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（分野別ビジネス支援資料 Ｖ-1）

社会生活でもビジネスでも法令情報は極めて重要です。札幌市中央図書館の資料を使って、法令・
判例を効率よく探す方法をご紹介します。
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1-1 法律・判例情報の調べ方や用語辞典
書誌情報
『法律を読む技術・学ぶ技術』
吉田 利宏／著，ダイヤモンド社，2016

場所・分類
1 階図書室
321/ヨ

内容紹介
法律を読み解くコツを簡単に、丁寧に解説。基本
ルールと基礎知識を、練習問題を使いながら理解
を深めることができます。

『リーガル･リサーチ 第 5 版』
いしかわ まりこ／著，日本評論社，2016

1 階図書室
320.7/イ

法令・判例をはじめ、法学分野の資料（図書・雑
誌・論文など）を探す方法を初心者にもわかりや
すく、体系的にまとめた一冊。最新のインターネ
ット情報も豊富。

『基礎からわかる法令用語』
長野 秀幸／著，学陽書房，2015
『判例を学ぶ

判例学習入門』

井口 茂／著，法学書院，2010
『図解による法律用語辞典』
自由国民社，2013

1 階図書室
320.7/ナ
１階図書室
320.9/イ
2 階図書室
R320.3/ズ

法令によく出てくるけれど混乱しやすい・間違え
やすい用語 約 60 語の正しい意味を説明。
判例の読み方・学び方を学ぶ一冊。判例を理解す
る上でのポイントが多く紹介されています。
法律用語を図解化して、わかりやすく解説。法律
分野ごとにまとめられているので入門書として
も役立つ辞典です。

1-2 法令や判例を調べる
書誌情報
『六法全書』
有斐閣，2016（年刊）
『有斐閣判例六法』
有斐閣，2016（年刊）
『官報』

場所・分類

内容紹介

２階図書室

重要度の高い主要な法令を選定して収録。略称、

Ｒ320.9/ロ

通称から引くことができる索引があります。

２階図書室

重要判例を主要法令の条文とともに簡潔に収録。

Ｒ320.9/ユ

裁判年月日、事件名の索引があります。

２階カウンター

政府が発行する「国の機関紙」です。憲法・法律・

（行政機関の休日を除き、毎日刊行）

条約などは官報に掲載されたことをもって公布
となります。最新の法令を探すには官報が最適。

1-3 自治体条例・規則，会議録を調べる
書誌情報

場所・分類

内容紹介
*

『札幌市例規集』

２階郷土

以前は加除式書籍 でしたが冊子体で毎年刊行さ

札幌市／編，札幌市，2015（年刊）

KR318.5/サ

れるようになりました。1 巻～9 巻。

『札幌市議会会議録』

２階郷土

各年の定例会・臨時会ごとに刊行されます。

札幌市議会，2016（年 4～5 回刊）

雑誌コーナー

『官報』
号外・衆議院会議録/参議院会議録

２階カウンター

官報の号外という形で、衆参議院それぞれの会議
録が逐一、刊行されます。

＊加除式書籍とはルーズリーフ形式で、追加・変更箇所をページ単位で差し替えて最新の内容に変えていく資
料のことです。中央図書館では『現行法規総覧』
『基本行政通知処理基準』等を所蔵しております。

２

データベース

札幌市中央図書館では法情報を調べるために以下のデータベースをご用意しています。2 階相談カウンターで
申し込みをおこなってください。利用は無料です（印刷は有料）
。
① Ｄ１-Ｌｏｗ.ｃｏｍ
１）現行法規（現行法検索）
現行法令（未施行法令含む）を検索する機能。キーワード、法令名、公布・施行年月日、法令区分など、
様々なキーワードから法令条文を検索することができます。収録内容は、日本国憲法、条約、法律、政令、
勅令、府令・省令、規則の約１万５00 法令です。官報公布から最短１日でデータを更新。
２）現行法規（履歴検索）
改正前の条文と改正後の条文を比較することができます。度重なる改正がある法令を沿革から調べること
ができます。現在・過去・未来いずれの時点であっても、指定した時点で有効な条文を読むことが可能。
３）判例体系
加除式書籍で発行されている『判例体系』のインターネット版。約 23 万件の判例を収録。フリーワード、
事項、参照法条、裁判年月日、事件番号などで検索が可能です。本文を読むことができるほか、収録対象
誌（図書、雑誌・研究紀要等）の書誌情報や「判例タイムズ」（判例タイムズ社）の解説情報を見ること
もできます。
４）法律判例文献情報
幅広い収録対象誌（図書、雑誌・研究紀要等）から選んだ法関連文献と判例の書誌情報を収録。文献編 約
65 万件、判例編 約 4 万 8 千件を収録しています。

② 官報情報検索サービス
昭和 22 年 5 月 3 日 日本国憲法施行日以降～当日発行分までの官報が検索できます。（当日分は午前 8 時
30 分以降に公開）検索方法は日付による検索と、記事による検索が可能です。検索結果は掲載日・掲載種
別（本紙・号外・政府調達公告版）
・掲載号数が表示されます。

３

雑誌
以下の雑誌はすべて 2 階図書室 雑誌コーナーに最新号があります。1 年以上前のものは書庫で保管して
いますので、カウンターで申請をしてください（すべて貸出禁止資料）。
※欠号している場合がございますので、具体的な所蔵に関してはお問い合わせください。

雑誌名

出版社

所蔵情報

法令

『時の法令』 （改題前：『時の法令解説』）

朝陽社

1950 年 11 月 通巻 1 号～

法令

『ジュリスト』

有斐閣

1952 年 1 月 通巻 1 号～

法令

『法令解説資料総覧』

第一法規出版

1977 年 12 月 通巻 1 号～

法令

『法学セミナー』

日本評論社

1956 年 4 月 通巻 1 号～

法令

『法学セミナー／新基本法コンメンタール』 日本評論社

1970 年 2 月 通巻 1 号～

（改題前：『法学セミナー／基本法コンメンタール』）

法令

『法律時報』

日本評論社

法令

『法学教室』

有斐閣

1980 年 10 月 通巻 1 号～

判例

『判例時報』

判例時報社

1953 年 6 月 通巻 1 号～

判例

『判例タイムズ』

判例タイムズ社

1950 年 4 月 通巻 1 号～

判例

『別冊ジュリスト／判例百選』

有斐閣

1965 年 1 月 通巻 1 号～

（復刻版を含む）

1951 年 3 月 通巻 250 号～

４ インターネット
4-1 法令
①法令データ提供システム／総務省行政管理局

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

官報に基づいた、憲法・法律・政令・勅令・府令・省令・規則を検索することができます。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。
②日本法令索引／国立国会図書館

http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/index.jsp

法令索引（現行法令・廃止法令・制定法令）と法案索引（法律案・条約承認案件・会議録索引情報）から
なる検索システム。本文はありませんが、沿革や審議経過を調べることができます。
③インターネット版「官報」／国立印刷局

http://kanpou.npb.go.jp/index.html

直近３０日間分の官報情報（本紙、号外、政府調達等）がすべて無料で閲覧可能。
④日本法令外国語訳データベースシステム／法務省

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/

日本語法令と英語法令を同時に検索できるだけではなく、標準対訳辞書に含まれる用語の検索もできます。
翻訳の際に参考になります。
⑤電子政府の総合窓口 e-Gov／総務省行政管理局

http://www.e-gov.go.jp/link/ordinance.html

各省庁別の所管の法令・告示・通達等の情報がまとめられています。

4-2 判例
①裁判例情報

検索システム／最高裁判所

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1

裁判所の裁判例情報を検索するシステム（すべての判決等が掲載されているわけではありません）。最高裁
判所・高等裁判所・下級裁判所・行政事件裁判・労働事件裁判・知的財産裁判の６種の判例集に区分されて
います。
②消費者問題の判例集／国民生活センター

http://www.kokusen.go.jp/hanrei/index.html

判例集などに掲載された消費者判例のうち、注目され、かつ消費生活や消費者問題に関して参考になるもの
を、専門家による解説をつけて紹介しています。毎月更新して追加されていきます。
4-3 条約、国会会議録
①条約データ検索／外務省

http://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/

官報及び外務省が暦年発行している条例集を基に、現行の国会承認条約等を掲載。
②国会会議録検索システム／国立国会図書館

http://kokkai.ndl.go.jp/

昭和 22 年(1947 年)5 月開会の第 1 回国会以降、全ての本会議・委員会等の会議録を調べることが可能。
※国立国会図書館では帝国議会会議録検索システムも提供しています。
4-4 自治体条例・規則・会議録
①北海道例規類集／北海道

http://www5.e-reikinet.jp/cgi-bin/hokkaido/

②北海道議会会議録検索／北海道議会

http://www01.gikai.pref.hokkaido.jp/voices/

③札幌市例規集／札幌市

http://www.city.sapporo.jp/ncms/reiki/d1w_reiki/reiki.html

④札幌市議会会議録検索システム／札幌市議会

http://sapporo.gijiroku.com/voices/

4-5 その他
○国立国会図書館サーチ（NDL Search）

http://iss.ndl.go.jp

国立国会図書館をはじめ、全国の公共図書館、公文書館、美術館や学術研究機関等が提供する資料、
デジタルコンテンツを統合的に検索できる「『知』のアクセスポイント」です（ホームページより引用）
。
検索機能のひとつに雑誌記事検索があり、法令や判例が掲載された雑誌を探すことができます。

５

関連機関

○国立国会図書館

http://www.ndl.go.jp/

国立国会図書館は国内外の資料・情報を広く収集し、保存しています。東京本館、関西館、国際子ども図書館
の三つの施設があります。来館しなくてもインターネットを経由し、様々なサービスを受けることができます。
東京本館

所在地）東京都千代田区永田町１-１０-１ 電話）03-3581-2331

○最高裁判所図書館

http://www.courts.go.jp/saikosai/tosyokan/index.html

最高裁判所図書館は裁判所唯一の図書館として全国の裁判所に対し、裁判に必要な資料を提供するほか、図書
館奉仕を行う法律専門図書館です（ホームページより引用）
。一般利用者（学術研究を目的とする 18 歳以上の
方）の閲覧利用が可能（来館前に電話申込必須）
。
所在地）東京都千代田区隼町４-２

電話）03-3264-8537（受付カウンター）

この他、東京都内には法務図書館（ http://www.moj.go.jp/housei/tosho-tenji/kanbou_library_library01.html）

や矯正図書館（http://www.jca-library.jp/）といった専門図書館もあります。詳しい利用方法や収集資料に
ついては各図書館へお問い合わせ下さい。

※インターネットの情報はすべて 2016 年 11 月 15 日現在です。
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