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１．法令の探し方のポイント 
 

一般的に、憲法、条約、法律、政令・府省令・規則、告示、訓令、通知・通達、さらに地方自治体が定める条例などを

含めて、「法令」と呼ばれています。上記憲法から訓令（※一部）までは、『官報』に掲載されることによって交付さ

れます。実際に効力を持つのは「施行」されてからです。 

 

法令は公布順に法令番号（交付年+法形式+公布順の番号）が付けられます。同じ名

前の法律が複数ある場合は、この法令番号によって特定します。 

 

また、法令を探す際に重要なことは、「いつの時点の法令か」を特定することです。法

令は制定後に改正や廃止、失効することがあり、最新の六法であっても、それに掲載

されている法令や条文では不適当なことがあります。そのため、法令の制定・改正・

廃止などの履歴(法令沿革)を調べることができる「日本法令索引」などのデータベ

ースや『官報』を活用しましょう。 

 

 

２．現行の法令を探す 
 

現行(最新)の条文を調べるには、「日本法令索引」や大学が契約しているデータベース等で検索します。あるいは、

紙媒体で、『官報』や最新の『六法全書』、主題別六法、特定の分野の各種法令集を参照する方法があります。 

 

（１）データベース・インターネットで探す 

▶日本法令索引 （国立国会図書館）  

https://hourei.ndl.go.jp 

国立国会図書館が作成し、インターネットで利用できる法令索引のデータベース。原則として、明治 19 年 2

月公文式施行以降の省令以上の法令について、制定、改正や廃止、失効などの法令沿革、施行年月日や法令

番号が検索可能。また、帝国議会及び国会に提出された法律案や国会に提出された条約承認案件等の審議

経過等も検索できる。 

[トップ＞「詳細検索」＞「法令検索」＞「種別」の「現行法令」にチェック＞法令名や法令番号で検索＞該当の法

令名をクリック＞「法令本文へのリンク」] 

 

▶e-Gov 法令検索 （総務省）  

https://elaws.e-gov.go.jp 
憲法・法律・政令・勅令・府令・省令・規則についての法令データを提供。未施行法令も掲載されている。法令

沿革の表示はあるが、一部改正法令は検索できない。 

[トップ＞法令名や法令番号で検索＞該当の法令名をクリック] 

 

▶Super 法令 Web （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） 

憲法・条約・法律・政令・太政官布告・太政官達・皇室令・勅令・閣令・府省令・告示・規則等について、約

17,000 件超の法令を収録。法令沿革や逐条改正履歴の表示あり。 

[トップ＞「法令/検索」＞「基本」のタブをクリック＞「詳細を指定して検索」＞「検索対象」の「現行」にチェック

＞法令名や略称で検索＞該当の法令名をクリック] 
  

法令の探し方 １４ 
事典の妖精 

じてん爺 

憲法

法律

政令

府省令・規則

告示

訓令・通知・通達

効
力
大 

『
官
報
』
に
掲
載 

クイックガイド 

https://hourei.ndl.go.jp/#/
https://hourei.ndl.go.jp/
https://elaws.e-gov.go.jp/
https://elaws.e-gov.go.jp/
https://library.kwansei.ac.jp/tool/information/web_database/uweb_database_index.cgi


2                                         
 

▶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) 

『現行法規総覧』の膨大な法令情報をもとに構築したデータベースに、多様な検索機能を付加。法令沿革の表

示あり。 

[トップ＞「現行法規 履歴検索」のタブをクリック＞法令名や法令番号で検索＞該当の法令名をクリック] 

 

▶インターネット版 官報 （国立印刷局）  

https://kanpou.npb.go.jp 

法令や改廃された法令の正式な公布は『官報』に掲載されることによってなされるため、最新の法令の本文 

が確認できる。 

直近 30 日分の『官報』(本紙、号外、政府調達等)の PDF が閲覧可能(検索機能はない)。また、2003（平成 

15）年 7 月 15 日以降の交付法律、条約、政令と府省令と、2016（平成 28）年 4 月 1 日以降の政府調達が 

閲覧可能。 

 

▶官報情報検索サービス （国立印刷局）  

 大学図書館レファレンスカウンターでの申込が必要。 

1947 (昭和 22)年 5 月 3 日の日本国憲法施行日以降～当日発行分(当日分は午前 8 時 30 分以降に公

開)を収録。1999(平成 11)年 3 月 31 日以前発行分は画像イメージで本文を閲覧できる。それ以降はテキ

スト表示と PDF 表示が選択できる。 

 

（２）紙媒体で探す 
▶『官報』 （国立印刷局） 
（上ケ原１F 雑誌(官報・会議録の棚) 過去 1 年分のみ） 

法令の公式典拠で、行政機関の休日を除いて、毎日発行している国の機関紙。新法令や改正された法令の本文が

確認できる。 

 

▶『六法全書』 我妻栄(他)編 有斐閣  

（最新版は上ケ原１Ｆ参考図書/三田 3F 参考図書 340：207：＊ （＊は巻号）） 

毎年、内容基準日を 1 月 1 日とし、3 月下旬に発行。 

 

▶『有斐閣判例六法』 星野英一(他)編 有斐閣  

（最新版は、上ケ原１Ｆ参考図書 340：700：＊ （＊は巻号）） 

判例を整理した形で引用している判例付の六法で、条文解釈をする際に判例を参照できる。判例には出典が

示され、とくに学習用判例教材の「判例百選」シリーズの番号を掲載。 

 

▶各種法令集 

  OPAC で法令名や分野等をキーワードにして検索。 

  収録されている法令が現行のものか、日本法令索引等で改正日を確認する必要がある。 

 

 

３．制定時の法令を探す 
 

「日本法令索引」で検索し、制定時条文へのリンクを辿ることで参照することができます。紙媒体で探す場合は、公

布日の『官報』や法令全書を見ると探すことができます。公布日が分からない場合は、「日本法令索引」で確認しま

しょう。 

 

（１）データベース・インターネットで探す 
▶日本法令索引 （国立国会図書館）  

https://hourei.ndl.go.jp 

[トップ＞「詳細検索」＞「法令検索」＞法令名や法令番号で検索＞該当の法令名をクリック＞「法令本文への

リンク」で衆議院制定法律へのリンク] 

※慶応 3(1867)年 10 月大政奉還から明治 19(1886)年 2 月公文式施行の制定法令については、 

▶日本法令索引 明治前期編 （国立国会図書館） https://dajokan.ndl.go.jp/ で探せる。 

https://library.kwansei.ac.jp/tool/information/web_database/uweb_database_index.cgi
https://kanpou.npb.go.jp/
https://kanpou.npb.go.jp/
https://opac.kwansei.ac.jp/iwjs0001opc/
https://hourei.ndl.go.jp/#/
https://hourei.ndl.go.jp/#/
https://hourei.ndl.go.jp/
https://dajokan.ndl.go.jp/
https://dajokan.ndl.go.jp/
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出典となる資料が国立国会図書館デジタルコレクション又は国立公文書館デジタルアーカイブに掲載さ 

れている場合は、リンクより法令本文が閲覧可能。 

 

▶インターネット版 官報 （国立印刷局）  

https://kanpou.npb.go.jp 

2003（平成 15）年 7 月 15 日以降の交付法律、条約、政令と府省令が閲覧可能。 

 

▶官報(国立国会図書館デジタルコレクション) 

https://dl.ndl.go.jp/collections/A00015 

国立国会図書館がデジタル化して一般公開した資料で、1883(明治 16)年 7 月～1952(昭和 27)年 4 月

の期間分の官報が閲覧できる。目次項目の検索も可能。 

[トップ＞「コレクション」＞「官報」] 

 

▶法令全書(国立国会図書館デジタルコレクション) 

https://dl.ndl.go.jp 

国が毎年発行する編年体の法令集。『官報』に掲載された新法令、改廃法令を抜粋して、交付年月日順に法の 

形式別に編集して発行される。国立国会図書館デジタルコレクションでは、1867（慶應 3）年から 1912（明 

治 45）の法令全書が閲覧可能。 

[トップ＞「詳細検索」＞タイトルに「法令全書」と入力して検索] 

 

（２）紙媒体で探す 
▶『法令全書』 
・『明治年間法令全書』 内閣印刷局編 原書房 (上ケ原ＢＭ図書 340：842：＊)  ＊は巻号 

・『大正年間法令全書』 内閣印刷局編 原書房 (上ケ原ＢＭ図書 340：841：＊)  ＊は巻号 

・『昭和年間法令全書』 内閣印刷局編 原書房 (上ケ原ＢＭ図書 340：678：＊)  ＊は巻号 

 

▶『官報』 （国立印刷局） 

上ケ原１F 雑誌(官報・会議録の棚) 過去 1 年分のみ 

 

 

４．過去のある時点の法令を探す 
 

民間のデータベース等で検索することができます。あるいは、「日本法令索引」で法令沿革を調べて、その時点の

直前・直後の『六法全書』や、改正時の『官報』の条文を確認します。 

 

（１）データベース・インターネットで探す 
▶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) 

任意の日付を指定すれば、その日時点で有効な条文を表示できる。 

[トップ＞「現行法規 履歴検索」のタブをクリック＞「時点指定」で任意の日付を指定＞法令名や法令番号で

検索＞該当の法令名をクリック] 

 

▶Super 法令 Web （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） 

[トップ＞「法令/検索」>「期間」のタブをクリック＞「期間」で任意日付を入力し、「検索条件」で該当の条件を

選択し検索＞該当の法令名をクリック] 

 

▶衆議院 Web サイト（衆議院） 

https://www.shugiin.go.jp/Internet/index.nsf/html/index.htm 

第 1 回以降の国会で成立した法律の本文情報が会次ごとに掲載されている。 

 [トップ＞「立法情報」＞「制定法律」>任意の国会回次を選択] 

 

https://kanpou.npb.go.jp/
https://kanpou.npb.go.jp/
https://dl.ndl.go.jp/pid/2964146
https://dl.ndl.go.jp/collections/A00015
https://dl.ndl.go.jp/
https://dl.ndl.go.jp/
https://dl.ndl.go.jp/
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://www.shugiin.go.jp/Internet/index.nsf/html/rippo_top.htm
https://www.shugiin.go.jp/Internet/index.nsf/html/index.htm
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（２）紙媒体で探す 
▶『六法全書』 我妻栄(他)編 有斐閣  

（最新版は上ケ原１Ｆ参考図書/三田 3F 参考図書 340：207：＊ （＊は巻号）） 

内容基準日を確認してバックナンバーを利用すれば、過去のある時点で有効であった法令の条文を確認する

ことができる。 

 

 

５．現在は有効でない法令（廃止法令）を探す 

（１）データベース・インターネットで探す 
▶日本法令索引 （国立国会図書館）  

https://hourei.ndl.go.jp 

  [トップ＞「詳細検索」＞「法令検索」＞「種別」の「廃止法令」にチェックを入れ、法令名や法令番号で検索] 

 

▶Super 法令 Web （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） 

[トップ＞「法令/検索」＞「基本」のタブをクリック＞「詳細を指定して検索」＞「検索対象」の「廃止」にチェック

＞法令名や略称で検索＞該当の法令名をクリック] 

 

▶e-Gov 法令検索 （総務省）  

https://elaws.e-gov.go.jp/ 

[トップ＞「登録法令情報」＞「廃止法令一覧」から参照。法令名からの検索は不可。] 

 

（２）紙媒体で探す 
▶『旧法令集』 有斐閣 (最新版は、上ケ原１Ｆ参考図書/三田 3F 参考図書 340：324(3)) 

昭和 32 年版、昭和 43 年版、平成改正版(2012)があり、廃止または失効した直前の条文を収録。 

 

▶『明治「旧法」集』 現代法制資料編纂会編 国書刊行会 1983  (上ケ原ＢＭ参考図書 340.8：57：1) 

 

▶『戦時・軍事法令集』 現代法制資料編纂会編 国書刊行会 1984  (上ケ原ＢＭ参考図書 340.8：57：3) 

 

▶『戦後占領下法令集』 現代法制資料編纂会編 国書刊行会 1984  (上ケ原ＢＭ参考図書 340.8：57：4) 

 

 

６．法令関連情報の探し方 

（１）法律制定や条約承認の過程、立法趣旨等を調べる（議会資料） 
法律、条約の立法目的や法案の提出者による趣旨説明、制定に至る過程については、国会(衆議院・参議院)の

会議録に収録されています。ただし、法案の審査は国会の本会議ではなく、各委員会で進められるため、委員

会の会議録を探す必要があります。 

 

▶『官報. 号外, 衆議院会議録』 国立印刷局 1959-202２ 欠号あり  (上ケ原１F 雑誌(6)) 

▶『官報. 号外, 参議院会議録』 国立印刷局 1959-202２ 欠号あり  (上ケ原１F 雑誌(6)) 

 

▶国会会議録検索システム （国立国会図書館）  

https://kokkai.ndl.go.jp 

第１回国会(1947(昭和 22)年 5 月)からのすべての本会議、委員会等を検索、デジタル画像またはテキス

トで閲覧できる。 

 

▶帝国議会会議録検索システム （国立国会図書館） 

https://teikokugikai-i.ndl.go.jp 

帝国議会全会期(1890(明治 23)年 11 月～1947(昭和 22)年 3 月)の本会議・委員会の速記録を検索、

デジタル画像またはテキストで閲覧できる。  

https://hourei.ndl.go.jp/
https://hourei.ndl.go.jp/
https://library.kwansei.ac.jp/tool/information/web_database/uweb_database_index.cgi
https://elaws.e-gov.go.jp/
https://elaws.e-gov.go.jp/
https://kokkai.ndl.go.jp/
https://kokkai.ndl.go.jp/
https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/#/
https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/
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▶衆議院 Web サイト（衆議院） 

https://www.shugiin.go.jp/Internet/index.nsf/html/index.htm 

第 142 回国会以降の全議案の審議経過情報と、法律案・決議案の本文等を閲覧できる。また、修正案（参議 

院修正案については可決されたもののみ）も閲覧可能。 

 [トップ＞「立法情報」＞「議案」>任意の国会回次を選択] 

 

▶法案の解説と国会審議 （新日本法規 Web サイト）  
https://www.sn-hoki.co.jp/article_list/series/houan_kaisetu/ 

新日本法規出版株式会社が提供するサービスで、最近の重要法案がどのような過程を経て成立・公布された

のか、背景や国会審議の内容を専門家の視点から解説。 

 

（２）条文の解釈を調べる（コンメンタール） 
法律などの法令条文の内容、解説、解釈を収録したコンメンタール(逐条解説書)と呼ばれる資料は、他の条文

との関係や代表的な判例も紹介していることもあり、法律を学ぶ上で重要なものです。憲法や民法など重要な

ものをはじめ、各種出版されています。 

 

▶関西学院大学図書館 OPAC  

https://opac.kwansei.ac.jp 

コンメンタールを探す場合は、キーワードとして、法令名と「コンメンタール」、「逐条」、「注解」、「注釈」などの 

言葉と組み合わせて検索する。（例： 「意匠法␣コンメンタール」、「刑法␣注解」など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのほか、『ジュリスト』、『法律時報』などの法学専門雑誌は、毎号、新規制定や改正した法令の情報に解説を

交えて掲載しています。 

 

▶インターネットコンメンタール 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）] 

民法(財産法)、民法(家族法)、刑法、会社法、民事訴訟法、刑事訴訟法の重要な条文について解説を読むこ

とができる。目次から条文を選ぶだけでなく、キーワード検索も可能。判例の情報も提供。 

 

 

７．法令についてのWebサイト・ガイドブック 
 

・国立国会図書館リサーチ・ナビ https://rnavi.ndl.go.jp/jp/index.html 

[トップ＞「主題から調べる」＞「政治・法律・行政」＞「日本の法令」＞「日本-法令の調べ方」「日本-官報(法令情

報)の調べ方」 ] 

 

・最近の法律・条約 https://www.clb.go.jp/recent-laws 

 

・自治体 Web 例規集へのリンク集 http://www.hi-ho.ne.jp/tomita/reikidb/reikilink.htm 

 

・都道府県例規集 https://www.nga.gr.jp/pref_info/ruletop.html 

 

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

（上ケ原 2F 図書 340.7:241(2)  ※電子ブックあり） 

 

【例外】 『別冊法学セミナー』 「新基本法コンメンタール」シリーズ (上ケ原１Ｆ雑誌、上ケ原Ｂ１雑誌)の探し方 

キーワードまたはタイトルに「別冊法学セミナー」と入力して検索。 

※個別の「新基本法コンメンタール 〇〇法」で検索すると、ヒットしないので注意。 

 

条文ごとに立法趣旨や意義、適用例などを学説や判例を引用しながら解説。逐次改訂されるため、法律の 

改正や判例の追加を反映し、比較的新しい情報を得ることができる。 

 

https://www.shugiin.go.jp/Internet/index.nsf/html/index.htm
https://www.sn-hoki.co.jp/article_list/series/houan_kaisetu/
https://www.sn-hoki.co.jp/article_list/series/houan_kaisetu/
https://opac.kwansei.ac.jp/iwjs0001opc/
https://opac.kwansei.ac.jp/
https://library.kwansei.ac.jp/tool/information/web_database/uweb_database_index.cgi
https://rnavi.ndl.go.jp/jp/index.html
https://rnavi.ndl.go.jp/jp/guides/japan-hourei-research.html
https://rnavi.ndl.go.jp/jp/guides/post_510.html
https://rnavi.ndl.go.jp/jp/guides/post_510.html
https://www.clb.go.jp/recent-laws
http://www.hi-ho.ne.jp/tomita/reikidb/reikilink.htm
https://www.nga.gr.jp/pref_info/ruletop.html
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・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  ※電子ブックあり）                                                                                                                                                                                                                        

 

・福本知行著 『法令・判例学習のツボとコツ』 法律文化社, 2016.（上ケ原２Ｆ/三田4F図書 340.1:2702(2)） 

 

・吉田利宏, いしかわまりこ著 『法令読解心得帖 : 法律・政省令の基礎知識とあるき方・しらべ方』 日本評論社,  

2009                                                （上ケ原２Ｆ図書 340:948） 

 

 

 

電子ブックの探し方については、「クイックガイド ６．電子ジャーナル・電子ブック利用案内」を

ご参照ください。 

関西学院大学図書館 2023.4.1 

https://opac.kwansei.ac.jp/index.php?action=pages_view_main&active_action=v3search_view_main_init&op_param=words%3D%25E6%25B3%2595%25E4%25BB%25A4%25E8%25AA%25AD%25E8%25A7%25A3%26user1%3D10%252B11%252B18%252B19%252B1A%252B1B%252B1C%252B1D%252B1E%252B1F%252B1Z%252B30%252B70%252B80%26sortkey%3Dsyear%252Csauth%26sorttype%3DDESC%252CDESC%26listcnt%3D20%26startpos%3D1%26fromDsp%3Dcatsre%26searchDsp%3Dcatsre%26initFlg%3D_RESULT_SET%26hitcnt%3D%26searchsql%3D%26combsearch%3D%26searchhis%3D%26akey%3D%26fct_gcattp%3D%26fct_auth%3D%26fct_pub%3D%26fct_year%3D%26fct_cls%3D%26fct_sh%3D%26fct_lang%3D%26fct_holar%3D10%26fct_campus%3D%26fct_tag%3D%26fct_range_year%3D%26fct_stamp%3D%26fct_user1%3D%26fct_user2%3D%26fct_user3%3D%26fct_user4%3D%26fct_user5%3D%26fct_holstat%3D&block_id=295&tab_num=0&search_mode=simple
https://library.kwansei.ac.jp/pdf_data/guide_manual/ejournal.pdf

