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Ⅰ システム利用環境 
 １．対応ＯＳ 
      Windows2000／Windows XP／Windows Vista／Windows 7 

 ２．推奨ブラウザ 
  （１）種類とバージョン 

   Windows Internet Explorer 6.0／Windows Internet Explorer 7.0／Windows Internet Explorer 8.0 
  （２）ブラウザの設定 

   ①Cookieを受け入れる設定 
   ②Java、JavaScriptが有効 
   ③文字コード設定を「自動選択」に設定 

 ３．AdobeReader 
  （１）バージョン 
    AdobeReader 6.0以上 
  （２）最新AdobeReaderの入手方法 
    Adobe社のホームページより入手してください（無料） http://get.adobe.com/jp/reader/ 
 
 

－２－ 

 ４．接続イメージ 

ＴＩＳＣ（ＴＫＣデータセンター） 

ＩＰ方式（お申込のＩＰアドレスの範囲内のみ認証） 

222.0.0.* 

Internet 

許可された同時接続数を超えて利用することはできません。 

ＴＫＣローライブラリー画面 

http://get.adobe.com/jp/reader/


Ⅱ アクセス方法、ログイン／ログアウト（IPアドレスによる認証） 
 １．「TKCローライブラリー」にアクセスするためのＵＲＬ 

    http://www.lawlibrary.jp/ 
  

 ２．ログインする方法 
    上記、ＵＲＬを入力すると次の画面が表示されます。 
   「会員専用ログイン」ボタンをクリックすると、IPアドレスにより認証され、 
   「ＴＫＣローライブラリー」メニュー画面に接続します。 

 ３．ログアウトする方法 
   画面右上「ログアウト」ボタンをクリックしてください 
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    ※「ログアウト」しない場合、30分以上操作しないとシステムが自動的に接続を切断します。 

http://www.lawlibrary.jp/


（１）ＬＥＸ／ＤＢインターネット 
 
  明治８年の大審院判例から今日までに公表された判例を収録した日本最大級のフルテ 
 キスト型（判例全文情報）データベースです。民事法、民事特別法、公法、社会経済法、 
 刑事法のすべての法律分野をカバーし、公的刊行物、私的刊行物あわせて１１５誌を収録 
 対象とし、独自ルートで収集した判例も収録。税務判例、知的財産判例、交通事故判例、 
 医療判例、特許庁審決、国税不服審判所裁決、公正取引委員会審決、税務判決（裁決）要旨、  
 税務Ｑ＆Ａを搭載。 
 
 ■2012年5月2日時点収録件数 
  ①判例全文          【収録件数： 232,175件】 
  ②特許庁審決         【収録件数： 336,778件】 
  ③国税不服審判所裁決   【収録件数： 2,842件】  
  ④公正取引委員会審決   【収録件数： 3,205件】  
  ⑤税務判例要旨       【収録件数： 58,030件】 
  ⑥税務Ｑ＆Ａ          【収録件数： 9,720件】 
    
   ※データベースへの追録等の更新頻度は毎週１回更新しています。 
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Ⅲ 「TKCローライブラリー」の概要 

 １．基本データベース 

１．基本データベース 

３．データベース横断検索 

２．出版社データベース（電子ジャーナル） 



（２）Ｓｕｐｅｒ 法令Ｗｅｂ 
 
  法務省責任編集による日本最高権威の法令集『現行日本法規』に基づく信頼の法令データ 
 ベースです。憲法・条約・法律・政令・太政官布告・太政官達・皇室令・勅令・閣令・府省令・告 
 示・規則・規程・その他（世界人権宣言）について、過去分（平成14年以降）の履歴検索が可能 
 となりました。約１２，０００件超の法令を収録（一部未施行を含む）。 
  ２０１１年７月には、新旧対照表や更新サイクル短縮などの機能を強化いたしました。 
 
 
（３）法律文献総合ＩＮＤＥＸ 
 
  『法律時報』（日本評論社・毎月１日発行）に掲載された文献情報、判例評釈情報とＴＫＣが 
 独自に収集した法律関係の書籍、雑誌、報告書、新聞、その他の刊行物に掲載された文献 
 情報、判例評釈情報を網羅的に収録しています。月１回更新。 
  ７５万件以上の法律文献情報を収録（２０１１年４月現在）し、出版社コンテンツに直接リンク 
 しているので、探している文献をその場で参照することができます。 
 
 
（４）新・判例解説Watch 
 
  注目の判例、重要な判例の解説を判例公開日より３か月以内に提供するロージャーナル 
 です。大学・法科大学院教員を中心とする執筆陣体制により、解説をいち早く提供します。 
 ２０１１年４月にバージョンアップを実施し、検索機能とＬＥＸ／ＤＢインターネットへのリンク 
 機能を搭載しました。 
 
 
（５）公的判例集データベース 
 
  公的判例集データベース」では、「ＬＥＸ／ＤＢインターネット」（判例データベース）へ収録 

  している『最高裁判所民事判例集』、『最高裁判所刑事判例集』等の公的判例集全２１誌を 

  個別にデータベース化。「上告趣意書」を含む公的判例集の原本ＰＤＦが閲覧できることに 

 加え、「ＬＥＸ／ＤＢインターネット」（判例データベース）へのリンクも可能となっており、法律 

 実務・研究を強力にサポートいたします。 

 
 
（６）法律関係リンク集 
 
  日本国内や海外の法律に関するＷｅｂサイトのみを厳選し、２８の分類に体系つけたリンク 
 集です。定期的にメンテナンスを実施し、最新のＷｅｂサイト情報を提供します。   
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２．出版社データベース（電子ジャーナル） 

提供元 ジャーナル名 
収録期間 

 
収録範囲 

有斐閣 ジュリスト電子版   2008/03/01～ 1351号～ 

日本評論社 法律文献総合INDEX 1929/12/01～ 法律時報1巻1号～ 

ぎょうせい 判例地方自治Web版 2000/01/01～ 193号～ 



   
   「判例」、「文献情報」および「出版社データベース」に収録している各種データの中から、 
  横断的に検索することができます。 
 
   対象となるデータベースは、下記の種類です。（ご契約コンテンツに限ります） 
 
   ＜検索対象＞ 
        ＬＥＸ／ＤＢインターネット     法律文献総合ＩＮＤEX 
     公的判例集データベース       新・判例解説Watch 
     判例地方自治 
    
                              
  また、「詳細検索」メニューから、検索対象とするデータベースの指定や文献種別による 
  指定が可能です。（下記参照） 
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 ３．データベース横断検索 



Ⅳ 基本的な操作方法 

「ＴＫＣローライブラリー」ＴＯＰ画面から、次ページ以降の目的別の操作方法を 
参照してご利用ください。 

≪ ＴＫＣローライブラリー ＴＯＰ画面 ≫ 

－7－ 



 ■「ＬＥＸ／ＤＢインターネット」 
   1895年以降の大審院判例から今日までに公表された判例を網羅的に収録したフルテキス 
  ト型（判例全文情報）データベースです。民事法、民事特別法、公法、社会経済法、刑事法 
  のすべての法律分野を収録しています。 

  （１）「ＬＥＸ／ＤＢインターネット」をクリックします。 

  ≪ＬＥＸ／ＤＢインターネット データベースの検索画面≫ 
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 １．判例を調べる 

＜検索メニューの説明＞ 
 ・判例総合検索・・・・・・・・・・・・・全ての法分野にわたり検索することができます。 
 ・税務判例総合検索・・・・・・・・・税務判例および国税不服審判所裁決に絞った検索ができます。 
 ・知的財産権判例検索・・・・・・・著作権関係、商標関係、特許関係に絞った検索ができます。 
 ・交通事故判例検索・・・・・・・・・交通事故に絞った検索ができます。 
 ・医療判例検索・・・・・・・・・・・・・医療紛争に絞った検索ができます。 
 ・特許庁審決検索・・・・・・・・・・・特許庁審決を検索できます。 
 ・国税不服審判所裁決検索・・・国税不服審判所裁決を検索できます。 
 ・公正取引委員会審決検索・・・公正取引委員会審決を検索できます。 
 ・税務判例要旨検索・・・・・・・・・TKC税務研究所作成の税務判例要旨を検索できます。 
 ・税務Q&A検索・・・・・・・・・・・・・税務に関する質問と回答を検索できます。  
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 （２）検索ボタンをクリックします。 
    ここでは、判例総合検索をクリックします。 

 （３）検索項目を入力します。 
    ここでは、フリーキーワードによる検索をします。例えば、キーワード入力欄に、    
    「拒絶査定」and「類比」and「結合商標」と指定します。 

Ａ
Ｎ
Ｄ
条
件

（絞
り
込
み
） 

ＯＲ条件（拡張） 

ＮＯＴ条件（除外） 



 （５）［書誌］、［全文］のアイコンをクリックすると、該当の書誌、全文画面を表示 
    します。 
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書誌画面へ 全文画面へ 

 （４）検索開始ボタンをクリックします。 

→ 検索条件に該当する件数が500件未満の場合、検索結果一覧画面が表示されます。 
  検索結果が500件以上になる場合は、「検索項目の入力」画面に戻り、裁判年月日や 
  裁判所名等の条件を追加して条件を絞り込んでください。 



上下級審判例を表示 

 （６）書誌画面 
   ※フリーキーワードで指定したテキストが「赤フォント」で表示されます 

全文画面を表示 

判例評釈等一覧画面を表示 

図表を表示 
公的判例集の原本をPDFファイルで表示 

判例タイムズをPDFファイルで表示 

引用判例や被引用判例へリンク 
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 （７）全文画面 
  ※判決全文が表示されます。 

図表画面を表示 

印刷の設定画面を表示 
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 ２．ジャーナルを調べる 

 「ＴＫＣローライブラリー」に収録しているジャーナルは、（１）横断検索と（２）個別検索の 
２通りの検索方法が利用できます。 

  （１）横断検索 

   ①画面上部の「データベース横断検索」ウィンドウに検索したい用語を入力して「検索」 
     ボタンをクリックします。   マークのデータベースを横断検索できます。 

    ②新しいウィンドウが開き、検索結果が表示されます。 
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    ※画面上部で「キーワードによる絞り込み」、「文献種別による絞り込み」が可能です。 

絞り込み検索 

→ 検索条件に該当する件数が10,000件未満の場合、検索結果一覧画面が表示されます。 
  検索結果が10,000件以上になる場合は、「検索条件入力」画面に戻り、検索対象の指定や 
  検索キーワードの追加・変更により条件を絞り込んでください。 
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    ③［書誌］、［全文］のアイコンをクリックすると、該当の書誌、全文画面を表示します。 

書誌画面へ 

    ④［書誌］、［全文］のアイコンをクリックすると、該当の書誌、全文画面を表示します。 

    ※ＬＥＸ／ＤＢインターネットの全文をクリックした場合、判例全文が表示されます。 

該当の判例、 
参考判例へリンク 

印刷、保存ボタン 

Adobe Readerの機能により印刷、ダウンロードが可能です。 
ダウンロードしたファイルは、セキュリティの関係上、ダウンロード後、
24時間でファイルが開けなくなるように設定しています。 

全文画面へ 
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   ⑤［検索条件の詳細指定］ボタンをクリックします。 

「検索対象の指定」や、裁判年月日・掲載日の指定によって詳細な検索をすることも可能
です。 

   ⑥キーワードの入力、および検索対象を指定します。 

 「キーワードの入力」の他に、検索対象の指定、裁判年月日・掲載日等の指定ができます。 
 「検索対象の指定」は、「文献種類による指定」と「データベースによる指定」が可能です。 
 
（１）文献種類による指定 
  ・判例（民事）・判例（刑事）・審決／裁決  ・法令／条約／コンメンタール 
  ・判例評釈  ・記事／論文 ・法律文献所在情報 ・税務Ｑ＆Ａ 
  ・税務判決要旨 
（２）データベースによる指定 
  ・ＬＥＸ／ＤＢインターネット   ・公的判例集データベース   
  ・判例地方自治                  ・速報判例解説 
  ・法律文献総合ＩＮＤＥＸ 
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  ①「ジュリスト電子版」 

   １）「ジュリスト電子版」をクリックします。 

  「ジュリスト冊子版」が初期表示されます。 
    
     ※ 「ジュリスト冊子版」では、１冊まるごと表示されるため、 
     実際の雑誌を読む感覚でご覧いただけます。 

  （２）個別検索 
     



    ２）画面左の発行年月をクリックします。 
      例えば、「2010年12月1日号（No.1412）」をクリックします。 

   ３）画面右に雑誌の表紙が表示されます。 
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  さらに、「ジュリスト電子版」を「記事単位」で検索する場合 

１）画面左の「ジュリスト電子版」をクリックします。 
  表示されたプルダウンメニューから「ジュリスト記事単位版」をクリックします。 

２）「検索方法」のプルダウンメニューから検索方法を指定します。 
  例えば、「各号目次検索」を指定します。 
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目次がさらに細かく展開されます。 
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   ３）目次をクリックします。 
     例えば、「１４０１号～１４１０号」をクリックします。 



   ４）閲覧したい号をクリックします。 
     例えば、「2010年10月15日号(No.1409)」をクリックします。 

５）タイトルをクリックします。 
  例えば、「南極条約体制の基盤と展開･･････柴田明穂」をクリックします。 

  本文画面が別ウィンドウで表示されます 
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  ②「判例地方自治」 

   １）「判例地方自治」をクリックします。 

２）検索項目を入力します。 
  例えば、「■号・ページ」の欄に「判例地方自治」の「３２２号」と指定します。 

３）検索開始ボタンをクリックします。 
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   ４）［書誌］、［本文］のアイコンをクリックすると、該当の書誌、本文画面を表示します。 

書誌画面へ 

５）本文画面 

該当の判例、 
参考判例へリンク 

Adobe Readerの機能により印刷、ダウンロードが可能です。 
ダウンロードしたファイルは、セキュリティの関係上、ダウンロード後、
24時間でファイルが開けなくなるように設定しています。 
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→ 検索条件に該当する件数が500件未満の場合、検索結果一覧画面が表示されます。 
  検索結果が500件以上になる場合は、「検索項目の入力」画面に戻り、裁判年月日や 
  裁判所名等の条件を追加して条件を絞り込んでください。 

印刷、保存ボタン 



 ３．文献情報を調べる 

  （１）「法律文献総合ＩＮＤＥＸ」をクリックします。 

 ■「法律文献総合ＩＮＤＥＸ」 
  株式会社日本評論社発行「法律時報」（毎月１日発行）に掲載された文献情報、判例評釈 
  情報と株式会社ＴＫＣが独自に収集した法律関係の書籍、雑誌、報告書、新聞、その他の 
  刊行物に掲載された文献情報、判例評釈情報を網羅的に収録したデータベースです。 

※下記４つの方法により検索することができます。 
  総合検索 / 文献検索 / 判例評釈検索 / 執筆者名等検索 
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（２）検索項目を入力します。 
  例えば、「総合検索」の画面より、フリーキーワードを利用して検索します。 

Ａ
Ｎ
Ｄ
条
件 

（絞
り
込
み
） 

ＯＲ条件（拡張） 

ＮＯＴ条件（除外） 

例えば、フリーキーワードに、「特許権」and「侵害」and「損害賠償」と入力します。 

（３）検索開始ボタンをクリックします。 
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→ヒット件数（検索結果数）が表示されます。 

（４）一覧表示をクリックします。 

→ 検索条件に該当する件数が500件未満の場合、検索結果一覧画面が表示されます。 
  検索結果が500件以上になる場合は、「検索項目の入力」画面に戻り、裁判年月日や 
  裁判所名等の条件を追加して条件を絞り込んでください。 



「キーワード反転」機能で 

プルダウンメニューから反転
する文字色を設定できます。 

「フリーキーワード」で入力し
たテキストが、指定した文字
色で表示されます。 

  （５）検索結果一覧画面で文献情報を確認できます。 

画面上の表示件数を、20件、50件、100件、
200件から選択できます。 
画面上の表示順を単行本、論文、判例評
釈から選択できます。 

印刷用ページを表示し、 
印刷することができます。 

   ※「TKCローライブラリー」に収録しているデータへ直接リンクします。 
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 ４．法令を調べる 

法令を調べるためのデータベース 
 ■「Ｓｕｐｅｒ 法令Ｗｅｂ」 
   法務省責任編集による日本最高権威の法令集『現行日本法規』に基づく信頼の法  
 令データベースです。憲法・条約・法律・政令・太政官布告・太政官達・皇室令・勅令・閣  
 令・府省令・告示・規則・規程・その他（世界人権宣言）について、過去分（平成14年以 
 降）の履歴検索が可能です。約１２，０００件超の法令を収録（一部未施行を含む）。 
 
  

  （１）「Ｓｕｐｅｒ 法令Ｗｅｂ」をクリックします。 
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 ■「Ｓｕｐｅｒ 法令Ｗｅｂ」 

※下記の方法により検索することができます。 
 体系目次検索 / 五十音索引検索 / 件名・用語検索 / 
 法令年月日・種別・番号検索 
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（２）検索方法を指定し、検索します。 
  例として、「基本検索」で検索語に「民法」と入力し、「検索」ボタンをクリックします。 

（３）画面右に検索結果が表示されます。 

検索結果が表示されます。 



（４）検索結果画面より、確認したい内容をクリックします。 
    →ここでは例として「民法」をクリックします。 
    →「民法」の画面が別ウィンドウで表示されます。 
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（５）「民法」の画面が別ウィンドウで表示されます。 



（６）確認したい条項をクリックすると、当該条項の先頭にジャンプします。 
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（７）表示させたい条項にチェックを入れ、「絞込み表示」ボタンをクリックすると、 
   選択した条項のみ表示することが出来ます。 

当該条項の先頭にジャンプします 

選択した条項のみ表示します 



（８）「沿革」タブをクリックすると、法令の改正沿革が表示されます。 
   改正沿革中の矢印ボタンをクリックすると、当該改正当時の法令条文が表示されます。 
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（９）改正年月日番号をクリックすると、改正文が別ウィンドウで表示されます。 

改正沿革中の矢印ボタンをクリックすると、画面右側に 
当該改正当時の法令条文が表示されます。 

改正文を表示します 



（１０）「関連情報」タブをクリックします。 

「引」ボタンをクリックして、法令条文中の引用関係を
参照することができます。 

「判」ボタンから、判例全文情報（「LEX/DBインターネット」）を
参照することができます。 

（１１）「出力」タブで条文の印刷、出力が可能です。 
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ＲＴＦ形式でデータのダウンロード可能 

「新旧形式で出力」ボタンをクリックする

ことで、新旧対照表の出力が可能です。 

「新旧対照表」出力イメージ 
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