
⽇本の法令LOD公開データ

1. 概要

本データは総務省⾏政管理局が運⽤している「法制執務業務⽀援システム」（通称「e-
LAWS（イーローズ）」）が公開している全法令のXMLデータを解析した結果のHTMLと
RDF(Turtle形式)である。

HTMLデータは、⼈が法令を読む際のサポートをしたもので、法令解析結果にしたがっ
て、法令へのリンクや、要約表⽰をサポートしている。

RDFデータは、プログラムからの使⽤による分析やダイナミックパブリッシングで利⽤す
ることをサポートしたデータである。

注）本データは、⻄野(現NII)が富⼠通時代に構築し、LOD4ALLの⼀部として公開して
いたものを、LOD4ALLのサービス・公開が停⽌したことに伴い、富⼠通からの許可を
得て、NIIから公開するものである。したがって、RDFデータのURIには、
http://lod4all.netを使⽤している。なお、HTMLデータは、元はLOD4ALLから利⽤する
ことが想定されていたが、HTMLブラウザ環境だけで利⽤できるように、使い勝⼿等
に若⼲の修正を加えている。

本データは2022年10⽉28⽇までのeLawsデータが反映されている。

2. データの説明

データは、HTMLデータ群とRDFデータ群の２つからなる。（プログラムからの利⽤を考
えない場合は、HTMLデータ群のみで利⽤可能である。）

注）ファイル名には⼀部（タームのHTMLページ）で⽇本語(UTF-8)コードを利⽤して
いる。windows7までのOSで解凍するには、解凍機能にUTF-8に対応するパッチをあ
てて解凍してください。

HTMLデータ群には、法令の解析データを年、法令ID、条データを階層として持つ
OUTPUT@ディレクトリと、法令に出現するタームのページと、法令⼀覧ページを含む
resourceディレクトリ、HTMLの表⽰等に利⽤するjavascriptおよびcssを含むstaticディレ
クトリからなる。展開後の容量は約4.9GBである。

注）内部では相対パスでリンク移動をするので、この階層構造とディレクトリ名は変

更しないでください。



RDFデータ群には、ttl@ディレクトリの下に⼀連のRDFデータ(turtle形式)が格納されてい
る。展開後の容量は約6.2GBである。

3. HTMLの利⽤

HTMLデータ群のトップディレクトリに、index.htmlがあるので、これをブラウザで開く
と、法令⼀覧・検索へのリンクがある。

法令⼀覧・検索では、格納されている法令の⼀覧（法令名称、法令番号）がテーブル形式

で表⽰される。
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「法令番号で探す」ないし「法令名称で探す」の検索の窓に⽂字列を⼊⼒して右側の「...
で探す」ボタンをクリックすることで、⽂字列の部分⼀致で検索が⾏われる。
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法令名称をクリックすることで、その法令の⽬次ページにジャンプする。

法令の⽬次ページでは、条をクリックすると、その条のテキストが表⽰される。



条のページでは、まず縮退表⽰で表⽰されるが、上部のタブ

で縮退表⽰と原⽂表⽰とを切り替えることができる。また、

法令名称をクリックすることで⽬次ページにジャンプする。

縮退表⽰は、条⽂の⼤枠を⼈が理解しやすいように、法令の読み⽅の本などに書かれてい

ることを実現したものである。具体的には、以下の処理を⾏っている。なお、縮退表⽰さ



れたものは、三⾓マークあるいはアンダーラインされた⽂字列をクリックすることで展

開・縮退を⾏う。

複数列挙は代表例のみを表⽰する。

縮退表⽰

列挙表⽰の展開（右の三⾓マークをクリック）

定義規定は定義規定の内容を隠す。

縮退表⽰

定義規定の展開（「贈与者」をクリック）

括弧書きを隠す。

縮退表⽰

括弧書きの展開（三⾓マークをクリック）

節単位で改⾏し、それぞれの節の役割を⽰す。



他の法令を参照している場合には、その法令名をクリックすることで、その法令にジャン

プする

それぞれ、⺠法、農地法の該当条へジャンプする（なお、法令ごとに異なる⾚系統の

⾊を割り当てている。⽔⾊は現在閲覧中の法令）

委任規定部分をクリックすることで、その法令を参照する元へジャンプする。

「政令で定める」をクリックすると、以下の法令の条にジャンプする

改め⽂は、⽂字⾊を緑⾊にして、対応を⽰す。
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キータームは、それをクリックすることで、キータームのページにジャンプする。キータ

ームのページでは、そのキータームが使⽤されている法令のリストが表⽰される。
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4. RDFの利⽤

項⽬別にturtle形式のファイルになっているので、これらをRDFストアに格納するなどして
利⽤してください。

独⾃に定義しているクラス、述語は、law-ontology.ttlに記述している。
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名前空間

prefix rdf: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# prefix rdfs:
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# prefix time: http://www.w3.org/2006/time#

prefix law: http://lod4all.net/law/resource/ prefix lawp: http://lod4all.net/law/property/ prefix
lawo: http://lod4all.net/law/ontology/ prefix lawhtml: http://lod4all.net/law/page/

prefix oa: http://www.w3.org/ns/oa# prefix doco: http://purl.org/spar/doco/ prefix cnt:
http://www.w3.org/2011/content#

law: は法令LODのエンティティを定義する

lawp: は法令LODのプロパティを定義する

lawo: は法令LODで使⽤する概念を定義する

lawhtml: は法令の構造解析結果のHTMLを定義する

oa: リンク、⽤語定義などをアノテーション形式で定義する

doco:、cnt: 法令⽂を定義する

基本概念体系

法令(lawo:Law): 法令

IRI: law:法令ID。eLawsの法令IDがないときは、法令番号
lawp:lawNum 法令番号
lawp:lawTitle 法令名称。rdfs:labelにも設定
lawp:altLabelに略称（複数あり得る）
lawp:lawID eLawsのID
lawp:del_flg 廃⽌法令なら１、有効法令なら0
lawp:year 年号のURI

http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
http://www.w3.org/2006/time#
http://lod4all.net/law/resource/
http://lod4all.net/law/property/
http://lod4all.net/law/ontology/
http://lod4all.net/law/page/
http://www.w3.org/ns/oa#
http://purl.org/spar/doco/
http://www.w3.org/2011/content#


lawp:lawTpe 法令種別(lawo:LawType)
lawp:detailedLawType 詳細法令種別（リテラル）
lawp:rationale 根拠法令（施⾏規則に対しては施⾏令、施⾏令に対しては法律）
rdfs:seeAlso DBpedia

条項号(lawo:Clause)：条、項、号のいずれか

IRI: law:法令ID_条_項_号（必要なところまで）。号レベルまで。枝番はハイフンで⽰す
（例：70条の4 → 70-4）。附則は条の前にspを付与（例：附則２条 sp2）
lawp:clauseTypeで、条(lawo:Article）、項（lawo:Paragraph）、号（lawo:Item）のいずれ
かを設定する

lawp:lawでその条項号が属する法令（lawo:Law)を設定
lawp:upperで直接上位の条、項ないし法令を設定
lawp:prev で条項号同レベルの前の条項号を設定
lawp:htmlでこの条項号を含む条単位の解析済みhtmlのURI
lawp:article, lawp:paragraph, lawp:item に条、項、号の番号（"2", "2-2"などの⽂字列）を持
つ

lawp:index 条項号の順序を⽰すための整数値

法令⽂(doco:Sentence)

cnt:chars に⽂の⽂字列、lawp:clauseにその⽂が属している条項号(lawo:Clause)、lawp:law
にその⽂が属している法令(lawo:Law)を持つ。doco:indexに条項号の中の⽂番号を与え
る。

法令参照(lawo:ReferLaw, oa:Annotation)

oa:hasTargetの先に参照元の法令⽂字列参照、oa:hasBodyの先に参照先の法令(lawo:Law)
を持つ

oa:motivatedBy は oa:linking

委任規定(lawo:Delegation, oa:Annotation)

oa:hasTargetの先に参照元の委任規定、oa:hasBodyの先に委任先の法令(lawo:Law)を持つ
oa:motivatedBy は oa:linking

法令⽂字列参照(oa:SpecificResource)

oa:hasSourceの先に法令⽂(doco:Sentence)、oa:hasSelectorの先にoa:startとoa:endで⽂
字列中の位置を⽰す



値付き法令⽂字列参照：法令⽂字列参照のoa:hasSelectorの先に、オフセットだけでな
く、具体的な⽂字列を rdf:value として持たせることがある（検索などのため）

定義規定(lawo:Definition, oa:Annotation)

oa:motivatedBy は oa:lidentifying
oa:hasTargetの先に定義規定全体の法令⽂字列参照
oa:hasBodyの先に定義規定の各種情報。lawp:termに定義語⽂字列、lawp:bodyに定義規定
本⽂、lawp:scopeに定義規定本⽂から定義語の有効範囲を⽰す⽂字列

定義語参照(lawo:ReferTerm, oa:Annotation)

oa:motivatedBy は oa:lidentifying
oa:hasTargetの先に定義語を使⽤している部分の法令⽂字列参照

oa:hasBodyの先に定義規定(lawo:Definition）のURI

⽂構造情報(lawo:Struct, oa:Annotation)

oa:motivatedByはoa:taggingを設定
oa:hasTargetの先に法令⽂字列参照（⽂字列範囲）
oa:hasBody に構造タグ

並列構造情報(lawo:Parallel, oa:Annotation)

oa:motivatedByはoa:describingを設定
oa:hasTargetの先に並列構造の全体。値付き法令⽂字列参照
oa:hasBody の先に並列構造の部分情報として、lawp:firstが最初の並列要素の⽂字列。
lawp:lastが最後の並列要素の⽂字列。lawp:parallelmarkerが並⽴接続詞類のURI。

その他

年号（lawo:Nengo） -- time:year で⻄暦年
並⽴接続詞類(lawo:ParallelMarker)
⽂構造タグ

SPARQL例

以下に、取得例のSPARQLを記載します。

法令名称から法令情報の取得



prefix lawp: <http://lod4all.net/law/property/> 
select * where { 
  ?s  lawp:lawTitle "租税特別措置法"@ja; 
      ?p ?o 
} order by ?s

Subject として http://lod4all.net/law/resource/332AC0000000026と
http://lod4all.net/law/resource/昭和２１年法律第１５号★ が取得される。後者は 
lawp:del_flg 1 により廃⽌法令であることがわかる。

略称名からの検索

"中央省庁等改⾰関連法"と呼ばれる法令は？

prefix lawp: <http://lod4all.net/law/property/> 
  select *   where { 
    ?s  lawp:altLabel "中央省庁等改⾰関連法"@ja; 
        lawp:lawTitle ?title; 
        lawp:lawNum ?num .} 

公布年と法令種別での絞り込み

令和元年に公布された法律(lawo:Act）。

prefix lawp: <http://lod4all.net/law/property/> 
prefix lawo: <http://lod4all.net/law/ontology/> 
  select ?title ?num 
  where { 
    ?s  lawp:year lawo:令和1; 
        lawp:lawTitle ?title; 
        lawp:lawNum ?num; 
        lawp:lawType lawo:Act.} 

特定の法令のある条項の構造表⽰HTMLの取得

租税特別措置法第70条の４
法令名（lawp:lawTitle）と、その法令に属する条項の条番号（lawp:article)を指定する。配
下にある項、号もとれてくるので、lawp:clauseTypeを指定して項（lawo:Article)のみに絞
る。

構造表⽰⽤のhtml(lawp:html)を取り出す。

http://lod4all.net/law/resource/332AC0000000026%E3%81%A8http://lod4all.net/law/resource/%E6%98%AD%E5%92%8C%EF%BC%92%EF%BC%91%E5%B9%B4%E6%B3%95%E5%BE%8B%E7%AC%AC%EF%BC%91%EF%BC%95%E5%8F%B7%E2%98%85%E3%80%80%E3%81%8C%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%80%82%E5%BE%8C%E8%80%85%E3%81%AF%E3%80%80lawp:del_flg


構造表⽰⽤のhtmlは条単位に存在する。uriをクリックすることで、法令⽂が構造化されて
表⽰される

prefix law: <http://lod4all.net/law/resource/> 
prefix lawp: <http://lod4all.net/law/property/> 
prefix lawo: <http://lod4all.net/law/ontology/> 
prefix cnt: <http://www.w3.org/2011/content#>  
prefix doco: <http://purl.org/spar/doco/> 
  select * where { 
    values (?uri) {(law:332AC0000000026_70-4)} 
    ?law lawp:lawTitle "租税特別措置法"@ja . 
    ?article lawp:clauseType lawo:Article; 
             lawp:law ?law; 
             lawp:article "70-4"; 
             lawp:html ?html. }

特定の法令のある条項の本⽂の取得

租税特別措置法第70条の4の法令本⽂（法令条項の指定は、ここでは簡易的にURIを利⽤す
る）

上記の法令条項のURIはlaw:332AC0000000026_70-4
各⽂はlawo:Sentenceに格納されていて、lawo:Sentenceはどの条項に属しているかがある
（lawp:clause)
各条項は上位条項をたどれる（lawp:upper)
条項は項番号(lawp:paragraph)、号番号(lawp:item)を持つが、枝番号もあるので、ソートに
はlawp:indxを利⽤する
各条項内の⽂の順序はdoco:indexの値を利⽤する



prefix law: <http://lod4all.net/law/resource/> 
prefix lawp: <http://lod4all.net/law/property/> 
prefix cnt: <http://www.w3.org/2011/content#>  
prefix doco: <http://purl.org/spar/doco/> 
  select ?para ?item ?sentence   where { 
    values (?uri) {(law:332AC0000000026_70-4)} 
    ?s a doco:Sentence; 
    cnt:chars ?sentence; 
    lawp:clause ?clause; 
    doco:index ?sentence_no . 
    ?clause lawp:upper*  ?uri; 
    lawp:index ?index; 
    lawp:paragraph ?para; 
    lawp:item ?item. 
 } ORDER BY ?index ?sentence_no

特定の法令条項を参照している法令の取得

租税特別措置法第70条の4を参照している法令。
上記条項のURIは law:332AC0000000026_70-4_1
法令参照(lawo:ReferLaw)はoa:hasTargetが参照元情報、oa:hasBodyが参照先情報。
参照先(oa:hasBody)は法令の条項なので law:332AC0000000026_70-4_1を指定する
参照元は法令⽂字列参照(oa:SpecificResource)なので、法令⽂情報(oa:hasSource)を取
り、その法令⽂が属する法令(lawp:law)のタイトルをとる

prefix law: <http://lod4all.net/law/resource/> 
prefix lawp: <http://lod4all.net/law/property/> 
prefix lawo: <http://lod4all.net/law/ontology/> 
prefix oa: <http://www.w3.org/ns/oa#> 

select distinct ?title  
  where { 
    ?s a lawo:ReferLaw; 
         oa:hasBody law:332AC0000000026_70-4_1; 
         oa:hasTarget ?target. 
    ?target oa:hasSource ?sentence . 
    ?sentence lawp:law ?law . 
    ?law lawp:lawTitle ?title . 
 } order by ?law

法令全体での参照元法令

租税特別措置法を参照している法令



法令参照の参照先の条項の属する法令(lawp:law)に租税特別措置法
（law:332AC0000000026）を指定する
参照回数の頻度順にソートする

prefix law: <http://lod4all.net/law/resource/> 
prefix lawp: <http://lod4all.net/law/property/> 
prefix lawo: <http://lod4all.net/law/ontology/> 
prefix oa: <http://www.w3.org/ns/oa#> 
  select distinct ?title (count(?title) as ?count)  where { 
    ?s a lawo:ReferLaw; 
         oa:hasBody/lawp:law law:332AC0000000026; 
         oa:hasTarget ?target. 
    ?target oa:hasSource ?sentence . 
    ?sentence lawp:law ?law . 
    ?law lawp:lawTitle ?title . 
 } order by desc(?count)

法令による定義語の違い

「内国法⼈」という⽤語の定義を各法令で確認

⽤語定義はlawo:Definition。oa:hasBody に定義語情報、oa:hasTargetに定義本体がある
⽂の属する条項の条番号(lawp:article)も⽰す
条番号は枝番もあるので⽂字列型。ソートするにはlawp:indexを利⽤する

prefix lawp: <http://lod4all.net/law/property/> 
prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 
prefix oa: <http://www.w3.org/ns/oa#> 
  select ?law ?article ?body   where { 
    [] oa:hasBody [lawp:term "内国法⼈"@ja; 
                   lawp:body ?body];  
                   oa:hasTarget/oa:hasSource ?at . 
       ?at lawp:law/rdfs:label ?law; 
       lawp:clause/lawp:article ?article 
 } 


