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1 『法律判例文献情報』の概要 

1.1 編構成と収録内容 

 『法律判例文献情報』は、「文献編」「判例編」「発行所情報」の 3 編で構成されています。 

 文献編には、1982 年以降に刊行された法律関係図書、法律専門雑誌・研究紀要等（約 1,300

誌）、四大新聞（朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、日本経済新聞）に掲載された法律関係署

名論文・対談等の文献情報を網羅的に収録しています。 

 判例編には、1982 年以降に刊行された判例情報誌 26 誌に掲載された判例情報を網羅的

に収録しています。 

 発行所情報には、「文献編」に収録されている図書（書籍）、雑誌、研究紀要、新聞の発

行所に関する案内情報を収録しています。雑誌については、所在情報（国立国会図書館請

求番号）も収録しています。 

 

1.2 『法律判例文献情報』の構成 

 『法律判例文献情報』は、「文献情報」、「判例情報」、「発行所情報」という 3 つの構成に

なっています。 

 

1.2.1 「文献情報」の構成 

 「文献編」に収録している「文献情報」は、以下の書誌項目で構成しています（◆は図

書、◆は雑誌論文についての項目）。 

 

●文献番号……各文献に付与された識別番号 

●標題……書名または論文名 

●著者名……著者の氏名 

◆発行所……図書を発行した発行所 

◆掲載誌等……論文が掲載された掲載誌名および巻号頁数 

●発行年月日……図書または掲載誌の発行された年月日 

◆ISSN……掲載誌の国際標準逐次刊行物番号 

◆判型等……判型、頁数、定価（発売当時の価格） 

◆ISBN……国際標準図書番号（※2005 年入手分から） 

●分類……『法律判例文献情報』独自の分類 

●事項索引……文献の内容に従って付された独自の事項 

●形式区分……文献の形式上の区分 
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1.2.2 「判例情報」の構成 

 「判例編」に収録している「判例情報」は、以下の書誌項目で構成しています。 

 

●判例番号……各判例に付与された識別番号 

●標題……雑誌掲載時の見出し等 

●裁判年月日等……裁判所、裁判年月日、（裁判）形式、事件番号 

●出典……判例が掲載された雑誌名 

●分類……『法律判例文献情報』独自の分類 

●（参照）法条……判例の参照法条 

●事項索引……判例の内容に従って付された独自の事項 

●法律判例文献情報 ID……総合判例データベース『法律判例文献情報』における判

例の識別番号 

 

1.2.3 「発行所情報」の構成 

 「発行所情報」は、以下の項目で構成しています（◆は雑誌についての書誌項目）。 

 

◆掲載誌……雑誌名 

●発行所……図書および雑誌の発行所名 

●住所……発行所の住所 

●電話番号……発行所の電話番号 

◆ISSN……掲載誌の国際標準逐次刊行物番号 

◆所在情報……国立国会図書館の請求番号 
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2 利用の開始と終了 

 D1-Law.com を利用するためには、次の動作環境が必要となります。設定は標準状態で問

題ありませんが、Web ブラウザのバージョンには注意してください。バージョンが古い場

合には、画面が正常に表示されないことがあります。 

■通信速度……512kbps 以上（2Mbps 以上推奨） 

■OS……Windows 7 / 8.1 / 10 

■Web ブラウザ……Microsoft Internet Explorer 11、Firefox、Chrome 

■Cookie……有効（標準設定） 

■SSL……有効（標準設定） 

■JavaScript……有効（標準設定） 

■スタイルシート（CSS）……有効（標準設定） 

 

2.1 ログインとログアウト 

2.1.1 ログイン 

 Web ブラウザを起動して、https://www.d1-law.com/にアクセスすると、ログイン画面が現

れます。「ログイン」ボタンをクリックすると、認証画面が表示されます。認証画面でユー

ザ ID、パスワードを入力して「ログイン」ボタンをクリックします。 

 
 

 

 
ログイン前画面 
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認証が完了すると、会員専用のポータルページが現れます。「法律判例文献情報」のボタン

や「法律判例文献情報」タブをクリックすると、法律判例文献情報の画面に遷移します。 

 

 

ホーム画面 

 

 

 

 

 

 

  

◆認証できないときは 

前回の利用時にセッションが完全に終了できていない（ログアウトできていない）場合があり

ますので、しばらく時間をおいて再度認証を試みてください。 
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2.1.2 ログアウト 

 サービスを終了するときは、「ログアウト」ボタンをクリックします。 

 

 

ログアウトボタン位置 

 

 

 

 

 

 

  

◆ログアウトしないでブラウザの「閉じる」ボタンで終了したら 

タイムアウトで強制的にセッションを切るまで、お客様の個人 IDでのログインができません。

ご利用終了時には、必ず「ログアウト」ボタンをクリックしてください。 
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3 基本的な画面構成 

 D1-Law.com では、データベースの利用に必要な機能や、データベースの切り替え等の基

本的な操作ボタンを画面上部に配置しています。また、検索画面では、検索語の入力を画

面左のエリアで行い、検索結果の一覧を画面右のエリアに表示する構成になっています。 

 

3.1 D1-Law.com 共通の画面 

 D1-Law.com で共通して使用するバー、タブは、画面の上部に配置しています。 

 

 
『D1-Law.com』（共通メニュー） 

A：D1-Law バー 

すべてのデータベースに共通の基本バーで、データベース利用に必要となる機能を

提供します。 

●収録内容・更新情報……全データベースの収録内容と更新情報を表示します。 

●ログアウト……ログアウトして、D1-Law.com のホームページに戻ります。 

 

B：グローバルメニュー 

 利用可能なデータベースをタブ表示します。他のデータベースを利用する際は、

利用したいタブをクリックすることによって行います。 

 「マイページ」タブは、マイページを表示するためのタブです。マイページで

A B 

C 
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は、初期表示の設定変更のほか、ふせん・メモ、保存した検索条件等の一覧を

ログイン ID、または団体の単位で表示します。 

 

 

 

 

 

C：法律判例文献情報メニューバー 

『法律判例文献情報』の検索メニューを表示します。 

「文献」、「判例」、「発行所情報」の各ボタンをクリックすると、それぞれの検索画

面を表示します。 

また、「新着情報」は、「文献編」、「判例編」の情報のうち、新着の情報（直近 1 か

月のデータ更新で新たに収録されたもの）に限定した閲覧のほか、「自動検索」の検

索結果（別途、自動検索の設定が必要です）、「月刊誌 PDF」の情報を表示します。 

「自動検索」は、ID・パスワードを入れてログインした場合に設定、表示が可能で

す。団体利用の場合は、管理者の設定した検索条件結果の閲覧が可能となります。 

 

 

 

 

 法律判例文献情報メニューバーの下の部分は、左側が検索条件の入力欄、右側が結果一

覧等を表示するエリアです。 

 

 
『D1-Law.com 法律判例文献情報』検索画面 

◆「クリア」ボタン 

検索項目入力エリアの入力済みの検索条件を消去する場合は、検索条件入力画面左上にある

「クリア」ボタンをクリックします。 

D 

E 

F 

◆「マイページ」について 

「マイページ」は、ID・パスワードを入れてログインした場合および団体利用の場合に表示

されます。団体利用の場合は、管理者の設定した「ふせん・メモ」の参照、表示の設定内容の

参照が可能となります。 
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D：検索条件入力エリア 

検索条件を入力するエリアです。 

文献、判例、発行所情報について、各々の情報を検索するのに適した検索条件入力

欄を表示します。各々の入力欄に入力することで、検索を行います。 

 

E：「最近の検索」エリア 

検索項目（文献、判例、発行所）別に、直前に実行した検索の履歴（キーワードや

ヒットした件数等）5件までを表示するエリアです。 

 

F：検索結果一覧の表示エリア 

検索実行後の検索結果一覧を表示するエリアです。 

検索を行う前は、「はじめにご確認ください」や「お知らせ」、「自動検索結果」等の

情報を表示します。 

「自動検索」は、ID・パスワードを入れてログインした場合および団体利用の場合

にご利用いただけます。団体利用の場合は、管理者の設定した内容の閲覧が可能と

なります。 
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3.2 『法律判例文献情報』の画面構成 

法律判例文献情報ローカルメニューの「新着情報」、「文献」、「判例」、「発行所情報」、「検

索履歴」の各ボタンをクリックすることにより、それぞれの検索画面に切り替わります。 

 

3.2.1 「新着情報」画面 

 法律判例文献情報メニューバーの「新着情報」ボタンをクリックすることで表示します。

〔新着情報画面の詳細について ⇒ 「7 新着情報」参照〕 

 新着情報は、「文献編」、「判例編」、「自動検索」、「月刊誌 PDF」に分類されていて、画面

左上のボタンをクリックすることにより切り替えることが可能です。 

 「文献編」、「判例編」では、直近 1 か月にデータベースに登載された情報に限定して 

表示します。画面の表示は、「自動検索」を含め、検索結果一覧の画面と同じ構成になって

います。〔検索結果一覧画面の詳細について ⇒ 「5 検索結果一覧」参照〕 

 「自動検索」は、マイページの「保存した検索条件」画面で、法律判例文献情報の検索

条件に「自動」を設定した際に行われる自動検索の結果一覧です。〔自動検索の詳細につい

て ⇒ 「7.3 自動検索」参照〕 

 「月刊誌 PDF」は、月刊誌直近 12 か月分の情報を PDF 形式で表示します。 

 

 

 

 

 
新着情報 

◆「自動検索」について 

「自動検索」は、ID・パスワードを入れてログインした場合および団体利用の場合にご利用

いただけます。団体利用の場合は、管理者の設定した内容の閲覧が可能となります。 
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3.2.2 「文献」検索画面 

 文献情報を検索する際に利用する検索画面です。初期設定では、検索条件として「フリ

ーワード（任意のキーワード）」、「事項キーワード」、「分類」、「最近追加された文献」の 4

項目を表示します。その他の検索条件（「著者名」、「掲載誌名」等）により検索する場合は、

「検索」ボタン左の「その他の検索条件」にて検索項目を表示させた後、検索項目を入力

します。〔文献検索の詳細について ⇒ 「4.1 文献検索」参照〕 

 

 

 

 

「文献」検索画面 

「判例」検索画面 

 判例情報を検索する際に利用する検索画面です。「フリーワード（任意のキーワード）」、

「事項キーワード」、「分類」、「最近追加された判例」の 4 項目を表示します。その他の検

索条件（「裁判所」、「事件番号」、「参照法令」等）により検索する場合は、「検索」ボタン

左の「その他の検索条件」にて検索項目を表示した後、検索項目を入力します。〔判例検索

の詳細について ⇒ 「4.2 判例検索」参照〕 

 

 

 

 

◆ヒット箇所のハイライト表示 

フリーワードで検索した場合に、ヒットした文字列をハイライト表示します。 

◆ヒット箇所のハイライト表示 

フリーワードで検索した場合に、ヒットした文字列をハイライト表示します。 
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「判例」検索画面 

「発行所情報」画面 

 登載している文献の掲載誌名や発行所名を検索することができます。〔発行所情報の詳細

について ⇒ 「4.3 発行所情報検索」参照〕 

 

「発行所情報」検索画面 
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3.2.3 「検索履歴」画面 

 メニューバーの「検索履歴」ボタンをクリックすると、これまでに行った検索の履歴一

覧を保持して表示します。検索履歴を掛け合わせて結果を取得する場合は、この画面で行

います。 

 検索履歴は、直近の 100 件を自動的に記録して表示します。同じ条件で繰り返し検索を

行う場合は、検索条件表示の右側にある「条件を保存」ボタンで検索条件を保存しておく

と、素早い再検索が可能になります。 

 

 

 

 

 

 

「検索履歴」画面 

  

◆「検索履歴」について 

「検索履歴」は、ID・パスワードを入れてログインした場合には、過去 100 件までの検索履

歴を保持、団体利用の場合は、ログインからログアウトするまでの間のみ、最大 100 件の検

索履歴を保存します。 
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3.2.4 検索結果一覧画面 

 各検索画面で入力した検索の結果一覧は、右ペインに表示します。 

 この一覧から個別の文献や判例を選択し、詳細を表示することができます。 

 「簡易／詳細」ボタンにより、最低限必要な情報と更に詳細な情報の表示切り替えが

可能です。 

 検索結果一覧は、年月日や掲載誌名、著者名等での並べ替えのほか、条件を絞っての

表示も可能です。〔検索結果一覧の詳細について ⇒ 「5 検索結果一覧」参照〕 

 

 

「検索結果一覧」画面（文献） 
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3.2.5 文献・判例の詳細画面 

 検索結果一覧から選択した文献や判例の詳細情報を表示します。 

 左ペインに文献または判例の詳細情報を、右ペインに関連情報を表示します。関連情報

エリアでは、ボタン、リンク文字列のクリックによって、情報を表示します。 

 「本文参照」ボタン 

 「同じ著者の文献」ボタン 

 「関連判例」ボタン 

 「関連文献」ボタン 

 「所収文献」ボタン 

 「関連する判例体系」ボタン 

 「事項索引」のリンク 

 「発行所」のリンク 

 「ふせん」エリア 

〔文献や判例の詳細画面について ⇒ 「6 文献・判例の詳細表示」参照〕 

 

 

 

 

 
詳細情報表示（文献） 

  

◆「ふせん」について 

「ふせん」は、ID・パスワードを入れてログインした場合に設定、参照が可能です。団体利

用の場合は、管理者の設定した内容の参照のみが可能となります。 
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4 文献・判例の検索 

 「法律判例文献情報」タブをクリックして法律判例文献情報の画面を表示します。初期

設定では「文献」検索の画面に遷移します。 

 

4.1 文献検索 

文献検索では、フリーワードや事項、分類等の条件を指定して文献を検索することがで

きます。 

上記の入力項目エリアのほか、画面左側には検索条件を入力するための文献編検索エリ

アや、検索の履歴を表示する「最近の検索」があります。 

画面右側は、「結果表示エリア」になり、検索結果を表示します。結果表示前は、「はじ

めにご確認ください」、「お知らせ」、「自動検索結果」の情報を表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

「文献」検索 初期画面 

B 

C 

D 

E 

F 

A 

◆「最近の検索」、「自動検索結果」について 

「最近の検索」、「自動検索結果」は、ID・パスワードを入れてログインした場合および団体

利用の場合にご利用いただけます。「自動検索結果」は、団体利用の場合は、管理者の設定し

た内容の閲覧のみが可能です。 
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「文献」検索 検索結果一覧画面 

 

A：「文献」ボタン 

文献検索の画面を表示するためのボタンです。グローバルメニューの「法律判例文

献情報」タブをクリック後、文献の情報を検索する場合にクリックします。 

 

B：文献編検索エリア 

検索条件を設定するエリアです。 

さらに詳細な条件で検索を行う場合は、「その他の検索条件」、「パネル入力」をクリ

ックし、検索条件入力画面を変更します。 

 

 

 

 

C：最近の検索エリア 

最近の検索エリアには、直近に実行した検索の履歴（キーワードやヒットした件数

等）を 5 件まで表示します。 

●「すべて表示」……「すべて表示（検索履歴）」のリンク文字列をクリックすると、

「検索履歴」画面に遷移し、最大 100 件の検索履歴を検索実行日ごとに表示します。 

D：はじめにご確認ください 

『法律判例文献情報』のご利用におけるお知らせ事項を表示します。 

G 

◆パネル検索時の注意事項 

検索条件入力中に「パネル入力」、「パネル解除」の操作を行うと、入力した検索条件はクリア

されますのでご注意ください。 
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E：お知らせ 

『法律判例文献情報』からのお知らせを表示します。 

●「すべて表示」……「すべて表示」のリンク文字列をクリックすると、別ウィン

ドウですべてのお知らせを表示します。 

 

F：自動検索結果 

自動検索が設定されている場合、設定された検索条件の「すべて表示」のリンク文

字列をクリックすると、自動検索結果一覧画面に遷移します。「自動検索結果」は、

ID・パスワードを入れてログインした場合のみ有効な機能です。〔自動検索につい

て ⇒ 「7.3 自動検索」参照〕 

 

G：結果表示エリア 

結果表示エリアには、検索結果一覧を表示します。検索前には各種お知らせを表示

します。〔検索結果の詳細について ⇒ 「5 検索結果一覧」参照〕 

 

4.1.1 文献編検索エリア（初期表示） 

文献編エリアは、任意のキーワード等の検索条件を指定するための画面です。フリーワ

ードの指定の他に、事項や分類、最近追加された文献を指定することが可能です。どれか 1

つの検索条件を指定すれば検索できます。すべての入力欄に入力する必要はありません。 

 

   「文献」検索 検索設定画面（初期） 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

E 

◆完全一致と部分一致 

フリーワード検索欄は部分一致で検索します。完全一致で検索する場合は、検索する用語を「" 

"」で囲んでください。 

なお、正確なキーワードを思い当たらない場合は、キーワードの一部を入力後、「候補」ボタ

ンで入力候補を表示し、選択することでキーワードを入力可能です（「候補」から取得した場

合は、「完全一致」で検索欄に入力されます）。 
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A：フリーワード 

フリーワード入力欄に、検索語（フリーワード）を入力します。複数の語を入力す

る場合には、語と語の間にスペース（半角または全角）を入力してください。（例：

「過払金 返還請求」） 

 

「文献」検索 検索設定（フリーワード） 

 

1.掛合せ条件式……複数の検索語を指定した場合に適用する条件を指定します。

「AND」は、すべての検索語を含む文献を検索します（初期設定）。「OR」は、指

定したいずれかの検索語を含む文献を検索します。「検索式」は、論理演算式を用い

て、より複雑な条件を指定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.フリーワード検索設定……クリックすると、フリーワード検索設定の画面が開き

ます。検索方法について、「同意語」使用及び「検索範囲」の指定を行うことができ

ます。 

 

フリーワード検索設定 

 

 

 

 

 

a. 同意語………フリーワード検索欄で指定した検索語及びその同意語も含

めた検索を行います。 

◆「検索式」の指定 

掛合せ条件式を「検索式」にした場合に指定できる演算子は、次のとおりです。 

「＊」……検索語どうしを AND 条件で掛け合わせます。 

「＋」……検索語どうしを OR 条件で掛け合わせます。 

「－」……検索語どうしを NOT 条件で掛け合わせます。 

「（」、「）」……論理演算子の通常の優先順位を変更するのに用います。 

AND、OR、NOT を組み合わせる場合は、四則演算の規則に従い、カッコを用います。たと

えば、「労働」と「賃金」の両方の語を含み、「組合」を含まない文献を探す場合、「 (労働＊

賃金)－組合」のように指定します。 

1 

2 

a 

b 

◆フリーワード検索設定 

「フリーワード検索設定」は、変更を行った後、ログアウトするまでの間、設定が有効となり

ます。設定の変更を行わない場合は、同意語自動展開を行い、かつ、検索範囲は「標題・事項

の範囲」で検索を行います。 
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b. 検索範囲……フリーワード検索時の検索範囲を指定します。「標題・事項」

以外も対象として検索を行う場合は、「標題・事項の範囲で検索する」に

変更します。 

 

 

 

 

 

B：事項 

『法律判例文献情報』では、各文献の内容に即して独自の「事項（キーワード）」を

付与しています。入力や指定の方法はフリーワードと同じです。事項欄にキーワー

ドの一部を入力して「候補」ボタンをクリックすると、該当する候補の一覧を右ペ

インに表示します。 

 

 

 

 

 

C：分類 

収録している文献は、32 の大分類、さらに 205 の小分類に分類、整理して収録して

います。「分類」の入力欄をクリックするか、「候補」ボタンをクリックすると、入

力候補表示エリアに分類の入力候補一覧を表示します。一覧から候補を選択すると、

「分類」の入力欄に候補が入力され、指定した分類に絞っての検索等が可能になり

ます。〔入力候補表示エリアについて ⇒ 「4.1.4 入力支援機能（「候補」参照機

能）」の「B：入力候補表示エリア」参照〕 

 

D：最近追加された文献 

文献の収録時期を「指定なし」、「最近 1 ヶ月に収録された文献」、「最近 3 ヶ月に収

録された文献」、「最近半年に収録された文献」、「最近 1 年に収録された文献」の条

件で表示するための項目です。近時の文献に限定して検索する際にご利用ください。

初期設定は「指定なし」（すべての文献を対象とする）になっています。 

 

E：「検索」ボタン／パネル入力ボタン 

◆同意語の例 

同意語の例としては、つぎのようなものがあります。 

・あっせん／あっ旋／斡旋 

・建物の区分所有等に関する法律／区分所有法／マンション法 

◆事項の構造 

事項は、スラッシュ（／）で区切った親子構造を持っています。左側が「親概念」で、右側が

「子概念」です（例：営業譲渡／過払金返還請求権）。 

◆検索範囲 

「フリーワード検索」では、「標題」及び「事項」部分との一致検索を行います。 

「標題・事項の範囲以外を含む」に設定した場合は、著者名、雑誌名、発行所等の他の情報を

含めて検索します。 
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検索条件の設定が完了して、検索を実行する場合には、「検索」ボタンをクリックし

ます。検索の結果は、画面の右に一覧で表示します。〔検索結果一覧の表示について 

⇒ 「5 検索結果一覧」参照〕 

●「その他の検索条件」……著者名や掲載誌、発行所など、その他の検索条件を指

定する場合に、「その他の検索条件」のリンク文字列をクリックします。〔検索条件

の指定について ⇒ 「4.1.2 文献編エリア（その他の検索条件）」参照〕 

●パネル入力……複雑な検索条件を一覧しながら入力できる検索画面です。〔パネル

入力の詳細について ⇒ 「4.1.3 パネル入力」参照〕 
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4.1.2 文献編エリア（その他の検索条件） 

 「フリーワード」、「事項」の他、さらに詳細な条件で検索を行う場合は、「その他の検索

条件」を利用します。 

 「その他の検索条件」のリンク文字列をクリックすると、著者名や掲載誌、発行所など、

その他の条件を設定して検索するための画面を表示します。 

 

 

「文献」検索 検索設定画面（その他の検索条件） 

 

A：著者名 

著者名を指定して検索します。名字または名前だけを指定したり、ひらがなやカタ

カナですることも可能です。著者名欄に著者名を入力して「候補」ボタンをクリッ

クすると、入力候補表示エリアに該当する候補の一覧を表示します。〔入力候補表示

エリアについて ⇒ 「4.1.4 入力支援機能（「候補」参照機能）」の「B：入力候補

表示エリア」参照〕 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 
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「著者名」による検索 

 

1.掛合せ条件式……複数の検索語を指定した場合に適用する条件を指定します。

「AND」は、すべての検索語を含む文献を検索します（初期設定）。「OR」は、指

定したいずれかの検索語を含む文献を検索します。「検索式」は、論理演算式を用い

て、より複雑な条件を指定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B：掲載誌 

論文が掲載された誌名（論文集含む）で検索します。掲載誌名の一部分しかわから

ない場合は、「候補」ボタンをクリックして、入力候補表示エリアに表示する候補一

◆「検索式」の指定 

掛合せ条件式を「検索式」にした場合に指定できる演算子は、次のとおりです。 

「＊」……検索語どうしを AND 条件で掛け合わせます。 

「＋」……検索語どうしを OR 条件で掛け合わせます。 

「－」……検索語どうしを NOT 条件で掛け合わせます。 

「（」、「）」……論理演算子の通常の優先順位を変更するのに用います。 

AND、OR、NOT を組み合わせる場合は、四則演算の規則に従い、カッコを用います。たと

えば、「労働」と「賃金」の両方の語を含み、「組合」を含まない判例を探す場合、「 (労働＊

賃金)－組合」のように指定します。 

◆外国人名での検索 

外国人著者名を検索する場合でも、「姓」と「名」の順で指定します。入力の際は、姓名を連

続して入力するか（例：「BennettBill」）、姓名の間にカンマ＋半角スペース（, ）を入力して

ください（例：「Bennett, Bill」）。データベースには、綴りが判明しているものは本来の綴り

で登録し、不明のものは片仮名で登録しています。 

なお、アルファベットで著者名を表記する場合、大文字と小文字は同じものとして検索します。 

◆アクセント記号の入力方法 

ウムラートやアクサン等のアクセント記号は、アクセントの付く文字の 1 つ後に入力してく

ださい。たとえば、「Söfker,Wilhelm」は「So ¨ fker,Wilhelm」、「Masiá, Juan」は「Masia

´, Juan」のように入力します。 

◆共著者について 

共著の場合は、できるかぎり省略せずに、複数の著者名を収録しています。 

◆新字と旧字の検索 

新字と旧字は、同じものとして検索します。たとえば、「三國」のような旧字の著者に対しは、

新字（「三国」）でも検索することができます。 

1 
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覧から選択して検索することも可能です。〔入力候補表示エリアについて ⇒ 

「4.1.4 入力支援機能（「候補」参照機能）」の「B：入力候補表示エリア」参照〕 

 

 

 

 

 

C：発行所 

図書（書籍）を発行した発行所名で検索します。発行所名の一部分しかわからない

場合は、「候補」ボタンをクリックして、入力候補表示エリアに表示する候補一覧か

ら選択して検索することも可能です。〔入力候補表示エリアについて ⇒ 「4.1.4 

入力支援機能（「候補」参照機能）」の「B：入力候補表示エリア」参照〕 

 

D：発行年月日 

図書（書籍）または掲載誌の発行された年月日で検索します。年月日の指定は、「日

付指定」、「範囲指定」、「以降」、「以前」から選択できます。入力欄には、年月日を

すべて入力する必要はありません。「元号」と「年」、「元号」と「年」、「月」を指定

すると、年、年月の範囲を指定したものとして検索します。詳細な年月日の指定は

以下のとおりです。 

●日付指定……指定した日付の文献を検索します。 

●範囲指定……上段に自年月日、下段に至年月日を入力します。自年月日を空欄に

すると、至年月日以前に発行・発表された文献を検索対象にします。至年月日を空

欄にすると、自年月日以降、最新の収録月までに発行・発表された文献までを検索

対象にします。 

●以降……指定した年月日以降に発行・発表された文献を検索します。 

●以前……指定した年月日以前に発行・発表された文献を検索します。 

 

E：種別 

文献の基本種別を「すべて」、「図書のみ」、「論文のみ」から選択します。 

 

 

 

 

 

 

F：外国法 

外国法に関する文献に限定して検索する場合（「外国法のみ」）、または外国に関する

◆種別の詳細 

「図書」とは図書の文献を、「論文」とは雑誌や研究紀要、新聞に掲載された論文等の文献を

示します。また、「論文集」は「図書」として収録するとともに、できる限り論文ごとに切り

分けて収録しています。 

◆論文集の扱い 

論文集は、「図書（書籍）」として収録するとともに、できるかぎり論文ごとに切り分けて収録

しています。 
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文献を除いて検索する場合（「含まない」）に指定します。通常は、「含む」条件（全

文献を含めて検索する）で検索します。 

 

G：形式区分 

文献の内容によって付与した「形式区分」（書評、判例評釈等）によって検索対象を

限定します。プルダウンの一覧から形式を選択してください。複数の形式区分を OR

の条件で検索する場合は、パネル入力の「形式区分」で指定してください。〔パネル

入力について ⇒ 「4.1.3 パネル入力」参照〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H：文献番号 

各文献に付された「文献番号」（10 桁の数列）を入力して検索します。文献をピン

ポイントで検索することができます。 

 

I：判例基本書誌 

判例評釈等の「判例に関する文献」は、その文献で論じられる判例の基本書誌情報

で検索することができます。 

   

「裁判情報」による検索 

 

1.裁判年月日……裁判年月日またはその範囲を指定して、その裁判についての関連

文献がある場合、リストを表示します。裁判年月日の指定は、「日付指定」、「範囲指

定」、「以降」、「以前」から選択できます。入力欄には、年月日をすべて入力する必

要はありません。「元号」と「年」、「元号」と「年」、「月」を指定すると、年、年月

の範囲を指定したものとして検索します。また、ラジオボタンにより選択すること

◆形式区分の種類 

形式区分には、次の 32 種類があります。 

指定なし／01 学会／02 学界回顧／03 国際会議／04 コンメンタール／05 座談会／

06 事典／07 辞典／08 条約／09 書式／10 書評／11 資料／12 審決研究／13 シンポ

ジウム／14 対談／15 著作集／16 通達／17 特集／18 判例研究／19 判例回顧／20 

判例集／21 判例紹介／22 文献目録／23 法令集／24 論文集／25 随筆／26 略歴・著

作目録／27 講演／28 論文紹介／29 文献紹介／30 法令／31 翻訳／32 記念論文集 

1 

2 

3 



 

 

 

第一法規 D1-Law.com 『法律判例文献情報』User Guide                                       29/100 

 

で、西暦による検索も可能です。なお、年月日の指定は次のとおりです。 

●日付指定……指定した日付の判例に関する関連文献を検索します。 

●範囲指定……上段に自年月日、下段に至年月日を入力します。自年月日を空欄に

すると、至年月日以前の判例に関する関連文献を検索対象にします。至年月日を空

欄にすると、自年月日以降、最新の判例に関する関連文献までを検索対象にします。 

●以降……指定した年月日以降の判例に関する関連文献を検索します。 

●以前……指定した年月日以前の判例に関する関連文献を検索します。 

2.裁判所……裁判所を指定して、その裁判所で出された判決の関連文献がある場合、

リストを表示します。裁判所名は、正式名称または略称で検索します。裁判所名称

の一部を入力して「候補」ボタンをクリックすると、該当する裁判所の一覧を入力

候補表示エリアに表示します。〔入力候補表示エリアについて ⇒ 「4.1.4 入力支

援機能（「候補」参照機能）」の「B：入力候補表示エリア」参照〕 

 

 

 

 

 

3.事件番号……事件番号を指定して、その裁判における関連文献を検索します。入

力欄には、年月日をすべて入力する必要はありません。「元号」と「年」、「元号」と

「年」、「月」を指定すると、年、年月の範囲を指定したものとして検索します。 

 

4.1.3 パネル入力 

 「検索」ボタンの右にある「パネル入力」ボタンをクリックすると、より複雑な検索条

件設定が可能なパネル入力の画面を表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆裁判所名の略称指定 

最高裁の全判例を検索する場合は、「最高裁判所」または「最高裁」と入力します。地裁の全

判例を検索する場合、「地方裁判所」または「地裁」と入力します。地裁、簡裁、家裁につい

ても同様です。 

◆パネル検索時の注意事項 

検索条件入力中に「パネル入力」、「パネル解除」の操作を行うと、入力した検索条件はクリア

されますのでご注意ください。 
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「文献」検索設定（パネル検索） 

  

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 
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A：フリーワード 

フリーワード入力欄は、「をすべて含む」（AND）、「のいずれかを含む」（OR）、「の

どれも含まない」（NOT）の 3 つがあり、複雑な掛け合わせができます。それぞれ

の欄に検索語（フリーワード）を入力します。複数の語を入力する場合には、語と

語の間にスペース（半角または全角）を入力してください（例：「在職中 発明 対

価」）。各入力欄に、同時に検索語を入力することも可能です（例：「をすべて含む」

欄に「在職中発明」と入力し、「のどれも含まない」欄に「対価」と入力）。 

 

B：事項 

事項の入力欄も、前述のフリーワード入力欄と同様に、「をすべて含む」（AND）、「の

いずれかを含む」（OR）、「のどれも含まない」（NOT）の 3 つがあり、複雑な掛け

合わせができます。複数の語を入力する場合には、語と語の間にスペース（半角ま

たは全角）を入力してください。 

各入力欄に、同時に検索語を入力することも可能です（例：「をすべて含む」欄に「発

明利益」と入力し、「のどれも含まない」欄に「対価」と入力）。 

事項欄に事項を入力して「候補」ボタンをクリックし、入力候補表示エリアに現れ

る候補一覧から選択して検索することも可能です。〔入力候補表示エリアについて 

⇒ 「4.1.4 入力支援機能（「候補」参照機能）」の「B：入力候補表示エリア」参照〕 

 

C：分類 

分類の入力欄も「をすべて含む」（AND）、「のいずれかを含む」（OR）、「のどれも

含まない」（NOT）の 3 つがあり、複雑な掛け合わせができます。分類の入力欄を

クリックするか、「候補」ボタンをクリックすると、入力候補表示エリアに分類の入

力候補一覧を表示します。一覧から候補を選択すると、「分類」の入力欄に候補が現

れます。〔入力候補表示エリアについて ⇒ 「4.1.4 入力支援機能（「候補」参照

機能）」の「B：入力候補表示エリア」参照〕 

 

D：著者名 

著者名を指定して検索します。パネル検索では、最大で 10 行までの入力が可能です。 

●「＋」ボタン……著者名の入力欄を追加します。 

●「－」ボタン……著者名の入力欄を削除します。このボタンは、複数の項目欄を

表示した場合に現れます。 

●「OR」ボタン……入力した複数の著者名を、「のいずれかを含む」（OR）の条件

を設定します。 

●「AND」ボタン……入力した複数の著者名を、「をすべてを含む」（AND）の条件

で検索します。 
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E：掲載誌 

論文や論文が掲載された誌名（論文集を含みます）で検索します。パネル検索では、

最大で 10 件までの入力が可能で、「のいずれかを含む」（OR）の条件で検索します。 

●「＋」ボタン……掲載誌の入力欄を追加します。 

●「－」ボタン……掲載誌の入力欄を削除します。このボタンは、複数の項目欄が

現れているときに表示します。 

 

F：発行所 

発行所名で検索します。パネル検索では、最大で 10 件までの入力が可能です。 

●「＋」ボタン……発行所の入力欄を追加します。 

●「－」ボタン……発行所の入力欄を削除します。このボタンは、複数の項目欄が

現れているときに表示します。 

●「OR」ボタン……入力した複数の発行所名を、「のいずれかを含む」（OR）の条

件を設定します。 

●「AND」ボタン……入力した複数の発行所名を、「をすべてを含む」（AND）の条

件を設定します。 

 

G：形式区分 

文献の形式区分によって検索対象を絞り込む場合に使用します。チェックボックス

にチェックマークを付けることによって、選択した形式区分のいずれかを含む文献

を対象として絞り込みます。 

 

H：「検索」ボタン等／パネル解除ボタン 

検索条件の設定が完了して、検索を実行する場合には、「検索」ボタンをクリックし

ます。検索の結果は、画面の右に一覧で表示します。〔検索結果一覧の表示について 

⇒ 「5 検索結果一覧」参照〕 

●パネル「解除」ボタン……パネル入力を解除します。 

 

 

 

 

 

  

◆パネルでのみ可能な検索条件の設定 

掲載誌、形式区分、文献番号、事件番号の各項目内における複数条件の掛合せは、通常の検索

画面では設定することができません。これらの項目内で掛合せをする場合は、パネル入力機能

を利用してください。 
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4.1.4 入力支援機能（「候補」参照機能） 

 文献の検索では、検索条件の入力支援機能として、「事項」、「分類」、「著者名」、「掲載誌」、

「発行所」、「裁判所」の項目で「候補」参照機能を利用することができます。 

 「候補」参照機能では、一部の語を入力して「候補」ボタンをクリックすることにより、

入力したキーワードに部分一致するキーワード候補一覧を入力候補表示エリアに表示しま

す。「候補」リストから検索語を選択した場合は、完全一致での検索になります（検索語を

ダブルクォーテーションで囲んで検索欄に入力します）。 

 候補一覧から検索キーワードを選択できますので、検索語が曖昧なときや、適切な検索

語を思いつかないときに便利です。〔入力候補表示エリアについて ⇒ 「4.1.4 入力支援

機能（「候補」参照機能）」の「B：入力候補表示エリア」参照〕 

 

 

 

 

 

 
入力支援機能（「候補」による検索） 

 

A：「候補」ボタン 

検索語の候補を検索するためのボタンです。任意の検索語を入力後、クリックして

ください。 

 

B：入力候補表示エリア 

検索語の候補一覧を表示するエリアです。一覧から該当する候補をクリックすると、

◆「候補」参照機能の例外 

「候補」参照機能では、多くの場合検索語の一部を入力しなければなりませんが、「分類」の

項目だけは検索語を入力しないで候補の一覧を表示します。 

A 

B 
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画面左の入力欄に検索語が現れます。 

入力候補表示エリアの上部にある検索欄には、現在検索している語を表示していま

すが、ここに検索語を追加したり、新しい検索語を入力して、検索をやり直すこと

も可能です。 

 

 
「入力候補」欄による検索 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆「著者名」の「候補」参照機能について 

著者名では、「よみがな」から候補の一覧表示することができます。著者名の正確な表記が不

明で読み方だけが判っている場合に便利です。 

著者名の検索語入力欄に、ひらがなで著者名の「よみがな」を入力してください（姓だけ、名

だけ、その一部だけでも可）。その状態で「候補」ボタンをクリックすると、右の入力候補表

示エリアにその「よみがな」をもつ著者の一覧を表示します。 

たとえば、「みやざわ」と入力すると、「みやざわ」を読みにもつ著者の一覧を表示し、「ひろ

こ」と入力すると、「ひろこ」を読みにもつ著者の一覧を表示します。また、「いおきべまこと」

と入力すると、「いおきべまこと」を読みにもつ著者の一覧を表示します。 



 

 

 

第一法規 D1-Law.com 『法律判例文献情報』User Guide                                       35/100 

 

4.2 判例検索 

 判例検索では、フリーワードや事項のキーワード、分類等の条件を指定して判例情報を

検索することができます。 

 画面左側には、検索条件を入力するための判例編エリアや、検索の履歴を表示する「最

近の検索」があります。 

 画面右側には、検索実行後のヒットした判例情報の一覧を表示します。検索前は「はじ

めにご確認ください」、「お知らせ」、「自動検索結果」の情報を表示します。 

 

 

 

 

 

 

 
「判例」検索初期画面 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

◆「自動検索結果」について 

「自動検索結果」は、ID・パスワードを入れてログインした場合および団体利用の場合にご

利用いただけます。団体利用の場合は、管理者の設定した内容の閲覧が可能となります。 
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「判例」検索 検索結果一覧画面 

A：「判例」ボタン 

判例検索の画面を表示するためのボタンです。 

B：判例編検索エリア 

検索条件を設定するエリアです。 

さらに詳細な条件で検索する場合は、「その他の検索条件」、「パネル入力」をクリッ

クして、検索条件の入力画面を変更します。 

 

 

 

 

C：最近の検索エリア 

最近の検索エリアには、直近に実行した検索の履歴（キーワードやヒットした件数

等）を 5 件まで表示します。 

●「すべて表示」……「すべて表示（検索履歴）」のリンク文字列をクリックすると、

「検索履歴」画面に遷移し、最大 100 件の検索履歴を検索実行日ごとに表示します。 

D：はじめにご確認ください 

『法律判例文献情報』の利用におけるお知らせ事項を表示します。 

E：お知らせ 

『法律判例文献情報』からのお知らせを表示します。 

G 

◆パネル検索時の注意事項 

検索条件入力中に「パネル入力」、「パネル解除」の操作を行うと、入力した検索条件はクリア

されますのでご注意ください。 
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●「すべて表示」……「すべて表示」のリンク文字列をクリックすると、別ウィン

ドウですべてのお知らせを表示します。 

F：自動検索結果 

自動検索の設定が行われている場合、設定された検索条件の結果を一覧表示しま

す。「自動検索結果」は、ID・パスワードを入れてログインした場合および団体利用

の場合にご利用いただけます。団体利用の場合は、管理者の設定した内容の閲覧が

可能となります。 

〔自動検索について ⇒ 「7.3 自動検索」参照〕 

G：結果表示エリア 

結果表示エリアには、検索結果一覧を表示します。検索前には各種お知らせを表示

します。〔検索結果の詳細について ⇒ 「5 検索結果一覧」参照〕 

 

 

4.2.1 判例編検索エリア（初期表示） 

判例編検索エリアは、任意のキーワード等の検索条件を指定するための画面です。フリ

ーワードの指定の他に、事項や分類、最近追加された判例を指定することが可能です。 

どれか 1 つの検索条件を指定すれば検索できます。すべての入力欄に入力する必要はあ

りません。 

 

 

「判例」検索 検索設定画面（初期） 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

E 

◆完全一致と部分一致 

フリーワード検索欄は部分一致で検索します。完全一致で検索する場合は、検索する用語を「" 

"」で囲んでください。 

なお、正確なキーワードを思い当たらない場合は、キーワードの一部を入力後、「候補」ボタ

ンで入力候補を表示し、選択することでキーワードを入力可能です（「候補」から取得した場

合は、「完全一致」で検索欄に入力されます）。 
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A：フリーワード 

フリーワード入力欄に、検索語（フリーワード）を入力します。複数の語を入力す

る場合には、語と語の間にスペース（半角または全角）を入力してください。（例：

「特許権侵害 差止請求」） 

 

 
「判例」検索 検索設定（フリーワード） 

 

1.掛合せ条件式……複数の検索語を指定した場合に適用する条件を指定します。

「AND」は、すべての検索語を含む判例を検索します（初期設定）。「OR」は、指

定したいずれかの検索語を含む判例を検索します。「検索式」は、論理演算式を用い

て、さらに複雑な条件（「NOT」等）を指定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.フリーワード検索設定……クリックすると、フリーワード検索設定の画面が開き

ます。検索方法について、「同意語」使用及び「検索範囲」の指定を行うことができ

ます。 

 

フリーワード検索設定 

 

 

 

 

 

 

a. 同意語………フリーワード検索欄で指定した検索語及びその同意語も含

◆「検索式」の指定 

掛合せ条件式を「検索式」にした場合に指定できる演算子は、次のとおりです。 

「＊」……検索語どうしを AND 条件で掛け合わせます。 

「＋」……検索語どうしを OR 条件で掛け合わせます。 

「－」……検索語どうしを NOT 条件で掛け合わせます。 

「（」、「）」……論理演算子の通常の優先順位を変更するのに用います。 

また、AND、OR、NOT を組み合わせる場合は、四則演算の規則に従い、カッコを用います。

たとえば、「労働」と「賃金」の両方の語を含み、「組合」を含まない判例を探す場合、「 (労

働＊賃金)－組合」のように指定します。 

1 

2 

a 

b 

◆フリーワード検索設定 

「フリーワード検索設定」は、変更を行った後、ログアウトするまでの間、設定が有効となり

ます。設定の変更を行わない場合は、同意語自動展開を行い、かつ、検索範囲は「標題・事項

の範囲」で検索を行います。 
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めた検索を行います。 

 

 

 

 

b. 検索範囲……フリーワード検索時の検索範囲を指定します。「標題・事項」

以外も対象として検索を行う場合は、「標題・事項の範囲で検索する」に

変更します。 

 

 

 

 

 

B：事項 

『法律判例文献情報』では、各判例の内容に即して独自の「事項（キーワード）」を

付与しています。入力や指定の方法はフリーワードと同じです。事項欄にキーワー

ドの一部を入力して「候補」ボタンをクリックすると、入力候補表示エリアに該当

する候補の一覧を表示します。〔入力候補表示エリアについて ⇒ 「4.2.4 入力支

援機能（「候補」参照機能）」の「B：入力候補表示エリア」参照〕 

 

 

 

 

C：分類 

判例情報は、5 つの大分類、さらに 31 の小分類に分類、整理して収録しています。

「分類」の入力欄をクリックするか、「候補」ボタンをクリックすると、入力候補表

示エリアに分類の入力候補一覧を表示します。一覧から候補を選択すると、「分類」

の入力欄に候補が入力され、指定した分類に絞っての検索等が可能になります。〔入

力候補表示エリアについて ⇒ 「4.2.4 入力支援機能（「候補」参照機能）」の「B：

入力候補表示エリア」参照〕 

 

D：最近追加された判例 

判例の収録時期を「指定なし」、「最近 1 ヶ月に収録された判例」、「最近 3 ヶ月に収

録された判例」、「最近半年に収録された判例」、「最近 1 年に収録された判例」から

選択します。初期設定は「指定なし」になっています。 

 

E：「検索」ボタン／パネル入力ボタン 

◆事項の構造 

事項は、スラッシュ（／）で区切った親子構造を持っています。左側が「親概念」で、右側が

「子概念」です（例：営業譲渡／営業に関する債権）。 

◆同意語の例 

同意語の例としては、つぎのようなものがあります。 

・あっせん／あっ旋／斡旋 

・建物の区分所有等に関する法律／区分所有法／マンション法 

◆検索範囲 

「フリーワード検索」では、「標題」及び「事項」部分との一致検索を行います。 

「標題・事項の範囲以外を含む」に設定した場合は、著者名、雑誌名、発行所等の他の情報を

含めて検索します。 
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検索条件の設定が完了して、検索を実行する場合には、「検索」ボタンをクリックし

ます。検索の結果は、画面の右に一覧で表示します。〔検索結果一覧の表示について 

⇒ 「5 検索結果一覧」参照〕 

●「その他の検索条件」……著者名や掲載誌、発行所など、その他の検索条件を指

定する場合に、「その他の検索条件」のリンク文字列をクリックします。〔検索条件

の指定の詳細について ⇒ 「4.2.4 入力支援機能（「候補」参照機能）」参照〕 

●パネル入力……複雑な検索条件を一覧しながら入力できる検索画面です。〔パネル

入力の詳細について ⇒ 「4.2.3 パネル入力」参照〕 

 

4.2.2 判例編検索エリア（その他の検索条件） 

 さらに詳細な条件を設定して検索する場合は、「その他の検索条件」を利用します。 

 「その他の検索条件」のリンク文字列をクリックすると、参照法令や裁判年月日、裁判

所等の条件を設定するための画面を表示します。 

 

「判例」検索 検索設定画面（その他の検索条件） 

 

A：参照法令 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 
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各判例の参照法令および条数で検索します。法令名または法令名の略称を入力して

ください。法令名の一部しか思い当たらない場合は、キーワードの一部を入力して

「候補」ボタンをクリックし、表示される該当候補から選択してください。必要に

応じて、編名、条数等を入力します。 

●「候補」ボタン……入力した参照法令名に部分一致する法令名を、入力候補表示

エリアに表示します。〔入力候補表示エリアについて ⇒ 「4.2.4 入力支援機能

（「候補」参照機能）」の「B：入力候補表示エリア」参照〕 

 

B：裁判年月日 

裁判年月日またはその範囲を指定して検索します。裁判年月日の指定は、「日付指定」、

「範囲指定」、「以降」、「以前」から選択できます。入力欄には、年月日すべてを入

力する必要はありません。「元号」と「年」、「元号」と「年月」の指定にて、年や年

月の範囲を指定したものとして検索します。また、ラジオボタンにより選択するこ

とで、西暦による検索も可能です。なお、年月日の指定は以下のとおりです。 

●日付指定……指定した裁判年月日の判例を検索します。 

●範囲指定……上段に自年月日、下段に至年月日を入力します。自年月日を空欄に

すると、至年月日以前の判例を検索対象にします。至年月日を空欄にすると、自年

月日以降、最新の裁判年月日の判例を検索対象にします。 

●以降……指定した裁判年月日以降の裁判を検索します。 

●以前……指定した裁判年月日以前の裁判を検索します。 

 

C：裁判所 

裁判所の正式名称または略称で検索します。名称の一部を入力して「候補」ボタン

をクリックすると、該当する裁判所の一覧を表示します。一覧から裁判所を選択す

ると、その裁判所名を入力欄に反映します。 

 

 

 

 

 

D：裁判形式 

裁判の形式で検索します。プルダウンの一覧から形式を選択してください。複数の

形式を OR の条件で検索する場合は、パネル入力の「裁判形式」で指定します。 

 

 

 

E：事件番号 

◆裁判所名の略称指定 

最高裁の全判例を検索する場合は、「最高裁判所」または「最高裁」と入力します。地裁の全

判例を検索する場合、「地方裁判所」または「地裁」と入力します。 

◆裁判形式の種類 

裁判形式には、次の 9 種類があります。 

すべて／判決／決定／審判／中間判決／和解／見解／執行処分／調停／命令 
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事件番号で検索します。元号＋年、元号＋年＋事件記録符号でも検索できます。 

 

F：出典 

判例の出典名で検索します。出典の一部または略称を入力して「候補」ボタンをク

リックすると、入力候補表示エリアに該当する候補の一覧を表示します。一覧から

出典を選択すると、その出典名を入力欄に反映します。〔入力候補表示エリアについ

て ⇒ 「4.2.4 入力支援機能（「候補」参照機能）」の「B：入力候補表示エリア」

参照〕 

 

G：判例番号 

各判例に付与した判例番号で検索します。判例番号は、10 桁の半角数字で指定して

ください。 
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4.2.3 パネル入力 

 「検索」ボタンの右にある「パネル入力」ボタンをクリックすると、より複雑な検索条

件設定が可能なパネル入力の画面を表示します。パネル入力の画面では、各検索項目の入

力欄を縦に展開できるため、より多くの検索条件ができます。 

「判例」検索 検索設定（パネル検索） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

◆パネル検索時の注意事項 

検索条件入力中に「パネル入力」、「パネル解除」の操作を行うと、入力した検索条件はクリア

されますのでご注意ください。 



 

 

 

第一法規 D1-Law.com 『法律判例文献情報』User Guide                                       44/100 

 

A：フリーワード 

フリーワード入力欄は、「をすべて含む」（AND）、「のいずれかを含む」（OR）、「の

どれも含まない」（NOT）の 3 つがあり、複雑な掛け合わせができます。それぞれ

の欄に検索語（フリーワード）を入力します。複数の語を入力する場合には、語と

語の間にスペース（半角または全角）を入力してください（例：「在職中 発明 対

価」）。各入力欄に、同時に検索語を入力することも可能です。たとえば、「をすべて

含む」欄に「在職中発明」と入力し、「のどれも含まない」欄に「対価」と入力して

検索するといったことが可能です。 

 

B：事項 

事項の入力欄も、前述のフリーワード入力欄と同様に、「をすべて含む」（AND）、「の

いずれかを含む」（OR）、「のどれも含まない」（NOT）の 3 つがあり、複雑な掛け

合わせができます。複数の語を入力する場合には、語と語の間にスペース（半角ま

たは全角）を入力してください。各入力欄に、同時に検索語を入力することも可能

です（例：「をすべて含む」欄に「発明利益」と入力し、「のどれも含まない」欄に

「対価」と入力）。 

事項欄に事項を入力して「候補」ボタンをクリックし、入力候補表示エリアに現れ

る候補一覧から選択して検索することも可能です。〔入力候補表示エリアについて 

⇒ 「4.2.4 入力支援機能（「候補」参照機能）」の「B：入力候補表示エリア」参照〕 

 

C：分類 

分類の入力欄も「をすべて含む」（AND）、「のいずれかを含む」（OR）、「のどれも

含まない」（NOT）の 3 つがあり、複雑な掛け合わせができます。分類の入力欄を

クリックするか、「候補」ボタンをクリックすると、入力候補表示エリアに分類の入

力候補一覧を表示します。一覧から候補を選択すると、検索条件として入力します。

入力欄は複数の分類を連続して選択することが可能なほか、同時に任意の検索語を

入力することも可能です。入力された分類の後ろに半角または全角のスペースを入

力した後、別の候補をクリックして入力します。〔入力候補表示エリアについて ⇒ 

「4.2.4 入力支援機能（「候補」参照機能）」の「B：入力候補表示エリア」参照〕 

 

D：参照法令 

それぞれの項目名の内容で検索します。パネル検索では、最大で 10 行までの入力が

可能です。 

●「＋」ボタン……参照法令の入力欄を追加します。 

●「－」ボタン……参照法令の入力欄を削除します。このボタンは、複数の項目欄

が現れているときに表示します。 

●「OR」ボタン……入力した複数の参照法令名を、「のいずれかを含む」（OR）の
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条件で検索します。 

●「AND」ボタン……入力した複数の参照法令名を、「をすべてを含む」（AND）の

条件で検索します。 

 

E：裁判所 

それぞれの項目名の内容で検索します。パネル検索では、最大で 10 件までの入力が

可能です。 

●「＋」ボタン……裁判所の入力欄を追加します。 

●「－」ボタン……裁判所の入力欄を削除します。このボタンは、複数の項目欄が

現れているときに表示します。 

 

F：裁判形式 

裁判の形式によって検索対象を限定します。選択した形式のいずれかを含む文献が

対象となります。複数の裁判形式を指定して検索する際は、「OR」の条件で検索し

ます。 

 

G：事件番号 

事件番号で検索します。パネル検索では、最大で 10 行までの入力が可能です。 

●「＋」ボタン……事件番号の入力欄を追加します。 

●「－」ボタン……事件番号の入力欄を削除します。このボタンは、複数の項目欄

が現れているときに表示し、複数の事件番号を指定して検索する際は、「OR」の条

件で検索します。 

 

H：出典 

出典で検索します。パネル検索では、最大で 10 件までの入力が可能です。 

●「＋」ボタン……出典の入力欄を追加します。 

●「－」ボタン……出典の入力欄を削除します。このボタンは、複数の項目欄が現

れているときに表示します。 

●「OR」ボタン……入力した複数の出典名を、「のいずれかを含む」（OR）の条件

で検索します。 

●「AND」ボタン……入力した複数の出典名を、「をすべてを含む」（AND）の条件

で検索します。 

 

I：判例番号 

判例番号で検索します。パネル検索では、最大で 10 行までの入力が可能です。 

●「＋」ボタン……参照法令の項目欄を追加します。 

●「－」ボタン……参照法令の項目欄を削除します。このボタンは、複数の項目欄
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が現れているときに表示し、複数の判例番号を指定して検索する際は、「OR」の条

件で検索します。 

 

 

 

 

H：「検索」ボタン等／パネル解除ボタン 

検索条件の設定が完了して、検索を実行する場合には、「検索」ボタンをクリックし

ます。検索の結果は、画面の右に一覧で表示します。〔検索結果一覧の表示について 

⇒ 「5 検索結果一覧」参照〕 

●パネル「解除」ボタン……パネル入力を解除します。 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 入力支援機能（「候補」参照機能） 

 判例の検索では、検索条件の入力支援機能として、「事項」、「分類」、「参照法令」、「裁判

所」、「出典」の項目で「候補」参照機能を利用することができます。 

 「候補」参照機能では、一部の検索語を入力して「候補」ボタンをクリックすることに

より、入力した検索語に部分一致する検索語候補の一覧を入力候補表示エリアに表示しま

す。「候補」リストから検索語を選択した場合は、完全一致での検索になります（検索語を

ダブルクォーテーションで囲んで検索欄に入力します）。候補一覧から検索する語を選択で

きるので、検索語が曖昧なときや、適切な検索語を思いつかないときに便利です。 

 

 

 

 

  

◆「候補」参照機能の例外 

「候補」参照機能では、多くの場合検索語の一部を入力しなければなりませんが、「分類」の

項目だけは検索語を入力しないで候補の一覧を表示します。 

◆パネルでのみ可能な検索条件の設定 

参照法令、裁判形式、事件番号、判例番号の各項目内における複数条件の掛合せは、通常の検

索画面では設定することができません。これらの項目内で掛合せをする場合は、パネル入力機

能を利用してください。 

◆複数の判例番号を指定した場合の検索 

判例番号は、1判例につき1つの番号を有しますので、複数の判例番号を指定した場合は、「OR」

の条件で検索します。 
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入力支援機能（「候補」による検索） 

 

A：「候補」ボタン 

検索語の候補を検索し、表示するためのボタンです。 

 

B：入力候補表示エリア 

検索語の候補一覧を表示するエリアです。一覧から該当する候補をクリックすると、

画面左の入力欄に検索語を完全一致検索の形式で入力します。入力候補表示エリア

の上部にある検索欄には、現在検索している語を表示していますが、ここに検索語

を追加したり、新しい検索語を入力して、検索をやり直すことも可能です。 

 

「入力候補」欄による検索 

  

A 

B 
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4.3 発行所情報検索 

 発行所情報検索では、『法律判例文献情報』に収録されている図書（書籍）、雑誌、研究

紀要、新聞の発行所に関する情報を検索することができます。 

 画面左側には、検索条件を入力するための「発行所情報」エリアや、検索の履歴を表示

する「最近の検索」があります。 

 画面右側には、ヒットした発行所情報の一覧を表示します。検索前は「はじめにご確認

ください」、「お知らせ」、「自動検索結果」の情報を表示します。 

 

 
「発行所情報」検索初期画面 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 
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「発行所情報」」検索 検索結果一覧画面 

 

A：「発行所情報」ボタン 

発行所情報（掲載誌、発行所の情報）の検索画面を表示するためのボタンです。 

 

B：発行所情報検索エリア 

検索条件を設定するエリアです。 

C：最近の検索エリア 

最近の検索エリアには、直近に実行した検索の履歴（キーワードやヒットした件数

等）を 5 件まで表示します。 

●「すべて表示」……「すべて表示（検索履歴）」のリンク文字列をクリックすると、

「検索履歴」画面に遷移し、最大 100 件の検索履歴を検索実行日ごとに表示します。 
 

D：はじめにご確認ください 

『法律判例文献情報』の利用にあたって、知っておくと便利な機能等を説明します。 

 

E：お知らせ 

『法律判例文献情報』からのお知らせを表示します。 

●「すべて表示」……「すべて表示」のリンク文字列をクリックすると、別ウィン

ドウですべてのお知らせを表示します。 

 

F：自動検索結果 

自動検索の設定が行われている場合、結果を一覧表示します。「自動検索結果」は、

ID・パスワードを入れてログインした場合および団体利用の場合にご利用いただけ

ます。団体利用の場合は、管理者の設定した内容の閲覧が可能となります。 

〔自動検索について ⇒ 「7.3 自動検索」参照〕 

G 
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●「すべて表示」……「すべて表示」のリンク文字列をクリックすると、「新着情報」

タブの「自動検索」画面に遷移します。 

 

G：結果表示エリア 

結果表示エリアには、検索を実行した結果を表示します。検索前には各種お知らせ

を表示しています。〔検索結果の詳細について ⇒ 「5 検索結果一覧」参照〕 

 

4.3.1 発行所情報エリア 

 発行所情報エリアは、掲載誌や発行所等の検索条件を指定して検索するための画面です。 

 検索対象（掲載誌の検索、または発行所の検索）をラジオボタンで選択して、検索語入

力欄に検索語を入力します。掲載誌名等が一部しかわからない場合は、検索語の一部を入

力のして「候補」ボタンをクリックし、入力候補表示エリアに表示する候補一覧から選択

してください。〔入力候補表示エリアについて ⇒ 「4.3.2 入力支援機能（「候補」参照機

能）」の「B：入力候補表示エリア」参照〕 

 

     「発行所情報」検索 検索設定画面 

 

 

 

 

 

 

A：掲載誌／発行所 

掲載誌／発行所の入力欄に、検索語（雑誌名、図書名、発行所）を入力します。複

数の検索語を入力する場合には、語と語の間にスペース（半角または全角）を入力

してください。（例：「判例 別冊」） 

掲載誌／発行所の入力欄に掲載誌または発行所名の一部を入力して「候補」ボタン

をクリックすると、入力候補表示エリアに該当する候補の一覧を表示します。〔入力

候補表示エリアについて ⇒ 「4.3.2 入力支援機能（「候補」参照機能）」の「B：

入力候補表示エリア」参照〕 

 

 

 

A 

B 

◆完全一致と前方一致 

掲載誌／発行所の検索欄は前方一致で検索します。完全一致での検索を行いたい場合は、検索

したい用語を「" "」で囲んで入力ください。 

1 
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1.掛合せ条件式……複数の検索語を指定した場合に適用する条件を指定します。

「AND」は、すべての検索語を含む発行所情報を検索します（初期設定）。「OR」

は、指定したいずれかの検索語を含む判例を検索します。「検索式」は、論理演算式

を用いて、より複雑な条件を指定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E：「検索」ボタン 

検索条件の設定が完了して、検索を実行する場合には、「検索」ボタンをクリックし

ます。検索の結果は、画面の右に一覧で表示します。〔検索結果一覧の表示について 

⇒ 「5 検索結果一覧」参照〕 

  

◆「検索式」の指定 

掛合せ条件式を「検索式」にした場合に指定できる演算子は、次のとおりです。 

「＊」……検索語どうしを AND 条件で掛け合わせます。 

「＋」……検索語どうしを OR 条件で掛け合わせます。 

「－」……検索語どうしを NOT 条件で掛け合わせます。 

「（」、「）」……論理演算子の通常の優先順位を変更するのに用います。 

また、AND、OR、NOT を組み合わせる場合は、四則演算の規則に従い、カッコを用います。

たとえば、「労働」と「賃金」の両方の語を含み、「組合」を含まない判例を探す場合、「 (労

働＊賃金)－組合」のように指定します。 
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4.3.2 入力支援機能（「候補」参照機能） 

 発行所情報の検索では、検索条件の入力支援機能として、「掲載誌」および「発行所」の

項目で「候補」参照機能を利用することができます。 

 「候補」参照機能では、一部の語を入力して「候補」ボタンをクリックすることにより、

入力候補表示に入力した検索語に部分一致する候補の一覧を表示します。候補一覧から検

索するキーワードを選択します。検索語が曖昧なときや、適切な検索語を思いつかないと

きに便利な機能です。 

 

 
入力支援機能（「候補」による検索） 

 

A：「候補」ボタン 

検索語の候補を検索するためのボタンです。 

 

B：入力候補表示エリア 

検索語の候補一覧を表示するエリアです。一覧から該当する候補をクリックすると、

画面左の入力欄に検索語を入力します。 

入力候補表示エリアの上部にある検索欄には、現在検索している語を表示していま

すが、ここに検索語を追加したり、新しい検索語を入力して、検索をやり直すこと

も可能です。 

 

「入力候補」欄による検索 

A 

B 
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5 検索結果一覧 

5.1 文献・判例の一覧 

 文献検索、判例検索、発行所情報の検索結果は、画面の右ペインに一覧として表示しま

す。〔文献・判例の検索結果一覧について ⇒ 「C: 文献・判例一覧」参照〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検索検索結果一覧画面 

  

A 

B 

C 

◆検索結果一覧の表示件数等の変更 

検索結果一覧や標題一覧の表示件数は、マイページの「利用設定」画面で変更することができ

ます。検索結果一覧は、『法律判例文献情報』の「検索結果一覧表示設定」にある「一覧表示

件数」で「10 件」、「20 件」、「30 件」、「40 件」、「50 件」から選択します。標題一覧は、同じ

く「一覧表示件数」で「全て」、「50 字」、「100 字」、「200 字」から選択してください。 

◆ヒット箇所のハイライト表示 

フリーワードで検索した場合に、ヒットした文字列をハイライト表示します。 
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A：検索結果の絞り込みエリア 

検索結果を絞り込むための条件を設定したり、絞り込みを実行・解除します。 

 

■文献編の一覧 

「最近追加された文献」、「関連情報」の 2 条件による絞り込み表示を設定すること

ができます。 

●最近追加された文献……年月日の範囲で絞り込みます。「すべて」、「1 ヶ月」、「3

ヶ月」、「半年」、「1 年」から選択します。 

●関連情報……関連情報の有無を「本文情報あり」、「判例情報あり」から選択しま

す。 

●「絞込み/解除」ボタン……設定した条件で絞り込みを行うときは「絞込み」ボタ

ンをクリックします。絞り込みを解除するときは「解除」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

■判例編の一覧 

判例検索の結果一覧では、「最近追加された判例」、「裁判所」、「関連情報」の 3 条件

による絞り込み表示を設定することができます。 

●最近追加された文献・判例……年月日の範囲で絞り込みます。「すべて」、「1 ヶ月」、

「3 ヶ月」、「半年」、「1 年」から選択します。 

●裁判所……裁判所を最高裁もしくは大審院に限定する場合は、「最高裁・大審院に

しぼる」にチェックマークを付けます。 

●関連情報……関連情報がある判例をに限定する場合は、「関連文献あり」にチェッ

クマークを付けます。 

●「絞込み/解除」ボタン……設定した条件で絞り込みを行うときは「絞込み」ボタ

ンをクリックします。絞り込みを解除するときは「解除」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

  

◆「本文情報あり」とは 

「本文情報あり」とは、「CiNii Articles」、「有斐閣 Vpass」、「自治研究データベース」に本文

が登載されており、その参照が可能な文献を示します。「CiNii Articles」収録の本文参照は、

本製品の利用者は参照が可能です。「有斐閣 Vpass」、「自治研究データベース」収録の本文を

参照するには、別途契約が必要となります。 

◆「関連文献あり」とは 

「関連文献あり」とは、参照中の判例について、文献に判例評釈等の文献情報があることを示

しています。関連する文献の情報を参照することで、判例についての理解を深めることが可能

です。 
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B：ツールバー 

検索結果一覧から任意に抽出した情報に限定して表示、印刷、ダウンロードする等

の操作を行う場合に使用します。 

 

ツールバー（抽出・出力） 

 

 

1. 該当判例……検索でヒットした文献・判例の件数を表示します。 

2. 選択件数……検索結果の一覧からチェックボックスで選択中の文献・判例の数を

表示します。表示ページが複数に渡る場合でも、チェックマークは連続して付ける

ことができますが、最大で 50 件までとなります。〔選択の方法について ⇒ 「C:

文献・判例一覧」参照〕 

3. 印刷……チェックボックスにて選択した文献・判例を印刷します。〔印刷の方法

について ⇒ 「5.1.1 文献・判例一覧の印刷」参照〕 

4. ダウンロード……チェックボックスにて選択した文献・判例をダウンロードしま

す。〔ダウンロードの方法について ⇒ 「5.1.2 文献・判例一覧のダウンロード」

参照〕 

5. 抽出した一覧……チェックボックスにて選択した文献・判例だけを一覧表示しま

す。抽出した状態で一覧を表示している場合は、アイコンがグレーに変化します。

再度クリックすると、選択状態を解除し、抽出前の状態を表示します。 

6. 全選択……チェックマークを付けると、現在画面に表示している文献・判例をす

べて選択状態にします。チェックマークを外すと、選択を解除します。 

 

 ツールバー（一覧表示の変更） 

 

 

7. 一覧のソート……一覧を「発行年月日、掲載誌名順、著者名順」（文献）、「裁判

年月日、裁判所序列順、裁判形式順」（判例）の昇順・降順でソートします。 

8. 簡易／詳細表示……一覧の簡易表示と詳細表示を切り替えます。 

 

 

1 

2 3 4 5 6 

10 

7 8 9 
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9. 上へ戻る……検索結果一覧の上部に戻ります。 

10. 前へ／次へ……検索結果一覧は、初期設定では 20 件までの情報を表示します。

21 件目以降を表示する場合は、数字のアイコンをクリックするか、黒い三角のアイ

コンをクリックしてページ表示を切り替えてください。 

 

C：文献・判例一覧 

■文献編の一覧 

文献編の検索結果一覧には、文献番号、形式区分、著者名、掲載誌、所在巻・号・

ページ、発行年月（日）、発行所、ISBN、ISSN 等の情報を表示します。 

 

 

「文献」検索 検索結果一覧 

 

1. 選択のチェックボックス……文献を選択する場合にチェックマークを付けます。

チェックマークを付けると、その数をツールバーの選択件数欄に表示します。 

2. 標題のリンク文字列……別ウィンドウに文献の詳細情報（個別詳細画面）を表示

します。〔詳細情報について ⇒ 「6 文献・判例の詳細表示」参照〕 

3.著者名のリンク文字列……別ウィンドウに同じ著者による著作一覧を関連情報表

示エリアに表示します。 

4.発行所のリンク文字列……掲載誌の発行所等の情報をポップアップ表示します。 

 

 

 

 

1 2 

◆検索結果一覧で表示する要旨文字数の変更 

検索結果一覧で表示する文献の標題文字数は、マイページの「利用設定」画面で変更すること

ができます。『法律判例文献情報』の「検索結果一覧表示設定」にある「標題一覧文字数」で

「全て」、「50 字」、「100 字」、「200 字」から選択してください。一覧性を優先する場合は短

い文字数で、一覧上で文献の概要を検討する場合は、長い文字数を設定すると効果的です。 

◆簡易／詳細表示の違い 

検索結果の一覧では、初期設定では「簡易」表示となっています。簡易表示と詳細表示の差は

以下のとおりです。 

●文献 

簡易表示は、文献標題、著者名等の基礎情報のみを表示します 

詳細表示は、簡易表示に加えて、事項索引、分類、内容細目等、当該文献が保有する情報

を表示します。 

●判例 

簡易表示は、裁判年月日、事件番号等の情報、判決の概要（200 文字まで）を表示します。 

詳細表示は、簡易表示に加えて、出典、分類、法条、事項索引の情報を表示します。また、

判決の概要は、すべての情報を表示します。 

3 4 
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「関連情報」ボタン（文献） 

 

5.本文情報……「CiNii Articles」、「IRDB」、「有斐閣 Vpass」、「自治研究データベ

ース」等に本文が登載されており、参照が可能な文献がある場合に、その文献を別

ウィンドウに表示します。〔本文情報について ⇒ 「6.2.3 本文情報の参照（文献）」

参照〕 

6.関連判例……別ウィンドウに同じ著者の他の文献の一覧を表示します。〔関連判例

について ⇒ 「6.2.6 関連判例の参照（文献）」参照〕 

7.所収文献……別ウィンドウに所収元図書の情報と、所収元図書に収録されている

その他の掲載論文を一括して表示します。〔所収文献について ⇒ 「6.2.5 所収文

献の参照（文献）」参照〕 

8. 判例体系……別ウィンドウに『判例体系』収録の判例情報を表示します。〔関連

する判例体系について ⇒ 「6.2.8 関連する判例体系の参照（文献）」参照〕 

9. ふせん……クリックするとふせんが付き、アイコンの色が薄い黄色に変わります。

ふせんが付いた状態のアイコンをクリックすると、ふせんにメモを記入することが

できます。「ふせん」は、ID・パスワードを入れてログインした場合のみ有効な機

能です。団体利用の場合は、管理者の設定した内容の参照のみが可能となります。 

 

 

 

「ふせん」の操作 

 

a.メモ入力欄……メモを入力します。 

b.「保存」ボタン……ふせんを保存します。 

c.「削除」アイコン……ふせんを削除します。 

d.「閉じる」アイコン……ふせんを閉じます。 

5 

9 

6 

8 

b c d 

a 

7 
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■判例編の一覧 

判例編の検索結果一覧には、裁判年月日、裁判所、判決種別、事件番号、判例概要

等の情報を表示します。 

 

「判例」検索 検索結果一覧 

 

1. 選択のチェックボックス……判例を選択する場合にチェックマークを付けます。

チェックマークを付けると、その数をツールバーの選択件数欄に表示します。 

2.裁判年月日、裁判所、判決区分、事件番号のリンク文字列……別ウィンドウに当

該文献の詳細判例情報（個別障害画面）を表示します。〔詳細情報について ⇒ 「6 

文献・判例の詳細表示」参照〕 

3. 法令名および条項号名のリンク文字列……別ウィンドウに法令の条文を表示し

ます。標題中の法令条文表示に条項号名がある場合は、その条項号を頭出しして表

示します。法令情報は、『第一法規法令データベース』から表示します。『現行法規』

等の法令コンテンツをご契約の場合、その法令コンテンツでの条文参照となります。 

4.判例概要……判例の概要を表示します。 

 

 

 

 

◆一覧での判例の選択 

文献／判例一覧から選択する場合、一覧のページを跨いでチェックマークを付けることができ

ます。表示中のページのすべての判例を選択する場合は、ツールバーの「全選択」のチェック

ボックスにチェックマークを付けてください。全チェックマークを解除する場合は、ここのチ

ェックマークを外してください。 

1 

4 

2 

3 

3 
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「関連情報」ボタン（判例） 

 

5.関連文献……当該判例についての判例評釈等がされている文献の一覧を別ウィン

ドウに表示します。 

6.イメージ……判例に関係する図や写真等がある場合に表示され、クリックするこ

とで別ウィンドウにイメージを表示します。 

7. ふせん……クリックするとふせんが付き、アイコンの色が薄い黄色に変わります。

ふせんが付いた状態のアイコンをクリックすると、ふせんにメモを記入することが

できます。ふせんにメモを保存している場合は、マウスポインタでポイントすると

メモの内容をポップアップ表示します。「ふせん」は、ID・パスワードを入れてロ

グインした場合のみ有効な機能です。 

 

 
「ふせん」の操作 

 

a.メモ入力欄……メモを入力します。 

b.「保存」ボタン……ふせんを保存します。 

c.「削除」アイコン……ふせんを削除します。 

d.「閉じる」アイコン……ふせんを閉じます。 

 

  

5 

7 

6 

b c d 

a 
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5.1.1 文献・判例一覧の印刷 

 文献・判例一覧を印刷する場合は、ツールバーの「印刷」アイコンをクリックし、一覧

印刷画面を開きます。印刷する情報や対象は、印刷設定画面で細かく指定することが可能

です。〔ツールバーについて ⇒ 「B：ツールバー」参照〕 

 

 

印刷設定（文献） 

 

A：印刷ツールバー 

出力の画面を表示するための「印刷設定確定」ボタンや、文献・判例一覧印刷画面

を閉じるための「×」アイコンなどが並んだツールバーです。 

●「印刷設定確定」ボタン……印刷を実行するボタンです。印刷する項目を選択し

てクリックすると、印刷プレビューを表示し、「印刷実行」ボタンをクリックすると、

Windows の印刷ダイアログボックスが開きます。必要に応じて、プリンタの選択、

印刷設定を行ってください。すべての準備が整ったら「印刷」ボタンをクリックし

て印刷します。 

●「×」アイコン……一覧印刷の画面を閉じます。 

 

B：出力項目指定エリア 

印刷する項目を指定します。文献編と判例編での選択可能な項目は、以下のとおり

です。 

 

■文献編の出力項目 

選択可能な項目は、「文献情報」と「検索条件出力」に分かれています。 

B 

C 

A 
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印刷設定（文献項目選択） 

 

●文献情報……出力する内容を「簡易」、「詳細」から選択します。「簡易」を選択す

ると、「文献番号」、「標題」、「著者名」、を出力します。「詳細」を選択すると、画面

上の項目から出力項目を選択することができます。 

●検索条件出力……検索条件を出力するかしないかを選択します。 

 

■判例編の出力項目 

選択可能な項目は、「判例情報」と「検索条件出力」に分かれています。 

 

 

印刷設定（判例項目選択） 

 

●判例情報……出力する内容を「簡易」、「詳細」から選択します。「簡易」を選択す

ると、「判例番号」、「標題」、「裁判年月日等」を出力します。「詳細」を選択すると、

画面上の項目から出力する項目を選択することができます。 

●検索条件出力……検索条件を出力するかしないかを選択します。 

 

C：印刷対象指定エリア 

印刷の対象となる文献・判例を選択します。「すべて」を選択すると検索結果一覧の

判例がすべて対象となります。「選択したもの」を選択すると検索結果一覧で選択し

た判例が対象となります。「選択範囲」を選択して番号の範囲（検索結果一覧の文献・

判例に付いている番号）を入力すると、その範囲の判例が対象となります。一度に

印刷できるのは 50 件までです。 
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 出力項目と印刷対象を指定して「印刷設定確定」ボタンをクリックすると、別ウィンド

ウで印刷プレビュー画面を表示します。 

 

 

印刷プレビュー画面（文献） 

 

 印刷プレビュー画面を確認後、「印刷実行」ボタンをクリックすると、Windows の印刷ダ

イアログボックスが開きます。必要に応じて、プリンタの選択、印刷設定を行い、印刷し

ます。 

 

5.1.2 文献・判例一覧のダウンロード 

 文献・判例一覧をダウンロードする場合は、ツールバーの「ダウンロード」アイコンを

クリックします。ダウンロードする情報や対象は、一覧ダウンロード画面で細かく指定す

ることが可能です。〔ツールバーについて ⇒ 「B：ツールバー」参照〕 
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ダウンロード設定（文献） 

 

A：ダウンロードツールバー 

ダウンロードを実行するための「ダウンロード実行」ボタンや、一覧ダウンロード

画面を閉じるための「×」アイコン等が並んだツールバーです。 

 

B：ファイル形式選択エリア 

ダウンロードするファイル形式を選択します。 

 

 

 

 

 

■文献編のファイル形式 

文献では、ファイル形式を「リッチテキスト形式（.rtf）」、「テキスト形式（.txt）」、

「PDF 形式（.pdf）」、「RIS 形式（.ris）」から選択できます。初期設定は、「リッチ

テキスト形式（.rtf）」になっています。 

 

  

A 

B 

C 

D 

◆一覧ダウンロードの出力項目 

初期設定で出力する項目は、マイページの「利用設定」画面で変更することができます。『法

律判例文献情報』の「ダウンロード共通設定」にある「ファイル形式（初期状態）」で項目を

選択してください。 
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■判例編のファイル形式 

判例では、ファイル形式を「リッチテキスト形式（.rtf）」、「テキスト形式（.txt）」、

「PDF 形式（.pdf）」から選択できます。初期設定は、「リッチテキスト形式（.rtf）」

になっています。 

 

C：出力項目エリア 

ダウンロードする項目を指定します。文献編と判例編では、選択可能な項目が異なります。 

 

■文献編の出力項目 

選択可能な項目は、「文献情報」と「検索条件出力」に分かれています。 

 

 

ダウンロード設定（文献項目選択） 

 

●文献情報……出力する内容を「簡易」、「詳細」から選択します。「簡易」を選択す

ると、「文献番号」、「標題」、「著者名」を出力します。「詳細」を選択すると、画面

上の項目から出力項目を選択することができます。 

●検索条件出力……検索条件を出力するかしないかを選択します。 

 

■判例編の出力項目 

選択可能な項目は、「判例情報」と「検索条件出力」に分かれています。 

 

 

ダウンロード設定（判例項目選択） 

 

●判例情報……出力する内容を「簡易」、「詳細」から選択します。「簡易」を選択す

ると、「判例番号」、「標題」、「裁判年月日等」を出力します。「詳細」を選択すると、

画面上の項目から出力する項目を選択することができます。 
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●検索条件出力……検索条件を出力するかしないかを選択します。 

 

D：ダウンロード対象指定エリア 

ダウンロードの対象となる文献・判例を選択します。「すべて」を選択すると検索結

果一覧の文献・判例がすべて対象となります。「選択したもの」を選択すると検索結

果一覧で選択した判例が対象となります。「選択範囲」を選択して番号の範囲（検索

結果一覧の各判例に付いている番号）を入力すると、その範囲の判例が対象となり

ます。一度にダウンロードできるのは 50 件までです。 

 

 ファイル形式、出力項目、ダウンロード対象を指定して「ダウンロード実行」ボタンを

クリックすると、設定したファイルのダウンロードが始まります。 
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6 文献・判例の詳細表示 

6.1 詳細画面 

 検索結果の一覧から文献標題（文献編）または判決情報（判例編）のリンク文字列をク

リックすると、別ウィンドウに 1 件単位で文献・判例の詳細情報を表示します。詳細画面

では、一覧の情報を見やすく表示するとともに、関連情報を容易に取得することができま

す。 

 

 

詳細情報表示（文献） 

A：詳細画面ツールバー 

文献・判例の詳細情報を順に表示するためのアイコンのほか、文字サイズ変更、印

刷、ダウンロード等のアイコンを表示するツールバーです。 

 

  

ツールバー（件数表示・表示移動） 

1. 「検索結果の移動」ボタン……一覧表示順に文献・判例間の詳細画面を順番に表

示します。「▲」ボタンをクリックすると前の文献・判例に移動し、「▼」ボタンを

1 

B C 

A 
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クリックすると次の文献・判例に移動します。 

 

 ツールバー（文字サイズ・出力アイコン） 

2. 「文字サイズ変更」アイコン……文字のサイズを変更する場合にクリックします。

サイズ変更の対象は左の詳細情報表示エリアです。アイコンをクリックすると、ツ

ールバーの下段に文字サイズ変更のエリアが現れます。「最大」、「大」、「中」、「小」、

「最小」の各ボタンをクリックすると、文字のサイズが変更します。 

 ツールバー（一覧表示の変更） 

3. 「印刷」アイコン……表示している文献、判例情報を印刷します。〔印刷の方法

について ⇒ 「6.1.1 文献・判例の印刷」参照〕 

4. 「ダウンロード」アイコン……表示している文献、判例情報をダウンロードしま

す。〔ダウンロードの方法について ⇒ 「6.1.2 文献・判例のダウンロード」参照〕 

 

B：詳細情報表示エリア 

文献・判例の詳細情報と、関連情報がある場合はその情報の存在を表示します。関

連情報は、ボタン、リンク文字列をクリックすることで詳細情報を表示します。 

■文献編の詳細情報 

標題のほか、著者名や掲載誌、発行年月日、分類、事項索引といった詳細情報を表

示します。 

 

2 3 4 

1 

2 

4 
5 
6 
7 
8 

9 

 9 

3 

詳細情報表示（文献） 
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1. 発行所のリンク文字列……発行所に関する詳細情報をポップアップ表示します。

ポップアップ表示を閉じるには、発行所の欄に表示される「閉じる」のリンク文字

列をクリックするか、ポップアップ表示の右上にある「×」ボタンをクリックしま

す。 

 発行所情報表示 

2.事項索引のリンク文字列……同一の事項索引を持つほかの文献一覧を関連情報表

示エリア（C）に表示します。 

3.「条文表示」ボタン……『現行法規』を別途ご契約の場合は、「事項索引」の親事

項が法令名の場合に「条文表示」ボタンを表示し、法令条文を参照することができ

ます。 

4.「本文情報」ボタン……「CiNii Articles」、「IRDB」、「有斐閣 Vpass」、「自治研

究データベース」等に本文が登載されており、参照が可能な文献がある場合に表示

されるボタンです。クリックすると、別ウィンドウに本文情報を表示します。〔本文

情報について ⇒ 「6.2.3 本文情報の参照（文献）」参照〕 

 

 

 

 

5.「同じ著者の文献」ボタン……同一著者が発表した文献の一覧を関連情報表示エ

リア（C）に表示します。〔同じ著者の文献について ⇒ 「6.2.4 同じ著者の文献

の参照（文献）」参照〕 

6.「所収文献」ボタン……その文献が収録されている論文集（所収元）に所収され

ている文献の一覧を関連情報表示エリア（C）に表示します。〔所収文献について ⇒ 

「6.2.5 所収文献の参照（文献）」参照〕 

7.「関連判例」ボタン……その文献が評釈を行っている対象判例を関連情報表示エ

リア（C）に表示します。〔関連判例について ⇒ 「6.2.6 関連判例の参照（文献）」

参照〕 

8.「関連する判例体系」ボタン……本文献が判例との評釈論文であり、対象判例が

収録されている場合に判例情報を関連情報表示エリア（C）に表示します。〔関連す

る判例体系について ⇒ 「6.2.8 関連する判例体系の参照（文献）」参照〕 

9.「ふせんを付ける」……文献情報にふせんを付けます。「ふせん」は、ID・パスワ

ードを入れてログインした場合に設定、参照が可能です。団体利用の場合は、管理

◆本文情報参照可能な文献について 

「CiNii Articles」、「IRDB」収録の本文は、本製品の利用者は参照が可能です。「有斐閣 Vpass」、

「自治研究データベース」、「第一法規デジタルアーカイブス」、「最高裁判所判例解説」、「法曹

時報」、「法令解説資料総覧」収録の本文を参照するには、別途契約が必要となります。 
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者の設定した内容の参照のみが可能となります。 

■判例編の詳細情報 

判例では、裁判年月日等（裁判年月日、裁判所、事件番号）、標題のほか、判例番号

や裁判年月日等、出典、法条といった詳細情報を表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細情報表示（判例） 

 

1.法令名および条項号名のリンク文字列……別ウィンドウに法令条文を表示します。

標題中の法令条文表示に条項号名がある場合は、その条項号を頭出しして表示しま

す。法令情報は、『第一法規法令データベース』から表示します。『現行法規』等の

法令コンテンツをご契約の場合、その法令コンテンツでの条文参照となります。 

2. 事項索引のリンク文字列……同一の事項索引を持つほかの判例一覧を関連情報

表示エリア（C）に表示します。 

3.「関連文献」ボタン……判例に対する評釈論文の情報がある場合は、その文献一

覧を関連情報表示エリア（C）に表示します。〔関連文献について ⇒ 「6.2.9 関

連文献の参照（判例）」参照〕 

4.「イメージ」ボタン……判例に関連する画像や写真等のイメージを別ウィンドウ

で表示します 

1 

2 

1 

3 

4  

 5  
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5.「ふせんを付ける」……文献情報にふせんを付けます。「ふせん」は、ID・パスワ

ードを入れてログインした場合に設定、参照が可能です。団体利用の場合は、管理

者の設定した内容の参照のみが可能となります。 

 

C：関連情報表示エリア 

事項索引のリンク文字列や「同じ著者の文献」ボタン等をクリックして、参照して

いる文献の関連情報を一覧で表示するエリアです。表示した一覧のリンク文字列を

クリックすると、指定した関連情報の詳細を表示します。 

また、画面右上の「詳細な一覧を表示」ボタンをクリックすると、一覧形式で詳細

な情報を表示します。 

 

 「詳細な一覧を表示」ボタン 

 

 

関連情報一覧表示（判例） 
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6.1.1 文献・判例の印刷 

 文献・判例の詳細情報を印刷する場合は、ツールバーの「印刷」アイコンをクリックし

ます。印刷する情報や対象は、詳細印刷の画面で細かく指定することが可能です。〔ツール

バーについて ⇒ 「A：詳細画面ツールバー」参照〕 

 

 

印刷設定（文献項目選択） 

 

A：印刷ツールバー 

出力の画面を表示するための「印刷設定確定」ボタンや、「詳細印刷」画面を閉じる

ための「×」アイコンなどが並んだツールバーです。 

●「印刷設定確定」ボタン……印刷する項目（情報）を選択後、印刷を実行するボ

タンです。クリックすると、別ウィンドウに印刷プレビューを表示します。プレビ

ュー確認後、「印刷実行」ボタンをクリックすると、Windows の印刷ダイアログボ

ックスが開きます。必要に応じて、プリンタ選択、印刷設定を行ってください。す

べての準備が整ったら「印刷」ボタンをクリックして印刷します。 

●「×」アイコン……詳細印刷の画面を閉じます。 

 

B：詳細印刷設定エリア 

印刷の詳細設定を選択します。文献編と判例編の選択可能な項目は、次のとおりで

す。 

 

■文献編の印刷項目 

文献の印刷項目は、「すべて」、「文献番号」、「標題」、「内容細目」、「著者名」、「掲載

誌等」、「発行所」、「発行年月日」、「判型等」、「ISSN」、「ISBN」、「分類」、「事項索

引」、「形式区分」、「関連判例」、「関連発行所」です。初期設定では、「文献番号」、

B 

A 
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「標題」、「内容細目」、「著者名」、「掲載誌等」、「発行所」、「発行年月日」、「判型等」、

「事項索引」、「形式区分」、「関連判例」にチェックマークが付いています。 

 

■判例編の印刷項目 

判例の印刷項目は、「すべて」、「判例番号」、「標題」、「裁判年月日等」、「出典」、「分

類」、「法条」、「事項索引」、「判例体系 ID」、「関連文献」です。初期設定では、「す

べて」と「関連文献」以外にすべてチェックマークが付いています。 

 

 印刷項目を指定して「印刷設定確定」ボタンをクリックすると、別ウィンドウにプレビ

ュー画面を表示します。 

 

 

印刷プレビュー画面（文献） 

 

 ツールバーの「印刷実行」ボタンをクリックすると、Windows の印刷ダイアログボック

スが開きます。必要に応じて、プリンタ選択、印刷設定を行ってください。すべての準備

が整ったら「印刷」ボタンをクリックして印刷します。 
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6.1.2 文献・判例のダウンロード 

 文献・判例をダウンロードする場合は、ツールバーの「ダウンロード」アイコンをクリ

ックします。ダウンロードする情報やファイル形式等は、詳細ダウンロード画面で細かく

指定することが可能です。〔ツールバーについて ⇒ 「A：詳細画面ツールバー」参照〕 

 

 

ダウンロード設定（文献項目選択） 

 

A：ダウンロードツールバー 

ダウンロードを実行するための「ダウンロード実行」ボタンや、文献・判例本文ダ

ウンロード画面を閉じるための「×」アイコン等が並んだツールバーです。 

 

B：詳細ダウンロード設定エリア 

ファイル形式や出力項目を設定します。 

 

■文献編のファイル形式 

文献では、ファイル形式を「リッチテキスト形式（.rtf）」、「テキスト形式（.txt）」、

「PDF 形式（.pdf）」、「RIS 形式（.ris）」から選択できます。初期設定では、「リッ

チテキスト形式（.rtf）」になっています。 

 

■判例編のファイル形式 

判例では、ファイル形式を「リッチテキスト形式（.rtf）」、「テキスト形式（.txt）」、

「PDF 形式（.pdf）」から選択できます。初期設定では、「リッチテキスト形式（.rtf）」

になっています。 

A 

B 

C 
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■文献編の出力項目 

文献では、出力項目を「すべて」、「文献番号」、「標題」、「内容細目」、「著者名」、「掲

載誌等」、「発行所」、「発行年月日」、「判型等」、「ISSN」、「ISBN」、「分類」、「事項

索引」、「形式区分」、「関連判例」、「関連発行所」から選択できます。初期設定では、

「文献番号」、「標題」、「内容細目」、「著者名」、「掲載誌等」、「発行所」、「発行年月

日」、「判型等」、「事項索引」、「形式区分」、「関連判例」にチェックマークが付いて

います。 

 

■判例編の出力項目 

判例では、出力項目を「すべて」、「判例番号」、「標題」、「裁判年月日等」、「出典」、

「分類」、「法条」、「事項索引」、「判例体系 ID」、「関連文献」から選択できます。初

期設定では、「すべて」と「関連文献」以外にすべてチェックマークが付いています。 

 

 

 

 

 

 ダウンロード設定と出力項目を指定して「ダウンロード実行」ボタンをクリックすると、

設定したファイルをダウンロードします。 

 

  

◆一覧ダウンロードの出力項目 

初期設定で出力する項目は、マイページの「利用設定」画面で変更することができます。『法

律判例文献情報』の「ダウンロード設定」にある「ファイル形式（初期状態）」と「ダウンロ

ード設定」で項目を選択してください。 
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6.2 詳細画面から参照可能な情報 

文献・判例の詳細画面では、事項索引のリンク文字列や関連情報表示エリアのリンク文

字列等から、関連する情報を参照することができます。ここでは、それらの利用方法を説

明します。 

 

6.2.1 発行所の参照（文献） 

 発行所のリンク文字列をクリックすると、発行所に関する詳細情報をポップアップ表示

します。 

 

 
発行所情報参照 

 

 ポップアップ表示を閉じるには、発行所の欄に表示される「閉じる」のリンク文字列を

クリックするか、ポップアップ表示の右上にある「×」ボタンをクリックします。 
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6.2.2 関連する他文献の参照（文献・判例） 

 文献・判例の詳細画面で事項索引のリンク文字列をクリックすると、同一の事項索引を

持つ文献または判例情報を右の関連情報表示エリアに一覧表示します。 

 一覧から文献のリンク文字列をクリックすると、別ウィンドウで該当する文献の詳細情

報を表示します。 

 

 
同一事項を持つ他文献の参照① 

 

 
同一事項を持つ他文献の参照② 
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6.2.3 本文情報の参照（文献） 

 詳細画面に「本文情報」ボタンがある場合は、「CiNii Articles」、「IRDB」から本文参照

が可能な文献があることを示します。「有斐閣 Vpass」、「自治研究データベース」、「第一法

規デジタルアーカイブス」、「最高裁判所判例解説」、「法曹時報」、「法令解説資料総覧」を

別途契約している場合で本文参照が可能な場合にも「本文参照」ボタンを表示します。 

 

 
本文情報の参照 

 

 

「CiNii」の画面 
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「Vpass」の画面 

  

◆論文本文参照サイトとは 

「CiNii（サイニィ）」は、論文本文のデータや当該雑誌の所蔵館情報などを参照することがで

きます。国立情報学研究所（NII）が管理、運営を行う電子アーカイブシステムです。 

「IRDB（学術機関リポジトリデータベース）」は、日本国内の学術機関リポジトリに登録され

たコンテンツのメタデータを収集し、提供するデータベース・サービスです。国立情報学研究

所（NII）が管理、運営を行っています。 

「有斐閣 Vpass」は、有斐閣が提供する有斐閣重要判例検索サービスです。 

「自治研究データベース」は、第一法規発行の月刊誌『自治研究』が記事単位で検索・閲覧で

きるデータベースです。 

「第一法規デジタルアーカイブス」は、第一法規発行の『自治研究』『税務会計研究』『日弁連

研修叢書 現代法律実務の諸問題』が記事単位で検索・閲覧できるデータベースです。 

「最高裁判所判例解説」、「法曹時報」は、法曹会刊行の判例解説誌です。 

「法令解説資料総覧」は、制定、改正法令、省令の内容等を解説した総合情報誌です。 

「有斐閣 Vpass」、「自治研究データベース」、「第一法規デジタルアーカイブス」、「最高裁判所

判例解説」、「法曹時報」および「法令解説資料総覧」の利用には、別途契約が必要です。 
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6.2.4 同じ著者の文献の参照（文献） 

 詳細画面に「同じ著者の文献」ボタンがある場合は、そのボタンをクリックすることで、

同じ著者の文献を関連情報表示エリアに一括表示します。 

 

 

「同じ著者の他の文献」参照（文献）① 

 

 関連情報表示エリアのリンク文字列をクリックすると、別ウィンドウで該当する文献の

詳細情報を表示します。 

 

 

「同じ著者の他の文献」参照（文献）② 
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6.2.5 所収文献の参照（文献） 

 「所収文献」ボタンがある場合は、その文献が所収論文であることを示しています。ボ

タンをクリックすると、関連情報表示エリアに所収元の情報と、所収元図書に収録されて

いるその他の掲載論文を一括して表示します。 

 
「所収文献」参照（文献）① 

 関連情報表示エリアの所収文献一覧のリンク文字列をクリックすると、別ウィンドウに

その文献の詳細情報を表示します。 

 

「所収文献」参照（文献）② 
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6.2.6 関連判例の参照（文献） 

 詳細画面に「関連判例」ボタンがある場合は、ボタンをクリックすることにより、関連

情報表示エリアにその文献が評釈を行っている対象判例を表示します。 

 

 

「関連判例」参照（文献） 

 

 関連情報表示エリアの判例一覧のリンク文字列をクリックすると、別ウィンドウにその

判例の詳細情報を表示します。 

 

  

◆所収文献 

記念論文集、統一的なテーマが設定された雑誌の臨時増刊号等については、収録論文や判例

解説記事の書誌情報を個別に収録しています。所収文献リンク機能を使うことで、所収元図

書の情報と、所収元図書に収録されているその他の掲載論文を一括して確認することができ

ます。 
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6.2.7 法令名および条項号名のリンク文字列（判例） 

 法令名や条項号名のリンク文字列をクリックすると、別ウィンドウに該当する法令の詳

細情報を表示します。法令情報は、『第一法規法令データベース』から表示します。『現行

法規』等の法令コンテンツをご契約の場合、その法令コンテンツでの条文参照となります。 

 

 

法令条文参照（判例） 

 

 

法令表示画面（『D1-Law.com 現行法規』） 
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6.2.8 関連する判例体系の参照（文献） 

 対象判例が『判例体系』に収録されている場合は、「関連する判例体系」ボタンを表示し

ます。ボタンをクリックすると別ウィンドウに『判例体系』から当該判例の詳細画面を表

示します。本表示を行うには、別途『判例体系』の契約が必要となります。 

 

 

『D1-Law.com 判例体系』情報の参照（文献） 
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6.2.9 関連文献の参照（判例） 

 表示している判例に対する評釈論文の情報がある場合は、「関連文献」ボタンを表示し、

関連情報表示エリアに該当する文献の一覧を表示します。 

 

 
「関連文献」の参照（判例）① 

 

 文献のリンク文字列をクリックすると、新しいウィンドウに該当する文献を表示します。 

 

 
「関連文献」の参照（判例）② 
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7 新着情報 

 新着情報は、法律判例文献情報メニューバーの「新着情報」ボタンをクリックすること

で表示します。新着情報の表示は、「文献編」、「判例編」、「自動検索」、「月刊誌 PDF」に分

かれていて、画面左上のボタンをクリックすることにより切り替えることが可能です。 

 「文献編」、「判例編」、「自動検索」の画面は、検索結果一覧の画面とほぼ同じ構成にな

っています。〔検索結果一覧画面の詳細について ⇒ 「5 検索結果一覧」参照〕 

 「自動検索」は、マイページの「保存した検索条件」画面で、法律判例文献情報の検索

条件に「自動」を設定した際に行われる自動検索の結果一覧です。「自動検索」は、ID・パ

スワードを入れてログインした場合および団体利用の場合にご利用いただけます。団体利

用の場合は、管理者の設定した検索条件結果を表示します。 

〔自動検索の詳細について ⇒ 「7.3 自動検索」参照〕 

 「月刊誌 PDF」は、月刊誌の『法律判例文献情報』を PDF 形式で表示します。 

 

7.1 新着情報（文献編） 

 直近 1か月に収録した文献情報を、新着情報として表示します。 

 

 

新着情報 初期画面 

 

 

A 

C 

E 

B 

D 
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A：「新着情報」ボタン 

新着情報の画面を表示するボタンです。 

 

B：メニュー選択ボタン 

新着情報一覧を表示するボタンです。「文献編」ボタンをクリックすると、文献の新

着情報を表示します。 

 

 

 新着情報メニュー 

 

1. 「文献編」ボタン……文献の新着情報一覧を表示します。 

2. 「判例編」ボタン……判例の新着情報一覧を表示します。 

3. 「自動検索」ボタン……自動検索で設定した条件に合致した検索結果一覧を表示

します。「自動検索」は、ID・パスワードを入れてログインした場合および団体利

用の場合にご利用いただけます。団体利用の場合は、管理者の設定した自動検索条

件結果が常時されます。 

4. 「月刊誌 PDF」ボタン……月刊誌の PDF ファイルを新着順に表示します。 

 

C：ツールバー 

新着情報一覧のチェックボックスにチェックマークを付けた文献・判例に対して、

印刷、ダウンロード、一覧の抽出等の操作を行うためのアイコンを集めたバーです。

ツールバーの一部は、一覧の下方にスクロールしても画面の上部に常駐します。 

 ツールバー（抽出・出力） 

 

 

5. 該当判例……新着情報の件数を表示します。 

6. 選択件数……新着情報の一覧から選択している文献の数です。〔選択の方法につ

いて ⇒ 「5.1 文献・判例の一覧」の「C: 文献・判例一覧」参照〕 

7. 印刷……選択した文献を印刷します。〔印刷の方法について ⇒ 「5.1.1 文献・

判例一覧の印刷」参照〕 

8. ダウンロード……選択した文献をダウンロードします。〔ダウンロードの方法に

ついて ⇒ 「5.1.2 文献・判例一覧のダウンロード」参照〕 

9. 抽出した一覧……選択した文献だけを一覧表示します。再度クリックすると、元

6 7 8 9 10 

5 

1 2 3 4 
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の状態に戻ります。 

10. 全選択……チェックマークを付けると、現在画面に表示している文献をすべて

選択状態にします。チェックマークを外すと、選択を解除します。 

 

D：分類による絞り込み 

新着情報一覧を分類によって絞り込んだり、表示内容を変更する等の操作を行うた

めのアイコンを集めたエリアです。 

 

 ツールバー（一覧表示の変更） 

 

 

11. 更新年月日……情報の最新更新日を表示します。 

12. 前へ／次へ……1 つのページに表示可能な新着情報の一覧は、初期設定では 20

件です。21 件目以降を表示する場合は、このボタンをクリックしてページを切り替

えます。数字のアイコンをクリックすると、該当するページを表示します。黒い三

角のアイコンをクリックすると、前のページ／次のページを表示します。 

13. 新着情報の絞り込み……新着情報を絞り込む際に条件を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 簡易／詳細表示……一覧の簡易表示と詳細表示を切り替えます。 

15. 上へ戻る……一覧の上部に戻ります。 

 

E：新着情報の一覧エリア 

文献の新着情報一覧は、通常の検索結果一覧と同等の表示を行います。標題のリン

ク文字列をクリックすると、別ウィンドウに文献の詳細方法を表示します。〔検索結

果一覧について ⇒ 「5 検索結果一覧」参照〕〔詳細情報について ⇒ 「6 文献・

判例の詳細表示」参照〕 

◆絞り込みの分類 

新着情報の絞り込みを行う際に指定可能な分類項目は次の 33 種類です。 

「全て」、「法律一般」、「法学・法哲学」、「法制史」、「憲法」、「民法」、「商法」、「刑法・

刑事法」、「司法制度」、「民事訴訟法」、「刑事訴訟法」、「行政法」、「特別行政法」、「国会

法・選挙法」、「地方自治法」、「財政法・租税法」、「警察・消防法」、「文化法」、「教育法」、

「土地・住宅法」、「交通・通信法」、「環境・公害法」、「医事・薬事法」、「産業・経済法」、

「貿易・為替関係法」、「金融・保険業法」、「消費者法」、「知的財産法」、「労働法」、「社

会保障・厚生法」、「国際法」、「国際私法」、「外国法」 

11 

13 14 15 

12 
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新着情報 （文献） 一覧表示 

 

1. 選択のチェックボックス……文献を選択する場合にチェックマークを付けます。

チェックマークを付けると、その数をツールバーの選択件数欄に表示します。 

2. 標題のリンク文字列……別ウィンドウに文献の詳細情報（個別詳細画面）を表示

します。 

 

 

「関連情報」ボタン（文献） 

 

3. 本文情報……別ウィンドウに「CiNii Articles」、「IRDB」、「有斐閣 Vpass」、「自

治研究データベース」等に本文が登載されており、参照が可能な文献がある場合に

表示します。〔本文情報について ⇒ 「6.2.3 本文情報の参照（文献）」参照〕 

4. 関連判例……別ウィンドウに同じ著者の他の文献の一覧を表示します。 

5. 所収文献……別ウィンドウに所収元図書の情報と、所収元図書に収録されている

その他の掲載論文を一括して表示します。 

6. 判例体系……別ウィンドウに『判例体系』収録の判例情報を表示します。 

7. ふせん……クリックするとふせんが付き、アイコンの色が薄い黄色に変わります。

ふせんが付いた状態のアイコンをクリックすると、ふせんにメモを記入することが

できます。「ふせん」は、ID・パスワードを入れてログインした場合に設定、参照

が可能です。団体利用の場合は、管理者の設定したふせん、メモ内容の参照が可能

となります。 

 

「ふせん」の操作 

1 2 

3 

7 

4 

6 

b c d 

a 

5 
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a.メモ入力欄……メモを入力します。 

b.「保存」ボタン……ふせんを保存します。 

c.「削除」アイコン……ふせんを削除します。 

d.「閉じる」アイコン……ふせんを閉じます。 

 

7.2 新着情報（判例編） 

 直近 1 か月に収録した判例情報を、判例の新着情報として表示します。 

 

 

新着情報 （判例） 一覧表示 

 

A：「新着情報」ボタン 

新着情報の画面を表示するボタンです。 

B：メニュー選択ボタン 

新着情報一覧を表示するボタンです。「判例編」ボタンをクリックすると、判例の新

着情報を表示します。 

 

 新着情報メニュー 

1. 「文献編」ボタン……文献の新着情報一覧を表示します。 

2. 「判例編」ボタン……判例の新着情報一覧を表示します。 

3. 「自動検索」ボタン……自動検索で設定した条件に合致した検索結果一覧を表示

C 

E 

A B 

D 

1 2 3 4 
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します。「自動検索」は、ID・パスワードを入れてログインした場合および団体利

用の場合にご利用いただけます。団体利用の場合は、管理者の設定した内容の閲覧

が可能となります。 

4. 「月刊誌 PDF」ボタン……月刊誌の PDF ファイルを新着順に表示します。 

 

C：ツールバー 

新着情報一覧のチェックボックスにチェックマークを付けた文献・判例に対して、

印刷、ダウンロード、一覧の抽出等の操作を行うためのアイコンを集めたバーです。

ツールバーの一部は、一覧の下方にスクロールしても画面の上部に常駐します。 

 

 ツールバー（抽出・出力） 

 

 

5. 該当判例……新着情報の件数を表示します。 

6. 選択件数……新着情報の一覧から選択している判例の数です。〔選択の方法につ

いて ⇒ 「5.1 文献・判例の一覧」の「C: 文献・判例一覧」参照〕 

7. 印刷……選択した判例を印刷します。〔印刷の方法について ⇒ 「5.1.1 文献・

判例一覧の印刷」参照〕 

8. ダウンロード……選択した判例をダウンロードします。〔ダウンロードの方法に

ついて ⇒ 「5.1.2 文献・判例一覧のダウンロード」参照〕 

9. 抽出した一覧……選択した判例だけを一覧表示します。再度クリックすると、元

の状態に戻ります。 

10. 全選択……チェックマークを付けると、現在画面に表示している判例をすべて

選択状態にします。チェックマークを外すと、選択を解除します。 

D：分類による絞り込み 

新着情報一覧を分類によって絞り込んだり、表示内容を変更する等の操作を行うた

めのアイコンを集めたエリアです。 

 

 ツールバー（一覧表示の変更） 

 

 

 

6 7 8 9 10 

5 

11 

13 14 15 

12 
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11. 更新年月日……情報の最新更新日を表示します。 

12. 前へ／次へ……1 つのページに表示可能な新着情報の一覧は、初期設定では 20

件です。21 件目以降を表示する場合は、このボタンをクリックしてページを切り替

えます。数字のアイコンをクリックすると、該当するページを表示します。黒い三

角のアイコンをクリックすると、前のページ／次のページを表示します。 

13. 新着情報の絞り込み……新着情報を絞り込む際に条件を選択します。 

 

 

 

 

 

14. 簡易／詳細表示……一覧の簡易表示と詳細表示を切り替えます。 

15. 上へ戻る……一覧の上部に戻ります。 

E：新着情報の一覧エリア 

判例の新着情報一覧の表示は、通常の検索結果一覧と同等の表示を行います。標題

のリンク文字列をクリックすると、別ウィンドウに判例の詳細情報を表示します。

〔検索結果一覧について ⇒ 「5 検索結果一覧」参照〕〔詳細情報について ⇒ 「6 

文献・判例の詳細表示」参照〕 

 

 

 

新着情報 （判例） 一覧表示 

1. 選択のチェックボックス……判例を選択する場合にチェックマークを付けます。

チェックマークを付けると、その数をツールバーの選択件数欄に表示します。 

2. 標題のリンク文字列……クリックすると、新しいウィンドウが開いて、判例の詳

細情報を表示します。 

3. 法令名および条項号名のリンク文字列……クリックすると、新しいウィンドウが

開いて、法令の詳細情報を表示します。また、条項号名がある場合は、その条文を

表示します。 

 

 

 

 

 

 

◆一覧での判例の選択 

文献／判例一覧から選択する場合、一覧のページを跨いでチェックマークを付けることができ

ます。表示中のページのすべての判例を選択する場合は、ツールバーの「全選択」のチェック

ボックスにチェックマークを付けてください。全チェックマークを解除する場合は、ここのチ

ェックマークを外してください。 

◆絞り込みの分類 

新着情報の絞り込みを行う際に指定可能な分類項目は、 

「全て」、「公法」、「民事」、「商事」、「刑事」、「労働」の 6 種類です。 

1 2 

3 
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「関連情報」ボタン（判例） 

 

4. 関連文献……判例に関連する文献を検索して、該当する文献の一覧を表示します。 

5.イメージ……判例に関係する図や写真等を表示します。 

6. ふせん……クリックするとふせんが付き、アイコンの色が薄い黄色に変わります。

ふせんが付いた状態のアイコンをクリックすると、ふせんにメモを記入することが

できます。「ふせん」は、ID・パスワードを入れてログインした場合に設定、参照

が可能です。団体利用の場合は、管理者の設定した内容の参照のみが可能となりま

す。 

 
「ふせん」の操作 

a.メモ入力欄……メモを入力します。 

b.「保存」ボタン……ふせんを保存します。 

c.「削除」アイコン……ふせんを削除します。 

d.「閉じる」アイコン……ふせんを閉じます。 

 

  

4 

6 

5 

b c d 

a 
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7.3 自動検索 

 自動検索は、事前に設定した条件で自動的に検索を行う機能です。検索の結果は、法律

判例文献情報の初期画面や、新着情報の自動検索画面で確認することができます。 

 

 

 

 

 

7.3.1 自動検索の設定 

 自動検索を設定するには、検索条件を保存して、「マイページ」の「保存した検索条件」

の画面で自動検索を設定します。 

 検索条件の保存は、検索履歴の画面で行います。「検索履歴」ボタンをクリックして検索

履歴画面を開き、保存する検索条件の「条件を保存」ボタンをクリックします。 

 

 

 

「自動検索」の設定① 

 

 続いて、「マイページ」の「保存した検索条件」画面を開いて、自動検索の設定を行う検

索条件の「自動」ボタンをクリックします。すると、「自動検索条件設定の登録」というダ

「検索履歴」ボタン 「条件を保存」ボタン 

◆「自動検索」について 

「自動検索」は、ID・パスワードを入れてログインした場合および団体利用の場合にご利用

いただけます。団体利用の場合は、管理者の設定した内容の閲覧が可能となります。 

 



 

 

 

第一法規 D1-Law.com 『法律判例文献情報』User Guide                                       94/100 

 

イアログボックスが現れますから、設定してよければ「確定」ボタンをクリックしてくだ

さい。 

 
「自動検索」の設定② 

 

 

7.3.2 自動検索の結果 

 自動検索の結果は、各検索初期画面の「自動検索結果」のエリアに表示されます。 

 

「自動検索」結果表示（初期） 

 

 「新着情報」の画面を開いて、「自動検索」をクリックすると、結果の一覧が現れます。 

「自動」ボタン 

ﾛﾛ 
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「自動検索」結果表示（新着情報） 

 

 これらの画面で文献や判例のリンク文字列をクリックすると、詳細情報を表示します。 

7.3.3 自動検索の変更 

 自動検索条件を変更する場合は、「文献」もしくは「判例」、「発行所情報」の初期画面や、 

「新着情報」の「自動検索」画面にある「自動検索条件を変更」のリンク文字列をクリッ

クします。 

 

 「自動検索」の設定変更① 
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 「自動検索」の設定変更② 

 

 すると、「マイページ」の「保存した検索条件」画面が開きますから、検索条件の「自動」

ボタンをクリックしてオン・オフを切り替えます。オフにする場合は「自動検索条件設定

の解除」ダイアログボックスが開きますので、よければ「解除」ボタンをクリックします。 

 

 「自動検索」の設定解除 

 
 
 

7.3.4 新着メールの配信 

 7.3.1 自動検索の設定 で設定した検索条件に合致した情報がデータベースに新たに登載

された場合、新着情報としてメールでお知らせします。 

メールを受信する場合は、「マイページ」画面から、「メール配信」の設定が必要です。「マ

イページ」の「利用設定メニュー」から、『法律判例文献情報』の「メール配信設定」欄の

ラジオボタンを、「希望する」に設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆新着メール配信サービスの内容 

・検索条件に合致した新規登載情報を、月２回、月曜日にメールにてお届けします。 

・検索条件の設定によりましてはメール本文量が多くなりますので、最大２０件までの情報を

お送りします。 

・メール配信先は、ご利用時に入力する E-Mail アドレスとなります。 

 ※IP 認証でのご利用、E-Mail アドレス以外のログインにてご利用の場合、本機能はご利用

いただくことが出来ませんのでご了承ください。 
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＜参考：「マイページ」画面からの設定方法＞ 

  

① 

② 

③ 

④ 

①「マイページ」タブの②「利用設定」画面を開き、「利用設定メニュー」から③「法律判例

文献情報」選択します。④「メール配信設定」欄のラジオボタンを、「希望する」に設定します。 
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7.4 月刊誌 PDF 

 『法律判例文献情報』の月刊誌を、直近 12 か月分について PDF 形式で参照可能として

います。一覧は年月順に並んでいますので、閲覧したい行をクリックすると内容を表示し

ます。 

 月刊誌 PDF は、「法律一般」から「外国法」まで 32 種類の分類項目に分かれています。 

 

 

月刊誌の PDF 表示① 

 

A：「新着情報」ボタン 

新着情報の画面を表示するボタンです。 

 

B：「月刊誌 PDF」ボタン 

月刊誌 PDF の新着情報一覧を表示するボタンです。 

 

C：PDF 一覧の表示エリア 

新着の月刊誌 PDF の一覧を年月順に表示します。 

  

C D 

A B 
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 月刊誌の PDF 表示② 

 

1.年月……月刊誌の発行年月を表します。 

2. 分類……PDF の分類を表します。 

3.ファイル容量……PDF ファイルのサイズを示します。単位は B（バイト）です。 

4.PDF アイコン……その項目に PDF ファイルが存在することを示すアイコンです。 

 

D：PDF の表示エリア 

PDF ファイルを表示するエリアです。Adobe Reader のツールバーも表示します。

操作方法は、通常の Adobe Reader と同じです。「新しいウィンドウで開く」のリン

ク文字列をクリックすると、別ウィンドウに PDF ファイルを表示します。 

 

 月刊誌の PDF 表示③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆PDF ファイルの表示について 

『法律判例文献情報』月刊誌の体裁をほぼそのままに表示します。 

表示項目は『D1-Law.com 法律判例文献情報』と同様ですが、下記の 5 点に注意してくださ

い。 

●掲載順……分類目次の順に配列します。分類内では、書名・標題の５０音順に掲載し、図書

と特集は同分類内の最初に、判例研究と外国法文献は同分類の最後に、それぞれまとめて配列

します。 

●マーク……図書を表します。 

●マーク……特集を表します。 

●マーク……判例研究を表します。 

●マーク……外国法の文献を表します。 

図 

特 

判 

外 

1 

2 3 4 
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