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１．判例の探し方のポイント 
 

裁判所は法的判断（判決・決定など）をする際に、過去の裁判例を参考にしますが、この後の裁判の参考となる

過去の裁判例を「判例」と呼びます。 

判例を掲載している情報源は、裁判所が編集している公式の「判例集」や「裁判例集」（発行主体は裁判所とは限

らない）、民間の出版社が編集・発行している「判例雑誌」、「裁判所の Web サイト」や、有料の「判例データベー

ス」があります。 

なお、各レベルの裁判所の裁判記録（既済事件）の中から、判例として情報源に収録（判例出版物の世界では、

「登載」ということが多い）される事例は、全体から見ればほんの一部にすぎないこと、判決日から判例が収録

されるまでタイムラグがあることに注意する必要があります。 

 

判例は研究論文や教科書などの文献にも多く引用されていますが、判例の引用には略語表記など独自のルー

ルがあるため、それを理解し、読み取ることが重要です。 

 

例） ① ②     ③        ④                 ⑤ 

最（三小）判 昭 62･3･3 昭 59 年（あ）第 1090 号  刑集 41 巻 2 号 15 頁 

    

①裁判所名 ②裁判の種類（この例では 最高裁第三小法廷における判決） ③裁判年月日 

④事件番号 （あ）は刑事上告事件を表す符号  ⑤出典（刑集は『最高裁判所刑事判例集』の略語） 

 
【参照・引用】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 年 p.146-159. 

 

２．判例を探す 
 

■特定の判例を探す 

教科書や論文に引用・参照されていた特定の判例を探す場合は、通常略語で記されている判例集名(例：民集)

か雑誌タイトル（例：判タ）から正式なタイトルがわかれば、目的の判例集か雑誌の掲載号を探し、判例の本文を

読むことができます。略語は日本評論社の Web サイト（https://www.nippyo.co.jp/blogjihou/bunry

aku/）から調べることができます。 

また、後述の判例データベースを利用すると、引用・参照されていた判例の裁判年月日や裁判所名などからも

検索して、目的の判例本文に辿り着くことができます。 

 

■特定の事項（テーマ）に関する判例を探す 

判例データベースや裁判所 Web サイトでは、キーワードで関連した判例を検索できます。その際、裁判年月日

の範囲や裁判所などの条件で絞り込むなどの便利な機能が利用できます。また、ある法律の条文に関連した判

例という探し方もできます。 

 

（１）データベース・インターネットで探す 
＜判例データベースの特徴＞ 

・裁判所、裁判の種類、裁判年月日などの検索項目が充実していて、キーワードで全文検索も可能。各検索項目 

の組み合わせ検索や、収録資料の横断検索もできます。 
・参照条文や、審級（１審・控訴審・上告審）、引用判例あるいは被引用判例などへのリンクがあり、それらの関連

周辺情報にもアクセスできます。 

・当該判例の評釈資料情報が得られます。評釈全文にリンクされているデータベースもあります。 

 

判例の探し方 １３ 
事典の妖精 

じてん爺 

クイックガイド 

https://www.nippyo.co.jp/blogjihou/bunryaku/
https://www.nippyo.co.jp/blogjihou/bunryaku/
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▶D1-Law.com（法規・判例） （第一法規） 

大学図書館 Web サイト＞データベース一覧＞法令・判例・政治情報を探す（学内) 

公式判例集（最高裁・高裁）の創刊号（1947 年）以降に掲載された全判例、分野別判例集や民間の出版社による

判例雑誌掲載の判例もカバーしており、参照法令の条文や解説全文にもリンクされている。 

 

▶LEX/DB インターネット （TKC） 
大学図書館 Web サイト＞データベース一覧＞法令・判例・政治情報を探す（学内/学外アクセス/リモート PC） 

明治 8 年の大審院判例から今日までの判例を網羅している。「判例総合検索」以外に、「労働判例検索」、「行

政判例検索」などの機能もある。公的刊行物はテキストのほか PDF 形式で収録されており、検索結果からリ

ンクしたさまざまな関連・周辺情報を得ることができる。 

 

＜D1-Law.com＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜LEX/DB インターネット＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定の裁判を探す場合は、その情報を入力・検索。

どんな判例があるかを探す場合は、フリーキーワ

ードに入力・検索。 

https://library.kwansei.ac.jp/tool/information/web_database/uweb_database_index.cgi
https://library.kwansei.ac.jp/tool/information/web_database/uweb_database_index.cgi
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▶裁判所の Web サイト （最高裁判所） 

https://www.courts.go.jp/ 

裁判所名、事件番号、裁判年月日、全文からのキーワード等で検索し、判決文を読むことができる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）紙媒体で探す 

①裁判所の公式判例集 

最高裁判所判例委員会が重要な判例として厳選したものを掲載した「公式判例集」には、民事事件と刑事事

件の２種類が刊行されています。 

※下級裁判所の判例集は現在発行されておらず、後述の分野別判例集に一部収録されている程度です。 

タイトル 略語 発行 所蔵 

『最高裁判所民事判例集』 民集 
最高裁判所判例調査会 

最新号は上ケ原 1F 雑誌（6） 

法学部資料室に 1 巻から所蔵 ※欠号あり 
『最高裁判所刑事判例集』 刑集 

毎月１回刊行。表紙は「最高裁判所判例集」だが、本文は民事と刑事の二部に分かれている（大学図書館では製本 

時に民事と刑事に分冊して保存）。 

『高等裁判所民事判例集』 高民 
最高裁判所判例調査会 

上ケ原ＢM 雑誌 

法学部資料室に 1 巻から所蔵 
『高等裁判所刑事判例集』 高刑 

全国各地の高等裁判所の民事・行政事件、刑事事件の中から、各高裁の判例委員会が選択した裁判（判決・決

定）を掲載。掲載項目は「最高裁判所判例集」とほぼ同じだが、第１審の判決、控訴理由や控訴趣意が省略さ

れることがある。2002 年で廃刊し、現在は裁判所の Web サイト→「裁判例情報」→「高等裁判所判例集」で

検索可能。 

①「裁判例情報」をクリック。 

②範囲を決めずに「総合検索」を行うか、 

各タブを開く。 

「最高裁判所判例集」 

「高等裁判所判例集」 

「下級裁判所裁判例速報」 

「行政事件裁判例集」 

「労働事件裁判例集」 

「知的財産裁判例集」 

 

「最高裁判所判例集」「知的財産裁判例」 

については、最近の判例の一覧も見る 

ことができる。 

高等裁判所判例集は

ここから 

最高裁判所判例集は

ここから 

https://www.courts.go.jp/
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search3
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②分野別判例集 

分野別の判例集だけに掲載される判例もあります。 

『行政事件裁判例集』 行集 
最高裁判所事務総局 

行政局編 

法学部資料室に 1 巻から最終号まで所蔵 

※欠号あり 

各地の高裁、地裁から送付される行政事件（農地、選挙、工業所有権、地方自治、公務員、その他の一般行政関係）

の裁判（判決・決定）の中から、最高裁判所事務総局行政局が重要なものを選択して掲載。1998 年で廃刊。裁判

所の Web サイト→「裁判例情報」→「行政事件裁判例集」から、またはデータベースなどからも検索可能。 

『訟務月報』 訟月 法務省訟務局 法学部資料室に 1 巻から所蔵 ※欠号あり 

民事・行政・租税事件についての判例を裁判年月日順に掲載。法務省の「訟務重要判例集データベース」(https:/

/www.shoumudatabase.moj.go.jp/） でも検索・閲覧可能 （2023 年 2 月現在の掲載巻号：36 巻 1 号

～68 巻 9 号）。 

『知的財産権関係民事・ 

行政裁判例集』 

知的

裁集 
法曹会 所蔵なし 

第 30 巻(平成 10 年の裁判例の版)で刊行中止。裁判所の Web サイト→「裁判例情報」→「知的財産裁判例集」か

らも検索可能。 

 

 

③民間出版社が発行する判例雑誌 

民間出版社の判例雑誌には、主文や理由以外に、判示事項・判決要旨のほか判例の概要・解説・コメントが掲 

載されています。また、公式判例集と比べて、判例が収録されるまでの日数が短いという速報性が特徴です。 

 

＜全分野・全審級を対象とした雑誌＞ 

 

『家庭裁判月報』 家月 
最高裁判所事務総局家

庭局 

法学部資料室に 6 巻から最終号まで所蔵 

※欠号あり 

家事関係・少年関係に関する裁判（審判）のほか、評釈（論説・研究）省令・通達等を掲載。巻末に「家庭裁判月報索 

引」として、1 年間に記載された記事を分類。2014 年で廃刊。 

『労働関係民事裁判例集』 労民 法曹界 
法学部資料室に 1 巻から最終号まで所蔵 

※欠号あり 

最高裁（5 巻以降省略）、高裁、地裁、簡易裁判所から送付された労働関係の民事・行政事件の重要裁判例（判決・

決定）を項目別に掲載。1 年ごとの索引集あり。要旨および判例批評の掲載雑誌を付記。 

1997 年で廃刊。裁判所の Web サイト→「裁判例情報」→「労働事件裁判例集」から、またはデータベースなどか

らも検索可能。 

『判例時報』 判時 判例時報社 
最新号は上ケ原 1Ｆ雑誌（６）、三田 3Ｆ雑誌 

法学部資料室に 1 巻から所蔵 ※欠号あり 

月 3 回刊で、判例の紹介や解説と、論文や記事を掲載。また、下記の刊行もある。 

① 『判例評論』が月１回の付録として綴じ込み収録されている（巻号表示が異なる）。 

② 毎年 8 月 21 日号に上半期（1-6 月）の『判例時報 総索引』が添付。 

③ 毎年 3 月 1 日号に 1 年分の『判例時報 別冊付録総索引』が刊行。 

④ 約 100 号毎に臨時増刊号『判例時報総索引』が刊行。 

『判例タイムズ』 判タ 判例タイムズ社 
最新号は上ケ原 1Ｆ雑誌（６） 

法学部資料室に 1 巻から所蔵 ※欠号あり 

月刊。毎号「判例紹介」として 20 件前後の判例を、特報、最高裁判例、行政裁判例、労働裁判例、民事・商事裁判

例、刑事裁判例、判例速報にわけて掲載。参照条文や解説がついている。毎年 9 月 25 日に別冊『〇年度主要民

事判例解説』が刊行され、前年度に公表された主要な判例を掲載している。 

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search5
https://www.shoumudatabase.moj.go.jp/
https://www.shoumudatabase.moj.go.jp/
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search7
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search6
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＜分野別雑誌＞ 

※他にも、『労働経済判例速報』、『労働判例』などの判例雑誌が法学部資料室にあります。 

 

④旧憲法時代（現行裁判所法施行以前）の判例集資料 
旧憲法時代は、現在の最高裁判所を大審院と呼び、1946 年ぐらいまでの判例が厳選されて次の判例集等

に掲載されています。 

 

３．判例評釈・判例解説の探し方 
 

判例評釈や判例解説は、判例について研究者や実務家が解説したり、論評を加えたりするもので、判例の概略を

つかんだり、どこに争点があるのかを理解する上で参考になります。有名な判例には複数の研究者や実務家が評

釈を執筆することも多く、教科書や論文に引用・参照されています。 

また、判例データベースには、判例の主文等だけでなく、判例評釈・判例解説の書誌情報（著者、論題、掲載された

刊行物タイトル、号、掲載年月、ページ等）も収録されていることがあります。 

 

【１】特定の判例評釈・判例解説を探す場合 
その判例評釈・判例解説の掲載雑誌や号などの書誌事項がわかっているので、掲載された情報源を探します。 

 

（１）データベースで探す 
冊子体の雑誌に掲載された判例解説の特集などをデジタル化したデータベースが利用できます。創刊号から収

録されているものが多いですが、最新号は収録されていないなど、タイムラグがあるので注意が必要です。 

 

▶法律時報 （日本評論社） 

大学図書館 Web サイト＞データベース一覧＞法令・判例・政治情報を探す（学内/学外アクセス/リモート PC） 

  『法律時報』の創刊号から最新号の１か月前までの号の本文等を収録 

 

▶判例回顧と展望 （日本評論社） 
大学図書館 Web サイト＞データベース一覧＞法令・判例・政治情報を探す（学内/学外アクセス/リモート PC） 

  『法律時報』の特集「判例回顧と展望」に掲載された論文等を収録 

 

▶新・判例解説 Watch （TKC） 

大学図書館 Web サイト＞データベース一覧＞法令・判例・政治情報を探す（学内/学外アクセス/リモート PC） 

『法学セミナー』増刊の「新・判例解説 Watch」掲載の論文等を収録 

 

▶判例地方自治 （ぎょうせい） 

大学図書館 Web サイト＞データベース一覧＞法令・判例・政治情報を探す（学内/学外アクセス/リモート PC） 

『判例地方自治』掲載の記事・論文を最新号の３か月前まで収録 

『金融・商事判例』 金判 経済法令研究会 
最新号は上ケ原１Ｆ雑誌（５） 

法学部資料室に 1 巻から所蔵 ※欠号あり 

月 2 回刊。金融取引、経営・企業に関連する判例を掲載。 

『大審院民事判例集』 (大)民集 法曹界 
上ケ原ＢＭ雑誌 

『大審院刑事判例集』 (大)刑集 法曹界 

『法律新聞』復刻版   不二出版 上ケ原ＢＭ雑誌 

大審院の重要な判決全文を収録。大審院判例集では掲載されなかった判例、下級裁判所の判決も収録。 

『政裁判所判決録』復刻版 行録 文生書院 
法学部資料室に全 87 冊＋総目録 3 冊を所蔵 

350：1166：＊    ＊は巻号 

行政裁判所設置から廃止までの全判決を裁判年月日順に収録。 

https://library.kwansei.ac.jp/tool/information/web_database/uweb_database_index.cgi
https://library.kwansei.ac.jp/tool/information/web_database/uweb_database_index.cgi
https://library.kwansei.ac.jp/tool/information/web_database/uweb_database_index.cgi
https://library.kwansei.ac.jp/tool/information/web_database/uweb_database_index.cgi
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（２）紙媒体で探す 

『最高裁判所判例解説  

刑事編』 
判解刑 

法曹会 

上ケ原 2F 図書、上ケ原 BM 図書  

343：353：＊    ＊は年度 

『最高裁判所判例解説  

民事編』 
判解民 

上ケ原 2F 図書、上ケ原 BM 図書  

344：272：＊    ＊は年度 

『法曹時報』に毎月掲載されている「最高裁判所判例解説」を１年分まとめたもの。この解説は事件の調査を担当し

た最高裁判所調査官が執筆しており、重要性は高い。 

『ジュリスト』 ｼﾞｭﾘ 有斐閣 
最新号は上ケ原 1Ｆ雑誌（６）、三田 3F 雑誌 

法学部資料室に 1 巻から所蔵  ※欠号あり 

判例評釈は、民間の出版社の法律関係の雑誌や、大学紀要、学会誌に掲載されることが多く、上記のような法学の

総合雑誌が代表的なものである。 

毎号に「最高裁 時の判例」や「判例研究」などを掲載。  

毎年 4 月初旬に「○○年度 重要判例解説」が臨時増刊として刊行。  

『別冊ジュリスト』「判例百選」

シリーズ 
百選 有斐閣 

最新号は上ケ原 1Ｆ雑誌（６）、三田 3F 雑誌 

法学部資料室に 1 巻から所蔵  ※欠号あり 

法分野ごとに編集された重要判例の個別研究が掲載。参考文献の記載も充実。OPAC では個別の「○○判例百

選」のタイトルでは検索できないので注意。 

有斐閣の「判例百選・ジュリスト増刊ほか」のページ（http://www.yuhikaku.co.jp/hyakusen）から個別のタ

イトル・号数を調べることが可能。 

[OPAC での調べ方] 

① 有斐閣 Web サイトでタイトル・号数を調べる。 

② OPAC で『別冊ジュリスト』を検索し、探している号の配架場所を調べる。 

『法学教室』 法教 有斐閣 

最新号は上ケ原１Ｆ雑誌（6）、三田３Ｆ雑誌 

法学部資料室は 122 巻から所蔵  ※欠号あり 

※継続前誌『月刊 法学教室』 は上ケ原Ｂ１雑誌 

月刊。「判例クローズアップ」などに、研究者による解説が掲載。別冊付録「判例セレクト」には民法・刑法・憲法につ

いての判例の動きを掲載（2016 年 426 号まで）。「判例セレクト」は『法学教室』本誌と合わせて製本して所蔵 

（OPAC で『法学教室』を検索し、探している号の配架場所を調べる）。 

『法律時報』 法時 日本評論社 
最新号は上ケ原１Ｆ雑誌（６）、三田３Ｆ雑誌 

法学部資料室に 1 巻から所蔵  ※欠号あり 

月刊。毎号 2～3 項目の法分野別「判例研究」が掲載。巻末には文献月報/判例評釈の一覧あり。 

別冊として年 2 回『私法判例リマークス』が刊行。『法律時報』とは別に、『法律時報. 別冊, 私法判例リマークス』と

して配架（OPAC 検索可）。 

『法学セミナー』 法セミ 日本評論社 
最新号は上ケ原１Ｆ雑誌（６） 

法学部資料室に 1 巻から所蔵  ※欠号あり 

「最新判例演習室」では、判例の事実の概要・争点・裁判所の判断・解説を掲載。 

増刊で年２回『速報判例解説』が刊行。『法学セミナー』とは別に、『法学セミナー増刊. 速報判例解説』として配架

（OPAC 検索可）。 

 

  

http://www.yuhikaku.co.jp/hyakusen
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【２】テーマや法律の条文に関連した判例の解説を広く探す場合 
データベースを使ってキーワード検索することで、複数の判例評釈や論文を探すことができます。 

データベースには、法文献情報専用のものと、さまざまな学術分野をカバーした一般的なものと２種類ありま 

す。 

 

<法情報専門のデータベース> 

▶D1-Law.com （法規・判例） （第一法規） 

大学図書館 Web サイト＞データベース一覧＞法令・判例・政治情報を探す（学内） 

D1-Law.com のシステムが提供しているデータベースで、ある法律の条文に関する判例情報とその関連文 

献（図書・論文）の書誌情報が検索可能。 

 

▶法律文献総合 INDEX （TKC） 

大学図書館 Web サイト＞データベース一覧＞法令・判例・政治情報を探す（学内/学外アクセス/リモート PC） 

法学関係の雑誌、単行本などに収録された論文や判例評釈が検索可能。 

 

▶法学紀要データベース （TKC） 

大学図書館 Web サイト＞データベース一覧＞法令・判例・政治情報を探す（学内/学外アクセス/リモート PC） 

本学法学部の紀要『法と政治』をはじめ、全国の大学の法学部や法科研究科などが発行した紀要に掲載され

た論文が検索可能。フルテキストが入手できるものもある。 

 
＜一般的な雑誌論文のデータベース＞ 

▶CiNii Research  

大学図書館 Web サイト＞データベース一覧＞雑誌記事・論文を探す（学内/学外アクセス/リモート PC） 

日本の学術論文などを検索できる。一部、本文リンクから論文全文が閲覧可。 

 

▶雑誌記事索引（国立国会図書館オンライン） 

https://ndlonline.ndl.go.jp/ 

国立国会図書館が収集・整理した国内刊行和文雑誌に掲載された論文を検索できる。 

 

 

 

 

 

４．法情報についてのガイドブック  
 

・ロー・ライブラリアン研究会編 『法情報の調べ方入門』 第 2 版 日本図書館協会, 2022 

【上ケ原 3F 図書、聖和 1F 図書、三田 4F 図書 025.5:271(3)】 

・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. 

【上ケ原 2F 図書、聖和３F 図書、三田４Ｆ図書 340.7:129:2016】 

・田高寛貴他著 『リーガル・リサーチ&リポート = Legal research & report』 第 2 版 有斐閣, 2019. 

【上ケ原 2F 図書 340.7:241(2)、電子ブックあり】 

・弥永真生著 『法律学習マニュアル』 第 4 版 有斐閣, 2016 

【上ケ原 2F 図書、三田４Ｆ図書 340.7:123:2016、電子ブックあり】 

・中野次雄編 『判例とその読み方』 3 訂版 有斐閣, 2009 

【上ケ原 2F 図書、聖和３F 図書、三田４Ｆ図書 340:622(3)】 

・池田真朗編著 『判例学習の A to Z』 有斐閣, 2010             【上ケ原 2F 図書 340:955】 

・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 

【上ケ原 2F 図書、三田４Ｆ図書 340.7:196、電子ブックあり】 
 

 

学術雑誌・専門雑誌に掲載された論文・記事の探し方については、「クイックガイド 2 雑誌論文

の探し方」をご参照ください。 

ここで紹介した資料は、一例にすぎません。 

なお、法学部資料室所蔵資料は、OPAC（蔵書検索）で探すことができないものもあります。 
詳しくは図書館レファレンスカウンターまたは法学部資料室へお尋ねください。 

関西学院大学図書館 2023.4.1 

https://library.kwansei.ac.jp/tool/information/web_database/uweb_database_index.cgi
https://library.kwansei.ac.jp/tool/information/web_database/uweb_database_index.cgi
https://library.kwansei.ac.jp/tool/information/web_database/uweb_database_index.cgi
https://cir.nii.ac.jp/articles
https://library.kwansei.ac.jp/tool/information/web_database/uweb_database_index.cgi
https://ndlonline.ndl.go.jp/
https://ndlonline.ndl.go.jp/
https://library.kwansei.ac.jp/pdf_data/guide_manual/zasshi.pdf
https://library.kwansei.ac.jp/pdf_data/guide_manual/zasshi.pdf

