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1-1. ホーム

Westlaw JAPAN のトップページである「ホーム」では、一括横断検索ができるほか、「判例Express」、
「法令カレンダー」へのリンク、「収録コンテンツ更新情報」「ウエストロー・ジャパンからのお知らせ」
「リアルタイムニュース」が閲覧できます。
「有斐閣オンライン・データベース」でご契約のコンテンツもここから閲覧できます。

「収録コンテンツ更新情報」では、更新の都度、収録しているコンテンツの情報がアップデートされま
す。弊社ホームページでは、さらに詳細な情報を掲載しています。最新収録状況のリンクからもアク
セス可能です。

注目度の高い判例や機能など、
弊社からお伝えしたい情報を
掲載しています。

ホーム
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収録コンテンツ更新情報　http://www.westlawjapan.com/products/westlaw-japan/contents/
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法令の施行情報を日付順に
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収録コンテンツを一括して検索する
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  1-1.  홈 화면 

Westlaw JAPAN의 홈페이지인 '홈 화면'에서 일괄 통합 검색이 가능하며, 「판례 Express」, 

「법령 캘린더」, 링크, 「수록 내용 업데이트 정보」, 「웨스트 재팬으로부터의 소식」, 

「실시간 뉴스」를 볼 수 있습니다.

「유비각 온라인 데이터베이스」와 계약된 콘텐츠도 여기에서 볼 수 있습니다.

「수록 컨텐츠 업데이트 정보」에는 업데이트가 있을 때 마다 수록하고 있는 컨텐츠의 정보가 업데이트됩니다. 

당사 홈페이지에서 더 자세한 정보를 게재하고 있습니다. 최신 상황 링크에서 볼 수 있습니다.

중요한 판례 및 기능 등 

Westlaw Japan에서 전하고 

싶은 정보를 게재하고 있습니다.

홈 화면 
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수록 내용 업데이트 정보　http://www.westlawjapan.com/products/westlaw-japan/contents/
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정기적인 판례 확인에 유용합니다.

법령의 시행 정보를 날짜 순으로 

나열할 수 있습니다.

수록 내용을 일괄적으로 검색 할 수 

있습니다.

최신 수록 현황
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  2-1. 判例の検索

2-1 -1.条件検索

判例の条件検索は、以下の条件を組み合わせて指定することができます（1つ以上の条件を指定
すれば検索することが可能です。）。

  1- 3.  유비각 온라인 데이터베이스

유비각에서 제공하는 온라인 데이터베이스「YODB」에 액세스 할 수 있습니다.

 ※유비각 온라인 데이터베이스는 유료 서비스입니다.

検索

2 3

判例홈 화면 

  1- 2.  일괄 통합 검색

「 홈 화면 」 에서 판례, 법령 (퍼블릭 코멘트 제외), 심결 등 (특허청, 공정거래위원회, 국세불복심판소, 

노동위원회), 도서 / 잡지, 문헌 정보, 뉴스 기사를 일괄 검색 할 수 있습니다.

키워드란에 검색하고자하는 키워드를 입력하고,  検索   버튼 을 누르세요.

（이후、Westlaw JAPAN에서 검색을 실행하려면, 検索  또는    この条件で検索   을 누르세요.

※ 판례 문헌 번호를 입력하고 검색하면, 한 번의 클릭으로 해당 판례를 볼 수 있습니다.

≪検索条件の説明≫

セクション 検索条件 説明

検索語を指定

検索対象

検索範囲

民事事件だけを検索する場合は、「刑事」のチェックボックスをオフにします
（行政分野の事件は民事事件に含まれています。）。
刑事事件だけを検索する場合は、「民事」のチェックボックスをオフにします。

検索したい語句が要旨に含まれる判例や、
全文に含まれる判例を絞り込んで検索することができます。

 後掲 8-1を参照してください。

表記の揺れを
含む

チェックボックスをオンにすると、送りがなの有無などの表記の揺れを
検索結果に含めます。

Proサーチ 後掲 8-3を参照してください。

検索記号選択  後掲 8-2を参照してください。

「フリーワード」
「AND/OR」

検索対象を指定

구독하는 콘텐츠를 클릭하면 
YODB의 해당 컨텐츠로 
이동합니다.
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  2-1.  판례 검색

2-1 -1. 조건 검색

판례 조건 검색은 다음의 조건을 조합해 지정할 수 있습니다(하나 이상의 조건을 지정하면 검색 할 수 

있습니다).

1-3. 有斐閣オンライン・データベース

有斐閣が提供するオンライン・データベース「YODB」にアクセスすることができます。
※有斐閣オンライン・データベースは有料オプションサービスです。

検索

2 3

판례ホーム

1-2. 一括横断検索

「ホーム」から判例、法令（パブリックコメントを除く）、審決等（特許庁、公正取引委員会、国税不服
審判所、労働委員会）、書籍／雑誌、文献情報、ニュース記事を検索対象とし、横断的に一括検索が
できます。

キーワード欄に検索したいキーワードを入力し、 検索 ボタンを押します。
（以降、Westlaw JAPANにおいて検索を実行する場合は、検索 または この条件で検索 を押し
ます）
※判例の文献番号を入力して検索すると、ワンクリックで当該判例を閲覧できます。

≪검색 조건에 대한 설명≫

섹션 검색 조건 설명

검색어 지정

검색 대상 

검색 범위

민사 사건만을 검색하는 경우는 「형사」의 체크 박스를 해제합니다.

(행정 분야의 사건은 민사 사건에 포함되어 있습니다.)

형사 사건만을 검색하는 경우는 「민사」의 체크 박스를 해제합니다.

 검색 할 단어가 요지에 포함 된 판례나, 전문에 포함된 판례를 좁혀 

검색 할 수 있습니다.

 8-1을 참조하십시오.

표기의 흔들림 
포함 

확인란을 선택하면 오쿠리가나 유무 등의 표기의 흔들림을 검색 결과에 

포함합니다.

Pro검색 8-3을 참조하십시오.

검색 기호 선택  8-2를 참조하십시오.

「검색어」
「AND/OR」

검색 대상 지정

購読しているコンテンツを
クリックするとYODB の
当該コンテンツに移動します。
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판례

≪검색 조건에 대한 설명≫

섹션 검색 조건 설명 

출처, 평석 지정 

재판소 

재판년월일 

사건 번호

법원의 명칭을 입력합니다. 도쿄 지방 법원과 오사카 고법과 같이 자주 사용되는 

약어에도 대응하고 있습니다. 

법원 이름의 일부만 짐작이 가지 않는 경우는 "법원 검색"버튼을 클릭하고 팝업 화면

에서 법원 이름을 검색 할 수 있습니다.

해당 법원이 상고심인 판례를 검색하려면 "상고심 찾기"에 체크합니다.

재판 날짜를 입력합니다. 년 또는 월 만을 입력하여 검색 할 수 있습니다. 

풀다운하여 "일 지정", "기간 지정", "지정일 이후", "지정일 이전"의 

네 가지 패턴으로 날짜를 선택할 수 있습니다.

60 일 이내에 판결이 나와있는 판례를 검색 할 경우에는 

"최근 60 일 이내의 판례를 검색 "을 선택할 수 있습니다.

사건 번호를 입력합니다. 년 만 또는 연도와 사건 부호만을 입력하여 검색 할 수 있습니다.

 사건의 판사 이름을 직접 입력하여 검색 할 수 있습니다.

"재판관 검색"버튼을 클릭하여 이름의 일부를 입력하면 해당 문자가 이름에 

포함된  판사 이름의 선택지를 선택할 수 있습니다. 

합의체의 재판장으로 관여한 판례, 단독 참여 재판은 체크 박스에 체크를 넣어 

검색 할 수 있습니다.

재판 정보 지정

사건명 사건 이름을 입력하면 사건 이름의 후보를 드롭 다운으로 표시합니다. 

사건의 통칭에도 대응하고 있습니다.

판사 이름

 판례가 나와있는 출처지나 평석 잡지를 지정하여 검색 할 수 있습니다. 

"잡지 이름 검색"버튼을 클릭하여 후보를 선택할 수 있습니다.

권, 호,  발행일을  확인하고 검색 할 수 있습니다.

풀다운하여 "일 지정", "기간 지정", "지정일 이후", "지정일 이전"의 

네 가지 패턴으로 날짜를 선택할 수 있습니다.

참조 조문 지정 판례 참조 조문 (당사 요지 저자가 특정한 조문)에서 판례를 검색 할 수 있습니다. 

법령 이름만으로도 검색 할 수 있으며, 조 수를 지정하여 검색 할 수 있습니다.

단일 지정

여러 법령명이나 조문을 함께 검색할 수 있습니다.복수 지정

가사심판법에 특화된 검색이 가능합니다.가사 심판법

2-1 -2.体系検索

「新判例体系」タブをクリックすると、判例を法条別論点をもとに分類整理した体系から検索ができます。
フリーワード検索では必ずしも正確に目的の判例を検索できない場合や、同じ論点を持つ関連判例
をすばやく見つけ出したい場合に有効です。

2-1 -3.索引検索

判例を索引で検索することができます。「索引検索」タブをクリックすると、以下の階層で判例を整理・
分類しています。

「新判例体系」タブを開く

論点ごとに整理
「新判例体系」(新日本法規)の
論点分類を忠実に再現しています。

第3階層 ： 裁判年

第2階層 ： 裁判所名

第 1 階層 ： 最高裁判所、高等裁判所
など裁判所の区分

출처, 평석 
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判例

≪検索条件の説明≫

セクション 検索条件 説明

出典・評釈を指定 

裁判所

裁判年月日

事件番号

裁判所の名称を入力します。東京地裁や大阪高裁のようによく使用される
略称にも対応しています。
裁判所名の一部しか思い当たらない場合は、「裁判所検索」ボタンをクリック
して、ポップアップ画面から裁判所名を検索することができます。
当該裁判所が上告審である判例を検索するには、「上告審を検索」にチェック
を入れます。

裁判の年月日を入力します。年のみまたは年月のみを入力して検索すること
もできます。プルダウンにより、「日指定」「期間指定」「指定日以降」「指定日
以前」の4パターンで日付を選択することができます。
60日以内に判決が出ている判例を検索する場合は、「最新60日以内の判例
を検索」を選択することができます。

事件番号を入力します。年のみまたは年と事件符号のみを入力して検索する
こともできます。

事件の裁判官名を直接入力して検索することができます。
「裁判官検索」ボタンをクリックして名前の一部を入力すると、該当の文字を
名前に含む裁判官名の候補を選択することができます。
合議体の裁判長として関与した判例や単独で関与した裁判は、チェックボックス
にチェックを入れて検索することができます。

裁判情報を指定

事件名 事件名を入力すると事件名の候補をドロップダウンで表示します。
事件の通称にも対応しています。

裁判官名

判例が掲載されている出典誌や評釈誌を指定して検索することができます。
「誌名検索」ボタンをクリックして、候補から選択することもできます。
巻号頁を特定して検索することもできます。
プルダウンにより、「日指定」「期間指定」「指定日以降」「指定日以前」の
4パターンで日付を選択することができます。

出典・評釈

参照条文を指定 判例の参照条文（弊社要旨執筆者が特定した条文）から判例を検索すること
が可能です。法令名のみでも検索できますし、条数を指定して検索すること
もできます。

単一指定

複数の法令名や条数をまとめて検索することが可能です。複数指定

家事審判法に特化した検索が可能です。家事審判法

2-1 - 2. 체계 검색

판례체계를 통하여 전체 판례 중 중요한 판례를 법 체계별로 분류하여 제공합니다. 프리워드 검색을 통해 

정확히 원하는 판례를 검색할 수 없거나, 같은 논점을 가진 판례들을 빠르게 찾으려는 경우 사용하면 됩니다.

2-1 - 3.  색인 검색

전체 판례 중 중요한 판례를 재판소별, 연도별로 분류해서 제공합니다.

[판례체계] 탭 

논점별로 판례를 분류하여 

제공하고 있음

2 단계：법원 이름  

3단계：재판 년도

1 단계：대법원, 고등법원 등 
법원으로 구분
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【교통사고 손해배상 사건】

【裁判年月日（降順）】

【標準】

【全画面】

【簡易】

【PowerSort（重要判例順）】

【의료 소송 사건】

【유산 상속 분쟁 사건】

【위자료 청구 사건】

判例の検索結果一覧は、表示内容を切り替えることが可能です。

6 7

판례

2-1 - 4.  신일본법규 데이터베이스 파일의 활용

신일본법규 출판사에서 제공하는 온라인 데이터베이스 입니다. 열람 시 별도의 비용이 발생합니다.

【토지, 임대분쟁 사건】

裁判年月日（降順） 裁判年月日の新しい判例から古い判例の順に表示します。

裁判年月日の古い判例から新しい判例の順に表示します。裁判年月日（昇順）

上級審から下級審の順に検索結果を表示します。審級順

重要度の高い判例から順に表示します。PowerSort（重要判例順）

判例全文に対して検索に使った語の出現頻度が多い判例から順に表示します。キーワード頻出順

検索結果を「Power Sort」に
並べ替えると、判例の客観的な重要度を
考慮して、重要なものを上位に表示します。

2-2. 判例の閲覧

2-2-1.検索結果一覧の並べ替えと表示の切替え

判例の検索結果一覧は、以下の条件で並べ替えて表示することが可能です。

※既定は裁判年月日（降順）です。ユーザーオプション画面で既定の並び順を変更することができます。



ウエストロー・ジャパン株式会社は、新日本法規出版株式会社とトムソン・ロイターの合弁会社です。

【交通事故損害賠償】

【재판일자】

【전체 화면】

【표준】 【간이】

【PowerSort（중요판례 순서）】

【医療訴訟判例】

【遺産相続紛争事例】

【慰謝料請求事件】

판례 검색 결과 목록 표시 내용을 변경할 수 있습니다.
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判例
2-1 - 4. データファイルの活用

新日本法規出版発行のデータファイル加除式書籍を利用した検索ができます（閲覧には別途ご契約が
必要です。）。事例の性質に則した検索に対応しており、各事例の根拠となった判例にリンクしています。

【借地借家紛争事例】

재판 선고일자 (내림차순) 최근 판례부터 예전 판례 순서대로 나열.

예전 판례부터 최근 판례 순서대로 나열.재판 선고일자（오름차순）

상급심에서 하급심의 판례 순서대로 나열.심급

중요도가 높은 판례 순서대로 나열.PowerSort（중요판례순）

검색 키워드 빈번도 순서대로 나열.키워드 빈번도

검색결과를[Power Sort]로 정렬할 경우 
판례의 중요도를 고려하여 중요한 판례를 
상위에 표시합니다.

  2-2.  판례 검색

2-2-1. 검색 결과 목록 정렬

판례 검색결과 목록은 아래 표에 기재되어있는 조건으로 재정령 할 수 있습니다.

※기본 검색은 재판 선고일자입니다. 사용자 옵션 화면에 기본 순서를 변경할 수 있습니다.
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판례

2-2-2.  표시 전환 및 목차（iView）

판례는「요지」 탭과「전체」 탭으로 전환하여 빠르게 판례 정보를 확인할 수 있습니다. 또한, (iView)를 이용하여 

판례 전체에서 보고싶은 부분으로 바로 이동할 수 있습니다.

2-2-3.要旨タブの掲載内容

要旨タブの中には、当該判例にまつわる各種の情報が網羅されています。

목차（i View）를 클릭하여 
제목을 표시합니다.

裁判経過

出典

ウエストロー・ジャパンの判例要旨は、基本的には弊社専属執筆陣によって執筆されたもの及び
新日本法規出版の「判例MASTER」から移行したものを収録しています。
なお、〔＊〕印の要旨は、許諾を得て「判例体系」の要旨を収録しています。「判例体系」は第一法規
株式会社の登録商標です。判例が新判例体系にも掲載されている場合には、要旨を切り替えて
閲覧することができます。

判例の裁判経過を掲載しています。収録している判例に対しては、リンクから閲覧することが
できます。

公的判例集や雑誌・紀要、他の参考となるサイトに掲載された出典情報を掲載しています。
出典情報は毎週更新します。
本のアイコンが右側にあるリンク（判例タイムズ）は、雑誌に掲載された解説コメントを閲覧する
ことができます。

要旨

参照条文

裁判官

判例解説書や雑誌・紀要、他の参考となるサイトに掲載された評釈情報を掲載しています。
評釈情報は毎週更新します。
本のアイコンが右側にあるリンクは、雑誌等に掲載された評釈を閲覧することができます。
　・ WestlawJapanに収録している文献

（判例タイムズ、主要民事判例解説、ジュリスト、法学教室、判例百選、民商法雑誌、
　　 最高裁判所判例解説、法曹時報）

・ 新日本法規の判例解説書
本のアイコンがないリンクは、文献情報にリンクしています。
青色のアイコンは、外部リンクによって閲覧することができる評釈であることを表しています。
おもなものを例示します。

・ 判例コラム： 弊社編集部が専門家に執筆を依頼して作成している「判例コラム」へのリンク
・ 新判例解説 ： 弊社独自の判例解説記事「WestlawJapan新判例解説」へのリンク

　・ CiNii ：国立情報学研究所のCiNiiへのリンク
・ 機関リポジトリ： 各大学が運営している学術情報リポジトリへのリンク
・ 商事法務 ：株式会社商事法務発行の「NBL」「資料版商事法務」へのリンク
・ 旬刊商事法務 ： 商事法務研究会発行の「旬刊商事法務」へのリンク

判例を検討するにあたって参考となる条文を列挙しています。

判例の裁判官名を掲載しています。
リンクをクリックすると、司法修習期や現在の所属とともに、裁判官の異動情報（平成元年以降）が
表示されます。異動履歴は、随時アップデートしています。
また、担当した判例を一覧にまとめており、さらにリンクをたどって過去の判決を閲覧することが
できます。裁判長として担当した判例にはアイコンを表示しています。

引用判例 判例が判決文中で他の判例を引用している場合、当該他の判例を抽出して列挙しています。

被引用判例 判例が他の判決文中で引用されている場合、当該他の判例を抽出して列挙しています。

関連判例 判例と何らかの観点で関連する判例を列挙しています。

評釈

목차에 원하는 부분의 제목을 클릭하면 

판례 본문에 해당 부분으로 이동합니다.
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判例
2-2-2.表示切替と目次（iView）

判例は「要旨」タブと「全文」タブを切り替えることによって、すばやく判例情報を確認できます。また、
目次（iView）を利用することで、判例全文から、ご覧になりたい箇所へ、簡単にジャンプすることが
できます。

2-2-3.  판례 요지 탭의 내용 

[요지]탭은 판례의 관련 정보를 기재하고 있습니다.

目次（iView）をクリックすると、
見出しを表示します。

재판 경과

출처

Westlaw Japan의 판례 요지는 기본적으로 전속 전문 집필진에 의해 집필된 것과

신일본법규출판의「판례 MASTER」에서 마이그레이션 한 것을 수록하고 있습니다.

또한, [*] 표시의 요지는 허락을 얻어 「판례 체계」의 요지를 수록하고 있습니다. 「판례 체계」는 

제일법규주식회사의 등록 상표입니다. 판례가 새로운 판례 체계에도 게재되어있는 경우에는 요지를 

전환하여 볼 수 있습니다.

판례의 재판 경과를 알려주고 있습니다. 수록하고 있는 하급심 판례가 있을 경우 링크 걸어주고 있습니다.

판례집 등 판례를 참고할 수 있는 출처 정보를 기재하고 있습니다.

출처 정보는 매주 업데이트합니다.

요지

참조 조문

판사

판례를 해설하고 있는 자료 등 관련 자료가 있을 경우 해당 정보의 링크를 제공하고 있습니다。

해당 정보는 매주 업데이트 됩니다.

판례에 대한 참고조문을 제공하고 있습니다.

재판관 이름을 기재하고 있습니다. 해당 판사명의 링크를 클릭하면 사법정보 또는 현재 소속 법원 등 

1989년부터 이력정보가 표시됩니다. 판사의 정보는 수시로 업데이트 됩니다. 해당 판사가 담당한 

판례를 목록으로 정리하고 있으며, 링크를 통해 과거 담당한 판례를 볼 수 있습니다.

참조판례 판례에서 참조하고 있는 참조판례가 있을 경우 해당 판례는 링크를 통해 볼 수 있습니다.

인용판례 다른 판례에서 해당 판결문이 인용될 경우 인용판례를 제공하고 있습니다.

관련판례 해당 판례와 관련된 다른 판례도 제공하고 있습니다.

평시

リンクをクリックすると、
全文の当該箇所へジャンプします。
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판례 

2-2-4. CiNii외부 링크（본문보기）

검색결과 [요지] 탭에 CiNii 등 판례 해설을 제공하는 각종 사이트를 링크합니다. 해당 링크를 통해 해설서의 

본문을 볼 수 있습니다.

요코하마국립대 

게이오대학

아오야마대학 

메이지대학  

【서비스 기관 리포지토리의 이용 가능한 대학 목록 】

가나자와대학 

시즈오카대학 

히토츠바시대학

도시샤대학

규슈 대학 

히로시마대학 

칸사이대학 

가고시마대학 

토요대학  

쓰쿠바대학

구마모토대학 

류큐대학 

시마네대학 

고베대학

신슈 대학

수도대학도쿄

오카루상과대학 

니이가카대학 

릴쿄대학 

센슈 대학 

오카야마대학

와세다대학

소카대학 

국세청

법무부

국립사회보장・인구문제연구소

생명보험센터

발명추진협회

세무저널、세무대학교논총

송무 월보

사회보장연구

보험 사례 연구회 보고서

발명

【주요 링크】

法令

3-1. 法令の検索

3-1 -1.条件検索

法令の条件検索は、以下の条件を指定できます。
題名での検索が容易にできるように、デフォルトで法令名欄にカーソルを配置しています。

≪検索条件の説明≫

セクション 検索条件 説明

検索対象 法令の種別に応じて検索対象を選択することができます。
上段で「（一般の）法令」、「改正法令」、「法律案」を指定し、下段で法令の
種別を選択します。法令の種別は、以下のとおりです。
「憲法・法律」憲法及び法律（法律扱いの政令を含む）
「政令・勅令」政令及び勅令
「省令・府令・規則」各省庁が発出する府省令及び委員会規則
「告示」各省庁が発出する告示
「最高裁・議院規則」行政庁以外が発出する規則。
「法律案」国会に提出された法律案（付帯決議を含む）

検索対象を指定

훗카이도대학 나고야대학 
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判例
2-2-4. 機関リポジトリ、CiNiiその他外部リンク（本文閲覧）

検索結果の「解説タブ」又は「要旨」タブの評釈から、機関リポジトリやCiNiiその他判例の解説として
有用な各種サイトへリンクします。リンク先の各サイトにおいて本文記事の閲覧が可能です。

【機関リポジトリの利用が可能な大学一覧】

北海道大学

横浜国立大学

慶應義塾大学

青山学院大学

明治大学

名古屋大学

金沢大学

静岡大学

一橋大学

同志社大学

九州大学

広島大学

関西学院大学

鹿児島大学

東洋大学

筑波大学

熊本大学

琉球大学

島根大学

神戸大学

信州大学

首都大学東京

小樽商科大学

新潟大学

立教大学

専修大学

岡山大学

早稲田大学

創価大学

国税庁

法務省

国立社会保障・人口問題研究所

生命保険文化センター

発明推進協会

税大ジャーナル、税務大学校論叢

訟務月報

社会保障研究

保険事例研究会レポート

発明

【主なリンク先】

법령 

  3-1. 법령 검색 

3-1 -1. 조건 검색

법령 조건 검색은 아래 검색사항 중 지정하여 검색할 수 있습니다.

≪검색 조건≫

섹션 검색 조건 설명

검색 법령의 종류에 따라 검색 대상을 선택할 수 있습니다. 

상단에 [(일반)법령]、「개정법령」、「법률안」을 지정하고 하단에 

법령의 종류를 선택하면 됩니다 .  법령의 종류는 다음과 같습니다.

「헌법・법률」헌법과 법률  (법률 취급 정령을 포함）

「칙령」

「성령・부령・규칙」각 부처의 성령, 부령, 규칙

「고시」각 부처의 고시

「대법원・의원 규칙」

「법률안」국회에 제출된 법률안 

검색 대상 지정
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법령 

섹션 검색조건 설명 

검색 범위

「검색어」
「AND／OR」

검색 기호 선택

검색할 단어가 포함 된 법령 전체를 검색할 수 있습니다. 공포일, 조 제목, 부칙 

등의 선택이 가능합니다.

메뉴얼 8-1 참조하세요.

메뉴얼 8-2 참조하세요.

검색어 지정

표기의 흔들림을
포함

일본어로는 같은 단어의 표기가 복수존재하는 경우가 있습니다.

(표기의 흔들림) 예) 지적 재산권, 지적 재산

Pro검색 메뉴얼 8-3 참조하세요.

검색 결과를 법령 단위로 표시하거나 조 단위로 표시할지 여부를 선택합니다.검색 단위

법령명

조 번호

법령 번호

법령의 제목을 입력합니다. 법령명 검색창에 검색할 경우 검색어가 포함되어 

있는 법령으로 검색합니다.

조 번호를 입력합니다.

법령 번호를 입력합니다.

(법 및 시행령을 검색하는 경우에는 부처명 필드는 필요하지 않습니다)

법령 정보 지정

시행일 지정

공포일

시행일

법령 제정 일자를 입력하여 검색할 수 있습니다 。

드롭다운 메뉴에「날짜지정」,「기간지정」,「지정일 이후」,「지정일 이전」

이 4개의 항목 중 선택 후 지정 날짜로 법령을 검색할 수 있습니다.

법령의 시행일로 입력하여 검색할 수 있습니다. 

드롭다운 메뉴에「날짜지정」,「기간지정」,「지정일 이후」,「지정일 이전」 

이 4개의 항목 중 선택 후 지정 날짜로 법령을 검색할 수 있습니다.

「특정시점부터 유효한 법령(전체)」과「특정일에 시행된 법령」으로도 

검색할 수 있습니다.

소관 부처명 해당 부처를 선택할 수 있습니다.

3-1-2.体系検索

「新法令体系」タブを開くと、法令を実務的に分類整理した体系から法令をたどることができます。
画面左側に法令の分類が表示され、クリックして選択すると、画面右側に選択された分類に属する法令
名と法令番号が表示されます。

「法令名検索」に用語を入力して「この条件で検索」ボタンをクリックすると、用語を題名に含む法令が
一覧表示されます。

3-1-3. 索引検索

法令を公布日順の索引で検索することができます。
「法令名検索」に用語を入力して「この条件で検索」ボタンをクリックすると、用語を題名に含む法令が
一覧表示されます。

入力した文字列を題名に含む法令が
一覧表示されます。

新法令体系

第一階層 ： 公布年／法案提出年

第二階層 ： 種別

入力した文字列を題名に含む法令が
一覧表示されます。



ウエストロー・ジャパン株式会社は、新日本法規出版株式会社とトムソン・ロイターの合弁会社です。

12 13

法令

セクション 検索条件 説明

検索範囲

「フリーワード」
「AND／OR」

検索記号選択

検索したい語句が含まれる箇所に応じて法令を絞り込んで検索することが
できます。「章名・条見出し等」「公布文・制定文等」「本則」「附則」「別表等」を
選択することができます。

後掲8-1を参照してください。

後掲8-2を参照してください。

検索語を指定

表記の揺れを
含む

チェックボックスをオンにすると、送りがなの有無などの表記の揺れを
検索結果に含めます。

Proサーチ 後掲8-3を参照してください。

検索結果を法令単位で表示するか条単位で表示するかを選択します。検索単位

法令名

条番号

法令番号

法令の題名を入力します。独禁法や金商法のようによく使用される略称にも
対応しています。
法令名に含まれる文字を入力すると、法令がリストアップされます。

条数を入力します。

法令番号を入力します。
法令が制定された年、省庁名、法令区分及び番号の順に入力します

（法律や政令を検索する場合には省庁名の欄は不要です。）。

法令情報を指定

施行日を指定

公布日

施行日

法令が制定された年月日を入力して検索することができます。
プルダウンにより、「日指定」「期間指定」「指定日以降」「指定日以前」の
4 パターンで日付を選択することができます。

法令が施行される年月日を入力して検索することができます。
プルダウンにより、「日指定」「期間指定」「指定日以降」「指定日以前」の
4 パターンで日付を選択することができます。

「この日の時点で有効な（すべての）法令」と「この日に施行された法令」の
検索を選択することができます。
＊検索テンプレートには「時点で適用される」と表記していますが、
  適用ではなく施行の意図で検索を実行します。

所管省庁名 当該法令を所管する現行の省庁を選択することができます。
制定当時の省庁名ではないことにご注意願います。

3-1-2.  체계 검색

「신법령체계」 탭을 통해 법령을 체계별로 분류하여 제공하고 있습니다. 화면 왼쪽에 법령의 분류 항목이 표시되어
있고, 화면 오른쪽에는 선택된 항목에 속하는 관련 법령명과 법령번호가 표시됩니다.
「법령명 검색」에 검색어를 입력하고 「검색 」을  클릭하면 검색어가 제목에 포함되어있는 법령이 검색됩니다.

3-1-3.   색인 검색

법령을 공포일로 검색할 수 있습니다.

「법령명 검색」에 용어를 입력하고「검색」을  누르면 검색어가 제목에 포함된 법령을 검색합니다.

입력한 검색어가 제목에 포함 되어 있는 

법령이 검색됩니다.

2 단계：종별

신법령체계

입력한 검색어가 제목에 포함되어있는 
법령이 검색됩니다.

1 단계：공포일／법안제출일
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【공포일 별】

【시행일 별】
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법령 

3-1-4.  법령 달력

법령 달력에서는 공포일/시행일 별로 법령을 나열하고 있습니다. 

조문과 개정조문, 신/구 비교보기 표도 볼 수 있습니다.

시행일 별로 개정조문 목록 개정내용

개정내용

개정의 개요

신/구비교보기표

조문을 법령 단위로 표시

관련 정보 修正箇所を色分け表示します。

【「法令単位」タブ＋「履歴」タブ】

【「法令単位」タブ＋「新旧対照表」タブ】

【「法令単位」タブ+「下位法令」タブ】

特定時点の施行状態を閲覧できます。

신/구비교보기표

관련 정보

3-2. 法令の閲覧

3-2-1.条文の表示切替

「法令単位」タブと「条単位」タブを切り替えることにより、法令の内容確認を容易に行うことができ
ます。「法令単位」タブでは、「条文」「履歴」「新旧対照表」「関連情報」「下位法令」タブを切り替える
ことができます。

法律の下位法令の関係にある法令を
一覧表示します。
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【公布日別】

【施行日別】
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法令
3-1-4. 法令カレンダー

法令カレンダーから、公布日別／施行日別に情報を一覧することができます。条文や改正文、新旧対照
表の閲覧も可能です。法令アラートで監視している法令だけに絞り込んで表示することも可能です。

この施行日に改正された条数の一覧です。 改正文を閲覧できます。

改正文を閲覧できます。

改正の概要を閲覧できます。

新旧対照表を閲覧できます。

条文を法令単位で表示します。

関連情報を閲覧できます。 개정부분이 색갈로 표시되어있음

【「법령」＋「기록」】

【「법령 단위」탭＋「신/구비교보기」탭】

【「법령 단위」탭+「하위 법령」탭】

특정 시점에 시행 연혁정보

新旧対照表を閲覧できます。

関連情報を閲覧できます。

  3-2.  법령의 열람

3-2-1. 조문의 표시 전환

「법령단위」탭과 「조단위」 탭을 통하여 법령 내용을 쉽게 확인할 수 있습니다. 「법령단위」에서「조문」,
「연혁정보」,「신/구비교보기」,「참조」,「하위 법령」내용을 같이 볼 수 있습니다。

하위법령
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법령 
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플래그 표시 부분

「법령 단위」탭

「조 단위」탭노란색  

설명

현행 조문이며, 한편 미래 개정의 예정이있는 조문임을 나타

냅니다. 클릭하면 개정 문장을 볼 수 있습니다. (미래 개정 

계획을 파악할 수 있습니다.)

「법령 단위」탭

「조 단위」 탭
과거법령 또는 이미 폐지/전부개정된 법령을 표시

「법령 단위」탭

「조 단위」 탭

미시행 법령을 표시

「법령 단위」 탭
현행법에 대한 법률안이 있음을 표시

링크 클릭하면 법률안 확인 가능

「법령 단위」 탭

빨간색 

초록색 

주의
시행일이 미확정되었기 때문에 조문의 내용이 향후 개정

될 수 있는 법령을 표시

【「법령 단위」탭+「관계 법령」탭】

【「조 단위」탭】

조 단위 탭

개정 정보 

3-2-2.  신/구비교보기표

상태 플래그 (깃발 모양의 아이콘 등)에 따라 해당 조문의 시행 상태를 확인 할 수 있습니다.

파란색 

3-2-3. 括弧の色分け表示

条文に使用されている括弧“（　）”を色分け表示することができます。
複数の括弧が織り込まれて複雑になっている条文を理解するためにお使いいただけます。

色分け表示のON/OFFは
ボタンで行います

括弧の階層に応じて
色分けをしています。

법령 해설

3-3. パブリックコメント

パブリックコメントの検索は、「法令」タブから「パブリックコメント」を選びます。
以下の条件を指定できます。
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法令
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ステータスフラグ 表示箇所

「法令単位」タブのヘッダ
「条単位」タブのヘッダ
検索結果一覧

黄旗

説明

現行条文であり、かつ、将来改正の予定がある条文である
ことを表します。クリックすると、改正文を閲覧することが
できます。（将来改正の予定が把握できます。）

「法令単位」タブのヘッダ
「条単位」タブのヘッダ

現行の状態ではない、過去の条文であることを表します。

「法令単位」タブのヘッダ
「条単位」タブのヘッダ

将来施行される予定の改正を織り込んだ条文であること
を表します。

「法令単位」タブのヘッダ
当該法律について、法律案が審議中であることを表します。
クリックすると、審議中の法律案にアクセスできます。

「法令単位」タブの「履歴」タブ

赤旗

緑旗

！マーク 施行日が未確定のため、条文の内容が今後変わりうる
法令であることを表します。

【「法令単位」タブ+「関係法令」タブ】

【「条単位」タブ】 「条単位」タブ
該当の条が委任している下位法令の条文
や特定時点の施行状態を閲覧できます。

ヘッダ部に表示している改正についての
改正文や新旧対照表、解説記事を集約
しています。

3-2-2. ステータスフラグ

ステータスフラグ（旗の形をしたアイコンなど）により、条の施行状態を確認することができます。

青旗

3-2-3.  괄호 색상 지정

조문에 사용되는 괄로 (  )를 색으로 표시할 수 있습니다. 여러 괄호가 묶여 복잡하게 되어있는 

조문을 이해하기 위해 사용할 수 있습니다.

색 표시는 ON/OFF 
선택 가능

괄호의 단계별로 

다른 색으로 관리 

法令制定時の改正文や解説記事などを
集約しています。

  3-3. 퍼블릭 코멘트

「법령」탭에서「퍼블릭 코멘트」를 선택합니다. 다음의 조건들을 지정할 수 있습니다.



Westlaw Japan 주식회사는 신일본법규출판주식회사와 톰슨로이터의 합작 기업입니다. 

1 8 19

법령 審決等

섹션 검색 조건 설명

「검색어 」
「AND／OR」

검색 기호 선택

퍼블릭 코멘트의 상황에 맞게 검색 할 수 있습니다.

「意見募集中 (의견 모집 중)」,「意見募集終了 (의견 모집 종료)」,

「結果公示 (결과 공시)」등의 시점을 선택하여 볼 수 있습니다.

메뉴얼 8-1을 참조하세요.

메뉴얼 8-2를 참조하세요.

검색 대상 지정

검색어 지정

표기의 흔들림
포함

일본어로는 같은 단어의 표기가 복수존재하는 경우가 있습니다.

(표기의 흔들림) 예) 지적 재산권, 지적 재산.

Pro검색 메뉴얼 8-3을 참조하세요.

검색

법령명

パブリックコメントにより改正された（改正される見込みの）法令と
パブリックコメントが出されることになった根拠の法令から選択することが
できます。

퍼블릭 코멘트에 의해 개전된 법령과 퍼블릭 코멘트가 발간된 근거 법령에서 

선택할 수 있습니다.

법령 정보  지정

안건 정보 지정 

법령 번호

날짜

관련 법령명을 입력하세요.
법령명에 포함 되어있는 키워드를 입력하면 해당 법령이 검색됩니다.

퍼블릭 코멘트가 공시 된 일자를 입력하여 검색 할 수 있습니다. 

드롭다운 메뉴 중 [날짜」,「지정일 이후」,「지정일 이전」,「기간지정」 중 선택

하여 검색할 수 있습니다。

소관 부처명 해당 퍼블릭 코멘트를 소관하는 현재의 부처명을 선택할 수 있습니다.

≪검색 조건≫

관련 법령 링크

관련 기타 자료

【特許庁審決】

【公正取引委員会審決】

【国税不服審判所裁決】

審決分類を指定

審決情報を指定

参照条文を指定

検索対象を指定

参照条文を指定

検索語を指定

審決情報を指定

審決情報を指定

検索対象を指定

検索語を指定

参照条文を指定

検索語を指定

【労働委員会命令】

命令情報を指定

検索語を指定

4 -1. 審決等の検索

審決等の検索は、「審決等」タブから「特許庁」、「公正取引委員会」、「国税不服審判所」または「労働
委員会」を選びます。以下の条件を指定できます。

퍼블릭 코멘트의 상태를 

아이콘으로 표시
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法令 심결 등

セクション 検索条件 説明

「フリーワード」
「AND／OR」

検索記号選択

パブリックコメントの状況に合わせた検索ができます。
「意見募集中」「意見募集終了」「結果公示」の時点をチェックボックスで
選択できます。

後掲8-1を参照してください。

後掲8-2を参照してください。

検索対象を指定

検索語を指定

表記の揺れを
含む

チェックボックスをオンにすると、送りがなの有無などの表記の揺れを
検索結果に含めます。

Proサーチ 後掲8-3を参照してください。

検索対象

法令名

パブリックコメントにより改正された（改正される見込みの）法令と
パブリックコメントが出されることになった根拠の法令から選択することが
できます。

関連する法令の題名を入力します。独禁法や金商法のようによく使用される
略称にも対応しています。
法令名に含まれる文字を入力すると、法令がリストアップされます。

法令情報を指定

案件情報を指定

法令番号

日付

関連する法令番号を入力します。
法令が制定された年、省庁名、法令区分及び番号の順に入力します
（法律や政令を検索する場合には省庁名の欄は不要です。）。

パブリックコメントが公示された年月日を入力して検索することができます。
プルダウンにより、「日指定」「期間指定」「指定日以降」「指定日以前」の
4パターンで日付を選択することができます。

所管省庁名 当該パブリックコメントを所管する現行の省庁名を選択することができます。
制定当時の省庁名ではないことにご注意願います。

≪検索条件の説明≫

法令にリンクしています

関連文書も収録

【특허청 심결】

【공정거래 위원회 심결】

【국세 불복 심판소 판결】

검색대상 (특허, 실용신안, 의장, 상표) 지정

【노동위원회 명령】

  4 -1. 심결 등의 검색

「심결 등」 탭에서「특허청」,「공정거래위원회」,「국세청」, 또는「노동 위원회」 심결을 제공합니다.

아래의 조건을 지정할 수 있습니다。

パブリックコメントの状況を
アイコン表示

검색어 지정

심결분류 지정

심결정보 지정

참조조문 지정

검색대상 지정

검색어 지정

심결정보 지정

참조조문 지정

검색어 지정

심결정보 지정

참조조문 지정

검색어 지정

명령정보 지정
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서적／잡지

セクション 検索条件 説明

検索対象

「フリーワード」
「AND／OR」

検索記号選択

書籍・雑誌の種別に応じて検索対象を選択することができます。
「すべて」子タブを使って横断的に検索することもできますし、各子タブで
書籍／雑誌を絞って検索することも可能です。

後掲8-1を参照してください。

後掲8-2を参照してください。

検索対象を指定

検索語を指定

表記の揺れを
含む

チェックボックスをオンにすると、送りがなの有無などの表記の揺れを
検索結果に含めます。

Proサーチ 後掲8-3を参照してください。

記事タイトル

著者・編者名

発行所

記事の題名を入力します。
タイトルの一部を入力すると、その文字を含むタイトルがリストアップされます。

書籍/雑誌の著者や編集者の名前を入力して検索することできます。
「著者・編者名検索」ボタンをクリックして、ポップアップ画面から書籍/雑誌
の著者・編者を検索することができます。

書籍/雑誌の発行所を入力して検索することできます。
「発行所検索」ボタンをクリックして、ポップアップ画面から書籍/雑誌の
発行所を検索することができます。

書籍/雑誌情報を
指定

裁判情報を指定

以下は、「NBL 資料版商事法務」「旬刊商事法務」「ジュリスト・論究ジュリスト 判例百選 法学教室　民商法雑誌」
「判例タイムズ」に限定の検索条件

裁判所の名称を入力します。東京地裁や大阪高裁のように、よく使用される
略称にも対応しています。
裁判所名の一部しか思い当たらない場合は、「裁判所検索」ボタンをクリック
して、ポップアップ画面から裁判所名を検索することができます。

巻・号・頁数
(年度・頁)

記事が収録されている巻・号・頁を指定して検索することができます。
「巻･号数指定」「範囲指定」「以降」「以前」の4 パターンで掲載箇所を選択
することができます。
最高裁判所判例解説のみ、年度で検索できます。

≪検索条件の説明≫

発行日

裁判所

裁判の年月日を入力します。年のみまたは年月のみを入力して検索すること
もできます。
プルダウンにより、「日指定」「期間指定」「指定日以降」「指定日以前」の
4 パターンで日付を選択することができます。

裁判年月日

事件番号を入力します。年のみまたは年と事件符号のみを入力して検索する
こともできます。

事件番号

書籍/雑誌が発行された年月日を入力して検索することができます。
プルダウンにより、「日指定」「期間指定」「指定日以降」「指定日以前」の4 パ
ターンで日付を選択することができます。

  5- 1. 서적／잡지 검색

서적 / 잡지 검색은 [서적 / 잡지] 탭에서 [모든], 또는 각 서적/잡지 이름의 하위 탭을 선택하여 검색할 수 

있습니다. 다음의 조건을 조합하여 지정할 수 있습니다(하나 이상의 조건 선택 가능).

【판례 타임즈】
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書籍／雑誌

섹션 검색 조건 설명

검색

「검색어 」
「AND／OR」

검색기호 선택

서적 • 잡지의 종류에 따라 검색 대상을 선택 할 수 있습니다.

「모든」탭을 통해 전체 서적/잡지를 검색하거나, 특정 서적/잡지를 선택하여 

검색할 수 있습니다 

메뉴얼 8-1을 참조하세요.

메뉴얼 8-2을 참조하세요.

검색 대상 지정

검색어 지정

표기의 흔들림
포함

일본어로는 같은 단어의 표기가 복수존재하는 경우가 있습니다.

(표기의 흔들림) 예) 지적 재산권, 지적 재산.

Pro검색 메뉴얼 8-3을 참조하세요.

기사제목 

저자명

발행소

Article의 제목을 입력하여 검색할 수 있습니다.

제목의 일부를 키워드로 입력하면 해당 키워드가 포함된 제목이 나열됩니다.

서적 / 잡지의 저자와 편집자의 이름을 입력하여 검색 할 수 있습니다。

「저자・편집자」 버튼을 눌러서 정확한 저자/편집자명을 검색할 수 있습니다.

서적 / 잡지의 발행소를 입력하여 검색 할 수 있습니다.

「발행소」 버튼을 눌러서 정확한 발행년도로 검색할 수 있습니다.

서적/잡지 정보 

지정

재판정보 지정

다음은「NBL 자요판상사법무」「순간상사법무」「주리스토・논구주리스토」「판례백선」「법학교실」「민상법잡지」

「판례타임즈」 에 대한 검색내용입니다. 

법원명을 기입하여 검색할 수 있습니다. 법원 명칭의 일부만 아실 경우 

옆의 [법원 검색] 버튼을 누르시고 정확한 법원 명칭을 찾으시면 됩니다.

권 • 호 • 페이지 번호로 지정하여 검색 할 수 있습니다.

「권･호 지정 」,「범위 지정 」,「이후 」,「이전 」 으로 지정하여 검색할 수

있습니다.

≪검색 조건 설명≫

발행일 

법원

재판기일 입력하여 검색할 수 있습니다. 

년도만 혹은 년도/월만 기입하여 검색할 수 있습니다.

드롭다운 메뉴에「 날짜 지정 」,「기간 지정 」,「지정일 이후 」,「지정일 이전」

중 선택하여 검색할 수 있습니다.

재판기일

사건번호로 검색할 수 있습니다. 

년도만 혹은 년도와 사건번호를 입력하여 검색할 수 있습니다.

사건번호

서적 / 잡지가 발행 된 날짜를 입력하여 검색 할 수 있습니다.

드롭다운 메뉴에「날짜 지정」,「기간 지정」,「지정일 이후」,「지정일 이전」

으로 선택하여 검색할 수 있습니다.

5-1. 書籍／雑誌の検索

書籍／雑誌の検索は、「書籍／雑誌」タブから「すべて」または各タイトル名の子タブを選びます。
以下の条件を組み合わせて指定することができます（1つ以上の条件を指定すれば検索することが
可能です。）。

【判例タイムズ】

권 ,  호 ,  페이지번호
(연도・pp)
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【書籍情報】

【雑誌情報】

※ 신일본법규출판의 가감식이나 데이터 파일 실무서(단행본) 보기를 하려면 "출판사별" 탭에서 "신일본출판"을 선택합니다.
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서적／잡지

섹션 검색 조건

단일 지정 법령명으로만도 검색할 수 있으며, 특정 조문까지 지정하여 검색할 수 있습니

다.

관련 법령 지정

복수 지정

단일 지정 해당 기사에서 언급하고있는 법령에서 검색할 수 있습니다.법령 정보 지정

복수 지정

여러 법령과 조문으로도 검색할 수 있습니다.

해당 기사에서 언급하고있는 법령에서 검색할 수 있습니다.

발행 년도

검색어

저자

文献情報

【文献情報を指定】

【検索対象を指定】
書籍は、文献の分野を細かく指定する
ことができます。

【検索語を指定】

著者リンクをクリックすると、その著者に
よる書籍・雑誌を再検索できます。

  5- 2.  체계에서 검색

『주리스토』및『논구주리스토』는 「색인검색」에서 해당하는 전체 문헌정보를 목차를 통해 볼 수 있습니다.

『자요판상사법무』키워드 및 상표명에 기사를 검색 할 수 있습니다.

6-1. 文献情報の検索

文献情報の検索は、「文献情報」タブから以下の条件を指定できます。
検索対象を「雑誌記事」のみ、「書籍」のみとすることができ、書籍については、法分野の限定、
外国法のみとする絞り込みや法令集の検索ができます。
文献情報から、判例や法令にリンクします。

다음은「주리스토・논구주리스토」「판례백선」「법학교실」「민상법잡지」「시의법령」에 대한 검색내용입니다.

다음은「NBL 자요판상사법무」「순간상사법무」에 대한 검색내용입니다.
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【도서 정보】

【문헌의 정보】

※新日本法規出版の加除式やデータファイル、実務書（単行本）を閲覧するには、「出版社別」タブから「新日本法規出版」
　を選択します。
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書籍／雑誌

セクション 検索条件 説明

単一指定 記事の参照条文から判例を検索することが可能です。
法令名のみでも検索できますし、条数を指定して検索することもできます。

関連法令を指定

複数指定

単一指定 記事が対象としている法令から検索することが可能です。法令情報を指定

複数指定

複数の法令名や条数をまとめて検索することが可能です。

以下は、「NBL 資料版商事法務」「旬刊商事法務」に限定の検索条件

以下は、「ジュリスト・論究ジュリスト」「判例百選」「法学教室」「民商法雑誌」「時の法令」に限定の検索条件

記事が対象としている法令から検索することが可能です。

発行年

フリーワード

著者名

문헌정보

【검색 대상 지정】 
 문헌의 분야를 국한하여 
 검색할 수 있습니다.

저자명에 대한 링크를 클릭하면 저자의 

다른 문헌정보도 볼 수 있습니다.

  5-2. 体系からの検索

『ジュリスト』及び『論究ジュリスト』は、「体系検索」タブから独自の記事分類に則った整理をしています。
体系に沿って記事を参照することができます。以下の条件を指定して検索することもできます。

『資料版商事法務』は、キーワードや会社名で記事を検索することができます。

  6-1. 문헌정보 검색

문헌정보는「문헌정보」탭에서 다음 조건으로 지정하여 검색할 수 있습니다. 

단, 논제, 서적/잡지명, 저자, 발행일 등 서지 정보를 제공하며, 본문 내용은 제공하지 않습니다.

【검색 용어 지정】

【문헌 정보 지정】
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※ 홈 화면에서는 실시간 뉴스를 볼 수 있습니다. 실시간 뉴스 이용은 무료입니다.
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뉴스 기사 検索オプション

【기사정보 지정】

【기사 분류 지정】

【검색어 지정】

≪検索条件の説明≫

検索条件 説明

判例の要旨や全文に含まれる語句を入力して判例を検索します。
複数の言葉を掛け合わせて検索したい場合は、スペースでつなげて入力します。

フリーワード
（既定）

縦方向に「AND（かつ）条件」、横方向に「OR（または）条件」で語句を入力して判例を検索します。
プルダウンで「を含まず」を選択することができます。

AND/OR検索でコネクターを使用することもできます。
BUTNOTは条件文の文頭では使用できません。

AND／OR

  7- 1.  뉴스 기사 검색

뉴스 기사는「뉴스」탭에 다음의 조건으로 검색할 수 있습니다.

※ 뉴스는 유료 옵션 서비스입니다. 검색은 가능하지만 전체를 열람하실 경우 추가비용이 발생한다는

    메세지가 표시됩니다. 

    (연간계약의 경우 상기 메세지는 표시되지 않습니다.）

8-1. フリーワード検索と AND/OR 検索

検索語を指定するセクションでは、フリーワード検索とAND/OR検索とを使い分けることができます。
個人設定画面のユーザーオプションで常にお好みの方法で検索画面が表示されるように設定すること
ができます。

検索記号をかけ合わせて、
複雑な条件で検索することができます。

8-2. 検索記号

検索記号選択ボタンを押すと、複数の語句を柔軟に組み合わせて検索することができる「コネク
ター」を設定する画面が表示されます。
コネクターを選択すると、フリーワードの検索ボックスにコネクターを入力できます。
画面右側にはコネクターの利用例を記載しています。



ウエストロー・ジャパン株式会社は、新日本法規出版株式会社とトムソン・ロイターの合弁会社です。

※「ホーム」タブ中段下端のリアルタイムニュースから、1週間分の司法・行政・社会分野のニュースの
　閲覧ができます。リアルタイムニュースの利用は、無料です。
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ニュース記事 검색 옵션

【記事情報を指定】

【記事分類を指定】

【検索語を指定】

≪검색 조건 설명≫

검색 조건 설명

예) 판례 검색의 경우, 판례요지 및 전문에 포함된 단어를 입력하여 검색할 수 있습니다. 

키워드가 하나 이상일 경우 각 키워드를 띄우고 검색하세요.

검색어 

（기본）

키워드를 가로 배열로 입력하면 OR 검색, 새로 배열로 입력하면 AND 검색입니다. 특정 키워드 제외도 

가능합니다.

AND/OR 검색 커넥터를 사용할 수 있습니다.

BUTNOT 조건문의 문두에서는 사용할 수 없습니다.

AND／OR

7-1. ニュース記事の検索

ニュース記事の検索は、「ニュース記事」タブから以下の条件を指定できます。
※ニュース記事は有料オプションサービスです。検索までは無料でご利用いただけますが、全文
を閲覧する場合には、追加料金についてのメッセージが表示されます。
（事前に年間購読をご契約されている場合は、メッセージは表示されません。）

  8- 1.  프리워드 검색 및 AND/ OR 검색

검색 키워드 입력시 프리워드 또는 AND/OR 검색 방법을 선택하실 수 있습니다. 개인 설정 화면의 사용자옵션에서 

항상 원하는 방식으로 검색 화면이 표시되도록 설정 할 수 있습니다.

복잡한 키워드 검색은 연산자를 활용하여 

검색하면 됩니다.

  8- 2.  검색 기호

키워드가 두 개 이상일 경우 검색 연산자를 활용하여 자유롭게 검색할 수 있습니다. 검색연산자는 

프리워드 검색창에 기입하여 검색하면 됩니다.



Westlaw Japan 주식회사는 신일본법규출판주식회사와 톰슨로이터의 합작 기업입니다. 

【검색 결과의 예시】

「부동산 매매」,「부동산 등을 매매」,「부동산을 매매」와 같은 문구가 포함된 판례를 검색합니다.

「부동산」와 「매매」의 AND 검색은 각각 일반적인 용어이기 때문에 해당사항이 없는 검색 결과를 포함 할 수 있습니다.
Pro 검색을 이용하여 단어의 순서와 사이에있는 문자를 조정하여 더 적합한 검색결과를 받아볼 수 있습니다.
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여러 검색어 사이에 들어가는 문자를

(1 ~ 255 자 이내)을 지정합니다.

검색어의 순서를 지정할 수 있습니다.

 조건 지정 방법은 다음과 같습니다.

A） 프리워드 검색창에 키워드 2개 이상 기입 후,「Pro검색」으로 지정하고 싶은 키워드들 사이에

      들어가는 문자의 수를 입력하고 (1부터 255자까지) 검색어 순서를 드롭다운 메뉴에서 지정하세요.

B） 혹은, 키워드의 어순이 상관없을 경우「/n」를 지정하거나, 어순이 중요하면「+n」로 지정하여

      검색하면 됩니다. (이 방법은 OR 검색 등 다른 조건과 조합하는 경우에 사용합니다.)

　「부동산」&「매매」검색 　　　　⇒　　14,1 99건 　
「부동산 매매」검색 　　　　       ⇒　 　 2,484건

「부동산」&「매매」 　     　　　 ⇒   　 4,692건

어간 = 3　어순=따른다 

  8-3. Near 검색（Pro검색）

利用可能な方式は、以下のとおりです。

それぞれのアイコンをクリックすると、設定画面が表示されますので、出力したい内容にチェックをして
指定します。なお、設定条件の主なものは、以下のとおりです。

・ 出力対象（本文、要旨、関連情報等の各項目）
・ 出力範囲（検索結果のどの文書か）
・オプション（リンクの有無等）

印刷

クイック印刷

文書をPDF形式またはリッチテキスト形式で印刷します。
PDF形式で印刷する場合には、印刷の設定の後プリンタへの指示を行う
画面において、印刷範囲が「1 ページ」に指定されています。
文書全体を印刷する場合には、印刷範囲を「すべて」に変更してください。

電子メールで文書を配信します。文書はPDF形式またはリッチテキスト形式
で添付されます。

印刷の設定画面は表示されず、そのまま現在表示されている文書がPDF形
式で印刷されます。
印刷の設定画面は表示されないので、出力対象や範囲指定を選択すること
はできません。
1 件の分量が多い場合等には、大量の用紙を必要とする場合がありますので
ご注意ください。

ダウンロード 文書をPDF形式またはリッチテキスト形式でダウンロードします。保存先の
指定を行うことができますが、お使いのPCやブラウザの設定により表示され
ず、自動的に保存用フォルダに入ったり、指定するためのダイアログボックス
がブラウザの裏に隠れたりする場合がありますので、ご注意ください。ダウン
ロードを行うには、お使いのPCの設定により、セキュリティに関する設定を要
する場合があります。

電子メール

当該文書の
URLをクリップ
ボードにコピー

9-1. 出力（印刷、クイック印刷、保存、メール）

出力を行うには、各文書画面の右上に表示される出力アイコンをクリックします。

出力アイコン

유용한 기능

Pro 검색 (근접 검색)은 2 개 이상의 검색어가 포함 된 문서 중, 해당 검색어 사이에 문자 수 및 어순을 
지정할 수 있습니다.



ウエストロー・ジャパン株式会社は、新日本法規出版株式会社とトムソン・ロイターの合弁会社です。

【検索結果の一例】

「不動産の売買」「不動産等を売買」「不動産を売買」のようなフレーズを含む判例を検索する例を考えます。

「不動産売買」で検索するとヒットしません。また、「不動産」と「売買」のAND検索では、それぞれが一般的な用語で
あるため、無関係の検索結果が含まれることになります。Proサーチを用いて語句の順序と間に含まれる文字数を調整
することでノイズの少ない検索が可能になります。
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複数の検索語の間に入る文字数
（1～255文字以内）を指定します。

検索語の並び順を指定できます。

条件指定の方法は、以下のとおりです。

A） 検索用のテキストボックスに複数の語をスペースで区切って入力し、「Proサーチ」へ指定したい
文字数を、1 から255までの間の数値を入力した上、語順をプルダウンから指定します。

B） あるいは、検索用のテキストボックスに、語順を指定しない場合には「/n」にて、語順を指定する
場合には「+n」にて、それぞれ指定します。なお、語間は「n」に255までの数字を入れて指定します。

（この方法は、OR検索など、他の条件と組み合わせる場合に用います）

「不動産」&「売買」で検索 ⇒ 14,1 99件

「不動産売買」で検索 ⇒ 2,484件

「不動産」&「売買」 ⇒ 4,692件

　 語間=3 語順=従う

8-3. 近傍検索（Proサーチ）

Proサーチ（近傍検索）は、2つ以上の検索語が含まれる文書のうち、それらの検索語の間の文字数、
および、語順の指定を行うことができます。専門用語では条件が厳し過ぎ、それらを2語に分割して
しまうと、一般的な用語であるため条件が曖昧となり過ぎるような場合でも、より感覚に沿った検索を
行うことができます。

便利なツール

출력 방법

각각의 아이콘을 클릭하면 설정 화면이 표시되기 때문에 출력/다운로드 등 열람하고 싶은 방법을 체크하여 

지정하시기 바랍니다. 또한, 설정 조건의 주요 고려사항은 다음과 같습니다.

・ 출력 대상 (본문 요지 관련 정보 등의 각 항목)

・ 출력 범위 (검색 결과의 리스트 혹은 특정 문서 등)

・ 옵션 (링크 포함 등)

인쇄

빠른인쇄

문서를 PDF 형식 또는 워드 형식으로 인쇄합니다.
PDF 형식으로 인쇄하는 경우 인쇄 설정 후 프린터에 지시할 화면에서 인쇄 
범위가 "1 페이지"로 지정되어 있습니다.
전체 문서를 인쇄 할 경우 인쇄 범위를 '전체'로 변경하세요.

이메일로 문서를 전송합니다. 문서를 PDF 형식 또는 워드 형식으로 전송합니다.

인쇄 설정 화면이 표시되지 않고, 그대로 현재 표시되어있는 문서를 PDF 형식

으로 인쇄합니다.

인쇄 설정 화면이 표시되지 않기 때문에, 출력 대상 및 범위 지정을 선택 할 수 

없습니다.

분량이 많은 경우 등에는 용지를 대량으로 필요로하는 경우가 있으므로

주의하시기 바랍니다.

다운로드 문서를 PDF 형식 또는 워느 형식으로 다운로드합니다.

사용자의 PC의 설정에 따라 보안 설정을 요구하는 경우가 있습니다.

이메일

해당 문서의
URL을 클립
보드에 복사

  9- 1.  출력 (인쇄, 빠른 인쇄, 저장, 이메일)

출력은 각 문서 화면에 오른쪽 상단에 표시되어있는 출력 아이콘을 클릭하면 됩니다.

출력 아이콘



Westlaw Japan 주식회사는 신일본법규출판주식회사와 톰슨로이터의 합작 기업입니다. 
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유용한 기능

  9-2. 북마크  기능

(1)북마크 설정

Westlaw JAPAN에 저장되는 모든 문서에 메모를 붙일 수 있습니다. 문서 열람시에 왼쪽 상단

에있는 "북마크"를 클릭하면 pop up 창이 뜹니다。

(2)ブックマークの管理

設定したブックマークは、ブックマーク・リストに集約されます。
リスト上で、ブックマークの内容確認や設定内容の変更をすることが可能です。
ブックマーク・リストは、画面上部の「ブックマーク」をクリックすることにより表示できます。

ブックマークは、フォルダごとにまとめて整理することができます。



ウエストロー・ジャパン株式会社は、新日本法規出版株式会社とトムソン・ロイターの合弁会社です。
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便利なツール

9-2. ブックマーク機能

(1)ブックマークの設定

Westlaw JAPANに格納されているすべての文書について、メモを付することができます。
関連資料の所在の覚えとしてメモする際などに便利な機能です。
文書閲覧時に左上にある「ブックマーク」をクリックします。
「ブックマークの閲覧／編集／削除」ポップアップ・ウィンドウから、メモを入力します。

(2)북마크 관리

북마크 설정한 자료는 북마크 목록에 저장됩니다. 저장된 모든 자료는 확인 가능하고 설정 변경도 

할 수 있습니다. 북마크 목록은 화면 상단의 폴더 아이콘을 클릭하여 볼 수 있습니다.

북마크된 자료는 폴더별로 정리 할 수 있습니다.



Westlaw Japan 주식회사는 신일본법규출판주식회사와 톰슨로이터의 합작 기업입니다. 

유용한 기능
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※검색 기록은 모바일 버전의 검색 기록에 자동으로 동기화됩니다. 직장과 가정의 PC에서 조사한 내용을 
   이동 중에도 효율적으로 체크 할 수 있습니다. 모바일 버전은 App StoreTM 이나 Google PlayTM 에서 
    다운로드 하실 수 있습니다.

기록 종류 란에 "검색"이라고 표시된 행은 검색 조건 아래의 링크를 클릭하면 검색 조건을 재현하여 검색 할 수 있습

니다. 

기록 종류 란에 "문서"라고 기재되어 줄은 문서 이름 아래의 링크를 클릭하면 검색 결과에 표시된 개별 문서를 볼 수 

있습니다.

  9-3. 검색 기록 보기

지난 2 주 동안의 검색 기록은 검색 목록에 기록됩니다. 검색 기록 목록은 화면 상단의 

"검색 기록"을 클릭하여 볼 수 있습니다.

Ⅰ． 検索結果更新アラート

Westlaw JAPANでは、ほぼすべての検索（式）についてアラートを設定していただくことができます。
設定した検索（式）に合致するコンテンツが新たにデータベースに収録された際に、指定したメールアドレス
へその更新情報が通知されます。

Ⅰ．検索結果更新アラート
Ⅱ． 法令アラート
Ⅲ． 判例アラート

9-4. アラート機能

新しい判例や法令がWestlaw JAPANのデータベースに収録されると、指定したメールアドレスへ
通知するサービスです。最新判例の入手や、法改正の動向をいち早く把握したい場合に便利な機能
です（アラート機能は、2014年6月からオプション機能になりました。）。
Westlaw JAPANには、3種類のアラート機能が装備されています。

■ 設定方法

1. 判例や法令など各コンテンツのタブ内で検索条件等を指定し、検索をします。
＊ホームタブで、横断検索していただくことも可能です。

2. 「検索結果の更新をアラート」リンクをクリックするとアラート設定画面が表示されます。
3. アラート設定画面では、通知の頻度や文書形式等を指定することができます。



ウエストロー・ジャパン株式会社は、新日本法規出版株式会社とトムソン・ロイターの合弁会社です。

便利なツール
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※検索履歴は、モバイル版の検索履歴に自動的に同期します。職場や自宅のPCで調べた内容を外出先
で効率よくチェックすることができます。モバイル版は、App StoreTMやGoogle PlayTMからダウン

　ロードしていただけます。

履歴の種類欄に「検索」と記載された行では、検索条件欄のリンクをクリックすると、検索条件を再現して
検索することができます。
履歴の種類欄に「文書」と記載された行では、文書名欄のリンクをクリックすると、検索結果で表示された
個々の文書を表示することが可能です。

9-3. 検索履歴の表示

過去2週間の検索履歴は、検索履歴リストに集約されます。
検索履歴リストは、画面上部の「検索履歴」をクリックすることにより表示できます。

Westlaw  JAPAN 에서는 거의 모든 검색 결과에 대한 알림을 설정할 수 있으며, 검색 결과에 대한 업데이트 (검색된 컨

텐츠에 추가된 컨텐츠)가 있을 경우 지정된 메일 주소로 알려줍니다.

Ⅰ．검색결과 업데이트 알림

Ⅱ．법령 알림 

Ⅲ． 판례 알림

  9- 4.  알림 기능

Westlaw JAPAN에 새로운 판례, 법령 및 규정이 기록되면 알림서비스를 통해 지정된 메일주소로  

알림을 보내줍니다. 최신판례와 법 개정의 추세를 가능한 한 빨리 이해하고자 할 때 유용한 기능입니다.

(알림 기능은 2014 년 6 월부터 옵션 기능이되었습니다)

Westlaw JAPAN에는 세 종류의 알림 기능이 있습니다. 

■ 설정 방법

1. 판례 및 법령 등 각 컨텐츠 탭에서 검색 조건 등을 지정하고 검색합니다 .

　＊홈 화면에서도 전체 혹은 특정 컨텐츠 선택하여 검색할 수 있습니다.

2. 「検索結果の更新をアラート」(검색결과 업데이트에 대한 알림) 링크를 클릭하면 알림 화면이 표시됩니다.

3. 상기 알림 화면에 알린 빈도 및 문서 형식 등을 지정할 수 있습니다.

Ⅰ．검색결과 업데이트 알림
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＊검색 결과 목록에 검색된 법령 옆애 있는 체크 박스에 체크를 넣어 여러 법령을 동일한 조건으로 알림 설정 할 수 있습니다.

＊「新法令体系」에 각 분야에 해당되는 법령에 대한 알림을 설정할 수 있습니다. 설정한 분야에 새로운 법령이 공포되거나 개정이 있을 

    경우 알려줍니다 

＊検索結果一覧のチェックボックスにチェックを入れ、複数の判例を同一の条件でアラート設定することが可能です（「選択した
判例にアラートを設定」リンクを使用します）。
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유용한 기능

■ 설정 방법

1. 법령탭에서 알림을 설정하고싶은 법령의 기준을 지정하여 검색하세요. 

2. 「この法令の改正をアラート」혹은 검색 후 왼쪽 상단에 알림벨 아이콘 중 하나를 클릭하면 알림창이 뜹니다.

3. 알림창 화면에 알림 빈도 등을 지정하면 됩니다.

■ 設定方法

1. 判例タブ内でアラートを設定したい判例の条件を指定し、検索をします。
2.「判例アラート」リンクをクリックすると、アラート設定画面が表示されます。
3. アラート設定画面では、通知のタイミングや頻度等を指定することができます。

Ⅲ． 判例アラート

判例の付加価値情報に関して、「判例アラート」の設定が可能です。
判例アラートは、事前に指定した判例について「上訴等」「裁判経過」「評釈」「出典」「被引用判例」「関連ニュース」
に更新があると、自動的に指定したメールアドレスへ通知するサービスです。

Ⅱ．법령 알림

법령에 대한 개정이 있을 경우 해당 법령에 대한 알림을 설정할 수 있습니다. 법령 알림은 사전에 지정한 법령에 

관한 개정법이 공포 또는 시행되면 자동으로 지정한 메일 주소로 알려드립니다.
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＊検索結果一覧のチェックボックスにチェックを入れ、複数の法令を同一の条件でアラート設定をすることが可能です
（「チェックした法令の改正をアラート」リンクを使用します）。

＊「新法令体系」では、各法分野に集約されている法令に対し、まとめてアラート設定をすることが可能です。この場合には、設定
した分野に該当する新規法令が公布された際にも、アラートが配信されます。

＊검색 결과 목록에 검색된 판례 옆애 있는 체크 박스에 체크를 넣어 여러 판례를 동일한 조건으로 알림 설정 할 수 있습니다.
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便利なツール

■ 設定方法

1. 法令タブ内でアラートを設定したい法令の条件を指定し、検索をします。
2. 「この法令の改正をアラート」リンクをクリックすると、アラート設定画面が表示されます。
3. アラート設定画面では、通知のタイミングや頻度等を指定することができます。

■ 설정 방법

1. 판례탭에서 알림을 설정하고싶은 판례의 기준을 지정하여 검색하세요.

2. 「「判例アラート」 혹은 검색 후 왼쪽 상단에 알림벨 아이콘 중 해당 아이콘을 클릭하면 알림창이 뜹니다.

3. 알림창 화면에 알림 빈도 등을 지정하면 됩니다.

Ⅲ．판례 알림

판례 알림도 법령 알림과 유사합니다. 원하는 판례에 대하여 항소/상고, 재판 경과, 평시정보, 출처, 피 인용 판례, 관련 

뉴스에 업데이트가 있을 경우 자동적으로 지정한 메일 주소로 알려주게 됩니다.

Ⅱ． 法令アラート

法令の改正情報に関しては、「法令アラート」の設定が可能です。
法令アラートは、事前に指定した法令に関する改正法が公布または施行されると、自動的に指定した
メールアドレスへ通知するサービスです。
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유용한 기능

설정한 모든 알림은 알림페이지에 기록되어있습니다. 목록에서 알림의 내용 확인 및 설정 변경 등을 

할 수 있습니다. 알림목록은 화면 상단에 알림아이콘 클릭하여 볼 수 있습니다。

알림 목록은 각 종류별로 분류/정리되어있습니다.

목록 중 삭제를 원하는 알림은 해당 알림 체크박스에 체그 누르고 삭제.

목 록   중  일시중단 을  원 하 는   알림 은  해 당   알림  체 크 박 스 에  체크  누 르 고  일 시 중 단.

【검색 결과 업데이트 알림 목록 】

【   법   령     알  림      목   록     】

【    법   령     알   림     목   록     】

알림 설정을 CSV  형식으로 

다운로드 할 수 있습니다.

알림 설정한 법령의 개정정보를 

CSV 파일로 다운로드할 수 있습니다.
項目 説明

配信先メールアドレスを設定することができます。

画面の文字サイズを、大中小から選択します。

メールアドレス

画面の文字サイズ

印刷やダウンロードする文書に使用する文字サイズを、最大（14ポイント）、大（12ポイント）、
中（10.5ポイント）、小（9ポイント）から選択します。

出力文書の
文字サイズ

アラートで配信されるメールで、HTML形式とテキスト形式のどちらを常に利用するかを
設定します。

アラート配信
メールの形式

検索語を指定するセクションで、フリーワード検索とAND/OR検索のどちらを常に利用するかを
設定します。

検索語の指定

表示件数 ： 10件、20件、30件、40件、50件から選択できます。
表示形式 ： 分割画面表示（簡易および標準表示）と全画面表示を選択できます。

検索直後の並び順（条件検索）
　判例 ： 裁判年月日（降順）、裁判年月日（昇順）、審級順、PowerSort（重要判例順）、

キーワード頻出順から選択できます。
　法令 ： 法分野順、法令名の一致率順、法令名かな順、公布日・法案提出日（降順）、
　　　　公布日・法案提出日（昇順）から選択できます。

検索結果一覧

判例の検索結果一覧で、要旨の吹き出しを表示するかどうかを設定します。
チェックボックスをオンにすると要旨の吹き出しを表示します。

判例の閲覧

書籍/雑誌の文書表示で、原本のページを表示するかどうかを設定します。
チェックボックスをオンにすると原本のページを表示します。

書籍/雑誌の閲覧

9-5. ユーザーオプション

個人設定画面のユーザーオプションで常にお好みの方法で検索画面が表示されるように設定する
ことができます。
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便利なツール
設定したすべてのアラートは、アラート・リストに集約されます。
リスト上でアラートの内容確認や設定内容の変更等をしていただくことが可能です。
アラート・リストは、画面上部の「アラート」をクリックすることにより表示できます。

アラート・リストは、各アラートの種別ごとに分類・整理されています。

チェックボックスにチェックがあるアラートをサーバーから削除します。

チェックボックスにチェックがあるアラートを一時的に無効にします。

【検索結果の更新アラートのアラート・リスト】

【法令アラートのアラート・リスト】

【法令アラートのアラート・リスト】

アラートの設定内容をCSV形式で
ダウンロードすることも可能です。

監視している法令の改正情報を
CSVでダウンロードできます。

항목 설명

자료 받으실 이메일 주소 설정할 수 있습니다.

화면에 보이는 문자 크기를 설정할 수 있습니다.

이 메 일    주 소

화면 글자 크기

출력 문서
문자 크기

   알림 결과가 전송되는 버전을 HTML 혹은 워드 중 설정할 수 있습니다.알  림    전  달
메  일    형  식

검색어 지정 섹션에서 프리 워드 검색과 AND / OR 검색 중 항상 사용할 검색버젼을 설정할 수 있습니다.검색어의 지정

문서 표시 건수  ： 10건, 20건, 30건, 40건, 50건 중 선택 가능합니다.

디스플레이 형식 :  화면 나누어진 형식 또는 전체 화면 중 선택 가능합니다.

검색 결과 순서

   판례：재판일자(내림차순), 재판일자(오름차순), 심급심, PowerSort(중요판례 순서),

           키워드 빈번 순서 중 선택 가능합니다.

　법령：법분야순, 정확도순, 법령명순, 공포일/청구서 제출일순(내림차순), 

           공포일/청구서 제출일순(오름차순)에서 선택할 수 있습니다.

검색 결과 목록

판례검색 결과 목록에 요지내용을 표시할지 여부를 설정할 수 있습니다. 

확인란에 클릭하면 앞으로 요지는 계속 보이게 됩니다.

판례 검색

서적/잡지 문서보기에서 원본의 페이지를 표시할지 여부를 설정할 수 있습니다.

확인란을 선택하면 원본 페이지를 표시합니다.

서적/잡지보기

  9-5. 사용자 옵션

 개인 설정 화면의 사용자 옵션에서 항상 원하는 방식으로 검색 화면이 표시되도록 설정 할 수 있습니다.

인쇄 및 다운로드 문서에 사용되는 문자크기를 최대 (14점), 큼 (12점), 중 (10.5점) 및 
소 (9점) 중 선택 가능합니다.
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動作環境

Westlaw JAPANの動作環境は以下のとおりです。（2016年 12月現在）

●上記以外の動作環境、またはネットワークセキュリティの設定、ブラウザの設定やバージョンなどにより、
　当サイトの一部または全部が利用できない（表示されない、機能が利用できない）場合がございます。

●製品の仕様は予告なく変更される場合があります。

●ご不明な点がございましたら、各担当または弊社サポート（support@westlawjapan.com）まで、
お気軽にご連絡くださいますよう、よろしくお願いいたします。

로그 아웃 버튼으로 종료하지 않으면, 다음에 로그인 할 때 마지막 세션을 중단하라는 메시지가 표시되는 경우가 

있으므로, 「현재의 세션을 중단하여 로그인」 버튼을 클릭하세요.

OS（オペレーティングシステム）
とブラウザ

Windows Vista（32bit）

Windows 7（32bit、64bit）
Windows 8（32bit、64bit）
Windows 8.1（32bit、64bit）
Windows 10（32bit、64bit）

Internet Explorer 9 

Internet Explorer 10
（モダンUI版を除く）
Internet Explorer 1 1

（モダンUI版を除く）

【推奨環境】1024 ×768ピクセル以上
ブラウザフォントサイズ ： 中

文書の印刷およびPDF閲覧にはAdobe Readerが必要となります。
対応バージョンはAdobeがサポートしている各OSに対する
Adobe Readerのバージョンです。
Adobe Readerは、こちらからダウンロードができます。
https://get.adobe.com/jp/reader/

モニター解像度

その他必要なソフトウェア
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로그 아웃

Westlaw  JAPAN의 이용을 종료할 경우 화면 오른쪽 상단에 있는 로그아웃 버튼을 누르세요.
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시스템 환경

Westlaw JAPAN의 사용 환경을 아래와 같습니다.（2016년 12월 기준）

●다른 시스템 환경 또는 네트워크 보안 설정, 브라우저의 설정이나 버전 등을 사용할 경우 Westlaw Japan 사이트의 일부 또는 
전부가 제대로 작동 안하는 경우가 있습니다.

●

●

Westlaw JAPANの利用を終了（ログアウト）する場合は、画面右上にあるログアウトボタンをクリックして
ください。

ログアウトボタンで終了しなかった場合、次回ログインする際に、前回のセッション切断を促すメッセージが
表示される場合がありますので、「現在のセッションを切断してログイン」ボタンをクリックしてください。

OS(운영체제)와 브라우저 Windows Vista（32bit）

Windows 7（32bit、64bit）
Windows 8（32bit、64bit）
Windows 8.1（32bit、64bit）
Windows 10（32bit、64bit）

Internet Explorer 9 

Internet Explorer 10 
（모던 UI 버전 제외）
Internet Explorer 1 1 

（모던 UI 버전 제외）

【권장】 1024 ×768 픽셀 이상 

문서 인쇄 및 PDF 열람에는 Adobe Reader 가 필요합니다. 

지원 버전은 Adobe에서 지원하는 각 OS에 대한 Adobe Reader의 

버전입니다.

Adobe Reader는, 여기에서 다운로드 받을 수 있습니다. 

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

모니터 해상도

기타 필요한 소프트웨어
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ログアウトの注意

  브라우저 글꼴 크기: 중 

제품의 일부는 예고없이 변경 될 수 있습니다.

Westlaw Japan에 대한 문의사항은 해당 영업담당자 혹은 (support@westlawjapan.com) 로 연락주시기 바랍니다.
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