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このたびは「ＴＫＣローライブラリー（ＩＰ接続サービス海外版）」をお申込いた
だきありがとうございます。

「ＴＫＣローライブラリー」は、日本において法律事務所や企業法務部等の実
務家をはじめ、大学や法科大学院の教育機関、図書館や官公庁の公共機関
等、幅広い分野においてご活用いただいております。

皆様にも是非ご活用いただき、業務にお役立ていただけますと幸いです。

末筆ではございますが、皆様の一層のご発展をご祈念申し上げます。

２０１３年４月５日
株式会社ＴＫＣ

リーガルデータベース営業本部

「ＴＫＣローライブラリー」についてのお問い合わせは、下記までご連絡ください。

必ずお読みください。

≪ご利用上のご注意≫

１．本サービスに係るすべてのデータ、図表、およびソフトウェア等並びに資
料の知的財産権及びその他の権利は、当社または当社への情報提供者
に帰属します。

２．入手した情報は、如何なる目的においても複製することを禁じます。
３．入手した情報をＣＤ－Ｒ等電子計算機可読形態での収録及び収録した

情報の再販等を禁じます。
４．お客様の個人情報は、サービスのご提供、当社の製品およびサービスの

向上のために利用いたします。当社の個人情報保護方針は、
http://www.tkc.jp/privacypolicy/ をご覧ください。

はじめに

株式会社ＴＫＣ リーガルデータベース営業本部

〒162-8585 東京都新宿区揚場町2番1号 軽子坂MNビル4F
E-mail lexcenter@tkc.co.jp
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-114-094 TEL (03)3235-5639（直通）
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ⅠⅠⅠⅠ システムシステムシステムシステム利用環境利用環境利用環境利用環境
１．対応ＯＳ

Windows2000／Windows XP／Windows Vista／Windows 7 ／Windows 8

２．推奨ブラウザ
（１）種類とバージョン

Windows Internet Explorer 6.0 以上
（２）ブラウザの設定

①Cookieを受け入れる設定
②Java、JavaScriptが有効
③文字コード設定を「自動選択」に設定

３．AdobeReader
（１）バージョン

AdobeReader 6.0以上
（２）最新AdobeReaderの入手方法

Adobe社のホームページより入手してください（無料） http://get.adobe.com/jp/reader/

－２－

４．ＩＰアドレスによる認証でのご注意点
（１）接続イメージ

ＴＩＳＣ（ＴＫＣデータセンター）

お申込いただいたＩＰアドレスの範囲内

222.0.0.*

それ以外

Internet CanCanCanCan’’’’t Access!!t Access!!t Access!!t Access!!

（２）ご注意点
①許可された同時接続数を超えて利用することはできません
②利用後は、必ず「ログアウト」ボタンで終了してください

※※※※「「「「ログアウトログアウトログアウトログアウト」」」」しないしないしないしない場合場合場合場合、、、、30303030分以上操作分以上操作分以上操作分以上操作しないとしないとしないとしないとシステムシステムシステムシステムがががが自動的自動的自動的自動的にににに接続接続接続接続をををを切断切断切断切断しますしますしますします。。。。

ＴＫＣローライブラリー画面



ⅡⅡⅡⅡ アクセスアクセスアクセスアクセス方法方法方法方法、、、、ログインログインログインログイン／／／／ログアウトログアウトログアウトログアウト（（（（IPIPIPIPアドレスアドレスアドレスアドレスによるによるによるによる認証認証認証認証）
１．「TKCローライブラリー(IP接続サービス海外版）」にアクセスするためのＵＲＬ

http://ipos.lawlibrary.jp/

２．ログインする方法
利用申込に際し、届け出た固定のＩＰアドレスの範囲内から、上記、ＵＲＬを入力すると

次の画面が表示されます。「会員専用ログイン」ボタンをクリックすると、ＩＰ認証により
直接、「ＴＫＣローライブラリー」メニュー画面に接続します。

３．ログインアウトする方法
画面右上「ログアウト」ボタンをクリックしてください

－３－



＜連携イメージ図＞

文献情報文献情報文献情報文献情報 法律雑誌法律雑誌法律雑誌法律雑誌

判判判判 例例例例

横断検索横断検索横断検索横断検索

ⅢⅢⅢⅢ 「「「「TKCTKCTKCTKCローライブラリーローライブラリーローライブラリーローライブラリー」」」」のののの全体像全体像全体像全体像

日本最大級の法律情報データベース「ＬＥＸ／ＤＢインターネット」（判例情報）をベースに、
日本を代表する法律出版社等との連携により、利便性の高い価値のある法律情報を提供
する総合法律情報データベースです。

－４－

法令法令法令法令



（１）ＬＥＸ／ＤＢインターネット

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日本最大級のフルテ
キスト型（判例全文情報）データベースです。民事法、民事特別法、公法、社会経済法、
刑事法のすべての法律分野をカバーし、公的刊行物、私的刊行物あわせて１２７誌を収録
対象とし、独自ルートで収集した判例も収録。税務判例、知的財産判例、交通事故判例、
医療判例、特許庁審決、国税不服審判所裁決、公正取引委員会審決、税務判決（裁決）要旨、
税務Ｑ＆Ａを搭載。

■2013年4月5日時点収録件数
①判例全文 【収録件数： 243,711件】
②特許庁審決 【収録件数： 352,469件】
③国税不服審判所裁決 【収録件数： 2,953件】
④公正取引委員会審決 【収録件数： 3,256件】
⑤税務判例要旨 【収録件数： 60,251件】
⑥税務Ｑ＆Ａ 【収録件数： 9,893件】

※データベースへの追録等の更新頻度は毎週１回更新しています。

－５－

ⅣⅣⅣⅣ 「「「「TKCTKCTKCTKCローライブラリーローライブラリーローライブラリーローライブラリー」」」」のののの概要概要概要概要

１．基本データベース

１１１１．．．．基本基本基本基本データベースデータベースデータベースデータベース

３３３３．．．．データベースデータベースデータベースデータベース横断検索横断検索横断検索横断検索

２２２２．．．．出版社出版社出版社出版社データベースデータベースデータベースデータベース（（（（電子電子電子電子ジャーナルジャーナルジャーナルジャーナル））））



（２）Ｓｕｐｅｒ 法令Ｗｅｂ

法務省責任編集による日本最高権威の法令集『現行日本法規』に基づく信頼の法令データ
ベースです。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・規程・その他（世界人権宣言）について、過去分（平成14年以降）の履歴検索が可能
です。約１４，０００件超の法令を収録（一部未施行を含む）。

２０１２年１２月より、主要１５１法令について制定時からの履歴が確認できるようになりました。

（３）法律文献総合ＩＮＤＥＸ

『法律時報』（日本評論社・毎月１日発行）に掲載された文献情報、判例評釈情報とＴＫＣが
独自に収集した法律関係の書籍、雑誌、報告書、新聞、その他の刊行物に掲載された文献
情報、判例評釈情報を網羅的に収録しています。月１回更新。

８２万件以上の法律文献情報を収録（２０１３年４月現在）し、出版社コンテンツに収録されて
いる文献には直接リンクしているので、その場で参照することができます。

（４）新・判例解説Ｗａｔｃｈ

注目の判例、重要な判例の解説を原則判例公開日より３か月以内に提供するロージャーナル
です。大学・法科大学院教員を中心とする執筆陣体制により、解説をいち早く提供します。
検索機能とＬＥＸ／ＤＢインターネットへのリンク機能を搭載しています。

（５）公的判例集データベース

公的判例集データベース」では、「ＬＥＸ／ＤＢインターネット」（判例データベース）へ収録
している『最高裁判所民事判例集』、『最高裁判所刑事判例集』等の公的判例集全２４誌を
個別にデータベース化。「上告趣意書」を含む公的判例集の原本ＰＤＦが閲覧できることに
加え、「ＬＥＸ／ＤＢインターネット」（判例データベース）へのリンクも可能となっており、法律
実務・研究を強力にサポートいたします。

（６）法律関係リンク集

日本国内や海外の法律に関するＷｅｂサイトのみを厳選し、２８の分類に体系つけたリンク
集です。定期的にメンテナンスを実施し、最新のＷｅｂサイト情報を提供します。

－６－



－７－

２．出版社データベース（電子ジャーナル） （2013年4月5日時点）

提供元 ジャーナル名 収録期間 収録範囲

判例タイムズ社

判例タイムズ 1950/04/15～2013/03/01 1号～1384号

主要民事判例解説 1978/11/30～2011/09/25
昭和52年度～昭和57年度
昭和62年度～平成22年度

別冊判例タイムズ 1975/04/25～2005/07/20 1号～20号

有斐閣

ジュリスト電子版（冊子版） 2009/10/01～2013/04/01 1386号～1452号

ジュリスト電子版（記事単位版） 2004/01/01～2013/04/01 1260号～1452号

論究ジュリスト電子版 2012/05/01～2012/11/01 1号（2012春号）～4号（2012冬号）

判例百選アーカイブ 1960/04～2011/12 本誌200号～別冊ジュリスト207

法学教室アーカイブ 1961/07～2006/03 1号～306号

判例百選電子版 2008年～ 2008年～

法学教室電子版 2010/04/01～2013/04/01 355号～391号

判例六法Professional 2012年版 2012年版

法律用語辞典 法律用語辞典[第３版] 法律用語辞典[第３版]

六法全書電子復刻版 1957年～2011年 昭和32年版～平成23年版

YDC1000 1903年刊行分～ 907冊

金融財政事情研究会 金融法務事情 1953/06/15～2012/09/25 1号～1954号

日本評論社

法律時報 1929/12/01～2012/12/01 1巻1号～84巻13号

学界回顧 1930/12/01～2012/12/01 2巻12号～84巻13号

判例回顧と展望 1937/12/01～2012/06/15 9巻12号～84巻7号

私法判例リマークス 1990/07/25～2012/07/25 1号～45号

法学セミナーベストセレクション 1956/04/01～2012/12/01 1号～695号

法律文献総合INDEX 1929/12/01～ 法律時報1巻1号～

インターネットコンメンタール 2012年4月版 2012年4月版

東京大学／有斐閣
法学協会雑誌 1884/03/15～2012/03/01 1巻1号～129巻3号

国家学会雑誌 1887/03/15～2012/02/25 1巻1号～125巻11･12号

現代人文社 季刊刑事弁護・無罪判例要旨 1995/01/25～2012/01/10 1号～69号

労働開発研究会
季刊労働法 1951/07/20～2012/12/15 1号～239号

労働法学研究会報 2001/01/10～2013/03/01 2186号～2544号

中央経済社

旬刊経理情報 1989/01/01～2012/12/20 542号～1334号

企業会計 1989/01/01～2012/12/01 41巻1号～64巻12号

税務弘報 1989/01/01～2012/12/01 37巻1号～60巻13号

ビジネス法務 2005/01/21～2012/11/21 2005年1月号～2012年12月号

ぎょうせい
判例地方自治 1984/04/05～2012/12/01 1号～361号

交通事故民事裁判例集Web 1969/04/01～2012/09/10 1巻1号～44巻4号



－８－

３．電子ジャーナルの保存・印刷・文字列コピーについて

提供元 ジャーナル名 ＰＤＦの保存 ＰＤＦの印刷 文字列のコピー

判例タイムズ社

判例タイムズ ○（24時間） ○ ×

主要民事判例解説 ○（24時間） ○ ×

別冊判例タイムズ ○（24時間） ○ ×

有斐閣

ジュリスト電子版 ○（30日間） ○ ○

論究ジュリスト電子版 ○（30日間） ○ ○

判例百選アーカイブ ○（14日間） （※1） ×

法学教室アーカイブ ○（14日間） ○ ×

判例百選電子版 ○（30日間） ○ ○

法学教室電子版 ○（30日間） ○ ○

判例六法Professional × ○ ○

法律用語辞典 PDFなし PDFなし ○

六法全書電子復刻版 ○ ○ ○

YDC1000 ○（20日間） × ×

金融財政事情研究会 金融法務事情 ○（24時間） ○ ×

日本評論社

法律時報 ○（24時間） ○ ×

学界回顧 ○（24時間） ○ ×

判例回顧と展望 ○（24時間） ○ ×

私法判例リマークス ○（24時間） ○ ×

法学セミナーベストセレクション ○（24時間） ○ ×

法律文献総合INDEX PDFなし PDFなし（印刷可） ○

インターネットコンメンタール
（民法・刑法・民事訴訟法・刑事訴訟法・会社法）

PDFなし
PDFなし
（印刷可）

○

東京大学／有斐閣
法学協会雑誌 ○（24時間） ○ ×

国家学会雑誌 ○（24時間） ○ ×

現代人文社 季刊刑事弁護・無罪判例要旨 ○（24時間） ○ ×

労働開発研究会
季刊労働法 ○（24時間） ○ ×

労働法学研究会報 ○（24時間） ○ ×

中央経済社

旬刊経理情報 ○（24時間） ○ ×

企業会計 ○（24時間） ○ ×

税務弘報 ○（24時間） ○ ×

ビジネス法務 ○（24時間） ○ ×

ぎょうせい
判例地方自治 ○（24時間） ○ ×

交通事故民事裁判例集Web ○（24時間） ○ ×

（※1） 判例百選アーカイブについては、近時の一部記事において、印刷不可のものがふくまれております。
（注） PDF保存時間はコンテンツによって異なります。保存時間経過後は再度システムよりDownloadが必要です。



「判例」、「文献情報」および「出版社データベース」に収録している各種データの中から、
横断的に検索することができます。

対象となるデータベースは、下記の２６種類です。

＜検索対象＞
ＬＥＸ／ＤＢインターネット 法律文献総合ＩＮＤEX
公的判例集データベース 新・判例解説Ｗａｔｃｈ
法学協会雑誌 国家学会雑誌
法律時報 私法判例リマークス
法学セミナー ベストセレクション 判例回顧と展望
インターネットコンメンタール 学界回顧
判例タイムズ 主要民事判例解説
別冊判例タイムズ 金融法務事情
季刊刑事弁護・無罪判例要旨 季刊労働法
労働法学研究会報 交通事故民事裁判例集Ｗｅｂ
旬刊経理情報 税務弘報
企業会計 判例地方自治
刑事事件量刑データベース ビジネス法務

また、「詳細検索」メニューから、検索対象とするデータベースの指定や文献種別による
指定が可能です。（下記参照）

－９－

４．データベース横断検索



ⅤⅤⅤⅤ 基本的基本的基本的基本的なななな操作方法操作方法操作方法操作方法

－１０－

１．判例を調べる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１ページ

２．ジャーナルを調べる

（１）横断検索 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６ページ

（２）個別検索（主な検索例）

①「判例タイムズ」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９ページ

②「ジュリスト電子版」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１ページ

③「法学教室アーカイブ」 ・・・ ・・・・・・・・・・・・・ ２６ページ

④「旬刊経理情報」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３０ページ

３．文献情報を調べる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３２ページ

４．法令またはコンメンタールを調べる ・・・・・・・・・・ ３６ページ

５．法律用語を調べる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４７ページ



ⅤⅤⅤⅤ 基本的基本的基本的基本的なななな操作方法操作方法操作方法操作方法

「ＴＫＣローライブラリー」ＴＯＰ画面から、次ページ以降の目的別の操作方法を
参照してご利用ください。

≪ ＴＫＣローライブラリー ＴＯＰ画面 ≫

－１１－



■「ＬＥＸ／ＤＢインターネット」
1895年以降の大審院判例から今日までに公表された判例を網羅的に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。民事法、民事特別法、公法、社会経済法、刑事法
のすべての法律分野を収録しています。

（１）「ＬＥＸ／ＤＢインターネット」をクリックします。

≪ＬＥＸ／ＤＢインターネット データベースの検索画面≫

－１２－

１１１１．．．．判例判例判例判例をををを調調調調べるべるべるべる

＜検索メニューの説明＞
・判例総合検索・・・・・・・・・・・・・全ての法分野にわたり検索することができます。
・税務判例総合検索・・・・・・・・・税務判例および国税不服審判所裁決に絞った検索ができます。
・知的財産権判例検索・・・・・・・著作権関係、商標関係、特許関係に絞った検索ができます。
・交通事故判例検索・・・・・・・・・交通事故に絞った検索ができます。
・医療判例検索・・・・・・・・・・・・・医療紛争に絞った検索ができます。
・特許庁審決検索・・・・・・・・・・・特許庁審決を検索できます。
・国税不服審判所裁決検索・・・国税不服審判所裁決を検索できます。
・公正取引委員会審決検索・・・公正取引委員会審決を検索できます。
・税務判例要旨検索・・・・・・・・・TKC税務研究所作成の税務判例要旨を検索できます。
・税務Q&A検索・・・・・・・・・・・・・税務に関する質問と回答を検索できます。



－１３－

（２）検索ボタンをクリックします。
ここでは、判例総合検索をクリックします。

（３）検索項目を入力します。
ここでは、フリーキーワードによる検索をします。例えば、キーワード入力欄に、
「拒絶査定」and「類比」and「結合商標」と指定します。

Ａ
Ｎ
Ｄ
条
件

（絞
り
込
み
）

ＯＲ条件（ ）

ＮＯＴ条件（ 外）



（５） 書誌 、 全文 のアイコンをクリックすると、 当の書誌、全文画面を表示
します。

－１４－

書誌画面へ 全文画面へ

（４）検索開 ボタンをクリックします。

検索条件に 当する件数が500件未 の場合、検索結 一覧画面が表示されます。
検索結 が500件以上になる場合は、「検索項目の入力」画面に り、裁判年月日や
裁判所名等の条件を追加して条件を絞り込んでください。



上下級審判例を表示

（６）書誌画面
※フリーキーワードで指定したテキストが「 フ ント」で表示されます

全文画面を表示

判例評釈等一覧画面を表示

図表を表示
公的判例集の原本をPDFフ イルで表示

判例タイムズをPDFフ イルで表示

引用判例や 引用判例へリンク

－１５－



（７）全文画面
※判決全文が表示されます。

図表画面を表示

印刷の設定画面を表示

－１６－



２２２２．．．．ジャーナルジャーナルジャーナルジャーナルをををを調調調調べるべるべるべる

「ＴＫＣローライブラリー」に収録しているジャーナルは、（１）横断検索と（２）個別検索の
２通りの検索方法が利用できます。

（１）横断検索

①画面上部の「データベース横断検索」ウ ンドウに検索したい用語を入力して「検索」
ボタンをクリックします。 マークのデータベースを横断検索できます。

②新しいウ ンドウが開き、検索結 が表示されます。

－１７－

※画面上部で「キーワードによる絞り込み」、「文献種別による絞り込み」が可能です。

絞り込み検索

検索条件に 当する件数が10,000件未 の場合、検索結 一覧画面が表示されます。
検索結 が10,000件以上になる場合は、「検索条件入力」画面に り、検索対象の指定や
検索キーワードの追加・ 更により条件を絞り込んでください。



－１８－

③ 書誌 、 全文 のアイコンをクリックすると、 当の書誌、全文画面を表示します。

書誌画面へ

④ 書誌 、 全文 のアイコンをクリックすると、 当の書誌、全文画面を表示します。

※ＬＥＸ／ＤＢインターネットの全文をクリックした場合、判例全文が表示されます。

当の判例、
参考判例へリンク

印刷、保存ボタン

Adobe Readerの機能により印刷、 ウンロードが可能です。
ウンロードしたフ イルは、セキュリテ の関係上、 ウンロードウンロードウンロードウンロード後後後後、、、、

24242424時間時間時間時間ででででフ イルフ イルフ イルフ イルがががが開開開開けなくなるようにけなくなるようにけなくなるようにけなくなるように設定設定設定設定していますしていますしていますしています。。。。

全文画面へ



－１９－

⑤ 検索条件の詳細指定 ボタンをクリックします。

「検索対象の指定」や、裁判年月日・掲載日の指定によって詳細な検索をすることも可能
です。

⑥キーワードの入力、および検索対象を指定します。

「キーワードの入力」の他に、検索対象検索対象検索対象検索対象のののの指定指定指定指定、裁判年月日裁判年月日裁判年月日裁判年月日・・・・掲載日等掲載日等掲載日等掲載日等のののの指定指定指定指定ができます。
「検索対象の指定」は、「文献種類による指定」と「データベースによる指定」が可能です。

（１）文献種類による指定
・判例（民事） ・判例（刑事） ・審決／裁決 ・法令／条約／コンメンタール
・判例評釈 ・記事／論文 ・法律文献所在情報 ・税務Ｑ＆Ａ
・税務判決要旨

（２）データベースによる指定
・ＬＥＸ／ＤＢインターネット ・公的判例集データベース
・判例タイムズ ・判例地方自治
・インターネットコンメンタール ・ 報判例解説
・主要民事判例解説 ・別冊判例タイムズ
・法学協会雑誌データベース ・国家学会データベース
・季刊刑事弁護／無罪判例要旨・季刊労働法
・労働法学研究会報 ・金融法務事情 ・法律時報
・私法判例リマークス ・法学セミナーベストセレクション
・旬刊経理情報 ・税務弘報 ・学界回顧
・判例回顧と展望 ・企業会計 ・法律文献総合ＩＮＤEX
・刑事事件量刑データベース ・ビジネス法務 ・交通事故民事裁判例集Ｗｅｂ



（２）個別検索
①「判例タイムズ」

１）「判例タイムズ」をクリックします。

２）検索項目を入力します。
例えば、「■号・ページ」の欄に「判例タイムズ」の「１３１９号」と指定します。

３）検索開 ボタンをクリックします。

－２０－



４） 書誌 、 本文 のアイコンをクリックすると、 当の書誌、本文画面を表示します。

書誌画面へ

５）本文画面

当の判例、
参考判例へリンク Adobe Readerの機能により印刷、 ウンロードが可能です。

ウンロードしたフ イルは、セキュリテ の関係上、 ウンロードウンロードウンロードウンロード後後後後、、、、
24242424時間時間時間時間ででででフ イルフ イルフ イルフ イルがががが開開開開けなくなるようにけなくなるようにけなくなるようにけなくなるように設定設定設定設定していますしていますしていますしています。。。。

※※※※上記検索方法上記検索方法上記検索方法上記検索方法はははは、、、、下記下記下記下記データベースデータベースデータベースデータベースでもでもでもでも同様同様同様同様のののの方法方法方法方法でででで検索検索検索検索できますできますできますできます。。。。
主要民事判例解説/法学協会雑誌/国家学会雑誌/金融法務事情
季刊刑事弁護・無罪判例要旨/季刊労働法/労働法学研究会報
法律時報/学界回顧/判例回顧と展望/私法判例リマークス/法学セミナーベストセレクション
判例地方自治/公的判例集データベース/新・判例解説Ｗａｔｃｈ/交通事故民事裁判例集Ｗｅｂ

－２１－

検索条件に 当する件数が500件未 の場合、検索結 一覧画面が表示されます。
検索結 が500件以上になる場合は、「検索項目の入力」画面に り、裁判年月日や
裁判所名等の条件を追加して条件を絞り込んでください。

印刷、保存ボタン



－２２－

②「ジュリスト電子版」

１）「ジュリスト電子版」をクリックします。

「ジュリスト冊子版」が 期表示されます。

※ 「ジュリスト冊子版」では、１冊まるごと表示されるため、
実際の雑誌を読む でご覧いただけます。



２）画面 の発行年月をクリックします。
例えば、「2010年12月1日号（No.1412）」をクリックします。

３）画面右に雑誌の表 が表示されます。

－２３－



さらに、「ジュリスト電子版」を「記事単位」で検索する場合

１）画面 の「ジュリスト電子版」をクリックします。
表示された ル ウンメニューから「ジュリスト記事単位版」をクリックします。

２）「検索方法」の ル ウンメニューから検索方法を指定します。
例えば、「各号目次検索」を指定します。

－２４－



目次がさらに細かく展開されます。

－２５－

３）目次をクリックします。
例えば、「１４０１号～１４１０号」をクリックします。



４）閲覧したい号をクリックします。
例えば、「2010年10月15日号(No.1409 」をクリックします。

５）タイトルをクリックします。
例えば、「 条約体制の基 と展開･･････ 明 」をクリックします。

本文画面が別ウ ンドウで表示されます

－２６－



－２７－

③「法学教室アーカイブ」

１）「法学教室アーカイブ」をクリックします。



２）「検索方法」の ル ウンメニューから検索方法を指定します。
例えば、「刊行 一覧」を指定します。

－２８－

３）目次をクリックします。
例えば、「３０１号～３５０号」をクリックします。



目次がさらに細かく展開されます。

－２９－

４）閲覧したい号をクリックします。
例えば、「2006年3月発行＜月刊＞306号」をクリックします。



５）タイトルをクリックします。
例えば、「経済規制立法の 憲審査基 ･･････ 部 」をクリックします。

本文画面が別ウ ンドウで表示されます

－３０－

※※※※上記検索方法上記検索方法上記検索方法上記検索方法はははは下記下記下記下記データベースデータベースデータベースデータベースでもでもでもでも同様同様同様同様のののの方法方法方法方法でででで検索検索検索検索できますできますできますできます。。。。
論究ジュリスト電子版／判例百選電子版／法学教室電子版／
Vpass判例百選アーカイブ／Vpass法学教室アーカイブ



④「旬刊経理情報」

１）「旬刊経理情報」をクリックします。

雑誌の表
と発行年月

を表示

雑誌の目次を表示
※なお、目次が く していない場合
は、本文の掲載がされていませんので、
閲覧はできません。

－３１－

データ掲載のタイミング
各誌の収録データは、最新刊発行後、目次データは１か月後に掲載、本文ＰＤＦ

は３か月後に掲載します。



２）画面 ウ ンドウを下へスクロールします。
例えば、「2010年3月10日号（通巻No1242）」をクリックします。

画面の右 に指定した号の「本誌」目次が表示されます。

３）画面右 の目次の記事タイトルをクリックします。
例えば、「役員報 等の開示に関する開示府令等の 正 （ 晜）」をクリックします。

※※※※上記検索方法上記検索方法上記検索方法上記検索方法はははは下記下記下記下記データベースデータベースデータベースデータベースでもでもでもでも同様同様同様同様のののの方法方法方法方法でででで検索検索検索検索できますできますできますできます。。。。
企業会計/税務弘報/別冊判例タイムズ/ビジネス法務

本文画面が別ウ ンドウで表示されます

－３２－



３３３３．．．．文献情報文献情報文献情報文献情報をををを調調調調べるべるべるべる

（１）「法律文献総合ＩＮＤＥＸ」をクリックします。

■「法律文献総合ＩＮＤＥＸ」
株式会社日本評論社発行「法律時報」（毎月１日発行）に掲載された文献情報、判例評釈
情報と株式会社ＴＫＣが独自に収集した法律関係の書籍、雑誌、報告書、新聞、その他の
刊行物に掲載された文献情報、判例評釈情報を網羅的に収録したデータベースです。

※※※※下記下記下記下記４４４４つのつのつのつの方法方法方法方法によりによりによりにより検索検索検索検索することができますすることができますすることができますすることができます。。。。
総合検索総合検索総合検索総合検索 //// 文献検索文献検索文献検索文献検索 //// 判例評釈検索判例評釈検索判例評釈検索判例評釈検索 //// 執筆者名等検索執筆者名等検索執筆者名等検索執筆者名等検索

－３３－



（２）検索項目を入力します。
例えば、「総合検索」の画面より、フリーキーワードを利用して検索します。

Ａ
Ｎ
Ｄ
条
件

（絞
り
込
み
）

ＯＲ条件（ ）

ＮＯＴ条件（ 外）

例えば、フリーキーワードに、「特許権」and「 」and「 」と入力します。

（３）検索開 ボタンをクリックします。

－３４－



－３５－

ット件数（検索結 数）が表示されます。

（４）一覧表示をクリックします。

検索条件に 当する件数が500件未 の場合、検索結 一覧画面が表示されます。
検索結 が500件以上になる場合は、「検索項目の入力」画面に り、裁判年月日や
裁判所名等の条件を追加して条件を絞り込んでください。



「キーワード 」機能で
ル ウンメニューから

する文字 を設定できます。
「フリーキーワード」で入力し
たテキストが、指定した文字

で表示されます。

（５）検索結 一覧画面で文献情報を確認できます。

画面上の表示件数を、20件、50件、100件、
200件から選択できます。
画面上の表示 を単行本、論文、判例評
釈から選択できます。

印刷用ページを表示し、
印刷することができます。

※「TKCローライブラリー」に収録しているデータへ直接リンクします。

－３６－



４．法令またはコンメンタールを調べる

（１）法令を調べるためのデータベース
■「Ｓｕｐｅｒ 法令Ｗｅｂ」

法務省責任編集による日本最高権威の法令集『現行日本法規』に基づく信頼の法
令データベースです。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・規程・その他（世界人権宣言）について、過去分（平成14年以
降）の履歴検索が可能です。約１２，０００件超の法令を収録（一部未施行を含む）。

■「六法全書電子復刻版」
株式会社有斐閣発行の「六法全書」（昭和32年版から平成23年度版まで）の全54冊に
収録された全法令をＰＤＦ形式で収録しています。

（２）コンメンタールを調べるためのデータベース
■「インターネットコンメンタール」

株式会社日本評論社提供による民法・刑法・刑事訴訟法・民事訴訟法・会社法の
コンメンタールです。
法 正、最新判例、判例 更な に かつ正確に対応し、最新の解説を ることが
できます。

（１）「Ｓｕｐｅｒ 法令Ｗｅｂ」をクリックします。

－３７－

■「Ｓｕｐｅｒ 法令Ｗｅｂ」

※※※※下記下記下記下記のののの方法方法方法方法によりによりによりにより検索検索検索検索することができますすることができますすることができますすることができます。。。。
体系目次検索体系目次検索体系目次検索体系目次検索 //// 索引検索索引検索索引検索索引検索 //// 件名件名件名件名・・・・用語検索用語検索用語検索用語検索 ////
法令年月日法令年月日法令年月日法令年月日・・・・種別種別種別種別・・・・番号検索番号検索番号検索番号検索



－３８－

（２）検索方法を指定し、検索します。
例として、「基本検索」で検索語に「民法」と入力し、「検索」ボタンをクリックします。

（３）画面右に検索結 が表示されます。

検索結 が表示されます。



（４）検索結 画面より、確認したい内 をクリックします。
ここでは例として「民法」をクリックします。
「民法」の画面が別ウ ンドウで表示されます。

－３９－

（５）「民法」の画面が別ウ ンドウで表示されます。



（６）確認したい条項をクリックすると、当 条項の にジャン します。

－４０－

（７）表示させたい条項に ェックを入れ、「絞込み表示」ボタンをクリックすると、
選択した条項のみ表示することが出曹ます。

当 条項の にジャン しま
す

選択した条項のみ表示しま
す



（８）「沥 」タブをクリックすると、法令の 正沥 が表示されます。
正沥 中の 印ボタンをクリックすると、当 正当時の法令条文が表示されます。

－４１－

（９） 正年月日番号をクリックすると、 正文が別ウ ンドウで表示されます。

正沥 中の 印ボタンをクリックすると、画面右 に
当 正当時の法令条文が表示されます。

正文を表示します



（１０）「関連情報」タブをクリックします。

「引」ボタンをクリックして、法令条文中の引用関係引用関係引用関係引用関係を
参照することができます。

「判」ボタンから、判例全文情報判例全文情報判例全文情報判例全文情報（「（「（「（「 EX/DEX/DEX/DEX/D インターネットインターネットインターネットインターネット」）」）」）」）を
参照することができます。

（１１）「出力」タブで条文の印刷、出力が可能です。

２０１１年８月以降の 正分から「新 対照表」がご利用いただけます。

－４２－

ＲＴＦ形式でデータの ウンロード可
能

「新 形式で出力」ボタンをクリックする

ことで、新 対照表の出力が可能です。

「新 対照表」出力イメージ



（１）「六法全書電子復刻版」をクリックします。

－４３－

■「六法全書電子復刻版」



（２）画面 「年版選択」にて、年版を ル ウンメニューから選択します。
例えば、「平成10年版」を選択します。

－４４－



（３）「法令名の の文字から す」または「総目次から す」をクリックします。
例えば、「著作権法」の の文字「ち」をクリックします。

文字「ち」で まる法令の一覧が表示されます

－４５－

（４）「著作権法」をクリックします。

本文画面が別ウ ンドウで表示されます



（１）「インターネットコンメンタール」をクリックします。

①目次による検索

②その他の検索

③資料

①目次による検索
「民法(第１編 第２編 第３編)」「民法（第４編 第５編）」「刑法」「民事訴訟法」
「刑事訴訟法」「会社法」の内、検索したい法令をクリックします。
法令ごとに、各条文の解説をご覧いただけます。

②その他の検索
「フリーキーワードによる検索」または「判例情報による検索」をクリックし、

各法令を横断的に検索することができます。

③資料
「法令名 語表」「判例掲載誌 語表」「文献 語表」「執筆者一覧」のＰＤＦ

フ イルを参照することができます。

－４６－

■「インターネットコンメンタール」



（２）検索方法を指定し、検索します。
例えば、「目次による検索」の「民法（第４編 第５編）」をクリックします。

（３）画面 の条文をクリックします。
例えば、「７５０条（ の ）」をクリックします。

当の条文と解説が表示されます。
本文中に引用された参考条文や参考
判例にリンクします。

印刷することができます

－４７－



５５５５．．．．法律用語法律用語法律用語法律用語をををを調調調調べるべるべるべる

法律用語を調べるには、次のデータベースがご利用いただけます。
■「法律用語辞典」

株式会社有斐閣発行の「法律用語辞典 第３版 」をテキスト形式で収録しています。

（１）「法律用語辞典」をクリックします。

－４８－

■「法律用語辞典」



（２）「検索方法」を画面 の ル ウンメニューから指定します。
例えば、「 出し検索」を指定します。

（３）フリーキーワードを入力し、検索ボタンをクリックします。
例えば、「株主代表訴訟」と入力します。

－４９－



画面 に検索結 が表示されます。

検索結 から、
「株主代表訴訟」をクリックします。

－５０－

検索した用語の意 が表示されます。



６６６６．．．．古典文献古典文献古典文献古典文献をををを読読読読むむむむ

■「YDC１０００」
現在では手に入りにくい有斐閣発刊の古典的な法律関係書籍を閲読可能です。
研究や執筆の際の参照や文献調査などにご活用いただけます。
※2013年4月1日現在、約900冊を収載

－５１－

（１）「 ＤＣ１０００」をクリックします。



（２）ＴＯＰメニューでは法分野ごとの書籍一覧が確認できます。
法分野から読みたい本を す場合には、ここから すことができます。

（３）書籍の上にマウスポインタを合わせると、発行年月日な の内 詳細が確認できます。
選択している書籍を読む場合は、 当の書籍をクリックします。

－５２－



（４）書籍の目次が 層 で表示されます。目次を開くことで詳細が確認いただけます。

－５３－

（５）この書籍を読む場合は、以下のいずれかをクリックします。

書籍閲覧ビューワ（LeafThrough）で書籍を閲覧します。

※書籍を閲覧するためには、LeafThrough ActiveX Viewerのインストールが必要です。

書籍を１冊そのままＰＤＦで表示します。iPadな で読む場合はこちらを選択します。

それ れの表示方法は次ページ以降でご説明します。



（６）書籍閲覧ビューワ（LeafThrough）での閲覧

－５４－

①①①① ②②②② ③③③③

① 書籍を「 大」・「 」する機能をもつボタンです。

【ボタンの種類（ から）】
『 大』、『 』

② ページをめくる機能をもつボタンです。
右ページめくり、 ページめくりの他、自動ページめくりの機能もあります。

【ボタンの種類（ から） 】
『右ページを全てめくる』、『右ページを10ページめくる』、『右ページをめくる』、
『 ページをめくる、『 ページを10ページめくる』、 『 ページを全てめくる』、
『自動ページめくり』、『自動ページめくりの 度調 』

③ ページ表示に関する設定をするボタンです。
開き表示や単ページ表示な の設定に加え、右開き、 開きの設定が可能です。

【ボタンの種類（ から）】
『サムネイル表示に す』（当機能は現在サポートされていません）、『 開き』、
『 開き』、『単ページ』、『 開き』、『右開き』



（７）ＰＤＦ形式での閲覧

ＰＤＦアイコンをクリックすると、以下のメッセージが表示されますので「ＯＫ」を します。

－５５－

「ＯＫ」を すことでＰＤＦが開きます。

※ このＰＤＦフ イルは ウンロード後２０日間有効です。期間経過後は再度 ウンロード
することで閲覧可能となります。
また、セキュリテ 設定のため、印刷は出曹ません。

ウンロードしたＰＤＦフ イルは有効期間内であれば、 バイルＰＣやｉＰａｄでも閲覧可能です。

※iPadでPDFフ イルを閲覧するには、HGView1.5.1のインストールが必要です。
AppStoreから無料にて ウンロードが可能です。



－５６－

（※）書籍名や執筆者名で検索する場合は、直接キーワード検索が可能です。

書籍閲覧ビューワ（LeafThrough）もしくはＰＤＦ形式を選択して、閲覧いただけます。



ⅥⅥⅥⅥ ごごごご参考参考参考参考

明治10 1877 昭和 3 1928 昭和58 1983
明治11 1878 昭和 4 1929 昭和59 1984
明治12 1879 昭和 5 1930 昭和60 1985
明治13 1880 昭和 6 1931 昭和61 1986
明治14 1881 昭和 7 1932 昭和62 1987
明治15 1882 昭和 8 1933 昭和63 1988
明治16 1883 昭和 9 1934 昭和64 1989～1/7
明治17 1884 昭和10 1935 平成 1 1989/1/ 8～
明治18 1885 昭和11 1936 平成 2 1990
明治19 1886 昭和12 1937 平成 3 1991
明治20 1887 昭和13 1938 平成 4 1992
明治21 1888 昭和14 1939 平成 5 1993
明治22 1889 昭和15 1940 平成 6 1994
明治23 1890 昭和16 1941 平成 7 1995
明治24 1891 昭和17 1942 平成 8 1996
明治25 1892 昭和18 1943 平成 9 1997
明治26 1893 昭和19 1944 平成10 1998
明治27 1894 昭和20 1945 平成11 1999
明治28 1895 昭和21 1946 平成12 2000
明治29 1896 昭和22 1947 平成13 2001
明治30 1897 昭和23 1948 平成14 2002
明治31 1898 昭和24 1949 平成15 2003
明治32 1899 昭和25 1950 平成16 2004
明治33 1900 昭和26 1951 平成17 2005
明治34 1901 昭和27 1952 平成18 2006
明治35 1902 昭和28 1953 平成19 2007
明治36 1903 昭和29 1954 平成20 2008
明治37 1904 昭和30 1955 平成21 2009
明治38 1905 昭和31 1956 平成22 2010
明治39 1906 昭和32 1957 平成23 2011
明治40 1907 昭和33 1958 平成24 2012
明治41 1908 昭和34 1959 平成25 2013
明治42 1909 昭和35 1960
明治43 1910 昭和36 1961
明治44 1911 昭和37 1962
明治45 1912～7/30 昭和38 1963
大正 1 1912/7/30～ 昭和39 1964
大正 2 1913 昭和40 1965
大正 3 1914 昭和41 1966
大正 4 1915 昭和42 1967
大正 5 1916 昭和43 1968
大正 6 1917 昭和44 1969
大正 7 1918 昭和45 1970
大正 8 1919 昭和46 1971
大正 9 1920 昭和47 1972
大正10 1921 昭和48 1973
大正11 1922 昭和49 1974
大正12 1923 昭和50 1975
大正13 1924 昭和51 1976
大正14 1925 昭和52 1977
大正15 1926～12/25 昭和53 1978

昭和54 1979
昭和55 1980

≪ 和暦・西暦対応表 ≫

－５７－
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