◆判例とは
「裁判の先例。個々の判決をいう場合もある。英米法系諸国では判例法主義がとられ、先例拘束
性の原則により判例は法的拘束力を有するが、･･･（中略）･･･判例法主義をとらない我が国でも、
最高裁判所がその判例を変更する際は大法廷によらなければならず、また、下級裁判所が最高裁
判所等の判例に違反した場合には上告理由あるいは上告受理申立ての理由となる。実際上、判例
の拘束力は大きく、制定法を補充している例も少なくない。」
『有斐閣法律用語辞典 第４版』法令用語研究会／編 有斐閣 2012 より
判例を調べるときの豆知識
○判例には裁判ごとに事件番号が付けられています。データベース等で判例を検索する時に
この番号がわかっていると、すぐに探し出すことができます。
例）

平成２（ネ）４５９１

⇒ 「平成２」… 裁判所に申し立てされた年度
「（ネ）」… 事件の種類の符号
（例）高等裁判所の場合
ネ
＝ 民事控訴事件
う
＝ 刑事控訴事件
行ケ ＝ 行政訴訟事件（第１審）など
「４５９１」… 事件を扱った裁判所が割り振る番号

○法令名は一般に略称で呼ばれています。略称と正式名称の両方を確認しておきましょう。
例） 裁判員法

⇒ 「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」
パートタイム労働法 ⇒ 「時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」
ハイジャック処罰法 ⇒ 「航空機の強盗等の処罰に関する法律」
個人情報保護法 ⇒ 「個人情報の保護に関する法律」
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ＯＰＡＣで探す

図書館の利用者用検索機（ＯＰＡＣ）やホームページの蔵書検索でキーワードを入力して検索し
てみましょう。検索したら、「タイトル」「所在場所」「分類」をメモして資料を探しましょう。
【検索のキーワード例】
「裁判員法」「道路交通法」「消費者契約法」
「相続税」「遺産」「遺言」など、
具体的な法律名や事項を入力してみてください。

相模原市の図書館トップページ＞蔵書情報＞蔵書検索・予約
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwKensakuKani.aspx
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＜所蔵館の表示＞
・市立…市立図書館
・大野…相模大野図書館
・橋本…橋本図書館

２

図書・雑誌で探す

（１）図書で探す
■『判例体系』 第一法規
（市立・大野）
法条別体系、理論体系の両面から網羅し正確に分類・整理した、日本では最大級の総合判例集で
す。各判例には、簡潔な要旨や、事実関係、審級関係、判例変更等の流れが理解できるよう注記が
加えられています。また、各裁判所の判例要旨と判決理由を網羅的に条文ごとにまとめて収録して
いて、裁判所名、裁判年月日、事件番号、登載判例集の巻・頁が明記されています。
追録式の資料ですが、現在では、知的財産権法以外はオンラインデータベース版であるＤ１−Ｌａｗ．
ｃｏｍ（次頁参照）に移行しています。
■『有斐閣判例六法Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ』全 2 巻 有斐閣
（市立・大野・橋本）
法令 399 件、判例約 13,300 件を収録しています（平成 29 年版）。総合事項索引、事件名索引、判
例年月日から検索できます。平成 29 年版では、公職選挙法、総合法律支援法の改正をはじめ、刑
事訴訟法、消費者契約法等の重要改正に対応。全国裁判所管轄区域法、印紙税額・登録免許税額
一覧表も掲載しています。
■『有斐閣判例六法』 有斐閣
（市立）
収録法令数 140 件、判例付法令 33 件、収録判例数約 12,300 件を収録しています（平成 29 年版）。
法令条文を総合事項索引から検索できます。また、判例は判例年月日索引、事件名索引から検索
できます。判例には出典が示され、『民事訴訟法判例百選 第 5 版』、『社会保障判例百選 第 5 版』、
『租税判例百選 第 6 版』、『会社法判例百選 第 3 版』といった判例百選等に対応しています。
■『模範六法』 判例六法編修委員会／編 三省堂
（市立・橋本）
実務家から学習者まで幅広く使える法律書です。約 175 件の法改正・新法に対応しています。刑事
訴訟法や行政機関個人情報保護法等の改正や、ヘイトスピーチ解消法の新法にも対応しています。
事項検索、判例年月日索引があります。収録判例は 13,957 件、収録法令は 418 件（平成 29 年版）。
新旧条文を併載しています。
■『判例とその読み方 ３訂版』 中野次雄／編 有斐閣 2009
（市立・大野・橋本）
判例とはどのようなものか、判例が実際に果たしている機能について詳細に解説しています。憲法、
民事、刑事、労働など各分野の判例を挙げ、様々な問題をまとめた一冊です。
★法律用語について調べたいときは、テーマ別調べ方案内「法令について調べるには」をご参照くださ
い。

（２）雑誌で探す
■『判例時報』 判例時報社
(市立)
月 3 回刊行のため、判例掲載が他の雑誌より早い傾向にあります。主要な最高裁判例や重要な下
級審判例の全文が掲載され、判例の背景、要旨、意義等についても解説されています。「最高裁判
所民事（刑事）破棄判決等の実情」など最高裁判所調査官が最高裁判例を紹介・解説した記事も掲
載されています。
■『法律時報』 日本評論社
(市立)
最も歴史のある法律総合理論誌です。毎号「最高裁新判例紹介」や「新法令解説」といった新しい情
報が掲載されています。巻末には「文献月報・判例評釈」があり、最近の評釈を探したいときの情報
源にもなります。
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■『ジュリスト』 有斐閣
(市立・大野・橋本)
「時の判例」「判例研究」「最高裁判所新判例コーナー」などがあります。「時の判例」では、最高裁判
所調査官や判事・弁護士によって書かれた事実の概要、決定要旨、解説が掲載されています。「判
例研究」では事実・判旨・評釈などを、「最高裁判所新判例コーナー」では、民事・刑事、さらには法令
別で、判決年月日順に事件名・判示事項・決定要旨が掲載されています。
■『ジュリスト 別冊』＝『判例百選』 有斐閣
(市立・大野・橋本)
「倒産判例百選」「金融商品取引法判例百選」「アメリカ法判例百選」など、法分野ごとに編集され、
重要判例の解説が掲載されています。項目は、事実の概要、決定要旨、解説、参考文献からなりま
す。参考文献として他の判例評釈や関連文献があげられているので、さらに他の文献をたどること
ができます。
■『ジュリスト 臨時増刊』 有斐閣
(市立・大野・橋本)
前年度に『ジュリスト』に掲載された判例について各法分野別の＜判例の動き＞で概要を掲載してい
ます。年に一度刊行されるため『判例百選』刊行後の新判例を補うことができます。掲載項目は法令
別で、「事実の概要」｢判例｣「解説」｢参考文献」からなります。索引は、事項別、著者別、裁判所別、
月日別があります。
■『判例タイムズ』 判例タイムズ社
(大野・橋本)
月 2 回の発行で、毎号＜判例紹介＞として 20 件以上の判例を、特報、最高裁判所、行政裁判例、
労働裁判例、民事・商事裁判例、刑事裁判例、判例速報に分けて掲載しています。掲載事項は、参
照条文、解説、全文（主文・事実および理由）です。
★上記の雑誌のうち「判例タイムズ」の保存期間は１年ですが、他の雑誌は市立図書館で永年保存し
ています。

３
(１)

データベース・Ｗｅｂで探す
オンラインデータベースで調べる

※契約館でのみ利用できます。
■Ｄ１−Ｌａｗ．ｃｏｍ （大野・橋本）
最高裁判所民事判例集、最高裁判所刑事判例集、高等裁判所民事判例集、高等裁判所刑事判例
集、行政事件裁判例集、労働関係民事裁判例集、家庭裁判所月報、知的財産権関係民事・行政裁
判例集、判例時報、判例タイムズに収録されている判例が検索できます。判決書誌は約 24 万件、
判決本文が約 24 万件、平成 28 年 9 月までの文献情報は約 67 万件が収録されています。また、現
行法令の検索もできます。
■判例秘書ＩＮＴＥＲＮＥＴ （市立）
『ジュリスト』、『判例タイムズ』、『法学教室』や各種の判例百選など創刊号からすべてを収録。判例
については判決後、最速で 2〜3 か月で収録されています。併せて現行法令約 8,300 件の条文も参
照できます。
★オンラインデータベースは、調べものコーナーの専用パソコンを使ってご自身で検索できます。
また、提供元の許諾の範囲内で印刷可能です（有料）。
★日本全国で行われた裁判の判決の全てが収録されているものではありません。
（Ｗｅｂも同様です。）
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(２)Ｗｅｂで調べる
■最高裁判所 裁判例情報
http://www.courts.go.jp/app/hanrei̲jp/search1
裁判所が無料で公開しているサイトです。「最高裁判所判例集」｢高等裁判所判例集」｢下級裁判所
判例集」｢行政事件裁判例集」「労働事件裁判例集」｢知的財産裁判例集｣の各項目別の検索と掲載
されている判例の統合検索が可能です。また、「最高裁判所判例集」｢下級裁判所判例集｣の過去 3
ヶ月以内および、｢知的財産裁判例集｣の過去１ヶ月以内の判例一覧を確認できます。
■国民生活センター 消費者問題の判例集 http://www.kokusen.go.jp/hanrei/index.html
判例集などから収集した消費者判例のうち、消費生活や消費者問題に関して参考になるものを、消
費者問題を専門とする学者・弁護士による解説等をつけて紹介しています。
■労働委員会関係 命令・裁判例データベース http://web.churoi.go.jp/index.html
不当労働行為をめぐって争われた事件に関して、都道府県労働委員会及び中央労働委員会から発
せられた命令や労働委員会関係の判決等の情報を収録しています。不当労働行為であると申し立
てられた事件の中には、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所の判決に至って終結するものがあり、
それらの概要情報を収録しています。収録範囲は、都道府県労働委員会及び中央労働委員会の命
令については昭和 34 年以降の約 5,440 件、裁判例については昭和 41 年以降の約 1,660 件の概要
情報等が収録されています。
■労働基準関係判例一覧 http://www.zenkiren.com/jinji/top.html
公益社団法人全国労働基準関係団体連合会の運営するサイトで、労働基準法に関連する昭和２３
年以降の判例を抄録に加工したものが収録されています。
■訟務重要判例集データベースシステム http://www.shoumudatabase.moj.go.jp/
法務省が国に利害関係のある争訟で、国家賠償などの民事、公共事業や税務、行政に関するもの
をまとめた「訟務月報」に掲載された判例をデータベース化して公開しているものです。
〜その他判例に類するもの〜
■公正取引委員会 審決等データベースシステム http://snk.jftc.go.jp/
独占禁止法等に係る審決等のデータを公開し情報提供を行っています。このデータは公正取引委員
会が保有し、随時データの追加、更新が行われます。
■国税不服審判所 公表裁決事例集 http://www.kfs.go.jp/service/index.html
『公表裁決事例要旨』は、これまでの裁決事例集の要旨が関係税法ごとに分類されています。また、
『公表裁決事例』では、平成 4 年以降平成 21 年までに発行された裁決事例集の全文、平成 22 年 1
月以降の裁決事例全文を収録しています。
★図書館にない本を入手するには？
リクエスト（購入希望、または所蔵している図書館からの取り寄せ）ができます。
詳しくは調べものカウンターまたはリクエストカウンターへご相談ください。
★図書館にない雑誌記事を入手するには？
県内の図書館からは雑誌を、国会図書館等からは雑誌記事の複写（有料）を、それぞれ取り寄
せることができます。調べものカウンターでご相談ください。
★調べ方がわからなかったら？
図書館では、みなさまの調べもののお手伝いをする「レファレンスサービス」を行っていま
す。お気軽に調べものカウンターでご相談ください。
発行 相模原市の図書館

http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/

（市立図書館 ℡042‑754‑3604 ◆相模大野図書館 ℡042‑749‑2244 ◆橋本図書館 ℡042‑770‑6600）
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