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法律情報の探し方
■分類番号（日本十進分類法 9 版[NDC9 版]による）
320 法律

320.9 法令集

321 法学

321.1 法哲学

322 法制史

322.1 日本法制史

322.2 東洋法制史

323 憲法

323.1 日本の憲法

323.9 行政法

324 民法

324.1 民法総則

324.2 物権法、財産法

324.3 担保物権法

324.4 債権総論

324.6 親族法、家族法

324.7 相続法

324.8 民事特別法

324.9 外国の民法

325.1 商法総則

325.2 会社法

325.3 商行為法

325.4 保険法

325.5 海商法

325.6 有価証券法

325.8 商事特別法

325.9 外国の商法

326.1 刑法総論

326.2 刑法各論

326.3 刑事政策

326.4 刑罰

326.5 行刑

326.8 刑事特別法

326.9 外国の刑法

327 司法、
訴訟手続法

327.1 司法制度

327.2 民事訴訟法

327.3 強制執行法

327.4 家事審判法

327.6 刑事訴訟法

327.5 民事調停法

327.6 刑事訴訟法

327.7 人権擁護

327.8 少年法

327.9 外国の司法制度

329 国際法

329.1 国際法の主体

329.2 国際法の客体

329.3 国際団体法

329.4 国際条約

329.5 国際紛争処理

329.6 戦時国際法

329.7 国際刑法

329.8 国際私法

329.9 国籍法

325 商法
326 刑法

322.3 西洋法制史

■辞書・事典・法令集

324.5 債権各論

■判例評釈・解説

書名

中央図書館
六法 『六法全書』『模範六法』『判例六 辞書棚・R320 番台

書名
『最高裁判所判例解説』

中央図書館
R320/46//H

『○○判例百選』
（別冊ジュリスト）
『重要判例解説』
(ジュリスト増刊)
『最高裁 時の判例』
（ジュリスト増刊）
『判例セレクト』
（法学教室 3 月号別冊付録）
『私法判例リマークス』
(法律時報別冊)

各主題分類番号

法』など

加除式法令集『現行日本法規』

R320/28//H(別置)

用語辞典 『有斐閣法律用語辞典』など R320 番台
条約集『国際条約集』など

R329 番台

■法律雑誌（中央図書館→Ｂ１の主に P320 番台）
『ジュリスト』
『法律時報』
『判例時報』
『判例タイムズ』
『法学セミ
ナー』
『法学教室』
『労働判例』
『旬刊金融法務事情』
『金融・商事判例』

１F レファレンスエリア

R320/80//H
R320/240//H
『法学教室』に製本
R324/52//H

など。

☆「明治大学の法律情報」 図書館 HP＞情報の探し方 ＞
法律情報の探し方に 中央図書館所蔵の法令集・判例集リ
スト、法学関係雑誌リストあり。

■判例集（中央図書館Ｂ１雑誌・新聞エリア・貸出不可）
『最高裁判所民事判例集』
（民集）→P324/6//H
『最高裁判所刑事判例集』
（刑集）→P326/4//H

『判例評論』
（判例時報別冊付録）

P320/35//H
『判例時報』の並び

『主要民事判例解説』
（判例タイムズ臨時増刊）
『判例体系』
（加除式）

R324/33//H
R320/37//H（別置）

※法律雑誌や
『判例百選
、
『私法判例
法律雑誌や判例集の
判例集の名前はよく
名前はよく省略
はよく省略されている
省略されている。
されている。
『判例百選』
判例百選』や『重要判例解説』
重要判例解説』
『私法判例リマークス
私法判例リマークス』
リマークス』な
どの巻末
『リーガル
（第
どの巻末に
巻末に代表的な
代表的な略語例が
略語例が掲載。
掲載。また網羅的
また網羅的なものとして
網羅的なものとして、
なものとして、
『リーガル・
リーガル・リサーチ』
リサーチ』
（第 2 版 日本評論社、
日本評論社、
2005、
2005、320.7/74//H）
320.7/74//H）の付録「
付録「法律文献等の
法律文献等の出典の
出典の表示方法」
表示方法」がある。
がある。
例：
「判時
「判時」＝「
判時」＝「判例時報
」＝「判例時報」
判例時報」 「民集」＝「
民集」＝「最高裁判所民事判例集
」＝「最高裁判所民事判例集」
最高裁判所民事判例集」 「重判解」＝「
重判解」＝「重要判例解説
」＝「重要判例解説」
重要判例解説」
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■データベース
□判例を探す・入手する＋判例評釈・解説を探す
1 LEX/DB インターネット 【学外不可】
1875 年[明治 8 年]の大審院判決から今日までの判例の書誌情報・全文情報･
図表情報を掲載しており、全分野・全裁判所・全時代を横断的に検索できるデ
ータベース。毎週更新。

◇アクセス方法：
図書館 HP＞データベース＞外部データベース＞
LEX/DB インターネット→ログイン
共通認証システム・学生番号と入学時に申請したパスワード
（アルファベットは大文字）を入力→判例総合検索 をクリック
□法律関係の論文を探す・入手する
1 法律判例文献情報 【学外 OK】
1982 年[昭和 57 年]以降に刊行された法律・判例に関する文献および判例の書誌情
報を検索できる。表示されるのは書誌情報であり、全文ではない。

◇アクセス方法：
図書館 HP＞データベース＞外部データベース＞
法律判例文献情報→ログイン
共通認証システム・学生番号と入学時に申請したパスワード
（アルファベットは大文字）を入力→法律判例文献情報 をクリック
2 ジュリスト DVD 【学外不可】
ジュリスト創刊号から 1300 号<2005 年 11 月 1 日号>（2007 年 4 月現在）の収録論文を検索、全文表示できる。

◇利用方法：マルチメディアカウンターで申込。
3 CiNii 【学外 OK】
日本の学術論文を中心にした論文情報【学外 OK。論文全文を見たい場合は VPN 接続かサイトライセンス個人 ID を取得】

法律雑誌以外に範囲を広げて論文を検索したい時に。
◇アクセス方法：
図書館 HP＞データベース＞外部データベース＞GeNii＞論文を探す-CiNii
4 聞蔵Ⅱ
聞蔵Ⅱ ビジュアル(
ビジュアル(朝日新聞の
朝日新聞のデータベース)
データベース) 【学外不可】
新聞記事で事件の概要を知りたい時や著名事件の最新判決要旨を入手したい時などに。
◇アクセス方法：
図書館 HP＞データベース＞外部データベース＞聞蔵Ⅱ ビジュアル→ログイン
共通認証システム・学生番号と入学時に申請したパスワード（アルファベットは大文字）を入力
☆学内 PC からデータベース
からデータベースを
データベースを利用したい
利用したい場合
したい場合は
場合は、インターネット講習会受講
インターネット講習会受講が
講習会受講が条件。
条件。
☆自宅から
自宅から図書館契約
から図書館契約の
図書館契約の外部データベース
外部データベースや
データベースや CiNii の論文全文を
論文全文を見たい場合
たい場合は
場合は、モバイルアカウントの
モバイルアカウントの取得と
取得と
VPN 接続の
接続の設定が
設定が必要。
必要。詳細は
詳細は外部データベース
外部データベース利用
データベース利用サービス
利用サービスの
サービスのページを
ページを参照(
参照(学外利用不可の
学外利用不可のデータベースも
データベースも
あり)
あり)。
☆ノートパソコンで
ノートパソコンで学内から
学内からインターネット
からインターネット接続
インターネット接続する
接続する場合
する場合は
場合は、モバイルアカウントの
モバイルアカウントの取得が
取得が必要。
必要。詳細は
詳細は中央図
書館１
書館１F マルチメディアエリアカウンターへ
マルチメディアエリアカウンターへ。

参考文献：いしかわまりこ、村井のり子、藤井康子著『リーガル・リサーチ』第 2 版（日本評論社 2005）
2007 年 4 月 16 日改訂
中央図書館レファレンス係作成
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