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 ３.３  原資料にあたる－社会科学編  

 

 ３.３.１  法令  

 

ここでは法令の探索について説明します。はじめに日本の法令について、次に外

国の法令について、探索方法やツールを紹介していきます。 

 
(1) 法令の特色 

 
「法令」という言葉は、法律を含めたより広い概念を表しています。具体的には、

憲法、法律、政令、府令、省令、条約、議院規則、 高裁判所規則、地方公共団体

の条例などを指します。 
法令を探索する際には、問題となる法令の条文そのものを探すことに加えて、以

下の 2 点をふまえておくことが大きなポイントとなります。 
一つ目は、法令には、効力の上下関係が決まっており、相互を補完する働きがあ

るということです。上位の法令は、下位の法令に優先し、下位の法令は上位の法令

に違反することができませんので、互いに矛盾しないように制定されています。例

えば、政令は法律よりも下位に属しており、法律の規定をより細かく、具体的に実

施するための内容となっています。また、法令には含まれませんが、統一的な行政

を行うために、諸機関が管轄の下位機関に対して訓令や通達を発し、法令の解釈や

運用方針などを伝えることもあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 3-12 法令情報の相互関係 

憲法（国の最高法規）
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二つ目は、法令は時を経るに従って変遷するということです。例えば、法律の場

合、原則的には事件が起こった時に施行されていたものが適用されます。ところが、

法律は、一度制定された後も、改正や失効などに伴い条文が変更になることもあり

ますので、現行の法律を知っているだけでは充分ではありません。また、法令の趣

旨や解釈を知るためには、それが成立する以前の国会審議の記録から調べなければ

ならない場合もあります。そうすることにより、制定の過程や改正等の変遷を知る

ことが可能です。 
以上のように、一つの法令を理解するためには、関連する情報と、時間の流れに

沿った変遷情報に目を配ることが重要です。 
 
(2) 法令を探す 

 
① 官報 

法律は、『官報』掲載をもって公布とします。『官報』とは、法令などの公布を

はじめ、様々な報告や公表を広く行うために国が発行する機関紙です。行政機関の

休日を除き、毎日発行されています。制定直後の法令を調べたい場合は、法令集な

どにはまだ収録されていない可能性が高いので、『官報』を見るとよいでしょう。 
公布にあたり、法令には法令番号が付与されます。法令番号は、改正などの変遷

や、制定の過程について調べる手がかりとして重要ですので、メモしておくことを

おすすめします。また、法令の『官報』掲載時には、その法令に対する一般の理解

をより深めるために、「法令のあらまし」も併せて掲載されますので、参考にして

下さい。 
『官報』を、掲載内容や日付などから検索する場合は、以下のツールを使用する

と良いでしょう。 
 

 『官報目次総覧』 文化図書 1883～1986：本館 RC ほか 

『官報』の目次が収録されています。項目別の索引もあります。 
 

 『官報総索引』 文化図書 1988～：本館 RC 

年間の総索引です。巻末には五十音順索引もあります。 
 

 『官報検索』 国立印刷局  

<http://www.gov-book.or.jp/asp/Kanpo/KanpoList/> 

1996 年 6 月 3 日以降の目次が検索できます。 
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『官報』 新号は、本館および法図書室で閲覧可能です。ただし、過去のものを

見たい場合は、保存期間を過ぎていることもありますので、マイクロフィルム版な

どもあわせて利用しましょう。本学の主な所蔵は次の通りです。 
 

 『官報』 国立印刷局 短期保存（前年分～最新号）：本館 2号館ほか 

 『官報』 マイクロフィルム版 国立印刷局 1984～：本館書庫マイクロ室 

 
本文は次のデータベースやウェブサイトでも閲覧可能です。原則として、印刷体

と同じ内容を掲載していますが、あくまで印刷体の『官報』が基準となります。引

用する場合や正確性を問う場合などは、必ず印刷体を確認しましょう。 
 

 『インターネット版「官報」』 国立印刷局 

<http://kanpou.npb.go.jp/> 

『官報』の 新の一週間分を閲覧することができます。 
 

 『官報情報検索サービス』 国立印刷局 <https://search.npb.go.jp/> 

法図書室限定  

昭和 22 年以降の『官報』を検索し、閲覧することができます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  みみふくろ   官報について 

 
『官報』は、主に以下の 4 部から構成されています。 

 
 本紙 （行政機関の休日を除き、毎日発行） 

 号外 （随時発行） 

 政府調達公告版 （随時発行） 

 資料版 （週 1回発行、ただし平成 19 年 3月で発行終了） 

 

「号外」には、本紙に収まりきれなかった内容を掲載します。「政府調達

公告版」は、政府機関などが調達する一定金額以上の物品・役務に関する入

札情報を掲載します。「資料版」は、主に白書や統計調査結果の概要などを

掲載します。いずれも本紙とは異なる内容であり、巻号も、それぞれ独立し

て付与されています。また、本紙と同様、ウェブ上での閲覧も可能です。 
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② 法令集 

ここでは、法令を探すためのツールや、法令集の代表的なものを紹介します。近

年はウェブ上で手軽に利用できるものが増えてきましたが、調べる内容によっては

冊子体を使う場合もあります。索引などの仕組みをよく理解して、上手に利用して

下さい。 
 

 『現行法規総覧』（加除式） 第一法規：法政実務図書室ほか [CZ-3/026] 

現在有効な法令を網羅的に掲載しています。廃止されたものや、改正以前の

法令は収録されていません。年別索引、旧法令改廃沿革索引、五十音・題名

キーワード索引が付いています。 
 

 『日本法令索引』 国立国会図書館 <http://hourei.ndl.go.jp/> 

原則として明治 19 年(1886）公文式施行以降の索引情報を収録する 2 次情報

データベースです。法令の公布日や法番号が不明な場合は、まずはこれを利

用しましょう。沿革紹介や審議経過資料へのリンクがあります。 
全体が「法令索引」と「法案索引」から構成されており、「法令索引」では

現行法令、廃止法令、制定法令の索引が可能です。また、「法案索引」では、

法律案、条約承認案件の検索が可能です。横断検索機能もあります。 
なお、法図書室では、冊子体の『日本法令索引』を 2002 年分まで所蔵してい

ます。 
 

 『日本法令索引[明治前期編]』 国立国会図書館  

<http://dajokan.ndl.go.jp/SearchSys/index.pl> 

慶応 3 年 10 月大政奉還から明治 19 年 2 月公文式公布に至るまでに制定され

た法令の索引情報が検索できる 2 次情報データベースです。出典となる『法

令全書』等の資料が国立国会図書館のデータベース『近代デジタルライブラ

リー』に収載されている場合は、リンクにより本文が参照できます。 

 
 『法令データ提供システム』 総務省 

<http://law.e-gov.go.jp/> 
現行法令のうち、憲法・法律・政令・勅令・府令・省令・規則が検索対象で

す。法令の規定同士が関係している場合にはリンクが張ってあります。 
ただし、現行法令を網羅してはおらず、法令の施行期日を定める政令などは

整備対象となっていません。また一部改正が反映されていなかったり、『官
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報』の表記とは少し異なっていたりする場合がありますので注意して下さい。 
また、同サイト内では、別途新規施行法令、未施行法令、廃止法令等につい

ての一覧も提供しています。 
 

 『法令全書』 国立印刷局 1868～：法図書室ほか  

 『法令全書総目録』 国立印刷局 1926～：法図書室 

『官報』から公布された全ての法令を抜粋し、種類別、公布年月日順に掲載

しています。『官報』の掲載ページがわかるほか、「法令のあらまし」も収

録されています。また、年刊の『法令全書総目録』には事項別、五十音別索

引が収録されています。 
 

 『全国条例データベース』 鹿児島大学法文学部法政策学科 

<http://joreimaster.leh.kagoshima-u.ac.jp/> 

全国の地方自治体がウェブ上で公開している条例や、その他有用な情報への

リンク情報が充実しています。検索機能もあります。 
 

法令集には、これまでに紹介した以外にも、便利な特徴を備えたものが数多くあ

ります。その一部を以下に紹介しますので、自分の研究分野や用途に合ったものを

ぜひ見つけて下さい。 

 

 各種条約集 

条約は、その他の法令と同様、『官報』に掲載されますが、他にも外務省条

約局から二国間、多国間別で刊行される『条約集』などがあります。また、

民間の出版社から刊行されるものには、分野別に編集された『海洋環境関係

条約集』や『基本経済条約集』、解説付きの『解説条約集』などがあります。 
 

 分野別六法  

特定分野の法令を広く調べる場合は、分野別六法を使うと良いでしょう。解

説付きのものも多く、学習にも向いています。本学でも『介護保険六法』『医

療六法』『環境実務六法』など、様々な分野のものを所蔵しています。 
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(3) 関連情報を調べる 

  
① 関連する条文や法令 

条文そのものに関連する法令条文が明記されていない場合は、参照条文および参

照法令情報を掲載したものを利用しましょう。また、既に紹介した『法令データ提

供システム』も、法令の規定同士が関連している場合はリンクが張ってあり、便利

です。 

 

 『六法全書』 有斐閣 1948～：本館学閲ほか 

各法令末尾に、下位の法令や関係する法令を挙げています。また、六法全書

は、過去の版を参照することで当時有効だった法令を手軽に調べることがで

きるという特長もあります。 
 

② 訓令、通達、告示など 

訓令、通達、告示などは、各省庁から多数発せられています。一部が法令集や各

種六法に掲載され、また、訓令、告示は『官報』にも掲載されますが、網羅的な印

刷体資料はありません。インターネットで探すのが も効率的でしょう。 
 

 『電子政府の総合窓口』 総務省 <http://www.e-gov.go.jp/> 

「所管の法令・告示・通達」からリンクを辿って見ることができます。３.３.

４(２)②参照 
 

 各省庁のウェブサイト 

「電子政府の総合窓口」で見つからない場合は、各省庁のウェブサイトで探

してみて下さい。 
 

 例）『外務省行政情報所在案内（クリアリングシステム）』 
<http://www3.mofa.go.jp/mofaj/clearing/> 

『農林水産省告示・通知データ提供システム』 
<http://www.kokuji.maff.go.jp/kokujituti/top.asp> など 
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(4) 変遷情報を調べる 

 
① 法律案 

法律案は、内閣府から提出する場合と、議員（議院の委員会や調査会）から提出

する場合があります。内閣府から提出する場合は、原案が関係省庁などにより作成

された後、内閣法制局による審査を経て、国会へ提出されます。議員から提出する

場合は、衆議院法制局あるいは参議院法制局により作成された後、国会へ提出され

ます。国会に提出された法律案は、会期および提出元ごとに固有の番号が付与され

ます。 
法案を探すためのツールは、既に紹介した『日本法令索引』が便利ですが、各法

制局や議院のホームページにも有用な情報が載っていますので、あわせて参考にし

て下さい。 
 

 『内閣法制局』 内閣法制局 <http://www.clb.go.jp/> 

内閣提出の法律案や条約の紹介が載っている他、法律案の立法、成立から公

布までの詳しい過程の解説などがあります。 

 

 『衆議院』 衆議院 

<http://www.shugiin.go.jp/> 

衆議院の立法に関する情報は、このサイト内で扱っています。３.３.2(２)②

も参照 
 

 『参議院法制局』 参議院法制局 <http://houseikyoku.sangiin.go.jp> 

参議院提出法律案などについての情報が掲載されています。３.３.2(２)②も

参照 

 

② 審議経過を調べる 

法律の制定の場合、日本では委員会制度をとっていますので、法律案の提出を受

けた議院の議長は、これを適当な委員会に付託し、実質的な審議は委員会で行われ

ます。 
委員会での審議が終了した後、その審議は本会議に移行します。委員会および本

会議において可決されると、その法律案は、他議院に送付され、再び委員会、本会

議の審議を経ます。法律案は、憲法に特別な定めの無い限り両議院で可決した時に

法律となります。 
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審議経過について調べる場合は、(２)で既に紹介した『日本法令索引』で法令情

報にリンクしている資料を読むのが も手軽な方法ですが、その他にも議会資料を

調べる様々なツールが存在しています。詳しくは 3.3.2 を参照して下さい。 

 

③ 一部改正法 

法律の一部改正の公布方式は「織り込み式」「溶け込み式」と呼ばれており、新

たに定まった一部改正法を、従来の条文に織り込む（溶け込ませる）ことによって

初めて意味が明らかになります。 
一部改正法は、『官報』や『法令全書』には収録されますが、 新の各種六法や

加除式（差し替え式）法令集など、改正を既に織り込んだ新しい条文のみを掲載す

る資料には、見つけることができません。附則を読めば、過去の改正の経緯が分か

りますが、改正の内容を正確に理解するためには、従来の条文と、改正を織り込ん

だ後の条文を対照して読む必要があります。 
 

④ 失効した法令を探す 

(２)で既に紹介した『日本法令索引』で、廃止法令の正式名称や法番号を調べた

後、『官報』や法令集を参照して下さい。 
また、『法令データ提供システム』でも、平成 13 年 4 月 1 日以降に廃止され、

データベースから削除された法令の一覧を見ることができます。 
特定の分野に関する廃止法令を扱う場合は、その分野の旧法令集が出版されてい

るかどうか、探してみるのも良いでしょう。本学でも『会社法旧法令集』『刑事関

係旧法令集』などを所蔵しています。 
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(５) 外国の法令 

 
近年は、日本の法令と同様、外国の法令も、ウェブ上で閲覧できることが多くな

りました。外国の法令に関しては、その地域や国によって探し方が異なりますので、

ここでは参考になるウェブサイトや文献を紹介します。欧州連合関連の法令に関し

ては、３.３.８を参照して下さい。 

 
 『国立国会図書館 議会官庁資料室』 国立国会図書館 

<http://www.ndl.go.jp/horei_jp/index.htm> 

国、地域別の資料紹介がある他、ウェブ上で公開されている法令集などへの

リンクも充実しています。 
 

 『外国法文献センター利用のコツ＆外国法の調べ方』 

東京大学法学部研究室図書室外国法令判例資料室 

<http://www.j.u-tokyo.ac.jp/lib/gaise/how-to.html> 

外国の法令の調べ方やリンク集の他、外国の法令を探すための、あるいは引

用の仕方を理解するための基本文献の情報も充実しています。 
 

 『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』 

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 

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

外国の法令や判例、条約の探し方に加え、それらの文献を引用する際の略号

に関する情報も充実しています。論文を読んでいて、略号から実際の資料の

正式名称を知りたい時、あるいは自分で論文を書く際に、文献をどのように

引用するべきか調べたい時に利用するとよいでしょう。 
 

 『外国法入門双書』 有斐閣 1991～：本館書庫ほか 

ドイツ法、アメリカ法、中国法を中心としたシリーズです。 
 

 『外国法文献の調べ方』 板寺一太郎著 信山社出版 2002 

：本館 RC [A121/0436] ほか 

英・米・独・仏の法律研究に必要な資料やその利用方法について解説してい

ます。各文献が扱う年代一覧や、専門資料を扱う国内の図書館や資料室に関

する情報も掲載されており、実用的な一冊です。
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 ３.３.２  議会資料  

 
(１) 日本の議会資料の特色 

 
議会資料の特色としては、次の様なものを挙げることができます。 

 
 議会が法律案の審議をする場であるので、法令資料との関係性が強い。３.３.

１参照 
 国会の議会資料としては、衆議院・参議院及び各種委員会の議事録が挙げら

れ、明治以来の帝國議会の資料も含めるとかなり膨大な資料群になる。 
 地方自治体の議会資料は、地方議会議事録であるが、これらも日本の都道府

県市区町村の数と歴史を考えると、膨大な資料群になる。 
 地方自治体の議会資料でも、 小単位の自治体（町、村など）の議会資料に

なると入手が困難な場合がある。 
 近の議会資料は、電子化が進みウェブサイトで閲覧可能な資料が多い。 
 

 

(２) 日本の議会資料の検索 

 
日本の議会資料を検索するには、次の 3 種類の手段があります。これらを順を追っ

て紹介します。 
 

 国会等が出版した議会資料集による検索 
 国会・地方議会のウェブサイトによる検索 
 その他、議会資料検索に有益な情報集による検索 
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① 国会等が出版した議会資料集による検索（冊子体） 

国会での議事を速記で記録したものです。『官報』の号外として発行されていま

す。また、会議録の集成も出版されています。 
 

 『官報. 号外, 衆議院会議録』 財務省印刷局 1947～ 

：本館 2号館・法図書室  

 『官報. 号外, 参議院会議録』 財務省印刷局 1947～ 

：本館 2号館・法図書室 

 

日本の国会制度では、本会議よりも委員会で詳しい議論を行う事によって、法律

制定や条約承認等を審議します。そのため委員会の会議録は、非常に重要な資料に

なります。これらの資料は、会期と委員会名、日付などから検索することができま

す。冊子体とマイクロフィルム版がありますが、これらはお互いの巻を補完しあう

様に所蔵されています。 
 

 『衆議院委員会会議録』 衆議院事務局 1960～：法図書室 

 『衆議院委員会会議録』 マイクロフィルム版 総目次 7 巻 臨川書店 1947

～1960：法図書室 [BZ-7/012]  

 『参議院委員会会議録』 参議院事務局 1960～：法図書室 

 『参議院委員会会議録』 マイクロフィルム版 総目次 7巻 臨川書店 1947

～1961：法図書室 [BZ-7/013]  

 
 また、議会の記録には次のようなものもあります。 
 

 『国会制定法審議要録』 衆議院法制局、参議院法制局 1954～ 

：本館 2号館・法図書室 

1947 年の第 1 回国会から、成立した法律の審議録を所収しています。衆議院

版と参議院版があり、東北大学附属図書館では、衆議院の 1954 から（参議院

は 1957 から）のものを所蔵しています。 
 

 『国会議案件名録』(議会制度百年史) 大蔵省印刷局 1990 

：本館書庫・法政実務図書室 

『議会制度百年史』の一部で、第 1 回国会(1947)から第 118 回国会(1990)ま
での法案・条約案・決議案の件名と経過が収録されています。 
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戦前の帝国議会貴族院・衆議院についても、本会議議事速記録と委員会会議録が

あります。また、貴族院については委員会速記録も出版されています。 

 
[両議院本会議の議事速記録] 

 『帝國議會衆議院議事速記録』[複製版]  社会問題資料研究会 1975～ 

：本館 2号館（所蔵収録年 1928～1947） 

 『帝國議會貴族院議事速記録』[複製版]  社会問題資料研究会 1975～ 

：本館 2号館（所蔵収録年 1928～1947） 

 『帝國議會衆議院議事速記録』 全 86 巻 東京大学出版会  1979～1985 

：法図書室（所蔵収録年 1928～1947） [BZ-6/02] 

 『帝國議會貴族院議事速記録』 全 74 巻 東京大学出版会 1979～1985 

：法図書室（所蔵収録年 1928～1947）[BZ-6/01] 

 

[委員会会議録] 
 『帝國議會衆議院委員會會議録』 東京大学出版会 1985～1988（明治 23 年:

第 1回議会～明治 44 年:第 28 回議会）：法図書室 [BZ-7/08] 

 『帝國議會衆議院委員會會議録』 臨川書店 1981～1984（大正元年:第 29 回

議会～大正 15 年:第 51 回議会）：本館書庫・法図書室 [BZ-7/04] 

 『帝國議會衆議院委員會會議録』 マイクロフィルム版 臨川書店 1989～1990

（昭和元年:第 52 回議会～昭和 22 年:第 92 回議会）：法図書室 [BZ-7/010] 

 『帝國議會貴族院委員會會議録』 臨川書店 1995～1996（明治 23 年:第 1 回

議会～明治 45 年:第 28 回議会）：法図書室 [BZ-7/06] 

 『帝國議會貴族院委員會會議録』 臨川書店 1981～1988（大正元年:第 29 回

議会～大正 15 年:第 51 回議会）：本館書庫・法図書室 [BZ-7/06] 

 

[貴族院の委員会速記録] 

 『帝国議会貴族院委員会速記録』 東京大学出版会 1985～1988（明治 23 年:

第 1回議会～明治 45 年:第 28 回議会）：法図書室 [BZ-7/07] 

 『帝國議會貴族院委員會議事速記録』 臨川書店 1981～1988（大正元年:第

29 回議会～大正 15 年:第 51 回議会）：本館書庫・法図書室 [BZ-7/05] 

 『帝國議會貴族院委員會議事速記録』 マイクロフィルム版 臨川書店 1989

～1990（昭和元年:第 52 回議会～昭和 22 年:第 92 回議会） 

：法図書室 [BZ-7/011]  
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地方議会の資料については、国立国会図書館の『NDL-OPAC』(３.１.３参照)で検索

できるほか、県立図書館・市町村の図書館に所蔵している場合も多々あります。研

究している自治体にある図書館のオンライン目録も検索してみて下さい。また原資

料をまとめて閲覧したい場合には、県庁や市役所にある議会資料室が有効です。各

地方自治体には、議会図書室を庁舎の中に置いている事が多く、それらに尋ねるの

が上手な情報入手の手法になる場合もあります。 
ここでは地方議会資料の代表的なものとして、宮城県の議会図書室と仙台市市政

情報センターを紹介します。 
 

 『宮城県議会 議会図書室』 

宮城県議会に附属する図書室です。明治 13 年からの宮城県議会議事録をはじ

め、宮城県議会に関する資料を収集・保存しています。利用情報は次の通り

です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 『市政情報センター』  

仙台市役所の 1 階に「市政情報センター」があります。ここに仙台市議会の

議事録、審議会議事録、例規集が所蔵されています。資料閲覧のほか、貸出、

複写も受け付けます。利用情報は次の通りです。 ３.３.４(２)も参照 
 
 
 
 
 
 
 

・開館時間：平日 9:00～16:00 
・休館日：土日祝日・12 月 29 日～1 月 3 日 
・複写可否：可（有料で 1 枚につき 10 円） 
・貸出可否：不可 
・URL：http://www.pref.miyagi.jp/kengikai/ 
・主な所蔵資料：県議会議事録 明治 13 年～ 

宮城県議会史 1 巻～8 巻（昭和 61 年度分まで） 

・開館時間：平日 9:00～17:00 
・ 休館日：土日祝日・第四水曜日（図書整理日） 
・ 所在地：〒980-8671 仙台市青葉区国分町 3-7-1 仙台市役所本庁舎 1 階 

Tel：022-214-1239 
・URL：http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/shiseijoho/index.html 
・主な所蔵資料：仙台市議会議事録等の議会関係資料、市政関係資料など
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② 国会・地方議会のウェブサイト 

次に国会・地方議会のウェブサイトから、議会資料を検索する方法です。 
インターネットの発達により、議会資料を公開する組織が、国会をはじめ全国的

にもかなりの数を数えます。以下では、その中でも国会の議事録関係資料と宮城県・

仙台市の議事録関係資料を公開しているウェブサイトを紹介します。 
 

 『国会会議録検索システム』国立国会図書館 <http://kokkai.ndl.go.jp/> 

戦後体制下での第 1 回国会（昭和 22 年 5 月）から現在に至るまでの衆議院・

参議院の本会議・委員会についての記録を収録しているデータベースです。 
開催日付、発言者名、会議名、キーワード等の多くの項目から検索が可能で、

細やかな検索ができます。 
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 『衆議院 会議録』 衆議院 

<http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm> 

衆議院のウェブサイトに、第 145 回国会（平成 11 年 1 月 19 日召集）以降の

衆議院の会議録の議事部分を掲載しています。 
 

 『参議院 会議録情報』 参議院 

<http://www.sangiin.go.jp/japanese/frameset/fset_b07_01.htm> 

同じく参議院のウェブサイトからも参議院の議事録を見ることができます。

こちらは 近の議事に限られます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

衆議院 

参議院 
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 『帝国議会会議録検索システム』国立国会図書館 

<http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/> 

第 88 回～第 92 回（昭和 20 年 9 月～22 年 3 月）帝国議会会議録を検索・閲

覧することができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 『宮城県議会 会議録の検索・閲覧』宮城県議会 

<http://www.pref.miyagi.jp/kengikai/kensaku/index.htm> 

昭和 22 年以降の宮城県議会本会議、昭和 52 年以降の決算特別委員会、平成 9
年以降の予算特別委員会、平成 15 年 7 月以降の常任委員会、特別委員会、予

算・決算各分科会の会議録を検索・閲覧することができます。 
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 『仙台市議会 会議録の検索・閲覧』 仙台市議会 

<http://www.gikai.city.sendai.jp/kaigiroku/index_f_kaigiroku.html> 

平成 2 年 2 月「第 1 回定例会」以降、平成 3 年 9 月「平成 2 年度決算等審査

特別委員会」以降、平成 4 年 3 月「平成 4 年度予算等審査特別委員会」以降、

平成 3 年 5 月「常任委員会」以降、平成 4 年 5 月「特別委員会」以降の会議

録・委員会記録等を検索・閲覧することができます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 『国/地域別資料紹介 日本の資料紹介 地方議会』 国立国会図書館 議会

官庁資料室 

<http://www.ndl.go.jp/horei_jp/Countries/Japan/Japan_gikai_local.htm> 

日本の各県議会のページを一覧的に表示したリンク集です。各県の議会を横断

的に閲覧したい場合などに便利です。 
 

③ その他、議会資料検索に有益な情報集 

これまで国会と地方議会を中心とした、議会資料について、冊子体とウェブサイ

トを紹介してきましたが、その他にも国会・地方議会には様々な資料があります。

次に紹介する資料は、これまで紹介しきれなかった議会資料を紹介しているもので

す。 
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 『リーガル・リサーチ』 第 2 版 日本評論社：本館学閲 [A121/0556] ほか 

p.95～p.110 に国会と地方議会の議会資料についての説明があります。かなり

多くの点数が紹介されています。 ２.５の冒頭も参照 
 

 『テーマ別調べ方案内 日本-議会』 国立国会図書館 議会官庁資料室 

<http://www.ndl.go.jp/horei_jp/Countries/Japan/Japan_gikai.htm> 

日本の議会関連資料について詳しく紹介しています。リンクなども充実して

いるので、とても便利です。なお、記載されている紹介資料の所蔵は国立国

会図書館の所蔵です。本学にあるかどうかは、『Online Catalog』で確認し

ましょう。 
 

(３) 日本の議会資料の入手 

 
今まで紹介した通り、 近の議会資料はウェブサイトで公開されていることが多

いので、それらをダウンロードし、印刷することが一番手間がかからない方法です。

また、これまで紹介しなかった、地方議会でも市町村の議会については、その市町

村役場に直接尋ねるのも一つの方法です。 
 

(４)外国の議会資料の特色 

 
外国の議会資料は通常のオンライン目録の検索で、探すことができるものもあり

ますが、国の政体の変化のたびタイトルが変化するなど、探す工夫が必要です。特

色としては次の通りです。 
 

 国ごとに、議会資料の入手難易度が異なる。 
 先進国では、日本と同じようにウェブサイトで公開している場合が多い。 
 東北大学附属図書館に所蔵しているコレクションもある。 ３.４参照 
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(５)外国の議会資料の検索・入手 

 

外国の議会資料について可能な限り紹介すると、それだけで膨大な量になり、一

冊の本が完成してしまいます。そのため、ここでは外国の議会資料収集に有益な冊

子体資料、ウェブサイト、データベース等といった情報源を国・機関を限定して紹

介します。 
 

① 総合 

 『議会官庁資料室 国／地域別資料紹介』 国立国会図書館 議会官庁資料

室 <http://www.ndl.go.jp/horei_jp/Countries/kunibetsu-top.htm> 

地理区分リストから各国の議会資料（その他法令・判例も）情報を入手する

ことができます。また国際機関資料（国連、国連関連機関、欧州連合）の判

例についてもこちらからリンクが張られています。 
 

 『インターネットの利用を軸にした外国の法律・政治行政資料の調べ方・文

書の入手方法  ＝外国法･政治文献の情報検索リテラシーを身につけよう＝』 

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 

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

こちらのウェブサイトも外国法関係資料入手に役立つ情報が多く掲載されて

います。議会資料情報についても、主要各国は充実した情報量を誇ります。 
 

② アメリカ合衆国 

まず、連邦議会資料については次のような有用な資料やウェブサイトがあります。 
 

 『United States Government Documents and Proceedings : 米国政府刊行物

議事録』 マイクロフィルム版 1,413 Reels 

: 本館書庫 B1F マイクロ資料室 [YC/4] 

 『CIS: U.S. Congressional Publications : 米国連邦議会、委員会刊行物総

集成』 マイクロフィッシュ版 : 本館書庫 B1F マイクロ資料室 [YC/6/2] 
これらの資料は、附属図書館本館の大型コレクションです。詳しい解説につ

いては、３.４を参照して下さい。 
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 『American memory』 米国議会図書館 

<http://memory.loc.gov/ammem/> 

このサイトでは、アメリカ建国以来の本会議録・法律案等が収録されていま

す。年代毎のリンクは次の通りです。 
・『Annals of Congress : Debates and Proceedings, 1789-1824』 

<http://memory.loc.gov/ammem/amlaw/lwaclink.html> 
・『Register of Debates : Debates and Proceedings, 1824-1837』 

<http://memory.loc.gov/ammem/amlaw/lwrdlink.html> 
・『Congressional Globe Debates and Proceedings, 1833-1873』 

<http://memory.loc.gov/ammem/amlaw/lwcglink.html> 
・『Congressional Record, 1873-1875』 

<http://memory.loc.gov/ammem/amlaw/lwcrlink.html> 
 

 『Thomas』 米国議会図書館 <http://thomas.loc.gov/> 

このウェブサイトは、101 議会(1989～)以降の Congressional Record および

104 議会(1995～)以降の Congressional Record Index を閲覧できるほか、101
議会(1989～) 以降の法律案および 93 議会(1973～)以降の法律案の要約等を

収録しています。 
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 州議会資料については次のウェブサイトが有用です。 
 
 『National Conference of State Legislatures, State Legislatures Internet 

Links』 <http://www.ncsl.org/public/leglinks.cfm> 

アメリカ各州の議会のリンクをまとめているウェブサイトです。各州の議事

録や法案を選択して、進むことができるように構成されています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

③ 英国（グレートブリテン及び北アイルランド連合王国） 

英国については、本学に充実したコレクションがあります。３.４.１(１)⑤参照 

 
 『Great Britain Parliament Hansard's Parliamentary Debates : ハンサー

ド, 英国議会討論報告』 2,544 冊 

: 本館書庫 B1F 大型コレクション [BG/6/1]  

 『British Parliamentary Papers. 1801-1899 : 19 世紀英国議会報告 (Blue 

Books: IUP series)』リプリント版 1,000 冊 

: 本館書庫 B1F 大型コレクション [BG/8/3] 
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 『The House of Commons Parliamentary Papers, 1801-1921 : 19 世紀英国下

院議会文書集』マイクロフィッシュ版  

: 本館書庫 B1F マイクロ資料室 [YC/5/5] 

 

 『 The Controller's Library Collection of Her Majesty's Office 

Publications. 1922-1977 : 英国王立印刷局 20 世紀政府刊行物』 マイクロ

フィルム版 4,436 Reels: 本館書庫 B1F マイクロ資料室 [BG/8/4]  

これらの資料は、附属図書館本館の大型コレクションです。詳しい解説につ

いては、３.４を参照して下さい。 
 
英国議会のウェブサイトでは、総合的な情報が提供されており、上院下院両議院

の議事録を見たり、出版物の情報を得ることができます。また、サイト内検索ペー

ジでは 1988 年以降の議会関係文書（法案(bills)、 議事録(debates)、 委員会資料な

ど）も検索することもできます。 
 

 『UK Parliament - Parliament Home Page』 UK Parliament 

<http://www.parliament.uk/index.cfm> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「Publications & 
Records」議事録などへ

の入り口 

「Advanced Search」
各種文書情報検索

ページ 
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また、インターネットで公開されていない年代の議会資料について、もっと詳し

く知りたい場合は、下記の資料を読んでみて下さい。 
 
 『イギリス政府・議会文書の調べ方 』 竹島武郎 丸善書籍雑誌事業部ニュー

メディア部 1989 : 本館 RC [AG241/012]・法図書室 [AG241/012] 

 
④ フランス共和国 

上院、下院それぞれのウェブサイトがあります。上院のウェブサイトでは、

上院の本会議録 ・委員会会議録 ・法案 ・報告書 ・質問等を、下院の ウェブサイト

では下院の本会議録 ・委員会会議録 ・法案 ・報告書等を閲覧することができます。 
 

 上院：『Bienvenue au Sénat françis- Accueil』 <http://www.senat.fr/> 

文書検索サイト：<http://www.senat.fr/recherche/> 

 下院：『Assemblée nationale』 <http://www.assemblee-nationale.fr/> 

文書検索サイト：<http://recherche.assemblee-nationale.fr/> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上院 

下院 
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⑤ ドイツ連邦共和国 

連邦議会と、連邦参議院のウェブサイトがあります、法案及びその他の議会文書

について検索及び閲覧することができます。 
 

 連邦議会(Bundestag) ： 

『DIP-Parfors-Server, Deutscher Bundestag, Datenbanken』 

<http://dip.bundestag.de/parfors/parfors.htm> 

 連邦参議院(Bundesrat)： 

『Bundesrat Startseite』 <http://www.bundesrat.de/> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

連邦議会

連邦参議院 
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また、Nordrhein-Westfalen 州が運営する、各州の議会資料横断検索システムも

あり、ドイツ連邦 16 州の州議会録や議会文書が検索できます。 
 

 各州議会：『Parlamentsspiegel』 

<http://www.parlamentsspiegel.de/portal/Parlamentsspiegel_neu/Webmas

ter/anfang.jsp> 

 
⑥ 中華人民共和国 

全国人民代表大会いわゆる「全人代」の会議録のウェブサイトがあり、1954 年の

第 1 回から検索閲覧することができます。 
 

 全人代：『中國人大新聞 历届全国人大会议』 

<http://www.peopledaily.com.cn/zgrdxw/zlk/qgrdhy.html> 
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⑦ 大韓民国 

国会のウェブサイトがあり、国会会議録の他、議案情報・会議の映像などの諸情

報を入手することができます。 
 

 大韓民国国会：『The National Assembly of the Republic of Korea』 

<http://www.assembly.go.kr/> 

このサイトの中に『 Integrated Legislation Knowledge Management 
System』<http://search.assembly.go.kr/>という文書を検索できるページ

があります。 
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 ３.３.３  判例  

 
(１) 日本の判例の特色 

 
裁判所が出した判決の中で、同種の事件を裁判する際に先例として使える判決例

が判例ですが、通常のオンライン目録の検索では、探している判例に絞って検索す

ることは難しく、検索には工夫が必要です。特色としては次の通りです。 
 

 『判例体系』といった体系的な資料があるが、膨大なので探すのにコツが必

要。 
 高・高等・地方といった裁判所毎に判例集がある。 
 近のものは、裁判所のウェブサイトが提供するものもある。 
 解説や批評、判決までの経緯等が載っている判例専門雑誌というものがある。 
 判例本文以外にも、判例評釈が、研究に重要である。 

 
重要な判例には、必ずと言っていいほど判例評釈が書かれます。判例評釈とは、

判例の解説、批評をした論文のことで、これらの多くは判例雑誌に掲載されるほか、

判例雑誌の別冊にまとめられています。代表的な判例評釈誌としては、『別冊ジュ

リスト判例百選』、『○○年度重要判例解説』などが挙げられます。これらについ

ては、次項の(２)④を参照して下さい。 

 
また、判例の記述にも特徴があります。例えば次のように記述されます。詳細は(３)

①を参照して下さい。 
 
例）仙台地裁 判決  H16.10.14  平成 15(ワ)547 号 判例時報 1873 号 143 頁 

 

  

 

 

 

(２) 日本の判例の検索 

 
日本の判例を検索するには、次の 6 種類の方法があります。 
 

裁判所名 裁判の種類 裁判年月日 事件番号 出典 
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 網羅的な判例集を使った検索 
 裁判所や行政機関が発行する判例集（冊子体）を使った検索 
 裁判所のウェブサイトを使った検索 
 民間出版社が発行する判例雑誌とその記事索引を使った検索 
 民間で提供している判例データベースを使った検索 
 その他、判例検索について詳しく紹介しているウェブサイト・図書を使った

検索 
 

これらを、順を追って紹介します。 
 

① 網羅的な判例検索集 

判例が法律の条文ごとに編集されている、いわゆる条文索引がつくような編集方

法の資料です。どの資料に判例が掲載されているのかを調べる資料です。 
 

 『判例体系』 第一法規出版：本館学閲 

1890 年からの判例を法条別・裁判年月日順に編集した判例検索資料です。非

常に膨大な資料なので、基本的なものを調べたい場合は下記の方が便利です。 
 

 『基本判例』 第一法規出版 2006 年 3 月まで：本館学閲  

全 30 巻のコンパクトな判例集です。憲法、家族法などの法律ごとに巻編集さ

れています。  
 

② 裁判所や行政機関が発行する判例集（冊子体）を使った検索 

 『最高裁判所判例集』 最高裁判所判例調査会 1947～ 
：本館学閲・法図書室ほか 

高裁判所判例委員会が重要な判例として選んだものが掲載され、毎月１回

発行されます。内容は民事・刑事の 2 部構成ですが、『最高裁判所民事判例

集』『最高裁判所刑事判例集』の二つに分けて配置されている場合もしばし

ばありますので検索の際には注意して下さい。法条索引、事件番号索引、年

月日索引の 3 部からなる索引が年 1 回発行されます。 
また速報版として使える『裁判所時報』（最高裁判所事務総局 1948～：法図

書室ほか）には、 高裁判所の重要判例全文が判決の一か月後に掲載されま

す。 
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そのほか高等裁判所などの裁判所の判例は次の様な資料があります。 
 

 『高等裁判所判例集』 最高裁判所判例調査会 1948～2002：法図書室 

2002 年以降は、『裁判例情報』<http://www.courts.go.jp/>で公開されてい

ます。 

 

 『下級裁判所民事裁判例集』 1950～1988 

 『下級裁判所刑事裁判例集』 最高裁判所事務総局 1959～1968 

：本館 2号館ほか 

 

 『刑事裁判月報』 最高裁判所事務総局 1969～1986：本館 2号館ほか 

 

③ 裁判所のウェブサイトを使った検索  

 『裁判例情報』 最高裁判所 <http://www.courts.go.jp/> 

 高裁・高裁・行政事件・労働事件・知的財産権裁判および速報・下級裁主

要判決の判例集が提供されています。判決日、裁判所名、キーワード等によっ

て検索できます。 
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 『各地の裁判所』 <http://www.courts.go.jp/map.html> 

日本各地の高等裁判所・地方裁判所などのウェブサイトへリンクが張られて

います。ここから各地の裁判所ウェブサイトを開き、判例を検索することが

できます。 
 

④ 民間出版社が発行する判例雑誌とその記事索引を使った検索 

 『判例時報』 日本評論新社 1953～：本館学閲・本館 2号館ほか 

月 3 回発行の速報性が高い判例収録誌です。8 月に上半期の総索引、3 月に年

度をまとめた総索引が刊行されるほか、100 号毎に『判例時報総索引』が臨

時増刊号として刊行されます。 
 

 『ジュリスト』 有斐閣 1952～：本館学閲、法図書室ほか 

1952 年創刊の法学雑誌です。掲載された記事は、有斐閣のウェブサイト

<http://www.yuhikaku.co.jp/jurist/jurist05.html>で検索することができ

ます。(1111 号（1997 年 5 月）～ 新号まで） 
 

 『別冊ジュリスト (判例百選シリーズ)』 有斐閣 1965～ 
：本館学閲・法図書室ほか 
法分野ごとに編集、刊行されます。参考文献として他の判例評釈を挙げてい

るので、さらに関連する情報を得ることができます。 
 

 『ジュリスト：○○年度重要判例解説』 有斐閣 
：本館学閲・法図書室ほか 
『ジュリスト』の臨時増刊という扱いですが、毎年 6 月初旬に刊行されます。

前年度『ジュリスト』に掲載された重要な判例について判例評釈がまとめら

れています。 
 
 『判例タイムズ』 判例タイムズ社 1948～：本館学閲・本館 2号館ほか 
月 2 回発行される判例収録誌です。 

 
 『判例タイムズ社ホームページ』 <http://www.hanta.co.jp/> 

2001 年から 新号までの『判例タイムズ』の目次がわかるほか、判例タイム

ズ社が出版する判例関係資料について調べることができます。 
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⑤ 民間で提供している判例データベースによる検索 

これらは、民間の専門業者が有料登録制で運営しているデータベースです。他の

追従を許さないデータの質と量を誇り、それらを様々な角度から高速に検索できる

点で、非常に魅力的です。 
 

 『D1-Law.com 第一法規法情報総合データベース』 第一法規 

<https://www.d1-law.com/d1w2_portal/index.html> 

：法図書室 

会員制の法情報総合データベースサービスです。判例については、『判例体

系』のデータベースを収録しており、『判例体系』本誌の様に「体系目次」

「判例要旨」を活用することができます。収録範囲は、公刊・民刊の判例誌

約 90 誌（旧憲法下～現在）に公表された全分野の判例及び独自入手判例 で、

収録データ数は、 判例書誌約 17 万件、判例要旨約 30 万件、判例本文フルテ

キスト約 15 万件 です。 
またこのウェブサイトは、『法律判例文献情報』も提供しています。このデー

タベースについては、２.5.1 を参照して下さい。 
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 『LEX/DB Internet』 TCK（第一法規）<http://www.tkclex.ne.jp/> 
：法図書室 
このデータベースは、判例を総合的あるいは分野別に検索できる「判例デー

タベース」、特許庁審決および国税不服審判所裁決を検索できる「行政機関

等（審決・裁決）データベース」、税務判例の要旨を検索できる「要旨デー

タベース」、税務に関する Q&A を検索できる「Q&A データベース」、判例

情報の速報サービスを行う 「LEX ニュース・レター」 など豊富なメニュー

を持っています。 
 
その他にも次の様なデータベースがあります。学内では残念ながら提供していま

せんので、利用する場合は個人契約が必要です。 
 

 『LEGAL Base』 日本法律情報センター 

<http://jlic.softhouse-ilu.com/> 

このウェブサイトは、日本法律情報センターがインターネット上で提供する

会員制の法的総合データベース(判例・コメント・法令)です。法令と判例が相

互リンクされているのが特徴です。収録範囲は、網羅的で、明治 28 年以降の

大審院判例 19,716 件、昭和 22 年 高裁判所発足以降の全審級、全分野の判

例 128,652 件を含む 148,328 件です。収録内容は、国内で刊行されている判

例集・判例雑誌(公式判例集及び民間雑誌)を対象にデータベース化されたもの

で、判示事項・裁判要旨・書誌情報(審級関係・判例評釈情報等を含む)・必要

全文・全文（フルテキスト）です。 
基本的に会員制で全ての機能を利用するには自分で契約する必要があります

が、未登録者でも判示事項・裁判要旨を除く裁判日付・事件番号等の書誌情

報を検索・閲覧することが可能で、仮登録に進めば、判示事項・裁判要旨を

含む裁判日付・事件番号等の要旨部分まで見ることができます。 
 

これまで様々な判例の検索手段を紹介してきましたが、他にも専門分野判例等、

ここでは収録しきれなかった資料が数多く存在します。それらも活用しましょう。 
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⑥ その他、判例検索について詳しく紹介しているウェブサイト・図書による検索 

判例研究・資料収集について、役立つウェブサイトも数多く存在します。それら

のいくつかを紹介します。 
 

 『リーガル・リサーチ』 第 2 版 日本評論社 ：本館学閲 [A121/0556] ほか 
第 3 部『判例を調べる』(p.148-p.241) には「判例って何だろう？」といっ

た判例自体の説明から、判例の検索、判例評釈・解説の探し方まで、判例に

関する情報探索技法がまとめられています。 
 

 『法律文献学入門：法令・判例・文献の調べ方』 成文堂 2002 

: 本館 RC・ 本館書庫・法図書室 [A121/0430] 

第 II 部『判例』(p.47～p.112)に判例の概説から検索方法、引用の仕方や調

査方法などがまとめられています。 
 

 『情報探索の技 判例』 同志社大学図書館  

<http://doors.doshisha.ac.jp/dudoc/technique/3_3.html> 

同志社大学図書館が作成した、情報探索に有益な「技」を集めたウェブサイ

トです。この『判例』編ですが、「技・その壱 判例について知ろう」「技・

その弐 判例を検索しよう」「技・その参 資料紹介」「技・その四 判例

について批評した文献を見よう」の 4 編にわかれており、要点を押さえた読

みやすく分かりやすい解説になっています。ただし、このサイトでの紹介資

料は同志社大学図書館の蔵書なので、東北大学の所蔵状況については『Online 
Catalog』を検索するなどして確認して下さい。３.１.３参照 

 
 『議会官庁資料室 日本-判例』 国立国会図書館  

<http://www.ndl.go.jp/horei_jp/Countries/Japan/Japan_hanrei.htm> 

日本の判例について詳しく紹介しています。リンクが充実しているので便利

です。ただし、このサイトでの紹介資料は、国立国会図書館の蔵書なので、

東北大学の所蔵状況については『Online Catalog』を検索するなどして確認

して下さい。３.１.３参照 
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(３)日本の判例資料の入手 

 
日本の判例検索ツールを(２)で紹介しましたが、ここでは実際に判例を入手する

流れを紹介します。皆さんが判例資料を入手しようとした場合、次の二つの入り口

があります。 
 
 判決日、事件、裁判所等が分かっている特定の判例を探す。（教科書や論文

の引用文献、授業で取り扱われた判例など） 
 テーマに沿った判例を網羅的に収集し入手する。 

 
それでは具体的に判例を入手する流れを紹介します。 
 

① 判決日、事件、裁判所等が分かっている特定の判例を探す（教科書や論文の引用

文献、授業で取り扱われた判例など） 

(１)でも書いたように判例資料は、次のように記述され、ほぼ略称で書かれてい

ます。 
 
(1)裁判所名 (2)裁判の種類 (3)裁判年月日 (4)事件番号 (5)出典 

 
 裁判所名 

裁判所の名前の略称が記載されています。 高裁判所のみ大法廷・第一～三

小法廷の 4 つの法廷があり、それらを区別して表記します。 
例） （一小）＝ 高裁判所第一小法廷 ※この場合、 1 とも表記します。 
戦前の判例である場合、裁判所が「大審院」「控訴院」「地方裁判所」「区

裁判所」とわかれており、これらの略称が先頭に来ることになります。例えば、

「大審院」である場合、「大」と表記され、後の(2)(3)は同じです。（(4)事件

番号は付与されません。） 
 

 裁判の種類 

判例が、どの裁判の種類に当たるかを示すものです。裁判の種類には、判決・

決定・命令があり、それぞれ「判」「決」「命」と表記されます。 
例） （一小）判＝ 高裁判所第一小法廷判決 
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 判決日 

判決が下された年月日を示しています。昭和四七年八月十一日の様に漢字で

表記されるものから、「・」で区切られたものまで縦書き・横書きにあわせて

色々な表記があります。 
例） （一小）判昭和四七年八月十一日（縦書きに多い） 
        昭和四七・八・十一（同） 
        昭和 47 年 8 月 11 日、昭和 47.8.11 など 
 

 事件番号 

事件番号とは、裁判が行われた裁判所の符号や扱われた事件の種類を表す符

号、扱われた年度などが組み合わされたもので、全ての裁判に付与されていま

す。裁判毎の固有の番号なので、検索や入手に非常に役立ちます。 
この事件番号を構成する略語は、(２)でも取り上げた『リーガル・リサーチ』

（p.158～p.161）をはじめ、各種判例関係資料に掲載されています。 
 

 出典 

判例が掲載されている判例集名や判例雑誌名です。その巻号とページも示さ

れています。引用される場合、略称で表記されるのが通例です。略語の詳しい

内容は毎年 1 月号の『法律時報』に掲載されている他、各種判例関係資料、例

えば『リーガル・リサーチ』（p.364～）に掲載されています。 
 
以上の判例情報を手がかりに実際に入手します。 
「裁判所名」「裁判の種類」「判決日」「事件番号」「出典」までわかっている

場合は、出典のタイトルを探して当該ページを見つければよいでしょう。また全文

を表示する判例データベースを使える環境にあれば、事件番号を入力すればほしい

件名を絞り込み、閲覧する事ができます。 
しかし全ての判例がすぐに入手できるわけではありません。裁判が全て判例集に

収録されることはありませんし、また 近結審した裁判は、すぐに判例集に収録さ

れるわけではないので、冊子体判例集、判例雑誌、判例データベースのいずれを探

しても見つけることができないでしょう。もちろん決着がついていない裁判は、判

例として収録されません。判例の検索、入手については、これらの点に留意しましょ

う。 
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② テーマに沿った判例を網羅的に収集し入手する 

 テーマに沿った判例の入手方法については、法律の条文にあわせて検索・入手す

る方法と、テーマを決めて検索・入手する方法の二つの方法について説明します。 
 

 法律の条文に関する判例を入手する 

(２)で紹介した、『判例体系』や『基本判例』を使って、法律の条文毎に紹

介されている判例を読む方法です。例えば「教育基本法」なら「教育基本法」

の巻を見て、見たい条文の判例を探し、入手することになります。 
 

 テーマを決めて検索・入手する 

「薬害エイズ」や「過払い金返還」など具体的なテーマが決まっている場合

は、それぞれその分野の専門判例集を見る事もできますが、一番お勧めなのは

(２)で紹介した判例データベースを検索する事です。全文検索ができるシステ

ムが多いので、キーワードを入力して検索するとテーマに関連する判例を探し

出すことができます。使ったデータベースに判例本文がなく、典拠のみだった

場合は、その典拠の現物をオンライン目録などで探し出して入手しましょう。 
 

(４) 外国の判例の特色 

 
外国の判例も通常のオンライン目録の検索では、探している判例に絞って検索す

る事は難しく、検索には工夫が必要です。特色としては次の通りです。 
 

 国毎に、判例の入手難易度が異なる。 
 国によって刊行形態が異なる。 
 日本国内で入手できる情報量には限りがある。 

 
(５) 外国の判例の検索・入手 

 
外国の判例について網羅的に紹介すると、それだけで 1 冊の本が完成してしまい

ますので、ここでは外国の判例収集に有益な資料、ウェブサイト、データベース等

といった情報源を、数を限って紹介したいと思います。 
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① 総合・各国判例 

 『Lexis.com』 Elsevier <https://www.lexis.com/> 

：法図書室 

世界各国の法令・判例のみならず、ニュース、企業情報、特許･知的財産など

の各種情報を収録しているデータベースです。また各国の新聞（1,205 紙）

を収録しているので、判例以外の情報探索にも非常に有用です。このデータ

ベースについて詳しくは、２.5.４ で解説しています。 
 
 『議会官庁資料室 国／地域別資料紹介』 国立国会図書館  

<http://www.ndl.go.jp/horei_jp/Countries/kunibetsu-top.htm> 

地理区分リストから各国の判例（その他法令・議会資料も）情報を入手する

ことができます。また国際機関資料（国連、国連関連機関、欧州連合）の判

例についてもリンクが張られています。 
 
 『Foreign Law Materials on Internet ～ 世界各国の法令・判例 リンク

集 ～』 東京大学法学部研究室図書室外国法令判例資料室（旧外国法文献

センター） 

<http://www.j.u-tokyo.ac.jp/lib/gaise/foreign.html> 

外国の判例集などを専門的に収集している、東大外国法令判例資料室のウェ

ブサイトです。各国を網羅するような充実したリンク集になっています。 
 

 『インターネットの利用を軸にした外国の法律・政治行政資料の調べ方・文

書 の入手方法  ＝外国法･政治文献の情報検索リテラシーを身につけよう＝』 

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

このウェブサイトも外国法関係資料入手に役立つ情報が多く掲載されていま

す。特に各国の判例の解説は、リンクを諸処に配置しており、わかりやすい

作りになっています。 
 

 『アメリカ法の調べ方＋インターネット上の Legal Research』 東北大学大

学院法学研究科 芹澤英明 

<http://www.law.tohoku.ac.jp/~serizawa/internetkogi.html> 

本学の芹澤教授のウェブサイトです。アメリカの判例・判例集について詳し

い解説が掲載されています。判例の調べ方や読み方などの研究の流れも理解
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できる流れになっています。 
 

 『American State Reports: Prior to National Reporter System : 米国各

州判例集』 マイクロフィルム版 1,106 Reels 

: 本館書庫 B1F マイクロ資料室 [YC/6] 

本学のコレクションの一つです。詳しくは３.４を参照して下さい。 
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 ３.３.４  公文書  

 

 ここでは、公文書の特色や、探索ツールを紹介します。まずは日本の公文書につ

いて、その次に外国の公文書について解説します。 

 

(１) 公文書の特色 
 

みなさんは「公文書」と「行政資料」の違いを知っていますか？お互い似通って

いて、区別がよく分からない・・・という場合も多いと思います。 
公文書は、政府や自治体の活動の中で作成・取得された全ての資料を指し、その

中に、行政資料も含みます。具体的には、普段は一般の人々の目に触れることのな

い会議資料やプリント、手書きのメモ類なども含みます。 
一方、行政資料は、政府や自治体の活動の報告や記録を冊子等にまとめたもので、

世間に広く配布されることを目的に作成されています。ですから、公文書は、政府

や自治体が何らかの決定を下すまでのプロセスや裏事情がわかる、貴重な資料と言

えるでしょう。公文書館に足繁く通い、丹念な調査を行うことで、新たな発見につ

ながることもあります。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

図表 3-13 公文書の特色 

 
日本では、明治以来、各省の公文書はそれぞれの機関ごとに保存していましたが、

戦後になって、散逸防止と公開のための施設への必要性から、1971 年に国立公文書

館が設置されました。日本は公文書保存の制度については、他の諸国に比べて遅れ

ていると言われていますが、近年では、徐々に公文書保存の重要性に対する認識も

深まり、地方自治体でも独自の情報公開制度と公文書館を持つところが増えてきま

した。 

公文書 

（政府や自治体が作成・取得した 

全ての資料） 
行政資料 

（公開を目的 

としたもの）
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(２) 国の公文書 
 
① 作成から保存までの流れ 

各省庁が入手・作成した公文書は、それぞれ定められた保存期限を過ぎた後、移

管基準に基づき歴史的に重要なものは国立公文書館に移管され、保存や利用に供さ

れることになります。 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図表 3-14 公文書の作成から保存まで 

 

○

年

保

存 

 
国立公文書館 

など 

期限内は各省庁で保管 

廃棄など 

府省名 ○○省 

文書分類（大） 図書 

文書分類（中） 参考 

文書分類（小） 参考業務 

文書ファイル名 図書館利用依頼書交付申請書(13 年度) 

作成者 ▲▲図書館 

作成（取得）時期 2001 年度 

保存期間 1 年 

保存期間満了時期 2002 年度末 

媒体の種別 紙 

保存場所 事務室 

管理担当課・係 ○○省▲▲図書館事務室参考係 

保存時期満了時の措置結果 廃棄 

備考  

ファイル単位の情報の一例
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② 各省庁が保管する公文書 

各省庁で保管されたものについては、『電子政府の総合窓口』で検索することが

できます。ここで検索した資料は、廃棄前のものであれば、行政機関情報公開法に

基づき、誰でも開示請求を行うことができます。また、検索してヒットしない資料

でも、文書の有無を確認してもらった上で、開示を求めることが可能です。ただし、

窓口や手続きなどは、各省庁により異なりますので、請求を行う際は、ウェブサイ

ト等でよく確認して下さい。 
 

 『電子政府の総合窓口』 総務省 <http://www.e-gov.go.jp/> 

トップページから「行政文書ファイル管理簿（情報公開）」に進むと、行政

文書の検索画面になります。「詳細検索画面」では省庁毎、あるいは省庁横

断的な検索が可能です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「行政文書ファイル管

理簿」詳細検索ページ

トップページ 

行政文書ファイル管理簿の検索 

詳細検索画面
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③ 公文書館などが保管する公文書 

国の公文書を保管・管理している機関として、国立公文書館があります。 
所蔵資料を検索するためのデータベースもいくつか公開されていますので、以下

に紹介します。 
 

 『デジタルアーカイブ・システム』 国立公文書館  

<http://www.archives.go.jp> 

国立公文書館の所蔵資料の検索が可能です。また、電子化された資料の画像

も一部利用することができます。３.１.３(6)既出 
 

 『アジア歴史資料センター』 国立公文書館 <http://www.jacar.go.jp> 

明治期から第二次世界大戦終結を対象とし、国立公文書館、外務省外交史料

館、防衛庁防衛研究所図書館等の機関が保管する、日本とアジア近隣諸国等

との関係にとって重要な資料をデータベース化し、公開しています。 
 
また、外交・防衛・皇室関係の主な公文書は以下の機関が保存しています。 
 

 『外務本省外交史料館』 外務省 

<http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/> 

主に戦前期の外交文書を所蔵しています。ウェブサイト上に所蔵資料の紹介

がありますので、実際に訪ねる前に目を通しておきましょう。 
 

 『防衛研究所史料閲覧室』 防衛庁 <http://www.nids.go.jp/> 

明治以来の旧陸海軍関係の公文書や各部隊の戦闘記録を所蔵しています。ア

クセスは、このアドレスから「史料閲覧室」に進んで下さい。ウェブ上での

所蔵資料の検索はできませんが、訪問・手紙による問い合わせが可能です。 
 

 『書陵部歴史的資料ファイル検索システム』 宮内庁書陵部 

<http://shoryobu.kunaicho.go.jp/> 
宮内庁書陵部では、旧宮内庁・宮内庁の公文書などを保存しています。明治

以降の公文書は、ウェブ上で検索可能です。実際の利用には予約が必要です。 
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(３) 地方自治体の公文書 
 

地方自治体の公文書もまた、それぞれの情報公開条例に従って保管・管理・公開

がされているところが多数あります。ウェブサイト等で条例を読める場合がありま

すので、窓口や公文書館を訪ねる前に、どのような場合に文書が不開示となるのか

等、重要なポイントだけでも目を通しておきましょう。 
ここでは、仙台市内で利用できる機関をいくつか紹介します。 

 
① 仙台市 市政情報センター (３.３.２(２)既出) 

仙台市政情報センターでは、新聞や法令集、百科事典などの基本的な資料が揃う

ほか、市が作成・取得した各資料を部局別・分野別（ガス局、市民局、財政局など）

に分類し、公開しています。 
公文書開示制度によって情報公開を請求する場合も、ここが窓口になります。イ

ンターネットの利用も可能です。（ただし、時間・閲覧サイト等の制限あり。） 
 

 
 
 
 
 
 
 

② 宮城県公文書館 (３.１.３(6)既出) 

宮城県公文書館では、主に明治以降の文書を保存・公開しています。 
基本的に文書が成立してから 30 年経過したものを公開の対象としており、現在

も毎年およそ 2,000 件の文書を受け入れしています。 
30 年経過していない資料については、情報公開請求の手続きが必要です。情報公

開請求の窓口は、同館ではなく宮城県県政情報センター及び各地方振興事務所県政

情報コーナーになりますので、注意して下さい。 
継続的に利用する場合は、閲覧証を発行してもらうこともできます。 
また、資料の検索には、以下の検索システムおよび台帳（目録）が利用できます。

検索システムは館内でのみ利用可能ですが、直接訪れることができない場合は、メー

ルなどで検索を依頼することができます。 
 

・開館時間：平日 9:00~17:00 
・ 休館日：土日祝日・第四水曜日（図書整理日） 
・ 所在地：〒980-8671 仙台市青葉区国分町 3-7-1 仙台市役所本庁舎 1 階

・ Tel：022-214-1239 
・URL：http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/shiseijoho/ 
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 『宮城県公文書館資料検索システム』 

  宮城県公文書館の所蔵資料（絵図面を含む）を検索することができます。 
 
 『行政資料検索システム』 

  宮城県が刊行した行政資料を、資料名、目次から検索することができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 県政情報センター 

宮城県の県政情報センターでは、各種行政資料やパンフレットの閲覧ができる他、

県が保有する文書などについて、開示請求の窓口にもなっています。行政資料は、

全てではありませんが、貸出やコピー、購入が可能なものもあります。 
また、センター内で以下の検索システムを利用することができます。 
 

 『行政資料検索システム』 

宮城県公文書館で利用できるシステムと同じものです。 
 

 『文書管理システム』 

県の各機関が作成・取得した文書について簿冊（ファイル）名まで検索可能

です。 
 

 
 
 
 
 
 
 

・ 利用時間：9:00~17:00 
・ 休館日：月曜日・国民の祝日・休日（土曜 日・日曜日に当たる日を除

く）・年末年始。その他特別整理期間等の臨時休館あり 
・所在地：〒983-0851 仙台市宮城野区榴ヶ岡 5 番地 
・Tel：022-791-9333 
・e-mail：koubun@pref.miyagi.jp 
・URL：http://www.pref.miyagi.jp/koubun/ 

・利用時間：平日 9:00~17:00  
・所在地：〒980-8570 仙台市青葉区本町 3 丁目 8 番 1 号総務部県政情報 

公開室内（県庁舎地下 1 階） 
・ Tel：022-211-2263 Fax：022-211-2294 
・e-mail：infodisc@pref.miyagi.jp 
・URL： http://www.pref.miyagi.jp/jyohokokai/ 
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(４) 外国の公文書 
 

公文書館等の機関で歴史的価値のある文書を保存・公開することは、世界中の国

で行われています。これら国立の機関の大半が加盟しているのが、ユネスコの諮問

機関でもある International Council of Archives (ICA、国際文書館評議会あるいは

国際公文書館会議)です。ここでは、ICA のウェブサイトについて紹介します。 
国際連合および欧州連合の公文書に関しては、３.３.８を参照して下さい。 

  
 『International Council of Archives』 ICA  <http://www.ica.org/> 

サイト内にある Membership Directory では、加盟する機関（国立に限りま

せん）や個人名を検索し、連絡先や機関ウェブサイトの URL など基本情報を

入手することが可能です。 

 
 

図表 3-○ 「Membership Directory」検索結果例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トップページ 

検索ページ 

検索対象指定 

検索結果 
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  A 県 B 県 

2001 年 1.2 0.8

2002 年 1.5 1.1

2003 年 2 1.3
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 ３.３.５  統計  

 
(１) 統計とは 

 

総務省統計局のウェブサイト『How to 統計』<http://www.stat.go.jp/howto/>

によると、統計とは「ある目的をもって、一定の条件（時間、空間、標識）で定め

られた集団を対象に、調べ、集めたデータを、集計、加工して得られた数値」です。 

つまり、統計の役割は、世の中の様々な現象や実態を、数値によって客観的に表

現することと言えるでしょう。定期的に同じ調査・公表を行うことが多いため、経

年変化もわかります。みなさんも、政府やマスコミなどが、ある地域や時期、年齢

や性別などを対象に調査を行い、その結果をグラフや表にまとめたものを目にした

ことがあると思います。 
みなさんがレポートや論文の中で統計を利用する際は、統計から読み取ることが

できる客観的な事実に基づいて主張を展開していくことになります。ですから、論

文やレポートに説得力を持たせるためには大変有用であると同時に、統計そのもの

の信頼性と、利用の仕方に注意を払うことが重要です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                    

                      などなど・・・ 

 
 

図表 3-15 様々な統計 

統計の様々な内容とかたち 

出生率 

就学率 

 
家計調査 
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(２) 統計を探す 

 

統計を探す流れとしては、まず索引やガイドブック、2 次統計書で必要なオリジ

ナルの統計（1 次統計）を特定した上で、1 次統計を入手するのが効率的です。冊

子体の統計書は、『Online Catalog』で検索できます。近年は多くがウェブ上で入

手できます。 
 
① 索引・ガイドブック 

世の中でどんな統計調査が実施されているのか、その調査結果が何に掲載されて

いるのかがわかります。統計情報そのものの掲載はないため、調べた結果から、更

にオリジナルの統計資料（1 次統計）にあたる必要があります。 
  

 『統計情報インデックス』 総務庁統計局 1992～：本館 RC など 

『統計情報総索引』の後続誌です。政府・民間で作成した統計について調べ

られます。キーワード索引の他、機関別の刊行物情報等も充実しています。 
 

 『官庁統計徹底活用ガイド』 日本能率協会総合研究所マーケティングデー

タバンク 2001：本館 RC [D1/0230] 

官庁が作成した統計の種類や見方について解説をしています。 

 
 『データ of DATA ：ビジネスデータ活用事典』 日本能率協会総合研究所マー

ケティングデータバンク 1992：本館書庫 [D1/0189] 

官庁作成の基本統計を、ビジネスに活用するために具体例を多用して解説し

ています。論文やレポートで統計を活用する際のヒントにもなります。 
 

 『日本統計索引』 日本統計索引編集委員会ほか 

1975～1976：[本編]本館 RC・経済図書室ほか [補遺]本館 RC・経済図書室 

古い資料ですが、内容が充実しています。補遺は、国別・地域別篇で、世界

の統計について調べることができます。「外国統計調査のてびき」も収録さ

れており、参考になります。 
 

 『統計ガイドブック』 溝口敏行ほか 1989：本館 RC [D2/0268]ほか 

様々な分野の主要な統計をピックアップし、それぞれについて調査方法等の

詳細な解説をしています。特に「利用上の注意」は大変参考になります。 
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② ２次統計 

オリジナルの統計（1 次統計）を加工・編集したものを 2 次統計と呼びます。1
次統計を参照しなくても大まかな情報が入手できるという便利さがある一方、どの

ような加工・編集がなされているかをきちんと知った上で利用する必要があります。 
また、信頼性の高いデータであれば、出典元である 1 次統計の資料名が載ってい

ます。より詳しい情報が記載されていることもありますので、レポートや論文の参

考文献として用いる場合は、必ず 1 次統計を確認して下さい。 
 

 『日本統計年鑑』 総務省統計局 1951～：本館経済統計 

日本の国土や経済等、広範な分野にわたる基本的な統計を掲載しています。

次項で紹介する『統計データ・ポータルサイト』でも全文公開されています。 
  
 『日本国勢図会』 矢野恒太記念会 1931～：本館 RC ほか 

副題「日本がわかるデータブック」からもわかるように、様々な分野の基本

的な統計を体系的に収録し、日本の全体像が把握できるように分かりやすく

編集しています。他と比較して、手軽に利用できるサイズの統計書です。 
 

 『世界統計年鑑』 国際連合統計局 1956～：本館 2号館ほか 

様々な国際機関および各国機関の資料を国連統計局が編集したものです。世

界や地域ごとの概括的なデータや、国別のデータが他分野にわたって掲載さ

れています。 
 

この他、『日本の統計』『世界の統計』『世界国勢図会』などがあります。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

図表 3-16 2 次統計の一例 

 

  A 県 B 県 C 県 

2001 年 10 20 30

2002 年 20 30 50

2003 年 2 15 3

 

県別にみた△△△ 

2 次統計の一例 
2 次統計には 1 次統計の情報

が載っています。要チェック！

資料：「○○白書」による 
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③ データベースから統計データを入手する 

近年は、必要に応じてレイアウトを指定した上で、統計データをデータベースか

らダウンロードしたり、あるいはダウンロードしたデータをもとに、自分でグラフ

加工・編集したりすることが容易になりました。 
なお、国際連合統計局による『United Nation Statistics Division』および欧州連

合の『EUROSTAT』については、３.３.８を参照して下さい。 
 

 『統計データ・ポータルサイト』  総務省統計局  

 <http://portal.stat.go.jp/> 

総務省統計局が提供するデータベースです。Excel 形式で統計そのものをダ

ウンロードできるものが多数あります。冊子体資料として紹介した『日本統

計年鑑』のデータも、ここに含まれています。 
また、同サイト内にある『ビジュアル統計 DB』では、データやレイアウト

を指定した上で、統計を入手することができます。 
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 『ICPSR Direct』  The Inter-university Consortium for Political and 

Social Research <http://www.icpsr.umich.edu/index.html> 学内限定 

社会科学分野における調査データを学術的な利用のために提供するデータ

ベースです。各種調査や研究から得られた原データを約 4,500 ファイル分収

録しています。ダウンロードしたデータに単純集計、クロス集計、回帰分析

を行うサービスもあります。 

なお、データのダウンロードには登録が必要です。また、データの利用にあ

たっては、研究成果を発表する場合には申請が必要になるなど、いくつか誓

約事項がありますので、それらを遵守した上で利用しましょう。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

データのダウンロード（要登録）

関連文献の検索 

検索結果一覧 

データの概要 
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④ その他の統計書 

統計書には、他にも様々な種類があります。特定の分野や地域に関する統計も数

多く刊行されています。ここでは全ては紹介できませんが、「こういう種類の統計

が存在するかもしれない」と推測した上で探してみることも効果的でしょう。 
 

 分野別統計・・・特定の分野に関する統計書です。 

『経済要覧』『労働統計要覧』『道路統計年報』『外国会社年鑑』など 
 

 地域別統計・・・特定の国や地域に関する統計書です。 

『現代アメリカデータ総覧』『福岡県統計年鑑』など 
 

 長期的な統計・・・経年変化を調べる際に大変便利です。 

『日本長期統計総覧』『完結昭和国勢総覧』『マクミラン新編世界歴史統

計』『全国都市統計総覧：776 年(区)・20 年間の全データ』など 
                 

⑤ 上記の方法で見つからない場合 

上記の方法で統計が見つからない場合は、統計調査を行ったと思われる関係機関

に問い合わせたり、機関ウェブサイトを調べてみたりするのもよい方法です。例え

ば地方に関する統計調査なら、その自治体のウェブサイトに手がかりがあるかもし

れません。特に、統計課のページがないかどうか、探してみましょう。 
また、総務省統計図書館の蔵書検索で統計書を探してみるという方法もあります。 

 
 『統計図書館・統計相談』 総務省統計研修所 

<http://www.stat.go.jp/training/toshokan/4.htm> 

総務省統計研修所では、統計に関する専門図書館「統計図書館」を設置して

います。統計図書館のウェブサイトでは、蔵書検索システムがウェブ上で利

用できるほか、メールや電話での相談も受け付けていますので、必要な統計

がどうしても見つからない場合は、相談してみると良いでしょう。 
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(３) 利用上の注意 

 
統計の利用にあたっては、以下のことに注意しましょう。 

 
 統計の調査背景、母体、対象、時期など、本当に自分の研究内容に適したも

のかどうかよく確認しましょう。 

 
 政府と民間とで行われた同種の調査では、結果が異なる場合があります。目

的や対象、調査の手法などを含め、比較検討して利用しましょう。同種の統

計をいくつか比較検討することによって、研究対象への理解が深まることも

あります。 

 
 近年は、ダウンロードしたデータを自分で簡単に加工することができ、大変

便利になったという背景がありますが、入手した統計を加工した場合（デー

タを元にグラフを作成したり、複数の統計情報を一つにまとめたりした場合）

も、必ず出典元を明記しましょう。 

 
(４) 附属図書館本館の研究閲覧室について 

 

本学の附属図書館本館の統計書の多くは、1 号館二階の研究閲覧室（学生閲覧室

とは反対側のフロア）にあります。アルファベット順に統計書を配置していますの

で、どんな統計資料を所蔵・収集しているのかをざっと知りたい場合には、書架を

眺めると良いでしょう。研究閲覧室にある資料が『Online Catalog』でヒットした

場合、配架場所は「本館経済統計」と表示されます。 
ただし、すべての統計資料が研究閲覧室にあるのではなく、2 号館やレファレン

スコーナーにある場合や、 新版のみ別の場所の場合もありますので注意して下さ

い。 

 
図表 3-17 研究閲覧室にある場合

研究閲覧室に 

あります 
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 ３.３.６  白書  

 
(１) 白書の特色 

 
「白書」とは、イギリスの White Paper の訳語で、政府の公式調査報告書の事を

言います。これはイギリス政府の外交報告書の表紙が白紙であったので、その名が

定着したものですが、現代の「白書」の表紙は彩り豊かなものになっており、名称

は現物を指さなくなりました。現在「白書」というと、日本政府（外国なら、各国

政府）の政策や活動をまとめて国民に知らせるものです。特色としては次の通りで

す。 
 

 「公文書版」と「市販版」があり、「公文書版」が先に作られ内閣に承認を

受けてから、「市販版」が発行される。 
 「公文書版」は「白書」の名の通り「白表紙」だが、「市販版」は色がつい

た表紙になっている。 
 「公文書版」と「市販版」では名称が異なる場合が多い。 
 「市販版」のタイトルは、「○○白書」になっている事が多いが、「公文書

版」のタイトルは「白書」がタイトルに無いことも多い。 
 
例)                

公文書版 市販版 

人事院『年次報告書』 『公務員白書』 
『環境の状況に関する年次報告』 『環境白書』 
『首都圏整備に関する年次報告』 『首都圏白書』 

図表 3-18 白書における公文書版と市販版の書名の違い 
 

 近の物は、ウェブサイト版が多く公表されている。 
 

(２） 白書の検索 
 
白書類を検索するには、次の４種類の方法があります。 
 

 オンライン目録による検索 
 サーチエンジンを使った検索 
 特定のリンク集を辿る検索 
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① オンライン目録による検索 

 (１)の特色の項でも述べた様に、「公文書版」と「市販版」でタイトルが異なる

ので注意して下さい。詳しくは３.１.３を参照して下さい。 
 

② サーチエンジンを使った検索 

Google や Yahoo を利用して、探している主題の単語で検索をします。作成機関

名や、資料名をうまく絞って検索してみて下さい。 
 

③ 特定のリンク集を辿る検索 

次に紹介するウェブサイトでは、国の機関のウェブ版白書類へのリンクが掲載さ

れています。 
 
 『各省庁の白書類（年次報告書）リンクページ』 首相官邸 

<http://www.kantei.go.jp/jp/hakusyo/> 
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 『電子政府の総合窓口 - 白書、年次報告書等』 

<http://www.e-gov.go.jp/link/white_papers.html> 

３.３.４(２)②でも紹介した政府関係ウェブ情報の総合窓口ですが、白書、年

次報告書類の入り口にもなっています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 『官庁資料 白書等リンク』 国立国会図書館議会官庁資料室 

<http://www.ndl.go.jp/horei_jp/Countries/Japan/Japan_gikai_wp.htm> 
国立国会図書館の議会官庁資料室で作成しているリンク集の「国／地域別資

料紹介」の中にある白書のリンク集です。 
 

また、次のような冊子体の参考図書でも、各省庁の白書を把握することができま

す。しかし省庁再編のため、発行年が少し古いと掲載されている資料の名称が変更

されている場合もありますので、注意が必要です。 
 
 『日本白書総覧』  大慈彌俊二編著 丸善プラネット 1997 

：本館 RC ほか [UP11/015] 

 『年鑑・白書全情報』 日外アソシエーツ編集 日外アソシエーツ 1991～2003 

：本館 RC [UP15/050] 

 『白書の白書』 木本書店 1986～：本館 RC ほか 
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(３) 白書の入手 
 

冊子体の場合は、まず『Online Catalog』で検索し、見つけることができたもの

は、資料の所蔵場所に足を運ぶか、遠方であれば、相互利用サービスを利用して図

書館を通して取り寄せます。見つけることができない場合は、入手が可能かどうか

発行元に尋ねる必要があります。その際は 寄りの図書館カウンターに相談して下

さい。ウェブサイトで見つけた場合は、そのままダウンロードや印刷で入手できま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  みみふくろ   外国語のシャワーを浴びよう！ 
 

ここまで、ずいぶんと外国語のウェブサイトを紹介してきました。ウェ

ブサイトは便利ですが、外国語がハードルとなってせっかくの情報も使わ

ないでいるということはないでしょうか？外国語を使いこなせるように

なりたいけれども苦手意識を持っている、という方も多いのではないで

しょうか？ 

特に、海外の学会へ出席したり、調査へ出かけたりする場合、あるいは

海外の大学へ留学する場合などは、読み書きだけではなく、会話もこなさ

なければならないので、普段から努力しておくことが必要でしょう。 

近はウェブラジオで、様々な国のニュースを手軽に聞くことができる

ようになりました。また、日本のニュースを様々な言語で聞くこともでき

ます。自宅にインターネットがあって、聞き取りの力をつけたい方にはオ

ススメです。また、外国の歴史や文化、政治経済などに興味がある方も、

情報収集をかねて、海外のニュースに普段から触れておくと良いでしょ

う。 

本学の附属図書館本館エントランスの休憩コーナーでも、開館時間中は

テレビで CNN 放送を流しています。英語力をアップしたい方は、ぜひご

利用下さい。 

日頃から外国語のシャワーを浴びる習慣をつけて、苦手意識を克服しま

しょう！ 
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 ３.３.７  経済・経営情報 

 
経済学は速報性を重視する学問柄、雑誌論文が資料の主流になりがちですが、そ

の他、政府・自治体・企業が公表する、数値資料や、図書・統計・参考資料などに

も特徴的なものがあります。公文書や統計、白書については既に説明してきました

ので、ここでは、これまで取り上げてこなかった経済分野の特徴的な資料をいくつ

か説明し、また有用なウェブサイトやデータベースについても紹介します。 
 
(１) 冊子体などの特徴的な資料 

 
ここでは、経済学でも総合的な冊子体資料や、特徴的な資料の調べ方などを紹介

します。 
 

① 日本経済新聞 

経済分野には欠かせない基本の情報源です。 
日経新聞の本紙及び縮刷版は、附属図書館本館にあり、昭和 24 年（1949）の創

刊から 新号まで取りそろえてあります。また CD-ROM 版のデータベースは、日本

経済新聞朝夕刊及び全国地方経済面の新聞記事を全文記事形式で収録したもので、

キーワード、対象紙、掲載期間による検索が可能です。２.２.７参照 
 

 『日本経済新聞』 縮刷版 日本経済新聞社 1949～：本館 2号館ほか 

 『日本経済新聞：日経全文記事データベース』 CD-ROM 版 1990～ 

：本館 RC・経済図書室 

 
② 経済思想・経済史関連資料について 

経済思想・経済史関連の資料は、経済思想なら古典籍を読解すること、経済史関

連であれば、史料を読解する事が研究の基本になります。これらの検索・入手につ

いては、３.１.３ および３.２.１ も参照して下さい。貴重資料の場合は３.４を参照

して下さい。 
 

③ 会社史 

会社の歩みを叙述した会社史は、経済学関係で使われる資料の中でも特徴的な資

料です。多くの場合会社の記念事業として刊行されるものなので、関係者に配布・

寄贈されるにとどまり、市販されることはあまり多くはありません。従って、大学
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の図書館では、意図的に収集するのでなければ、通常は寄贈されることで所蔵する

ことになります。形態は普通の図書ですので、オンライン目録で探すことができま

す。会社史を探す際には、著者名に会社名を入れて検索するのが有効です。という

のは、会社史のタイトルは『30 年の歩み』や『飛翔』といった、時間を表すものや、

抽象的なタイトルが多い反面、目録データには、例外なく作成者である会社名が著

者名として登録されています。また、会社史を専門に所蔵している機関もあります。 
 

 『神奈川県立川崎図書館会社史・団体史・組合史コレクション』 

 <http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/collection/kpl_collection14.htm> 

神奈川県立川崎図書館は、開館以来、会社史・団体史・組合史を積極的に収

集し、現在約 1 万 3 千点余りの社史資料を所蔵しています。このウェブサイ

トから検索も可能です。また閲覧・貸出も行っているので、実際に足を運ぶ

ことも、東北大学附属図書館を通して複写・借用を依頼することもできます。 
 

④ 決算公告 

決算公告とは、企業の会計書類である「貸借対照表および損益計算書」もしくは、

「貸借対照表」が公開されているもので、研究者や投資家などが、企業の運営状況

を判断する資料になっています。 
この資料は、株主総会直後に日刊新聞、『官報』、自社ホームページの 3 つの手

段いずれかで掲載され、どの手段を取るかはその企業毎に異なります。 
以下にこの 3 つの入手方法について紹介します。 

 
 『日本経済新聞』の場合 

本館 2 号館に所蔵されている縮刷版を使うと便利です。巻末の記事索引で「会

社決算公告」の部分を見て下さい。また所蔵年次が少ないですが、 
『日経決算公告便覧』日本経済新聞社編 1999～2000：本館 2号館という資料

もあります。 
 

 『官報』の場合 

『官報』について詳しくは、３.３.1 (２)を参照して下さい。本館 RC に所蔵

されている『官報総索引』を使えば、会社名での検索はできないものの、決

算公告の記事を探すことができます。「会社決算公告」の項目を開き、掲載

日順に排列されている記事の中から探し出します。 
また有料版ですが、『インターネット版「官報」』国立印刷局 1989.4.1～
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<http://kanpou.npb.go.jp/index.html>が存在します。このサイトでは、全

文検索が可能で、会社名などから必要な情報を入手することができます。 
 

 自社ホームページの場合 

企業のウェブサイトの中にはこの経営資料が掲載されていることがあります。 
 

⑤ その他の資料 

 『有価証券報告書』 大蔵省印刷局：本館 2号館 

有価証券報告書とは、証券取引法に基づき内閣総理大臣に提出される、企業

の財務諸表等詳細な情報が記載された事業年度ごとの報告書です。その企業

の経営状態や資産等を、研究者や投資家といった人々等が参照できる報告書

です。冊子体は、年度・企業に限りがありますが、図書館本館 2 号館に所蔵

しています。 
 

 『会社年鑑』 日本経済新聞社 1953～：本館 RC ほか 

上場企業のデータを収録しています。有価証券報告書に基づいており、役員

の名前や 近の業績、主要取引先などの情報を調べることができます。ここ

数年に出版されている新しい物は、『会社年鑑. 全国上場・店頭上場会社版』

というタイトルで、上場企業を中心に約 3,800 社を収録しています。会社の

実情から、グループの情報、業績・財務状態など膨大な情報量を誇る参考資

料です。 
 

 『会社総鑑 : 未上場会社版』 日本経済新聞社 1960～1999：本館 RC ほか 

有力未上場会社約 24,000 社のデータを掲載している参考資料です。上記に挙

げた『会社年鑑』とあわせて、企業研究をする際に役立ちます。 
 

 『会社四季報』 東洋経済新聞社 1963～：本館 2号館 

季刊の全上場会社を網羅する企業情報誌です。株式投資の情報源のみならず、

取引先の調査やマーケティング研究、就職情報にまで活用できます。全上場

企業約 3,800 社の分析データを掲載し、投資情報のニーズに応えるために今

後の見通し等の予想情報も充実しています。図書館で提供しているデータ

ベース『Japan Knowledge』からウェブ版での利用もできます。図書館ホー

ムページの「データベース」からアクセスして下さい。２.２.１(２)参照 
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(２) ウェブサイトおよびデータベース 
 
 この分野でのウェブサイトによる情報提供は、経済学が 近の話題や速報性を重

視するため、非常に進捗しています。次に、代表的な有用なウェブサイトを紹介し

ます。また、利用は限定されますがデータベースについても紹介します。 
 

 『テーマ別調べ方案内 経済・産業』 国立国会図書館 

 <http://www.ndl.go.jp/jp/data/theme/theme_keizai.html> 

このウェブサイトでは、テーマ毎に経済学の資料を紹介しています。テーマ

は決まっていても、良い資料を選別できない際に、非常に頼りになります。 
 
[紹介されている主なテーマ] 
・ 化学産業の調べ方 
・ 医薬品産業の調べ方 
・ 医療機器産業の調べ方 
・ 化粧品･トイレタリー産業の調べ方 
・ 食品産業の調べ方 

・ 自動車部品産業の調べ方 

・ 外食産業の調べ方 

・ ペット産業の調べ方 

・ 環境ビジネスの調べ方 

・ 人材ビジネスの調べ方 

など 

 
 『D-NAVI』 国立国会図書館データベース・ナビゲーション・サービス 

<http://dnavi.ndl.go.jp/> 

国会図書館で作成している、インターネット上のデータベースへのリンク集

です。「テーマ検索」から経済学関連のデータベースへのリンクを検索する

ことができます。約 245 件のウェブ版データベースが紹介されています。 
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 『NIKKEI NET』 日本経済新聞社 <http://www.nikkei.co.jp/> 

日本経済についての老舗新聞社です。 新の経済関連ニュースから株式の動

きまで、経済研究をする人なら必ず役立つウェブサイトです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 『経済産業省』 <http://www.meti.go.jp/> 

政府省庁の一つ、経済産業省のウェブサイトです。経済を中心とする政策に

ついて各種資料を掲載しているほか、統計データなども充実しています。 
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 『日本の景気・経済情報快速ネットワーク「電猫」』 Flying Wild Boar 

<http://www.flyboar.com/neco/> 

経済関係・景気関係ウェブサイトの便利なリンク集です。省庁発表の諸デー

タや、見通し、白書類等のページが、「生産・在庫／産業・地域」、「消費・

物価／雇用・賃金」、「住宅・設備投資／企業経営」、「見通し・対策／中

長期計画」、「年次報告類等」、「海外経済・貿易／その他」のカテゴリー

にわかれて紹介されています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 『Yahoo!ファイナンス』 <http://quote.yahoo.co.jp/> 

大規模ウェブサイト Yahoo!の企業・株式情報ページです。企業情報・株式情

報等のマーケット情報を、見やすく且つきめ細やかに提供するほか、外国為

替や金利情報、経済に関わる様々なコラムを掲載しています。 
 

 『全国銀行協会 WEB』 <http://www.zenginkyo.or.jp/> 

全国の銀行ウェブサイトのリンク集があるほか、金融関連の情報・統計を閲

覧することができます。 
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 『日本銀行』 <http://www.boj.or.jp/> 

金融政策などの情報や、指標情報、公表中の論文・レポート・統計などを入

手できます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 『東京証券取引所』 <http://www.tse.or.jp/> 

日本 大の株式取引所である、東京証券取引所のウェブサイトです。リアル

タイムの株価情報や、株式・証券関係の詳しい用語説明など、充実したウェ

ブサイトになっています。 
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 『日経テレコン 21』 日本経済新聞社  有料：本館 RC 

<http://telecom21.nikkei.co.jp/nt21/service/> 

日経テレコン 21 は、日本経済新聞社が運営する、会員制のビジネス情報デー

タベースです。日本経済新聞をはじめ100近い新聞・雑誌記事を20年近く遡っ

て検索できるだけではなく、100 万社以上の企業情報、マーケット情報、など

総合的な経済関連情報を入手することができるウェブサイトです。附属図書

館では、本館のレファレンスカウンターで、代行検索を依頼する事ができま

す。有料データベースなので、使用料金の支払いが必要になります（校費利

用限定）。 
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 『EDINET』 財務省 <https://info.edinet.go.jp/EdiHtml/main.htm> 

有価証券報告書の一部を無料で閲覧できる財務省のシステムです。 
 

 『有価証券報告書データベース eol ESPer』 株式会社イーオーエル 

：経済学研究科内限定 <http://www.eol.co.jp/> 

有価証券報告書を含め、企業情報を様々な角度から蓄積している有料データ

ベースです。経済学研究科内にある、インターネット接続端末からアクセス

可能です。 
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 ３.３.８  国際連合・欧州連合  

 
「原典にあたる－社会科学編」の 後に、国際連合と欧州連合の資料を紹介しま

す。これらの資料の特色には、次のようなものが挙げられます。 
 

 電子化が進んでおり、ウェブサイトでの資料入手ができる。 
 資料受入館が限定されているので、印刷資料については希少性が高い。東北

地区では、東北大学附属図書館が唯一の資料受入館である。 
 量が膨大かつ通常の図書・雑誌とは異なる資料なので、必要な資料を入手す

るためにコツがいる。 
 英語以外の言語で書かれた資料も数多く含んでいる。 

 
(１) 国際連合 

 
① 国際連合資料の特色 

国際連合（以下、国連）は、第二次世界大戦終結後の 1945 年 10 月 24 日に正式

発足しましたが、発足時からの文書や諸資料が、国内の各所に収集保存されていま

す。これらの保存機関の代表的なものを国連寄託図書館といいます。これは、国連

との契約の下、国連の文書や刊行物を収受・所蔵する図書館で、国連の広報も同時

に行う機関として、地域の人々にも開放されています。日本では、14 図書館が国連

寄託図書館として認可されており、東北大学附属図書館もその一つです（1965 年 7
月より）。国連資料の特色には次のようなものがあります。 

 
 機関ごとと文書の発行年ごとに分類が与えられている。 
 公文書類は、データベース化が進んでいるので、ウェブサイト上で入手でき

る事が多い。 
 同じ内容の資料が、英語の他、国連の公式言語であるフランス語、ロシア語、

中国語、アラビア語、スペイン語で作成される。 
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② 国際連合資料の種類と文書番号 

国連資料の作成される枠組みは、国連の組織や活動に直結しており、その枠組み

の中で発行・公表がなされます。またそれぞれの文書に対して文書記号が付与され

ます。国連資料を探す際には、この資料の種類と、文書記号についての知識がある

と効率的に探すことができます。図書館やウェブサイトでは、この資料の種類と分

類記号によって資料が整理されています。 

 資料の種類には、ドキュメント(Document)、公式記録(Official Records)、パブ

リケーション(Publication)があり、それぞれ次のような内容となっています。 
 

 ドキュメント(Document) 
国連各機関の報告や議事録など国連に関する文書中、 初に発行されるもの

で、一枚ものから数十ページに渡るものまであります。これらの中から重要

なものが選ばれて次に紹介される公式記録、パブリケーションという形に

なって刊行されます。 
 

 公式記録(Official Records) 
総会、経済社会理事会、安全保障理事会、信託統治理事会、国際貿易開発会

議の貿易開発理事会の 5 機関が発行しているもので、議事録、議事の参考資

料であるアネックス(Annexes)、決議集や年次報告書を含むサプルメント

(Supplement)にわかれています。 
 

 パブリケーション(Publication) 
市販する国連刊行物です。雑誌、単行書、条約集、年鑑などがそれに含まれ

ます。 
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また国連資料の文書記号には、ドキュメント記号(Document Symbol)とセールス

ナンバー(Sales Number)との 2 種類があります。 

 

 ドキュメント記号(Document Symbol) 

ドキュメント、公式記録、パブリケーション全てに与えられている分類記号

のことで、国連資料がどの機関から、何年に刊行されたのかが、わかるよう

になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-19 国連資料のドキュメント番号 
 

 セールスナンバー(Sales Number) 

市販用のパブリケーション(Publication)のみに付与される番号です。 

 

 この項のはじめに説明した通り、国連の機構や活動と資料の発行は直結してい

るので、以上のような資料についての知識だけではなく、機構・活動についても

知っておくことが、国連資料を効率的に探すためには必要です。 

 

 

 

 

 

 S/RES/0688(1991) 
 

国連機関の略記号/下部機関の

記号/発行番号（年表示） 
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③ 国際連合資料の検索 

国際連合資料を検索するには、次の様なウェブサイトがあります。 
 

 『ODS』 United Nations <http://documents.un.org/> 

1993 年以降の国連公式文書を検索・閲覧することができます。1993 年以前

の文書についても登録されているものがあります。また、総会・安全保障理

事会・経済社会理事会・信託統治理事会の決議については、1946 年以降の文

書を検索・閲覧することができます。英語・アラビア語・中国語・フランス

語・スペイン語・ロシア語の 6 カ国語で検索・閲覧することができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 『UN Documentation Centre』 United Nation  

<http://www.un.org/documents/> 

1946 年以降の総会・安全保障理事会・経済社会理事会・信託統治理事会の議

事録・ドキュメント・決議等を蓄積しているウェブサイトです。前述の『ODS』

と異なり、年代別、会議開催順別のディレク型で蓄積されているので、特定

の会議録を探す際に便利です。英語・アラビア語・中国語・フランス語・ス

ペイン語・ロシア語の 6 カ国語で検索・閲覧することができます。 
 
 



３.３.８ 国際連合・欧州連合 

233 

 『UNBISnet』 United Nations Dag Hammarskjöld Library 
<http://unbisnet.un.org/> 

国連本部にある、ダグハマーショルド図書館及びジュネーブ国連図書館のオ

ンライン目録です。所蔵状況を確認する事が本来の役割ですが、どのような

国連資料が存在しているかを検索するシステムとしても非常に力を発揮しま

す。その他、国連関係図書の検索のみならず、国連刊行物や販売用出版物の

ほか、国連以外の機関により発行された国連関連刊行物の検索が可能です。

加えて、投票記録と演説記録も検索できます。また、中には原文をPDFファ

イルで閲覧できる資料もあります。 

 

 『International Court of Justice List of Cases brought before the Court 

since 1946』 国際司法裁判所 

<http://www.icj-cij.org/icjwww/idecisions.htm> 

国際司法裁判所のウェブサイトです。これまでの判決・命令・口頭弁論など

を閲覧することができます。 
 
 『United Nation Statistics Division』 国際連合統計局 

<http://unstats.un.org/> 

国際連合統計局のウェブサイトです。各種の統計を閲覧することができます。 
 
④ 国際連合資料の入手 

これまで紹介したウェブサイトの大半から、資料そのものを入手することができ

ます。ウェブサイトで見つけることができなかった時は、冊子体資料が本館 2 号館

に所蔵されている場合があるので、次の手順で探してみて下さい。 
 

 UNBIS-NET 等で、資料のタイトル、ドキュメント記号、セールスナンバー

や刊行年を調べる。 
 『Online Catalog』で資料のタイトルを検索する。 
 『Online Catalog』でヒットした場合は、本館 2 号館の国連資料コーナーへ

行き、現物を探す。国連の機関毎に資料が配列されているので、書架の見出

しを参照する。 
 貸出・返却は 2 号館カウンターで手続きする。（貸出期間は 1 週間。） 
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(２) 欧州連合 

 
① 欧州連合資料の特色 

欧州連合（以下、EU）は、共産圏消滅後の 1993 年 11 月 1 日に正式発足しまし

たが、EU に至るまでの 初の母体である欧州石炭鉄鋼共同体（ECSC）、欧州経済

共同体（ECC）や欧州共同体（EC）の文書や諸資料が、国内の各所に収集保存さ

れています。これらの保存機関の代表的なものをEU情報センター(European Info = 
EU i、  2005 年までは EDC)といいます。これは、EU が発行する諸資料を収集・

保存・広報する機関で、日本では、18 校の大学図書館が EU i に認定されています。

東北大学附属図書館もその一つです（1983 年 9 月より）。EU 資料の特色には次の

ようなものがあります。 
 

 近の文書類は、全てデータベース化されているので、ウェブサイト上で入

手できることが多い。 
 EU 加盟国全ての公用語（23 カ国語）のウェブサイトが存在する。英語の他、

その当時の加盟国の公用語で表記された同じ資料がある。 
 
また EU とは、国連の様な国際機関と異なり加盟国が主権の一部を EU に委譲す

るという新しい国家形態で、EU 自体が一個の国と見なされる事もしばしばです。

そのため EU には、一国が通常備える機関と同じ様な機関が置かれており、資料の

検索・入手をする際でも、今までこの 3.3 で紹介してきた各項の資料別に探すこと

になります。３.３の各項とこれから紹介するツールの関連は次の様にまとめること

ができます。 
 

説明内容 EU 資料探索ツール 

総合  Europa 
法令（3.3.1） EUR-LEX(Official Journal, COM Documents) 
議会資料（3.3.2） European Parliament 
判例（3.3.3） Curia 
統計（3.3.5） Eurostat 
白書（3.3.6） Europa 

図表 3-20 ３.３の各項と EU 資料探索ツールの対応 
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② 欧州連合資料の検索 

 『Europa』 <http://europa.eu/>  
欧州委員会が提供する EU 全体のポータルサイトです。23 カ国語別のウェブ

サイトが存在しており、このトップページから各言語のページを閲覧するこ

とができます。このウェブサイトは、膨大な EU 関係ウェブサイトを機関別

や分野別に分けて紹介しているものです。探索する情報が決まっている場合

は、リンクをたどることで必要な情報を入手することができます。 
また、白書についてもこのポータルに蓄積されています。白書を閲覧したい

場合は、『Documents of individual instotutions』<http://europa.eu/ 

documents/comm/index_en.htm>を見て下さい。 
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 『EUR-LEX』 < http://europa.eu.int/eur-lex/lex/en/index.htm >  
EU の法律関係のポータルサイトです。EU の官報である『Official Journal』

のデータベースになっているほか、『COM Documents』（欧州委員会 European 

Commission文書：欧州委員会が欧州連合理事会に提出した法案が大半で、対

日政策文書や各種白書等も含む文書）も検索・閲覧することができます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 『European Parliament』 European Parliament  

<http://www.europarl.europa.eu/activities/expert.do?language=en> 

欧州議会のウェブサイトです。本会議録・報告書・本会議採択文書のほか、

質問・答弁・常任委員会の資料なども検索・閲覧することができます。EU の

公用語全てのウェブサイトがあります。 
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 『CVRIA』 欧州裁判所 <http://curia.europa.eu/> 

欧州裁判所のウェブサイトです。欧州裁判所の判例を検索・閲覧することが

できます。 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 『EUROSTAT』 Statistical Office of the European Communities 

<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/> 

EU の統計に特化したポータルウェブサイトです。EU の統計を検索・閲覧す

ることができます。 
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③ EU 資料の入手 

入手については(１)④国際連合資料の入手とほぼ同じです。なお、本館 2 号館に

ある冊子体資料は、官報や統計といったように資料の種類別に配列されています。

書架の見出しを参照して下さい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  みみふくろ   駐日事務所のウェブサイト  
 

 国連、EU ともに駐日事務所があり、それぞれ公式のウェブサイトを持っ

て活動を広報しています。 新の動向だけではなく、基本知識の紹介や採用

情報などの様々な情報が掲載されており、非常に役に立つサイトとなってい

ます。 

資料探索の際の利点としては、原資料の日本語訳や日本語で作成された要

約、日本語独自の資料などの日本語資料が掲載されていることや、資料探索

のガイドページが用意されていることなどがあります。 

ぜひこれらのサイトを活用して情報を得ましょう。 

 

 国連 

『国際連合広報センター』 <http://www.unic.or.jp/> 

 

 EU 

『駐日欧州委員会代表部』 <http://www.deljpn.ec.europa.eu/> 
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 図書館の小ネタ  

政治状況と図書館コレクション 

 

本は著作者の思想を表明し、世間に影響を与えるものの一つですので、

政治状況によって、焚書や発禁など抑圧される対象となることはよく知ら

れています。実は、本学図書館も第二次世界大戦前および戦後の両時期に

所蔵図書に対する政治的な干渉を経験しています。 

戦前は、いわゆる左翼や社会主義の本、或いは当時の発禁本について閲

覧禁止措置さらには廃棄の要求が図書館に対してなされました。しかし、

図書館ではその類の本が利用者の目に触れないよう別の場所に移し、検索

のためのカード目録から該当分を抜いてその本が存在しないように見せ

かけることで廃棄せずにすみました。特に、著名な社会科学研究者でマル

クス主義者であった櫛田民蔵の旧蔵本櫛田文庫(３.４.１(１)⑥参照)は、普

通ではわからない図書館の奥の部屋へ隠してしまったということです。 

戦後にはアメリカ軍による干渉がありました。その一つは、戦前思想に

関係する本を全て廃棄せよとの命令で、これに対しては、示されてきた本

を戦前と同じく別の場所へまとめて移すことで廃棄は免れました。これら

の本は、今でも図書館書庫の旧片平分類の書棚の中に見ることができま

す。背表紙に「禁」マークが張ってあるものがそうです。 

干渉のもう一つは、「米国教育文庫」の開設です。これは、米軍が戦後

日本への民主主義普及政策の一環として日本各地に置いたもので、東北大

もその一つとなりました。図書館では強制的な文庫開設に反発を感じてい

たようですが、この文庫は米軍の占領が終わるまで続きました。現在では、

本館書庫の書棚の一画に「アメリカ文化センター」としてまとめて置かれ

ています。（これらの本はまだ『Online Catalog』へデータが登録されて

いないので、図書館本館ホールにある『ACC目録』というカード目録でし

か検索できません。） 

 このような背景を知って本を手に取ると歴史を経てきた表情がみえるよ

うです。それにつけても、このような話には色々と考えさせられるものが

あります。 

※参考：「第2部第19編 附属図書館」(『東北大学五十年史』 1960)
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 ３.３.１  法令 


ここでは法令の探索について説明します。はじめに日本の法令について、次に外国の法令について、探索方法やツールを紹介していきます。

(1) 法令の特色

「法令」という言葉は、法律を含めたより広い概念を表しています。具体的には、憲法、法律、政令、府令、省令、条約、議院規則、最高裁判所規則、地方公共団体の条例などを指します。


法令を探索する際には、問題となる法令の条文そのものを探すことに加えて、以下の2点をふまえておくことが大きなポイントとなります。


一つ目は、法令には、効力の上下関係が決まっており、相互を補完する働きがあるということです。上位の法令は、下位の法令に優先し、下位の法令は上位の法令に違反することができませんので、互いに矛盾しないように制定されています。例えば、政令は法律よりも下位に属しており、法律の規定をより細かく、具体的に実施するための内容となっています。また、法令には含まれませんが、統一的な行政を行うために、諸機関が管轄の下位機関に対して訓令や通達を発し、法令の解釈や運用方針などを伝えることもあります。
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図表3-12 法令情報の相互関係

二つ目は、法令は時を経るに従って変遷するということです。例えば、法律の場合、原則的には事件が起こった時に施行されていたものが適用されます。ところが、法律は、一度制定された後も、改正や失効などに伴い条文が変更になることもありますので、現行の法律を知っているだけでは充分ではありません。また、法令の趣旨や解釈を知るためには、それが成立する以前の国会審議の記録から調べなければならない場合もあります。そうすることにより、制定の過程や改正等の変遷を知ることが可能です。


以上のように、一つの法令を理解するためには、関連する情報と、時間の流れに沿った変遷情報に目を配ることが重要です。

(2) 法令を探す

① 官報


法律は、『官報』掲載をもって公布とします。『官報』とは、法令などの公布をはじめ、様々な報告や公表を広く行うために国が発行する機関紙です。行政機関の休日を除き、毎日発行されています。制定直後の法令を調べたい場合は、法令集などにはまだ収録されていない可能性が高いので、『官報』を見るとよいでしょう。

公布にあたり、法令には法令番号が付与されます。法令番号は、改正などの変遷や、制定の過程について調べる手がかりとして重要ですので、メモしておくことをおすすめします。また、法令の『官報』掲載時には、その法令に対する一般の理解をより深めるために、「法令のあらまし」も併せて掲載されますので、参考にして下さい。

『官報』を、掲載内容や日付などから検索する場合は、以下のツールを使用すると良いでしょう。


· 『官報目次総覧』　文化図書　1883～1986：本館RCほか

『官報』の目次が収録されています。項目別の索引もあります。


· 『官報総索引』　文化図書　1988～：本館RC

年間の総索引です。巻末には五十音順索引もあります。

· 『官報検索』　国立印刷局　

<http://www.gov-book.or.jp/asp/Kanpo/KanpoList/>

1996年6月3日以降の目次が検索できます。

『官報』最新号は、本館および法図書室で閲覧可能です。ただし、過去のものを見たい場合は、保存期間を過ぎていることもありますので、マイクロフィルム版などもあわせて利用しましょう。本学の主な所蔵は次の通りです。

· 『官報』　国立印刷局　短期保存（前年分～最新号）：本館2号館ほか

· 『官報』　マイクロフィルム版　国立印刷局　1984～：本館書庫マイクロ室

本文は次のデータベースやウェブサイトでも閲覧可能です。原則として、印刷体と同じ内容を掲載していますが、あくまで印刷体の『官報』が基準となります。引用する場合や正確性を問う場合などは、必ず印刷体を確認しましょう。


· 『インターネット版「官報」』　国立印刷局

<http://kanpou.npb.go.jp/>

『官報』の最新の一週間分を閲覧することができます。

· 『官報情報検索サービス』　国立印刷局　<https://search.npb.go.jp/>


法図書室限定　


昭和22年以降の『官報』を検索し、閲覧することができます。



② 法令集


ここでは、法令を探すためのツールや、法令集の代表的なものを紹介します。近年はウェブ上で手軽に利用できるものが増えてきましたが、調べる内容によっては冊子体を使う場合もあります。索引などの仕組みをよく理解して、上手に利用して下さい。


· 『現行法規総覧』（加除式）　第一法規：法政実務図書室ほか [CZ-3/026]

現在有効な法令を網羅的に掲載しています。廃止されたものや、改正以前の法令は収録されていません。年別索引、旧法令改廃沿革索引、五十音・題名キーワード索引が付いています。

· 『日本法令索引』　国立国会図書館　<http://hourei.ndl.go.jp/>

原則として明治19年(1886）公文式施行以降の索引情報を収録する2次情報データベースです。法令の公布日や法番号が不明な場合は、まずはこれを利用しましょう。沿革紹介や審議経過資料へのリンクがあります。

全体が「法令索引」と「法案索引」から構成されており、「法令索引」では現行法令、廃止法令、制定法令の索引が可能です。また、「法案索引」では、法律案、条約承認案件の検索が可能です。横断検索機能もあります。

なお、法図書室では、冊子体の『日本法令索引』を2002年分まで所蔵しています。

· 『日本法令索引[明治前期編]』　国立国会図書館　

<http://dajokan.ndl.go.jp/SearchSys/index.pl>

慶応3年10月大政奉還から明治19年2月公文式公布に至るまでに制定された法令の索引情報が検索できる2次情報データベースです。出典となる『法令全書』等の資料が国立国会図書館のデータベース『近代デジタルライブラリー』に収載されている場合は、リンクにより本文が参照できます。

· 『法令データ提供システム』　総務省

<http://law.e-gov.go.jp/>

現行法令のうち、憲法・法律・政令・勅令・府令・省令・規則が検索対象です。法令の規定同士が関係している場合にはリンクが張ってあります。


ただし、現行法令を網羅してはおらず、法令の施行期日を定める政令などは整備対象となっていません。また一部改正が反映されていなかったり、『官報』の表記とは少し異なっていたりする場合がありますので注意して下さい。

また、同サイト内では、別途新規施行法令、未施行法令、廃止法令等についての一覧も提供しています。

· 『法令全書』　国立印刷局　1868～：法図書室ほか　

· 『法令全書総目録』　国立印刷局　1926～：法図書室

『官報』から公布された全ての法令を抜粋し、種類別、公布年月日順に掲載しています。『官報』の掲載ページがわかるほか、「法令のあらまし」も収録されています。また、年刊の『法令全書総目録』には事項別、五十音別索引が収録されています。


· 『全国条例データベース』　鹿児島大学法文学部法政策学科


<http://joreimaster.leh.kagoshima-u.ac.jp/>

全国の地方自治体がウェブ上で公開している条例や、その他有用な情報へのリンク情報が充実しています。検索機能もあります。


法令集には、これまでに紹介した以外にも、便利な特徴を備えたものが数多くあります。その一部を以下に紹介しますので、自分の研究分野や用途に合ったものをぜひ見つけて下さい。


· 各種条約集

条約は、その他の法令と同様、『官報』に掲載されますが、他にも外務省条約局から二国間、多国間別で刊行される『条約集』などがあります。また、民間の出版社から刊行されるものには、分野別に編集された『海洋環境関係条約集』や『基本経済条約集』、解説付きの『解説条約集』などがあります。

· 分野別六法　

特定分野の法令を広く調べる場合は、分野別六法を使うと良いでしょう。解説付きのものも多く、学習にも向いています。本学でも『介護保険六法』『医療六法』『環境実務六法』など、様々な分野のものを所蔵しています。

(3) 関連情報を調べる

① 関連する条文や法令


条文そのものに関連する法令条文が明記されていない場合は、参照条文および参照法令情報を掲載したものを利用しましょう。また、既に紹介した『法令データ提供システム』も、法令の規定同士が関連している場合はリンクが張ってあり、便利です。

· 『六法全書』　有斐閣　1948～：本館学閲ほか

各法令末尾に、下位の法令や関係する法令を挙げています。また、六法全書は、過去の版を参照することで当時有効だった法令を手軽に調べることができるという特長もあります。

② 訓令、通達、告示など


訓令、通達、告示などは、各省庁から多数発せられています。一部が法令集や各種六法に掲載され、また、訓令、告示は『官報』にも掲載されますが、網羅的な印刷体資料はありません。インターネットで探すのが最も効率的でしょう。

· 『電子政府の総合窓口』　総務省　<http://www.e-gov.go.jp/>

「所管の法令・告示・通達」からリンクを辿って見ることができます。３.３.４(２)②参照

· 各省庁のウェブサイト

「電子政府の総合窓口」で見つからない場合は、各省庁のウェブサイトで探してみて下さい。

　例）『外務省行政情報所在案内（クリアリングシステム）』

<http://www3.mofa.go.jp/mofaj/clearing/>

『農林水産省告示・通知データ提供システム』


<http://www.kokuji.maff.go.jp/kokujituti/top.asp>　など



(4) 変遷情報を調べる

① 法律案

法律案は、内閣府から提出する場合と、議員（議院の委員会や調査会）から提出する場合があります。内閣府から提出する場合は、原案が関係省庁などにより作成された後、内閣法制局による審査を経て、国会へ提出されます。議員から提出する場合は、衆議院法制局あるいは参議院法制局により作成された後、国会へ提出されます。国会に提出された法律案は、会期および提出元ごとに固有の番号が付与されます。


法案を探すためのツールは、既に紹介した『日本法令索引』が便利ですが、各法制局や議院のホームページにも有用な情報が載っていますので、あわせて参考にして下さい。

· 『内閣法制局』　内閣法制局　<http://www.clb.go.jp/>

内閣提出の法律案や条約の紹介が載っている他、法律案の立法、成立から公布までの詳しい過程の解説などがあります。

· 『衆議院』　衆議院

<http://www.shugiin.go.jp/>

衆議院の立法に関する情報は、このサイト内で扱っています。３.３.2(２)②も参照

· 『参議院法制局』　参議院法制局　<http://houseikyoku.sangiin.go.jp>

参議院提出法律案などについての情報が掲載されています。３.３.2(２)②も参照


② 審議経過を調べる

法律の制定の場合、日本では委員会制度をとっていますので、法律案の提出を受けた議院の議長は、これを適当な委員会に付託し、実質的な審議は委員会で行われます。


委員会での審議が終了した後、その審議は本会議に移行します。委員会および本会議において可決されると、その法律案は、他議院に送付され、再び委員会、本会議の審議を経ます。法律案は、憲法に特別な定めの無い限り両議院で可決した時に法律となります。


審議経過について調べる場合は、(２)で既に紹介した『日本法令索引』で法令情報にリンクしている資料を読むのが最も手軽な方法ですが、その他にも議会資料を調べる様々なツールが存在しています。詳しくは3.3.2を参照して下さい。

③ 一部改正法

法律の一部改正の公布方式は「織り込み式」「溶け込み式」と呼ばれており、新たに定まった一部改正法を、従来の条文に織り込む（溶け込ませる）ことによって初めて意味が明らかになります。

一部改正法は、『官報』や『法令全書』には収録されますが、最新の各種六法や加除式（差し替え式）法令集など、改正を既に織り込んだ新しい条文のみを掲載する資料には、見つけることができません。附則を読めば、過去の改正の経緯が分かりますが、改正の内容を正確に理解するためには、従来の条文と、改正を織り込んだ後の条文を対照して読む必要があります。

④ 失効した法令を探す

(２)で既に紹介した『日本法令索引』で、廃止法令の正式名称や法番号を調べた後、『官報』や法令集を参照して下さい。

また、『法令データ提供システム』でも、平成13年4月1日以降に廃止され、データベースから削除された法令の一覧を見ることができます。

特定の分野に関する廃止法令を扱う場合は、その分野の旧法令集が出版されているかどうか、探してみるのも良いでしょう。本学でも『会社法旧法令集』『刑事関係旧法令集』などを所蔵しています。



(５) 外国の法令


近年は、日本の法令と同様、外国の法令も、ウェブ上で閲覧できることが多くなりました。外国の法令に関しては、その地域や国によって探し方が異なりますので、ここでは参考になるウェブサイトや文献を紹介します。欧州連合関連の法令に関しては、３.３.８を参照して下さい。

· 『国立国会図書館　議会官庁資料室』　国立国会図書館


<http://www.ndl.go.jp/horei_jp/index.htm>

国、地域別の資料紹介がある他、ウェブ上で公開されている法令集などへのリンクも充実しています。

· 『外国法文献センター利用のコツ＆外国法の調べ方』

東京大学法学部研究室図書室外国法令判例資料室


<http://www.j.u-tokyo.ac.jp/lib/gaise/how-to.html>

外国の法令の調べ方やリンク集の他、外国の法令を探すための、あるいは引用の仕方を理解するための基本文献の情報も充実しています。


· 『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』

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


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

外国の法令や判例、条約の探し方に加え、それらの文献を引用する際の略号に関する情報も充実しています。論文を読んでいて、略号から実際の資料の正式名称を知りたい時、あるいは自分で論文を書く際に、文献をどのように引用するべきか調べたい時に利用するとよいでしょう。

· 『外国法入門双書』　有斐閣　1991～：本館書庫ほか

ドイツ法、アメリカ法、中国法を中心としたシリーズです。


· 『外国法文献の調べ方』　板寺一太郎著　信山社出版　2002

：本館RC [A121/0436] ほか

英・米・独・仏の法律研究に必要な資料やその利用方法について解説しています。各文献が扱う年代一覧や、専門資料を扱う国内の図書館や資料室に関する情報も掲載されており、実用的な一冊です。


 ３.３.２  議会資料 

(１) 日本の議会資料の特色


議会資料の特色としては、次の様なものを挙げることができます。


· 議会が法律案の審議をする場であるので、法令資料との関係性が強い。３.３.１参照

· 国会の議会資料としては、衆議院・参議院及び各種委員会の議事録が挙げられ、明治以来の帝國議会の資料も含めるとかなり膨大な資料群になる。


· 地方自治体の議会資料は、地方議会議事録であるが、これらも日本の都道府県市区町村の数と歴史を考えると、膨大な資料群になる。


· 地方自治体の議会資料でも、最小単位の自治体（町、村など）の議会資料になると入手が困難な場合がある。


· 最近の議会資料は、電子化が進みウェブサイトで閲覧可能な資料が多い。


(２) 日本の議会資料の検索


日本の議会資料を検索するには、次の3種類の手段があります。これらを順を追って紹介します。


· 国会等が出版した議会資料集による検索


· 国会・地方議会のウェブサイトによる検索


· その他、議会資料検索に有益な情報集による検索




1 国会等が出版した議会資料集による検索（冊子体）


国会での議事を速記で記録したものです。『官報』の号外として発行されています。また、会議録の集成も出版されています。


· 『官報. 号外, 衆議院会議録』　財務省印刷局 1947～


：本館2号館・法図書室　

· 『官報. 号外, 参議院会議録』　財務省印刷局 1947～


：本館2号館・法図書室

日本の国会制度では、本会議よりも委員会で詳しい議論を行う事によって、法律制定や条約承認等を審議します。そのため委員会の会議録は、非常に重要な資料になります。これらの資料は、会期と委員会名、日付などから検索することができます。冊子体とマイクロフィルム版がありますが、これらはお互いの巻を補完しあう様に所蔵されています。


· 『衆議院委員会会議録』　衆議院事務局 1960～：法図書室

· 『衆議院委員会会議録』　マイクロフィルム版　総目次7巻 臨川書店　1947～1960：法図書室 [BZ-7/012] 


· 『参議院委員会会議録』　参議院事務局 1960～：法図書室

· 『参議院委員会会議録』　マイクロフィルム版　総目次7巻　臨川書店　1947～1961：法図書室 [BZ-7/013] 


　また、議会の記録には次のようなものもあります。


· 『国会制定法審議要録』　衆議院法制局、参議院法制局　1954～

：本館2号館・法図書室

1947年の第1回国会から、成立した法律の審議録を所収しています。衆議院版と参議院版があり、東北大学附属図書館では、衆議院の1954から（参議院は1957から）のものを所蔵しています。


· 『国会議案件名録』(議会制度百年史)　大蔵省印刷局 1990

：本館書庫・法政実務図書室


『議会制度百年史』の一部で、第1回国会(1947)から第118回国会(1990)までの法案・条約案・決議案の件名と経過が収録されています。


戦前の帝国議会貴族院・衆議院についても、本会議議事速記録と委員会会議録があります。また、貴族院については委員会速記録も出版されています。

[両議院本会議の議事速記録]


· 『帝國議會衆議院議事速記録』[複製版]  社会問題資料研究会 1975～

：本館2号館（所蔵収録年1928～1947）

· 『帝國議會貴族院議事速記録』[複製版]  社会問題資料研究会 1975～

：本館2号館（所蔵収録年1928～1947）

· 『帝國議會衆議院議事速記録』　全86巻　東京大学出版会  1979～1985

：法図書室（所蔵収録年1928～1947） [BZ-6/02]

· 『帝國議會貴族院議事速記録』　全74巻　東京大学出版会1979～1985

：法図書室（所蔵収録年1928～1947）[BZ-6/01]


[委員会会議録]

· 『帝國議會衆議院委員會會議録』　東京大学出版会 1985～1988（明治23年:第1回議会～明治44年:第28回議会）：法図書室 [BZ-7/08]


· 『帝國議會衆議院委員會會議録』　臨川書店 1981～1984（大正元年:第29回議会～大正15年:第51回議会）：本館書庫・法図書室 [BZ-7/04]


· 『帝國議會衆議院委員會會議録』　マイクロフィルム版　臨川書店 1989～1990（昭和元年:第52回議会～昭和22年:第92回議会）：法図書室 [BZ-7/010]

· 『帝國議會貴族院委員會會議録』　臨川書店1995～1996（明治23年:第1回議会～明治45年:第28回議会）：法図書室 [BZ-7/06]

· 『帝國議會貴族院委員會會議録』　臨川書店 1981～1988（大正元年:第29回議会～大正15年:第51回議会）：本館書庫・法図書室 [BZ-7/06]

[貴族院の委員会速記録]

· 『帝国議会貴族院委員会速記録』　東京大学出版会1985～1988（明治23年:第1回議会～明治45年:第28回議会）：法図書室 [BZ-7/07]

· 『帝國議會貴族院委員會議事速記録』　臨川書店 1981～1988（大正元年:第29回議会～大正15年:第51回議会）：本館書庫・法図書室 [BZ-7/05]

· 『帝國議會貴族院委員會議事速記録』　マイクロフィルム版　臨川書店 1989～1990（昭和元年:第52回議会～昭和22年:第92回議会）

：法図書室 [BZ-7/011] 

地方議会の資料については、国立国会図書館の『NDL-OPAC』(３.１.３参照)で検索できるほか、県立図書館・市町村の図書館に所蔵している場合も多々あります。研究している自治体にある図書館のオンライン目録も検索してみて下さい。また原資料をまとめて閲覧したい場合には、県庁や市役所にある議会資料室が有効です。各地方自治体には、議会図書室を庁舎の中に置いている事が多く、それらに尋ねるのが上手な情報入手の手法になる場合もあります。


ここでは地方議会資料の代表的なものとして、宮城県の議会図書室と仙台市市政情報センターを紹介します。


· 『宮城県議会　議会図書室』

宮城県議会に附属する図書室です。明治13年からの宮城県議会議事録をはじめ、宮城県議会に関する資料を収集・保存しています。利用情報は次の通りです。




· 『市政情報センター』　


仙台市役所の1階に「市政情報センター」があります。ここに仙台市議会の議事録、審議会議事録、例規集が所蔵されています。資料閲覧のほか、貸出、複写も受け付けます。利用情報は次の通りです。　３.３.４(２)も参照



2 国会・地方議会のウェブサイト


次に国会・地方議会のウェブサイトから、議会資料を検索する方法です。


インターネットの発達により、議会資料を公開する組織が、国会をはじめ全国的にもかなりの数を数えます。以下では、その中でも国会の議事録関係資料と宮城県・仙台市の議事録関係資料を公開しているウェブサイトを紹介します。


· 『国会会議録検索システム』国立国会図書館 <http://kokkai.ndl.go.jp/>


戦後体制下での第1回国会（昭和22年5月）から現在に至るまでの衆議院・参議院の本会議・委員会についての記録を収録しているデータベースです。


開催日付、発言者名、会議名、キーワード等の多くの項目から検索が可能で、細やかな検索ができます。







· 『衆議院　会議録』　衆議院

<http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm>


衆議院のウェブサイトに、第145回国会（平成11年1月19日召集）以降の衆議院の会議録の議事部分を掲載しています。

· 『参議院　会議録情報』　参議院

<http://www.sangiin.go.jp/japanese/frameset/fset_b07_01.htm>


同じく参議院のウェブサイトからも参議院の議事録を見ることができます。こちらは最近の議事に限られます。








· 『帝国議会会議録検索システム』国立国会図書館


<http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/>


第88回～第92回（昭和20年9月～22年3月）帝国議会会議録を検索・閲覧することができます。



· 『宮城県議会　会議録の検索・閲覧』宮城県議会


<http://www.pref.miyagi.jp/kengikai/kensaku/index.htm>

昭和22年以降の宮城県議会本会議、昭和52年以降の決算特別委員会、平成9年以降の予算特別委員会、平成15年7月以降の常任委員会、特別委員会、予算・決算各分科会の会議録を検索・閲覧することができます。



· 『仙台市議会　会議録の検索・閲覧』　仙台市議会


<http://www.gikai.city.sendai.jp/kaigiroku/index_f_kaigiroku.html>

平成2年2月「第1回定例会」以降、平成3年9月「平成2年度決算等審査特別委員会」以降、平成4年3月「平成4年度予算等審査特別委員会」以降、平成3年5月「常任委員会」以降、平成4年5月「特別委員会」以降の会議録・委員会記録等を検索・閲覧することができます。



· 『国/地域別資料紹介　日本の資料紹介　地方議会』　国立国会図書館　議会官庁資料室

<http://www.ndl.go.jp/horei_jp/Countries/Japan/Japan_gikai_local.htm>


日本の各県議会のページを一覧的に表示したリンク集です。各県の議会を横断的に閲覧したい場合などに便利です。


3 その他、議会資料検索に有益な情報集


これまで国会と地方議会を中心とした、議会資料について、冊子体とウェブサイトを紹介してきましたが、その他にも国会・地方議会には様々な資料があります。次に紹介する資料は、これまで紹介しきれなかった議会資料を紹介しているものです。


· 『リーガル・リサーチ』　第2版 日本評論社：本館学閲 [A121/0556]　ほか

p.95～p.110に国会と地方議会の議会資料についての説明があります。かなり多くの点数が紹介されています。 ２.５の冒頭も参照

· 『テーマ別調べ方案内　日本-議会』　国立国会図書館　議会官庁資料室


<http://www.ndl.go.jp/horei_jp/Countries/Japan/Japan_gikai.htm>


日本の議会関連資料について詳しく紹介しています。リンクなども充実しているので、とても便利です。なお、記載されている紹介資料の所蔵は国立国会図書館の所蔵です。本学にあるかどうかは、『Online Catalog』で確認しましょう。

(３) 日本の議会資料の入手


今まで紹介した通り、最近の議会資料はウェブサイトで公開されていることが多いので、それらをダウンロードし、印刷することが一番手間がかからない方法です。また、これまで紹介しなかった、地方議会でも市町村の議会については、その市町村役場に直接尋ねるのも一つの方法です。


(４)外国の議会資料の特色


外国の議会資料は通常のオンライン目録の検索で、探すことができるものもありますが、国の政体の変化のたびタイトルが変化するなど、探す工夫が必要です。特色としては次の通りです。


· 国ごとに、議会資料の入手難易度が異なる。


· 先進国では、日本と同じようにウェブサイトで公開している場合が多い。


· 東北大学附属図書館に所蔵しているコレクションもある。　３.４参照

(５)外国の議会資料の検索・入手

外国の議会資料について可能な限り紹介すると、それだけで膨大な量になり、一冊の本が完成してしまいます。そのため、ここでは外国の議会資料収集に有益な冊子体資料、ウェブサイト、データベース等といった情報源を国・機関を限定して紹介します。

1 総合


· 『議会官庁資料室　国／地域別資料紹介』　国立国会図書館　議会官庁資料室　<http://www.ndl.go.jp/horei_jp/Countries/kunibetsu-top.htm>


地理区分リストから各国の議会資料（その他法令・判例も）情報を入手することができます。また国際機関資料（国連、国連関連機関、欧州連合）の判例についてもこちらからリンクが張られています。

· 『インターネットの利用を軸にした外国の法律・政治行政資料の調べ方・文書の入手方法  ＝外国法･政治文献の情報検索リテラシーを身につけよう＝』 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


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


こちらのウェブサイトも外国法関係資料入手に役立つ情報が多く掲載されています。議会資料情報についても、主要各国は充実した情報量を誇ります。


2 アメリカ合衆国

まず、連邦議会資料については次のような有用な資料やウェブサイトがあります。

· 『United States Government Documents and Proceedings : 米国政府刊行物議事録』　マイクロフィルム版 1,413 Reels

: 本館書庫B1F マイクロ資料室 [YC/4]

· 『CIS: U.S. Congressional Publications : 米国連邦議会、委員会刊行物総集成』 マイクロフィッシュ版 : 本館書庫B1F マイクロ資料室 [YC/6/2]

これらの資料は、附属図書館本館の大型コレクションです。詳しい解説については、３.４を参照して下さい。

· 『American memory』　米国議会図書館

<http://memory.loc.gov/ammem/>


このサイトでは、アメリカ建国以来の本会議録・法律案等が収録されています。年代毎のリンクは次の通りです。


・『Annals of Congress : Debates and Proceedings, 1789-1824』

<http://memory.loc.gov/ammem/amlaw/lwaclink.html>


・『Register of Debates : Debates and Proceedings, 1824-1837』


<http://memory.loc.gov/ammem/amlaw/lwrdlink.html>


・『Congressional Globe Debates and Proceedings, 1833-1873』


<http://memory.loc.gov/ammem/amlaw/lwcglink.html>


・『Congressional Record, 1873-1875』


<http://memory.loc.gov/ammem/amlaw/lwcrlink.html>


· 『Thomas』　米国議会図書館　<http://thomas.loc.gov/>


このウェブサイトは、101議会(1989～)以降の Congressional Record および104議会(1995～)以降の Congressional Record Indexを閲覧できるほか、101議会(1989～) 以降の法律案および93議会(1973～)以降の法律案の要約等を収録しています。



　州議会資料については次のウェブサイトが有用です。

· 『National Conference of State Legislatures, State Legislatures Internet Links』　<http://www.ncsl.org/public/leglinks.cfm>

アメリカ各州の議会のリンクをまとめているウェブサイトです。各州の議事録や法案を選択して、進むことができるように構成されています。




3 英国（グレートブリテン及び北アイルランド連合王国）

英国については、本学に充実したコレクションがあります。３.４.１(１)⑤参照

· 『Great Britain Parliament Hansard's Parliamentary Debates : ハンサード, 英国議会討論報告』　2,544冊

: 本館書庫B1F 大型コレクション [BG/6/1] 


· 『British Parliamentary Papers. 1801-1899 : 19世紀英国議会報告 (Blue Books: IUP series)』リプリント版 1,000冊

: 本館書庫B1F 大型コレクション [BG/8/3]

· 『The House of Commons Parliamentary Papers, 1801-1921 : 19世紀英国下院議会文書集』マイクロフィッシュ版 

: 本館書庫B1F マイクロ資料室　[YC/5/5]

· 『The Controller's Library Collection of Her Majesty's Office Publications. 1922-1977 : 英国王立印刷局20世紀政府刊行物』 マイクロフィルム版 4,436 Reels: 本館書庫B1F マイクロ資料室 [BG/8/4] 


これらの資料は、附属図書館本館の大型コレクションです。詳しい解説については、３.４を参照して下さい。

英国議会のウェブサイトでは、総合的な情報が提供されており、上院下院両議院の議事録を見たり、出版物の情報を得ることができます。また、サイト内検索ページでは1988年以降の議会関係文書（法案(bills)、 議事録(debates)、 委員会資料など）も検索することもできます。


· 『UK Parliament - Parliament Home Page』　UK Parliament


<http://www.parliament.uk/index.cfm>
















また、インターネットで公開されていない年代の議会資料について、もっと詳しく知りたい場合は、下記の資料を読んでみて下さい。


· 『イギリス政府・議会文書の調べ方 』 竹島武郎　丸善書籍雑誌事業部ニューメディア部 1989 : 本館RC [AG241/012]・法図書室 [AG241/012]


4 フランス共和国

上院、下院それぞれのウェブサイトがあります。上院のウェブサイトでは、上院の本会議録 ・委員会会議録 ・法案 ・報告書 ・質問等を、下院の ウェブサイトでは下院の本会議録 ・委員会会議録 ・法案 ・報告書等を閲覧することができます。


· 上院：『Bienvenue au Sénat françis- Accueil』　<http://www.senat.fr/>


文書検索サイト：<http://www.senat.fr/recherche/>

· 下院：『Assemblée nationale』　<http://www.assemblee-nationale.fr/>


文書検索サイト：<http://recherche.assemblee-nationale.fr/>










5 ドイツ連邦共和国

連邦議会と、連邦参議院のウェブサイトがあります、法案及びその他の議会文書について検索及び閲覧することができます。


· 連邦議会(Bundestag) ：

『DIP-Parfors-Server, Deutscher Bundestag, Datenbanken』

<http://dip.bundestag.de/parfors/parfors.htm>


· 連邦参議院(Bundesrat)：

『Bundesrat Startseite』　<http://www.bundesrat.de/>










また、Nordrhein-Westfalen州が運営する、各州の議会資料横断検索システムもあり、ドイツ連邦16州の州議会録や議会文書が検索できます。

· 各州議会：『Parlamentsspiegel』


<http://www.parlamentsspiegel.de/portal/Parlamentsspiegel_neu/Webmaster/anfang.jsp>


6 中華人民共和国

全国人民代表大会いわゆる「全人代」の会議録のウェブサイトがあり、1954年の第1回から検索閲覧することができます。


· 全人代：『中國人大新聞 历届全国人大会议』


<http://www.peopledaily.com.cn/zgrdxw/zlk/qgrdhy.html>





7 大韓民国

国会のウェブサイトがあり、国会会議録の他、議案情報・会議の映像などの諸情報を入手することができます。


· 大韓民国国会：『The National Assembly of the Republic of Korea』


<http://www.assembly.go.kr/>


このサイトの中に『Integrated Legislation Knowledge Management System』<http://search.assembly.go.kr/>という文書を検索できるページがあります。





 ３.３.３  判例 

(１) 日本の判例の特色

裁判所が出した判決の中で、同種の事件を裁判する際に先例として使える判決例が判例ですが、通常のオンライン目録の検索では、探している判例に絞って検索することは難しく、検索には工夫が必要です。特色としては次の通りです。


· 『判例体系』といった体系的な資料があるが、膨大なので探すのにコツが必要。


· 最高・高等・地方といった裁判所毎に判例集がある。


· 最近のものは、裁判所のウェブサイトが提供するものもある。


· 解説や批評、判決までの経緯等が載っている判例専門雑誌というものがある。


· 判例本文以外にも、判例評釈が、研究に重要である。

重要な判例には、必ずと言っていいほど判例評釈が書かれます。判例評釈とは、判例の解説、批評をした論文のことで、これらの多くは判例雑誌に掲載されるほか、判例雑誌の別冊にまとめられています。代表的な判例評釈誌としては、『別冊ジュリスト判例百選』、『○○年度重要判例解説』などが挙げられます。これらについては、次項の(２)④を参照して下さい。


また、判例の記述にも特徴があります。例えば次のように記述されます。詳細は(３)①を参照して下さい。

例）仙台地裁　判決　 H16.10.14 　平成15(ワ)547号　判例時報1873号143頁



　

(２) 日本の判例の検索


日本の判例を検索するには、次の6種類の方法があります。


· 網羅的な判例集を使った検索


· 裁判所や行政機関が発行する判例集（冊子体）を使った検索


· 裁判所のウェブサイトを使った検索


· 民間出版社が発行する判例雑誌とその記事索引を使った検索


· 民間で提供している判例データベースを使った検索


· その他、判例検索について詳しく紹介しているウェブサイト・図書を使った検索


これらを、順を追って紹介します。


1 網羅的な判例検索集

判例が法律の条文ごとに編集されている、いわゆる条文索引がつくような編集方法の資料です。どの資料に判例が掲載されているのかを調べる資料です。


· 『判例体系』　第一法規出版：本館学閲

1890年からの判例を法条別・裁判年月日順に編集した判例検索資料です。非常に膨大な資料なので、基本的なものを調べたい場合は下記の方が便利です。


· 『基本判例』　第一法規出版　2006年3月まで：本館学閲 

全30巻のコンパクトな判例集です。憲法、家族法などの法律ごとに巻編集されています。 


② 裁判所や行政機関が発行する判例集（冊子体）を使った検索


· 『最高裁判所判例集』　最高裁判所判例調査会 1947～

：本館学閲・法図書室ほか

最高裁判所判例委員会が重要な判例として選んだものが掲載され、毎月１回発行されます。内容は民事・刑事の2部構成ですが、『最高裁判所民事判例集』『最高裁判所刑事判例集』の二つに分けて配置されている場合もしばしばありますので検索の際には注意して下さい。法条索引、事件番号索引、年月日索引の3部からなる索引が年1回発行されます。


また速報版として使える『裁判所時報』（最高裁判所事務総局 1948～：法図書室ほか）には、最高裁判所の重要判例全文が判決の一か月後に掲載されます。


　


そのほか高等裁判所などの裁判所の判例は次の様な資料があります。


· 『高等裁判所判例集』　最高裁判所判例調査会　1948～2002：法図書室

2002年以降は、『裁判例情報』<http://www.courts.go.jp/>で公開されています。

· 『下級裁判所民事裁判例集』　1950～1988


· 『下級裁判所刑事裁判例集』　最高裁判所事務総局　1959～1968

：本館2号館ほか

· 『刑事裁判月報』　最高裁判所事務総局　1969～1986：本館2号館ほか

③ 裁判所のウェブサイトを使った検索 


· 『裁判例情報』　最高裁判所　<http://www.courts.go.jp/>


 最高裁・高裁・行政事件・労働事件・知的財産権裁判および速報・下級裁主要判決の判例集が提供されています。判決日、裁判所名、キーワード等によって検索できます。



· 『各地の裁判所』　<http://www.courts.go.jp/map.html>

日本各地の高等裁判所・地方裁判所などのウェブサイトへリンクが張られています。ここから各地の裁判所ウェブサイトを開き、判例を検索することができます。


4 民間出版社が発行する判例雑誌とその記事索引を使った検索


· 『判例時報』　日本評論新社 1953～：本館学閲・本館2号館ほか

月3回発行の速報性が高い判例収録誌です。8月に上半期の総索引、3月に年度をまとめた総索引が刊行されるほか、100号毎に『判例時報総索引』が臨時増刊号として刊行されます。


· 『ジュリスト』　有斐閣 1952～：本館学閲、法図書室ほか

1952年創刊の法学雑誌です。掲載された記事は、有斐閣のウェブサイト<http://www.yuhikaku.co.jp/jurist/jurist05.html>で検索することができます。(1111号（1997年5月）～最新号まで）

· 『別冊ジュリスト (判例百選シリーズ)』　有斐閣　1965～

：本館学閲・法図書室ほか

法分野ごとに編集、刊行されます。参考文献として他の判例評釈を挙げているので、さらに関連する情報を得ることができます。


· 『ジュリスト：○○年度重要判例解説』　有斐閣

：本館学閲・法図書室ほか

『ジュリスト』の臨時増刊という扱いですが、毎年6月初旬に刊行されます。前年度『ジュリスト』に掲載された重要な判例について判例評釈がまとめられています。


· 『判例タイムズ』　判例タイムズ社　1948～：本館学閲・本館2号館ほか

月2回発行される判例収録誌です。


· 『判例タイムズ社ホームページ』　<http://www.hanta.co.jp/>

2001年から最新号までの『判例タイムズ』の目次がわかるほか、判例タイムズ社が出版する判例関係資料について調べることができます。


5 民間で提供している判例データベースによる検索


これらは、民間の専門業者が有料登録制で運営しているデータベースです。他の追従を許さないデータの質と量を誇り、それらを様々な角度から高速に検索できる点で、非常に魅力的です。


· 『D1-Law.com　第一法規法情報総合データベース』　第一法規

<https://www.d1-law.com/d1w2_portal/index.html>


：法図書室

会員制の法情報総合データベースサービスです。判例については、『判例体系』のデータベースを収録しており、『判例体系』本誌の様に「体系目次」「判例要旨」を活用することができます。収録範囲は、公刊・民刊の判例誌約90誌（旧憲法下～現在）に公表された全分野の判例及び独自入手判例 で、収録データ数は、 判例書誌約17万件、判例要旨約30万件、判例本文フルテキスト約15万件 です。


またこのウェブサイトは、『法律判例文献情報』も提供しています。このデータベースについては、２.5.1 を参照して下さい。



· 『LEX/DB Internet』　TCK（第一法規）<http://www.tkclex.ne.jp/>

：法図書室

このデータベースは、判例を総合的あるいは分野別に検索できる「判例データベース」、特許庁審決および国税不服審判所裁決を検索できる「行政機関等（審決・裁決）データベース」、税務判例の要旨を検索できる「要旨データベース」、税務に関するQ&Aを検索できる「Q&Aデータベース」、判例情報の速報サービスを行う 「LEXニュース・レター」 など豊富なメニューを持っています。


その他にも次の様なデータベースがあります。学内では残念ながら提供していませんので、利用する場合は個人契約が必要です。


· 『LEGAL Base』　日本法律情報センター

<http://jlic.softhouse-ilu.com/>


このウェブサイトは、日本法律情報センターがインターネット上で提供する会員制の法的総合データベース(判例・コメント・法令)です。法令と判例が相互リンクされているのが特徴です。収録範囲は、網羅的で、明治28年以降の大審院判例19,716件、昭和22年最高裁判所発足以降の全審級、全分野の判例128,652件を含む148,328件です。収録内容は、国内で刊行されている判例集・判例雑誌(公式判例集及び民間雑誌)を対象にデータベース化されたもので、判示事項・裁判要旨・書誌情報(審級関係・判例評釈情報等を含む)・必要全文・全文（フルテキスト）です。


基本的に会員制で全ての機能を利用するには自分で契約する必要がありますが、未登録者でも判示事項・裁判要旨を除く裁判日付・事件番号等の書誌情報を検索・閲覧することが可能で、仮登録に進めば、判示事項・裁判要旨を含む裁判日付・事件番号等の要旨部分まで見ることができます。

これまで様々な判例の検索手段を紹介してきましたが、他にも専門分野判例等、ここでは収録しきれなかった資料が数多く存在します。それらも活用しましょう。

6 その他、判例検索について詳しく紹介しているウェブサイト・図書による検索


判例研究・資料収集について、役立つウェブサイトも数多く存在します。それらのいくつかを紹介します。


· 『リーガル・リサーチ』　第2版 日本評論社 ：本館学閲 [A121/0556] ほか

第3部『判例を調べる』(p.148-p.241) には「判例って何だろう？」といった判例自体の説明から、判例の検索、判例評釈・解説の探し方まで、判例に関する情報探索技法がまとめられています。


· 『法律文献学入門：法令・判例・文献の調べ方』　成文堂 2002

: 本館RC・ 本館書庫・法図書室 [A121/0430]


第II部『判例』(p.47～p.112)に判例の概説から検索方法、引用の仕方や調査方法などがまとめられています。


· 『情報探索の技　判例』　同志社大学図書館 


<http://doors.doshisha.ac.jp/dudoc/technique/3_3.html>

同志社大学図書館が作成した、情報探索に有益な「技」を集めたウェブサイトです。この『判例』編ですが、「技・その壱　判例について知ろう」「技・その弐　判例を検索しよう」「技・その参　資料紹介」「技・その四　判例について批評した文献を見よう」の4編にわかれており、要点を押さえた読みやすく分かりやすい解説になっています。ただし、このサイトでの紹介資料は同志社大学図書館の蔵書なので、東北大学の所蔵状況については『Online Catalog』を検索するなどして確認して下さい。３.１.３参照

· 『議会官庁資料室　日本-判例』　国立国会図書館　


<http://www.ndl.go.jp/horei_jp/Countries/Japan/Japan_hanrei.htm>


日本の判例について詳しく紹介しています。リンクが充実しているので便利です。ただし、このサイトでの紹介資料は、国立国会図書館の蔵書なので、東北大学の所蔵状況については『Online Catalog』を検索するなどして確認して下さい。３.１.３参照

(３)日本の判例資料の入手


日本の判例検索ツールを(２)で紹介しましたが、ここでは実際に判例を入手する流れを紹介します。皆さんが判例資料を入手しようとした場合、次の二つの入り口があります。


· 判決日、事件、裁判所等が分かっている特定の判例を探す。（教科書や論文の引用文献、授業で取り扱われた判例など）


· テーマに沿った判例を網羅的に収集し入手する。


それでは具体的に判例を入手する流れを紹介します。


1 判決日、事件、裁判所等が分かっている特定の判例を探す（教科書や論文の引用文献、授業で取り扱われた判例など）


(１)でも書いたように判例資料は、次のように記述され、ほぼ略称で書かれています。

(1)裁判所名　(2)裁判の種類　(3)裁判年月日　(4)事件番号　(5)出典


· 裁判所名


裁判所の名前の略称が記載されています。最高裁判所のみ大法廷・第一～三小法廷の4つの法廷があり、それらを区別して表記します。


例）最（一小）＝最高裁判所第一小法廷　※この場合、最1とも表記します。

戦前の判例である場合、裁判所が「大審院」「控訴院」「地方裁判所」「区裁判所」とわかれており、これらの略称が先頭に来ることになります。例えば、「大審院」である場合、「大」と表記され、後の(2)(3)は同じです。（(4)事件番号は付与されません。）


· 裁判の種類


判例が、どの裁判の種類に当たるかを示すものです。裁判の種類には、判決・決定・命令があり、それぞれ「判」「決」「命」と表記されます。


例）最（一小）判＝最高裁判所第一小法廷判決


· 判決日


判決が下された年月日を示しています。昭和四七年八月十一日の様に漢字で表記されるものから、「・」で区切られたものまで縦書き・横書きにあわせて色々な表記があります。


例）最（一小）判昭和四七年八月十一日（縦書きに多い）


　　　　　　　　昭和四七・八・十一（同）


　　　　　　　　昭和47年8月11日、昭和47.8.11　など


· 事件番号


事件番号とは、裁判が行われた裁判所の符号や扱われた事件の種類を表す符号、扱われた年度などが組み合わされたもので、全ての裁判に付与されています。裁判毎の固有の番号なので、検索や入手に非常に役立ちます。


この事件番号を構成する略語は、(２)でも取り上げた『リーガル・リサーチ』（p.158～p.161）をはじめ、各種判例関係資料に掲載されています。


· 出典


判例が掲載されている判例集名や判例雑誌名です。その巻号とページも示されています。引用される場合、略称で表記されるのが通例です。略語の詳しい内容は毎年1月号の『法律時報』に掲載されている他、各種判例関係資料、例えば『リーガル・リサーチ』（p.364～）に掲載されています。


以上の判例情報を手がかりに実際に入手します。


「裁判所名」「裁判の種類」「判決日」「事件番号」「出典」までわかっている場合は、出典のタイトルを探して当該ページを見つければよいでしょう。また全文を表示する判例データベースを使える環境にあれば、事件番号を入力すればほしい件名を絞り込み、閲覧する事ができます。


しかし全ての判例がすぐに入手できるわけではありません。裁判が全て判例集に収録されることはありませんし、また最近結審した裁判は、すぐに判例集に収録されるわけではないので、冊子体判例集、判例雑誌、判例データベースのいずれを探しても見つけることができないでしょう。もちろん決着がついていない裁判は、判例として収録されません。判例の検索、入手については、これらの点に留意しましょう。

2 テーマに沿った判例を網羅的に収集し入手する


　テーマに沿った判例の入手方法については、法律の条文にあわせて検索・入手する方法と、テーマを決めて検索・入手する方法の二つの方法について説明します。


· 法律の条文に関する判例を入手する


(２)で紹介した、『判例体系』や『基本判例』を使って、法律の条文毎に紹介されている判例を読む方法です。例えば「教育基本法」なら「教育基本法」の巻を見て、見たい条文の判例を探し、入手することになります。


· テーマを決めて検索・入手する

「薬害エイズ」や「過払い金返還」など具体的なテーマが決まっている場合は、それぞれその分野の専門判例集を見る事もできますが、一番お勧めなのは(２)で紹介した判例データベースを検索する事です。全文検索ができるシステムが多いので、キーワードを入力して検索するとテーマに関連する判例を探し出すことができます。使ったデータベースに判例本文がなく、典拠のみだった場合は、その典拠の現物をオンライン目録などで探し出して入手しましょう。

(４) 外国の判例の特色


外国の判例も通常のオンライン目録の検索では、探している判例に絞って検索する事は難しく、検索には工夫が必要です。特色としては次の通りです。


· 国毎に、判例の入手難易度が異なる。


· 国によって刊行形態が異なる。


· 日本国内で入手できる情報量には限りがある。


(5) 外国の判例の検索・入手


外国の判例について網羅的に紹介すると、それだけで1冊の本が完成してしまいますので、ここでは外国の判例収集に有益な資料、ウェブサイト、データベース等といった情報源を、数を限って紹介したいと思います。


1 総合・各国判例


· 『Lexis.com』　Elsevier　<https://www.lexis.com/>


：法図書室

世界各国の法令・判例のみならず、ニュース、企業情報、特許･知的財産などの各種情報を収録しているデータベースです。また各国の新聞（1,205紙）を収録しているので、判例以外の情報探索にも非常に有用です。このデータベースについて詳しくは、２.5.４ で解説しています。

· 『議会官庁資料室　国／地域別資料紹介』　国立国会図書館　

<http://www.ndl.go.jp/horei_jp/Countries/kunibetsu-top.htm>


地理区分リストから各国の判例（その他法令・議会資料も）情報を入手することができます。また国際機関資料（国連、国連関連機関、欧州連合）の判例についてもリンクが張られています。

· 『Foreign Law Materials on Internet　～　世界各国の法令・判例　リンク集　～』　東京大学法学部研究室図書室外国法令判例資料室（旧外国法文献センター）


<http://www.j.u-tokyo.ac.jp/lib/gaise/foreign.html>


外国の判例集などを専門的に収集している、東大外国法令判例資料室のウェブサイトです。各国を網羅するような充実したリンク集になっています。


· 『インターネットの利用を軸にした外国の法律・政治行政資料の調べ方・文書　の入手方法  ＝外国法･政治文献の情報検索リテラシーを身につけよう＝』 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

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


このウェブサイトも外国法関係資料入手に役立つ情報が多く掲載されています。特に各国の判例の解説は、リンクを諸処に配置しており、わかりやすい作りになっています。


· 『アメリカ法の調べ方＋インターネット上のLegal Research』　東北大学大学院法学研究科　芹澤英明


<http://www.law.tohoku.ac.jp/~serizawa/internetkogi.html>


本学の芹澤教授のウェブサイトです。アメリカの判例・判例集について詳しい解説が掲載されています。判例の調べ方や読み方などの研究の流れも理解できる流れになっています。


· 『American State Reports: Prior to National Reporter System : 米国各州判例集』　マイクロフィルム版　1,106 Reels

: 本館書庫B1F マイクロ資料室 [YC/6]

本学のコレクションの一つです。詳しくは３.４を参照して下さい。



 ３.３.４  公文書 


　ここでは、公文書の特色や、探索ツールを紹介します。まずは日本の公文書について、その次に外国の公文書について解説します。


(１) 公文書の特色

みなさんは「公文書」と「行政資料」の違いを知っていますか？お互い似通っていて、区別がよく分からない・・・という場合も多いと思います。


公文書は、政府や自治体の活動の中で作成・取得された全ての資料を指し、その中に、行政資料も含みます。具体的には、普段は一般の人々の目に触れることのない会議資料やプリント、手書きのメモ類なども含みます。


一方、行政資料は、政府や自治体の活動の報告や記録を冊子等にまとめたもので、世間に広く配布されることを目的に作成されています。ですから、公文書は、政府や自治体が何らかの決定を下すまでのプロセスや裏事情がわかる、貴重な資料と言えるでしょう。公文書館に足繁く通い、丹念な調査を行うことで、新たな発見につながることもあります。







図表3-13 公文書の特色


日本では、明治以来、各省の公文書はそれぞれの機関ごとに保存していましたが、戦後になって、散逸防止と公開のための施設への必要性から、1971年に国立公文書館が設置されました。日本は公文書保存の制度については、他の諸国に比べて遅れていると言われていますが、近年では、徐々に公文書保存の重要性に対する認識も深まり、地方自治体でも独自の情報公開制度と公文書館を持つところが増えてきました。


(２) 国の公文書

① 作成から保存までの流れ


各省庁が入手・作成した公文書は、それぞれ定められた保存期限を過ぎた後、移管基準に基づき歴史的に重要なものは国立公文書館に移管され、保存や利用に供されることになります。



　　

図表3-14 公文書の作成から保存まで


② 各省庁が保管する公文書


各省庁で保管されたものについては、『電子政府の総合窓口』で検索することができます。ここで検索した資料は、廃棄前のものであれば、行政機関情報公開法に基づき、誰でも開示請求を行うことができます。また、検索してヒットしない資料でも、文書の有無を確認してもらった上で、開示を求めることが可能です。ただし、窓口や手続きなどは、各省庁により異なりますので、請求を行う際は、ウェブサイト等でよく確認して下さい。


· 『電子政府の総合窓口』　総務省　<http://www.e-gov.go.jp/>

トップページから「行政文書ファイル管理簿（情報公開）」に進むと、行政文書の検索画面になります。「詳細検索画面」では省庁毎、あるいは省庁横断的な検索が可能です。


















③ 公文書館などが保管する公文書


国の公文書を保管・管理している機関として、国立公文書館があります。


所蔵資料を検索するためのデータベースもいくつか公開されていますので、以下に紹介します。

· 『デジタルアーカイブ・システム』　国立公文書館　

<http://www.archives.go.jp>

国立公文書館の所蔵資料の検索が可能です。また、電子化された資料の画像も一部利用することができます。３.１.３(6)既出

· 『アジア歴史資料センター』　国立公文書館　<http://www.jacar.go.jp>

明治期から第二次世界大戦終結を対象とし、国立公文書館、外務省外交史料館、防衛庁防衛研究所図書館等の機関が保管する、日本とアジア近隣諸国等との関係にとって重要な資料をデータベース化し、公開しています。

また、外交・防衛・皇室関係の主な公文書は以下の機関が保存しています。

· 『外務本省外交史料館』　外務省

<http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/>
主に戦前期の外交文書を所蔵しています。ウェブサイト上に所蔵資料の紹介がありますので、実際に訪ねる前に目を通しておきましょう。


· 『防衛研究所史料閲覧室』　防衛庁　<http://www.nids.go.jp/>

明治以来の旧陸海軍関係の公文書や各部隊の戦闘記録を所蔵しています。アクセスは、このアドレスから「史料閲覧室」に進んで下さい。ウェブ上での所蔵資料の検索はできませんが、訪問・手紙による問い合わせが可能です。


· 『書陵部歴史的資料ファイル検索システム』　宮内庁書陵部

<http://shoryobu.kunaicho.go.jp/>
宮内庁書陵部では、旧宮内庁・宮内庁の公文書などを保存しています。明治以降の公文書は、ウェブ上で検索可能です。実際の利用には予約が必要です。


(３) 地方自治体の公文書

地方自治体の公文書もまた、それぞれの情報公開条例に従って保管・管理・公開がされているところが多数あります。ウェブサイト等で条例を読める場合がありますので、窓口や公文書館を訪ねる前に、どのような場合に文書が不開示となるのか等、重要なポイントだけでも目を通しておきましょう。


ここでは、仙台市内で利用できる機関をいくつか紹介します。


① 仙台市　市政情報センター　(３.３.２(２)既出)

仙台市政情報センターでは、新聞や法令集、百科事典などの基本的な資料が揃うほか、市が作成・取得した各資料を部局別・分野別（ガス局、市民局、財政局など）に分類し、公開しています。

公文書開示制度によって情報公開を請求する場合も、ここが窓口になります。インターネットの利用も可能です。（ただし、時間・閲覧サイト等の制限あり。）



② 宮城県公文書館　(３.１.３(6)既出)

宮城県公文書館では、主に明治以降の文書を保存・公開しています。


基本的に文書が成立してから30年経過したものを公開の対象としており、現在も毎年およそ2,000件の文書を受け入れしています。


30年経過していない資料については、情報公開請求の手続きが必要です。情報公開請求の窓口は、同館ではなく宮城県県政情報センター及び各地方振興事務所県政情報コーナーになりますので、注意して下さい。


継続的に利用する場合は、閲覧証を発行してもらうこともできます。


また、資料の検索には、以下の検索システムおよび台帳（目録）が利用できます。検索システムは館内でのみ利用可能ですが、直接訪れることができない場合は、メールなどで検索を依頼することができます。


· 『宮城県公文書館資料検索システム』


　　宮城県公文書館の所蔵資料（絵図面を含む）を検索することができます。


· 『行政資料検索システム』


　　宮城県が刊行した行政資料を、資料名、目次から検索することができます。




③ 県政情報センター


宮城県の県政情報センターでは、各種行政資料やパンフレットの閲覧ができる他、県が保有する文書などについて、開示請求の窓口にもなっています。行政資料は、全てではありませんが、貸出やコピー、購入が可能なものもあります。


また、センター内で以下の検索システムを利用することができます。


· 『行政資料検索システム』


宮城県公文書館で利用できるシステムと同じものです。


· 『文書管理システム』


県の各機関が作成・取得した文書について簿冊（ファイル）名まで検索可能です。




(４) 外国の公文書

公文書館等の機関で歴史的価値のある文書を保存・公開することは、世界中の国で行われています。これら国立の機関の大半が加盟しているのが、ユネスコの諮問機関でもあるInternational Council of Archives (ICA、国際文書館評議会あるいは国際公文書館会議)です。ここでは、ICAのウェブサイトについて紹介します。


国際連合および欧州連合の公文書に関しては、３.３.８を参照して下さい。

　


· 『International Council of Archives』　ICA 　<http://www.ica.org/>

サイト内にあるMembership Directory では、加盟する機関（国立に限りません）や個人名を検索し、連絡先や機関ウェブサイトのURLなど基本情報を入手することが可能です。





図表3-○ 「Membership Directory」検索結果例















 ３.３.５  統計 

(１) 統計とは


総務省統計局のウェブサイト『How to 統計』<http://www.stat.go.jp/howto/>によると、統計とは「ある目的をもって、一定の条件（時間、空間、標識）で定められた集団を対象に、調べ、集めたデータを、集計、加工して得られた数値」です。

つまり、統計の役割は、世の中の様々な現象や実態を、数値によって客観的に表現することと言えるでしょう。定期的に同じ調査・公表を行うことが多いため、経年変化もわかります。みなさんも、政府やマスコミなどが、ある地域や時期、年齢や性別などを対象に調査を行い、その結果をグラフや表にまとめたものを目にしたことがあると思います。


みなさんがレポートや論文の中で統計を利用する際は、統計から読み取ることができる客観的な事実に基づいて主張を展開していくことになります。ですから、論文やレポートに説得力を持たせるためには大変有用であると同時に、統計そのものの信頼性と、利用の仕方に注意を払うことが重要です。


















　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　などなど・・・


図表3-15 様々な統計

(２) 統計を探す


統計を探す流れとしては、まず索引やガイドブック、2次統計書で必要なオリジナルの統計（1次統計）を特定した上で、1次統計を入手するのが効率的です。冊子体の統計書は、『Online Catalog』で検索できます。近年は多くがウェブ上で入手できます。


① 索引・ガイドブック


世の中でどんな統計調査が実施されているのか、その調査結果が何に掲載されているのかがわかります。統計情報そのものの掲載はないため、調べた結果から、更にオリジナルの統計資料（1次統計）にあたる必要があります。


　


· 『統計情報インデックス』　総務庁統計局　1992～：本館RCなど

『統計情報総索引』の後続誌です。政府・民間で作成した統計について調べられます。キーワード索引の他、機関別の刊行物情報等も充実しています。


· 『官庁統計徹底活用ガイド』　日本能率協会総合研究所マーケティングデータバンク　2001：本館RC [D1/0230]

官庁が作成した統計の種類や見方について解説をしています。

· 『データof DATA ：ビジネスデータ活用事典』　日本能率協会総合研究所マーケティングデータバンク　1992：本館書庫 [D1/0189]

官庁作成の基本統計を、ビジネスに活用するために具体例を多用して解説しています。論文やレポートで統計を活用する際のヒントにもなります。


· 『日本統計索引』　日本統計索引編集委員会ほか

1975～1976：[本編]本館RC・経済図書室ほか　[補遺]本館RC・経済図書室


古い資料ですが、内容が充実しています。補遺は、国別・地域別篇で、世界の統計について調べることができます。「外国統計調査のてびき」も収録されており、参考になります。


· 『統計ガイドブック』　溝口敏行ほか　1989：本館RC [D2/0268]ほか

様々な分野の主要な統計をピックアップし、それぞれについて調査方法等の詳細な解説をしています。特に「利用上の注意」は大変参考になります。


② ２次統計


オリジナルの統計（1次統計）を加工・編集したものを2次統計と呼びます。1次統計を参照しなくても大まかな情報が入手できるという便利さがある一方、どのような加工・編集がなされているかをきちんと知った上で利用する必要があります。

また、信頼性の高いデータであれば、出典元である1次統計の資料名が載っています。より詳しい情報が記載されていることもありますので、レポートや論文の参考文献として用いる場合は、必ず1次統計を確認して下さい。


· 『日本統計年鑑』　総務省統計局　1951～：本館経済統計

日本の国土や経済等、広範な分野にわたる基本的な統計を掲載しています。次項で紹介する『統計データ・ポータルサイト』でも全文公開されています。


　


· 『日本国勢図会』　矢野恒太記念会　1931～：本館RCほか

副題「日本がわかるデータブック」からもわかるように、様々な分野の基本的な統計を体系的に収録し、日本の全体像が把握できるように分かりやすく編集しています。他と比較して、手軽に利用できるサイズの統計書です。


· 『世界統計年鑑』　国際連合統計局　1956～：本館2号館ほか

様々な国際機関および各国機関の資料を国連統計局が編集したものです。世界や地域ごとの概括的なデータや、国別のデータが他分野にわたって掲載されています。


この他、『日本の統計』『世界の統計』『世界国勢図会』などがあります。
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		2003年

		2

		15

		3









図表3-16 2次統計の一例


③ データベースから統計データを入手する


近年は、必要に応じてレイアウトを指定した上で、統計データをデータベースからダウンロードしたり、あるいはダウンロードしたデータをもとに、自分でグラフ加工・編集したりすることが容易になりました。

なお、国際連合統計局による『United Nation Statistics Division』および欧州連合の『EUROSTAT』については、３.３.８を参照して下さい。

· 『統計データ・ポータルサイト』　　総務省統計局　


　<http://portal.stat.go.jp/>

総務省統計局が提供するデータベースです。Excel形式で統計そのものをダウンロードできるものが多数あります。冊子体資料として紹介した『日本統計年鑑』のデータも、ここに含まれています。


また、同サイト内にある『ビジュアル統計DB』では、データやレイアウトを指定した上で、統計を入手することができます。



· 『ICPSR Direct』　　The Inter-university Consortium for Political and Social Research　<http://www.icpsr.umich.edu/index.html>　学内限定


社会科学分野における調査データを学術的な利用のために提供するデータベースです。各種調査や研究から得られた原データを約4,500ファイル分収録しています。ダウンロードしたデータに単純集計、クロス集計、回帰分析を行うサービスもあります。


なお、データのダウンロードには登録が必要です。また、データの利用にあたっては、研究成果を発表する場合には申請が必要になるなど、いくつか誓約事項がありますので、それらを遵守した上で利用しましょう。

















④ その他の統計書


統計書には、他にも様々な種類があります。特定の分野や地域に関する統計も数多く刊行されています。ここでは全ては紹介できませんが、「こういう種類の統計が存在するかもしれない」と推測した上で探してみることも効果的でしょう。


· 分野別統計・・・特定の分野に関する統計書です。

『経済要覧』『労働統計要覧』『道路統計年報』『外国会社年鑑』など

· 地域別統計・・・特定の国や地域に関する統計書です。

『現代アメリカデータ総覧』『福岡県統計年鑑』など

· 長期的な統計・・・経年変化を調べる際に大変便利です。

『日本長期統計総覧』『完結昭和国勢総覧』『マクミラン新編世界歴史統計』『全国都市統計総覧：776年(区)・20年間の全データ』など

　　　　　　　　　　　　　　　　

⑤ 上記の方法で見つからない場合


上記の方法で統計が見つからない場合は、統計調査を行ったと思われる関係機関に問い合わせたり、機関ウェブサイトを調べてみたりするのもよい方法です。例えば地方に関する統計調査なら、その自治体のウェブサイトに手がかりがあるかもしれません。特に、統計課のページがないかどうか、探してみましょう。


また、総務省統計図書館の蔵書検索で統計書を探してみるという方法もあります。


· 『統計図書館・統計相談』　総務省統計研修所


<http://www.stat.go.jp/training/toshokan/4.htm>

総務省統計研修所では、統計に関する専門図書館「統計図書館」を設置しています。統計図書館のウェブサイトでは、蔵書検索システムがウェブ上で利用できるほか、メールや電話での相談も受け付けていますので、必要な統計がどうしても見つからない場合は、相談してみると良いでしょう。




(３) 利用上の注意


統計の利用にあたっては、以下のことに注意しましょう。


· 統計の調査背景、母体、対象、時期など、本当に自分の研究内容に適したものかどうかよく確認しましょう。


· 政府と民間とで行われた同種の調査では、結果が異なる場合があります。目的や対象、調査の手法などを含め、比較検討して利用しましょう。同種の統計をいくつか比較検討することによって、研究対象への理解が深まることもあります。


· 近年は、ダウンロードしたデータを自分で簡単に加工することができ、大変便利になったという背景がありますが、入手した統計を加工した場合（データを元にグラフを作成したり、複数の統計情報を一つにまとめたりした場合）も、必ず出典元を明記しましょう。


(４) 附属図書館本館の研究閲覧室について


本学の附属図書館本館の統計書の多くは、1号館二階の研究閲覧室（学生閲覧室とは反対側のフロア）にあります。アルファベット順に統計書を配置していますので、どんな統計資料を所蔵・収集しているのかをざっと知りたい場合には、書架を眺めると良いでしょう。研究閲覧室にある資料が『Online Catalog』でヒットした場合、配架場所は「本館経済統計」と表示されます。

ただし、すべての統計資料が研究閲覧室にあるのではなく、2号館やレファレンスコーナーにある場合や、最新版のみ別の場所の場合もありますので注意して下さい。



図表3-17 研究閲覧室にある場合


 ３.３.６  白書 

(１) 白書の特色

「白書」とは、イギリスのWhite Paperの訳語で、政府の公式調査報告書の事を言います。これはイギリス政府の外交報告書の表紙が白紙であったので、その名が定着したものですが、現代の「白書」の表紙は彩り豊かなものになっており、名称は現物を指さなくなりました。現在「白書」というと、日本政府（外国なら、各国政府）の政策や活動をまとめて国民に知らせるものです。特色としては次の通りです。


· 「公文書版」と「市販版」があり、「公文書版」が先に作られ内閣に承認を受けてから、「市販版」が発行される。


· 「公文書版」は「白書」の名の通り「白表紙」だが、「市販版」は色がついた表紙になっている。


· 「公文書版」と「市販版」では名称が異なる場合が多い。


· 「市販版」のタイトルは、「○○白書」になっている事が多いが、「公文書版」のタイトルは「白書」がタイトルに無いことも多い。


例)　　　　　　　　　　　　　　　

		公文書版

		市販版



		人事院『年次報告書』

		『公務員白書』



		『環境の状況に関する年次報告』

		『環境白書』



		『首都圏整備に関する年次報告』

		『首都圏白書』





図表3-18 白書における公文書版と市販版の書名の違い

· 最近の物は、ウェブサイト版が多く公表されている。


(２） 白書の検索

白書類を検索するには、次の４種類の方法があります。


· オンライン目録による検索


· サーチエンジンを使った検索


· 特定のリンク集を辿る検索


① オンライン目録による検索


 (１)の特色の項でも述べた様に、「公文書版」と「市販版」でタイトルが異なるので注意して下さい。詳しくは３.１.３を参照して下さい。

② サーチエンジンを使った検索

GoogleやYahooを利用して、探している主題の単語で検索をします。作成機関名や、資料名をうまく絞って検索してみて下さい。


③ 特定のリンク集を辿る検索

次に紹介するウェブサイトでは、国の機関のウェブ版白書類へのリンクが掲載されています。


· 『各省庁の白書類（年次報告書）リンクページ』　首相官邸


<http://www.kantei.go.jp/jp/hakusyo/>




· 『電子政府の総合窓口 - 白書、年次報告書等』


<http://www.e-gov.go.jp/link/white_papers.html>


３.３.４(２)②でも紹介した政府関係ウェブ情報の総合窓口ですが、白書、年次報告書類の入り口にもなっています。



· 『官庁資料　白書等リンク』　国立国会図書館議会官庁資料室


<http://www.ndl.go.jp/horei_jp/Countries/Japan/Japan_gikai_wp.htm>

国立国会図書館の議会官庁資料室で作成しているリンク集の「国／地域別資料紹介」の中にある白書のリンク集です。

また、次のような冊子体の参考図書でも、各省庁の白書を把握することができます。しかし省庁再編のため、発行年が少し古いと掲載されている資料の名称が変更されている場合もありますので、注意が必要です。


· 『日本白書総覧』  大慈彌俊二編著　丸善プラネット1997

：本館RCほか [UP11/015]

· 『年鑑・白書全情報』　日外アソシエーツ編集 日外アソシエーツ 1991～2003

：本館RC [UP15/050]

· 『白書の白書』 木本書店 1986～：本館RCほか

(３) 白書の入手

冊子体の場合は、まず『Online Catalog』で検索し、見つけることができたものは、資料の所蔵場所に足を運ぶか、遠方であれば、相互利用サービスを利用して図書館を通して取り寄せます。見つけることができない場合は、入手が可能かどうか発行元に尋ねる必要があります。その際は最寄りの図書館カウンターに相談して下さい。ウェブサイトで見つけた場合は、そのままダウンロードや印刷で入手できます。





 ３.３.７  経済・経営情報

経済学は速報性を重視する学問柄、雑誌論文が資料の主流になりがちですが、その他、政府・自治体・企業が公表する、数値資料や、図書・統計・参考資料などにも特徴的なものがあります。公文書や統計、白書については既に説明してきましたので、ここでは、これまで取り上げてこなかった経済分野の特徴的な資料をいくつか説明し、また有用なウェブサイトやデータベースについても紹介します。

(１) 冊子体などの特徴的な資料

ここでは、経済学でも総合的な冊子体資料や、特徴的な資料の調べ方などを紹介します。


① 日本経済新聞


経済分野には欠かせない基本の情報源です。


日経新聞の本紙及び縮刷版は、附属図書館本館にあり、昭和24年（1949）の創刊から最新号まで取りそろえてあります。またCD-ROM版のデータベースは、日本経済新聞朝夕刊及び全国地方経済面の新聞記事を全文記事形式で収録したもので、キーワード、対象紙、掲載期間による検索が可能です。２.２.７参照

· 『日本経済新聞』　縮刷版　日本経済新聞社 1949～：本館2号館ほか

· 『日本経済新聞：日経全文記事データベース』　CD-ROM版　1990～

：本館RC・経済図書室


② 経済思想・経済史関連資料について


経済思想・経済史関連の資料は、経済思想なら古典籍を読解すること、経済史関連であれば、史料を読解する事が研究の基本になります。これらの検索・入手については、３.１.３ および３.２.１　も参照して下さい。貴重資料の場合は３.４を参照して下さい。


③ 会社史


会社の歩みを叙述した会社史は、経済学関係で使われる資料の中でも特徴的な資料です。多くの場合会社の記念事業として刊行されるものなので、関係者に配布・寄贈されるにとどまり、市販されることはあまり多くはありません。従って、大学の図書館では、意図的に収集するのでなければ、通常は寄贈されることで所蔵することになります。形態は普通の図書ですので、オンライン目録で探すことができます。会社史を探す際には、著者名に会社名を入れて検索するのが有効です。というのは、会社史のタイトルは『30年の歩み』や『飛翔』といった、時間を表すものや、抽象的なタイトルが多い反面、目録データには、例外なく作成者である会社名が著者名として登録されています。また、会社史を専門に所蔵している機関もあります。


· 『神奈川県立川崎図書館会社史・団体史・組合史コレクション』


　<http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/collection/kpl_collection14.htm>


神奈川県立川崎図書館は、開館以来、会社史・団体史・組合史を積極的に収集し、現在約1万3千点余りの社史資料を所蔵しています。このウェブサイトから検索も可能です。また閲覧・貸出も行っているので、実際に足を運ぶことも、東北大学附属図書館を通して複写・借用を依頼することもできます。


④ 決算公告


決算公告とは、企業の会計書類である「貸借対照表および損益計算書」もしくは、「貸借対照表」が公開されているもので、研究者や投資家などが、企業の運営状況を判断する資料になっています。


この資料は、株主総会直後に日刊新聞、『官報』、自社ホームページの3つの手段いずれかで掲載され、どの手段を取るかはその企業毎に異なります。


以下にこの3つの入手方法について紹介します。


· 『日本経済新聞』の場合


本館2号館に所蔵されている縮刷版を使うと便利です。巻末の記事索引で「会社決算公告」の部分を見て下さい。また所蔵年次が少ないですが、


『日経決算公告便覧』日本経済新聞社編 1999～2000：本館2号館という資料もあります。

· 『官報』の場合


『官報』について詳しくは、３.３.1 (２)を参照して下さい。本館RCに所蔵されている『官報総索引』を使えば、会社名での検索はできないものの、決算公告の記事を探すことができます。「会社決算公告」の項目を開き、掲載日順に排列されている記事の中から探し出します。

また有料版ですが、『インターネット版「官報」』国立印刷局1989.4.1～<http://kanpou.npb.go.jp/index.html>が存在します。このサイトでは、全文検索が可能で、会社名などから必要な情報を入手することができます。


· 自社ホームページの場合


企業のウェブサイトの中にはこの経営資料が掲載されていることがあります。


⑤ その他の資料


· 『有価証券報告書』　大蔵省印刷局：本館2号館


有価証券報告書とは、証券取引法に基づき内閣総理大臣に提出される、企業の財務諸表等詳細な情報が記載された事業年度ごとの報告書です。その企業の経営状態や資産等を、研究者や投資家といった人々等が参照できる報告書です。冊子体は、年度・企業に限りがありますが、図書館本館2号館に所蔵しています。


· 『会社年鑑』　日本経済新聞社 1953～：本館RCほか

上場企業のデータを収録しています。有価証券報告書に基づいており、役員の名前や最近の業績、主要取引先などの情報を調べることができます。ここ数年に出版されている新しい物は、『会社年鑑. 全国上場・店頭上場会社版』というタイトルで、上場企業を中心に約3,800社を収録しています。会社の実情から、グループの情報、業績・財務状態など膨大な情報量を誇る参考資料です。


· 『会社総鑑 : 未上場会社版』　日本経済新聞社 1960～1999：本館RCほか

有力未上場会社約24,000社のデータを掲載している参考資料です。上記に挙げた『会社年鑑』とあわせて、企業研究をする際に役立ちます。


· 『会社四季報』　東洋経済新聞社 1963～：本館2号館


季刊の全上場会社を網羅する企業情報誌です。株式投資の情報源のみならず、取引先の調査やマーケティング研究、就職情報にまで活用できます。全上場企業約3,800社の分析データを掲載し、投資情報のニーズに応えるために今後の見通し等の予想情報も充実しています。図書館で提供しているデータベース『Japan Knowledge』からウェブ版での利用もできます。図書館ホームページの「データベース」からアクセスして下さい。２.２.１(２)参照

(２) ウェブサイトおよびデータベース

　この分野でのウェブサイトによる情報提供は、経済学が最近の話題や速報性を重視するため、非常に進捗しています。次に、代表的な有用なウェブサイトを紹介します。また、利用は限定されますがデータベースについても紹介します。


· 『テーマ別調べ方案内　経済・産業』　国立国会図書館


　<http://www.ndl.go.jp/jp/data/theme/theme_keizai.html>


このウェブサイトでは、テーマ毎に経済学の資料を紹介しています。テーマは決まっていても、良い資料を選別できない際に、非常に頼りになります。


[紹介されている主なテーマ]

· 化学産業の調べ方

· 医薬品産業の調べ方

· 医療機器産業の調べ方

· 化粧品･トイレタリー産業の調べ方

· 食品産業の調べ方

· 自動車部品産業の調べ方

· 外食産業の調べ方

· ペット産業の調べ方

· 環境ビジネスの調べ方

· 人材ビジネスの調べ方

など

· 『D-NAVI』　国立国会図書館データベース・ナビゲーション・サービス

<http://dnavi.ndl.go.jp/>


国会図書館で作成している、インターネット上のデータベースへのリンク集です。「テーマ検索」から経済学関連のデータベースへのリンクを検索することができます。約245件のウェブ版データベースが紹介されています。

· 『NIKKEI NET』　日本経済新聞社　<http://www.nikkei.co.jp/>


日本経済についての老舗新聞社です。最新の経済関連ニュースから株式の動きまで、経済研究をする人なら必ず役立つウェブサイトです。




· 『経済産業省』　<http://www.meti.go.jp/>


政府省庁の一つ、経済産業省のウェブサイトです。経済を中心とする政策について各種資料を掲載しているほか、統計データなども充実しています。



· 『日本の景気・経済情報快速ネットワーク「電猫」』　Flying Wild Boar

<http://www.flyboar.com/neco/>


経済関係・景気関係ウェブサイトの便利なリンク集です。省庁発表の諸データや、見通し、白書類等のページが、「生産・在庫／産業・地域」、「消費・物価／雇用・賃金」、「住宅・設備投資／企業経営」、「見通し・対策／中長期計画」、「年次報告類等」、「海外経済・貿易／その他」のカテゴリーにわかれて紹介されています。



· 『Yahoo!ファイナンス』　<http://quote.yahoo.co.jp/>


大規模ウェブサイトYahoo!の企業・株式情報ページです。企業情報・株式情報等のマーケット情報を、見やすく且つきめ細やかに提供するほか、外国為替や金利情報、経済に関わる様々なコラムを掲載しています。


· 『全国銀行協会WEB』　<http://www.zenginkyo.or.jp/>

全国の銀行ウェブサイトのリンク集があるほか、金融関連の情報・統計を閲覧することができます。


· 『日本銀行』　<http://www.boj.or.jp/>


金融政策などの情報や、指標情報、公表中の論文・レポート・統計などを入手できます。




· 『東京証券取引所』　<http://www.tse.or.jp/>


日本最大の株式取引所である、東京証券取引所のウェブサイトです。リアルタイムの株価情報や、株式・証券関係の詳しい用語説明など、充実したウェブサイトになっています。



· 『日経テレコン21』　日本経済新聞社  有料：本館RC

<http://telecom21.nikkei.co.jp/nt21/service/>


日経テレコン21は、日本経済新聞社が運営する、会員制のビジネス情報データベースです。日本経済新聞をはじめ100近い新聞・雑誌記事を20年近く遡って検索できるだけではなく、100万社以上の企業情報、マーケット情報、など総合的な経済関連情報を入手することができるウェブサイトです。附属図書館では、本館のレファレンスカウンターで、代行検索を依頼する事ができます。有料データベースなので、使用料金の支払いが必要になります（校費利用限定）。





· 『EDINET』　財務省　<https://info.edinet.go.jp/EdiHtml/main.htm>


有価証券報告書の一部を無料で閲覧できる財務省のシステムです。


· 『有価証券報告書データベースeol ESPer』　株式会社イーオーエル

：経済学研究科内限定 <http://www.eol.co.jp/>


有価証券報告書を含め、企業情報を様々な角度から蓄積している有料データベースです。経済学研究科内にある、インターネット接続端末からアクセス可能です。












 ３.３.８  国際連合・欧州連合 

「原典にあたる－社会科学編」の最後に、国際連合と欧州連合の資料を紹介します。これらの資料の特色には、次のようなものが挙げられます。


· 電子化が進んでおり、ウェブサイトでの資料入手ができる。


· 資料受入館が限定されているので、印刷資料については希少性が高い。東北地区では、東北大学附属図書館が唯一の資料受入館である。


· 量が膨大かつ通常の図書・雑誌とは異なる資料なので、必要な資料を入手するためにコツがいる。


· 英語以外の言語で書かれた資料も数多く含んでいる。


(１) 国際連合


1 国際連合資料の特色


国際連合（以下、国連）は、第二次世界大戦終結後の1945年10月24日に正式発足しましたが、発足時からの文書や諸資料が、国内の各所に収集保存されています。これらの保存機関の代表的なものを国連寄託図書館といいます。これは、国連との契約の下、国連の文書や刊行物を収受・所蔵する図書館で、国連の広報も同時に行う機関として、地域の人々にも開放されています。日本では、14図書館が国連寄託図書館として認可されており、東北大学附属図書館もその一つです（1965年7月より）。国連資料の特色には次のようなものがあります。


· 機関ごとと文書の発行年ごとに分類が与えられている。


· 公文書類は、データベース化が進んでいるので、ウェブサイト上で入手できる事が多い。


· 同じ内容の資料が、英語の他、国連の公式言語であるフランス語、ロシア語、中国語、アラビア語、スペイン語で作成される。


② 国際連合資料の種類と文書番号


国連資料の作成される枠組みは、国連の組織や活動に直結しており、その枠組みの中で発行・公表がなされます。またそれぞれの文書に対して文書記号が付与されます。国連資料を探す際には、この資料の種類と、文書記号についての知識があると効率的に探すことができます。図書館やウェブサイトでは、この資料の種類と分類記号によって資料が整理されています。

　資料の種類には、ドキュメント(Document)、公式記録(Official Records)、パブリケーション(Publication)があり、それぞれ次のような内容となっています。

· ドキュメント(Document)

国連各機関の報告や議事録など国連に関する文書中、最初に発行されるもので、一枚ものから数十ページに渡るものまであります。これらの中から重要なものが選ばれて次に紹介される公式記録、パブリケーションという形になって刊行されます。


· 公式記録(Official Records)

総会、経済社会理事会、安全保障理事会、信託統治理事会、国際貿易開発会議の貿易開発理事会の5機関が発行しているもので、議事録、議事の参考資料であるアネックス(Annexes)、決議集や年次報告書を含むサプルメント(Supplement)にわかれています。


· パブリケーション(Publication)

市販する国連刊行物です。雑誌、単行書、条約集、年鑑などがそれに含まれます。



また国連資料の文書記号には、ドキュメント記号(Document Symbol)とセールスナンバー(Sales Number)との2種類があります。


· ドキュメント記号(Document Symbol)

ドキュメント、公式記録、パブリケーション全てに与えられている分類記号のことで、国連資料がどの機関から、何年に刊行されたのかが、わかるようになっています。








図表3-19　国連資料のドキュメント番号

· セールスナンバー(Sales Number)

市販用のパブリケーション(Publication)のみに付与される番号です。

　この項のはじめに説明した通り、国連の機構や活動と資料の発行は直結しているので、以上のような資料についての知識だけではなく、機構・活動についても知っておくことが、国連資料を効率的に探すためには必要です。

③ 国際連合資料の検索


国際連合資料を検索するには、次の様なウェブサイトがあります。


· 『ODS』　United Nations　<http://documents.un.org/>


1993年以降の国連公式文書を検索・閲覧することができます。1993年以前の文書についても登録されているものがあります。また、総会・安全保障理事会・経済社会理事会・信託統治理事会の決議については、1946年以降の文書を検索・閲覧することができます。英語・アラビア語・中国語・フランス語・スペイン語・ロシア語の6カ国語で検索・閲覧することができます。




· 『UN Documentation Centre』　United Nation 


<http://www.un.org/documents/>


1946年以降の総会・安全保障理事会・経済社会理事会・信託統治理事会の議事録・ドキュメント・決議等を蓄積しているウェブサイトです。前述の『ODS』と異なり、年代別、会議開催順別のディレク型で蓄積されているので、特定の会議録を探す際に便利です。英語・アラビア語・中国語・フランス語・スペイン語・ロシア語の6カ国語で検索・閲覧することができます。


· 『UNBISnet』 United Nations Dag Hammarskjöld Library

<http://unbisnet.un.org/>


国連本部にある、ダグハマーショルド図書館及びジュネーブ国連図書館のオンライン目録です。所蔵状況を確認する事が本来の役割ですが、どのような国連資料が存在しているかを検索するシステムとしても非常に力を発揮します。その他、国連関係図書の検索のみならず、国連刊行物や販売用出版物のほか、国連以外の機関により発行された国連関連刊行物の検索が可能です。加えて、投票記録と演説記録も検索できます。また、中には原文をPDFファイルで閲覧できる資料もあります。


· 『International Court of Justice List of Cases brought before the Court since 1946』　国際司法裁判所


<http://www.icj-cij.org/icjwww/idecisions.htm>

国際司法裁判所のウェブサイトです。これまでの判決・命令・口頭弁論などを閲覧することができます。


· 『United Nation Statistics Division』　国際連合統計局

<http://unstats.un.org/>


国際連合統計局のウェブサイトです。各種の統計を閲覧することができます。


④ 国際連合資料の入手


これまで紹介したウェブサイトの大半から、資料そのものを入手することができます。ウェブサイトで見つけることができなかった時は、冊子体資料が本館2号館に所蔵されている場合があるので、次の手順で探してみて下さい。


· UNBIS-NET等で、資料のタイトル、ドキュメント記号、セールスナンバーや刊行年を調べる。


· 『Online Catalog』で資料のタイトルを検索する。

· 『Online Catalog』でヒットした場合は、本館2号館の国連資料コーナーへ行き、現物を探す。国連の機関毎に資料が配列されているので、書架の見出しを参照する。


· 貸出・返却は2号館カウンターで手続きする。（貸出期間は1週間。）

(２) 欧州連合


1 欧州連合資料の特色


欧州連合（以下、EU）は、共産圏消滅後の1993年11月1日に正式発足しましたが、EUに至るまでの最初の母体である欧州石炭鉄鋼共同体（ECSC）、欧州経済共同体（ECC）や欧州共同体（EC）の文書や諸資料が、国内の各所に収集保存されています。これらの保存機関の代表的なものをEU情報センター(European Info = EU i、  2005年まではEDC)といいます。これは、EUが発行する諸資料を収集・保存・広報する機関で、日本では、18校の大学図書館がEU iに認定されています。東北大学附属図書館もその一つです（1983年9月より）。EU資料の特色には次のようなものがあります。


· 最近の文書類は、全てデータベース化されているので、ウェブサイト上で入手できることが多い。


· EU加盟国全ての公用語（23カ国語）のウェブサイトが存在する。英語の他、その当時の加盟国の公用語で表記された同じ資料がある。


またEUとは、国連の様な国際機関と異なり加盟国が主権の一部をEUに委譲するという新しい国家形態で、EU自体が一個の国と見なされる事もしばしばです。そのためEUには、一国が通常備える機関と同じ様な機関が置かれており、資料の検索・入手をする際でも、今までこの3.3で紹介してきた各項の資料別に探すことになります。３.３の各項とこれから紹介するツールの関連は次の様にまとめることができます。


		説明内容

		EU資料探索ツール



		総合 

		Europa



		法令（3.3.1）

		EUR-LEX(Official Journal, COM Documents)



		議会資料（3.3.2）

		European Parliament



		判例（3.3.3）

		Curia



		統計（3.3.5）

		Eurostat



		白書（3.3.6）

		Europa





図表3-20 ３.３の各項とEU資料探索ツールの対応

2 欧州連合資料の検索


· 『Europa』 <http://europa.eu/> 


欧州委員会が提供するEU全体のポータルサイトです。23カ国語別のウェブサイトが存在しており、このトップページから各言語のページを閲覧することができます。このウェブサイトは、膨大なEU関係ウェブサイトを機関別や分野別に分けて紹介しているものです。探索する情報が決まっている場合は、リンクをたどることで必要な情報を入手することができます。

また、白書についてもこのポータルに蓄積されています。白書を閲覧したい場合は、『Documents of individual instotutions』<http://europa.eu/

documents/comm/index_en.htm>を見て下さい。




· 『EUR-LEX』　< http://europa.eu.int/eur-lex/lex/en/index.htm > 


EUの法律関係のポータルサイトです。EUの官報である『Official Journal』のデータベースになっているほか、『COM Documents』（欧州委員会European Commission文書：欧州委員会が欧州連合理事会に提出した法案が大半で、対日政策文書や各種白書等も含む文書）も検索・閲覧することができます。



· 『European Parliament』　European Parliament 


<http://www.europarl.europa.eu/activities/expert.do?language=en>


欧州議会のウェブサイトです。本会議録・報告書・本会議採択文書のほか、質問・答弁・常任委員会の資料なども検索・閲覧することができます。EUの公用語全てのウェブサイトがあります。



· 『CVRIA』　欧州裁判所　<http://curia.europa.eu/>

欧州裁判所のウェブサイトです。欧州裁判所の判例を検索・閲覧することができます。




· 『EUROSTAT』　Statistical Office of the European Communities

<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/>

EUの統計に特化したポータルウェブサイトです。EUの統計を検索・閲覧することができます。




3 EU資料の入手


入手については(１)④国際連合資料の入手とほぼ同じです。なお、本館2号館にある冊子体資料は、官報や統計といったように資料の種類別に配列されています。書架の見出しを参照して下さい。
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S/RES/0688(1991)





国連機関の略記号/下部機関の記号/発行番号（年表示）





　　みみふくろ   官報について





『官報』は、主に以下の4部から構成されています。





本紙　（行政機関の休日を除き、毎日発行）


号外　（随時発行）


政府調達公告版　（随時発行）


資料版　（週1回発行、ただし平成19年3月で発行終了）





「号外」には、本紙に収まりきれなかった内容を掲載します。「政府調達公告版」は、政府機関などが調達する一定金額以上の物品・役務に関する入札情報を掲載します。「資料版」は、主に白書や統計調査結果の概要などを掲載します。いずれも本紙とは異なる内容であり、巻号も、それぞれ独立して付与されています。また、本紙と同様、ウェブ上での閲覧も可能です。





公文書


（政府や自治体が作成・取得した


全ての資料）





行政資料


（公開を目的


としたもの）





時間の流れ
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上位





参議院





�
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統計の様々な内容とかたち





上院





法案








連邦議会





下院





憲法（国の最高法規）








成立





政令








トップページ





・開館時間：平日9:00~17:00


休館日：土日祝日・第四水曜日（図書整理日）


所在地：〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1仙台市役所本庁舎1階


Tel：022-214-1239


・URL：http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/shiseijoho/





・開館時間：平日　9:00～16:00


・休館日：土日祝日・12月29日～1月3日


・複写可否：可（有料で1枚につき10円）


・貸出可否：不可


・URL：http://www.pref.miyagi.jp/kengikai/


・主な所蔵資料：県議会議事録　明治13年～


宮城県議会史　1巻～8巻（昭和61年度分まで）





・開館時間：平日9:00～17:00


休館日：土日祝日・第四水曜日（図書整理日）


所在地：〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1仙台市役所本庁舎1階


Tel：022-214-1239


・URL：http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/shiseijoho/index.html


・主な所蔵資料：仙台市議会議事録等の議会関係資料、市政関係資料など








利用時間：9:00~17:00


休館日：月曜日・国民の祝日・休日（土曜　日・日曜日に当たる日を除　


く）・年末年始。その他特別整理期間等の臨時休館あり


・所在地：〒983-0851 仙台市宮城野区榴ヶ岡5番地


・Tel：022-791-9333


・e-mail：koubun@pref.miyagi.jp


・URL：http://www.pref.miyagi.jp/koubun/








・利用時間：平日9:00~17:00　


・所在地：〒980-8570仙台市青葉区本町3丁目8番1号総務部県政情報


公開室内（県庁舎地下1階）


Tel：022-211-2263　Fax：022-211-2294


・e-mail：infodisc@pref.miyagi.jp


・URL： http://www.pref.miyagi.jp/jyohokokai/
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 　みみふくろ   外国語のシャワーを浴びよう！





ここまで、ずいぶんと外国語のウェブサイトを紹介してきました。ウェブサイトは便利ですが、外国語がハードルとなってせっかくの情報も使わないでいるということはないでしょうか？外国語を使いこなせるようになりたいけれども苦手意識を持っている、という方も多いのではないでしょうか？


特に、海外の学会へ出席したり、調査へ出かけたりする場合、あるいは海外の大学へ留学する場合などは、読み書きだけではなく、会話もこなさなければならないので、普段から努力しておくことが必要でしょう。


最近はウェブラジオで、様々な国のニュースを手軽に聞くことができるようになりました。また、日本のニュースを様々な言語で聞くこともできます。自宅にインターネットがあって、聞き取りの力をつけたい方にはオススメです。また、外国の歴史や文化、政治経済などに興味がある方も、情報収集をかねて、海外のニュースに普段から触れておくと良いでしょう。


本学の附属図書館本館エントランスの休憩コーナーでも、開館時間中はテレビでCNN放送を流しています。英語力をアップしたい方は、ぜひご利用下さい。


日頃から外国語のシャワーを浴びる習慣をつけて、苦手意識を克服しましょう！























 　みみふくろ   駐日事務所のウェブサイト 





　国連、EUともに駐日事務所があり、それぞれ公式のウェブサイトを持って活動を広報しています。最新の動向だけではなく、基本知識の紹介や採用情報などの様々な情報が掲載されており、非常に役に立つサイトとなっています。


資料探索の際の利点としては、原資料の日本語訳や日本語で作成された要約、日本語独自の資料などの日本語資料が掲載されていることや、資料探索のガイドページが用意されていることなどがあります。


ぜひこれらのサイトを活用して情報を得ましょう。





国連


『国際連合広報センター』　<http://www.unic.or.jp/>





EU


『駐日欧州委員会代表部』　<http://www.deljpn.ec.europa.eu/>





 図書館の小ネタ�


政治状況と図書館コレクション





本は著作者の思想を表明し、世間に影響を与えるものの一つですので、政治状況によって、焚書や発禁など抑圧される対象となることはよく知られています。実は、本学図書館も第二次世界大戦前および戦後の両時期に所蔵図書に対する政治的な干渉を経験しています。


戦前は、いわゆる左翼や社会主義の本、或いは当時の発禁本について閲覧禁止措置さらには廃棄の要求が図書館に対してなされました。しかし、図書館ではその類の本が利用者の目に触れないよう別の場所に移し、検索のためのカード目録から該当分を抜いてその本が存在しないように見せかけることで廃棄せずにすみました。特に、著名な社会科学研究者でマルクス主義者であった櫛田民蔵の旧蔵本櫛田文庫(３.４.１(１)⑥参照)は、普通ではわからない図書館の奥の部屋へ隠してしまったということです。


戦後にはアメリカ軍による干渉がありました。その一つは、戦前思想に関係する本を全て廃棄せよとの命令で、これに対しては、示されてきた本を戦前と同じく別の場所へまとめて移すことで廃棄は免れました。これらの本は、今でも図書館書庫の旧片平分類の書棚の中に見ることができます。背表紙に「禁」マークが張ってあるものがそうです。


干渉のもう一つは、「米国教育文庫」の開設です。これは、米軍が戦後日本への民主主義普及政策の一環として日本各地に置いたもので、東北大もその一つとなりました。図書館では強制的な文庫開設に反発を感じていたようですが、この文庫は米軍の占領が終わるまで続きました。現在では、本館書庫の書棚の一画に「アメリカ文化センター」としてまとめて置かれています。（これらの本はまだ『Online Catalog』へデータが登録されていないので、図書館本館ホールにある『ACC目録』というカード目録でしか検索できません。）


　このような背景を知って本を手に取ると歴史を経てきた表情がみえるようです。それにつけても、このような話には色々と考えさせられるものがあります。


※参考：「第2部第19編　附属図書館」(『東北大学五十年史』　1960)





資料：「○○白書」による
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