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判例・法令の探し方に関する図書 判例集・判例評釈書誌の略称 

法廷名の略称 

こちらの資料は修道大学図書館 HP＞資料の探し方＞パスファインダーから閲覧・印刷できます。 

広島修道大学図書館 作成日 2012.04.01 改訂日 2018.07.26 

 

 

 

法律学の学習を進める上で、判例・法令の学習は必須です。判例・法令を探すには、図書、雑誌、データベース、WEBサ
イトなどを利用します。各々の特性を知り、判例・法令の検索に活用してください。 

 

 

判例・法令や、法律情報の探し方が書かれています。   

＜図書館で所蔵している図書（一例）＞ 

 

 

 

《 判例に関する雑誌・専門書 》 

●裁判例を調べる 

最高裁判所判例集……………… 2階判例集 Z320/SAI-001 

家庭の法と裁判…2階新着雑誌・2階電動書架 Z320/KAT-002 

●判例をいち早く調べる 

 判例時報…………2階新着雑誌・2階電動書架 Z320/HAN-002 

 判例タイムズ……2階新着雑誌・2階電動書架 Z320/HAN-006 

●判例評釈を調べる 

 判例評論…………2階新着雑誌・2階電動書架 Z320/HAN-001 

  （「判例時報」の毎月 1日号に別冊として綴じ込まれている） 

 別冊ジュリスト…2階新着雑誌・2階電動書架 Z320/JUR-002 

 

《 法令に関する雑誌・専門書 》 

●現行法令を調べる 

 六法全書/有斐閣…………………2階参考図書 320.91/R 69 

 （Ⅰ公法･刑事法･条約  Ⅱ民事法･社会法・産業法） 

●制定時の法令を調べる 

 官報………………1階雑誌書庫  

法令全書…………2階新着雑誌・1階雑誌書庫 Z320/HOR-006 

 

 

 

 

雑誌の略称とその正式名称の一部を紹介します。 

▼法律文献等の出典の表示方法[2014年版]より2018.06.20確認 

 略称 正式名称 

か 家月 家庭裁判月報 

き 
金判 金融・商事判例 

金法 金融法務事情 

け 

刑法 刑法雑誌 

刑集 
大審院刑事判例集 

最高裁判所刑事判例集 

こ 公取 公正取引 

さ 

裁時 裁判所時報 

裁判集民 最高裁判所裁判集民事 

裁判集刑 最高裁判所裁判集刑事 

し 
訟月 訟務月報 

商事 旬刊商事法務 

じ 
自正 自由と正義 

ジュリ ジュリスト 

ぜ 税弘 税務弘報 

そ 曹時 法曹時報 

と 時法 時の法令 

は 

判時 判例時報 

判評 判例評論 

判タ 判例タイムズ 

判自 判例地方自治 

ひ ひろば 法律のひろば 

ほ 

法教 法学教室 

法時 法律時報 

法セ 法学セミナー 

み 

民商 民商法雑誌 

民集 
大審院民事判例集 

最高裁判所民事判例集 

り リマークス 私法判例リマークス 

ろ 労判 労働判例 

 

判例が引用される時には、法廷名が略称で表記されること

があります。 

略称 正式名称 

大審 大審院 

最大 最高裁判所大法廷 

最 1小 最高裁判所第一小法廷 

東京高 東京高等裁判所 

大阪地 大阪地方裁判所 

福岡家吉井支 福岡家庭裁判所吉井支部 

資料情報 請求記号 配架場所 

いしかわまりこ他著 『リーガル・リ

サーチ』 第 5版 日本評論社 2016  

320.7/ 

I 76 

3階一般 

図書 

西野喜一著 『法律文献学入門 : 法

令・判例・文献の調べ方』 成文堂 

2002 

320.7/ 

N 85 

3階一般 

図書 

小林成光他著 『やさしい法律情報の

調べ方・引用の仕方』 文眞堂 2010 

320.7/ 

Y 61 

3階一般 

図書 

法律図書館連絡会ビデオ制作委員会

企画・著作・監修 『わかりやすい法

情報の調べ方』 商事法務 2007 

320.7/ 

H 89 

2階視聴覚

コーナー 

判例・法令の探し方 

判例・法令に関する雑誌や専門書 
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判例・法令が見つからない場合 

判例・法令データベース/検索サイト 

 

判例や法令が論文引用される時には略称で表記されます。 

 

《 判例の引用例 》 
 
略称名：最 2 小判昭 58. 7. 8 刑集 37. 6. 609 

①          ② 

(著名事件名：永山事件最高裁判決／連続射殺事件) 

①：最高裁判所第二小法廷で、昭和 58年 7月 8日に 

言い渡された判決。 

②：最高裁判所刑事判例集の 37巻 6号 609頁に掲載。 

 

《 法令の引用例 》 

 

略称名：独禁法/独占禁止法 

正式な法令名：私的独占の禁止及び公正取引の確保に 

関する法律 (制定：昭和 22年 4月 14日法律第 54号) 

 

 

 

判例や法令を探す時には、データベースなどの検索サイト

を利用すると便利です。 

以下は図書館 HP<データベース検索>→判例/法令を探すから 

アクセスできます。 

■D1-Law.com 学内専用 VPN  

▼  同時アクセス数：20    

第一法規が提供する法情報総合データベースです。 

下記のデータベースで構成されています。 

現行法規（履歴検索）、判例体系、法律判例文献情報 

■LEX/DBインターネット 

（TKC法律情報データベース）学内専用 

▼  同時アクセス数：10 

明治 8年の大審院判例から今日までに公表された判例を収録 

したフルテキスト型（判例全文情報）データベースです。 

行政機関等(審決・裁決)なども検索できます。 

■Super法令 Web 学内専用 

法務省責任編集による法令集『現行日本法規』に基づく法令 

データベースです。 

■Lexis Advance 

▼ アクセスするためには ID/パスワードが必要です。 

2階レファレンスカウンターでお申し込みください。 

世界各国の法律（米国判例、米国憲法、米国ローレビュー・ 

ジャーナルの全文記事、米国以外の法律情報など）、その他 

ニュース、新聞・雑誌記事、企業情報、産業動向など様々な 

最新情報が入手できます。 

■法令データ提供システム 

総務省が運営する総合的な行政ポータルサイトです。現在施行

されている法令及び当該法令に係る未施行法令の内容を提供

しています。また、新規施行法令、未施行法令、廃止法令等に

ついても、別途一覧で掲載しています。 

■裁判例情報 

 裁判所全体に関わる情報を掲載しています。最高裁判所だけで

なく、各地の裁判所のウェブサイトへの入り口となっています。 

 

 

次の判例・法令を例にとって 2種類の調べ方を紹介します。 

①-1情報が分かっている場合[判例編] 

《 判例 》 

事 件 名：損害賠償請求事件 

著名事件名：夫婦別姓訴訟大法廷判決   

事 件 番 号：平成 26年（オ）1023号 

裁 判 所 名：最高裁判所大法廷 

裁判年月日：平成 27年 12月 16日 

判例掲載資料：最高裁判所民事判例集 69巻 8号 2586頁 
 
「事件番号」「裁判所名」「裁判年月日」などの情報を 

入力すると、絞り込みしやすくなります。 

複数の項目を組み合わせて検索するとスムーズです。 

 

①-2情報が分かっている場合[法令編] 

《 法令 》 

法 令 名：著作権法  

公 布：昭和 45年 5月 6日 

「法令名」などから絞り込みができます。また、改正沿

革や施行沿革のほか、関連情報を調べることもできます。 

 

②-1 調べたいテーマに沿って調べる場合[判例編] 

  例：「夫婦別姓」に関する最高裁の判例を調べる 

「夫婦別姓」「夫婦別氏制」などをキーワード検索 

 →時期、裁判所の種別、裁判の重要度等で絞り込む 

②-2 調べたいテーマに沿って調べる場合[法令編] 

 例：図書館でコピーをする際の著作権について調べる 

「図書館資料」「著作権法」などをキーワード検索 

→著作権法第 31条（図書館等における複製等） 

 

 

最新の判例や法令は、雑誌やデータベースに掲載されるま

でに時間がかかります。探している判例・法令が見つから

ない場合には、図書館 2階レファレンスカウンターにご相

談ください。 

判例・法令の略称 

データベースで判例・法令を探す 


