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• 法令は国民にとって重要な役割
• 民法…国民の間のルール
• 家族法：親族関係に関するルール
• 財産法：所有，契約，不法行為に関するルール

• 道路交通法…交通の安全と円滑に関するルール
• 個人情報保護法…個人情報の取り扱いに関するルール
など

• 法令に関するオープンデータ
• e-Gov法令検索：最新版の法令テキストのXMLデータ
• 日本法令索引：法令のメタデータと沿革をHTMLで提示

法令は社会を形作る設計図



• DBpedia…Wikipedia を LOD化したもの
• さまざまな情報が人手で集約されている
• Wikipedia 記事に載っている法令しか掲載されない

• 日本の法令 LOD（富士通研究所）
• e-Gov から法令のLODを構築
• e-Gov は廃止法令や改正法令を含まないため，
法令の網羅率は限られる（掲載可能件数は，8,401件）

• 法令テキストの内部構造をLOD化

日本法令を扱う LOD

日本法令を網羅した LOD は未だ存在しない

※ 2020年5月末時点



• 法令に関連する情報の分析
• 議事録での審議経過の分析 (e.g., NTCIR-15 PoliInfo2)
• 法令案の議論から議員・会派のスタンス分析
• 既存法令の改正についての議論の分析

• ニュース記事やSNSからの事象・意見の収集・分析
• Entity Linking + 後続の分析タスク

なぜ法令の網羅が必要？
‒‒ 法令に関する情報集約時のリファレンス

NTCIR-15 PoliInfo2 のタスク
(https://poliinfo2.net/ より)

Yahoo!ニュースより



• 日本法令索引*：法令のメタデータと沿革

アイデア：既存のオープデータをLODとして整備

*https://hourei.ndl.go.jp/#/



法令沿革オントロジー

【基本的な設計】
内田 他, 法令沿革オントロジーの設計, SIG-SWO-047-16, 2019



法令沿革 LOD の統計

*

*日本法令索引において，皇室令が憲法と同種として含まれる

トリプル数：3,412,748 個



• 日本法令索引の情報は最小限
• 政府機関が出す情報へのリンクに限られる
• e-Gov（現行法令），衆議院制定法律（制定時法律），
国会会議録検索システム（会議録），など

• 通称の情報が限定的（網羅する事自体が困難）
• 「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の
通称「新コロナ特措法」はカバーされていない

• DBpedia への接続
• DBpedia (Wikipedia) は集合知的に集めた情報であり，
法令に関する補足情報（関連事件など）が獲得可能

他のLODとの接続



• アイデア
• 法令は題名が決められいるため，題名で紐付け可能
• Wikipedia 記事のタイトルが通称である場合にも対応

• 手法
• 法令の制定題名，現行題名，通称を用いて
SPARQL で DBpedia を検索
• 使用する述語：rdfs:label, prop-ja:題名, prop-ja:通称

法令沿革 LOD と DBpedia の Entity Alignment

シンプルな方法でどれくらいの性能が出るか？



検出数と適合率

(a) 検出数 (b) 適合割合
図 4: EA のパターンごとの検出エンティティ数と適合割合

合に，適合とするための条件である．つまり，DBpedia
のデータが適切に更新されれば適合条件を満たすエン
ティティを見落とさないための条件である．

適合条件 以下のいずれかを満たす場合に適合とする．
1. メタデータに法令番号が明記されている．
2. エンティティの Wikipedia の記事に法令番号が
明記されている．なお，Wikipedia 記事は prov:

wasDerivedFromから同定する．
3. エンティティがリダイレクトの場合，リダイレク
ト先に対して 1 または 2 を満たす．

4. 法令が全部改正または廃止・新規制定 17されてい
る場合に，全部改正または廃止・新規制定の前後
のいずれかの法令番号について，エンティティが
1 または 2 を満たす．

準適合条件 適合でない場合において，以下のいずれ
かを満たす場合に準適合とする．

1. エンティティが曖昧性を含む場合に，適合条件
を満たすエンティティが曖昧性解消の候補に存
在する．具体的には，エンティティが述語 dbo:

wikiPageDisambiguates の主語であり，この述
語の目的語に適合条件を満たすエンティティが存
在する場合に，準適合とする．

2. エンティティのメタデータに法令番号が明記され
ないが，他のメタデータから同一性が推測できる．
同名の別法令を区別するために，公布日の一致を
重要な根拠とする．

3. 条約について，法令番号が記載されていないが，
当該条約であることが読み取れる．条約は国家間，

17廃止・新規制定も 2.1 節で述べた全部改正と同様に，法令全体
の内容を改正するものである．全部改正は既存の制度と新しい制度
の継続性を示唆するが，廃止・新規制定はそうでない．

国家と国際機構間，国際機構相互間の合意規範で
あるため，DBpedia（あるいは，Wikipedia）に
おいて日本の法令という位置づけで記述されず，
法令番号が記載されないことが多い．一方で，そ
の内容や批准した日時から同じ条約であることが
読み取ることが可能である．これらから同一の条
約であることが読み取れる場合に，準適合とする．

4. エンティティがリダイレクトの場合，リダイレク
ト先のエンティティが法令自体ではなく，法令が
定める制度である．

3.3 結果
EA に用いたパターン全体で，法令沿革 LOD に含

まれる 106,341法令のうち，1,734法令について適合，
223法令（適合との重複数 14）について準適合のエン
ティティをそれぞれ発見できた．図 4(a) と図 4(b) に
EA のパターンごとの検出エンティティ数と適合割合
をそれぞれ示す．これらの図から，制定題名および現
行題名を用いて rdfs:label を使った検出で大多数の
法令を検出できていることがわかる．また，どの手法
も 85% 以上の適合率である．これは，DBpedia にお
ける法令エンティティが，期待通りに，題名や通称な
どで名前付けされていることを示す．全体を総合する
と，適合，準適合，不適合は表 6のようになる．準適
合を正解とすると，全体の適合率は 99% 以上である．
以下でエラー分析を行う．不適合となる理由は，DB-

pedia に掲載されている法令名が法令沿革 LOD に掲
載されていないためである．例えば，「dbr:日本国憲法
施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関す
る法律の一部を改正する法律」は，DBpedia では昭和
23年法律第 44号を指す．実際には，昭和 22年法律第
244号も同名の法律である．DBpedia には，後者に相
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題名を使っている
エンティティが多い

(a) 検出数 (b) 適合割合
図 4: EA のパターンごとの検出エンティティ数と適合割合

合に，適合とするための条件である．つまり，DBpedia
のデータが適切に更新されれば適合条件を満たすエン
ティティを見落とさないための条件である．

適合条件 以下のいずれかを満たす場合に適合とする．
1. メタデータに法令番号が明記されている．
2. エンティティの Wikipedia の記事に法令番号が
明記されている．なお，Wikipedia 記事は prov:

wasDerivedFromから同定する．
3. エンティティがリダイレクトの場合，リダイレク
ト先に対して 1 または 2 を満たす．

4. 法令が全部改正または廃止・新規制定 17されてい
る場合に，全部改正または廃止・新規制定の前後
のいずれかの法令番号について，エンティティが
1 または 2 を満たす．

準適合条件 適合でない場合において，以下のいずれ
かを満たす場合に準適合とする．

1. エンティティが曖昧性を含む場合に，適合条件
を満たすエンティティが曖昧性解消の候補に存
在する．具体的には，エンティティが述語 dbo:

wikiPageDisambiguates の主語であり，この述
語の目的語に適合条件を満たすエンティティが存
在する場合に，準適合とする．

2. エンティティのメタデータに法令番号が明記され
ないが，他のメタデータから同一性が推測できる．
同名の別法令を区別するために，公布日の一致を
重要な根拠とする．

3. 条約について，法令番号が記載されていないが，
当該条約であることが読み取れる．条約は国家間，

17廃止・新規制定も 2.1 節で述べた全部改正と同様に，法令全体
の内容を改正するものである．全部改正は既存の制度と新しい制度
の継続性を示唆するが，廃止・新規制定はそうでない．

国家と国際機構間，国際機構相互間の合意規範で
あるため，DBpedia（あるいは，Wikipedia）に
おいて日本の法令という位置づけで記述されず，
法令番号が記載されないことが多い．一方で，そ
の内容や批准した日時から同じ条約であることが
読み取ることが可能である．これらから同一の条
約であることが読み取れる場合に，準適合とする．

4. エンティティがリダイレクトの場合，リダイレク
ト先のエンティティが法令自体ではなく，法令が
定める制度である．

3.3 結果
EA に用いたパターン全体で，法令沿革 LOD に含

まれる 106,341法令のうち，1,734法令について適合，
223法令（適合との重複数 14）について準適合のエン
ティティをそれぞれ発見できた．図 4(a) と図 4(b) に
EA のパターンごとの検出エンティティ数と適合割合
をそれぞれ示す．これらの図から，制定題名および現
行題名を用いて rdfs:label を使った検出で大多数の
法令を検出できていることがわかる．また，どの手法
も 85% 以上の適合率である．これは，DBpedia にお
ける法令エンティティが，期待通りに，題名や通称な
どで名前付けされていることを示す．全体を総合する
と，適合，準適合，不適合は表 6のようになる．準適
合を正解とすると，全体の適合率は 99% 以上である．
以下でエラー分析を行う．不適合となる理由は，DB-

pedia に掲載されている法令名が法令沿革 LOD に掲
載されていないためである．例えば，「dbr:日本国憲法
施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関す
る法律の一部を改正する法律」は，DBpedia では昭和
23年法律第 44号を指す．実際には，昭和 22年法律第
244号も同名の法律である．DBpedia には，後者に相

06-07

検出数 適合率*

全ての方法を合わせると
99%の適合率

*適合 ：法令番号が確認できる
準適合：内容からその法令であることが確認できる



適合率 99% 

DBpedia 内の
法令エンティティ数 = 1,943

😄

🤔really?



• 法令を表すクラスやカテゴリ
• 単体で「法令」を表すものは存在しない

• EA の結果を分析し，使えそうな語彙を調査
• カテゴリ方式：カテゴリの組合せ
• テンプレート方式：
日本の法令を書くための Wikipedia テンプレート

DBpedia 内の法令エンティティ



カテゴリ方式：手動でカテゴリを選別

表 7: 選ばれた 41 カテゴリ（接頭辞 (category-ja:)は省略）
廃止された日本の法律
廃止された日本の勅令
廃止された府省令
廃止された政令
日本の旧法令
日本の旧教育法令
日本の旧制教育機関の法令
日本の旧制高等教育機関の法令
府省令_(現存しない種類)
大日本帝国の条約

日本の講和条約
日本の基本法
日本の条約
日本の法律
日本の勅令
太政官布告・太政官達
皇室令
閣令
政令
府省令

内務省令
内閣府令
総理庁令
総理府令
文部省令
文部科学省令
環境省令
厚生省令
労働省令
厚生労働省令

運輸省令
国土交通省令
通商産業省令
経済産業省令
大蔵省令
財務省令
法務省令
農林省令
農林水産省令
総務省令
郵政省令

プレート template-ja:日本の法令18 を用いる．DB-
pedia において，エンティティの変換元の Wikipedia
記事に使用されているテンプレートは述語 prop-ja:

wikiPageUsesTemplate で示される．これを利用して，
法令エンティティを取得する．具体的には，グラフパター
ン ! ?s, prop-ja:wikiPageUsesTemplate, template-ja:
日本の法令" の ?s へのバインディングを法令エンティ
ティとして取得する．このテンプレートを用いた方法
では，1,416件の法令エンティティを取得した．カテゴ
リを用いた方法と同様に対象外のエンティティを除外
した結果，この方法で取得できた法令エンティティの
数は，1,388件となった．以下，この取得方法を「テン
プレート方式」と呼ぶ．

4.2 DBpedia における法令の網羅率
4.1節で取得した DBpedia の法令エンティティに対

して，3節で提案手法により取得した法令エンティティ
の網羅率を評価する．網羅率を計算した結果を表 8 に
示す．表の (i, j) セルは，i 方式に対する j 方式の網羅
率を表す．方式 i で取得した法令エンティティ集合を
Li とすると，網羅率 c(i, j) は次のように計算する．

c(i, j) =
|Li # Lj |

|Li|

ただし，| · | は集合の要素数を表す．
この表から，提案手法によって発見された法令エン

ティティは，DBpedia に対する各方式に対して 95%以
上を網羅している．一方で，DBpedia に対する各方式
は，提案手法に対して 70%程度しか網羅できていない．
このことから，DBpedia 内の多くの法令が，適切なカ
テゴリに属していなかったり，Wikipediaの日本の法令
テンプレートを使用していないことがわかる．DBpedia
に対する方式を比べると，テンプレート方式に対する
カテゴリ方式の網羅率は 99% であり，カテゴリ方式に
対するテンプレート方式の網羅率は 90% である．
この結果から，提案手法では DBpedia に含まれる

法令エンティティの大半を網羅していることが明らか
18template-ja: http://ja.dbpedia.org/resource/Template:

となった．しかし，一部の法令エンティティについて，
提案手法は EA に失敗している．提案手法が失敗した
要因は大きく三つに分けられる．(1) 法令題名の表記と
DBpedia の表記の違い．(2) 日本法令索引における通
称の網羅性不足．(3) DBpedia における複数法令をま
とめたエンティティの存在．以下でそれぞれの原因に
ついて議論する．
(1) 法令題名の表記と DBpedia の表記の違い 新字
体・旧字体や英字の混在により法令題名と DBpedia の
表記が異なる場合がある．例えば，DBpedia における
法令エンティティ「dbr:屠畜場法」の「屠」は法令題名
では「と」とひらがな表記されている．また，「dbr:神
宮皇學館官制」は旧字体「學」を含むために，法令沿
革 LOD 内の法令エンティティと EA ができなかった．
加えて，英字を含む「dbr:PTA・青少年教育団体救済法
」のような場合，法令題名では全角で記述されるため，
提案手法では EA はできない．
(2) 日本法令索引における通称の網羅性不足 日本法
令索引に掲載されている通称は一般的な通称を網羅し
ているわけではない．そのため，DBpedia の法令エン
ティティが日本法令索引に出現しない通称を用いて表
現される場合，EA に失敗する．例えば，「dbr:駐留軍
用地特措法」の日本法令索引における法令名は，「日本
国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条
約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における
合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の
使用等に関する特別措置法」であり，日本法令索引にお
いてその通称として，「駐留軍用地特別措置法」と「米
軍用地特措法」があるが，いずれも DBpedia での呼称
「駐留軍用地特措法」とはマッチしない．
(3) 複数法令をまとめたエンティティの存在 DBpedia
は Wikipedia 記事から生成されている．Wikipedia の
記事はその内容によっては複数の法令をまとめて一つ
の記事にしていることがある．これにより，DBpedia
のエンティティが複数の法令をまとめて一つのエンティ
ティとなってしまう．例えば，「dbr:学校令」は，「帝国
大学令」（推定：大正 8年勅令第 12号），「師範学校令」
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• 「category-ja:日本の法令」の下位カテゴリを調査
• 法令以外の項目を含む場合がある
• 「category-ja:刑事訴訟法」には「dbr:精神鑑定」などが含まれる

• カテゴリに属するエンティティをSPARQLで問合せ
è 1,530件獲得

選別されたカテゴリ



テンプレート方式：日本の法令テンプレート

dbr:新型
インフルエンザ等
特別措置法

template-ja:日本の法令

prop-ja:wikiPageUsesTemplate

è 1,388件獲得



提案手法はどれだけ網羅した？

• 提案手法は両方式のほとんどのエンティティを網羅

• 提案手法は両方式がカバーしない法令も発見

提案手法（1,943件）
カテゴリ方式 （1,530件） 96% (1,475/1,530)
テンプレート方式（1,388件） 99% (1,374/1,388)

カテゴリ方式
（1,530件）

テンプレート方式
（1,388件）

提案手法（1,943件） 76% (1,475/1,943) 71% (1,374/1,943)

提案手法の（近似）再現率：96%



• 法令の改正履歴（沿革）を記述するための
オントロジーを拡張
• 掲載法令数：106,341

• DBpedia に対する Entity Alignment
• ナイーブな手法で実現可能
• 適合率：99%，（近似）再現率：96%
• DBpedia の法令網羅率：約2%

• 今後の課題
• 通称の拡充
• テキストデータ（ニュースやSNS）との Entity Linking

まとめ



• DBpedia 内のエンティティ
• dbr:日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効
力等に関する法律の一部を改正する法律

• 法令番号：昭和23年法律第44号（正しい）
• 同名の別法律（昭和22年法律第244号）が存在
• 提案手法はこの法律と上記エンティティを紐付けてしまう
• この法律は，DBpedia では「dbr:昭和二十二年法律第七十
二号日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効
力等に関する法律の一部を改正する法律」
• この名称は，法律案のときの名称

付録1：ナイーブな EA で失敗した例



• 表記の違い（新字体・旧字体，英字の混在など）
• 漢字制限：「と畜場法」 vs. 「dbr:屠畜場法」
• 全角英字：「ＰＴＡ・青少年教育団体救済法」

vs.「dbr:PTA・青少年教育団体救済法」
• 日本法令索引の通称の網羅不足
• 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条
に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関す
る協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法」

• DBpedia：「dbr:駐留軍用地特措法」
• 日本法令索引：
「駐留軍用地特別措置法」と「米軍用地特措法」

付録2：ナイーブな EA が見落とした例


