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 第1章　はじめに 

 　本稿は、入手可能な約800自治体の全例規（条例と規則）について、
情報科学的な見地から形式的類似度を算出し、さらに、その結果得られ
た例規間の類似度情報を用いて、例規データベースの高度な機能の実現
方法を示すことが目的である。この類似度情報は他にも様々な利用方法
が考えられるが、今回は実現環境が整っている一例のみを紹介する。な
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お、本稿では、第1回の類似度算出の実験とその結果の利用について記
している。第2回以降の実験とより詳細な分析については次の機会に報
告させて頂く予定である。 
 　先に今回の実験結果の概要を簡単に示しておくと、調査した全例規の
うち、ある例規の7割以上の分が形式的に類似している他の例規が存在
しているケースは全体の9.6％であった。一方、90％以上の例規が、他
の例規と3割程度、部分的に類似していた。このような結果となった理
由は、例規全体をまるごと真似るのではなく、部分的に参照している自
治体が多いことに依ると思われる。
　本研究は単にこのような統計的な結果を調査することだけが目的では
なく、元々 e-Legislation研究の一環として 1） 、ITを用いた立法作業の支
援を目指しており、本稿では今回の実験の類似度判定結果のデータを活
用して、立法作業の支援が可能であることも示した。第4章で紹介する
「アドバンスド条例データベース」にはそのような支援機能が備えられ
ており、今回の実験結果のデータが有効活用されている。 
 　ある自治体の例規が、他の自治体のものと似ているということは、い
くつかの自治体の例規集を見比べてみれば、直観的にも明らかなことで
ある。まれに情報科学系の学会などでは、限られた条例データから、類
似性の高いものが多く含まれることを検出したとして、報告されること
もある。しかしながら、これはわざわざ情報科学系の研究者から指摘さ
れなくとも、自治体職員の方々には、とてもポピュラーなことである。
そのような報告の中には、書式やスタイルが似ていることを発見したか
のように報告するケースもある。これも、実情を知っている者からすれ
ば本末転倒で、自明のことである。なぜなら、かつては、条例を作成す
る際に総務省などから準則という形で雛形が提示されたり、現在でも業
者から準則集が販売され、それに倣ったりするからである。さらに、条
文の作成や更新の作業である法制執務については、マニュアル類が多数
存在しており 2） 、基本的にそのスタイルに従うから当然似てしまうので
ある。こうして「例規類は相互に類似している」という仮説は信憑性が
高いと思われるのである。しかしながら、それが事実であると言えるよ
うにするための大規模な調査はこれまで実施されていなかった 3） 。そこ
で、この調査を実施して、事実関係を示すことで、多くの人々が経験的
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に予測している仮説を実証しようと考えたことが本実験の動機である。
さらに、そもそも似ている例規が沢山あることは周知の事実かも知れな
いが、では、どれくらいそのような例規が分布し、どの程度似ているの
か、その割合はやはり不明なので、これも明らかにしたいと考えた。 
 　なお、本研究は単に調査することだけを目的とするものではなく、本
実験結果を有効に活用できる途があることも示すものであるから、実際
に、このような調査の過程で算出された全組合せの類似度の情報がある
と、例規データベースの使用時の利便性を高めることができることも示
す。例えば、類似例規を並べて表記の確認を行ったり、他の例規中にあ
る項目で、自らの例規にはないもの（項目の漏れ）をチェックしたりす
ることができる。このように、例規の類似性の情報は利便性の高い応用
が可能である。本稿では、このような観点から試作した「アドバンスド
条例データベース」についても報告し、その応用が現実のものであるこ
とを示している。 
 　最後に、本稿の以降の構成について簡単に記す。まず、第2章では本
実験の方式を示し、第3章では実験結果を示す。その結果を応用した事
例を第4章に示す。なお、第2章の実験の方式では、条例の類似度の計
算手法の説明の他に、現実的にその計算を行うために利用したスーパー
コンピュータについても簡単な説明を行う。 

 第2章　計算方式とスーパーコンピュータの利用 

 第1節　条文の類似度 

 　条文と条文との類似度を考える時、どのようにしてコンピュータでも
計算できるような客観的な類似度を設定することができるのであろう
か。もちろん、条文として記述されている文字列以外には付加情報を考
慮しないものとする。このような時に、従来、一般に文と文との類似度
の計測のための典型的な方法として、次のようなものが提案されてきた。 

 　 ○1 共通部分や差異部分の個数に着目する方法 
 2つの文字列を比較して、共通部分が何個あるか、あるいは逆に、
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共通でない部分、すなわち差異部分が何個あるかによって、形式的
に似ているか否かを判定する方法である。共通部分が多く、差異部
分が少ないほど、似ていると考えることができる。いろいろな方法
が考案されているが、例えば、長さの同じ文字列の場合における対
応部分の差異個数を計る方法があり、この類似度は「ハミング距離
（Hamming Distance）」と呼ばれる。この距離 4） が小さいほど似てい
ると判断する方法である。 

 　　［ハミング距離の例］ 
 次の2つの文字列のハミング距離を考えてみる。 

 　　　　　  
 　　　　　  

 この場合は、各対応部分の対を見ると、各文字列の最初の  と最
後の  が共通なだけで、中間部分の6文字は対応部分が異なる。
よって、ハミング距離は6である。これに比べ、次の組合せ、 

 　　　　　  
 　　　　　  

 であると、3文字目以降はすべて共通なので、差異部分は最初の
2文字分であり、ハミング距離は2である。この2組では、前者
は6で後者は2となるため、後者の方がより近い（小さい）、す
なわち「より似ている」と判断される。直観的にも、後者の組の
方が、「より似ている」と思われるであろう。 

 　 ○2編集距離（Edit Distance）に着目する方法 
 ある文字列を比較対象の文字列に書き換える手間を測る方法であ
る。すなわち、文字の削除、挿入、置換などの編集操作を繰り返え
して、何回の操作が必要であったかをカウントし、そのカウント量
が小さければ、あまり書き換えなくて良い、という意味で形式的に
類似していると考えるものである 5） 。今回の実験で採用している方
法でもある。 
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 　　［編集距離の例］ 
 次の2つの文字列の編集距離を考えてみる。 

 　　　　　  
 　　　　　  

 上の文字列を下の文字列に書き換えるとして、前から順に試みて
いくと、上の文字列の最初の  を  に換え、  を挿入し、  を  に、
  を  に換え、最後に  を削除すると、書き換えることができる。
この操作回数は5回であるから、編集距離は5となる。これに比
べ、次の組合せ、 

 　　　　　  
 　　　　　  

 であると、   を  に換え、  を  に換えるだけの2回の操作で完了
する。従って、編集距離は2である。前者の組合せの例より後者
の組合せの例の方が似ていると判定される点では、ハミング距離
と同じであり、直観の通りでもある。しかしながら、ハミング距
離の時よりは、前者の組合せのケースに関しては距離が近い、す
なわち「似ている」と判定されていることになる。これは、共通
の文字列  が中間に存在していることも考慮されるからである。 

 　 ○3ベクトル空間法（Vector Space Model） 
 各文 6） に含まれるすべての単語について 7） 、それら単語の出現回数
を列挙したものを考え、それを数学におけるベクトルとみなす。ベ
クトルとは数値の列のことである。これらのベクトルが似ているか
という判定は、それらのベクトルの表す列を座標として見た時、原
点からその座標への矢線と見ることができて、その場合、それらの
矢線がどれくらい近い方向を指しているか、すなわち、両ベクトル
間の角度が狭いかを測定することで行われる。方向が一致する場合
（角度の差がない場合）は、単語の出現回数の態様が同じ場合であり、
非常に似ている可能性が高い。ただし、単語の出現順が違う文でも
各単語の出現回数が同じであれば同じベクトルとなり、方向も一致
してしまうので、仮に方向が一致していても全く同じ文であるとは
限らない。 
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 　　［ベクトル空間法の例］ 
 次の2つの例文を対象として考える。 

 　　　　　1）   
 　　　　　2）   

 これらは、順に次のようなベクトルとして表される。 
 　　　　　1）のベクトル表現〈1，1，1，1，0〉 
 　　　　　2）のベクトル表現〈1，1，0，1，1〉 

 ここで、ベクトルの各要素は、順に、  、  、  、  、
  の出現回数を記したものである。この要素の順番の決
め方は任意であるが、比較対象に対しては同じ順番にしておく必
要がある。前述したように、ベクトル空間法では、これらのベク
トルがどれほど似ているかという判定は、両ベクトルを矢線と見
た時の方向がどれほど近いか、すなわち、両ベクトル間の角度が
どれほど狭いかの判定によって行う。その際の角度の求め方はベ
クトルの内積を利用する 8） 。まず、2つのベクトルをA、Bとし、
それらのなす角をθとする。さらに、それらの内積を「・」で表
記する時、ベクトル空間法による類似度の計算式は次の通りであ
る。 

 　　　　　類似度＝cosθ＝（A・B）/（|A||B|） 
 　　　具体的な計算の様子は次の通り。 
 　　　　　1）と2）の類似度＝（1×1＋1×1＋1×0＋1×1＋1×0）/ 
  （√（1 2 ＋1 2 ＋1 2 ＋1 2 ＋0 2 ）× 
  √（1 2 ＋1 2 ＋0 2 ＋1 2 ＋1 2 ）） 
 　 ＝3/（2×2） 
  ＝0.75 

 こうして、ベクトル空間法による類似度は0.75と判定される。
なお、cosθは角度θが0の時に1となるので、1に近い方が似て
いることになる。ここで、次の3つめの例文も同様にして、まず、
ベクトル化する。 

 　　　　　3）    
 　　　　　3）のベクトル表現〈1，1，1，1，1〉 

 この文と先の1）の文との類似度を同様に計算すると、0.9となる。
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こうして、この3番目の文はベクトル空間法によれば、2）の文よ
りも1）に似ていると判断されることになる。ちなみに、3）と2）
を比較しても、類似度は0.9となる。 

 　なお、 ○3の手法では、単語ごとに区切りがあるような言語を使用する
場合や、区切りを示す情報が付加されていることが条件になっている。
しかしながら、 ○1 や ○2の手法についても、単語ごとに区切っておき、そ
の単語を単位として、それぞれの手法を適用することが可能である。 

 第2節　類似度の計算方式 

 　本実験では、類似度を計算するために「編集距離」の考え方を採用す
ることとした。例規データ全体の性質が正確に把握されている訳ではな
い現状では、経験的な判断によって類似度の計算方法を選択せざるを得
なかった。そのため本実験では、様々な長さの条文を扱うことから、比
較対象の条文同士の文字数を揃えることができないため、 ○1 の方法は採
用せず、また、単語の順番が無視されてしまう ○3の方法も採用しないこ
とにした。その結果、消去法になるが、 ○2の編集距離による類似度判定
を採用することにしたのである。 
 　さらに、編集距離を採用するとしても、文字単位の編集距離ではなく、
単語単位によるものとした。先に例として示した、「distance」「database」
「instance」などにおける編集距離は文字単位での編集を想定したもので
あった。しかしながら、本実験ではこのような想定のままでは、不都合
が生じてしまう。それは、本実験は法令や自治体の例規を扱う局面を前
提としているので、例えば、自治体職員が、他の自治体の類似例規を探
そうとした時、市町村名の差異などは気にならないはずである。それに
も関わらず、類似度測定の基準に文字単位の編集距離の概念を導入する
と、市町村名の長さの違いが影響して検索結果が意図したものと異なっ
てしまうという不都合が生じるのである。例えば、次のような条例の一
部で考察してみよう。 

 「法令等に定めがあるとき、又は長沼町個人情報保護審査会の意見
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を聴いた上で」 
 「法令等に定めがあるとき、又は池田町個人情報保護審査会の意見
を聴いた上で」 

 この場合は、「長沼」を「池田」に書き換えるだけなので、編集距離は
2である。しかしながら、次の場合は異なる。 

 「法令等に定めがあるとき、又は倶知安町個人情報保護審査会の意
見を聴いた上で」 

 この場合は、「長沼」や「池田」を「倶治安」に換えることになるので、
自治体名の長さの違いから、長沼町や池田町の条文の文面と比較すると、
編集距離が3になってしまう。つまり、長い名前の自治体との間では、
短い長さの名前の自治体との間の場合に比べると、より似ていない、と
判断されてしまうのである。このようなことを避けるために、本実験で
は、文字単位ではなく、先に文を単語単位に区切っておき、その単語単
位での編集距離を算出することにしている。この例の場合であれば、空
白で区切ることにすると、それぞれ次のように表現可能である。 

 「法令 等 に 定め が ある とき 、又は 長沼町 個人情報保護審査
会 の 意見 を 聴いた 上 で」 
 「法令 等 に 定め が ある とき 、又は 池田町 個人情報保護審査
会 の 意見 を 聴いた 上 で」 
 「法令 等 に 定め が ある とき 、又は 倶知安町 個人情報保護審
査会 の 意見 を 聴いた 上 で」 

 このように空白などの区切りによって単語単位に分けておき、単語単位
で操作するものとすれば、この例ではどれも同じ語数になっているので、
単語単位での編集操作の回数も一致する。この場合は、「長沼町」を「池
田町」に書き換える場合も、「倶知安町」に書き換える場合も、いずれ
も1回の書き換えなので、編集距離は両方ともに1となる。 
 　ただし、このような方式にするためには、あらかじめ単語単位に区切っ



　論　　説　〈77〉

ておくという処理が必要になってくる。もちろん、人手で行う訳には行
かないので、コンピュータによって機械的に処理させる必要がある。そ
こで、そのための技術として「形態素解析（Morphological Analysis）」
と呼ばれるものが考案されている。形態素解析とは、文を構成している
単語ごとに区切り、何の品詞であるかを自動的に検出する技術である。
この技術では膨大な単語リスト（「辞書」と呼ばれる）などの準備を前
提としており、また文法のルールも取り入れて設計されている。このた
め、精度の高い形態素解析のソフトウェアを開発するためには大変な労
力が必要であるが、現在では日本語の形態素解析のためのフリーソフト
ウェアが配布されており 9） 、完成度も高いので多くの開発者がこれを利
用している。本実験でも、事前にこのような形態素解析のソフトウェア
を用いて単語ごとに区切られた条文を入力データとして準備しておい
た。なお、その際に用いた形態素解析用の単語リスト（辞書）は、法令
用にカスタマイズしたものを使用している。 

 第3節　スーパーコンピュータの利用 

 1．スーパーコンピュータとは 
　「スーパーコンピュータ」の定義は様々であるが、主に科学技術計算
向けの大規模なコンピュータを指すと考えて良い 10） 。用途として科学技
術計算である必然性がある訳ではない が、一般的にはそのような利用が
主流である。コンピュータは一般に、中央演算処理装置（CPU、Central 
Processing Unitの略）、メモリ、入出力インターフェースから成り、こ
れらが結線されて1台が構成されている。通常はこれらが1枚の基板に
載った構造をしている。このCPUが演算を行う本体であり、CPUの性
能が高いということはスーパーコンピュータにとっても重要である。
世界レベルのスーパーコンピュータでも、このCPU部分自体の開発に
多くのコストがかけられている。しかしながら、それでも、かつてほ
どの性能向上はなくなってきている。CPUの部分には、むしろ通常市
販されているようなCPUを少し改良した程度のものを使い、それを沢
山組み合わせることによって、性能向上を図っているケースが増えて
いる。CPUの性能を示す単位は、FLOPS（Floating-point Operations Per 
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Second）という単位であり、1秒間に実行できる浮動小数点演算の回数
を示している。例えば、2011年6月と11月の時点で世界一の性能を誇っ
ていた「京」と呼ばれる日本製のスーパーコンピュータの場合、8.6ペ
タFLOPSの性能であった 11） 。ペタとはテラの1000倍であり、ギガの
100万倍を示す単位である。最近のWindows用のPCに搭載されている
CPUには50ギガFLOPS程度のものが多い。実に2万倍近い性能である。
しかしながら、例えば、このPCを2万台持ってきて、うまく切り分け
た計算作業を同時実行させるなら、京と同じ性能になるとも言える。つ
まり、沢山のCPUを同時に動かすことで、並列処理を実現できれば、
短時間で処理できる（＝高速で処理できる）という訳である。実は、京
もこの原理で性能向上を図っているのである（もちろん、CPU自体の
性能や組合せの方式も優れている）。さらに、このやり方を徹底的に進
めて、単に多くのPCを結合して構成する形態のスーパーコンピュータ
も現在では数多く存在する。中には、秋葉原で部品を集めて、簡易のスー
パーコンピュータを作成している人もいるほどである。このようにPC
を多数つなげたような形で性能向上を図るタイプの大規模計算向けのコ
ンピュータは「PCクラスタ型」のコンピュータと呼ばれる。こうして、
単独のCPUの性能としては頭打ちになっているコンピュータを複数台
組み合わせて、うまく協調させることで、性能向上を図っているものが、
現在のスーパーコンピュータの主流である 12） 。このようなスーパーコン
ピュータの並列処理の能力を活用して、今回の実験は行われている。 

 2．問題の並列性 
 　こうした並列処理はどのようなケースでも実施可能な訳ではなく、
スーパーコンピュータには、それを生かせるケースと無意味になってし
まうケースが存在する。つまり、そもそも計算対象としている問題が並
列処理できる場合ならば、スーパーコンピュータの性能を引き出せるが、
その問題が並列処理できないタイプの場合は性能を引き出せないのであ
る。これは問題の持つ「並列性」として議論される。並列性のある問題、
すなわち、スーパーコンピュータの性能が生かせる作業課題には、同時
実行させたい作業がそれぞれ独立に実行可能な形で含まれている必要が
ある。逆に独立に作業を進めることができず、他の作業の影響を受ける
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ようなものは、他の作業の進行を見ながら進めるため、一種の待ち合わ
せ（＝同期）が発生してしまい、同時実行ができなくなる状況が生じて
しまう。このように、前の作業が終わってから次の作業に移るケースは、
「並列」ではなくて「逐次」と呼ばれるケースである。 
 　そこで、今回の実験も、スーパーコンピュータに適した問題かどうか
事前に吟味する必要があった。結論から言うと、並列性は存在し、ある
程度はそれを生かすことができた、と言える。しかしながら、満足の行
くまで並列性を引き出せるプログラミングができた訳ではない。それは、
まず一番基本となる編集距離を計算するアルゴリズムにおいて、2つの
比較対象の文字列を先頭から調べていく必要があるので、その部分は簡
単には並列化できないのである 13） 。つまり、この一番本質的な最小の作
業自体については、並列性は引き出せていない状態である。しかしなが
ら、この最小作業を1単位としてみれば、その単位作業はそれぞれ独立
した（並列して）実施が可能である。その単位作業は条文の一組の比較
計算なので、例規の全条文数の2乗に比例した回数の作業を実施する必
要があり、膨大な数の並列化可能な作業が本実験には含まれていること
になる。今回の実験の場合、その作業数（比較組合せ数）の概算は、約
15.5兆個である。そこで、問題の特性としては、コンピュータの並列度
が上がるほど、実際の問題処理の効果も生まれる関係にあるため、並列
性を持つ問題だと考えられる。このように並列実行できるCPUの台数
に比例して効果が現れるケースは、「台数効果」があると言われる。本
問題も、理論上は、15.5兆までの同時並列実行については、台数効果を
引き出せる問題であり、並列処理に適した問題と言える。 

 3．今回の問題へのスーパーコンピュータの適用 
 　先に示したようなスーパーコンピュータの定義に従えば、科学技術計
算に特化されている印象を受けてしまい、今回のような例規の類似度計
算などと言うものは、一見科学技術計算とは分野が異なるので、スーパー
コンピュータの導入について、違和感を覚える読者もおられるだろう。
しかしながら、これまで説明したように、スーパーコンピュータは、並
列処理によって、膨大な計算を短時間で行うことが要となっている。そ
の部分に着目すれば、本来我々の計算は、アルゴリズムを改造しても、
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単独のCPUでは170日もかかってしまう程の膨大なものであるが、そ
れを大幅に短縮できるのであるから、スーパーコンピュータの利用価値
は十分あると言えるだろう。さらに、今回のような計算は、今後、例規
データの更新に伴う追跡調査や類似性の尺度の変更などを行う際に度々
実行されるものである。それらの計算に毎回170日もかかっていたので
は、対応しきれなくなってしまう。このような事情からも、スーパーコ
ンピュータを利用して計算時間を大幅に短縮することは有意義であると
判断したのである。 
 　ここで、今回のスーパーコンピュータの利用方式について整理してお
く。ただし、処理の高速化などは、工学的な関心ごとであっても、本研
究のような法学分野での応用に対しては、付加的な話に過ぎないので、
技術的に立ち入った議論は避けて、簡単な説明に留める。これまでの議
論から、本実験では、スーパーコンピュータを用いた高速化のためには、
計算処理の並列化が必須であるので、主に次のような2つの並列化を実
施して高速化を図った。 

 　 ○1 メモリに対する書き込み 
 大量のデータをリセットする処理などである。 

 　 ○2同時比較による並列化 
 ある条文と別の条文を比較している間に使われるのは、それら条文
データだけであり、これらの条文データは計算中には全く変化しな
い。つまり同時参照が可能である。従って、同時に多くの条文の組
合せについて比較計算が可能である。 

 第3章　実験の状況と結果 

 第1節　スーパーコンピュータの利用 

 1．実験環境 
 　今回の実験で使用したスーパーコンピュータは、名古屋大学の情報基
盤センターに設置されている、Fujitsu FX1とFujitsu SPARC Enterprise 
M9000である 14） 。前者は閾値0.7で類似度を計算するケースに用い、後
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者は閾値0.9で計算するケースに用いた。本実験では、計算中に類似の
度合いがあまりに低いことが確定した段階で「似ていない」と判断して、
次の処理に移る方式を採っている。その際の足切りする度合いが、9割
以上の類似度のポイントをマークすることを条件とする場合と7割の場
合とに分けて計算を実施している。閾値とはこの値のことであり、9割
のケースの方を「閾値0.9」と記し、7割の方を「閾値0.7」と記してい
る。次の小節で詳解する。スーパーコンピュータは多くのユーザが共同
で利用しているため、空き状況の関係で、閾値0.7での計算の際には、
全体の1/4の計算については後者のスーパーコンピュータを用いた。こ
れらのスーパーコンピュータを利用した類似度計算の延べ計算時間は
16,578,705秒（約192日）であった。他のユーザの利用とも重なってい
たので最大の性能が出たわけではないが、それでも準備作業も含む実際
の利用日数は両ケース合わせて8日程度であり、十分効果があった。 

 2．入力データの状況 
 　今回計算対象となった入力データは、2009年5月25日の時点におい
て、Web等で例規を公開していた自治体のうち、Webページから容易
にテキスト部分をコピーできた802の自治体に対して、それらの全例規
を集めたものある。データ入手時の作業コストが比較的低く抑えられる
自治体を選んでいる。特に恣意性はなく、集めやすいものだけを集めた。
なお自治体総数は約1,700である。このようにして収集し入力した。総
例規数は455,372本である。それらの総条文数は5,595,807条、総項数
は8,881,750項である。なお、今回の実験では考慮しない、附則と別表
は除かれている。さらに、事前に形態素解析を行って、単語ごとに区分
された状態で入力される。例規本体の総データ量は2,577,442,428バイ
ト（約2.5ギガバイト）である。本計算は内部では条文と条文の比較を
行うので、条文同士の総組合せ分の編集距離計算が必要となる。その組
合せ数は5,595,807×5,595,806/2＝約15兆となるので、約15兆回の編
集距離計算を行うことになる。 

 3．計算方式と制約 
 　スーパーコンピュータでの計算に先立って、前処理として、次の2つ
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の処理を施したデータを用意しておき、これを入力データとしている。 

 　 ○1 附則と別表は取り除く。 
 　 ○2各条文を形態素解析して、単語ごとに区切りを入れる。 

 　計算アルゴリズムについては、前述のように「編集距離」の考え方を
採用しているが、文字単位ではなく、単語単位としている。また、1つ
の単語（形態素）の挿入、削除、置換の各操作1回について距離1とし
てカウントしている。この編集距離の値を基に、類似度の計算は次の式
で行っている。 
 　　類似度＝（（文字数－編集距離）×255）/文字数 
 ここで「文字数」とは、比較する2つの条文の文字列のうち長い方の
文字数である。こうして求めた類似度は、0～ 255までの段階で示され
る。255の場合は全く同じ文字列ということであり、0の場合は全く異
なるということである。なお、0～ 255の256段階としたのは、ちょう
ど1バイトで表現できるからであり、暫定的にこの256段階を採用して
いるだけである 15） 。 
 　次に、こうして求めた値をそのまま生かすことも可能であるが、無駄
な処理が多くなり、使用コストも桁外れに高いものとなるので、さほど
似ていないものは省く戦略を採用した。つまり、類似度がある値以上で
あれば「似ている」とし、それより小さい場合は「似ていない」と判定
して、似ていないものについては詳細な数値を計算せずに処理の足切り
をしてしまうのである。この足切りの値を「閾値」と呼んでいる。その
閾値として、今回の実験では、255段階の9割（約202）以下を「似て
いない」として足切りする場合と、7割（約157）以下を足切りする場
合の2つのケースで実施した。前述の通り、前者のケースを「閾値0.9」
と呼び、後者を「閾値0.7」と呼んでいる。閾値0.9の方がより厳しく類
似性をチェックしていることになるので、「似ている」と判定されるも
のが少なくなり、数少ない酷似したものだけが検出される。一方、それ
に比べて詳しく検査してから判断を下す閾値0.7の場合の方は処理に時
間がかかってしまう。実際、今回の実験でも0.7の方が約10倍の計算時
間を要した。ここで、閾値0.9と0.7ではどのように差異が現れるか、
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感覚的ではあるが、下記の実例によって示す。 

 　 ○1 岩手県金ケ崎町公告式条例　第1条 
 地方自治法 （昭和22年法律第67号） 第16条の規定に 基づく 公告式
は、この条例の定めるところによる。 

 　 ○2山形県朝日町公告式条例　第1条 
 地方自治法 （昭和22年法律第67号） 第16条の規定に 基く 公告式は、
この条例の定めるところによる。 

 　 ○3群馬県藤岡市公告式条例　第1条 
 地方自治法第16条の規定に 基づく 公告式は、この条例の定めると
ころによる。 

 　 ○1 の条文を基にした時、 ○2は閾値0.9以上の非常に類似した条文とし
て判定されていた。実際「基づく」と「基く」の1文字分の差しか現れ
ていない。これに対し、 ○3では「基づく」の部分は同じであるが、「（昭
和22年法律第67号）」の記述がないため、閾値0.9では足切りされてし
まい、似ていないと判断されてしまった。しかしながら、閾値を0.7に
下げたところ、 ○3も類似した条文と判定されている。 
 　このようにして類似度を求めた後に出力されるデータの量は非常に大
きなものとなり、1回のケースで約16テラバイト（16,000ギガバイト）
が出力されるので、圧縮して出力データを保存したり、転送したりする
必要がある。類似度を求める計算に比べれば些細であるが、それでも、
今回の実験の場合、1回のケースで延べ10日分程度の計算時間を要して
いる。もちろん、並列実行しているので、実際には6時間程度で済んで
いる。 
 　最後に、スーパーコンピュータを用いた計算によって作成された全条

4

文単位
4 4 4

の総当りの組合せに対する類似度判定結果の表を用いて、さらに、
例規単位
4 4 4 4

の全組合せに対する類似度も判定している。なお、この計算に
は、今回の実験では通常のPCを用いた。今回は閾値0.7の類似度のあ
る条文を例規中に7割以上含んでいる例規同士を類似例規として算出し
た。実際には、7割以外のケースについても算出している。これは部分
的に似ている例規がどれくらいあるかを確かめるための参考として計算
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したものである。 

 第2節　実験の結果 

 　本実験の結果、約9.6％が最低1つは7割以上の部分が類似する別の例
規が存在しているという結果であった。逆に言えば、90％以上の例規
はある程度独自性を持つように作成された可能性が高いか、様々な例規
を参照して組み合わせる形で作成された例規であると予想される。もち
ろん、そもそも例規の記法には規則があるので、スタイルや構成など、
部分的に似ている例規は数多く存在する。今回の実験でも、条文類似度
0.7の閾値で3割程度類似条文が含まれる例規を算出すると、全体の約
2/3を占めていた。さらに1割程度類似条文が含まれるケースであれば、
全体の9割を超えている。この結果からも、多くの例規が部分的に似て
いることは明白である。従来、経験的に、自治体例規には類似している
ものが多いことは指摘されてきた。そもそも、かつては総務省から準則
が示されたり、業者の準則集を参考にしたりして例規を作成することが
多かったので、その指摘は概ね正しいと思われてきたが、今回の調査に
よって、例規全体が似ているようなものが占める割合は1割程度である
から、丸ごと真似ているような例規は少ない、と言えることが実証され
た。一方で、直観を裏付ける実証として、一部が類似した例規は非常に
多いことも実証された。 
 　出力データのサイズについても記しておく。まず、条文単位

4 4 4 4

の組合せ
の類似度のデータは、一種の表形式になっており、約15.6兆エントリ
分の組合せ数で、約16テラバイトであった。なお、これを加工した例

4

規単位
4 4 4

の類似度データは、閾値0.7の出力データを基に作成したところ、
約103ギガバイトであった。 
 　また、今回の計算に要した計算機稼働時間は、条文類似度の閾値0.7
の場合が延べ14,843,181秒（約170日）であり、閾値0.9の場合が延べ
1,735,524秒（約20日）であった。準備作業や空き状況の影響が大き
いため、今回は両実験とも利用期間としては各4日を要した。もちろ
ん、それでも170日が4日になった訳であるので、大いにスーパーコン
ピュータの恩恵が得られたと言える。 
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 第4章　応用事例の紹介：アドバンスド条例データベース 

 　今回の実験で獲得できた自治体例規の類似性情報は、全国の自治体例
規の態様を分析する素材として利用可能であることは明白であるが、そ
の他にも、法制執務の作業の中で生かすことも可能である。本章ではそ
の応用方法の一例を示す。これは「アドバンスド条例データベース（以
下、「条例DB」と記す）」と命名されたシステムへの応用例である 16） 。
条例DBは、条例だけでなく規則も含む、自治体例規のデータベースで
あり、通常のデータベース・システムのようにキーワードで検索したり、
自治体名によって、その自治体の全例規を一覧し、必要に応じてその内
容を表示したりできるものである。多くの自治体の例規を集めているの
で、横断検索も行える。これらに加えて、各自治体の持つ様々な属性、
例えば、人口、面積、主要産業、主な交通などの情報を指定して検索を
行うこともできる。さらに、いくつかの例規を指定して、比較表を自動
作成する機能も備えている。このような機能の裏側では、実は例規間の
類似性の情報が活躍する。検索を試みた結果、膨大な例規のリストが表
示されることになるが、表示される例規があまりに多い場合、人手で1
つ1つ点検することは困難である。そこで、例規の類似度情報を使って、
自動的に形式的な分類をしてしまうのである。こうすることで、似てい
る例規をわざわざ探す必要がなくなり、さらに、似ている例規がどの程
度存在しているかということも一目で確認できるようになる。もちろん、
分類された各グループの分布度合いもある程度把握できる。 
 　この機能の例を図1に示す。これは、例規の名称に「減債基金」が含
まれる例規を検索し、その結果を自動的に分類してグループ化し、さら
に「ベンチマーク機能」によって、自動的に「ベンチマーク表」と呼ば
れる比較表まで作成して表示している様子を示している。ベンチマーク
機能とは、比較したい複数の自治体の対象例規を選択して、それらを項
目ごとに横並びになるように揃えて表形式で表示する機能である。立法
過程におけるこのような比較作業は「ベンチマーキング」と呼ばれてい
る 17） 。図の右下部分の表がベンチマーク機能によるベンチマーク表であ
る。ここでは、「処分」「委任」「積立て」「積立額」「管理」などが比較
されており、例えば「積立て」という項目は国分寺市にはないが、逆に「積
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立額」という項目は国分寺市にだけある、ということなどが一目で分か
る。さらに、詳しく条文単位で比較するために、「管理」の項目をクリッ
クすることによって、現在表示されているように「管理」という項目の
該当条文本体が表示される。これを見ると、ここで表示されている4つ
の自治体は、すべて「管理」という項目を含むが、条文内容を確認する
と、グループ1に分類されたつくばみらい市と国分寺市の条文は酷似し
ており、グループ2に分類されたものとは異なる。その一方で、グルー
プ2に分類された金ケ崎町と大潟村は酷似した条文となっていることも
分かる。このように類似度情報に基づき自動的にグルーピングすること
で、実際に似ているもの同士がまとめられていることが分かるであろう。
グルーピングは、各例規について、その類似例規をすべて集めることで
実現している。 
 　ここで、この機能の使い方の手順を簡単に示す。まず、通常のWeb
上のデータベースのように、本システムは検索キーワードが入力される
と、それがタイトルや本文に含まれるような例規を検索して一覧表示し、
その際に自動的に類似例規を分類して、右上のエリアにグループ化して
表示する。ユーザはその中から、ベンチマーク表で比較したい例規だけ
を選択する。それらのタイトルの前にあるチェックボックスをチェック
すれば選択できる。そうすると、システムが選択された例規のみを対象
にして、自動的にベンチマーク表を作成して表示する。さらに条文の文
面を表示させて比較したい場合には、その項目をクリックするだけで表
示させることができる。図1のケースも「管理」の項目名のところをク
リックした後に、右下のベンチマーク表内に条文内容が表示された状態
のものである。 
 　この他にも、この類似度情報によって、準則のような例規のテンプレー
トを既存の例規から自動的に合成できる可能性が生まれる。これは、類
似した例規の差異部分が、可変の部分となり、そこを空白にしてやれば、
テンプレートを作成することができるからである。この実装方式につい
ては、本稿の直接の対象ではないため、別の機会に報告する。 
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 第5章　まとめ 

 　本稿では例規が公開されている自治体のうち、約800団体の全例規を
対象に、そのすべての組合せについて、形式的な類似度を編集距離の手
法によって算出し、その結果を利用した応用事例を報告した。計算結果、
約1割が全体的に類似した例規が他に存在する例規であり、約9割が部
分的に類似した例規が他に存在する例規であることが明らかとなった。
また、応用事例としては、アドバンスド条例データベースとして提供す
るシステムの検索機能を強化するために利用できることを示した。その
機能強化とは検索結果を類似例規ごとに自動で分類することである。 
 　今後の課題としては、今回計算結果として取得した膨大な類似度情報
のデータを様々な観点から分析して、全国の例規の状況をより詳細に実
証的な形で把握できるような試みを予定している。また、今回利用した
例規データは、3年前にe-Legislationの研究を開始した時点で集めたも
のであるため、更新されている例規や新たな例規のデータを収集して、
最新の状況を把握したいと考えている。 
 　最後に、本実験の遂行に当たっては、その準備段階の試験的な実験に
おいて、名古屋大学の情報基盤センターの試用サービスを利用させて頂
いており、さらに、今回の実験は平成24年度科学研究費補助金基盤研
究（A）の研究課題「e-Legislationに基づく法制執務方法論の情報科学
的基礎付けと検証」の予算によって実施されたものである。 

 注 
 1）拙著「e-Legislationの構想―情報処理としての立法過程」名古屋大學法政論集

241号〈1〉―〈26〉頁（2011年）。 

 2）例えば、石毛正純『法制執務詳解〈新版〉』ぎょうせい（2008年）などは初版

の1983年から長い間利用されている。 

 3）例えば、竹中要一・若尾岳志「地方自治体の例規比較に用いる条文対応表の自

動生成」言語処理学会第17回年次大会発表論文集（2011年）520 ― 523頁は、2つ

の自治体の「青少年保護に関する条例」についてのみ、詳細に類似性を算出する

研究であるが、データの規模が小さく、むしろ計算技術的な関心の研究であり、

我々の研究関心とは異なるものである。 
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 4）「ハミング距離」や「編集距離」など、「距離」という用語法に違和感を持つ読

者もいるだろう。数学では「距離」と言う場合、我々が日常的に用いている地理

的な意味での距離の概念を抽象化して用いている。直観的な言い方で「遠い」「近

い」の比喩を用いて数値的に語ることのできるものは、大抵「距離」という言い

方で数学的に定義可能である。例えば、ある2つの概念が似ているか否かを表現

する際に、比喩的に「その2つは結構近い概念だ」などと言うことがあるだろう。

この場合には、概念の類似性を距離的に捉えているものとみなされる。ただし、

何らかの手法で数値的に計測できない場合は、「距離」とは言えないので、その

ままでは、単なる比喩表現で終わってしまう。例えば、犬と猫の類似性を距離概

念で表現するとすれば、まず、類似度を数値的に計測できるような定義として、

自分達の議論に都合の良いものであれば何でも良いので、何らかの定義を与える。

例えば、特定の遺伝子パタンが現れる個数とか、哺乳類の進化図の上で、まさに

物理的距離を測定するとか、特定の書物に現れる回数とか、何でも良いのである。

こうして数値化して、その値が近いもの（差が小さいもの）を「距離が近い」と

考え、「似ている」と判断するのである。大事なことは客観的に他者と共有でき

る基準やルールを作ることであり、数学的な発想はそこに意義があると考えられ

る。なお、今回利用する「編集距離」の「距離」と言う語にどうしても違和感が

ある場合は、単に、固有名詞であり、情報科学分野の慣例によるものだと考えて

頂いて構わない。 

 5）編集距離には、いくつかのバリエーションが提案されている。置換の操作を削

除と挿入の2操作としてカウントする方法などもある。歴史的に見て、最初に編

集距離の方法を情報科学の分野に導入したのは、1965年のV. I. レーベンシュタ

インのロシア語による論文であると言われている。この論文では、デジタルな信

号としての0と1を使った列に対応した、削除、挿入、置換（実際には、0を1に、

1を0にするだけなので、この論文では「反転」と呼んでいる）の操作で信号伝

送の品質を論じているものであり、文字列の類似性という問題としては捉えられ

ていないし、「編集距離」という用語も出現していない。しかしながら、この業

績にちなんで、今回採用した、削除、挿入、置換を1操作とする編集距離は「レー

ベンシュタイン距離」と呼ばれる。なお、本稿ではこの論文の英訳版である次の

論文を参照した。Levenshtein, V. I. “Binary codes capable of correcting deletions, 

insertions, and reversals”, Soviet Physics-Doklady, vol. 10, no. 8, pp. 707 ― 710 (1966). 

 6）ベクトル空間法では、通常、文ではなく、文章や文書を単位とする場合が多い。 
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 7）単語単位ではなくて、無理矢理文字単位にして、文字の出現数についてベクト

ル化することも理論上は可能であるが、通常、あまり効果がないと思われる。 

 8）なお、要素数が3以下であれば、それは3次元以下という意味であり、高等学

校の数学の範囲内であるが、ベクトル空間法で扱う多くの問題では、要素数は出

現単語の種類分だけ必要なので、ほとんどの場合、高等学校の範囲外の4以上の

要素数（4次元以上）となってしまう。しかしながら、内積の計算方法は次元が

高くなってもほぼ同様であり単純なプログラミングでも計算可能である。すなわ

ち、それぞれ対応する要素を乗じたものをすべて合計するという計算方法である。 

 9）松本裕治教授らによって開発され無償で配布されている「茶筌」と呼ばれる日

本語の形態素解析システムが著名である。本稿執筆時点での最新版の配布サイト

のURLはhttp://chasen-legacy.sourceforge.jp/である。 

 10）次の定義による。小柳義夫他『計算科学　別巻　スーパーコンピュータ』岩

波書店（2012年）ⅴ頁。以下、「スパコン」で参照する。 

 11）前出「スパコン」158頁。なお、本稿執筆中の2012年6月18日に、この記録

がやぶられ、京は世界第2位となったという報道があった。本稿執筆時点での第

1位は米国の「セコイア」と呼ばれる IBM社製のスーパーコンピュータである。 

 12）さらに、市場で出回っているCPUに付属する特殊計算のユニットを付けて

スーパーコンピュータ用のCPUを構成している場合もある。この特殊計算のユ

ニットとは「アクセラレータ」と呼ばれる類のユニットであり、中には、家庭用

ゲーム機の部品を少し改良して作成されたものもある。このようにスーパーコン

ピュータと言っても、何か想像を絶する技術で構成されたものではなく、ものに

よっては、随分ありふれたものから成り立っている。逆に考えると、そのように

安価で大量に売られるからこそ、より最先端の技術を追求するための莫大な開発

費や研究費を捻出できるのだと考えられる。 

 13）技術的には、一般に、編集距離を算出するアルゴリズムでは「動的計画法

（Dynamic Programming）」という方式が用いられており、この方式では、ある時

点までの計算結果を知ることによって次の計算を進めるという手順が核となる方

式なので、そもそも逐次的であり、並列化するには工夫が必要であろう。 

 14）Fujitsu FX1はCPUチップSPARC64 Ⅶ、動作周波数2.5ギガHz、4コア構成

である。これが1CPUで1ノードとして、768ノード結合されている。1ノード

で32ギガバイトの主記憶を持つ。理論演算性能としては1ノード当たり40ギ

ガFLOPSなので、全体では約30.7テラFLOPSの性能である。OSはSolarisで
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ある。分散並列処理向けのスーパーコンピュータである。一方、Fujitsu SPARC 

Enterprise M9000はCPUチップSPARC64 Ⅶ、動作周波数2.5ギガHz、4コア構

成である。これが32CPUで1ノードとして、3ノード結合されている。1ノード

で1テラバイトの主記憶を持つ。理論演算性能としては1ノード当たり約1.28テ

ラFLOPSなので、全体では約3.8テラFLOPSの性能である。OSはSolarisであ

る。こちらはノード構成から分かるように、32台のCPUで1つの主記憶を共有

しており、いわゆる共有メモリ型スカラ並列計算機というカテゴリのスーパーコ

ンピュータである。なお、これらの仕様の詳細は名古屋大学の情報基盤センター

のホームページ（2012年6月22日現在のURLはhttp://http://www2.itc.nagoya-u.

ac.jp/）の「利用案内・プロジェクト公募等」の「新システム利用のためのドキュ

メント」より参照できる。 

 15） 今回の実験では最終出力は閾値による足切りによって「似ている」「似ていな

い」の2値となるので、1バイトでなく1ビットで十分表現可能であるが、今後

の詳細な分析のために1バイトで出力する仕様のプログラムを用いている。 

 16）拙著「e-Legislation環境の構築へ向けて―情報科学を応用した立法過程の作業

支援―」情報ネットワークローレビュー 11号（2012年）、印刷中。 

 17）田中孝男『条例づくりへの挑戦―ベンチマーキング手法を活用して』信山社

（2002年）12 ― 32頁。なお、この著作を参照しながら、牧野稔『条例で学ぶ政策

づくり入門』東京法令出版（2009年）80 ― 83頁ではベンチマーキングのための表

のイメージを図示している。 


