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1 『現行法規〔履歴検索〕』の概要 

1.1 収録内容 

 『現行法規〔履歴検索〕』には、わが国のすべての現行法令と告示等を収録しています。

法令種別は、日本国憲法／条約／法律／政令／勅令／省令／規則／告示です。 

 また、次のように制定・改正内容を蓄積し、重層的に収録しています。 

● 約 3 万 3,000 法令……制定時から現在までの全改正内容を収録（平成 13 年以前

に制定された主要 118 法令も収録しています） 

● その他の法令……平成 13 年 1 月 6 日以降の全改正内容を収録（法律、政令、府・

省令、規則。平成 13 年以降の廃止法令もすべて収録しています） 

● 条約・告示……平成 16 年 8 月 1 日以降の全改正内容を収録（平成 16 年以降の

廃止条約・告示も収録しています） 

 

 

 

 

1.2 時点と世代の考え方 

 『現行法規〔履歴検索〕』（以下『履歴検索』）では、現在・過去・未来の条文を登載して

います。任意の時点で「有効な状態」の条文を抽出・再現する機能を、「Point-in-time（時

点指定）」機能と呼びます。 

 

1.2.1 時点の考え方 

 『履歴検索』では、時点を考える基準として「施行日」を採用しています。たとえば、「平

成 20 年 2 月 22 日」と時点（日付）を指定し、フリーワード検索を行った場合は、「平成

20 年 2 月 22 日時点で、既に施行されており未だ失効していない条文（効力を有している

条文）」を対象に検索を行います。平成 20 年 2 月 22 日までに公布された法令であっても、

施行される日が翌日以降である場合は、検索の対象にはなりません。 

 

1.2.2 世代の区分 

 『履歴検索』では、過去から未来に連なる世代を「施行日」の考え方に基づき、以下の

ように区分しています。 

●基準日 （現在）……この日付までに官報に公布された新規制定法令・改正

法令の内容を反映しています（「収録内容・更新情報」の画面から確認できます）。

データベース上、この「基準日」を「現在」としています。データベースを利用し

ている当日ではありませんので注意してください。 

◆D1-Law.com における法令 

D1-Law.com における法令とは、憲法、法律、政令、府・省令のことを指します。 
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●過去 ……「基準日」より前の日を「過去」とします。 

●未来 ……「基準日」より後の日を「未来」とします。 

 

1.3 「現行法規」の構造と「履歴」の構造 

 『現行法規〔履歴検索〕』は、全法分野の法令の改正履歴を蓄積したデータベースです。

基本的には、『現行法規』として全法分野の法令が構造化されており（面の構造）、『履歴検

索』として改正履歴が構造化されています（時間軸に基づく構造）。 

 

1.3.1 「現行法規」の構造 

■法分野目次 

 『現行法規』では、小社刊『現行法規総覧』の分類に基づいた「法分野目次」を用いて、

全法分野の全現行法令を分類・整理しています。 

（例）第四編 地方制度／第五章 地方財政／第四節 地方税／第一款 地方税 

■法令区分 

 さらに、各法令を以下のように区分しています。 

 日本国憲法／条約／法律／政令／勅令／省令／規則／告示 

■法令構造 

 法令内は、以下の区分で構造化しています。 

 題名／公布文等／本則／附則／改正附則／別表／本則目次／本則前文／本則見出し／様

式／付録 

 

1.3.2 「履歴」の構造 

 各法令の改正の履歴は、「改正沿革」として整理されています。各法令の履歴とは、改正

法の累積であり、各改正法には複数の施行日があります。 

■改正法 

 当該法令を改正した法令です。この履歴を蓄積しています。 

■施行日 

 改正法の施行日です。改正が段階的に施行される場合には、１つの改正法に複数の施行

日を表示しています。 

 

 

改正沿革画面 
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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、D1-Law.com のロ

グイン画面が現れます。画面左上のボックスに ID とパスワードを入力して「ログイン」ボ

タンをクリックするか、「Enter」キーを押します。 

 

ログイン前画面 

 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。「現行法規（履歴検索）」の

ボタンや「現行法規 履歴検索」タブをクリックすると、現行法規（履歴検索）の画面に遷

移します。 
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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 に共通の画面 

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

 

 

『D1-Law.com 現行法規』検索画面 

 

A：D1-Law バー 

D1-Law バーは、すべてのデータベースに共通の基本バーで、データベースの利用

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 

ご契約いただいたデータベースをタブとして表示します。データベースの切り替え

は、この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。マイページでは、

ユーザーごとに設定変更を行ったり、ふせん・メモ、保存した検索条件等の操作を

行うことができます。「マイページ」は、ID・パスワードを入れてログインした場

A B 

C 
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合のみ有効な機能です。 

 

C：現行法規〔履歴検索〕ローカルメニュー 

現行法規〔履歴検索〕のメニューを表示します。「フリーワード」、「制定・沿革」、

「公布日・施行日カレンダー」、「法分野目次」、「五十音」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」をクリックすると、新

規に公布された法令の情報を表示します。 

 

 

 

 

 

 画面の大部分を占めるエリアでは、検索語の入力や検索の履歴、検索の結果一覧等を表

示します。 

 

 

『D1-Law.com 現行法規』検索画面 

 

D：検索条件の設定エリア 

検索条件を設定するエリアです。設定内容は、データベースや検索の種類等によっ

て変化します。 

 

E：最近の検索エリア 

データベース別に、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）

を表示するエリアです。「最近の検索エリア」は、ID・パスワードを入れてログイ

◆「クリア」ボタン 

検索項目入力エリアに入力した検索条件を一括消去したい場合は、現行法規〔履歴検索〕メニ

ューバーの左端にある「クリア」ボタンをクリックしてください。 

D 

E 

F 
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ンした場合のみ有効な機能です。 

 

F：検索結果一覧の表示エリア 

検索を行う前は、「お知らせ」や「新着情報」、「お気に入り法令」等の情報を表示し

ます。検索実行後は、検索結果の一覧を表示します。 

 

3.2 『現行法令〔履歴検索〕』の画面構成 

現行法規〔履歴検索〕ローカルメニューの「新着情報」、「フリーワード」、「制定・沿革」、

「公布日・施行日カレンダー」、「法分野目次」、「五十音」、「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 

 現行法規〔履歴検索〕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。 新着情報には、最近公布された法令の一覧を表示します。一覧は、法令区分や新

規制定／改正、指定期間内に廃止された（される）法令等の条件を指定して絞り込むこと

が可能です。〔新着情報画面の詳細について ⇒ 「7 新着情報」参照〕 

 

 
新着情報画面 

 

  



 

 

 

第一法規 D1-Law.com 『現行法規〔履歴検索〕』User Guide                                      13/120 

 

3.2.2 「フリーワード」検索画面 

 現行法規〔履歴検索〕メニューバーの「フリーワード」ボタンをクリックすることで表

示される基本的な検索画面です。法令名や任意のキーワード等により、目的の法令を検索

することができます。〔フリーワー検索の詳細について ⇒ 「4.1 フリーワード検索」参

照〕 

 

 
フリーワード検索画面 

 

3.2.3 「制定・沿革」検索画面 

 現行法規〔履歴検索〕メニューバーの「制定・沿革」ボタンをクリックすることで表示

される検索画面です。対象年月日や法令種別、法令名等の条件を設定して、法令を検索す

ることができます。〔制定・沿革検索の詳細について ⇒ 「4.2 制定・沿革検索」参照〕 

 

 

制定・沿革検索画面 
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3.2.4 「公布日・施行日カレンダー」検索画面 

 現行法規〔履歴検索〕メニューバーの「公布日・施行日カレンダー」ボタンをクリック

することで表示される検索画面です。指定した期間（最大で１年間）中に公布された又は

施行された（される）法令を、法令名、法令種別、法分野の各絞り込み条件を加えて検索

することができます。〔公布日・施行日カレンダー検索の詳細について ⇒ 「4.3 公布日・

施行日カレンダー検索」参照〕 

 

 
公布日・施行日カレンダー検索画面 

 

3.2.5 「法分野目次」検索画面 

 現行法規〔履歴検索〕メニューバーの「法分野目次」ボタンをクリックすることで表示

される検索画面です。法分野ごとに体系的に整理された法分野目次を展開して同じ分野に

属する法令を一覧参照したり、法令名から目次内を逆引き検索してその法令の同じ分野に

属する法令を参照することができます。〔法分野目次検索の詳細について ⇒ 「4.4 法分

野目次検索」参照〕 
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法分野目次検索画面 

 

3.2.6 「五十音」検索画面 

 現行法規〔履歴検索〕メニューバーの「五十音」ボタンをクリックすることで表示され

る検索画面です。五十音検索のパッドにあるひらがなのボタンをクリックして、法令の読

みや略称、法令に含まれる言葉を入力し、法令を検索します。〔五十音検索の詳細について 

⇒ 「4.5 五十音検索」参照〕 

 

 
五十音検索画面 

 

3.2.7 「検索履歴」画面 

 現行法規〔履歴検索〕メニューバーの「検索履歴」ボタンをクリックすると、現行法規

〔履歴検索〕でこれまでに行った検索の履歴一覧が現れます。「検索履歴」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。〔検索履歴について ⇒ 共通機能 User 

Guide「4 検索履歴」参照〕 
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検索履歴画面 

 

3.2.8 検索結果一覧画面 

 フリーワード検索や制定・沿革検索、法分野目次検索等により検索を実行すると、画面

右側に検索一覧を表示します。この一覧から個別の法令を選択し、詳細を表示することが

できます。一覧は、法令区分による絞込みや、法分野順や公布日順、50 音順での並べ替え

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 

 

 

3.2.9 法令の詳細画面 

 検索結果一覧から選択された法令の詳細画面です。 

 目次のリンク文字列をクリックすると、その条文を表示します。また、改正の沿革を表

示したり、同じ分野の法令を検索することも可能です。〔法令の詳細画面について ⇒ 「6 
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法令の条文表示」参照〕 

 

 

法令の詳細画面 
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4 法令の検索 

『現行法規〔履歴検索〕』では、複数の方法で法令を検索することができます。「現行法

規 履歴検索」タブをクリックして『現行法規〔履歴検索〕』の画面を表示すると、初期設

定では「フリーワード」検索の画面に遷移します。 

 

4.1 フリーワード検索 

フリーワード検索では、時点指定や法令名、フリーワード等の条件を指定して法令を検

索することができます。 

 

 

 

フリーワード検索初期画面 

 

B 

C 

D 

E 

F 

A 
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フリーワード検索後画面 

 

A：「フリーワード」ボタン 

フリーワード検索の画面を表示するボタンです。グローバルメニューの「現行法規 

履歴検索」タブをクリックすると、このボタンを押した状態の画面になります。 

 

B：フリーワード検索エリア 

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）を 5 件まで表示します。「最近の検索エリア」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。 

●「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：お知らせ 

データベースの更新等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。 

E：新着情報 

データベースに新規登載した法令等についての情報を表示します。 

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

G 
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新着情報画面に遷移し、直近 2 週間以内に公布された法令を表示します。〔新着情報

について ⇒ 「7 新着情報」参照〕 

 

F：お気に入り法令 

条文表示画面でお気に入り法令に登録した法令の一覧を表示します。「お気に入り法

令」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。お気に入

り法令については、『共通機能 User Guide』を参照してください。 

●「すべて表示」……「すべて表示（マイページ）」のリンク文字列をクリックする

と、マイページの「お気に入り法令」の画面に遷移し、お気に入り法令として登録

した法令の一覧を表示します。 

 

G：結果表示エリア 

結果表示エリアには、検索前には各種お知らせを表示しています。検索を実行した

後には、その結果を表示します。〔検索結果の詳細について ⇒ 「5 検索結果一覧」

参照〕 

 

4.1.1 フリーワード検索エリア（初期表示） 

フリーワード検索エリアは、任意のキーワード等の検索条件を指定して検索するための

画面です。フリーワードの指定の他に、時点や法令名等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（時点指定のみでは検索できません）。 

 

 

フリーワード検索エリア（初期表示）画面 

A：時点指定 

どの時点の法令を検索対象にするかを年月日で指定します。指定しない場合は、「基

準日」を指定したものと見なします。「基準日」のリンク文字列をクリックすると、

A 

B 

C 

D 
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時点指定欄に基準日が入ります。「施行条文のみ」または「未施行条文を含む」を選

択してください。初期設定では、「施行条文のみ」を選択した状態になっています。 

 

B：法令名 

法令名（正式名称および略称）を指定します（部分一致検索）。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：「危

険 防止」） 

条指定の入力欄に条数を入力すると、指定の法令の指定の条を対象に検索します 

●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法令を検索します（初期設定）。「OR」は、指

定したいずれかの検索語を含む法令を検索します。「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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

C：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」）〔掛合せ条件式について ⇒ 「B：法令名」参照〕 

●検索の単位……フリーワードを検索する対象単位を「法令単位でさがす」、「条単

位でさがす」、「項単位でさがす」から選択します。初期設定では「法令単位でさが

す」になっています。それぞれの選択肢は、各法令・条・項を 1 単位とすることを

示しています。たとえば、「条単位でさがす」の場合、各条が 1 単位となります。3

つの言葉を AND 条件で掛け合わせて検索した場合、3 つの言葉がすべて含まれてい

る「条」がヒットし、検索結果一覧も条単位で表示されます。 

また、「同意語を含む」にチェックマークを付けると、フリーワードで指定した検索

語の同意語も検索します。表記の揺れがある語句（禁固／禁錮／禁こ等）をまとめ

て検索する場合に有効です。 

●法令構造の指定……「法令構造」を指定することができます。「法令構造」とは、

1 法令を 13 のセグメント（題名（標題）／公布文等／発令／本則／附則／改正附則

／別表／本則目次／本則前文／本則見出／附則編章節見出／様式／付録）に分割し

たものです。チェックマークを付けることにより、このセグメントで検索対象を限

◆「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。 

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」を含まない法令を探す場合、「 (労

働＊賃金)－組合」のように指定します。 
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定することができます。 

 

 

 

 

 

 

●フリーワード検索設定……フリーワード検索設定画面では、「検索精度」、「よう促

音の区別」、「あるまで検索」、「語間・語順」を設定することができます。 

 

  

フリーワード検索設定画面 

 

 「検索精度」では、検索の精度を設定します。精度を下げると、検索語を分割

して広く検索します。長い句文を検索語に指定する場合などに有効です。選択

肢は、「完全一致」、「高精度」、「中精度」、「低精度」、「あいまい」の 5 つです。

初期設定は「完全一致」になっています。 

 「よう促音の区別」では、拗音や促音を区別して検索するかどうかを、「利用す

る」、「利用しない」から指定します。 

 「あるまで検索」を「利用する」設定にしておくと、フリーワード検索結果が

0 件の場合、自動的に「検索精度」を落として再検索を行います。 

 「語間・語順」では、語間指定・語順指定機能を「利用する」、「利用しない」

（初期設定）から選択し、入力した複数の検索語が含まれる範囲（文字数）を

選択します。選択できる範囲（文字数）は、「10 文字」、「20 文字」、「50 文字」、

「100 文字」、「200 文字」で、初期設定では「50 文字」になっています。任意

の文字数を直接入力することはできません。最後に、検索語の入力順を「問う」、

「問わない」から選択します。初期設定は「問わない」になっています。 

 

 

 

◆法令構造の「題名（標題）」と「法令名」の違い 

法令構造の 1 セグメント「題名（標題）」は、条文中の題名部分の文字列を検索対象にするも

のです。対して「法令名」は、管理用のバックテーブルを検索対象にします。「題名（標題）」

では、条文中の題名部分＝正式名称の文字列しか検索することができません。対して、「法令

名」は、正式名称と略称で検索することが可能です。 

◆語間・語順の効果 

語間指定・語順指定機能は、特定の文脈を共通してもつ法令を探すときに、検索語に指定し

た語句の登場する順番を揺るがせにできない場合などに効果的です。 
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D：「検索」ボタン／パネル入力ボタン 

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、右のエリアに一覧で表示します。 

●「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 フリーワード検索エリア（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〕 

 

4.1.2 フリーワード検索エリア（その他の検索条件） 

 フリーワード検索で「その他の検索条件」のリンク文字列をクリックすると、発令や法

令区分、法分野など、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。 

 

 

フリーワード検索エリア（その他の検索条件）画面 

 

A：発令 

法令の発令を指定して検索します。「元号」と「年」、「法令種別」、「番号」を入力し

てください。元号と年、元号と年と法令種別でも検索できます。法令種別が曖昧な

場合は、「候補」ボタンをクリックし、右エリアに該当する候補の一覧を表示します。 

 

 

A 

B 

C 
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B：法令区分 

法律（法律扱いの法令含む）／政令（法律扱いの法令除く）／勅令（法律扱いの法

令除く）／条約／規則／省令／告示／その他で法令区分を指定します。 

 

C：法分野 

「法分野目次」の第一階層（編）の区分で検索対象を指定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆法分野目次の階層 

フリーワード検索で指定できる法分野目次の階層には、次のようなものがあります。 

指定なし／第一編 憲法／第二編 国会／第二編の二 選挙／第三編 行政一般／第四

編 地方制度／第五編 司法・法務／第六編 民事法／第七編 刑事法／第八編 警

察・消防／第九編 教育・文化／第十編 厚生／第十編の二 環境保全／第十一編 労

働／第十二編 財政／第十三編 租税／第十三編の二 事業／第十四編 金融／第十五

編 産業一般／第十六編 農林／第十六編の二 水産／第十七編 商工／第十七編の二 

資源・エネルギー／第十七編の三 貿易・外国為替／第十八編 陸運／第十八編の二 海

運／第十八編の三 航空／第十九編 郵政／第二十編 電気通信／第二十編の二 国土

計画／第二十一編 建設／第二十二編 国防／第二十三編 外事／第二十四編 条約 
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4.1.3 パネル入力 

 「検索」ボタン右の「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

増やせるため、より多くの検索条件を指定して検索することできます。 

 

 
フリーワード検索（パネル入力）初期画面 

 

A：法令名 

法令名の入力欄は、「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（法令名）を入力します。複数の用語を入力する場合には、用語と用語の

間にスペース（半角または全角）を入力してください（例：「金融 商品」）。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「金

融 商品」と入力し、「のどれも含まない」欄に「施行令」と入力して検索するとい

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 
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ったことが可能です（「のどれも含まない」欄（NOT）のみに入力しての検索はで

きません）。 

 

B：条指定 

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……条指定の項目欄を追加します。 

●「－」ボタン……条指定の項目欄を削除します。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。 

 

C：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。複数の法令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：「職員 給与」）。

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「職員 給与」と入力し、「のどれも含まない」欄に「地方公営企業」と入力し

て検索するといったことが可能です。〔検索の単位について ⇒ 「4.1.1 フリーワ

ード検索エリア（初期表示）」の「C：フリーワード」参照〕〔法令構造について ⇒ 

「4.1.1 フリーワード検索エリア（初期表示）」の「C：フリーワード」参照〕 

 

D：発令 

法令の発令を指定して検索します。「元号」と「年」、「法令種別」、「番号」を入力し

てください。元号と年、元号と年と法令種別でも検索できます。法令種別が曖昧な

場合は、「候補」ボタンをクリックし、右エリアに該当する候補の一覧を表示します。

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

が現れているときに表示します。 

 

E：法令区分 

法律（法律扱いの法令含む）／政令（法律扱いの法令除く）／勅令（法律扱いの法

令除く）／条約／規則／省令／告示／その他で法令区分を指定します。選択した区

分のいずれかを含む（OR）法令が対象となります。 

 

F：法分野 

「法分野目次」の第一階層（編）の区分で検索対象を指定します。選択した区分の
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いずれかを含む（OR）法分野が対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G：「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。 

●パネル「解除」ボタン……パネル入力を解除します。 

 

4.1.4 入力支援機能 

 現行法規の検索では、検索条件の入力支援機能として、「発令」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、入力候補の一覧を表示します。利用者は、その中から検索す

る単語を選択します。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。 

 

 
フリーワード検索（入力支援機能）画面 

A 

B 

◆法分野目次の第一階層 

法分野目次の第一階層には、次のようなものがあります。 

第一編 憲法／第二編 国会／第二編の二 選挙／第三編 行政一般／第四編 地方制

度／第五編 司法・法務／第六編 民事法／第七編 刑事法／第八編 警察・消防／第

九編 教育・文化／第十編 厚生／第十編の二 環境保全／第十一編 労働／第十二編 

財政／第十三編 租税／第十三編の二 事業／第十四編 金融／第十五編 産業一般／

第十六編 農林／第十六編の二 水産／第十七編 商工／第十七編の二 資源・エネル

ギー／第十七編の三 貿易・外国為替／第十八編 陸運／第十八編の二 海運／第十八

編の三 航空／第十九編 郵政／第二十編 電気通信／第二十編の二 国土計画／第二

十一編 建設／第二十二編 国防／第二十三編 外事／第二十四編 条約 
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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。入力欄に入力しないで「候補」ボタン

をクリックすると、入力候補【発令】の検索画面を画面右のエリアに表示します。 

 

B：入力候補検索画面 

検索語の候補を検索したり、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。 
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4.2 制定・沿革検索 

 制定・沿革検索では、対象（新規制定法令・改正法令の公布／施行された（される）期

間・日付等）を指定し、法令種別、法令名、法分野等の各絞込み条件を加えて法令を検索

することができます。 

「制定・沿革検索」で使用している用語は、次のように定義しています。 

 

●新規制定法令……新たに制定された法令のうち、改正の溶け込み先になる法令（『現行法

規』において新たに一本の法令として登録される法令）を「新規制定法令」と呼びます。 

●改正沿革……「新規制定法令」のそれぞれに付されている「改正沿革」（改正の履歴＝「改

正法名」とその「発令」、改正法の「施行日」を時系列に一覧した表）を指します。 

●改正法……「新規制定法令」に改正を加えたすべての制定法（一部改正法含む）を指し

ます。いわゆる「新規制定法令」が、他の「新規制定法令」を改正した場合も、それは「改

正法」とします。 

●被改正法……「改正法」によって改正された「新規制定法令」を指します。 

 

 

 

制定・沿革検索初期画面 

A 

B 

C 

D 

E 

F 
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制定・沿革検索後画面 

 

A：「制定・沿革」ボタン 

制定・沿革の検索画面を表示するためのボタンです。 

 

B：制定・沿革検索エリア 

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）を 5 件まで表示します。「最近の検索エリア」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。 

●「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：お知らせ 

データベースの更新等について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。 

 

E：新着情報 

新規に登載した法令等について表示します。 

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

G 
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「新着情報」の画面に遷移します。〔新着情報について ⇒ 「7 新着情報」参照〕 

F：お気に入り法令 

条文表示画面でお気に入り法令に登録した法令の一覧を表示します。「お気に入り法

令」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。 

お気に入り法令については、『共通機能 User Guide』を参照してください。 

●「すべて表示」……「すべて表示（マイページ）」のリンク文字列をクリックする

と、マイページの「お気に入り法令」の画面に遷移し、お気に入り法令として登録

した法令の一覧を表示します。 

 

G：結果表示エリア 

結果表示エリアには、検索前には各種お知らせを表示しています。検索を実行した

後には、その結果を表示します。〔検索結果の詳細について ⇒ 「5 検索結果一覧」

参照〕 

 

4.2.1 制定・沿革検索エリア 

 制定・沿革検索エリアは、対象となる法令が「公布された（される）」または「施行され

た（される）」年月日や、法令種別、法令名、法分野等の検索条件を指定して検索するため

の画面です。 

 

 

制定・沿革検索エリア画面 

 

A：対象 

どの法令を検索対象にするかを公布・施行の年月日またはその範囲を指定して検索

します。年月日は、「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、年月日欄をすべて入力する以外にも、元号＋年、元号＋年＋月の指定

も可能です。年月日の指定の種類は以下のとおりです。 

●日付指定……指定した日付を対象に検索します。 

●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

A 

B 

C 

D 

E 
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すると、至年月日以前の法令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、最新の法令までを検索対象にします。 

●以降……指定した年月日以降の法令を検索します。 

●以前……指定した年月日以前の法令を検索します。 

「公布された（される）」または「施行された（される）」を選択してください。初

期設定では、「公布された（される）」を選択した状態になっています。必要に応じ

て、法令の属性を指定することができます。選択可能なのは、「新規制定法令」と「改

正法令」です。初期設定では、どちらも選択された状態になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B：法令種別 

「新規制定法令」・「改正法令」の法令種別を指定することができます。種別名等が

曖昧な場合は、「候補」ボタンをクリックすることで、候補の検索が可能です。 

 

C：法令名 

法令名（正式名称および略称）を指定します（部分一致検索）。複数の語を入力する

場合には、語と語の間に全角スペースを入力してください。（例：「危険 防止」） 

●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法令を検索します（初期設定）。「OR」は、指

定したいずれかの検索語を含む法令を検索します。「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。 

 

 

 

 

 

 

 

◆「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。 

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」を含まない法令を探す場合、「 (労

働＊賃金)－組合」のように指定します。 

◆公布年月日の指定 

特定の公布年月日で検索する場合は、リストボックスで「日付指定」を選択し、上段の入力欄

に年月日（「元号」＋「年」のみ、「元号」＋「年」＋「月」のみも可）を入力します。公布日

の範囲を指定する場合は、「範囲指定」を選択し、上段に自年月日、下段に至年月日を入力し

てください。自年月日を空欄にすると、明治から指定した至年月日までに公布された法令を検

索対象にします。至年月日を空欄にすると、指定した自年月日から最新の法令までを検索対象

にします。 

◆公布年月日の指定（至年月日） 

公布年月日の至年月日欄には、任意の未来の日付を入力できますが、「基準日」（内容現在日）

までに公布された法令しか検索対象にはなりませんので注意してください。 
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D：法分野 

「法分野目次」の第一階層（編）の区分で検索対象を指定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、右のエリアに一覧で表示します。 

 

  

◆法分野目次の階層 

法分野目次の階層には、次のようなものがあります。 

指定なし／第一編 憲法／第二編 国会／第二編の二 選挙／第三編 行政一般／第四

編 地方制度／第五編 司法・法務／第六編 民事法／第七編 刑事法／第八編 警

察・消防／第九編 教育・文化／第十編 厚生／第十編の二 環境保全／第十一編 労

働／第十二編 財政／第十三編 租税／第十三編の二 事業／第十四編 金融／第十五

編 産業一般／第十六編 農林／第十六編の二 水産／第十七編 商工／第十七編の二 

資源・エネルギー／第十七編の三 貿易・外国為替／第十八編 陸運／第十八編の二 海

運／第十八編の三 航空／第十九編 郵政／第二十編 電気通信／第二十編の二 国土

計画／第二十一編 建設／第二十二編 国防／第二十三編 外事／第二十四編 条約 
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■「新規制定法令」を検索する 

 「新規制定法令）を検索する場合は、検索対象として「新規制定法令」を指定して、法

令の「公布」または「施行」の年月日を指定します。年月日の指定の種類は、リストボッ

クスから「日付指定」、「範囲指定」、「以降」、「以前」を選択します。法令種別、法令番号

がわかっている場合は、それぞれ入力してください。法令種別は、「入力候補【発令】」の

検索機能を利用することもできます。 

 「検索」ボタンをクリックすると、画面右の検索結果一覧エリアに、指定した日付また

は期間に発令された法令の一覧表を表示します。〔検索結果一覧について ⇒ 「5.2 制定・

沿革検索の検索結果一覧」参照〕 

 

 

 

 

  検索条件を指定する 検索結果一覧 
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■改正沿革の中から「改正法」を検索する 

 改正沿革の中から「改正法」を検索する場合は、検索対象として「改正法令」を指定し

て、法令の「公布」または「施行」の年月日を指定します。年月日の指定の種類は、リス

トボックスから「日付指定」、「範囲指定」、「以降」、「以前」を選択します。法令種別、法

令番号がわかっている場合は、それぞれ入力してください。法令種別は、「入力候補【発令】」

の検索機能を利用することもできます。 

 「検索」ボタンをクリックすると、画面右の検索結果一覧エリアに、指定した日付また

は期間に発令された法令の一覧表を表示します。〔検索結果一覧について ⇒ 「5.2 制定・

沿革検索の検索結果一覧」参照〕 

 

 

 

 

 検索結果一覧は、改正法を主体とした表示と被改正法を主体とした表示を切り替えるこ

とが可能です。 

● ……被改正法を基準に改正法を主体とした表示に切り替える 

● ……改正法を基準に被改正法を主体とした表示に切り替える 

 

  

検索条件を指定する 検索結果一覧 
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4.2.2 入力支援機能 

 制定・沿革検索では、検索条件の入力支援機能として、「法令種別」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、入力候補の一覧を表示します。利用者は、その中から検

索する単語を選択します。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。 

 

 

制定・沿革検索（入力支援機能）画面 

 

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。入力欄に入力しないで「候補」ボタン

をクリックすると、入力候補【発令】の検索画面を画面右のエリアに表示します。 

 

B：入力候補検索画面 

検索語の候補を検索したり、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。 

 

 

A 

B 
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4.3 公布日・施行日カレンダー検索 

公布日・施行日カレンダー検索では、指定した期間（最大で１年間）中に公布された又

は施行された（される）法令を、法令名、法令種別、法分野の各絞り込み条件を加えて検

索することができます。 

 

 

公布日・施行日カレンダー検索初期画面 

 

公布日・施行日カレンダー検索後画面 

公布日・施

行日カレン

ダー検索後

画面 

A 

B C 

D 

E 

F 

G 
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A：「公布日・施行日カレンダー」ボタン 

公布日・施行日カレンダーの検索画面を表示するボタンです。 

 

B：「公布日・施行日カレンダー」検索エリア 

検索条件を設定するエリアです。 

 

C：お知らせ 

データベースの更新等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。 

 

D：新着情報 

新規に登載した法令等について表示します。 

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

「新着情報」の画面に遷移します。〔新着情報について ⇒ 「7 新着情報」参照〕 

 

E：お気に入り法令 

各種検索画面から行った検索結果一覧から又は条文表示画面からお気に入り法令に

登録した法令の一覧を表示します。「お気に入り法令」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。お気に入り法令については、『共通機能 User 

Guide』を参照してください。 

●「すべて表示」……「すべて表示（マイページ）」のリンク文字列をクリックする

と、マイページの「お気に入り法令」の画面に遷移し、お気に入り法令として登録

した法令の一覧を表示します。 

 

F：カレンダー表示エリア 

検索条件で設定した期間のカレンダーを表示するエリアです。カレンダー上の各日

付欄には、当該日に公布された又は施行された（される）法令の数が入ります。ま

た、お気に入りに登録している法令が当該日付での対象法令に含まれる場合には、

星マークが表示されます。 

 

G：結果表示エリア 

結果表示エリアには、検索前には各種お知らせを表示しています。検索を実行した

後には、その結果を表示します。〔検索結果の詳細について ⇒ 「5 検索結果一覧」

参照〕 
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4.3.1 公布日・施行日カレンダー検索エリア 

公布日・施行日カレンダー検索エリアは、任意の元号・年・月を起点とした表示期間を

指定し、当該指定期間中に公布された又は施行された（される）法令を検索するための画

面です。ここでは、元号・年・月、表示期間の指定のほか、法令名、法令種別、法分野の

検索条件を合わせて指定して検索することができます。 

 

 

公布日・施行日カレンダー検索エリア画面 

 

A：公布／施行 

   法令を「公布日」又は「施行日」のどちらで検索するか選択することができます。「公

布」を選択して検索を実行した場合、基準日（内容現在日）までに公布された法令を

 

  

 

 

 

 

E 

F 

A B 

C 

D 

G 
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対象に、指定期間中の各日毎に公布された対象法令数をカレンダーで表示するととも

に検索結果一覧を表示します。一方、「施行」を選択して検索を実行した場合、これ

までに施行された法令又はこれから施行される法令を対象に、指定期間中の各日毎に

施行された（される）対象法令数をカレンダーで表示するとともに検索結果一覧を表

示します。 

 

B：年・月指定 

   検索対象の起点となる元号・年・月を指定できます。「公布」を選択した場合、元号

は明治・大正・昭和・平成から選択できます。また、「施行」を選択した場合は、未

定も選択できます。 

年・月については、それぞれの元号の範囲で任意の指定ができます。未定の場合に

は年・月の指定はできません。 

 

C：表示期間 

   指定した年・月を起点として、表示の期間を１か月、３か月、６か月、１年から指

定できます。検索では指定した期間分のカレンダーが表示されます。 

 

D：法令名 

法令名（正式名称および略称）を指定します（部分一致検索）。複数の語を入力する

場合には、語と語の間に全角スペースを入力してください。（例：「危険 防止」） 

 

●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法令を検索します（初期設定）。「OR」は、指

定したいずれかの検索語を含む法令を検索します。「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：法令種別 

   検索対象としたい法令種別を指定することができます。種別名等が曖昧な場合は、

「候補」ボタンをクリックすることで、候補の検索が可能です。 

 

◆「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。 

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」を含まない法令を探す場合、「 (労

働＊賃金)－組合」のように指定します。 
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F：法分野 

 「法分野目次」の第一階層（編）の区分で検索対象を指定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G：「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、公布日・施行日カレンダー検索エリアの下のカレンダー表示エ

リア及び右の結果表示エリアに表示されます。 

 

■指定した期間中に公布された法令を検索する 

 指定した期間中に公布された法令を検索する場合は、「公布／施行」から「公布」を選択

し、「年・月指定」から検索の起点となる任意の元号・年・月を選択します。この際、公布

された法令を検索できる範囲は基準日（内容現在日）までのものとなり、「年・月指定」で

基準日の属する月の翌月以降を指定すると「検索結果がありません」と表示されます。「表

示期間」では、「年・月指定」で指定した起点月からの検索期間を選択できます（最大で 1

年間）。 

 検索範囲の指定と合わせて、「法令名」、「法令種別」、「法分野」の各検索条件を指定した

検索が可能です。特定の語を含む法令を対象として調べたい、特定の省令を調べたい、特

定の法分野の法令の動きを調べたい場合などに条件を指定して検索することができます。 

「検索」ボタンをクリックすると、画面左下のカレンダー表示エリアに、指定した期間

のカレンダーが表示され、カレンダーの各日付欄には当該日に公布された対象法令数が表

示されます。この際、お気に入り法令に登録していた法令が対象法令に含まれている日付

には星マークが表示されます。 

また、画面右の結果表示エリアには、指定した期間中に公布された法令の一覧を表示し

ます。〔カレンダー及び検索結果一覧について ⇒  「5.3 公布日・施行日カレンダー検

索の検索結果一覧」参照〕 

 

◆法分野目次の階層 

法分野目次の階層には、次のようなものがあります。 

指定なし／第一編 憲法／第二編 国会／第二編の二 選挙／第三編 行政一般／第四

編 地方制度／第五編 司法・法務／第六編 民事法／第七編 刑事法／第八編 警

察・消防／第九編 教育・文化／第十編 厚生／第十編の二 環境保全／第十一編 労

働／第十二編 財政／第十三編 租税／第十三編の二 事業／第十四編 金融／第十五

編 産業一般／第十六編 農林／第十六編の二 水産／第十七編 商工／第十七編の二 

資源・エネルギー／第十七編の三 貿易・外国為替／第十八編 陸運／第十八編の二 海

運／第十八編の三 航空／第十九編 郵政／第二十編 電気通信／第二十編の二 国土

計画／第二十一編 建設／第二十二編 国防／第二十三編 外事／第二十四編 条約 
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公布日・施行日カレンダー検索結果画面 

 

■指定した期間中に施行された（される）法令を検索する 

 指定した期間中に施行された（される）法令を検索する場合は、「公布／施行」から「施

行」を選択し、「年・月指定」から検索の起点となる任意の元号・年・月を選択します。元

号の指定では、明治・大正・昭和・平成のほか、未定も選択できます。「公布」検索とは異

なり、「施行」検索では、基準日（内容現在日）以降に施行が予定されている法令について

も検索の対象範囲となります。 

「表示期間」では、「年・月指定」で指定した起点月からの検索期間を選択できます（最

大で 1 年間）。 

 検索範囲の指定と合わせて、「法令名」、「法令種別」、「法分野」の各検索条件を指定した

検索が可能です。特定の語を含む法令を対象として調べたい、特定の省令を調べたい、特

定の法分野の法令の動きを調べたい場合などに条件を指定して検索することができます。 

 「検索」ボタンをクリックすると、画面左下のカレンダー表示エリアに、指定した期間

のカレンダーが表示され、カレンダーの各日付欄には当該日に施行された（される）対象

法令数が表示されます。施行予定の法令のうち特定の施行日が確定していない法令につい

ては、カレンダーの下欄に「当月までに施行が予定されている施行日未確定法令」として

法令数が表示されます。また、お気に入り法令に登録していた法令が対象法令に含まれて

いる日付には星マークが表示されます。 

画面右の結果表示エリアには、指定した期間中に公布された法令の一覧を表示します。

〔カレンダー及び検索結果一覧について ⇒ 「5.3 公布日・施行日カレンダー検索の検索

結果一覧」参照〕 
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公布日・施行日カレンダー検索結果画面 

 

公布日・施行日カレンダー検索結果画面 
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4.4 法分野目次検索 

 法分野目次検索画面では、法分野ごとに体系的に整理された法分野目次を展開して同じ

分野に属する法令を一覧参照したり、法令名から目次内を逆引き検索してその法令の同じ

分野に属する法令を参照することができます。 

 法分野目次は、過去・未来が表示できる『履歴検索』であっても、常に最新内容に刷新

されています。この検索から表示できる条文の時点は、常に「基準日」です（廃止法令に

ついては廃止前の状態の条文を表示します）。 

 

 

法分野目次検索初期画面 

A 

B 

C 

D 

E 
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法分野目次検索後画面 

 

A：「法分野目次」ボタン 

法分野目次検索の画面を表示するためのボタンです。 

 

B：法分野目次検索エリア 

検索条件を設定するエリアです。 

 

C：お知らせ 

データベースの更新等について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。 

 

D：新着情報 

新規に登載した法令等について表示します。 

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

「新着情報」の画面に遷移します。〔新着情報について ⇒ 「7 新着情報」参照〕 

 

E：お気に入り法令 

条文表示画面でお気に入り法令に登録した法令の一覧を表示します。「お気に入り法

令」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。 

お気に入り法令については、『共通機能 User Guide』を参照してください。 

●「すべて表示」……「すべて表示（マイページ）」のリンク文字列をクリックする

F 
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と、マイページの「お気に入り法令」の画面に遷移し、お気に入り法令として登録

した法令の一覧を表示します。 

 

F：結果表示エリア 

結果表示エリアには、検索前には各種お知らせを表示しています。検索を実行した

後には、その結果を表示します。〔検索結果の詳細について ⇒ 「5 検索結果一覧」

参照〕 

 

4.4.1 法分野目次検索エリア 

 法分野目次検索エリアは、法分野ごとに整理された目次を表示するエリアです。法令名

の入力欄に法令名を入力して法分野目次を逆引き検索することも可能です。 

 

 
法分野目次検索エリア画面 

 

A：法令名 

法令名（正式名称および略称）を指定します（部分一致検索）。複数の語を入力する

場合には、語と語の間に全角スペースを入力してください。（例：「危険 防止」） 

「逆引き検索」ボタンをクリックすると、画面右のエリアに逆引き検索の結果を表

示します。 

 

B：法分野目次表示エリア 

法分野ごとに整理された目次を表示するエリアです。「すべて開く」ボタンをクリッ

クすると、法分野目次の階層がすべて開き、「すべて閉じる」ボタンをクリックする

と、法分野目次の階層が閉じて第一階層だけが表示されます。 

 

 

A 

B 
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法分野目次の第一階層は、「現行法令」と「廃止法令」です。「現行法令」は基準日

時点（基準日時点＝現行）での法分野目次で、「廃止法令」は平成 13 年以降の廃止

法令を年別に整理したものです。 

  

現行法令                 廃止法令 

 

 

 

 

 

 

  

◆「すべて開く」ボタンと「すべて閉じる」ボタン 

「すべて開く」ボタンと「すべて閉じる」ボタンはトグルになっています。「すべて開く」ボ

タンをクリックすると、法分野目次の階層がすべて開いて、ボタンは「すべて閉じる」に変わ

ります。「すべて閉じる」ボタンをクリックすると法分野目次の階層がすべて閉じて、ボタン

は「すべて開く」に変わります。 

◆「廃止法令」目次で検索した場合 

「廃止法令」の検索結果一覧から条文を参照する場合、各法令の条文は、廃止直前の「時点」

で表示されます。 
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4.5 五十音検索 

 「五十音検索」では、法令名（法令の正式名称に含まれる言葉、略称に含まれる言葉）

の「読みがな」を五十音パッドを使って入力します。したがって、キーボードで文字を入

力する必要がなく、マウスだけで操作することができます。検索文字列欄に文字を 1 文字

入力するたびに、自動的に法令を検索し、画面右のエリアに検索結果一覧を表示します。 

 五十音検索は、法分野目次に登載されている現行法令の読みがなで検索しています。な

お、改正によって法令名が変わった場合、改正前の法令名で調べると、改正後の法令名も

ヒットします（例：「薬事法」で検索すると、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律」）。 

 

 

五十音検索初期画面 

B C 

D 

E 

A 
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五十音検索後画面 

 

A：「五十音」ボタン 

五十音検索の画面を表示するためのボタンです。 

 

B：五十音検索エリア 

検索条件を設定するエリアです。 

 

C：お知らせ 

データベースの更新等について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。 

 

D：新着情報 

新規に登載した法令等について表示します。 

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

「新着情報」の画面に遷移します。〔新着情報について ⇒ 「7 新着情報」参照〕 

 

  

F 
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E：お気に入り法令 

条文表示画面でお気に入り法令に登録した法令の一覧を表示します。「お気に入り法

令」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。お気に入

り法令については、『共通機能 User Guide』を参照してください。 

●「すべて表示」……「すべて表示（マイページ）」のリンク文字列をクリックする

と、マイページの「お気に入り法令」の画面に遷移し、お気に入り法令として登録

した法令の一覧を表示します。 

 

F：結果表示エリア 

結果表示エリアには、検索前には各種お知らせを表示しています。検索を実行した

後には、その結果を表示します。〔検索結果の詳細について ⇒ 「5 検索結果一覧」

参照〕 

 

4.5.1 五十音検索エリア 

 五十音検索エリアでは、法令名（法令の正式名称に含まれる言葉、略称に含まれる言葉）

の「読みがな」を五十音パッドを使って入力します。検索文字列欄に文字が 1 文字入力さ

れるたびに、自動的に法令を検索し、画面右のエリアに検索結果一覧を表示します。また、

入力した読みがなに続く可能性のある文字を五十音パッド上に表示します。 

 

 

五十音検索エリア画面 

 

A 

B 
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A：検索文字列 

検索文字列（法令名および法令の正式名称に含まれる言葉、略称に含まれる言葉）

を入力します。入力は、五十音パッドで行います。キーボードから文字を入力する

ことはできません。 

「1 字削除」ボタンをクリックすると、最後に入力した文字を 1 文字削除します。 

 

B：五十音パッド 

検索文字列欄に法令の読みがなを入力するためのパッドです。入力する文字をマウ

スでクリックします。五十音パッドでは、色の濃い文字のみ入力可能です。 
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5 検索結果一覧 

 フリーワード検索、制定・沿革検索、法分野目次検索、五十音検索の検索結果は、画面

の右エリアに一覧表として表示します。一覧表は、検索の種類・単位によって、最適な形

式で表示します。 

 

 

 

 

 

 

5.1 フリーワード検索の結果一覧 

 フリーワード検索の検索結果一覧は、画面右のエリアに最大で 200 件表示します。 

 

 

 

 

 

 フリーワード検索のフリーワード入力欄で、検索の対象単位を「法令単位でさがす」、「条

単位でさがす」、「項単位でさがす」のいずれかを選択します（初期設定は「法令単位でさ

がす」）。その選択によって、検索結果一覧の表示が異なります。 

 

■「法令単位」の検索結果一覧 

 検索の対象単位を「法令単位」に設定した場合、検索結果一覧には、法令名と発令を表

示します。 

 法令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時点の該当法令の条文を

表示します。 

 

 
「法令単位」の検索結果一覧画面 

◆検索結果一覧の表示件数等の変更 

検索結果一覧の表示件数は、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、「現行法規（履歴検索）」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」、「50 件」、「100 件」、「200 件」から選択します。 

◆【現在廃止】と【現在未施行】 

検索結果一覧では、【現在廃止】（赤い文字）または【現在未施行】（緑の文字）と記される法

令があります。これは、「基準日」時点で該当の法令が廃止されていること、または「基準日」

時点で該当の法令がまだ施行されていないことを表します。現在この法令がどのような状態に

あるか、一覧上で確認することができます。 
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■「条単位」の検索結果一覧 

 検索の対象単位を「条単位」に設定した場合、検索結果一覧には、法令名、発令、ヒッ

トした条項数を条単位で表示します。 

 法令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法令の条文を先頭から表

示（フリーワードで検索した場合は最初のヒット箇所を頭出しして表示）します。条項数

のリンク文字列をクリックすると、別ウィンドウに該当時点の該当の条を頭出しして条文

表示します。 

 

 

「条単位」の検索結果一覧画面 

 

■「項単位」の検索結果一覧 

 検索の対象単位を「項単位」に設定した場合、検索結果一覧表には、法令名、発令、ヒ

ットした条項数を条単位で表示します。 

 法令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法令の条文を先頭から表

示（フリーワードで検索した場合は最初のヒット箇所を頭出しして表示）します。条項数

のリンク文字列をクリックすると、別ウィンドウに該当時点の該当の項を頭出しして条文

表示します。 

 

 

「項単位」の検索結果一覧画面 
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 続いて、検索結果一覧の画面について説明します。 

 

 

フリーワード検索結果一覧画面 

 

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・解除するためのエ

リアです。フリーワード検索の結果一覧では、「法令区分」と「新規制定／改正」、

「指定期間内に廃止された（される）法令」の 3 つを絞り込みの条件として設定す

ることができます。 

●法令区分……法令区分で絞り込みます。「すべて」、「法律」、「政令」、「勅令」、「省

令」、「規則」、「条約」、「告示」、「その他」から選択します。 

●現行／廃止……「基準日時点」で効力を有する法令かどうかで絞り込むます。「す

べて」、「現行法令」、「廃止法令」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。 

 

B：ツールバー 

検索結果一覧のチェックボックスにチェックマークを付けた法令に対して、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。 

  

A 

B 

C 
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1. 該当法令……検索でヒットした法令の件数を表示します。 

2. 選択件数……検索結果の一覧から選択している法令の数です。〔選択の方法につ

いて ⇒ 「C: 法令一覧」参照〕 

3. 印刷……選択した法令を印刷します。〔印刷の方法について ⇒ 「5.1.1 法令一

覧の印刷」参照〕 

4. ダウンロード……選択した法令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 法令一覧のダウンロード」参照〕 

5. 抽出した一覧……選択した法令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。 

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法令をすべて選

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。 

 

 

 

 

7. 一覧のソート……一覧を「法分野順」、「公布日昇順」、「公布日降順」、「50 音昇

順」、「50 音降順」、「関連度順」の昇順・降順でソートします。一覧をソートした場

合に、それまでに選択した法令（条項）は無効になり、チェックマークは外れます。 

  

1 

2 3 4 5 6 

10 

7 8 9 
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8. 「ヒット箇所を非表示」ボタン……検索結果一覧に表示されているヒット箇所を

非表示にします。もう一度クリックすると、再度表示します。 

9. 上へ戻る……一覧の上部に戻ります。 

10. 前へ／次へ……1つのページに表示可能な法令一覧は、初期設定では 50件です。

51 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。 

 

C：法令一覧 

法令一覧には、法令区分の記号／法令名／法令番号等の情報を表示します。法令の

リンク文字列をクリックすると、別ウィンドウに法令の詳細方法を表示します。〔詳

細情報について ⇒ 「6 法令の条文表示」参照〕 

 

 

 

 

1. 選択のチェックボックス……法令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. 法令区分の記号……法律、政令、省令については、それぞれ［法］、［政］、［省］

の記号が付きます。 

1 2 4 5 3 

◆一覧ソートの種類について 

一覧ソートの種類とその内容は、次のとおりです。 

●法分野順 

「法分野目次」に登載されている順序で並べ替えます。「第一編 憲法」から順に並びます。

関連性の高い法令をセットにしてみる（法律・政令・省令のセット等）場合に有効です。 

●公布日昇順 

各法令の制定時の公布日の昇順で並び替えます。古い法令から順に確認することができます。 

●公布日降順 

各法令の制定時の公布日の降順で並び替えます。新しい法令から順に確認する場合に有効で

す。 

●50 音昇順 

各法令名の 50 音の昇順で並び替えます。あ行から順番に確認することができます。 

●50 音降順 

各法令名の 50 音の降順で並び替えます。わ行から順番に確認することができます。 

●関連度順 

検索結果を関連度順に並び替えます。検索語が題名や条・章見出しにヒットしているものはよ

り関連度が高いものとされます。 
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3. 法令のリンク文字列……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。 

4. お気に入り法令……クリックするとお気に入り法令に登録し、アイコンが薄い黄

色に変わります。再度クリックすると、お気に入り法令から削除します。「お気に入

り法令」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。 

5. 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。 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

b c d 

a 

◆時点指定と検索結果一覧 

フリーワード検索と制定・沿革検索では、必ず時点を指定して検索します（指定しない場合は

「基準日」が指定されたものと見なされます）。指定した時点は、検索結果一覧の上部に表示

します（「平成 14 年 4 月１日時点で効力を有している法令・条文」等）。 

一覧の法令名（条項数）のリンク文字列をクリックして条文を表示する場合、この一覧表の時

点を引き継ぎ、その時点における有効条文（たとえば、平成 14 年 4 月 1 日時点で有効な「商

法」の条文）を表示します。 
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5.1.1 法令一覧の印刷 

 ツールバーの「印刷」アイコンをクリックすると、法令一覧を印刷することができます。 

 

 

検索結果一覧印刷画面 

 

A：ツールバー 

一覧を印刷するための「印刷実行」ボタンや、法令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。 

 

B：出力一覧エリア 

印刷する一覧を表示します。 

 

 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、プリンタを選択したり、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。 

 

5.1.2 法令一覧のダウンロード 

 ツールバーの「ダウンロード」アイコンをクリックすると、法令一覧のデータをダウン

ロードすることができます。一覧ダウンロード画面では、ダウンロードする情報や対象を

細かく指定することが可能です。 

 

 
検索結果一覧ダウンロード画面 

B 

A 

A 

B 

C 

D 
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A：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。ファイル形式は、「リッチテキスト形

式（.rtf）」、「テキスト形式（.txt）」、「PDF 形式（.pdf）」、「CSV 形式（.csv）」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 

法令の検索条件と絞込み条件を出力する／出力しないを選択します。選択可能な項

目は、「する」と「しない」です。 

 

D：ダウンロード対象エリア 

ダウンロードの対象となる法令を選択します。「すべて」を選択すると検索結果一覧

の法令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

した法令が対象となります。「選択範囲」を選択して番号の範囲（検索結果一覧の各

法令に付いている番号）を入力すると、その範囲の法令が対象となります。いずれ

の場合も、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。 

 

  

◆一覧ダウンロードの出力形式 

初期設定で出力する形式は、マイページの「利用設定」画面で変更することができます。「現

行法規（履歴検索）」の「検索結果一覧ダウンロード設定」にある「検索結果一覧ダウンロー

ド設定」で形式を選択してください。 
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5.2 制定・沿革検索の結果一覧 

 「制定・沿革検索」の検索結果一覧は、「改正法」と「被改正法」を組み合わせた特別な

一覧表です。検索の特性から、「施行日」の概念を取り入れています。 

 

■対象で「新規制定法令」を選択したとき 

 制定・沿革検索の対象で「新規制定法令」を選択したときの検索例を説明します。「制定・

沿革検索」のリストボックスで「範囲指定」を選択して、対象の年月日を上段に「平成 26

年 6 月 1 日」、下段に「平成 26 年 10 月 1 日」とします。ラジオボタンは「公布」をオンに

して、「新規制定法令」のチェックボックスにチェックマークを付け、「法律種別」の入力

欄に「法律」と入力します。検索の結果は、改正法を主体とした表示になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 新規制定法令名のリンク文字列をクリックすると、別ウィンドウにこの法令の「基準日」

時点での有効状態（最新の内容）の条文を表示します。また、「公布：○年○月○日」のリ

ンク文字列をクリックすると公布日時点での有効な条文を表示し、「施行：○年○月○日」

のリンク文字列をクリックすると公布された条文が実際に効力をもつ日（施行日）時点で

有効な条文を表示します（※公布日に即日施行される場合は、「公布：○年○月○日」だけ

この法律の新規制定時の「施行日」

（新法として施行された日）を表示 

平成 24 年 6 月 1 日～平成 24 年 10 月 1 日に 

公布された新規制定法令 

新規制定法令 
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が表示されます）。 

 ボタンをクリックすると、被改正法を主体とした表示に切り替えることが

できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ボタンをクリックすると、最初の改正法を主体とした表示に戻ります。

この法律の新規制定時の「施行日」

（新法として施行された日）を表示 

平成 24 年 6 月 1 日～平成 24 年 10 月 1 日に 

公布された新規制定法令 

新規制定法令 
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■対象で「改正法令」を選択したとき 

 制定・沿革検索の対象で「改正法令」を選択したときの検索例を説明します。 

 「制定・沿革検索」のリストボックスで「範囲指定」を選択して、対象の年月日を上段

に「平成 26 年 6 月 1 日」、下段に「平成 26 年 10 月 1 日」とします。ラジオボタンは「公

布」をオンにして、「改正法令」のチェックボックスにチェックマークを付け、「法律種別」

の入力欄に「法律」と入力します。検索の結果は、改正法を主体とした表示になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 被改正法法令名のリンク文字列をクリックすると、別ウィンドウにこの法令の「基準日」

時点での有効状態（最新の内容）の条文を表示します。 

 改正法令名のリンク文字列をクリックすると、別ウィンドウに改正法令の条文を表示し

ます。また、「公布：○年○月○日」のリンク文字列をクリックすると被改正法が改正され

た日（改正法の「公布日」）時点で有効な条文を表示し、「施行：○年○月○日」のリンク

文字列をクリックすると改正された内容が実際に効力をもつ日（「施行日」）時点で有効な

条文を表示します。 

 ボタンをクリックすると、被改正法を主体とした表示に切り替えることが

できます。 

「改正法」によって改正された内容が

「被改正法」において施行される日 

平成 24年 3月 31日～平成 25年 4月 1日に公布

された改正法令 

改正法令によって改正された 

すべての「被改正法」 
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 ボタンをクリックすると、最初の改正法を主体とした表示に戻ります。 

 続いて、検索結果一覧の画面について説明します。 

 

 

制定・沿革検索結果一覧画面 

 

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・解除するためのエ

リアです。制定・沿革検索の結果一覧では、「法令区分」と「新規制定／改正」、「指

定期間内に廃止された（される）法令」の 3 つを絞り込みの条件として設定するこ

とができます。 

●法令区分……法令区分で絞り込みます。「すべて」、「法律」、「政令」、「勅令」、「省

令」、「規則」、「条約」、「告示」、「その他」から選択します。 

●新規制定／改正……新規制定と改正で絞り込みます。「すべて」、「新規制定法令」、

「改正法令」から選択します。 

●指定期間内に廃止された（される）法令……指定期間内に廃止された（される）

法令で絞り込みます。「を含める」、「を除く」、「のみに絞る」から 1 つを選択します。 

●「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。 

 

  

A 

B 

C 
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B：ツールバー 

検索結果一覧のチェックボックスにチェックマークを付けた法令に対して、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。 

 

 

 

 

1. 該当法令……検索でヒットした法令の件数を表示します。 

2. 選択件数……検索結果の一覧から選択している法令の数です。〔選択の方法につ

いて ⇒ 「C: 法令一覧」参照〕 

3. 印刷……選択した法令を印刷します。〔印刷の方法について ⇒ 「5.2.1 法令一

覧の印刷」参照〕 

4. ダウンロード……選択した法令をダウンロードします。〔ダウンロードの方法に

ついて ⇒ 「5.2.2 法令一覧のダウンロード」参照〕 

5. 抽出した一覧……選択した法令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。 

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法令をすべて選

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。 

 

 
 

 

7. 一覧のソート……一覧を「被改正法の公布日 降順」、「被改正法の公布日 昇順」

でソートします。一覧をソートした場合、それまでに選択した法令（条項）は無効

になり、チェックマークは外れます。 

8. 「被改正→改正」ボタン……表の形式を「改正法が主体の表」に変更します。こ

れにより、表の「No.」列の右に「改正法令名（発令）」列を表示し、ボタンが「改

正→被改正」に変わります。「改正→被改正」ボタンをクリックすると、元の表形式

に戻ります。これにより、表の「No.」列の右に「新規制定・被改正法令名（発令）」

列を表示し、ボタンが「被改正→改正」に変わります。 

9. 上へ戻る……一覧の上部に戻ります。 

1 

2 3 4 5 6 

10 

7 8 9 
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10. 前へ／次へ……1つのページに表示可能な法令一覧は、初期設定では 50件です。

51 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。 

 

C：法令一覧 

法令一覧には、法令区分の記号／法令名／法令番号等の情報を表示します。法令の

リンク文字列をクリックすると、別ウィンドウに法令の詳細方法を表示します。〔詳

細情報について ⇒ 「6 法令の条文表示」参照〕 

 

 

 

 

 

1. 選択のチェックボックス……法令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. 法令区分の記号……法律、政令、省令については、それぞれ［法］、［政］、［省］

の記号が付きます。 

3. 法令のリンク文字列……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。 

4. 公布日のリンク文字列……クリックすると、新しいウィンドウが開いて、公布日

における法令の詳細情報を表示します。 

5. 施行日のリンク文字列……クリックすると、新しいウィンドウが開いて、施行日

における法令の詳細情報を表示します。 

6. お気に入り法令……クリックするとお気に入り法令に登録し、アイコンが薄い黄

色に変わります。再度クリックすると、お気に入り法令から削除します。「お気に入

り法令」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。 

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のみ有効な機

能です。 

  

6 7 
1 2 3 

4 5 

8 
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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。 

 

8. PDF アイコン……クリックすると、別ウィンドウが開いて、新旧対照表の PDF

ファイルを表示します。 

 

5.2.1 法令一覧の印刷 

 ツールバーの「印刷」アイコンをクリックすると、法令一覧を印刷することができます。 

 

 

検索結果一覧印刷画面 

 

A：ツールバー 

一覧を印刷するための「印刷実行」ボタンや、法令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。 

 

B：出力一覧エリア 

印刷する一覧を表示します。 

 

 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、プリンタを選択したり、印刷設定を行ってください。すべ

B 

A 

b c d 

a 
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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。 

 

5.2.2 法令一覧のダウンロード 

 ツールバーの「ダウンロード」アイコンをクリックすると、法令一覧のデータをダウン

ロードすることができます。一覧ダウンロード画面では、ダウンロードする情報や対象を

細かく指定することが可能です。 

 

検索結果一覧ダウンロード画面 

 

A：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。ファイル形式は、「リッチテキスト形

式（.rtf）」、「テキスト形式（.txt）」、「PDF 形式（.pdf）」、「CSV 形式（.csv）」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 

法令の検索条件と絞込み条件を出力する／出力しないを選択します。選択可能な項

目は、「する」と「しない」です。 

 

D：ダウンロード対象エリア 

ダウンロードの対象となる法令を選択します。「すべて」を選択すると検索結果一覧

の法令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

A 

B 

C 

D 

◆一覧ダウンロードの出力形式 

初期設定で出力する形式は、マイページの「利用設定」画面で変更することができます。「現

行法規（履歴検索）」の「検索結果一覧ダウンロード設定」にある「検索結果一覧ダウンロー

ド設定」で形式を選択してください。 
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した法令が対象となります。「選択範囲」を選択して番号の範囲（検索結果一覧の各

法令に付いている番号）を入力すると、その範囲の法令が対象となります。いずれ

の場合も、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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5.3 公布日・施行日カレンダー検索の結果一覧 

「公布日・施行日カレンダー検索」の検索を行うと、左下のカレンダー表示エリアに指

定期間のカレンダーが、右の結果表示エリアには指定期間の対象法令一覧が表示されます。 

 

■指定期間内に公布された法令を検索したとき 

公布日・施行日カレンダー検索で指定期間内に公布された法令を検索したときの検索を

説明します。「公布／施行」で「公布」を選択し、「年・月指定」で平成 27 年 3 月と指定し、

「表示期間」のラジオボタンで 1 か月を選択し、「検索」ボタンを押下します。 

検索の結果として、画面左下には、平成 27 年 3 月の 1 か月間のカレンダーが表示され、

各日付欄には当該日に公布された法令の数が記載されています。また、当該日付に自身で

登録したお気に入り法令が対象として含まれている場合には星マークが表示されます。 

一方で、画面右には、平成 27 年 3 月の 1 か月間に公布された対象法令の一覧が日付ごと

に昇順で表示されます。画面左に表示されたカレンダーの日付欄をクリックすると、対象

法令一覧中の該当の日付が頭出しされます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27年 3月の 1ヵ月間に公布された 

新規制定法令・被改正法令名 平成 27年 3月の 1ヵ月間に 

施行された改正法令名 

平成 27年 3月の 1ヵ月間に施行 

された法令の公布日・施行日 
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対象法令一覧中、施行日欄のリンク文字列をクリックすると、別ウィンドウにこの法令

の選択した時点での有効状態の条文を表示します。 

一覧の上部にある検索結果の絞り込みエリアの「法令区分」、「指定期間内に廃止された

（される）法令」から絞り込みを行うと、選択した区分に属する対象法令や廃止された（さ

れる）法令に一覧が絞られ、画面左のカレンダー表示上の各日付の対象法令数も変動しま

す。 

 ボタンをクリックすると、被改正法を主体とした表示に切り替えることが

できます。 

 ボタンをクリックすると、最初の改正法を主体とした表示に戻ります。 

  

■指定期間内に施行された（される）法令を検索したとき 

 公布日・施行日カレンダー検索で指定期間内に施行された（される）法令を検索したと

きの検索例を説明します。「公布／施行」で「施行」を選択し、「年・月指定」で平成 27 年

5 月と指定し、「表示期間」のラジオボタンで 1 か月を選択し、「検索」ボタンを押下します。 

検索の結果として、画面左下には、平成 27 年 5 月の 1 か月間のカレンダーが表示され、

各日付欄には当該日に施行された法令の数が記載されています。また、当該日付に自身で

登録したお気に入り法令が対象として含まれている場合には星マークが表示されます。 

一方で、画面右には、平成 27 年 5 月の 1 か月間に公布された対象法令の一覧が日付ごと

に昇順で表示されます。画面左に表示されたカレンダーの日付欄をクリックすると、対象

法令一覧中の該当の日付が頭出しされます。 

なお、検索の際に、法令名や法令種別、法分野の条件を合わせて指定することで、特定

の条件に合致する法令のうち、対象期間内に施行された（される）ものを検索することが

できます。 
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 対象法令一覧中、施行日欄のリンク文字列をクリックすると、別ウィンドウにこの法令

の選択した時点での有効状態の条文を表示します。 

一覧の上部にある検索結果の絞り込みエリアの「法令区分」、「指定期間内に廃止された

（される）法令」から絞り込みを行うと、選択した区分に属する対象法令や廃止された（さ

れる）法令に一覧が絞られ、画面左のカレンダー表示上の各日付の対象法令数も変動しま

す。 

 ボタンをクリックすると、被改正法を主体とした表示に切り替えることが

できます。 

 ボタンをクリックすると、最初の改正法を主体とした表示に戻ります。 

  

続いて、検索結果一覧の画面について説明します。 

平成 27年 5月の 1ヵ月間に施行された 

新規制定法令・被改正法令名 平成 27年 5月の 1ヵ月間に 

施行された改正法令名 

平成 27年 5月の 1ヵ月間に施行 

された法令の公布日・施行日 
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検索結果一覧画面 

 

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・解除するためのエ

リアです。公布日・施行日カレンダー検索の結果一覧では、「法令区分」と「指定期

間内に廃止された（される）法令」の２つを絞り込みの条件として設定することが

できます。 

●法令区分……法令区分で絞り込みます。「すべて」、「法律」、「政令」、「勅令」、「省

令」、「規則」、「条約」、「告示」、「その他」から選択します。 

●指定期間内に廃止された（される）法令……指定期間内に廃止された（される）

法令で絞り込みます。「を含める」、「を除く」、「のみに絞る」から 1 つを選択します。 

●「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。 

 

B：ツールバー 

検索結果一覧のチェックボックスにチェックマークを付けた法令に対して、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。 
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1. 該当法令……検索でヒットした法令の件数を表示します。 

2. 選択件数……検索結果の一覧から選択している法令の数です。〔選択の方法につ

いて ⇒ 「C: 法令一覧」参照〕 

3. 印刷……選択した法令を印刷します。〔印刷の方法について ⇒ 「5.2.1 法令一

覧の印刷」参照〕 

4. ダウンロード……選択した法令をダウンロードします。〔ダウンロードの方法に

ついて ⇒ 「5.2.2 法令一覧のダウンロード」参照〕 

5. 抽出した一覧……選択した法令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。 

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法令をすべて選

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。 

 

 

 

 

7. 「被改正→改正」ボタン……表の形式を「改正法が主体の表」に変更します。こ

れにより、表の「No.」列の右に「改正法令名（発令）」列を表示し、ボタンが「改

正→被改正」に変わります。「改正→被改正」ボタンをクリックすると、元の表形式

に戻ります。これにより、表の「No.」列の右に「新規制定・被改正法令名（発令）」

列を表示し、ボタンが「被改正→改正」に変わります。 

8. 上へ戻る……一覧の上部に戻ります。 

9. 前へ／次へ……1 つのページに表示可能な法令一覧は、初期設定では 50件です。

51 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。 

 

 

1 

2 3 4 5 6 

7 8 

9 
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C：法令一覧 

法令一覧には、法令区分の記号／法令名／法令番号等の情報を表示します。施行日

のリンク文字列をクリックすると、別ウィンドウに法令の詳細情報を表示します。

〔詳細情報について ⇒ 「6 法令の条文表示」参照〕 

 

 

 

 

 

1. 選択のチェックボックス……法令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. 法令区分の記号……法律、政令、省令については、それぞれ［法］、［政］、［省］

の記号が付きます。 

3. 法令のリンク文字列……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。 

4. 公布日のリンク文字列……クリックすると、新しいウィンドウが開いて、公布日

における法令の詳細情報を表示します。 

5. 施行日のリンク文字列……クリックすると、新しいウィンドウが開いて、施行日

における法令の詳細情報を表示します。 

6. お気に入り法令……クリックするとお気に入り法令に登録し、アイコンが薄い黄

色に変わります。再度クリックすると、お気に入り法令から削除します。「お気に入

り法令」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。 

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のみ有効な機

能です。 

 

 

 

 

b c d 

a 

6 7 
1 2 3 

4 5 

8 
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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。 

 

8. PDF アイコン……クリックすると、別ウィンドウが開いて、新旧対照表の PDF

ファイルを表示します。 

 

5.3.1 法令一覧の印刷 

 ツールバーの「印刷」アイコンをクリックすると、法令一覧を印刷することができます。 

 

 

 

 

A：ツールバー 

一覧を印刷するための「印刷実行」ボタンや、法令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。 

 

B：出力一覧エリア 

印刷する一覧を表示します。 

 

 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、プリンタを選択したり、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。 

 

5.3.2 法令一覧のダウンロード 

 ツールバーの「ダウンロード」アイコンをクリックすると、法令一覧のデータをダウン

ロードすることができます。一覧ダウンロード画面では、ダウンロードする情報や対象を

細かく指定することが可能です。 

 

 

A 

B 
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検索結果一覧ダウンロード画面 

 

A：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。ファイル形式は、「リッチテキスト形

式（.rtf）」、「テキスト形式（.txt）」、「PDF 形式（.pdf）」、「CSV 形式（.csv）」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 

法令の検索条件と絞込み条件を出力する／出力しないを選択します。選択可能な項

目は、「する」と「しない」です。 

 

D：ダウンロード対象エリア 

ダウンロードの対象となる法令を選択します。「すべて」を選択すると検索結果一覧

の法令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

した法令が対象となります。「選択範囲」を選択して番号の範囲（検索結果一覧の各

法令に付いている番号）を入力すると、その範囲の法令が対象となります。いずれ

の場合も、一度にダウンロードできるのは 50 件までです。 

A 

B 

C 

D 

◆一覧ダウンロードの出力形式 

初期設定で出力する形式は、マイページの「利用設定」画面で変更することができます。「現

行法規（履歴検索）」の「検索結果一覧ダウンロード設定」にある「検索結果一覧ダウンロー

ド設定」で形式を選択してください。 
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 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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5.4 法分野目次検索の結果一覧 

 法分野目次検索での目次展開や逆引き検索の結果一覧は、画面右のエリアに表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法分野目次検索結果一覧画面 

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・解除するためのエ

リアです。法分野目次検索の結果一覧では、「法令区分」と「現行／廃止」の 2 つを

絞り込みの条件として設定することができます。 

●法令区分……法令区分で絞り込みます。「すべて」、「法律」、「政令」、「勅令」、「省

令」、「規則」、「条約」、「告示」、「その他」から選択します。 

●現行／廃止……現行法令と廃止法令で絞り込みます。「すべて」、「現行法令」、「廃

止法令」から選択します。 

A 

B 

C 

◆「法分野目次検索」の検索結果一覧について 

「法分野目次検索」の検索結果一覧は、「通常一覧（法令単位）」とほぼ同じ体裁・機能ですが、

以下の点に違いがあります。 

●検索結果一覧の並び順 

法分野目次検索では「法分野順」で一覧表が表示されます。並べ替えることはできません。 

●時点 

分野目次は、『履歴検索』の世界にあっても、常に「基準日」時点の最新内容に刷新されてい

ます。したがって、法分野目次検索の検索結果一覧では、常に「基準日」時点の法令が表示さ

れます。 
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●「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。 

 

B：ツールバー 

検索結果一覧のチェックボックスにチェックマークを付けた法令に対して、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。 

 

 

 

1. 該当判例……検索でヒットした法令の件数を表示します。 

2. 選択件数……検索結果の一覧から選択している法令の数です。〔選択の方法につ

いて ⇒ 「C: 法令一覧」参照〕 

3. 印刷……選択した法令を印刷します。〔印刷の方法について ⇒ 「5.3.1 法令一

覧の印刷」参照〕 

4. ダウンロード……選択した法令をダウンロードします。〔ダウンロードの方法に

ついて ⇒ 「5.3.2 法令一覧のダウンロード」参照〕 

5. 抽出した一覧……選択した法令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。 

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法令をすべて選

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。 

 

 

7. 前へ／次へ……1 つのページに表示可能な法令一覧は、初期設定では 50件です。

51 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。 

8. 上へ戻る……一覧の上部に戻ります。 

 

C：法令一覧 

法令一覧には、法令区分の記号／法令名／法令番号等の情報を表示します。法令の

1 

2 3 4 5 6 

7 

8 
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リンク文字列をクリックすると、別ウィンドウに法令の詳細方法を表示します。〔詳

細情報について ⇒ 「6 法令の条文表示」参照〕 

 

 

 

 

1. 選択のチェックボックス……法令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. 法令区分の記号……法律、政令、省令については、それぞれ［法］、［政］、［省］

の記号が付きます。 

3. 法令のリンク文字列……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。 

4. お気に入り法令……クリックするとお気に入り法令に登録し、アイコンが薄い黄

色に変わります。再度クリックすると、お気に入り法令から削除します。「お気に入

り法令」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。 

5. 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。 

 

 

 

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。 

 

5.4.1 法令一覧の印刷 

 ツールバーの「印刷」アイコンをクリックすると、法令一覧を印刷することができます。 

 

1 2 4 

b c d 

a 

5 3 
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検索結果一覧印刷画面 

 

A：ツールバー 

一覧を印刷するための「印刷実行」ボタンや、法令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。 

 

B：出力一覧エリア 

印刷する一覧を表示します。 

 

 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、プリンタを選択したり、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。 

 

5.4.2 法令一覧のダウンロード 

 ツールバーの「ダウンロード」アイコンをクリックすると、法令一覧のデータをダウン

ロードすることができます。一覧ダウンロード画面では、ダウンロードする情報や対象を

細かく指定することが可能です。 

  

B 

A 
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検索結果一覧ダウンロード画面 

 

A：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。ファイル形式は、「リッチテキスト形

式（.rtf）」、「テキスト形式（.txt）」、「PDF形式（.pdf）」、「CSV形式（.csv）」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 

法令の検索条件と絞込み条件を出力する／出力しないを選択します。選択可能な項

目は、「する」と「しない」です。 

 

D：ダウンロード対象エリア 

ダウンロードの対象となる法令を選択します。「すべて」を選択すると検索結果一覧

の法令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

した法令が対象となります。「選択範囲」を選択して番号の範囲（検索結果一覧の各

法令に付いている番号）を入力すると、その範囲の法令が対象となります。いずれ

の場合も、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。 

A 

B 

C 

D 

◆一覧ダウンロードの出力形式 

初期設定で出力する形式は、マイページの「利用設定」画面で変更することができます。「現

行法規（履歴検索）」の「検索結果一覧ダウンロード設定」にある「検索結果一覧ダウンロー

ド設定」で形式を選択してください。 
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5.5 五十音検索の結果一覧 

 法分野目次検索の検索結果一覧は、画面右のエリアに最大で 50 件表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
五十音検索結果一覧画面 

 

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・解除するためのエ

リアです。五十音検索の結果一覧では、「法令区分」と「現行／廃止」の 2つを絞り

込みの条件として設定することができます。 

●法令区分……法令区分で絞り込みます。「すべて」、「法律」、「政令」、「勅令」、「省

令」、「規則」、「条約」、「告示」、「その他」から選択します。 

●現行／廃止……現行法令と廃止法令で絞り込みます。「すべて」、「現行法令」、「廃

A 

B 

C 

◆「五十音検索」の検索結果一覧について 

「五十音検索」の検索結果一覧は、「通常一覧（法令単位）」とほぼ同じ体裁・機能ですが、以

下の点に違いがあります。 

●検索結果一覧の並び順 

五十音検索では「法令名の読み仮名の JIS コード順（五十音順）」で一覧表が表示されます。

並べ替えることはできません。 

●時点 

五十音検索は、法分野目次に登載されている現行法令（および廃止法令）の読み仮名で検索す

るため、常に「基準日」時点の法令が表示されます。 
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止法令」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。 

 

B：ツールバー 

検索結果一覧のチェックボックスにチェックマークを付けた法令に対して、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。 

 

 

 

 

1. 該当法令……検索でヒットした法令の件数を表示します。 

2. 選択件数……検索結果の一覧から選択している法令の数です。〔選択の方法につ

いて ⇒ 「C: 法令一覧」参照〕 

3. 印刷……選択した法令を印刷します。〔印刷の方法について ⇒ 「5.4.1 法令一

覧の印刷」参照〕 

4. ダウンロード……選択した法令をダウンロードします。〔ダウンロードの方法に

ついて ⇒ 「5.4.2 法令一覧のダウンロード」参照〕 

5. 抽出した一覧……選択した法令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。 

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法令をすべて選

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。 

 

 
 

7. 前へ／次へ……1 つのページに表示可能な法令一覧は、初期設定では 50件です。

51 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。 

8. 上へ戻る……一覧の上部に戻ります。 

1 

2 3 4 5 6 

7 

8 
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C：法令一覧 

法令一覧には、法令区分の記号／法令名／法令番号等の情報を表示します。法令の

リンク文字列をクリックすると、別ウィンドウに法令の詳細方法を表示します。〔詳

細情報について ⇒ 「6 法令の条文表示」参照〕 

 

 

 

 

1. 選択のチェックボックス……法令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. 法令区分の記号……法律、政令、省令については、それぞれ［法］、［政］、［省］

の記号が付きます。 

3. 法令のリンク文字列……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。 

4. お気に入り法令……クリックするとお気に入り法令に登録し、アイコンが薄い黄

色に変わります。再度クリックすると、お気に入り法令から削除します。「お気に入

り法令」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。 

5. 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。 

 

 

 

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。 

 

  

1 2 4 

b c d 

a 

5 
3 
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5.5.1 法令一覧の印刷 

 ツールバーの「印刷」アイコンをクリックすると、法令一覧を印刷することができます。 

 

 
検索結果一覧印刷画面 

 

A：ツールバー 

一覧を印刷するための「印刷実行」ボタンや、法令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。 

 

B：出力一覧エリア 

印刷する一覧を表示します。 

 

 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、プリンタを選択したり、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。 

 

5.5.2 法令一覧のダウンロード 

 ツールバーの「ダウンロード」アイコンをクリックすると、法令一覧のデータをダウン

ロードすることができます。一覧ダウンロード画面では、ダウンロードする情報や対象を

細かく指定することが可能です。 

 

 
検索結果一覧ダウンロード画面 

B 

A 

A 

B 

  C 

D 
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A：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。ファイル形式は、「リッチテキスト形

式（.rtf）」、「テキスト形式（.txt）」、「PDF 形式（.pdf）」、「CSV 形式（.csv）」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 

法令の検索条件と絞込み条件を出力する／出力しないを選択します。選択可能な項

目は、「する」と「しない」です。 

 

D：ダウンロード対象エリア 

ダウンロードの対象となる法令を選択します。「すべて」を選択すると検索結果一覧

の法令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

した法令が対象となります。「選択範囲」を選択して番号の範囲（検索結果一覧の各

法令に付いている番号）を入力すると、その範囲の法令が対象となります。いずれ

の場合も、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。 

 

 

  

◆一覧ダウンロードの出力形式 

初期設定で出力する形式は、マイページの「利用設定」画面で変更することができます。「現

行法規（履歴検索）」の「検索結果一覧ダウンロード設定」にある「検索結果一覧ダウンロー

ド設定」で形式を選択してください。 
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6 法令の条文表示 

6.1 検索結果一覧から「時点」条文へ 

 「履歴検索」では、各検索結果一覧から表示する条文の「時点」が異なります。各検索

結果一覧からは、以下の時点の条文が表示されることを確認してください。 

 

■フリーワード検索 

 フリーワード検索では、「時点」を指定せずに検索した場合は、「基準日」時点（最新内

容）の条文を表示し、「時点」を指定して検索した場合は、指定した時点（施行日）で有効

な条文を表示します。 

 

■制定・沿革検索 

 制定・沿革検索では、新規制定法令を検索した場合と、改正法令を検索した場合とで異

なります。 

 新規制定法令を検索した場合、法令名のリンク文字列＝「基準日」時点（最新内容）の

条文を表示し、施行日（日付）のリンク文字列＝公布時の状態の条文を表示します。 

 改正法令を検索した場合、法令名のリンク文字列＝「基準日」時点（最新内容）の「被

改正法」の条文を表示し、施行日（日付）のリンク文字列＝各改正法によって改正された

後の状態の「被改正法」の条文を表示します。 

 

■法分野目次検索 

 法分野目次検索では、「現行法令目次」で検索した場合、「基準日」時点（最新内容）の

条文を表示し、「廃止法令目次」で検索した場合、廃止直前（廃止の 1 つ前の時点）の条文

を表示します。 

 

■五十音検索 

 五十音検索では、「現行法令」では「基準日」時点（最新内容）の条文を表示し、「廃止

法令」では廃止直前（廃止の 1 つ前の時点）の条文を表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

◆条文の「現在」・「過去」・「未来」 

条文表示においては、「いつの時点で有効な状態の条文」を表示しているのか、常に確認して

おく必要があります。いま参照している条文は、「過去時点で有効な状態であった条文」なの

か、「最新内容の条文」なのか、「未来の施行状態が溶け込んだ条文」なのか、画面の基調色で

確認することができます。 
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6.2 条文表示画面 

 「検索結果一覧」画面で、該当法令名または条項数のリンク文字列をクリックすると、

別ウィンドウに各法令の条文を表示します。「条文表示」画面には、「目次」を用いて各条

を頭出しして参照する機能、「同じ分野の法令」を参照する機能、「施行沿革」や「改正沿

革」を用いて法令の現在・過去・未来を参照する機能等、さまざまな機能があります。 

 

 

条文表示画面 

 

A：詳細画面ツールバー 

法令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。 

 

 

 

1. 「検索結果の移動」ボタン……現在表示中の条文の呼出し元となった「検索結果

一覧」（または「選択結果一覧」）における前の法令／次の法令に表示を切り替えま

す。「▲」ボタンをクリックすると前の法令に移動し、「▼」ボタンをクリックする

と次の法令に移動します。 

A 

B E 

1 

D 

C 
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2. 「法令内検索」アイコン……現在表示中の条文に対してフリーワード検索をする

ことができます。アイコンをクリックすると、ツールバーの下段に検索のエリアが

現れます。検索語の入力欄に用語を入力して、「法令内検索」ボタンをクリックする

と、ヒット箇所を表示します。次のヒット箇所もしくは前のヒット箇所に移動する

場合は、「▲」／「▼」ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

a. 検索語入力欄……検索する用語を入力します。 

b. 「法令内検索」ボタン……検索を実行するボタンです。 

c. 「▲」／「▼」ボタン……次のヒット／前のヒットの箇所に移動します。 

d. 選択中の条から開始……画面左の「目次」中の各条等で、チェックボッ

クスにチェックマークを付けている条がある場合には、その条以降の条文を

対象に「法令内検索」を行います。 

 

 

 

 

 

3. 「シンプル表示」アイコン……関連情報エリア（E）を消去して、法令基本情報

表示エリア（B）と目次・施行沿革表示エリア（C）、条文表示エリア（D）のみを表

示します。 

4. 「カッコ内を色分け・省略」アイコン……条文のカッコ内を色分け表示をしたり、

省略表示をします。アイコンをクリックルすると、ツールバーの下段にボタンを表

示するエリアが現れます。画面左の目次から対象となる条文にチェックマークを付

けて、ボタンをクリックすると、別ウィンドウに処理の結果を表示します。 

 

 

 

e. 「カッコ内を色分け」ボタン……条文のカッコ内を色分けします。カッ

コの単位で色分けすることにより、より読解しやすくなります。 

2 3 4 

a b c d 

e f 

◆法令内の文字検索について 

検索語入力欄に入力できる検索語は 1 語です。スペース区切りで複数の検索語を入力しても、

掛け合わせ検索はできません。また、法令内の検索を実行すると、既存のハイライト表示は解

除され、法令内検索のハイライトが表示されます。 
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カッコ内色分け表示画面 

 

f. 「カッコ内を省略」ボタン……条文のカッコ内の文字を省略します。カッ

コの多い条文の概要を把握しやすくなります。カッコがあった痕跡を残すた

めに、カッコ記号「（）」は元の箇所に残ります。正確な条文を確認する必要

がある場合には、原文を参照してください。 

 

カッコ内省略表示画面 

 

 

5. 「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」～「最小」の各ボタ

ンをクリックすると、条文表示エリアの文字サイズが変わります。 

 

 

5 6 7 8 
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6. 「印刷」アイコン……法令を印刷します。〔印刷の方法について ⇒ 「6.2.1 法

令の印刷」参照〕 

7. 「ダウンロード」アイコン……法令をダウンロードします。〔ダウンロードの方

法について ⇒ 「6.2.2 法令のダウンロード」参照〕 

8. 「お気に入り」アイコン……お気に入り法令に登録します。☆のアイコンが黄色

いときは、この法令がお気に入り法令に登録されていることを示します。お気に入

り法令に登録された状態でこのアイコンをクリックすると、登録を解除します。「お

気に入り法令」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。

お気に入り法令については、『共通機能 User Guide』を参照してください。 

 

B：法令基本情報表示エリア 

法令名や制定年月日、最終改正年月日、表示している条文の時点等の基本的な情報

を表示します。その時点以降に施行される予定の条文がある場合は、「未施行の条文

あり」と表示され、「並列表示」ボタンが現れます。 

●「並列表示」ボタン……基準日時点に未施行の条文がある場合に、その情報を表

示します。〔未施行条文の並列表示ついて ⇒ 「6.3.1 未施行の条文の並列表示」

参照〕 

   
基準日時点法令基本情報                     未施行並列時点法令基本情報 

 

C：目次・施行沿革表示エリア 

法令の目次や施行の沿革を表示します。切り替えは、タブのクリックにより行いま

す。また、改正沿革や施行沿革（時点比較付）を表示するためのボタンもあります。 

 

 

1 2 

3 

5 

4 
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1. 「改正沿革」ボタン……改正沿革の一覧を表示します。〔改正沿革の一覧につい

て ⇒ 「6.3.2 改正沿革の参照」参照〕 

2. 「施行沿革（時点比較付）」ボタン……時点比較付きで、施行沿革の一覧を表示

します。〔施行沿革の一覧について ⇒ 「6.3.3 施行沿革（時点比較付）の参照」

参照〕 

3. 「目次」タブ……法令の目次を表示します。 

4. 「施行沿革」タブ……法令の施行沿革を表示します。 

 

 

 

a.「簡易」ボタン……施行日ごとに改正法をまとめて表示します。また、沿

革から条文へのリンクも施行日単位での表示となります。 

b.「詳細」ボタン……改正法ごと／施行日ごとに表示します。 

 

5. 「拡大」ボタン……目次／施行沿革の表示領域を上方に広げます。再度クリック

すると、元の状態に戻ります。 

 

D：条文表示エリア 

法令の条文を表示します。条文にある引用法令へのリンク文字列をクリックすると、

別ウィンドウにその条文を表示します。引用法令へのリンク文字列が、自法令の条

文だった場合は、その条文をバルーンウィンドウに表示します。 

また、各条文には、参照情報を表示するための「改正注記」、「条沿革」、「委任」、「参

照」等のアイコンが表示されている場合があります。これらをクリックすると、関

連情報表示エリア（E）に関連情報を表示します。〔参照情報の表示について ⇒ 

「6.3.5 参照情報の表示」参照〕 

  

a b 
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自法令条文バルーンウィンドウ 

 

1. 引用法令へのリンク文字列……同一法令の条文ではバルーンウィンドウ内にそ

の条文を表示し、別法令の条文では別ウィンドウに法令条文を表示します。 

2. 「もっと見る」ボタン……別ウィンドウに法令詳細画面を表示します。 

3. 「閉じる」ボタン……バルーンウィンドウを閉じます。 

 

E：関連情報表示エリア 

同じ分野の法令一覧へのリンクボタンやこの法令の参照情報等を表示します。当該

法令に参照情報がある場合には、ふせん・メモや改正注記、条沿革、委任、参照、

罰則、変更適用、被引用等の項目の参照情報および関連判例・文献へのリンクボタ

ンを表示します。 

 「ふせん」は、ユーザーが法令の検索一覧や法令の詳細画面に目印を付ける機

能です。ふせんにユーザー自身でメモを記入することも可能です。付けたふせ

んは、「マイページ」の「ふせん・メモ」画面で確認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。 

 「改正注記」は、該当条の改正の経緯を示した注記を表示します。 

 「本条の施行沿革（条沿革）」は、該当条の改正の公布・施行の沿革を表示しま

す。 

 「委任」は、その条から委任している下位法令（告示を含む）を表示します。 

 「参照」は、「特別の法律」や「法令の規定」などの表示によって参照している

法令を表示します。 

 「罰則」は、該当条の規定事項に罰則がある場合、その法令名や条名を表示し

ます。 

1 2 3 



 

 

 

第一法規 D1-Law.com 『現行法規〔履歴検索〕』User Guide                                      95/120 

 

 「被引用」は、該当条を引用している他の法令を表示します。この被引用機能

は、プログラムで解析した情報を元に表示していることから、該当条を引用し

ている他法令が完全に網羅されていない場合もあります。参考情報として利用

してください。 

 「判例」は、その条または法令に関連する判例を表示します。 

 「文献」は、その法令に関連する文献情報を表示します。〔関連情報表示エリア

について ⇒ 「6.3.5 参照情報の表示」参照〕 

 

 
条文表示エリア注釈ボタン 

 

6.2.1 法令の印刷 

 ツールバーの「印刷」アイコンをクリックすると、本文を印刷することができます。詳

細印刷画面では、印刷する項目を指定することが可能です。 

 

 

条文印刷設定画面 

 

A：ツールバー 

印刷箇所をプレビュー表示するための「印刷設定確定」ボタンや、「詳細印刷」画面

B 

A 

 

C 

D 
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を閉じるための「×」アイコンなどが並んでいます。 

 

B：条文印刷設定エリア 

検索ヒット箇所のハイライトを印刷時に表示するかどうかを指定します。初期設定

は「しない」になっています。 

 

C：印刷範囲エリア 

法令の印刷範囲を「すべて」と「条を選択」から選択します。初期設定は「条を選

択」になっています。 

 

D：条選択エリア 

印刷する条を選択します。チェックボックスにチェックマークを付けた条文を印刷

します。 

 

 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、指定した条文をプレビ

ュー表示します。これが印刷用画面です。 

 

 

条文印刷プレビュー画面 

 

 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、プリンタを選択したり、設定を行ってから印刷してくださ

い。 

 

6.2.2 法令のダウンロード 

 ツールバーの「ダウンロード」アイコンをクリックすると、法令の条文をダウンロード

することができます。条文ダウンロード画面では、ファイル形式やダウンロードする条文

の範囲等を指定することが可能です。 
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条文ダウンロード画面 

 

A：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、条文ダウンロード

画面を閉じるための「×」アイコン等が並んでいます。 

 

B：条文ダウンロード設定エリア 

ファイル形式や新旧対照表作成用形式の利用について設定します。 

●ファイル形式……ファイル形式は、「リッチテキスト形式（.rtf）」、「テキスト形式

（.txt）」、「PDF 形式（.pdf）」から選択可能です。初期設定では、「リッチテキスト

形式（.rtf）」になっています。 

●新旧対照表作成用形式の利用……新旧対照表作成用形式を利用するかどうかを指

定します。初期設定は「しない」になっています。 

 

C：ダウンロード範囲エリア 

法令のダウンロード範囲を「すべて」と「条を選択」から選択します。初期設定は

「条を選択」になっています。 

 

D：条選択エリア 

ダウンロードする条を選択します。チェックボックスにチェックマークを付けた条

文をダウンロードします。 

 

 ダウンロード設定と条文を指定して「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。 

 

A 

B 

C 

D 
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6.3 詳細画面から呼び出される画面 

法令の詳細画面では、条文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。 

 

6.3.1 未施行の条文の並列表示 

 法令基本情報表示エリアの「並列表示」ボタンをクリックすると、新しいウィンドウを

開いて、基準日時点における未施行の条文を表示する画面に遷移します。「未施行」とは、

「基準日」時点で該当の法令がまだ施行されていないことを表します。ツールバーの「改

正箇所」ボタンをクリックすると、条文表示エリアに改正が施行された後の条文を、その

時点で有効な条文の下に並列表示します。 

 

 

 

 

 

 

 
未施行並列時点条文 

 

 ツールバーにある改正箇所のボタン（左右の三角）をクリックすると、改正により変更

となる段落を表示します。 

◆条文の「現在」・「過去」・「未来」 

条文表示においては、「いつの時点で有効な状態の条文」を表示しているのか、常に確認して

おく必要があります。いま参照している条文は、「過去時点で有効な状態であった条文」なの

か、「最新内容の条文」なのか、「未来の施行状態が溶け込んだ条文」なのか、画面の基調色で

ご確認いただけます。 
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改正箇所遷移ボタン 

 

 また、条文の下にある「改正注記」や「条沿革」等のボタンをクリックすると、関連情

報エリアに情報へのリンク文字列を表示します。 

 

6.3.2 改正沿革の参照 

 目次・施行沿革表示エリアの「改正沿革」ボタンをクリックすると、新しいウィンドウ

が開いて、改正沿革の一覧を表示します。 

 

 

改正沿革ボタン 

 

 

改正沿革画面 

A 

B

C
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A：改正沿革・施行沿革の切り替えタブ 

改正沿革と施行沿革の一覧を切り替えます。目次・施行沿革表示エリアの「改正沿

革」ボタンをクリックすると「改正沿革」タブが選択された状態で表示します。 

 

B：ツールバー 

改正沿革の一覧に対して、並べ替えや印刷、ダウンロードを行うためのアイコンを

集めたバーです。ツールバーは、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。 

 

 

 

 

1. 一覧のソート……一覧を「公布日昇順」、「公布日降順」でソートします。 

2. 印刷……改正沿革の一覧を印刷します。アイコンをクリックすると、別ウィンド

ウが開いて、印刷する内容を表示します。「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、プリンタを選択、

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。 

3. ダウンロード……選択した法令をダウンロードします。アイコンをクリックする

と、別ウィンドウで「ダウンロード設定」画面が開きます。ファイル形式を「リッ

チテキスト形式（.rtf）」、「PDF 形式（.pdf）」から選択して、「ダウンロード実行」

ボタンをクリックすると、ファイルのダウンロードが始まります。 

 

C：改正沿革の一覧 

改正沿革の一覧です。表示項目は「NO（番号）」、「改正法」、「施行日」です。 

平成 13 年以降に公布された改正法について、改正法令名のリンク文字列をクリック

して、別ウィンドウで参照することができます（※一部法令については登載がない

場合もあります。また、改正法条文については必ずしも官報原文どおりでない場合

があるため、官報も併せて参照してください）。 

 

6.3.3 施行沿革（時点比較付）の参照 

 目次・施行沿革表示エリアの「施行沿革（時点比較付）」ボタンをクリックすると、新し

いウィンドウが開いて、施行沿革の一覧を表示します。 

 

1 2 
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施行沿革ボタン 

 

 

施行沿革画面 

 

A：改正沿革・施行沿革の切り替えタブ 

改正沿革と施行沿革の一覧を切り替えます。目次・施行沿革表示エリアの「施行沿

革」ボタンをクリックすると「施行沿革」タブが選択された状態で表示します。 

 

B：ツールバー 

施行沿革の一覧に対して、条文比較や並べ替え、印刷、ダウンロードを行うための

アイコンを集めたバーです。ツールバーは、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。 

  

A 

B

C D
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1. 選択した時点の条文を比較……2 つの条文を文字列（テキスト）にて比較します

（※改正によって変わった部分ではなく、文字列同士を単純にテキスト比較した結

果を表示する機能です）。施行沿革の一覧から比較したい時点条文を 2 つ選んで、チ

ェックボックスにチェックマークを付けます。そして、「選択した時点での条文を比

較」ボタンをクリックすると、別ウィンドウに 2 つの条文を並べて表示します。な

お、異なる箇所は赤字で表示します。 

 

 

条文時点比較表示画面 

 

2. 一覧のソート……一覧を「公布日昇順」、「公布日降順」でソートします。 

3. 印刷……施行沿革の一覧を印刷します。アイコンをクリックすると、別ウィンド

ウが開いて、印刷する内容を表示します。「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、プリンタを選択し

たり、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。 

4. ダウンロード……選択した法令をダウンロードします。アイコンをクリックする

と、別ウィンドウで「ダウンロード設定」画面が開きます。ファイル形式を「リッ

チテキスト形式（.rtf）」、「PDF 形式（.pdf）」から選択して、「ダウンロード実行」

ボタンをクリックすると、ファイルのダウンロードが始まります。 

1 2 3 4 
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C：施行沿革の一覧 

施行沿革の一覧です。表示項目は「番号」、「施行日」、「改正法」、「新旧対応表」で

す。「施行日」と「改正法」はリンク文字列になっています。 

「施行日」のリンク文字列をクリックすると、別ウィンドウに過去・未来（日付に

よって異なる）の法令詳細画面を表示します。 

「改正法」のリンク文字列をクリックすると、別ウィンドウに改正法の該当箇所を

表示します。 

 

D：新旧対照表 

「新旧対照表」アイコンをクリックすると、別ウィンドウで法令の改正箇所を新旧

で並べた PDF ドキュメントを開きます。 

 

 

 
新旧対照表 PDF 表示画面 

 

6.3.4 条文からの法令表示 

 条文には、同じ法令の別の条文へのリンクや、他の法令の条文へのリンクがあります。

これらのリンク文字列をクリックすると、別ウィンドウ等で法令の詳細画面を表示します。 
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条文内引用リンク 

 

6.3.5 参照情報の表示 

 詳細表示の画面に表示された各条文の末尾には、その条文の「改正注記」や「条沿革」、

「被引用」等のボタンがあります。これらのボタンをクリックすると、画面右の関連情報

エリアにこの条文に関する参照情報等を表示します。 

 

 

関連情報エリア 

 

A：同じ分野の法令 

クリックすると、別ウィンドウに同じ分野の法令一覧を表示します。それぞれの法

令はリンク文字列になっていて、クリックすると新しいウィンドウが開いて、法令

の詳細画面を表示します。現在参照中の法令は、先頭に青い●で示します。 

  

A 

B 
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同じ分野の法令画面 

 

B：ふせん 

クリックすると条文に対してふせんが付き、色が薄い黄色に変わります。そして「ふ

せんが付きました」というメッセージを表示します。ふせんが付いた状態で鉛筆の

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。記入したら

「保存」ボタンをクリックして、メモを保存します。「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。 

 

 

ふせん画面 

 

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。 

 

b c 

a 
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「改正注記」は、該当条の改正沿革を表示します。また、「改正注記」のリンク文字

列をクリックすると、別ウィンドウを開いて対応する改正附則を表示します。 

 

 改正注記表示 

 

「条沿革」（本条の施行沿革）は、該当条の施行沿革を表示します。施行沿革のチェ

ックボックスにチェックマークを付けて「選択した時点の条文を比較」ボタンをク

リックすると、別ウィンドウで新旧の条文を比較することができます。〔新旧の条文

比較について ⇒ 「6.3.3 施行沿革（時点比較付）の参照」参照〕 

また、「条沿革」の日付のリンク文字列をクリックすると、別ウィンドウが開いて当

時の条文の詳細画面を表示します。 

条文のボタンを 1 つクリックすれば、参照情報の項目がすべて

現れる。クリックした項目は開いた状態で表示する。 
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 本条の施行沿革表示 

 

「委任」は、その条から委任している下位法令（告示を含む）を表示します。また、

「委任」のリンク文字列をクリックすると、別ウィンドウを開いて下位法令の該当

条文を表示します。 

 

 委任表示 

 

「参照」は、「特別の法律」や「法令の規定」などの表示によって参照している法令

を表示します。また、「参照」のリンク文字列をクリックすると、別ウィンドウを開

いて参照先の詳細画面を表示します。 

 

 参照表示 

 

「罰則」は、該当条の規定事項に罰則がある場合、その条名を表示します。また、

「罰則」のリンク文字列をクリックすると、別ウィンドウが開いて該当する法令の

条文の詳細画面を表示します。 

 

 罰則表示 

 

「被引用」は、該当条を引用している他の法令を表示します。また、「被引用」のリ

ンク文字列をクリックすると、別ウィンドウを開いて引用している法令の詳細画面

を表示します。（※この「被引用機能」は、プログラムで解析した情報を元に表示し

ていることから、該当条を引用している他法令が完全に網羅されていない場合もあ

ります。参考情報として利用してください）。 



 

 

 

第一法規 D1-Law.com 『現行法規〔履歴検索〕』User Guide                                      108/120 

 

 被引用表示 

 

「判例」は、その条または法令に関連する判例を表示します。「判例」をクリックす

ると、別ウィンドウを開いて『判例体系』の関連判例一覧を表示します（※『判例

体系』をご契約の場合にお使いいただけます）。 

 

 関連判例へのリンクボタン 

 

「文献」は、その法令に関連する文献情報を表示します。「文献」をクリックすると、

別ウィンドウを開いて『法律判例文献情報』の関連文献一覧を表示します（※『法

律判例文献情報』をご契約の場合にお使いいただけます）。 

 

 関連文献へのリンクボタン 

 

6.4 履歴／時点の活用 

 現在有効な条文から、過去時点で有効であった条文、未来に効力を有すると考えられる

条文へと時点層の移動ができます。 

 

6.4.1 「改正沿革（改正法順・施行日順）」と時点移動 

 「改正沿革」ボタンは、条文表示画面の法令基本情報表示エリア（画面左のエリア）に

あります。「改正沿革」ボタンをクリックすると、別ウィンドウに「改正沿革」画面を表示

します。改正法の一覧から参照したい時点（施行日）をクリックしてください。別ウィン

ドウにその時点（施行日）で有効な条文を表示します。「改正箇所」ボタンをクリックする

ことで、改正箇所を表示することも可能です。〔改正沿革について ⇒ 「6.3.2 改正沿革

の参照」参照〕 
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過去の時点の条文を表示（紫色） 
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6.4.2 「施行沿革」と時点移動 

 「施行沿革」ボタンは、条文表示画面の目次・施行沿革表示エリア（画面左のエリア）

にあります。「施行沿革」タブをクリックすると、タブの下方に施行日順の沿革一覧を表示

します。施行日の一覧から参照したい時点（施行日）のリンク文字列をクリックすると、

別ウィンドウに指定した時点で有効な当該法令の条文を表示します。「改正箇所」ボタンを

クリックすることで、改正によって変更となった段落を表示することも可能です。〔施行沿

革について ⇒ 「6.2 条文表示画面」の「C：目次・施行沿革表示エリア」参照〕 

 

 

 

 

  

未来の時点の条文を表示（緑色） 



 

 

 

第一法規 D1-Law.com 『現行法規〔履歴検索〕』User Guide                                      111/120 

 

6.4.3 「条沿革（条単位の施行沿革）」と時点移動 

 該当条に改正の履歴がある場合は、条末に「条沿革」アイコンを表示します。「施行沿革」

は、当該法令全体の改正沿革を「改正法」とその「施行日」で表現しています。「条沿革」

も同様に、当該条の改正の沿革を「改正法」とその「施行日」で表現しています（「施行沿

革」から、当該条を改正した改正法およびその施行日だけを取り出して、条単位で表示し

ています）。「条沿革」を参照することにより、該当条の改正の履歴が確認できるとともに、

改正時の条文を再生することが可能です。 

「条沿革」ボタンをクリックすると、画面右のエリア（関連情報表示エリア）に「本条の

施行沿革」を表示します。施行日の一覧から、参照したい時点（施行日）をクリックする

と、別ウィンドウに指定した時点で有効な該当条の条文を表示します。〔関連情報表示エリ

アについて ⇒ 「6.3.5 参照情報の表示」参照〕 
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6.5 過去時点、未来時点の条文の参照 

 「改正沿革」、「施行沿革」、「条沿革」で、「施行日」のリンク文字列をクリックすると、

別ウィンドウに現在表示している条文とは別の時点層の条文を表示します。時点層を見誤

らないために、法令基本情報表示エリアを、基準日を中心に、過去、未来で色分けして表

現しています。 

 

 基準日時点の条文……青色基調 

 基準日より前の施行日（過去）の条文……紫色基調 

 基準日より後の施行日（未来）の条文……緑色基調 

 

 各時点層をクリックすることで別ウィンドウに表示される条文中には、文字の色が緑色

になっている箇所があります。これは、現在表示している時点層（施行日）とその直前の

時点層（施行日）との間の「変更があった箇所（改正された箇所）」を表しています。 

 緑色の条文表示は、直前の（時点層の）条文状態から変更があった部分です。「新旧対照

表」等で表示される「改正箇所」を含む段落が緑色で表示されているイメージです。 

 

 時点移動後の条文表示画面には、この緑色部分（＝正味の改正内容）だけをジャンプし

て表示する「前改正」、「次改正」ボタンがあります。このボタンを使うことで、表示した

条文内ですべての変更箇所を 1 か所ずつ順番に確認することができます（一部の文言をス

キップすることはできません）。 

 

 

条文中、改正箇所の文字色が変わって表示される 
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◆施行日が未確定の改正について 

施行日が確定していない改正については、施行日となり得る日のうち最も遅い日付を仮の施行

日として設定しています。 

「施行沿革」では、この仮に設定した施行日を前提として、施行日が確定している改正ととも

に施行日順に並べており、条文の緑色表示もこの並び順を基にしています。 

なお、確定していない施行日が、実際には、仮に設定した施行日より早い日付に確定した場合、

この並び順が前後するときがあります。このとき、施行日が確定する前後では、「施行沿革」

の並び順および条文の緑色表示が変わることになります。 
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7 新着情報 

 新着情報は、現行法規（履歴検索）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、法令が公布された日付順に並んでいます。 

 現行法規（履歴検索）の新着情報画面では、「法令区分」、「新規制定／改正」、「指定期間

内に廃止された（される）法令」の条件を指定して、一覧を絞り込むことができます。 

 

 

新着情報画面 

 

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：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・解除するためのエ

リアです。新着情報では、「法令区分」と「新規制定／改正」、「指定期間内に廃止さ

れた（される）法令」の 3 つを絞り込みの条件として設定することができます。 

●法令区分……法令区分で絞り込みます。「すべて」、「法律」、「政令」、「勅令」、「省

令」、「規則」、「条約」、「告示」、「その他」から選択します。 

●新規制定／改正……新規制定と改正で絞り込みます。「すべて」、「新規制定法令」、

「改正法令」から選択します。 

A 

B 

C 

D 
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●指定期間内に廃止された（される）法令……指定期間内に廃止された（される）

法令で絞り込みます。「を含める」、「を除く」、「のみに絞る」から 1 つを選択します。 

●「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。 

 

C：ツールバー 

検索結果一覧のチェックボックスにチェックマークを付けた法令に対して、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。 

 

 

 

1. 該当法令……検索でヒットした法令の件数を表示します。 

2. 選択件数……検索結果の一覧から選択している法令の数です。〔選択の方法につ

いて ⇒ 「D: 法令一覧」参照〕 

3. 印刷……選択した法令を印刷します。〔印刷の方法について ⇒ 「7.1.1 新着情

報一覧の印刷」参照〕 

4. ダウンロード……選択した法令をダウンロードします。〔ダウンロードの方法に

ついて ⇒ 「7.1.2 新着情報一覧のダウンロード」参照〕 

5. 抽出した一覧……選択した法令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。 

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法令をすべて選

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。 

 

 

 

7. 前へ／次へ……1 つのページに表示可能な法令一覧は、初期設定では 50件です。

51 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。 

8. 上へ戻る……一覧の上部に戻ります。 

1 

2 3 4 5 6 

7 

8 
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D：法令一覧 

法令一覧には、改正法令名（発令）／新規制定・被改正法令名（発令）／施行日の

情報を表示します。法令のリンク文字列をクリックすると、別ウィンドウに法令の

詳細方法を表示します。〔詳細情報について ⇒ 「6 法令の条文表示」参照〕 

 

 

 

 

1. 選択のチェックボックス……法令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. 改正法令名のリンク文字列……クリックすると、別ウィンドウに改正法令の情報

を表示します。 

3. 法令区分の記号……法律、政令、省令については、それぞれ［法］、［政］、［省］

の記号が付きます。 

4. 新規制定・被改正法令名のリンク文字列……クリックすると、別ウィンドウに基

準日における法令の詳細情報を表示します。 

5. 施行日のリンク文字列……クリックすると、別ウィンドウに施行日における法令

の詳細情報を表示します。 

6. お気に入り法令……クリックするとお気に入り法令に登録し、アイコンが薄い黄

色に変わります。再度クリックすると、お気に入り法令から削除します。「お気に入

り法令」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。 

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のみ有効な機

能です。 

 

 

 

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。 

b c d 

a 

6 7 1 2 3 4 5 
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8. PDF アイコン……クリックすると、別ウィンドウが開いて、新旧対照表の PDF

ファイルを表示します。 

 

7.1.1 新着情報一覧の印刷 

 ツールバーの「印刷」アイコンをクリックすると、法令一覧を印刷することができます。 

 

 

新着情報一覧印刷画面 

 

A：ツールバー 

一覧を印刷するための「印刷実行」ボタンや、法令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。 

 

B：出力一覧エリア 

印刷する一覧を表示します。 

 

 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、プリンタを選択したり、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。 

 

7.1.2 新着情報一覧のダウンロード 

 ツールバーの「ダウンロード」アイコンをクリックすると、法令一覧のデータをダウン

ロードすることができます。一覧ダウンロード画面では、ダウンロードする対象を細かく

指定することが可能です。 

  

B 

A 
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新着情報一覧ダウンロード画面 

 

A：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。ファイル形式は、「リッチテキスト形

式（.rtf）」、「テキスト形式（.txt）」、「PDF 形式（.pdf）」、「CSV 形式（.csv）」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。 

 

D：ダウンロード対象エリア 

ダウンロードの対象となる法令を選択します。「すべて」を選択すると検索結果一覧

の法令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

した法令が対象となります。「選択範囲」を選択して番号の範囲（検索結果一覧の各

法令に付いている番号）を入力すると、その範囲の法令が対象となります。いずれ

の場合も、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。 

 

  

A 

B 

C 



 

 

 

第一法規 D1-Law.com 『現行法規〔履歴検索〕』User Guide                                      119/120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一法規 法情報総合データベース D1-Law.com 

現行法規〔履歴検索〕 

User Guide［Version 1.0.7］ 

 

平成 29 年 5 月 26 日 

第一法規株式会社 

http://www.daiichihoki.co.jp/ 

 

お問い合わせは 
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