」＞

「裁判年月日」、「裁判所名」を入力し、検索結果から判例を選択
終了する時は
「ログアウト」

③関連文献情報

アクセス

判例に関する解説や
評釈が掲載された
文献の情報。

①「裁判年月日」を入力
②「裁判所名」を指定
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Q.『法学セミナー』７０６号（58巻11号）に掲載された斎藤一久著の評釈が読みたい。
⇒
『OPAC』で雑誌館の所蔵を確認。⇒サイバーライブラリで利用を申し込む。
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8 法情報の探し方
Ｃ．法令を探す

◆ 法情報の入手方法

Q. 民法で規定されている婚外子の「法定相続分」について、最高裁判所で違憲判決が行われた。

冊子体

この裁判に関する法令を確認したい。

文献

⇒1）「六法」で法令を探す。索引で「法定相続分」の掲載ページを確認。→ 民法900条
2）『D1-Law』‐「現行法規 現行法検索」で法令を探す。「法定相続分」をキーワードに検索。

1）「六法」で法令を探す
①小型の六法

→

→

法学に関する本、雑誌、新聞など

概説書・入門書、体系書、特定テーマの研究書、

＜本・雑誌の横断検索＞

コンメンタール（法律を条文ごとに解説）

『D1-Law.com』*

→１階開架一般

本

②大型・分野別の六法

データベース（＊は学内限定）

③現行法令 の順で確認していきます。

『国立国会図書館サーチ』

統計、白書（事実をデータから知る）
→２階参考図書コーナー

①小型の六法

②大型・分野別の六法

③現行法令

最重要な法令を収録

重要な法令を収録

現在有効な全ての法令を収録

掲載されていない場合

『デイリー六法』など

2）『D1-Law』
‐「現行法規

『六法全書』など

『現行法規総覧』など

図書館・サイバーライブラリ

参考図書コーナーへ

学会誌

例）『私法』

判例集
判例雑誌

＞「法律」＞

判例解説

キーワードを入力し、検索結果（右側）から法令を選択
終了する時は
「ログアウト」

判例評釈
判例
コンメンタール

法令

②法令を選択

→１階新聞コーナー

当月分

→１階カウンター

過去2年分

→２階カウンター

→２階雑誌コーナー、雑誌館

＜白書＞
『電子政府の統計窓口e-Gov』

『日経テレコン』*
『ヨミダス歴史館』*
『聞蔵Ⅱ』*

過去の裁判における裁判例（裁判所が法律的判断をする際に参考とする）

『LEX/DBインターネット』*
『最高裁判所判例集（民事・刑事）』

『裁判例情報』（裁判所）

→２階雑誌コーナー、雑誌館

『公的判例集データベース』*

『判例時報[判時]』『判例タイムズ[判タ]』
→２階雑誌コーナー、サイバー、雑誌館

『○○法判例百選』（別冊ジュリスト）

『法律文献総合 INDEX』（TKC）*

『○○年度重要判例解説』（ジュリスト臨時増刊）

『D1-Law.com』*

→２階雑誌コーナー、サイバー、雑誌館

『CiNii Articles』
『NDL-OPAC（雑誌記事索引）』

大学紀要、学会誌
『基本法コンメンタール』（別冊法学セミナー）
→２階雑誌コーナー、サイバー、雑誌館
法律と命令（条例や規則などを含めることもある）

官報

『官報』（新聞）

法令全書

『法令全書』（月刊）

→雑誌館

『六法全書』（年刊）

→２階参考図書コーナー

六法

『CiNii Articles』『J-STAGE』

各地方自治体のホームページ

最新版

縮刷版

判例

→雑誌館

判例DB

図書館ホームページ＞

①キーワードを入力

例）『甲南法学』

新聞

」で法令を探す

現行法令（現在有効な法令）を検索し、法令の内容や関連条文などを確認することができます。

検索画面

→２階雑誌コーナー、サイバー、雑誌館

原紙

現行法検索

『D1-Law』‐「現行法規 現行法検索」

アクセス

『NDL-OPAC（雑誌記事索引）』

『法学教室[法教]』『法学セミナー [法セ]』
大学紀要

＜雑誌記事・論文＞
『法律時報』『法学紀要データベース』*

『ジュリスト[ジュリ]』『法律時報[法時]』

雑誌（論文）

『法律文献総合 INDEX』（TKC）*
『CiNii Books』

法律用語辞典

→２階カウンター（２年分）

『インターネット版「官報」』

『判例六法』
『ポケット六法』『デイリー六法』

改正状況がわかる

『Super 法令Web』*
改正履歴も検索可

Q. ９月４日の判決後、民法の「法定相続分」についての条文が改正されたか、確認したい。
⇒『D1-Law』‐「現行法規 現行法検索」で確認。⇒平成25年12月11日に改正。
⇒平成25年12月11日の『官報』（号外第269号）で改正を確認。

法令集
法令DB

『現行法規総覧』

『D1-Law.com』*
→２階雑誌コーナー

『現行日本法規』

『法令データ提供システム』（総務省）
施行済みの法令のみが検索対象

『日本法令索引』（国立国会図書館）
現行法令、廃止法令、制定法令、法律案、

『官報』、『法令全書』とは

法令が制定・改正されると、
『官報』で公布・公告されます。
『官
報』
： 法令の原典で、最も早く条文を知ることができる資料
『法令全書』
：『官報』に載った法令を種類ごとにまとめて編集した刊行物（月刊）
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条約承認案件を検索できる

―国が発行する法令資料―

国会議事録
[

『国会会議録検索システム』（国立国会図書館）

]内は文献略語（『法律時報』８７巻１号「文献略語表」より）

32

