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第１章　はじめに

e-Legislation とは、法制執務の作業を念頭に置いて、立法過程の作
業やルール作り一般の作業に IT を導入することである。本稿では、
e-Legislation 実現のための方法論や枠組みを提案する1）。
「ITを導入する」と言うと、資料を PDF ファイルなどのデジタルデー
タに変換したり、それをネットワーク上で共有したりする作業や、ある
いは単にデータベースの利用を思い浮かべる読者がおられるかも知れな
い。しかしながら、それらは、本稿で想定しているe-Legislation の極一
部である。本稿で提唱する e-Legislation の大部分を占める関心は、立法

 1）本稿の技術的詳細については、次に挙げる先行研究を参照のこと。拙著「ソ
フトウェア工学との類似性に着目した立法支援方法（一）」名古屋大學法政論
集、第235号（2010年）, pp.41-99, 同（二）第236号, pp. 289-341, 同（三） 第237
号, pp.191-252, 同（四）第238号（2011年）, pp.209-253。以下「ソフトウェア」
で参照する。
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過程で用いられる「知識」の顕在化作業と、その共有および利用にあ
る。ただし、ここで言う「知識」とは、例えば、政策設計の方法論のよ
うなものから、典型的な社会問題とその対応方法の組み合わせとしての
政策パタン、参照する他の自治体の情報、条文表記の作法、立法事実と
政策目標の関係、など様々なものを指す。それらの知識内容をデジタル
表現することが e-Legislation の要である。
企業経営の分野においては、「知識社会」と呼ばれる概念や「知識を
管理する」という考え方が現れて久しいが  2）、立法の現場作業を担う行
政機関においては、組織体の管理・経営であるという点では企業と同様
であるにも関わらず、「知識管理」のような発想は明示的にはほとんど
見当たらない。しかしながら、そもそも、行政機関の中で行われる行為
のほとんどは情報や知識の処理であり、ノウハウの蓄積と利用でもある
から、特に IT が発展した現代でなくても、はるか昔から知識集約型の
業務であったと言えるのである3）。もちろん、「お役所仕事」と揶揄され
ることがあるように、形式的で同じルーチンワークが多い業務もあるの
で、一概には知識集約型であるとは言えず、古来の労働集約型の側面も
まだまだ残っているのであろう。しかし、それは、逆に言えば、IT など
の技術の発達以前から、行政の仕事の中には、知的でも人間的でもな
い、機械化できる仕事が多いという感触を多くの人々が既に持ってい
た、という証とも言える。つまり、知識集約や IT 化が進めば、効率的
に解消できるようなものが昔から多い、ということである。
このような知識を客観的な表現形式で蓄えるための技術は、情報処理
の分野では、かつて「知識工学」と呼ばれ、1990年代以降は「オントロ

 2）「知識社会」はP.F.ドラッカーによって指摘されていた。詳細はP.F.ドラッカー
著、上田惇生他訳『ポスト資本主義社会』ダイヤモンド社（1993年）。また、
知識と経営については、次を参照のこと。野中郁次郎、竹中弘高著、梅本勝博
訳『知識創造企業』東洋経済新聞社（1996年）。

 3）今日の社会が「労働集約型」や「資本集約型」から「知識集約型」に移りつ
つあるという社会の動きに加え、オンライン処理やパソコンの導入などのいわ
ゆるIT化も浸透し、情報や知識の処理が多くの業務の中核となったので、行政
機関でも、社会に連動して「知識集約性」の影響を受けており、意図せずとも、
間接的に知識経営的な考え方は根付きつつあると予想される。なお、「労働集
約」とは企業活動での収益性の大部分が労働力に基づくものを指し、「資本集
約」とはそれが資本に基づくものを指し、「知識集約」とはは情報や技術的ノ
ウハウなどに基づくものを指す。
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ジー工学」と呼ばれる分野で扱われてきた4）。例えば、最近では、イン
ターネット上で互いの Web サイトが自動的に相互に連動してデータ提供
し合う仕組みがポピュラーなものとなっており、その処理技術にもオン
トロジー工学の分野の成果が生かされている5）。そこで、e-Legislation で
は、知識を取り扱うという観点から、立法過程を情報処理分野の枠組み
で捉えなおし、立法作業を進めることを目指している。ここで注意すべ
きことは、これらのすべては、何らかの形で、記号化された表現に対す
る処理であるから、まさにその表現を行う際には、人間が持っている何
らかの意図をその表現に込める過程が前提とされており、その作業は依
然として人間が行う必要があるという点である。しかしながら、このよ
うに多くの知識が客観化し、それを基に合理化することで、人は本来の
立法学的問題や政策設計の議論に集中することができ、その質を高める
ことにも貢献できるのである。つまり、人がやるべきことと機械的にで
きることを分け、その過程で客観化あるいは可視化を行うことになる。
こうすると、単に効率的に作業ができるという以上の成果も期待でき
る。例えば、立法過程のチェックや多くの人々の参加による質の向上、
あるいは、アウトプットである法令や例規の形式的な質の向上も見込め
る。さらに、このような客観的枠組みを導入することで、立法過程の作
業を進める際の考え方や政策設計の方法論にも影響を与える可能性も生
まれるだろう。
なお、冒頭で示した e-Legislation の定義は、筆者の研究プロジェクト

で扱う全体像を概念化したものであり、あくまでも便宜的なものであ
る。従って、「e-Legislation とはこうあるべきだ。」という主張ではない
し、「どのような定義よりもこの定義が優れている。」という主張でも
ない6）。さらに、情報処理という一つの側面から見ているものなので、
e-Legislation のみによって立法過程に含まれる全てが扱える訳でもない。

 4）元々は「オントロジー」は哲学における「存在論」の意味であるが、情報科
学者らが「知識の形式的仕様」の意味に流用したものである。詳細は次を参照
のこと。溝口理一郎『オントロジー工学』オーム社（2005年）。

 5）ＲＤＦと呼ばれるデータ表現形式を用いている。既にブログ等の相互参照情
報の表現形式として広く利用されている。

 6）ただしe-Legislationという言葉は心理的な印象として、我々の研究対象のイ
メージに近いものを連想させてくれそうだという期待を込めている。
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次に、e-Legislation 構想を掲げるに至った背景について簡単に述べる。
自治体によっては、立法学で論じられる制度設計上の高度な議論を強く
意識することなしに、実際に例規を作成する作業に当たるケースも多
い。特に、小さな地方自治体の場合に起りやすい。例えば、先月まで土
木課など法制執務とは関係ない部署に所属していた職員が、今月、総務
課などに異動となり、急に例規を作成しなくてはいけない場面に出く
わすこともある。その例規は、法的にはほとんど検討事項もなく、ま
た、実際の運用上もほとんど問題がない専ら事務的な例規で、既に似た
ような例規もあり、さらに、議会でも流れ作業のように通過するような
例規の場合、立法学や政策学の知識や議論はあまり必要とされない。し
かし、このような作業にも多くの時間や人手を割く自治体は数多い。中
央省庁でも法令によっては、そのような事務的性格が強い作業を強いら
れているかも知れない。そして、自治体の場合は、不慣れな職員が悪戦
苦闘することもしばしば見受けられる。これは、実際に、これまで筆者
が北海道から沖縄まで、約10団体の自治体を巡り、直接担当者にインタ
ビューした際の回答の中にあった7）。さらに自治体の法制執務の担当部
署でなくても、「原課」といって、言わば、その条例の所管となるよう
な部署から条例の素案が提出され、それを法制執務の担当者が添削し、
その繰り返しの中で洗練されて最終案が提出される、というプロセスを
経ることが多い。このような場合は、原課の職員が素人であることも日
常的である。そこで、何らかの合理的な方法論や支援ツールを導入する
ことで、この状況を改善したいと考えたのである。
なお、このような規則作りの作業は、民間企業であれば、法的な問

題も含めて、ほとんど障害がない。結果的に理に適っていれば多くの
場合、問題となることはあまりない。しかしながら、行政機関の場合
はそうは行かない。仮に規則作りを容易に済ます現実的な方法が提示さ
れたとしても、一定の手続きを踏まなくては、公の規則にはなり得ない
し、法的な効力を持つこともない。その点は、むしろ、それこそが外し
てはならない行政の本質であろう。ただし、それでも、全体的に可視化

 7）法制執務の実態についてインタビューの協力を頂いたのは次の自治体である。
北海道三笠市、同夕張郡長沼町、山形県酒田市、神奈川県座間市、同高座郡寒
川町、佐賀県杵島郡大町町、同三養基郡みやき町、沖縄県浦添市、沖縄県警。



論　　説　〈 5 〉

されたプロセス管理や各作業局面の合理的な支援方法が提示されるので
あれば、効率性や正確性が向上することには違いない。地方分権化や行
政のスリム化が叫ばれる中で、このような合理化は望まれるべきもので
あろう。そして、最終的には、議会やパブリック・コメントなどによる
チェックの機会も法的に担保されているのであるから、このような合理
化や効率化を推進することによって、実質的に業務を妨げたり、法的な
問題を引き起こしたりすることは少ないのではないか、と予想してい
る。むしろ、現在のように、職人芸的に暗黙的伝承によって例規を作成
したり、条文化作業を民間業者に任せたりすることで、立法過程の大部
分が透明化・可視化されなくなる方が本来は望ましくないように思われ
る。
そこで、少しでも効率的で可視化部分が多い合理的な方法論の提示や
支援ツール群の提供を目指すために、e-Legislation を提唱したのであり、
本研究の中心的な意義もある。
このような e-Legislation の導入目的の他にも、e-Legislation による様々
な貢献や影響が想定される。それらは、例えば次のようなものである。

⑴　立法過程の正確性の向上
立法過程を正確に進めることができるようになる。条文に関しても、
コンピュータの補助によって、形式的エラーや記述漏れを減少させるこ
とができる。

⑵　客観化・可視化による気付きの促進
e-Legislation の各種ツールの利用によって、立法過程の多くが客観的

に操作できる対象となり、可視化が推進され、正確かつ見やすくなるの
で、法政策案の隠れた欠点、利点にも気付きやすくなる。

⑶　政策立案参画者の増加
e-Legislation 化を進めることによって、政策立案作業が効率化するだ

けでなく、手間暇をかけずに何度もシミュレーションを行ったり、容易
に思考を整理したりすることもできる。そうなれば、法制執務担当職員
だけでなく、原課の職員もすぐに参画できるし、ツールを公開すれば、
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一般市民からも提案しやすくなる。議員立法も容易になるだろう。こう
して多くの人々が法政策の立案に携わることができるようになる。

⑷　制度の流用・輸出
e-Legislation では、法令・例規の起案時に基となった法政策の知識構
造そのものが電子化されるので、単に字面上の条文だけでなく、ある程
度の意味内容も保持したままで、他の自治体が流用することができる。
あるいは、翻訳を行うことで、条文だけでなくある程度の意味的な構造
も含めた形で、法制度を外国へ輸出することも可能になる。アジアやア
フリカへの法整備支援などにも寄与できる。

⑸　立法作業の工学化
数学や情報処理技術の概念で扱える部分が増えるので、立法作業の
様々な局面で工学的に扱うことができる対象が増える。これによって、
さらなる工夫やイノベーションの機会を広げることになる。⑴でも述べ
たように、すべてを工学的にコンピュータで自動化するということでは
なく、工学的に処理できる部分を増やすことで、人手をより高度な政策
設計に向けることができるようになる点が重要である。さらに、数量的
な分析も含め、客観的分析や比較の精度が増すと考えられる。

⑹　地方分権化への寄与
以上のような貢献は、総じて、地方分権化にも寄与することになる。

この他にも、法制執務の効率性や正確性が高くなることで、間接的な
波及効果を考えると、e-Legislation の貢献や影響は大きいであろう。
最後に、e-Legislation の関連研究や関連システムについて述べる8）。国
内の研究では、筆者の先行研究9）やその中でも紹介した『じょうれい

 8）ここで示される関連研究は法令を作成する部分に着目したものであるので、
広くメンテナンスや利用という観点からは、例えば、法令英訳のWeb上のデー
タベースも含まれる。EUには全加盟国用の翻訳を行なう機関もある。日本で
は、筆者も開発に加わった、法務省の「日本語法令外国語訳データベースシス
テム」がある。URLはhttp://www.japaneselawtranslation.go.jp/ である。

 9）前掲、拙著ソフトウェア（三）, pp.246-251参照。
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くん』10）システムが関連する。筆者の先行研究は e-Legislation のための
支援方法に関する考察や具体的な方法論や枠組みの提案であるが、ソ
フトウェア開発との類似性に絞った点で、e-Legislation のすべてを扱っ
たものとは言えない。そこで示された試作システム eLe（e-Legislation 
environment）も、現在は、開発コード名 eLen として、e-Legislation に
要請される機能をより広くカバーできるよう再設計され、開発途上
にある。なお、このシステムについては第4章で簡単に紹介する。ま
た、『じょうれいくん』は例規の記述支援や更新・公開支援のシステム
であるから、法制執務の後半以降の作業を取り扱った作業と言えるた
め、やはり e-Legislation の一部を扱ったものと位置付けられる。国外で
は、タスマニア州政府の EnAct というシステムが著名であり11）、その前
身である Themis システムの技術的詳細については T.アーノルド・ムーア
によって報告されている12）。EnAct も『じょうれいくん』同様、法制執務
の後半部分を支援するものである。これも条文の構造まで電子的に認識
できる形で実現されているが、意味内容の一部まで射程に入っている
e-Legislation のすべてをカバーするものではない。

第２章　e-Legislation の概要

第１節　e-Legislation の射程

本稿で提案する e-Legislation の射程を明らかにしておきたい。もちろ
ん、e-Legislation の目指すものは、立法や行政を機械化してしまおうと
いうような非現実的な話ではない。まず、本節で強調しておきたいこと
は、e-Legislation では、政策の内容を論ずるのではなく、政策の表現方
法や政策設計における設計作業の方法、さらに、条文の形式的記述方法

10）『じょうれいくん』システムの概要や仕様については、http://lawinfo.crestec.
jp/joureikun/product_jo.html を参照。以下「じょうれい」で参照。

11）EnActシステムの概要については、http://www.thelaw.tas.gov.au/about/enact.
w3p を参照のこと。

12）T. Arnold-Moore,"Automatic generation of amendment legislation", ICAIL97 
Proceedings of the 6th international conference on Artificial intelligence and law (1997), 
pp.56-62.
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を扱う、ということである。従来、立法学や法政策学のような分野で扱
われていたものは、政策の内容や実現方法を対象にしたものである。し
かしながら、e-Legislation では、その政策を法令や例規としてのテキス
ト表現に移し込むための作業的側面を扱うのである。そもそも、IT 化
できるのはこの部分だけである。人が考えるべき部分はもちろんコン
ピュータが行うのではなく、人が行うのである。コンピュータはその作
業を円滑にして、効率化することで、もっと創造的で人間にしかできな
い部分に人手を集中させようという意図である。
このようにコンピュータや情報処理技術は単に支援することに留まる
ものである。もちろん、これらの発展が20世紀後半以降、我々の生活を
激変させたように、立法学や法政策学の大きな変革の要因になる可能性
はあるかも知れない。あるいは、一見大きく変わったようでいて、本質
的には何も変わらない、ということもあり得る。いずれにせよ、それら
は本稿で提案する e-Legislation の枠組みの外の議論である。

第２節　e-Legislation における電子化対象

e-Legislation において電子化される（操作を受ける）対象は、立法に
関連するデータや知識だけではなく、それらを活用する作業自体やその
流れであるワークフローの中にも含まれている。ここで言う「データ」
とは政策立案時に用いる資料、議事録、要綱、法令など、実体としての
データに対応して電子化されたものである。直観的に我々が持っている
「データ」のイメージとあまり違いがないであろう。これに対し、「知
識」や「ワークフロー」については、直観的イメージと異なる可能性が
あるので、順に説明する。
「知識」が指すものは、政策構造や法令記述方法等をモデル化して、
デジタルな形で利用可能にしたものを指す。政策そのものは観念的な存
在であるから、立案段階では、政策は抽象的イメージであり、それが実
施される段階でも、社会的動きや社会構造として具象化されるものであ
るから、いずれにせよ政策自体は、何かモデルのような抽象的なものと
してか認識できない。e-Legislation では、その抽象的なモデルを概念的
な操作が可能なように形式的に表現し、それをデジタル化することを想
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定している。それはあたかも建築や機械の設計図を CAD ソフトで描く
ように、政策設計もソフトウェアを通して、デジタルなモデルを操作し
ながら進めるイメージである。そこで用いられる内部データは、議事録
や資料のような実体的データではなく、そのようなソフトウェアを仮
定した時、初めて実体化（可視化）されるようなデータである。そこ
で、このようなデータを「知識」として区別して呼ぶことにした。もち
ろん、そのような知識は、ソフトウェアを仮定して初めて機能するので
あるから、アプリケーション・ソフトウェアのデータと同じで、そのソ
フトウェアが持つ固有の性質に大きく影響されてしまうように思われる
かも知れない。しかしながら、ソフトウェアとは言っても特定のソフト
ウェアではなく、あるカテゴリに属する汎用的なソフトウェアのタイプ
を想定しており、そのカテゴリの中で広く利用されることを想定できる
ようなデータなのである。従って、ここで言う「知識」とは、あるカテ
ゴリに属するものであれば、他のソフトウェアでも利用できるものであ
り、場合によっては、コンピュータを使わなくても、数学的な形式操作
ができるようなものを指している。この点が敢えて「知識」と呼んでい
る本質的特徴でもある。例えば、形式論理学で用いられる述語論理の記
述形式を用いても、「知識」を表現することはできる。この場合、特定
のソフトウェアである必要はなく、述語論理の論理的な操作や推論をシ
ミュレートするようなタイプのソフトウェアであればどのようなもので
も構わない。もちろん、述語論理に限らず、様々な知識表現の手法を用
いることが可能である。多くの場合、数学的操作で扱えるような形式で
表現されていれば、表現形式自体は、どのようなものでも構わない。必
要に応じて、数学的な意味論を通じて13）、別の表現形式に機械的に変換
すれば良いだけなので、本質的な問題とはならないのである。
「ワークフロー」が指すものは、実際の作業の流れや作業手順であ

る。なお、このワークフローや各作業を遂行するためのノウハウの知識
も、前述の知識の一つである。その場合、電子化される前の人手による
作業手順やノウハウの伝承であっても、その知識の形式化が可能なら

13）このような方法で用いる数学的な意味論の典型的なものは表示的意味論
（Denotational Semantics）」と呼ばれるものである。詳しくは例えば次を参照。
J.V.Leeuwen編、廣瀬健他監訳『形式的モデルと意味論』丸善（1994年），pp. 
563-617。
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ば、それも e-Legislation で扱うべき知識である。実際の法制執務システ
ムを開発する局面では、このような知識が電子的に与えられていること
によって、体系的でフレキシブルなシステムの実現に貢献できる。

第３節　e-Legislation の要素プロセスと統合

e-Legislation で扱う立法過程には様々な作業局面が含まれており、そ
れらを順次経過することで、立法過程を進めることになる。そのような
立法過程を構成する各局面もまた要素プロセス、あるいはサブ・プロセ
スとして、e-Legislation の対象となる。要素プロセスは、立法過程の全
体プロセスが細分化され、作業内容がより特化されたものなので、立法
過程の中での働きも具体的に分りやすくなる。そこで、それらの働き
を e-Legislation の「機能」と見ることも可能である。このような要素プ
ロセスとなる作業局面は、一般的にその作業の発生順に、要求獲得・分
析、政策設計、条文記述支援、表現変換、検査、保守である。さらに、
これらの各要素プロセス自体もまたサブ・プロセスに分けることがで
き、機能をより細分化したものとして提示することも可能である。現在
着目している各要素プロセスについて、それぞれe-Legislation が想定し
ている支援内容を順に説明する。それぞれ、さらに典型的なサブ・プロ
セスに分けて説明する。

⑴　要求獲得・分析支援
　①　立法事実収集の支援
まず、立法事実を示す資料の電子化とそれらを整理して蓄積してお
くための仕組み（「リボジトリ」と呼ぶ）の提供が、立法事実の収集
支援では要となる。しかしながら、それだけでは、単に、電子的に蓄
積しただけで、ワークフローにおける作業を直接支援するとは言えな
い。そこで、提案しておきたいことは、立法事実を集めること自体の
支援も含めることである。Web や電子メールを用いて、ステークホル
ダや一般市民から直接に立法事実を示す証拠を提供してもらうことな
どが考えられる。また、立法事実として採用されるものの中には、そ
の自治体のエリア内で起っている事実だけではなく、他の自治体の対
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応状況の事実として、他の自治体の条例制定の状況などが採用される
こともある。そこで、後に提案する条例データベースの類似条例の収
集機能などを用いれば、他の自治体の状況を即座に整理して示すこと
ができる。このような作業支援も含める。
②　立法事実による根拠付けの支援
ある政策によって実現されるべきこと（政策意図）が、住民の求め
ているものと一致する、という説明が付かなくては、その政策には立
法事実がある、とだけ主張されても納得できるものではない。そこ
で、ある立法事実が住民や社会の求めているものであるということ
と、当該政策がその求めに応じているということについて、証明構造
を作成・蓄積する支援が「立法事実による根拠付けの支援」である。
さらに、その証明構造を拠り所にして、合意形成やステークホルダの
洗い出しの支援に役立たせることもできるようになる。
③　利害関係分析の支援
立法事実によって指摘された問題の解決のために政策案が提案され

るが、政策案によっては、逆に新たな問題点や障害が生じる場合があ
る。その場合、その利害がおよぶステークホルダ間の調整が必要にな
る。当面 e-Legislation が支援するのは、利害調整自体の代行的役割で
はなく、利害関係の整理や分析の支援である。政策設計時に必要とな
る合意形成の元となる利害関係のグラフ構造を計算・出力したりする
ものである。このグラフ構造の計算は上記②の証明構造から自動的に
行なわせることを目指している。ここで、「グラフ構造」とは、棒グ
ラフや折れ線グラフのようなグラフのことではなく、数学や情報科学
などの用語であり、集合として与えられた点が、それぞれ直線・曲線
や矢線によって結び付けられるものである。直観的なイメージとして
は、一般にネットワークの図のようなものを指している。点や線には
それぞれ利用者側で意味を与えて用いる必要がある。通常は単に「グ
ラフ」とも呼ばれる。

⑵　法政策設計支援
①　法政策案候補の記述支援
政策案の候補を実際に考察して作り出し、電子的に蓄えるために、
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その政策構造のグラフや付加情報を記述し、整理・蓄積することを支
援するものである。ただし、政策構造は単に文章やグラフ構造の画像
データとして作成される訳ではない。コンピュータ内部でもそのグラ
フ構造が認識され様々な計算に利用できる形で保存されるのである。
この記述支援機能を初めて利用する場合は、何もない状態から政策案
の構造を作成しなくてはならず、ある程度は手間がかかってしまう。
しかしながら、少しずつでも政策案の記述が溜まってくれば、ゼロの
状態から作成しなくても、過去に作成した政策案の構造のデータをコ
ピーし、カスタマイズして利用することができるようになる。あるい
は、他の自治体で既に作成されたものがあれば、それをコピーさせて
もらうことも可能であろうし、筆者らのようなシステム提供者によっ
て事前に作成されているものを利用することも可能である。このよう
なケースを想定しているので、相互に利用しあえるようなネット上の
共有環境も提供しておくべきだろう。なお、このように、他の自治体
などでも利用できるような形で、蓄積された政策構造のデータや知識
を「政策ライブラリ」と呼ぶことにする。
②　合意形成・候補選択の支援
意思決定や合意形成の様々な数学的枠組みを容易にWeb上でも利用

できるように提供するものである14）。この場合、⑴の③で算出された
グラフ構造からある程度自動的に算出できる。ただし、どの数学的枠
組みを用いるかはケースによるので、完全に自動という訳にはいかな
い。また、意思決定や合意形成の際には、実現目的や負の目的（避け
るべきこと）が複数ある場合、それらの価値の重み付けをする必要が
ある。これも人手によるものである。さらに、この際に、1人の人間
の手によってのみ重みを割り振ってしまうと恣意的になってしまう可
能性もある。そこで、複数の人間の手によって割り振って、平均を採
用するといった手法も必要になる。このような時のコンピュータによ
る入力支援も含まれている。

14）これらの数学的枠組みについては、前掲、拙著ソフトウェア（二），pp.298-
300参照。
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⑶　条文記述支援
①　法政策案を条文に変換する支援

e-Legislation の想定下では、候補の中から選ばれた法政策案は、電
子的な構造として保持されており、必要な付加情報も付随しているの
で、それらを拠り所にして、標準的な法制執務の表現ルールに則っ
て15）、機械的な変換を行なうことで、多くの条文は自動的に作成する
ことができる。もちろん、入力情報が足りないと不完全な文になるこ
ともあるし、本来、高度な言い回しが必要な複雑な法政策案の場合に
は、不自然な表現による条文が作成されてしまうこともあるが、概ね
自動化できるので、下書きには十分利用できる。また、多くの法政策
にはパタンが存在するため、パタンが分かっている場合には、定型の
テンプレートを作っておき、そこに当てはめることで対応することも
できる。
②　条文表現の検査支援
法制執務のルールに適合しているか、用語法は統一されているか、
等、形式的に確認可能な表現をコンピュータによって自動的に検査さ
せることによる支援である。
③　条文表現修正の支援
上記の①で出力された条文が不完全であったり、不自然であったり
した場合、その出力テキストをそのまま修正して、法令案としてしま
うと、後に内部的な政策構造と条文表記との間の差異が生じてしまっ
て、整合性がとれなくなる。そこで、条文表現の修正時にも、内部で
採用されている文法に問題がある場合は、変換システムの持つ文法
ルールを修正するような仕組みが必要である。一方、表現の問題では
なく、内容的に欠けていたり、誤りがあったりした場合には、字面だけ
修正するのではなく、政策構造の方を先に修正すべきである。これらの
ような作業支援を行なうものである。

15）標準的には次の著作やその別の版が用いられているケースが多い。石毛正
純著『法制執務詳解』三訂版、ぎょうせい（2000年）。
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⑷　表現変換支援
①　要綱表現出力の支援
上記⑶のように、e-Legislation では政策構造も含めて電子化がなさ

れているので、要綱を経ずとも直ちに条文が作成できてしまう。しか
しながら、可読性やコンベンショナルな作業との整合性を考慮する
と、やはり、要綱形式の表現も必要な局面があるであろう。本支援機
能は、このような局面で、政策構造から条文に変換するのではなく
て、要綱表現によって出力させる機能である。
②　ポンチ絵出力の支援
要綱表現の場合と同様で、e-Legislation の想定下では、政策構造の

情報が保持されているので、政策の概要を自動的に図示することも可
能である。もちろん、どれほど見やすいポンチ絵になるか、という点
については、情報科学の最新技術をもってしても、その解決はなかな
か困難であろう。それでも、正確な下書きとしての描画は可能である
し、このような技術は様々な描画パタンの蓄積や改良によって、徐々
に発展すると思われる。
③　説明資料作成の支援
電子化された政策構造および付加情報も保持している想定なので、
それらに沿って、詳細な説明を記述することが可能である。この機能
も e-Legislation の中に含まれる。単なる文章による説明でなく、②の
ポンチ絵を取り入れたり、立法事実の情報を引用したり、さらには、
ハイパーリンクを使ってホームページのような形式で説明する資料を
自動作成することも比較的容易な技術で可能である。

⑸　検査支援
①　議会・市民からのフィードバックの支援
議会や市民から寄せられた修正の要望や反論などをそれまでに蓄積
している当該法政策に関する様々なデータや知識に結びつけた形で、
蓄積して行くことができる。フリーフォーマットの形式で寄せられた
コメントの場合には、自動で当該法政策の該当データや知識に連結す
ることは難しいが、それでも人手による分類の前処理として、大雑把
な分類を自動的に行なうことは可能である。また、既に多くの自治体
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で実現されているように、市民からのコメントを Web などで電子的に
収集できるようにすることも本支援機能に含まれるものである。
②　チェックリスト出力による支援
法令案の形式的な検査はある程度自動化できるが、意味的な検査は
人手に依らなければならない。そこで、意味的な検査を支援するため
の一つの方法として、当該法政策用のチェックリストを合成して出力
し、これを利用して人手による検査を支援しようというものである。
これも、リスト項目を蓄積できるようにしたり、統計的なエラー多発
パタンを事前に見つけておいたりして、法政策の構造情報の中に付加
することを想定している。例えば、ある概念が条文中で使われていた
ら、その概念と関連する他の法令を列挙して、矛盾や抵触することは
ないかを検査させたり、義務を記述した箇所には、罰則が必要かどう
かを検査させたり、ある用語がいきなり現れていたら、定義すべきか
どうかを検査させたりするものである。形式的な注意箇所としてワー
ニングを出させることは可能であるが、意味的な処理を自動で行なわ
せる訳にはいかないので、このような支援機能も必要になると考えて
いる。

⑹　保守支援
ここで示す3つの機能は、実は既に製品としても存在している16）。し

かしながら、それらの製品では、上記⑸までのプロセスで内部的に用い
ていた政策構造のデータや知識が利用できない。e-Legislation としては、
政策構造ごと流用できるようなものが必要である。
①　公開の支援
議会を通過した法令や例規を実際に Web 上で公開する機能である。

官報のようなものを PDF 等の形式のファイルとして出力する機能も含
む。
②　改廃の支援
法令や例規を改廃するときの支援機能である。新旧対照表を出力し
たり、溶け込まし文を出力したりする機能が中心となる。なお、注意
すべきことは、条文を書き換えるということは、単なる文字の間違い

16）前掲、じょうれい参照。
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や表現変更の場合ならともかく、一般には、一部であれ政策構造の変
更を行なうものであるから、内部的に蓄積されている当該法政策の政
策構造のデータや知識にもフィードバックさせて変更させる必要があ
る点である。
③　履歴情報整理の支援
法令や例規の改正作業を行なうごとにその様子を記録しておくこと
で、コンピュータ上では、仮想的に過去に戻したり、改正履歴を追跡
したりできるようにする機能を提供することも e-Legislation の機能と
考えている。例えば、他の自治体が参照する場合、机上でシミュレー
ションする場合、あるいは、最新の改正前にチェックする場合などに
便宜を図ることができる。

これら⑴～⑹の作業を独立に支援することもできるが、一貫性を持っ
て、データ形式を共通化し、データそのものも共有して、連動させ、プ
ロジェクト管理システムの手法などを用いて統一的なプロジェクト活動
として立法過程を進めるような全体的な支援も必要である。そのような
支援のための統一基盤となるシステムを与えることも e-Legislation の大
きな目標の一つである。筆者らは既にこのような統一的なシステムのプ
ロトタイプを試作している。これは開発コード名 eLe として試作し、筆
者らの先行研究でも紹介した17）。eLe ではデータ変換の自動化が行われ
ていないため、実用に耐えるようなものではないが、統一基盤のイメー
ジはつかめると思う。第4章でも簡単に紹介する。
なお、ここで用いた「プロジェクト」という用語は、有期性と独自性
を持つ業務、として定義されることが多い。例えば、プロジェクト管理
の世界的な標準である PMBOK18）の定義でも、この条件を採用した定義
になっている。有期性とはもちろん、プロジェクトには、開始と終了が
ある、ということであり、独自性とは、プロジェクトの成果が新たなも
のを創造している、ということである。後者は文脈に依存したり、程度

17）前掲、拙著ソフトウェア参照。現在、仕様を見直した開発コードeLenを開
発中である。

18）A guide to the project management body of knowledge （PMBOK guide） 3rd ed., 
Newtown Square, Pa.:Project Management Institute （2004）.
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問題となったりすることもある。
「プロジェクト管理システム」とは、主にソフトウェア開発の現場で
用いられることが多いシステムであるが、プロジェクトの進捗状況や資
源の状況を統合的に把握するシステムのことである。もちろん、プロ
ジェクト管理そのものが自動化される訳ではなく、現状では、プロジェ
クト管理を支援

4 4

するシステムである。このシステムによって、プロジェ
クト構成員がそれを参照し、担当部分については、そこに書き込みや
データのアップロードを行いながら作業をするという点で、プロジェク
ト管理システムは各作業を連結し統合しているシステムであると言える
場合もある。このシステムのイメージとしては、プロジェクトで行われ
るサブタスクとしての作業項目ごとに直線によって進捗状況を表現し、
それらを並べた表を思い浮かべて頂けば良い19）。その表を共有し、操作
することで、プロジェクト全体を把握するのである。プロジェクトの生
産物や中間生産物が電子的な実体の場合には、このシステムにハイパー
リンクする形で、蓄積することも可能である。また、その作業項目に
は、担当者、期限、資源（割り当て時間、人、必要物品、予算、必要施
設）の情報等も付記されていたり、その情報が記述されている画面にリ
ンクされていたりする。

第３章　e-Legislation における法政策と法制執務

e-Legislation において、法政策を設計し、法令や例規を作成する場合、
本質的な政策や条文に関する考え方は従来通りでも、作業方法や操作対
象には変化が生じるので、それに適した考え方や枠組みを準備する必要
もある。本章では、そのような考え方や枠組みのうちの基本的な前提と
なり得るものを紹介する。
まず、大前提として、e-Legislation では、政策の内容ではなく、政策

の表現方法や操作方法、さらに、条文の形式的記述方法を扱う、という
点を確認しておく。つまり、これらを政策の内容と渾然一体とはせず、
機械化できる部分とそうでない部分を分けて考えるということである。

19）「ガントチャート」と呼ばれる図式形態を中心としたイメージである。詳し
くは、前掲、拙著ソフトウェア（四・完），pp.214-216参照。
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言うまでもなく、e-Legislation は機械化可能な部分を扱う。
次に、考え方の基本部品となる概念について述べる。現在想定してい
る主な概念の捉え方は次の通りである。

Ａ　立法作業の過程はプロジェクトの一種である。
立法作業の過程をプロジェクトとして捉える。プロジェクトの
定義は前章で提示したものに従う。ただし、議会なども立法過程
の本質要素なので、e-Legislation として扱える部分は、プロジェク
トの全工程とはなり得ない。もちろん、議会については、将来的に
は e-Legislation の支援が可能となるかも知れない。

Ｂ　社会的に実現される法制度はシステムの一種である。
法制度を一種のシステムとして捉える。このような考え方も、さほ
ど奇異なものではないだろう。「システム」概念は非常に一般的な概
念なので、多くの分野に適用できる。ここで言う「システム」の定義
は、一般的な意味で用いているので、「一定の全体的な目的を持った
要素の構造」としておく20）。自然科学の世界では、目的を持つことを
定義に入れないこともあるようだが、システム科学的には、当該シス
テムを取り巻く環境に対して、システムは何らかの機能（役割）を持
つものであり、それは、人が解釈することによって浮かび上がるも
の（認識論的存在）なので、単なる実体やその寄せ集めでなく、その
ような人間の意図（志向性）を前提として有機的・機能的に結び付け
られている点を強調した方が社会科学においては取扱いやすい。そこ
で、この定義を採用することにした。システムを構成する要素間の関
係も、全体的な目的の観点から徐々に小目的に細分化されて解釈され
るものである。法制度の要素になり得るものとしては、例えば、自然
人、法人、申請書、設備、料金など様々な実体が挙げられる。物理的
実体でなくても、法的な実体として、契約や許可などを要素としても
良い。また、それら実体間の関係とは、例えば、ある自然人が法人

20）例えば、次の著作では「システム」概念の定義を24個も列挙している。
Klir, G. J.,"An approach to general systems theory", Van Nostrand Reinhold Co. (1969), 
pp. 283-285.
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の代表であれば、その人は法人との間に「代表者」という関係にあ
る。この場合、方向性があるので、その法人の「代表者」という「属
性」の値がその人である。あるいは、法人の「代表者」という「役割
（ロール）」はその人が持っている、と言うことも可能である。なお、
法令や例規自体は、直ちにシステムであるとは言い難いが（原理的に
は、そう見ることも可能ではあるが）、本稿では、法制度のシステム
の見取り図であると同時に、立法過程というプロジェクトの生産物で
もあると位置付けておく。

C　法令・例規はテキスト・データとして扱う。
成文法の国家における法令の場合は、必ず文の形で表現されてお

り、一部に表形式や画像も存在するが、基本的にテキスト・データと
して表現可能なものがほとんどである。また、仮に、不文法であった
としても、何らかの規範文であるならば、やはりテキスト化される。
そこで、生産物の物理的な形態を明確にさせるために、敢えて、法令
や例規はテキスト・データとして用いられるという点を確認してお
く。

Ｄ　条文化作業（立法作業プロセスの後半）はデータ処理である。
政策設計を終えた後、設計内容そのものが客観的な形式のデータ

として表現されているならば、要綱作成や条文化を行う工程は、技
術的には高度であっても、本質的にはデータの変換処理である。将
来的には要綱作成は、ポンチ絵と同じように提案されている法令・
例規の分りやすい説明という位置付けになり、立法過程上の特別な
生産物としては見なされないことになるかも知れない。なぜなら、
e-Legislation が発展すると、政策設計の結果が電子的データとなった
段階で、条文まで自動生成できるようになるので、ぎりぎりまで政策
論として議論しておき、最終結果を政策設計のためのソフトウェア上
で描くだけで、後は、自動で条文までできあがるからである。現在の
法制執務作業の多くは、決められた規則に従って条文表現に変換する
作業である。その法則性は一種の文法であり、比較的曖昧性も少な
く、自然言語処理の技法を用いれば、法則性の収集・整理や電子化に
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は時間がかかるが、一旦システム化してしまえば、雪崩式に変換作業
の自動化が進むことになる。

E　政策設計の準備は証明プロセスである。
立法作業プロセスは、現状の問題点や予測される問題点、あるい

は、住民や国民からの要望によって、それらに応じるための政策を
設計することから始まる。これは、一般的な設計のための準備作業
としてマーケティングや要求分析を行なう場合と同様で、政策設計で
も、これらの問題点や要望を収集し、整理することが最初の作業であ
る。そこで、必要になるのは、提案する政策の意義を説明することで
ある。これは、厳密に言えば、立法事実が存在することの証明を与え
ること（立証）になる。裁判の立証のように厳格に行われる訳ではな
いが、その本質は立証である。ただし、裁判や数学の定理の証明とは
異なり、周りの現象から問題部分だけを切り取って解決策を与えるだ
けでは済まされない点が重要である。例えば、裁判の場合は、訴状や
起訴状に書かれた法律効果を求めることに限られ、他の事件や求めら
れていない派生の事件については、証明に無関係であれば立証の必要
はない。数学の定理も同様である。与えられた命題が公理から導ける
か否かが問題であり、他の定理まで考慮する必要はない21）。しかしな
がら、政策設計の場合は、一般に利害関係の調整が必要となる。ある
政策の目標も1つだけではなく、細かく沢山の目標や制約条件を満た
すように作られる必要があり、必ずしも、ある政策の複数の小目標が
1つの大目標に収斂するとは限らない。大目標が複数存在したり、そ
れらに優先関係があったりするのである。その調整については、関係
する市民や国民からすれば、利害調整を受けることになり、その影響
を受ける者は利害関係者（ステークホルダ）となる。こうして、単純
にある立法事実が、ある政策を後押しするような形で簡単に証明でき
るとは限らない。証明間の優先順位なども考慮する必要があり、意思
決定のための数学的な道具立ても利用することになる。これらも、立
法事実の証明に関する部分が、本稿で言う「知識」のような構造を持

21）ただし、証明を簡略化したり、エレガントにするために、他の定理を用い
ることはある。
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つデータとして電子化されていれば、e-Legislation の一部のプロセス
として実現されるであろう。もちろん、実際に、利害調整のためにス
テークホルダのもとに足を運び、交渉するのは、あくまでも人間であ
るが、Webなどを通じて、他のステークホルダの状況を互いに知るこ
とで、政策立案者だけでなく、ステークホルダ自身が自発的に利害調
整に乗り出す契機となる可能性もある。

第４章　e-Legislation の研究・開発方法の例

筆者はe-Legislationの構想を打ち出すだけでなく、実際にe-Legislation
へのより具体的なアプローチを提案する研究・開発を進めてきた。主な
アプローチとしては、ソフトウェア開発と立法作業の過程との類似性に
着目した研究と試作システムの開発がある22）。現在もこの研究・開発を
進めている。第3章でも述べたように、法令や例規を作成するというこ
とは、法政策というシステムの仕様となるテキスト・データを作成する
ことであり、それは、ソフトウェア・システムとして稼動するためのプ
ログラムというテキスト・データを作成することと共通部分が多く、そ
れゆえ、流用できる手法や考え方も多いのである。そこに着目して、多
くの提案を行なったものである。もちろん、将来的には、ソフトウェア
工学からの流用だけでなく、立法独自の e-Legislation としての方法論が
構築されるものと考えている。
このようなソフトウェア開発との類似性を拠り所にして試作した

立法作業の支援システムが、eLe というシステムである（現在は開発
コード eLen としてバージョンアップ中である）。核となる条文自動
生成部分が未実装であるため、まだ実用に耐え得るものではないが、
e-Legislation 全体の見通しをイメージしやすいので、このシステムを利
用した場合の立法過程の進捗に沿って、全体のワークフローを示す。
まず、eLe の画面を示す（図1、図2参照）。eLe は Web 上のシステムで
ある。作業者は、法政策の立案を始める際に、その立法過程の一連の作
業を「プロジェクト」として新規登録する。もちろん、まだ中身はな

22）前掲、拙著ソフトウェア参照。
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い訳だが、仮想的なプロジェクトの入れ物やテンプレートだけをまず
Web 上に作成するのである。以降は、この法政策に関するすべての作業
は、このWeb上のプロジェクトに対する操作として行なうことになる。

eLe の画面左側の「ナビゲーション・ビュー」には、立法過程で行な
う作業項目やその過程で用いられる様々なデータと知識の蓄積される
フォルダへのリンクが表示されている。立法事実のフォルダには立法事
実に関する電子データ、ステークホルダ情報、根拠付けのための情報な
どを格納することができる。最終的には立法事実による根拠付け作業の
項目なども備え、実際に支援機能を提供する予定である。ここで示した
バージョンでは、合意形成のための支援ツールについては未装備であ
るが、最終的な e-Legislation 支援システムでは実装されるべきであろう。
もちろん、分散化を図って、別のサイトでその合意形成支援機能だけを
提供することも可能であるが、データ共有の必要があるので、少々効率
が落ちる。
政策設計時には、典型的な法政策であれば「ライブラリ」の中から該
当するテンプレートを選ぶことから始める。そのテンプレートに書き込
むだけで、システムの内部では政策構造の知識が蓄えられる。もし、全
く新たなタイプの法政策を作成しなければならない時であれば、「政策
エディタ」を用いて、あたかも図形描画ソフトウェア上で、パーツとな
る図形オブジェクトを操作して描くように新たな政策構造を描くこと
で、その法政策のテンプレートを新たに作成する。こうして作成したも
のは、ライブラリに登録しておき、再利用できるようにしておく。
政策構造を作成した後は、「コンパイル」と言って、政策構造を条文
の形に変換するだけである。これは、最終的には、ほとんど自動的に行
なうことができる。なお、現在は、そのための形式的な文法ルールの収
集・整理中である。この他、要綱形式のテキスト・ファイルが欲しい場
合には、それも条文への変換とほぼ同じ方法によって、最終的にはほと
んどが自動化される予定である。
こうして、出来上がった条文は、そのまま Web で公開することもでき

る。議会にかける前に一旦、条例案としてパブリック・コメントを受け
ることも容易になる。そこで、修正の必要があれば、また、政策構造を
修正して再コンパイルすれば良い。さらに、条例が施行された後で改正
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される場合でも、同じ手順で改正案が作成、公開できる。
以上のような立法過程の作業を一貫して進めるために、そのスケ

ジュール、進捗、担当者などの情報を分りやすく表示するプロジェクト
管理機能も備えている。前述のように、このような立法過程の言わば
「工程」は、ソフトウェア開発と非常に類似しており、その点に着目し
て、本システムも設計されている23）。ソフトウェア開発の際に典型的に
用いられるのは IDE（Integrated Development Environment、「統合開発環
境」）と呼ばれるタイプのシステムである24）。これは、プログラムの作成
からテスト実行、バージョン管理やライブラリ機能も備えた統合的な開
発環境として提供されている。eLe でも IDE 同様にプロジェクト概念や
ライブラリ概念を用いたり、IDE における人の書いたソース・プログラ
ムをアプリケーション・プログラムに変換する（コンパイル）機能に対
応させた条文変換機能を導入したりして、その開発スタイルの着想を流
用している。また、システムの画面レイアウトも IDE に倣っている。
ここで、法令や例規を作成するためのアプローチとして、大きく2つ
のタイプを想定している。一つは、ゼロから設計するものである。もう
一つは、他の法令や例規を真似て、それをテンプレートにして設計を進
めるものである。両者とも立法過程の後半の作業は同じであるが、前半
の設計方法に異なる点が多い。もちろん、両者を組み合わせることも可
能である。ところで、法令や例規を数多く閲覧していると、各自治体が
作成する例規の場合は、形式はもちろん、内容まで類似したものが多い
ことに気付くであろう。これには、いくつかの要因がある。まず、かつ
ては、総務省が準則として雛型を提供していたことに依るものである。
そのため多くの自治体がその雛型を使うことで似た条例ができたのであ
る。次に、法務を専門とする出版社が雛型集のようなものを販売してお
り、それを参照にする自治体も多いので、当然似た条例ができるという
こともある。場合によっては、そのような業者に発注するため、納品さ

23）詳細は、前掲、拙著ソフトウェア参照のこと。ソフトウェア開発において
も、その開発手順は、要求獲得・分析、設計、プログラム作成、試験、リリー
ス、保守の順で進められる。プログラム作成が法令案要綱の記述や条文記述に
対応し、パブリック・コメントや議会が試験に対応し、実際の制定がリリース
に対応している。

24）IDEについての詳細は、前掲、拙著ソフトウェア（四・完），pp.14-216参照。
フリーソフトウェアのEclipseが著名である。http://www.eclipse.org参照。
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れる例規が似てしまうこともある。最後に、そもそも、法律の専門家で
もない、自治体職員が安全確実に条例を作成しようとすると、やはり、
他の自治体の条例を参照して、それを基に自分達の自治体向けにカスタ
マイズして利用することも多くなる。このような理由により、似た条例
は多く、そもそも、真似をすることを設計の入り口にしていることが
多い25）。そこで、ゼロから設計する手法も提供しながら、現実的利用が
多いと予測される第2の模倣にるアプローチについての研究・開発も急
ピッチで進めている。
第1のアプローチは、筆者による法律事項をベースにした条文作成の

研究でも採り上げたが 26）、簡易な方法がある訳ではなく、eLe のような
ツールを基盤にしても、作成に時間を要すことになる。一方で、第2の
アプローチについては、eLe のようなツールを用いて、それをガイドラ
インとして利用しながら、条例データベースを機能強化して導入する手
法を考案し、現在開発中である。この機能強化版の条例データベースの
試作についても、筆者による立法過程とソフトウェア開発との類似性を
論じた研究の中で紹介している27）。この条例データベースは、ある自治
体で自分達が作成したい条例によく似た条例や条文表現を持つ条例を検
索して出力するものである。例えば、ある河川に関する条例案を作成す
る場合に、この条例データベースは、その河川が流れている別の自治体
の類似条例を検索結果として表示したり、同じような河川が流れてい
て、同じような規模の自治体を全国から見つけ出し、それらの自治体の
河川に関する条例を一覧表示したりすることができる。このようにし
て、参考になる条例を適切に抽出し、それをテンプレートとして、自ら
の自治体の条例案を作成するのである。この機能は、一般に「ベンチ
マーキング」と呼ばれている政策設計手法においても有効的である。こ
のようなことを可能とする準備のため、現在、自治体の背景情報を収集

25）注 7）の自治体でのインタビューからも裏付けられているが、そもそも日本
では自治体の水平的なつながりを重視するという報告もある。詳細は次を参照
のこと。伊藤修一郎『自治体発の政策革新：景観条例から景観法へ』木鐸社
（2006年）, pp.173-193。

26）拙著「法律事項に基づく法令・例規作成の方法論 －法政策の設計と法制
執務を結ぶ論理的基礎付けの試み」名古屋大學法政論集、第232号（2009年） 
pp.75-119。

27）前掲、拙著ソフトウェア（四・完）, pp.217-222,226-250参照。
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図１　eLeの画面（属性表示の例）

図２　eLeの画面（概念定義の例）
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し、知識ベース化するとともに、条例が Web 上で公開されている全自治
体の全条例同士の類似度計算をスーパー・コンピュータによって行なう
作業も進めている。

第５章　まとめ

本稿では、e-Legislation として、立法過程の客観化を推進するための
方式や枠組みについて提案を行い、その一部については、試作システム
とその完成予想の紹介も行った。
一般に、方法論というものは、現実のケースに適用されることに
よって、修正や改良が加え続けられるものである。本稿で提案した
e-Legislation の方法論やツールについても同様で、今後も修正や改良が
加えられ、発展するものと思われる。そのためにも、必要なことは、実
践での利用とそのフィードバックである。筆者らは従来から、地方自治
体を周って現状把握や要望の収集を行っており、今後は、さらに、開発
したツール群を提供して、実践での利用とフィードバックを図るつもり
である。


