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株式会社ＴＫＣ

「ＴＫＣローライブラリー」ではじめる
リーガル・リサーチ！
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ご説明内容

Ⅰ 「ＴＫＣローライブラリー」の概要

Ⅱ 判例の調べ方 －ＬＥＸ／ＤＢインターネット－

Ⅲ 法律雑誌の調べ方 －横断検索－

Ⅳ 法律雑誌の調べ方 －個別データベース検索－
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Ⅰ 「ＴＫＣローライブラリー」の概要
1． 「ＴＫＣローライブラリー」収録コンテンツ

基本データベース 収録内容

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の判例を収録。

公的判例集データベース 公的判例集全24誌をPDFで収録。

Super法令Web 「現行日本法規」(ぎょうせい)に基づく法令データベース。平成14年以降の過去法令と主要152法令について、
制定時から収録。

新・判例解説Watch 16の法分野別に注目、重要な判例の解説を収録。

法律文献総合ＩＮＤＥＸ 法律関係の書籍、雑誌等に掲載された判例評釈、論文、資料等の文献情報を網羅的に収録。

雑誌等データベース 収録期間 最新号の更新サイクル

判例百選電子版・アーカイブ

判例百選シリーズ：別冊ジュリスト1号（昭和35年）～最新号
重要判例解説シリーズ：昭和41年度号～最新号
実務に効く判例精選シリーズ：1号～最新号
基本判例解説、基本判例シリーズ：昭和41年11月～

雑誌発行の2ヶ月後

ジュリスト電子版 1260号（平成16年）～最新号 本誌発行日に同時提供（臨時増刊を除く）

論究ジュリスト電子版 1号（平成24年）～38号（令和4年） 38号で休刊（更新なし）

法学教室電子版・アーカイブ 第1期・第2期・月刊1号～最新号 本誌発行日に同時提供

【２０１８年４月10日現在】

【２０２２年度現在】

重要判例解説シリーズ：昭和43年5月～前年 ※最新号除く
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【ログインする方法】（学内）
亜細亜大学図書館の「オンラインデータベース」の中から「TKCローライブラリー」の「学内」の「●」をクリック

Ⅰ 「ＴＫＣローライブラリー」の概要
2． 「ＴＫＣローライブラリー」ログイン方法

１．対応OS Windows 10 ／ Windows 8.1
２．推奨ブラウザ Microsoft Edge 最新版 ／ Google Chrome 最新版
３．ブラウザの設定 ①Cookieを受け入れるに設定 ②JavaScriptを有効に設定

③文字コード設定を「自動選択」に設定
４．PDFビューワー Adobe Reader DC ※最新バージョンでご利用ください。

推奨環境
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「LEX/DBインターネット」は同時接続数を７アクセス に制限しております。

ご利用後は必ず「ログアウト」ボタンをクリックしていた だきますよう、ご協力をお願い致します。

ログアウトボタンを押さずにブラウザの×ボタンで終了させると、次回ログイン時にエラー画面が表示されます。

Ⅰ 「ＴＫＣローライブラリー」の概要
３． 「ＴＫＣローライブラリー」ログアウト方法
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Ⅱ．判例の調べ方

－LEX/DBインターネット－
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Ⅱ 判例の調べ方
１．「ＬＥＸ／ＤＢインターネット」の起動方法

「基本データベース」の「LEX/DBインターネット」をクリックします。

①

②

③
④

⑤
⑥

⑦

①判例
総合検索・・全法分野
分野別検索・・税務・知財・交通・医療・行政・労働

②特許庁審決
③国税不服審判所裁決
④公正取引委員会審決（判例との相互リンク）
⑤税務判例要旨
⑥税務Q&A
⑦新着判例の設定（LEXニュース・レターメール配信）
⑧LEX/DB収録数

⑧
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「判例総合検索」を選択します。

１２種類の検索項目から項目を組み合わせて
検索をします。
「検索対象」「フリーキーワード」 「裁判年月日」
「裁判所名」 「事件番号」 「民刑区分」
「裁判結果」 「法編」 「法条」 「裁判種別」
「掲載文献」 「LEX/DB番号」

Ⅱ 判例の調べ方
２．検索方法（項目）
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Ⅱ 判例の調べ方
３．判例検索

平成29年、最高裁判所で出された強制わいせつ罪の性的意図

の要否に関する判例変更が出されました。

この判例について、実際に検索してみましょう。



10

Ⅱ 判例の調べ方
３．判例検索 ーキーワード検索ー

１）フリーキーワードに「強制わいせつ罪」AND「性的意図」と入力し、実際に検索してみましょう。
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ポイント①【キーワードの追加による絞り込み】
複数キーワードを入力する時は、演算子を活用
＜ AND条件：* OR条件：+ NOT条件：/ ＞

ポイント②【裁判結果による絞り込み】
＜ 民事事件（認容、棄却等）／ 刑事事件（有罪、無罪等） ＞

Ⅱ 判例の調べ方
３．判例検索 ー検索結果一覧から絞り込みー

検索対象の絞り込み
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検索対象の並べ替え
ポイント③【客観的な指標に基づいた並び替え】
＜ 裁判年月日（新しい順）／裁判年月日（古い順）／評釈件数が多い順

／被引用判例が多い順／掲載誌の件数が多い順 ＞

評釈マーク などがある判例は、判例の重要度の目安となります。

Ⅱ 判例の調べ方
３．判例検索 ー検索結果一覧から絞り込みー
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Ⅱ 判例の調べ方
３．判例検索 ー裁判年月日の指定ー

２）裁判期間の範囲指定に「平成29年」と入力し、実際に検索してみましょう。

ポイント④【裁判年月日の指定】
・「裁判日の範囲指定」は、開始年や終了年のみの入力でも可
・「裁判日の指定」も、年（または年月）のみの指定も可
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Ⅱ 判例の調べ方
３．判例検索 －裁判所名の指定ー

３）裁判所名の「最高裁判所」の「大法廷」を入力し、実際に検索してみましょう。

ポイント⑤【法廷名まで選択可能】
最高裁判所は大法廷・小法廷の選択ができるので、判例変更がされた判例を検
索するときなどに便利です。
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キーワードに引っかからない！

関係ない判例ばかりがヒットする・・

ポイント①【キーワードは完全一致】
・「セクハラ」「パワハラ」など略語は避け正式名称で検索

・「取消」「取り消し」など送り仮名が複数パターン考えられる場合はOR欄を活用

・「窃盗」「窃取」などの同義語は、［同義語設定］またはOR欄を活用

ポイント②【NOT欄を活用】
・検索にヒットして欲しくない（関係ない）Wordを探して除外

ポイント③【民事と刑事の指定】
・「民刑区分」で「刑事事件」を選択（または「民事事件」を選択）

Ⅱ 判例の調べ方
４．検索のポイント
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１度調べた判例をもう１度確認したい
ポイント⑤【LEX/DB文献番号】
・書誌画面に表示されている「文献番号」を控えておき、検索条件画面にて指定

Ⅱ 判例の調べ方
４．検索のポイント

無罪判例が見たい！
ポイント④【裁判結果】
・「裁判結果」で、『無罪』を選択
・フリーキーワードとして「無罪」等のキーワードを入れると、書誌・全文に「無罪」という
文字の記載があるすべての判例を検索するため、「裁判結果」で条件指定
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Ⅱ 判例の調べ方
４．検索のポイント

あの雑誌に載っていた判例を見たい

ポイント⑥【掲載文献からの検索】
・『最高裁判所刑事判例集』等の掲載誌を指定して検索

・「掲載文献」では『巻』『号』『頁』を左詰めで指定 ※半角数字 ※未指定も可
巻・号がある場合は、頁を「フリーキーワード」にて指定（「○○頁」と漢字で入力）
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「書誌」では当該判例に関する情報、関連情報を確認でき、判例の概要をつかむことができます。

２）判示事項

公的判例集、判例雑誌等に掲載された判示事項を表示
しています。

公的判例集、知財判決速報に掲載された判例要旨を
表示しています。
知財判例で図の収録がある場合、こちらに表示され
ます。

３）要旨

１）事案の概要

当該事件の事実関係を踏まえて事件をまとめたものです。

書誌情報を公開後、
随時掲載

「ＬＥＸ／ＤＢインターネット」書誌情報
書誌情報と同時に掲載

Ⅱ 判例の調べ方
５．書誌情報

上下級審の判例にリンク

４）審級関係
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７）評釈等所在情報

「ＬＥＸ／ＤＢインターネット」書誌情報

判例の評釈記事の所在情報（雑誌名・巻・号・ペー

ジ）を掲載しています。

雑誌タイトル、執筆者名も確認できます

８）引用判例・被引用判例

当該判例を引用している判例、当該判例が引用され
ている判例を表示しています。

６）参照法令

参照法令をクリックすると「Super法令Web」

の該当法令の施行日一覧にリンクします。

Ⅱ 判例の調べ方
５．書誌情報

５）掲載文献

公的判例集の原本・判例タイムズをＰＤＦで表示

します。※判例タイムズは契約時のみ

引用判例・被引用判例

公的判例集の原本ＰＤＦ
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「判例評釈等へ」をクリックすると、当該判例の評釈が確認できます。

Ⅱ 判例の調べ方
９．判例評釈

青文字のコンテンツについて本文ＰＤＦを確認できます。

Adobe Readerの機能により印刷、ダウンロード、テキスト検索（CTRL+Fキー）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、一定時間で

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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「全文へ」をクリックすると判例全文が表示されます。書誌+全文の印刷は「印刷」ボタンをご利用ください。

判例全文画面では、重要な箇所への頭出し
ができます。
また、知財判例等で「図表」の収録がある場合、
頭出し機能の横に表示される［図表へ］から、
図表の確認ができます。
引用判例がある場合にも全文から直接リンク
ができます。

印刷機能では、文字の大きさと印刷時の枚数
（目安）を確認できます。
また、「全文のみ」「書誌＋全文」の印刷を
選択できます。

Ⅱ 判例の調べ方
５．判例全文

※ブラウザの印刷機能を使うとうまく印刷できないことがございます。
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※ブラウザの「戻る」ボタンを利用すると、エラーが出る可能性があります。

【ナビゲーションバー】
現在閲覧している場所が階層表示されています。戻りたい場所をクリックすることで、簡単に前の画面に戻れます。

前の画面に戻るときは、ブラウザの「戻る」ボタンを利用せず、ナビゲーションバーを利用してください。

Ⅱ 判例の調べ方
６．注意事項
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Ⅲ．法律雑誌の調べ方

－横断検索－
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「TKCローライブラリー」の横断検索ボックスに検索したいワードを入力します。

「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。

マークのデータベースを横断検索できます。
※ご契約コンテンツからの検索となります。

例えば、「キーワード」に「クレジットカード詐欺」
と入力し、［検索］をクリックします。
※スペースで区切って入力することでAND検索ができます。

Ⅲ 法律雑誌の調べ方 －横断検索－
１．簡易検索
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①フリーキーワード ・・・ AND検索、OR検索、NOT検索 ※スペースで区切って入力するとAND検索

②検索対象の指定 ・・・ 判例（民事）、判例（刑事）、判例評釈、記事・論文など
③データベースの指定 ・・・ ご契約データベース内で指定可能
④裁判年月日、掲載日等の指定 ・・・ 判例は裁判年月日、雑誌記事等は刊行日

（１）検索条件

（２）検索時のポイント

Ⅲ 法律雑誌の調べ方 －横断検索－
３．検索時のポイント

③判例みたいにAND、OR、NOT検索がしたい！【フリーキーワード】
・詳細検索 画面のキーワードボックス右

から指定できます。
・キーワード入力時に演算子を活用できます。
＜ AND条件：* OR条件：+ NOT条件：/ ＞
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Ⅳ．法律雑誌の調べ方

－個別データベース検索－
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判例百選をご覧になる場合には「判例百選電子版」をクリックします。※「判例百選アーカイブ」でも同様画面が表示されます。

Ⅳ 法律雑誌の調べ方 －個別データベース検索－
「判例百選」、「ジュリスト」、「論究ジュリスト」、「法学教室」

ジュリスト、論究ジュリストをご覧になる場合にはそれぞれ「ジュリスト電子版」、「論究ジュリスト電子版」をクリック
してください。法学教室は、「法学教室」「法学教室アーカイブズ」から閲覧できます。

※画面左メニューの各タイトルから他の雑誌へ移動することも可能です。
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様々な検索方法を活用して、効率的にお目当ての記事にたどり着くことができます。

Ⅳ 法律雑誌の調べ方 －個別データベース検索－
「判例百選」、「ジュリスト」、「論究ジュリスト」、「法学教室」

1号から最新号まで、全版の百選から検索可能。
→分野別に判例百選を確認したい場合や
最新号のチェックがしたい場合はこちら！

裁判所名、判決年月日から記事を検索可能。
→判例の判決年月日がわかっている場合はこちら！

「冊子全体を閲覧」はデータ量が多いため、表示にやや時間がかかります。
調べたい論文・分野・判例等が決まっている場合は「目次から」「記事名／著
者名から」「関連判例から」を利用してみてください。

ポイント！

＜「目次から」画面＞

記事単位、論文名、執筆者、雑誌名、分野等での検索が可能。
→特定の論文・記事等が読みたい場合にはこちら！

「記事名／著者名から」では以下の絞り込みもできます
・分野 ：分野等の指定
・記事種別：特定の連載など

ポイント！
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Ⅳ 法律雑誌の調べ方 －個別データベース検索－
「判例百選電子版」＋「判例百選アーカイブ」

■「判例百選電子版」から判例本文を確認することができます。
判例百選各タイトルの 目次 から「記事PDF」「判例本文」を表
示することができます。

・ 記事タイトル をクリックするとブラウザの別タブが開き、
記事PDFが表示されます。

・ 評釈対象判例 をクリックするとLEX/DBインターネットに接
続され、判例の「書誌」を確認することができます。

記事PDF 判例《書誌》

記事PDF画面内「目次」ボタンからも「判例《書誌》」ページの確認が可能です。
※記事PDF画面の操作については次のページを参照してください
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画面のスクロールで前後のページに移動できます

記事本文内のキーワード検索が可能ですページのサムネイルが表示されます

正誤表の確認ができます

PDFのダウンロードが可能です。
※保存したPDFの表示・印刷等の詳細
については「利用ガイド」をご確認ください。

■ 記事PDF画面の操作について

Ⅳ 法律雑誌の調べ方 －個別データベース検索－
「判例百選電子版」＋「判例百選アーカイブ」
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・ 有斐閣オンライン・データベースは、HTML5/JavaScript対応（ECMA規格準拠）
のWebブラウザで動作します。

・ PDFファイルの表示・印刷はPDFビューア（PDF.js）の機能によります。

【動作確認ブラウザ】
有斐閣オンライン・データベースの動作確認は、Google Chrome、Edge（Chromium版）、
Firefox、Safariで行っています。 （ただしデザインの崩れなどが避けられない場合があります）

Ⅳ 法律雑誌の調べ方 －個別データベース検索－

■閲覧環境

■モバイル表示モード

・ 有斐閣オンライン・データベースの表示画面は、スマホなどモバイル端末でご利用のとき（ブラウザ
の画面幅が768ピクセル以下のとき）にはモバイル表示モードに切り替わります。
モバイル表示モードでPDFを閲覧しているときには以下の機能だけが利用可能となります。
① ボタン操作またはスワイプによるページ送り
② ピンチ操作によるページ拡大／縮小
③ テキスト検索

※データベースの利用に関する詳細は「利用ガイド」をご確認ください。

https://vpass.yuhikaku.co.jp/help/help.html
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