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 ２.５  法学 
 
 この分野は法令の解釈と、論理を展開するための根拠とが重要となり、その知識

を養うためのテキストなどが数多く存在する分野です。ここでは法学・政治学分野

の基本的な事項を調べるツールと先行研究を探すツールについて説明します。 
なお、この分野では法令、判例、議会資料が重要となります。これらは、記録と

して後世に役立てるために古くから体系化されて、探すためのツールも整備されて

きました。現在では、かなりの割合で電子化が進み、人文社会科学の中ではオンラ

インの情報検索が可能な環境が最も整っています。これらを探す方法については３.

３.１～３.３.３で詳しく説明しますのでそちらを参照して下さい。 
 文献検索技法を含む法学の研究活動は「リーガル・リサーチ」と呼ばれ、その方

法について書かれた参考図書が多数出版されています。また、『法学セミナー』『法

学教室』『ジュリスト』等の各種法学専門雑誌でも特集が組まれていますので、ぜひ

読んで参考にして下さい。 
 

 『リーガル・リサーチ』 第2版 いしかわまりこ他著 日本評論社 2005 

：本館学閲 [A121/0556] 

 
 ２.5.1  基本的な事項を調べるツール  
 
まず最初にこの分野特有の用語を正確に知っておくことが必要です。読み方すら

よく分からない用語や、日常で使われる言葉が法律用語になると特殊な用いられ方

をして意味が変わってくる用語などがあるからです。そのような法律用語を調べる

ための辞典が、簡易なものから大部なものまで各種作られています。 
 

 『法律学小辞典』 第 4版 金子宏他編 有斐閣 2004 

：本館学閲参考 [A112/0258]ほか 

総項目数約 8,000。（検索可能項目数：約 12,000）項目解説の根拠となる法令・

判例・学説を引用しています。条文理解の基礎となる「基本法令用語」が巻

末に付され一般的用法との違いの理解に役立ちます。 
 
 
 
 



2.５.１ 基本的な事項を調べるツール 
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 『現代法律百科大辞典』 全 8巻 伊藤正己ほか編 ぎょうせい 2000 

：法図書室 [A112/0118] 

詳しく調べる場合に便利なのがこの辞典です。法律の専門用語から法の周辺

をめぐる用語まで、法に関するあらゆる用語 4,500 語を収録し、15,000 項目

超の事項索引、約 3,000 件の判例索引、届出書式記載例等も付載しています。

付属の CD-ROM 版で手軽に検索できます。「国民法律百科大辞典」(1984 刊)
の改訂版です。 

 
政治学の用語は次に紹介する辞典に解説があります。また法学・政治学に関わら

ず新しい用語の場合は、現代用語辞典やサーチエンジンで調べられますし、論文・

新聞などにも解説される場合があります。 
 また、判決や法令の成立には実際に起こった事件が密接・不可分に関わっており、

法学・政治学の分野では事件・歴史を調べることも必要です。そのために新聞・一

般雑誌も重要な材料となります。それらについては 2.2.7、2.2.8 で説明していま

すのであわせて参照して下さい。 
 

 『現代政治学小辞典』 新版 阿部齊ほか編 有斐閣 1999 

：本館学閲参考・法図書室 [A2/042] 

20世紀の政治と政治学の重要な概念・用語・人名を簡潔に解説。事項項目2,400
件、人名項目 400 件。人名には政治学者の他に現代政治家の名も掲載。この

分野で多用される略語のフルネーム、定訳を付してあります。 
 

 『政治学事典』 猪口孝ほか編 弘文堂 2000：本館学閲参考 [A2/041] 

4,000 項目を収録。政治理論から世界経済、軍事、地球環境問題まで記述して

います。各国・各地域の政治体制、政治を取り巻く環境の解説もあります。 
 

各法分野の辞典もあります。以下はその中の一部です。 
 

 『三省堂憲法辞典』 大須賀明ほか編 三省堂 2001 

：本館学閲参考 [A112/0230]ほか 

 

 『新行政法辞典』 園部逸夫ほか編 ぎょうせい 1999：本館 RC [A112/0211] 
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 『体系民法事典』 第 3版増補 中川善之助ほか編 青林書院新社 1984 

：本館学閲参考 [A112/031] 

 

 『民事訴訟法辞典』 林屋礼二ほか編 信山社出版 2000 

：法図書室 [A112/0220] 

 

 『刑事法辞典』 三井誠ほか編 信山社 2003：法図書室 [A112/0243] 

 

 『国際関係法辞典』 第 2版 国際法学会編 三省堂 2005 

：本館書庫 [A2/050]ほか 

 

 『英米法辞典』 田中英夫ほか編 東京大学出版会 1991：本館 RC 

[A112/0157] 

 

 『ドイツ法律用語辞典』 改訂増補版 山田晟著 大学書林 1993 

：本館 RC [A112/084] 

 

 『フランス法辞典』 山口俊夫編 東京大学出版会 2002 

：本館学閲参考 [AF2-121/05] 

 

 



2.５.２『法律判例文献情報』 
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 ２.5.２  『法律判例文献情報』  
 
 法律関係文献（図書・雑誌）および判例集の書誌情報、収録文献発行所の情報を

収録したデータベースです。法律に関する図書・雑誌論文・新聞記事（朝日新聞、

読売新聞、毎日新聞、日本経済新聞の署名論文、対談）が横断的に検索できます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項目 内容説明 

分野 法学、政治学 
提供機関 第一法規株式会社 
収録対象 図書、雑誌、新聞記事 
範囲 1982～ 
URL https://www.d1-law.com/ 
利用方法 法図書室で利用 
備考 冊子体が法図書室にあり。 



第２章 基本情報・先行研究を調べる ２.５ 法学 

100 

 ２.5.３  『Lexis.com』  
 
 米国を中心とした世界各国の法律情報、ビジネス情報、ニュースなどを収録した

データベースを検索できるツールです。法律情報は、判例、法令、規則、その他の

法律一次文献および法律系の出版社が提供している二次文献にアクセスすることが

できます。ニュース情報は世界各国の主要な英字および欧州言語の新聞やテレビ、

ラジオの放送原稿が収録されています。ビジネス情報は世界各国の企業情報、産業

情報およびマーケット情報が収録されています。判例や論文の本体も収録されてい

る場合もあります。また判例、法令、判例評釈の引用関係も調べられます。 
 

項目 内容説明 

分野 法学、政治学 
提供機関 レクシスネクシス･ジャパン 
収録対象 図書、雑誌、新聞記事 
URL http://www.lexis.com/ 
利用方法 法学研究科内限定（法図書室で利用可能） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



２.５.４ その他のツール 
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 ２.5.４  その他のツール  
 
(１) 全般的なツール 

 
 『法律時報』の文献月報 日本評論社 法図書室 

昭和 4 年（1929）創刊の法学雑誌『法律時報』（日本評論社）編集部に毎月寄

贈される文献のリストで、毎号巻末に掲載されています。これには法律学、

政治学関係の単行書・雑誌論文・外国語が記載されています。法体系別に分

類され、図書は目次が掲載されます。この昭和 20 年（1945）から平成 8 年

（1996）までの集成が『戦後法学文献総目録』、それ以前の大正 5 年（1916）
から昭和 20 年（1945）のものは『法学文献総目録』です。ただしこれらは主

題別に配列されており索引がありません。その検索における弱点を補ったの

が、オンラインデータベース『法律時報文献月報検索サービス』で昭和 4 年

（1929）以降のリストが検索できます。このデータベースは法科大学院生の

み利用可能です。 
 

 『法律関係雑誌記事索引』 法務図書館 1952～2004：法図書室 

法務省・法務図書館収集の定期刊行物・記念論文集索引です。収録情報は昭和

20 年（1945）から平成 15 年（2003）までで、第 5 号以降からは図書形態で

出版された記念論文集の論文も収録対象となりました。事項索引、著者名索引

が付されています。『法務図書館検索ページ（蔵書・法律雑誌記事索引）』

<http://moj.opac.jp/>というオンライン版でも検索できます。刊行中止と

なった平成 15 年以降のデータ及び、それ以前のデータが検索できますが、冊

子体収録データの全ては収録されていません。（平成 19 年 2 月現在） 

 
 『邦文法律関係記念論文集総合目録』 法律図書館連絡会編 1988 

：本館 RC [A111/060] 

明治期から昭和 59 年（1984）までの、日本で刊行された法律関係記念論文集

収録の論文を対象とした目録です。 
 

 『邦文法律雑誌記事索引』 最高裁判所図書館 1958～2005：法図書室 

最高裁判所図書館が収集する雑誌の内、法律関係の論文、研究報告、主要資料

の索引誌です。法律雑誌記事分類索引、判例評釈法条索引、執筆者索引があり

ます。収録年度は昭和 32 年（1957）から平成 16 年（2004）までです。 
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 『Index to legal periodicals & books』 American Association of Law 

Libraries 1961～：法図書室 

英語圏で刊行された法学雑誌、年鑑、学会誌、大学出版物、書評などの書誌情

報、および判決・法令に関する記事と、政府刊行物 （米国、プエルトリコ、

カナダ、英国、アイルランド、オーストリア、ニュージーランド政府）の記事

データを収録したツールです。なお、図書データを除いたものが『Lexis.com』

でも利用できます。 
 

 『Karlsruher Juristische Bibliographie』 C.H. Beck 1980～：法図書室 

ドイツを中心として欧米諸国から発行されている法学関係雑誌約 700 誌のう

ち雑誌論文、記念論文集の論文、学位論文、単行書を選定の上掲載していま

す。テーマごとに配列され、内容目次、人名索引、件名索引があります。 
 
(２) 分野ごとのツール 

 
① 法学各分野 

 『憲法文献大事典』 日本図書センター 2004：本館学閲参考 [A111/098］ 

1945 年から 2002 年末までに刊行された『憲法問題』に関連する文献（図書）

を中心に集成し、各文献の書誌データを収録。さらに主な文献約 3,000 点につ

いては目次の主要部分を掲載しています。またブックレット・小冊子・私家版・

雑誌特集号なども対象としています。 
 

 『文献商法学』 全 7巻 商事法務研究会 1977～ 

：本館書庫 [A111/016]ほか 

 

 『家族法文献集成』 京都大学人文科学研究所 1969：本館書庫 [VIA9/オ 36] 

『家族法判例・文献集成』有斐閣 1975～1982：本館書庫 [A111/07] 

 

 『法制史文献目録』 全 3巻 創文社 1962～：本館 RC [A111/038] 

この冊子の収録データは 1945 年から 1989 年までですが、『法制史学会ホーム

ページ』<http://wwwsoc.nii.ac.jp/jalha/>で平成 2 年（1990）以降のデー

タを検索できます。 

 

 



２.５.４ その他のツール 
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 『英米法研究文献目録』 全 2巻 東京大学出版会 1998：本館 RC [A111/011] 
日本で公刊された英米法に関する著書・論文の情報をまとめたものです。1867
年から 1995 年までを収録対象としています。 

 
② 政治学各分野 

 『大原デジタルライブラリー 社会･労働関係 論文データベース』 

法政大学大原社会問題研究所 

<http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/kensaku/ronbun.html> 

1919 年、大原孫三郎創立の法政大学大原社会問題研究所が所蔵している文献

のデータベース。社会・労働関係に関する論文データを検索できます。論文

約 19 万件が検索可能です。（2006 年 4 月現在）なお和書が約 12 万件、洋書

が約 5万件、その他書評等 3万件の検索も別のデータベースにより可能です。

また、このサイトは様々な独自の電子資料、リンク集も充実しています。 
 
なお、参考文献や雑誌記事索引などでは雑誌名が省略表記されている場合があり

ます。一見しただけではわかりにくい省略表記については例えば『法律時報』1 月

号の「文献略語表」で確認できます。また富山大学経済学部法令判例資料室ウェブ

サイトの『法律文献略称表』<http://www3.u-toyama.ac.jp/dsec/horeishozo.htm>

も便利です。 
 
(３) 検索方法を紹介するサイト 
 
インターネット上には文献検索の参考になるウェブサイトが沢山ありますので、

以下を起点に、有用なウェブサイトを探して活用しましょう。 
 

 『リンク集』 東北大学大学院法学研究科 

<http://www.law.tohoku.ac.jp/link/index-j.html> 
本学の法学研究科で作成しているリンク集です。アメリカ法・国際法など様々

なサイトが集められて整理されており、便利です。 
 

 『京都大学大学院法学研究科附属国際法政文献資料センター ホームペー

ジ』 京都大学大学院法学研究科附属国際法政文献資料センター 竹島武郎 

<http://www.users.kudpc.kyoto-u.ac.jp/~c53851/> 

法学・政治学文献検索について網羅的に情報が掲載されています。 
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2.５.１ 基本的な事項を調べるツール



 ２.５  法学

　この分野は法令の解釈と、論理を展開するための根拠とが重要となり、その知識を養うためのテキストなどが数多く存在する分野です。ここでは法学・政治学分野の基本的な事項を調べるツールと先行研究を探すツールについて説明します。


なお、この分野では法令、判例、議会資料が重要となります。これらは、記録として後世に役立てるために古くから体系化されて、探すためのツールも整備されてきました。現在では、かなりの割合で電子化が進み、人文社会科学の中ではオンラインの情報検索が可能な環境が最も整っています。これらを探す方法については３.３.１～３.３.３で詳しく説明しますのでそちらを参照して下さい。

　文献検索技法を含む法学の研究活動は「リーガル・リサーチ」と呼ばれ、その方法について書かれた参考図書が多数出版されています。また、『法学セミナー』『法学教室』『ジュリスト』等の各種法学専門雑誌でも特集が組まれていますので、ぜひ読んで参考にして下さい。


· 『リーガル・リサーチ』　第2版　いしかわまりこ他著　日本評論社　2005

：本館学閲 [A121/0556]

 ２.5.1  基本的な事項を調べるツール 

まず最初にこの分野特有の用語を正確に知っておくことが必要です。読み方すらよく分からない用語や、日常で使われる言葉が法律用語になると特殊な用いられ方をして意味が変わってくる用語などがあるからです。そのような法律用語を調べるための辞典が、簡易なものから大部なものまで各種作られています。

· 『法律学小辞典』　第4版　金子宏他編　有斐閣　2004

：本館学閲参考 [A112/0258]ほか

総項目数約8,000。（検索可能項目数：約12,000）項目解説の根拠となる法令・判例・学説を引用しています。条文理解の基礎となる「基本法令用語」が巻末に付され一般的用法との違いの理解に役立ちます。

· 『現代法律百科大辞典』　全8巻　伊藤正己ほか編　ぎょうせい　2000

：法図書室 [A112/0118]

詳しく調べる場合に便利なのがこの辞典です。法律の専門用語から法の周辺をめぐる用語まで、法に関するあらゆる用語4,500語を収録し、15,000項目超の事項索引、約3,000件の判例索引、届出書式記載例等も付載しています。付属のCD-ROM版で手軽に検索できます。「国民法律百科大辞典」(1984刊)の改訂版です。

政治学の用語は次に紹介する辞典に解説があります。また法学・政治学に関わらず新しい用語の場合は、現代用語辞典やサーチエンジンで調べられますし、論文・新聞などにも解説される場合があります。

　また、判決や法令の成立には実際に起こった事件が密接・不可分に関わっており、法学・政治学の分野では事件・歴史を調べることも必要です。そのために新聞・一般雑誌も重要な材料となります。それらについては2.2.7、2.2.8で説明していますのであわせて参照して下さい。

· 『現代政治学小辞典』　新版　阿部齊ほか編　有斐閣　1999

：本館学閲参考・法図書室 [A2/042]

20世紀の政治と政治学の重要な概念・用語・人名を簡潔に解説。事項項目2,400件、人名項目400件。人名には政治学者の他に現代政治家の名も掲載。この分野で多用される略語のフルネーム、定訳を付してあります。


· 『政治学事典』　猪口孝ほか編　弘文堂　2000：本館学閲参考 [A2/041]

4,000項目を収録。政治理論から世界経済、軍事、地球環境問題まで記述しています。各国・各地域の政治体制、政治を取り巻く環境の解説もあります。


各法分野の辞典もあります。以下はその中の一部です。

· 『三省堂憲法辞典』　大須賀明ほか編　三省堂　2001

：本館学閲参考 [A112/0230]ほか

· 『新行政法辞典』　園部逸夫ほか編　ぎょうせい　1999：本館RC [A112/0211]

· 『体系民法事典』　第3版増補　中川善之助ほか編　青林書院新社　1984

：本館学閲参考 [A112/031]

· 『民事訴訟法辞典』　林屋礼二ほか編　信山社出版　2000

：法図書室 [A112/0220]

· 『刑事法辞典』　三井誠ほか編　信山社　2003：法図書室 [A112/0243]

· 『国際関係法辞典』　第2版　国際法学会編　三省堂　2005

：本館書庫 [A2/050]ほか

· 『英米法辞典』　田中英夫ほか編　東京大学出版会　1991：本館RC　[A112/0157]

· 『ドイツ法律用語辞典』　改訂増補版　山田晟著　大学書林1993

：本館RC [A112/084]

· 『フランス法辞典』　山口俊夫編　東京大学出版会2002

：本館学閲参考 [AF2-121/05]



 ２.5.２  『法律判例文献情報』 

　法律関係文献（図書・雑誌）および判例集の書誌情報、収録文献発行所の情報を収録したデータベースです。法律に関する図書・雑誌論文・新聞記事（朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、日本経済新聞の署名論文、対談）が横断的に検索できます。


		項目

		内容説明



		分野

		法学、政治学



		提供機関

		第一法規株式会社



		収録対象

		図書、雑誌、新聞記事



		範囲

		1982～



		URL

		https://www.d1-law.com/



		利用方法

		法図書室で利用



		備考

		冊子体が法図書室にあり。







 ２.5.３  『Lexis.com』 

　米国を中心とした世界各国の法律情報、ビジネス情報、ニュースなどを収録したデータベースを検索できるツールです。法律情報は、判例、法令、規則、その他の法律一次文献および法律系の出版社が提供している二次文献にアクセスすることができます。ニュース情報は世界各国の主要な英字および欧州言語の新聞やテレビ、ラジオの放送原稿が収録されています。ビジネス情報は世界各国の企業情報、産業情報およびマーケット情報が収録されています。判例や論文の本体も収録されている場合もあります。また判例、法令、判例評釈の引用関係も調べられます。

		項目

		内容説明



		分野

		法学、政治学



		提供機関

		レクシスネクシス･ジャパン



		収録対象

		図書、雑誌、新聞記事



		URL

		http://www.lexis.com/



		利用方法

		法学研究科内限定（法図書室で利用可能）







 ２.5.４  その他のツール 

(１) 全般的なツール


· 『法律時報』の文献月報　日本評論社　法図書室

昭和4年（1929）創刊の法学雑誌『法律時報』（日本評論社）編集部に毎月寄贈される文献のリストで、毎号巻末に掲載されています。これには法律学、政治学関係の単行書・雑誌論文・外国語が記載されています。法体系別に分類され、図書は目次が掲載されます。この昭和20年（1945）から平成8年（1996）までの集成が『戦後法学文献総目録』、それ以前の大正5年（1916）から昭和20年（1945）のものは『法学文献総目録』です。ただしこれらは主題別に配列されており索引がありません。その検索における弱点を補ったのが、オンラインデータベース『法律時報文献月報検索サービス』で昭和4年（1929）以降のリストが検索できます。このデータベースは法科大学院生のみ利用可能です。

· 『法律関係雑誌記事索引』　法務図書館　1952～2004：法図書室

法務省・法務図書館収集の定期刊行物・記念論文集索引です。収録情報は昭和20年（1945）から平成15年（2003）までで、第5号以降からは図書形態で出版された記念論文集の論文も収録対象となりました。事項索引、著者名索引が付されています。『法務図書館検索ページ（蔵書・法律雑誌記事索引）』<http://moj.opac.jp/>というオンライン版でも検索できます。刊行中止となった平成15年以降のデータ及び、それ以前のデータが検索できますが、冊子体収録データの全ては収録されていません。（平成19年2月現在）

· 『邦文法律関係記念論文集総合目録』　法律図書館連絡会編　1988

：本館RC [A111/060]

明治期から昭和59年（1984）までの、日本で刊行された法律関係記念論文集収録の論文を対象とした目録です。


· 『邦文法律雑誌記事索引』　最高裁判所図書館　1958～2005：法図書室

最高裁判所図書館が収集する雑誌の内、法律関係の論文、研究報告、主要資料の索引誌です。法律雑誌記事分類索引、判例評釈法条索引、執筆者索引があります。収録年度は昭和32年（1957）から平成16年（2004）までです。

· 『Index to legal periodicals & books』　American Association of Law Libraries　1961～：法図書室

英語圏で刊行された法学雑誌、年鑑、学会誌、大学出版物、書評などの書誌情報、および判決・法令に関する記事と、政府刊行物 （米国、プエルトリコ、カナダ、英国、アイルランド、オーストリア、ニュージーランド政府）の記事データを収録したツールです。なお、図書データを除いたものが『Lexis.com』でも利用できます。

· 『Karlsruher Juristische Bibliographie』　C.H. Beck　1980～：法図書室

ドイツを中心として欧米諸国から発行されている法学関係雑誌約700誌のうち雑誌論文、記念論文集の論文、学位論文、単行書を選定の上掲載しています。テーマごとに配列され、内容目次、人名索引、件名索引があります。

(２) 分野ごとのツール


① 法学各分野

· 『憲法文献大事典』　日本図書センター　2004：本館学閲参考　[A111/098］

1945年から2002年末までに刊行された『憲法問題』に関連する文献（図書）を中心に集成し、各文献の書誌データを収録。さらに主な文献約3,000点については目次の主要部分を掲載しています。またブックレット・小冊子・私家版・雑誌特集号なども対象としています。

· 『文献商法学』　全7巻　商事法務研究会　1977～

：本館書庫　[A111/016]ほか

· 『家族法文献集成』　京都大学人文科学研究所　1969：本館書庫 [VIA9/オ36]


『家族法判例・文献集成』有斐閣1975～1982：本館書庫 [A111/07]

· 『法制史文献目録』　全3巻　創文社　1962～：本館RC [A111/038]

この冊子の収録データは1945年から1989年までですが、『法制史学会ホームページ』<http://wwwsoc.nii.ac.jp/jalha/>で平成2年（1990）以降のデータを検索できます。

· 『英米法研究文献目録』　全2巻　東京大学出版会　1998：本館RC [A111/011]

日本で公刊された英米法に関する著書・論文の情報をまとめたものです。1867年から1995年までを収録対象としています。

② 政治学各分野

· 『大原デジタルライブラリー　社会･労働関係　論文データベース』


法政大学大原社会問題研究所


<http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/kensaku/ronbun.html>

1919年、大原孫三郎創立の法政大学大原社会問題研究所が所蔵している文献のデータベース。社会・労働関係に関する論文データを検索できます。論文約19万件が検索可能です。（2006年4月現在）なお和書が約12万件、洋書が約5万件、その他書評等3万件の検索も別のデータベースにより可能です。また、このサイトは様々な独自の電子資料、リンク集も充実しています。

なお、参考文献や雑誌記事索引などでは雑誌名が省略表記されている場合があります。一見しただけではわかりにくい省略表記については例えば『法律時報』1月号の「文献略語表」で確認できます。また富山大学経済学部法令判例資料室ウェブサイトの『法律文献略称表』<http://www3.u-toyama.ac.jp/dsec/horeishozo.htm>も便利です。

(３) 検索方法を紹介するサイト

インターネット上には文献検索の参考になるウェブサイトが沢山ありますので、以下を起点に、有用なウェブサイトを探して活用しましょう。

· 『リンク集』　東北大学大学院法学研究科

<http://www.law.tohoku.ac.jp/link/index-j.html>

本学の法学研究科で作成しているリンク集です。アメリカ法・国際法など様々なサイトが集められて整理されており、便利です。

· 『京都大学大学院法学研究科附属国際法政文献資料センター　ホームページ』　京都大学大学院法学研究科附属国際法政文献資料センター　竹島武郎

<http://www.users.kudpc.kyoto-u.ac.jp/~c53851/>

法学・政治学文献検索について網羅的に情報が掲載されています。
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