
研修資料サンプル「法令等の調べ方」（※抄録）
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法令情報を調べる
ためのツール

平成●年●月●日（ ● ） ● ● : ● ● ～ ● ● : ● ● ＠ ● ●図書館

ためのツ ル
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国立国会図書館 ● ●

本日の内容

はじめに

法令を調べるツール

官報

日本法令索引

法令データ提供システム法令データ提供システム

国会情報を調べるツール

衆議院

参議院

実践編

質疑応答
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今日 できるようになること

「現行」、「制定時」、「ある時点」の条文を調べる。

法律を略称から調べる。

特定の法令が収録されている資料を調べる。特定 法令 録 資料を調 。

通知・通達を調べる。

成立しなかった法案を調べる。
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 国立印刷局発行。1883(明治16)年7月2日創刊。

 法令の公布等を、政府が一般国民に知らせるための日刊の機
関紙。原則として、行政機関の休日を除き毎日発行。掲載事項
は法令に定めがある。
※通知・通達は掲載されない。一部の訓令も掲載されない。

※衆議院規則・参議院規則は国会事項欄に掲載される。

『官報』
法令を調べるツール

官報及び法令全書に関する内閣府令(昭和24年総理府・大蔵省令第1号)。

[発行状況等]

発行状況 内容 その他

本紙 平日の毎日

（後述）
本紙は改元以来の通号。
号外は毎年1号から。

号外
本紙が32頁に

おさまらない場合

政府
調達

公告版
ほぼ毎日

政府調達の
入札、落札情報

昭和56年～平成6年5月：

本紙、号外の公告欄に掲載。
平成6年6月～：政府調達公告版。
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収録範囲 名称

昭和22年5月3日～
国立印刷局「官報情報検索サービス」(有料)
https://search.npb.go.jp/

直近30日間
国立印刷局「インターネット版官報」（検索機能なし）
http://kanpou.npb.go.jp/

（ 本貿易振興機構）「政府 共調達デ タベ

インターネット上の官報
法令を調べるツール

 「官報について」 官報の歴史など

国立印刷局
http://kanpou.npb.go.jp/html/about_kanpou.html

全国官報販売協同組合
http://www.gov-book.or.jp/asp/Kanpo/Kanpo/

政府調達公告版
JETRO（日本貿易振興機構）「政府公共調達データベース」
http://www.jetro.go.jp/gov_procurement/
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まずは、日本法令索引で検索する。

略称での検索が可能

改正履歴を見られる

リンク機能で 以下のものが見られる

今日の
ポイント！

日本法令索引
法令を調べるツール

ＮＤＬ ＨＰトップ

リンク機能で、以下のものが見られる

法令の条文

英訳

国会会議録

6



2

法令沿革
改正履歴が
表示される

②現行の条文
（総務省）を表示

制定時の条文を

日本法令索引
法令を調べるツール

①「審議経過」を
表示

③現行の条文の
英訳（法務省）を
表示
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制定時の条文を
表示

日本法令索引の特徴
法令の制定・改廃経過等の情報、法案の審議経過等の情報を
検索できる。

条文本文は収録していない。

収録範囲
法令：公文式(明治19年2月26日勅令第1号)施行後の法令(規則以上)

日本法令索引
法令を調べるツール

法令：公文式(明治19年2月26日勅令第1号)施行後の法令(規則以上)。

※一部、公文式以前のものも収録。（太政官布告など）

法案：帝国議会及び国会に提出された法律案。国会に提出された条約承認案件。

更新頻度：約3ヶ月。

国会会議録検索システム (http://kokkai.ndl.go.jp/ )と連携

→法律と条約承認案件について、国会会議録に収録された

議事内容を参照できる。
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 http://law.e‐gov.go.jp/

・法令名で検索

・条文の中の
言葉で検索可

法令データ提供システム
法令を調べるツール
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※略称名でも検索可

・五十音索引
※法令の種類を

指定して下さい。

・掲載法令の略称の
一覧が見られます

法令データ提供システムの特徴
現行法令、未施行法令、廃止法令（一部）について、

条文を掲載。

法令名（略称含む）、条文の中の語で検索できる。

法令名 五十音索引、事項別分類索引、法令番号索引

法令データ提供システム
法令を調べるツール

がある。

更新頻度：一ヶ月単位。成立から掲載まで数カ月かかる。

収録範囲：憲法・法律・政令・勅令・府令・省令・規則

日本法令索引とリンクしているので、

日本法令索引から条文を見ることが可能
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 http://www.shugiin.go.jp/

会議録

第145回国会以降

※国会会議録検索システムに掲載されていない
最新の会議録が見られる

第 会 降

衆議院
国会情報を調べるツール
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議案

第142回国会以降

法案の審議状況、審議経過、法案本文、
修正があった場合は、本文及び修正案

質問主意書 第1回国会以降

制定法律 第1回国会以降

衆議院公報 第147回国会以降

リサーチ・ナビ 政治・法律・行政

http://rnavi.ndl.go.jp/politics/

政治 会議録・法律案・予算書決算書・選挙

わからないことがあったら・・・
リサーチ・ナビ 政治・法律・行政で調べましょう

リサーチ・ナビ 政治・法律・行政
法令を調べるツール
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政治 会議録 法律案 予算書決算書 選挙

法律 法令・判例

行政 白書・閣議決定・官庁や国際機関の出版物

日本-法令資料
 http://rnavi.ndl.go.jp/politics/entry/Japan-horei.php

日本-判例資料
 http://rnavi.ndl.go.jp/politics/entry/Japan-hanrei.php
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 「制定時」か「現行」か「○○年時点の改正法」か？
制定時
紙 『官報』または『法令全書』

電子 日本法令索引（http://hourei.ndl.go.jp/）を「制定法令」で検索

→衆議院 制定法の条文へリンク

現行

法律を見たいと言われた場合、すぐに「はい」と答えない
実践編

紙 各種法令集 （六法全書 ○○六法 など）

電子 法令データ提供システム（http://law.e‐gov.go.jp/）

○○年時点・・・
紙 日本法令索引で改正履歴を確認後、各種法令集を見る。

※法令集を見る際は、凡例で内容現在を確認する。

電子 なし ※有料データベースには、過去の法律を収録している ものがある。
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 「制定時」か「現行」か「○○年時点の改正法」か？

廃止直前

紙 『日本現行法規』の「主要旧法令」
日本法令索引で改正履歴を確認後、各種法令集を見る。

電子 法令データ提供システムの廃止法令等一覧

成 年 降 も

法律を見たいと言われた場合、すぐに「はい」と答えない
実践編

（平成１３年４月１日以降のもの）

※改正法の場合、改正法そのものか、改正法の内容を反映させた

現行法を見たいのか確認する必要がある
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刑法等の一部を改正する法律（平成１６年法律第１５６号） （抜粋）
第一条 刑法(明治四十年法律第四十五号）の一部を次のように改正する

第十二条第一項及び第十三条第一項中「十五年」を「二十年」に改める。

改正法そのものの例

全ての現行法を収録している資料

現行法規総覧

本 規

どの法令集にどの法律が掲載されているかを
まとめたツールはない。

特定の法令が収録されている資料を調べる
実践編

現行日本法規

総合法令集

六法全書（有斐閣） など。

Webで資料の内容を調べる

Googleで検索。amazonの「内容紹介」など。
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NDL‐OPAC（http://opac.ndl.go.jp/）で調べる
「タイトル」に法律名を入れても見つからない場合は、

「件名」に入力する

リサーチ・ナビで調べる

特定の法令が収録されている資料を調べる
実践編

リサ チ・ナビで調べる
「内容情報からさがす」に

NDL所蔵資料の目次検索結果が表示される

→どの資料の、何ページに掲載されているか分かる。

※目次データがあるのは、NDL所蔵資料の一部です。
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 分野が分かっている場合、まず、主題別法令集を見る

 基本行政通知処理基準
分野別。年月日索引、五十音索引あり。

 NDL‐OPAC 雑誌記事索引

リサ チ ナビ

通知・通達を網羅的に収録した資料はない。

通知・通達を調べる
実践編

 リサーチ・ナビ

 省庁等が発行する公報類

当館所蔵公報類一覧（http://rnavi.ndl.go.jp/politics/entry/Japan‐gazette.php）

 『経済産業公報』、『裁判所時報』、『民事月報』、『家庭裁判月報』 など

 e‐gov所管の法令・告示・通達等（各省庁へのリンク）
 http://www.e‐gov.go.jp/link/ordinance.html

 検索エンジンで調べる
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過去30日以内の法令
→インターネット官報 ※改正法は注意。

その他の法令
→日本法令索引で改正履歴を確認し、リンクを活用

通知・通達 訓令・告示

まとめ

通知・通達、訓令・告示
→雑誌記事索引、リサーチナビなどの各種ツールを活用する。

国会関連情報
→衆議院・参議院のサイト

政治・法律・行政関連情報の調べ方
→リサーチ・ナビ 政治・法律・行政
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