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• 約７８０の法令の英語訳を公開

• 一日当たり平均１０万回以上のページアクセス

• 世界８６以上の国や地域からアクセスあり

専用ホームページを運用
「日本法令外国語訳データベースシステム（JLT）」

• 「法令用語日英標準対訳辞書」（約３８００用語登載）

• 「法令翻訳の手引き」（法令翻訳の際に注意すべき点を取りまとめた手引き書）

翻訳のルールとなる省庁統一的指針を公開

現 状
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✓ 経済財政運営と改革の基本方針２０２０（骨太の方針）（令和２年７月 閣議決定）

「司法分野でのICT化・AI技術活用を推進し，国際仲裁等の紛争解決手続や法令外国語訳への

アクセスを強化する」

✓ 成長戦略フォローアップ（令和２年７月 閣議決定）
「法令の外国語訳の迅速化（機械翻訳の活用を含む）及び法令翻訳の公開用ホームページの
機能の強化に取り組む」

✓ 対日直接投資推進会議決定
「グローバル・ハブを目指した対日直接投資促進のための政策パッケージ」

（平成２８年５月）
対日直接投資を呼び込むため，
①高品質を維持するためのチェック体制を構築し
②２０２０年度までに新たに５００以上の法令の外国語訳の公開を目指す

「地域への対日直接投資 集中強化・促進プログラム」（平成３１年４月）
ＡＩの活用等，法令の外国語訳の抜本的加速に向けた方策や，よりユーザー目線に立った翻訳
提供の在り方を検討する

政府の最重要施策としての位置付け １
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✓ 経協インフラ戦略会議決定

○ インフラシステム輸出戦略（令和元年度改訂版）（令和元年６月）

「我が国のビジネス関係法令の高品質な英訳を迅速に作成し，（中略）このような英訳を
海外に発信することを通じ（中略）我が国企業が国際競争力を強化する前提となる情報
基盤を整備」

✓ 知的財産戦略本部決定

○ 知的財産推進計画２０２０（令和２年５月）

「我が国の知財関係等のニーズが高い法分野に関する法令及びその関連情報（法改正
の概要情報等）の高品質な英訳情報提供の拡充に向け，法改正等に即応した迅速な翻
訳のための体制整備（機械翻訳の活用に向けた調査検討を含む。）と利便性の高い利
用環境整備を推進し，より効果的・積極的に海外発信する」
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政府の最重要施策としての位置付け ２



日本法令の国際発信の推進に向けた

官民戦略会議【R1．１２ 新設】
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近 時 の 取 組 ①
① 政府の取組の「司令塔」となる官民会議体を新たに立上げ

・Ｒ１．１２．４
「日本法令の国際発信の推進に向けた官民戦略会議」第１回 開催

民側構成員
○ 日本経済団体連合会
○ 欧州ビジネス協会
○ 国際商取引学会
○ 在日米国商工会議所
○ 日米法学会 ○ 日本商工会議所
○ 日本弁護士連合会

官側構成員

○ 内閣官房 ○ 内閣府
○ 法務省 ○ 外務省

オブザーバー
○ 日本貿易振興機構
○ 日本法令外国語訳推進会議・座長

座長

法令外国語訳推進のための
基盤整備に関する関係省庁連絡会議

【構成】各府省庁の官房長・審議官クラス
【内容】

○ 「翻訳整備計画」の策定
○ 「日英標準対訳辞書」のバージョンアップ

日本法令外国語訳推進会議

【内容】
○ 個別の翻訳法令の品質検査
○ 「日英標準対訳辞書」等の

検討

幹事会

【内容】

「翻訳整備計画」
のフォローアップ
等



6

近 時 の 取 組 ②
② 先行的取組として，「法令概要情報」の翻訳提供を開始
・ Ｒ１．９～ 法務省が，「改正法律の概要情報」の英訳公開を開始
・ Ｒ１．１０～ 法務省が，「国会提出法案の概要情報」の英訳公開を開始

③ 関係各府省庁で，翻訳の迅速化を図る取組の検討開始

（例えば，法務省では，省内タスク・フォースを立上げ，改正法成立後即日の翻訳公開を実施）

④ 最新法文・翻訳ルールへのアップデートのため，総点検作業を実施
⑤ 翻訳工程におけるＡＩ翻訳の導入可能性につき本格調査を開始

改正法律の概要情報（例）

民事執行法等一部改正法(R1.5成立）



統計資料
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■ 年度別公開法令数（改正対応含む）

■ 累計公開法令数

日本法令外国語訳データベースシステム
公開翻訳法令数

※ 令和2年9月末時点の数値

470本


公開法令数の推移 (2)

				※H30年度は2018年11月末時点の数値。 ネンド ネン ガツ マツ ジテン スウチ





累計公開法令数の推移

公開法令数	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	248	274	301	338	402	508	573	642	733	759	780	

公開法令数（グラフ）









年度別公開法令数（改正法対応含む）	112



H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	49	32	37	48	81	126	97	96	112	130	35	累計公開法令数	733

[値]



H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	248	274	301	338	402	508	573	642	733	759	780	



累計公開法令数の推移（グラフ）

				※H30年度は2018年11月末時点の数値。 ネンド ネン ガツ マツ ジテン スウチ





累計公開法令数の推移

公開法令数	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	248	274	301	338	402	508	573	642	733	

グラフのデータ

				公開件数及び公開法令数 コウカイ ケンスウ オヨ コウカイ ホウレイ スウ

								H22年度 ネンド		H23年度 ネンド		H24年度 ネンド		H25年度 ネンド		H26年度 ネンド		H27年度 ネンド		H28年度 ネンド		H29年度 ネンド		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド

				1		公開件数 コウカイ ケンスウ		49		32		37		48		81		126		97		96		112		130		35

				2		公開法令数 コウカイ ホウレイ スウ		42		26		27		37		64		106		65		69		91		26		21

				3		公開法令数 コウカイ ホウレイ スウ		248		274		301		338		402		508		573		642		733		759		780

						※1の件数は，その年度に本公開した新規法令及び改正法令の延べ数。 ケンスウ ネンド ホン コウカイ シンキ ホウレイ オヨ カイセイ ホウレイ ノ カズ

						※2の件数は，その年度に公開した新規法令の数（３０年度以降，暫定公開中の法令を含む）。 ケンスウ ネンド コウカイ シンキ ホウレイ カズ ネンド イコウ ザンテイ コウカイ チュウ ホウレイ フク

						※3の公開法令数は，正に公開されている法令の数。 コウカイ ホウレイ スウ マサ コウカイ ホウレイ カズ

								H22年度 ネンド		H23年度 ネンド		H24年度 ネンド		H25年度 ネンド		H26年度 ネンド		H27年度 ネンド		H28年度 ネンド		H29年度 ネンド		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド

				1		公開件数 コウカイ ケンスウ		49		32		37		48		81		126		97		96		112		130		35

								H22年度 ネンド		H23年度 ネンド		H24年度 ネンド		H25年度 ネンド		H26年度 ネンド		H27年度 ネンド		H28年度 ネンド		H29年度 ネンド		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド

				3		公開法令数 コウカイ ホウレイ スウ		248		274		301		338		402		508		573		642		733		759		780

								H22年度 ネンド		H23年度 ネンド		H24年度 ネンド		H25年度 ネンド		H26年度 ネンド		H27年度 ネンド		H28年度 ネンド		H29年度 ネンド		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド

						1日当たり平均アクセス数 ニチ ア ヘイキン スウ		167,000		83,000		94,000		62,000		54,000		57,000		52,000		63000		111000		102000		126000

								H22年度 ネンド		H23年度 ネンド		H24年度 ネンド		H25年度 ネンド		H26年度 ネンド		H27年度 ネンド		H28年度 ネンド		H29年度 ネンド		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度 ネンド

				1		年度別公開法令数（改正法対応含む） ネンド ベツ コウカイ ホウレイ カズ カイセイホウ タイオウ フク		49		32		37		48		81		126		97		96		112		130		35

				3		累計公開法令数 ルイケイ コウカイ ホウレイ スウ		248		274		301		338		402		508		573		642		733		759		780

						1日当たり平均アクセス数 ニチ ア ヘイキン スウ		167,000		83,000		94,000		62,000		54,000		57,000		52,000		63,000		111,000		102,000		126,000





アクセス数（月別）

		法令外国語訳ホームページへのアクセス状況

		平成30年10月31日 ヘイセイ ネン ガツ ニチ						平成30年10月31日現在

		年 ネン		月 ツキ		月合計 ツキ ゴウケイ		一日当たり イチニチ ア		平均アクセス数 ヘイキン スウ

		平成21年 ヘイセイ ネン		4月		626,000		21,000		96,000

				5月		806,000		26,000

				6月		1,200,000		40,000

				7月		1,246,000		40,000

				8月		1,743,000		56,000

				9月		2,259,000		75,000

				10月		2,327,000		75,000

				11月		3,940,000		131,000

				12月		4,852,000		157,000

		平成22年 ヘイセイ ネン		1月		7,198,000		232,000

				2月		3,725,000		133,000

				3月		4,957,000		160,000

				4月		5,963,000		199,000		167,000

				5月		6,110,000		197,000

				6月		6,782,000		226,000

				7月		6,827,000		220,000

				8月		6,365,000		205,000

				9月		5,958,000		199,000

				10月		4,996,000		161,000

				11月		4,088,000		136,000

				12月		3,645,000		118,000

		平成23年 ヘイセイ ネン		1月		3,993,000		129,000

				2月		3,315,000		118,000

				3月		3,033,000		98,000

				4月		2,719,000		91,000		83,000

				5月		2,366,000		76,000

				6月		1,805,000		60,000

				7月		1,562,000		50,000

				8月		2,244,000		72,000

				9月		2,087,000		70,000

				10月		2,518,000		81,000

				11月		3,111,000		104,000

				12月		2,739,000		88,000

		平成24年 ヘイセイ ネン		1月		3,025,000		98,000

				2月		2,944,000		102,000

				3月		3,267,000		105,000

				4月		2,894,000		96,000		94,000

				5月		2,883,000		93,000

				6月		2,698,000		90,000

				7月		3,245,000		105,000

				8月		2,960,000		95,000

				9月		3,114,000		104,000

				10月		3,119,000		101,000

				11月		2,990,000		100,000

				12月		2,677,000		86,000

		平成25年 ヘイセイ ネン		1月		2,823,000		91,000

				2月		2,507,000		90,000

				3月		2,332,000		75,000

				4月		2,534,000		84,000		62,000

				5月		2,863,000		92,000

				6月		1,992,000		66,000

				7月		2,342,000		76,000

				8月		1,764,000		57,000

				9月		1,327,000		44,000

				10月		1,662,000		54,000

				11月		1,732,000		58,000

				12月		1,765,000		57,000

		平成26年 ヘイセイ ネン		1月		1,755,000		57,000

				2月		1,513,000		54,000

				3月		1,346,000		43,000

				4月		1,519,000		51,000		54,000

				5月		1,398,000		45,000

				6月		1,671,000		56,000

				7月		1,723,000		56,000

				8月		1,850,000		60,000

				9月		1,469,000		49,000

				10月		1,422,000		46,000

				11月		1,662,000		55,000

				12月		1,603,000		52,000

		平成27年 ヘイセイ ネン		1月		1,524,000		49,000

				2月		1,766,000		63,000

				3月		2,010,000		65,000

				4月		1,485,000		50,000		57,000

				5月		1,733,000		56,000

				6月		1,614,000		54,000

				7月		1,619,000		52,000

				8月		2,573,000		83,000

				9月		1,769,000		59,000

				10月		1,729,000		56,000

				11月		1,533,000		51,000

				12月		1,581,000		51,000

		平成28年 ヘイセイ ネン		1月		1,694,000		55,000

				2月		1,592,000		55,000

				3月		1,867,000		60,000

				4月		1,596,000		53,000		52,000

				5月		1,632,000		53,000

				6月		1,799,000		60,000

				7月		1,559,000		50,000

				8月		1,690,000		55,000

				9月		1,498,000		50,000

				10月		1,628,000		53,000

				11月		1,461,000		49,000

				12月		1,560,000		50,000

		平成29年 ヘイセイ ネン		1月		1,442,000		47,000

				2月		1,543,000		55,000

				3月		1,665,000		54,000

				4月		1,452,000		48,000		63,000

				5月		1,520,000		49,000

				6月		1,589,000		53,000

				7月		1,580,000		51,000

				8月		1,672,000		54,000

				9月		1,603,000		53,000

				10月		2,073,000		67,000

				11月		2,184,000		73,000

				12月		2,225,000		72,000

		平成30年 ヘイセイ ネン		1月		2,461,000		79,000

				2月		2,072,000		74,000

				3月		2,458,000		79,000

				4月		3,102,000		100,000		112,000

				5月		3,103,000		100,000

				6月		4,042,000		130,000

				7月		3,318,000		107,000

				8月		3,430,000		111,000

				9月		3,552,000		115,000

				10月		3,765,000		121,000

				11月				0

				12月				0

		平成31年 ヘイセイ ネン		1月				0

				2月				0

				3月				0

				4月				0

				5月				0

				6月				0

				7月				0

				8月				0

				9月				0

				10月				0

				11月				0

				12月				0

		平成32年 ヘイセイ ネン		1月				0

				2月				0

				3月				0

				4月				0

				5月				0

				6月				0

				7月				0

				8月				0

				9月				0

				10月				0

				11月				0

				12月				0

		平成33年 ヘイセイ ネン		1月				0

				2月				0

				3月				0

				4月				0

				5月				0

				6月				0

				7月				0

				8月				0

				9月				0

				10月				0

				11月				0

				12月				0

		平成34年 ヘイセイ ネン		1月				0

				2月				0

				3月				0







アクセス元ドメイン別

		全体																.ｊｐ内訳

		第１ドメイン		ドメイン種類		アクセス元数				第１ドメイン		ドメイン種類		アクセス元数				第１ドメイン		第２ドメイン		ドメイン種類		アクセス元数

		jp		日本		1474785		84.6%		vn		ヴェトナム		480		その他 ホカ		jp		ne		ネットワーク		1171945		79.5%

		net		ネットワーク						kz		カザフスタン		467		その他 ホカ		jp		or		各種法人・組織		109294		7.4%

		com		商用						ie		アイルランド		466		その他 ホカ		jp		ad		指定事業者等		70772		4.8%

		de		ドイツ		24084		1.4%		by		ベラルーシ		466		その他 ホカ		jp		ac		学術組織		17642		1.2%

		br		ブラジル		23820		1.4%		mil		米・軍事組織						jp		commufa		ISPコミュファ		11271		0.8%

		th		タイ		20318		1.2%		info		制限なし						jp		bbexcite		ISPBBエキサイト		10020		0.7%

		au		オーストラリア		17896		1.0%		pe		ペルー		437		その他 ホカ		jp		bbiq		任意団体		9015		0.6%

		ru		ロシア連邦		16074		0.9%		uy		ウルグアイ		431		その他 ホカ		jp		itscom		ISP東急沿線		8124		0.6%

		cn		中国		14187		0.8%		biz		ビジネス用						jp		co		商用		7784		0.5%

		it		イタリア		11833		0.7%		gh		ガーナ		405		その他 ホカ		jp		j-cnet		ISP　JCNet		3504		0.2%

		edu		米・学術機関						uz		ウズベキスタン		404		その他 ホカ		jp		zoot		ISPインターリンク		2155		0.1%

		in		インド		10491		0.6%		md		モルドバ		386		その他 ホカ		jp		go		政府組織		1321		0.1%

		fr		フランス		8839		0.5%		gov		米・政府組織						jp		fenics		ISP富士通ネットワーク		579		0.0%

		pl		ポーランド		7665		0.4%		ir		イラン		344		その他 ホカ		jp		lg		地方公共団体		326		0.0%

		sg		シンガポール		7058		0.4%		lu		ルクセンブルク		338		その他 ホカ		jp		ed		初等・中等教育機関		280		0.0%

		ca		カナダ		6807		0.4%		ec		エクアドル		331		その他 ホカ		jp		その他				50,753		3.4%

		mx		メキシコ		6681		0.4%		gt		グアテマラ		304		その他 ホカ				合計				1,474,785		100.0%

		uk		イギリス		6152		0.4%		bd		バングラデシュ		301		その他 ホカ

		tw		台湾		5834		0.3%		do		ドミニカ共和国		298		その他 ホカ

		id		インドネシア		5410		0.3%		jo		ヨルダン		277		その他 ホカ

		nl		オランダ		5034		0.3%		kr		韓国		264		その他 ホカ

		nz		ニュージーランド		4131		0.2%		tv		ツバル		243		その他 ホカ

		eu		ヨーロッパ連合						py		パラグアイ		229		その他 ホカ

		tr		トルコ		4009		0.2%		ba		ボスニア・ヘルツェゴビナ		222		その他 ホカ				その他 ホカ		62155		3.6%

		ch		スイス		3492		その他 ホカ		mn		モンゴル		199		その他 ホカ

		my		マレーシア		3437		その他 ホカ		ma		モロッコ		185		その他 ホカ

		ar		アルゼンチン		3158		その他 ホカ		is		アイスランド		173		その他 ホカ

		be		ベルギー		3109		その他 ホカ		kg		キルギスタン		173		その他 ホカ

		ua		バチカン市国		2542		その他 ホカ		sa		サウジアラビア		170		その他 ホカ

		ro		ルーマニア		2476		その他 ホカ		eg		エジプト		146		その他 ホカ

		se		スウェーデン		2383		その他 ホカ		DSNET		不明

		hu		ハンガリー		2328		その他 ホカ		mz		モザンビーク		69		その他 ホカ

		at		オーストリア		2206		その他 ホカ		si		スロベニア		63		その他 ホカ

		pt		ポルトガル		2188		その他 ホカ		ug		ウガンダ		58		その他 ホカ

		gr		ギリシャ		2160		その他 ホカ		mu		モーリシャス		48		その他 ホカ

		org		非営利組織用						int		国際機関

		es		スペイン		2062		その他 ホカ		aw		アルバ		21		その他 ホカ

		cz		チェコ		1935		その他 ホカ		invalid		不明

		fi		フィンランド		1861		その他 ホカ		coop		協同組合

		co		コロンビア		1803		その他 ホカ		yu		ユーゴスラビア		8		その他 ホカ

		hk		香港		1800		その他 ホカ		adsl		不明

		ci		コートジボアール		1363		その他 ホカ		sc		セイシェル		3		その他 ホカ

		za		南アフリカ共和国		1346		その他 ホカ

		il		イスラエル		1214		その他 ホカ				合計		1,743,263

		PH		フィリピン		1118		その他 ホカ

		cl		チリ		1112		その他 ホカ

		dk		デンマーク		964		その他 ホカ

		arpa		ネット管理用特殊TLD

		no		ノルウェー		920		その他 ホカ

		ae		アラブ首長国連邦		880		その他 ホカ

		pk		パキスタン		877		その他 ホカ

		hr		クロアチア		876		その他 ホカ

		lt		リトアニア		828		その他 ホカ

		us		アメリカ合衆国		779		その他 ホカ

		sk		スロバキア		767		その他 ホカ

		bg		ブルガリア		599		その他 ホカ

		kh		カンボジア		584		その他 ホカ

		ee		エストニア		579		その他 ホカ
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日本法令外国語訳データベースシステム
1日当たり平均ページアクセス数

※ 令和2年9月末時点の数値


公開法令数の推移 (2)

				※H30年度は2018年11月末時点の数値。 ネンド ネン ガツ マツ ジテン スウチ





累計公開法令数の推移

公開法令数	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	248	274	301	338	402	508	573	642	733	

累計公開法令数の推移（グラフ）

				※H30年度は2018年11月末時点の数値。 ネンド ネン ガツ マツ ジテン スウチ





累計公開法令数の推移

公開法令数	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	248	274	301	338	402	508	573	642	733	

アクセス件数（グラフ）





1日当たり平均アクセス数	



H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	62000	54000	57000	52000	63000	111000	102000	126000	



グラフのデータ

				公開件数及び公開法令数 コウカイ ケンスウ オヨ コウカイ ホウレイ スウ

								H22年度 ネンド		H23年度 ネンド		H24年度 ネンド		H25年度 ネンド		H26年度 ネンド		H27年度 ネンド		H28年度 ネンド		H29年度 ネンド		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度

				1		公開件数 コウカイ ケンスウ		49		32		37		48		81		126		97		96		112		130		35

				2		公開法令数 コウカイ ホウレイ スウ		42		26		27		37		64		106		65		69		91		26		21

				3		公開法令数 コウカイ ホウレイ スウ		248		274		301		338		402		508		573		642		733		759		780

						※1の件数は，その年度に本公開した新規法令及び改正法令の延べ数。 ケンスウ ネンド ホン コウカイ シンキ ホウレイ オヨ カイセイ ホウレイ ノ カズ

						※2の件数は，その年度に公開した新規法令の数（３０年度以降，暫定公開中の法令を含む）。 ケンスウ ネンド コウカイ シンキ ホウレイ カズ ネンド イコウ ザンテイ コウカイ チュウ ホウレイ フク

						※3の公開法令数は，正に公開されている法令の数。 コウカイ ホウレイ スウ マサ コウカイ ホウレイ カズ

								H22年度 ネンド		H23年度 ネンド		H24年度 ネンド		H25年度 ネンド		H26年度 ネンド		H27年度 ネンド		H28年度 ネンド		H29年度 ネンド		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度

				1		公開件数 コウカイ ケンスウ		49		32		37		48		81		126		97		96		112		130		35

								H22年度 ネンド		H23年度 ネンド		H24年度 ネンド		H25年度 ネンド		H26年度 ネンド		H27年度 ネンド		H28年度 ネンド		H29年度 ネンド		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度

				3		公開法令数 コウカイ ホウレイ スウ		248		274		301		338		402		508		573		642		733		759		780

								H22年度 ネンド		H23年度 ネンド		H24年度 ネンド		H25年度 ネンド		H26年度 ネンド		H27年度 ネンド		H28年度 ネンド		H29年度 ネンド		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度

						1日当たり平均アクセス数 ニチ ア ヘイキン スウ		167,000		83,000		94,000		62,000		54,000		57,000		52,000		63,000		111,000		102,000		126,000

								H22年度 ネンド		H23年度 ネンド		H24年度 ネンド		H25年度 ネンド		H26年度 ネンド		H27年度 ネンド		H28年度 ネンド		H29年度 ネンド		H30年度 ネンド		R1年度 ネンド		R2年度

				1		年度別公開法令数（改正法対応含む） ネンド ベツ コウカイ ホウレイ カズ カイセイホウ タイオウ フク		49		32		37		48		81		126		97		96		112		130		35

				3		累計公開法令数 ルイケイ コウカイ ホウレイ スウ		248		274		301		338		402		508		573		642		733		759		780

						1日当たり平均アクセス数 ニチ ア ヘイキン スウ		167,000		83,000		94,000		62,000		54,000		57,000		52,000		63,000		111,000		102,000		126,000





アクセス数（月別）

		法令外国語訳ホームページへのアクセス状況

		平成30年10月31日 ヘイセイ ネン ガツ ニチ						平成30年10月31日現在

		年 ネン		月 ツキ		月合計 ツキ ゴウケイ		一日当たり イチニチ ア		平均アクセス数 ヘイキン スウ

		平成21年 ヘイセイ ネン		4月		626,000		21,000		96,000

				5月		806,000		26,000

				6月		1,200,000		40,000

				7月		1,246,000		40,000

				8月		1,743,000		56,000

				9月		2,259,000		75,000

				10月		2,327,000		75,000

				11月		3,940,000		131,000

				12月		4,852,000		157,000

		平成22年 ヘイセイ ネン		1月		7,198,000		232,000

				2月		3,725,000		133,000

				3月		4,957,000		160,000

				4月		5,963,000		199,000		167,000

				5月		6,110,000		197,000

				6月		6,782,000		226,000

				7月		6,827,000		220,000

				8月		6,365,000		205,000

				9月		5,958,000		199,000

				10月		4,996,000		161,000

				11月		4,088,000		136,000

				12月		3,645,000		118,000

		平成23年 ヘイセイ ネン		1月		3,993,000		129,000

				2月		3,315,000		118,000

				3月		3,033,000		98,000

				4月		2,719,000		91,000		83,000

				5月		2,366,000		76,000

				6月		1,805,000		60,000

				7月		1,562,000		50,000

				8月		2,244,000		72,000

				9月		2,087,000		70,000

				10月		2,518,000		81,000

				11月		3,111,000		104,000

				12月		2,739,000		88,000

		平成24年 ヘイセイ ネン		1月		3,025,000		98,000

				2月		2,944,000		102,000

				3月		3,267,000		105,000

				4月		2,894,000		96,000		94,000

				5月		2,883,000		93,000

				6月		2,698,000		90,000

				7月		3,245,000		105,000

				8月		2,960,000		95,000

				9月		3,114,000		104,000

				10月		3,119,000		101,000

				11月		2,990,000		100,000

				12月		2,677,000		86,000

		平成25年 ヘイセイ ネン		1月		2,823,000		91,000

				2月		2,507,000		90,000

				3月		2,332,000		75,000

				4月		2,534,000		84,000		62,000

				5月		2,863,000		92,000

				6月		1,992,000		66,000

				7月		2,342,000		76,000

				8月		1,764,000		57,000

				9月		1,327,000		44,000

				10月		1,662,000		54,000

				11月		1,732,000		58,000

				12月		1,765,000		57,000

		平成26年 ヘイセイ ネン		1月		1,755,000		57,000

				2月		1,513,000		54,000

				3月		1,346,000		43,000

				4月		1,519,000		51,000		54,000

				5月		1,398,000		45,000

				6月		1,671,000		56,000

				7月		1,723,000		56,000

				8月		1,850,000		60,000

				9月		1,469,000		49,000

				10月		1,422,000		46,000

				11月		1,662,000		55,000

				12月		1,603,000		52,000

		平成27年 ヘイセイ ネン		1月		1,524,000		49,000

				2月		1,766,000		63,000

				3月		2,010,000		65,000

				4月		1,485,000		50,000		57,000

				5月		1,733,000		56,000

				6月		1,614,000		54,000

				7月		1,619,000		52,000

				8月		2,573,000		83,000

				9月		1,769,000		59,000

				10月		1,729,000		56,000

				11月		1,533,000		51,000

				12月		1,581,000		51,000

		平成28年 ヘイセイ ネン		1月		1,694,000		55,000

				2月		1,592,000		55,000

				3月		1,867,000		60,000

				4月		1,596,000		53,000		52,000

				5月		1,632,000		53,000

				6月		1,799,000		60,000

				7月		1,559,000		50,000

				8月		1,690,000		55,000

				9月		1,498,000		50,000

				10月		1,628,000		53,000

				11月		1,461,000		49,000

				12月		1,560,000		50,000

		平成29年 ヘイセイ ネン		1月		1,442,000		47,000

				2月		1,543,000		55,000

				3月		1,665,000		54,000

				4月		1,452,000		48,000		63,000

				5月		1,520,000		49,000

				6月		1,589,000		53,000

				7月		1,580,000		51,000

				8月		1,672,000		54,000

				9月		1,603,000		53,000

				10月		2,073,000		67,000

				11月		2,184,000		73,000

				12月		2,225,000		72,000

		平成30年 ヘイセイ ネン		1月		2,461,000		79,000

				2月		2,072,000		74,000

				3月		2,458,000		79,000

				4月		3,102,000		103,000		111,000

				5月		3,103,000		100,000

				6月		4,042,000		135,000

				7月		3,318,000		107,000

				8月		3,430,000		111,000

				9月		3,552,000		118,000

				10月		3,765,000		188,000

				11月		2,289,000		92,000

				12月		3,207,000		103,000

		平成31年 ヘイセイ ネン		1月		2,974,000		96,000

				2月		2,529,000		90,000

				3月		2,822,000		91,000

				4月		2,847,000		95,000		102,000

				5月		3,352,000		108,000

				6月		3,011,000		100,000

				7月		3,135,000		101,000

				8月		2,742,000		88,000

				9月		2,787,000		93,000

				10月		2,816,000		91,000

				11月		2,750,000		92,000

				12月		3,537,000		114,000

		令和2年 レイワ ネン		1月 ガツ		3,343,000		108,000

				2月 ガツ		3,675,000		127,000

				3月		3,322,000		107,000

				4月				0

				5月				0

				6月				0

				7月				0

				8月				0

				9月				0

				10月				0

				11月				0

				12月				0

		平成33年 ヘイセイ ネン		1月				0

				2月				0

				3月				0

				4月				0

				5月				0

				6月				0

				7月				0

				8月				0

				9月				0

				10月				0

				11月				0

				12月				0

		平成34年 ヘイセイ ネン		1月				0

				2月				0

				3月				0







アクセス元ドメイン別

		全体																.ｊｐ内訳

		第１ドメイン		ドメイン種類		アクセス元数				第１ドメイン		ドメイン種類		アクセス元数				第１ドメイン		第２ドメイン		ドメイン種類		アクセス元数

		jp		日本		1474785		84.6%		vn		ヴェトナム		480		その他 ホカ		jp		ne		ネットワーク		1171945		79.5%

		net		ネットワーク						kz		カザフスタン		467		その他 ホカ		jp		or		各種法人・組織		109294		7.4%

		com		商用						ie		アイルランド		466		その他 ホカ		jp		ad		指定事業者等		70772		4.8%

		de		ドイツ		24084		1.4%		by		ベラルーシ		466		その他 ホカ		jp		ac		学術組織		17642		1.2%

		br		ブラジル		23820		1.4%		mil		米・軍事組織						jp		commufa		ISPコミュファ		11271		0.8%

		th		タイ		20318		1.2%		info		制限なし						jp		bbexcite		ISPBBエキサイト		10020		0.7%

		au		オーストラリア		17896		1.0%		pe		ペルー		437		その他 ホカ		jp		bbiq		任意団体		9015		0.6%

		ru		ロシア連邦		16074		0.9%		uy		ウルグアイ		431		その他 ホカ		jp		itscom		ISP東急沿線		8124		0.6%

		cn		中国		14187		0.8%		biz		ビジネス用						jp		co		商用		7784		0.5%

		it		イタリア		11833		0.7%		gh		ガーナ		405		その他 ホカ		jp		j-cnet		ISP　JCNet		3504		0.2%

		edu		米・学術機関						uz		ウズベキスタン		404		その他 ホカ		jp		zoot		ISPインターリンク		2155		0.1%

		in		インド		10491		0.6%		md		モルドバ		386		その他 ホカ		jp		go		政府組織		1321		0.1%

		fr		フランス		8839		0.5%		gov		米・政府組織						jp		fenics		ISP富士通ネットワーク		579		0.0%

		pl		ポーランド		7665		0.4%		ir		イラン		344		その他 ホカ		jp		lg		地方公共団体		326		0.0%

		sg		シンガポール		7058		0.4%		lu		ルクセンブルク		338		その他 ホカ		jp		ed		初等・中等教育機関		280		0.0%

		ca		カナダ		6807		0.4%		ec		エクアドル		331		その他 ホカ		jp		その他				50,753		3.4%

		mx		メキシコ		6681		0.4%		gt		グアテマラ		304		その他 ホカ				合計				1,474,785		100.0%

		uk		イギリス		6152		0.4%		bd		バングラデシュ		301		その他 ホカ

		tw		台湾		5834		0.3%		do		ドミニカ共和国		298		その他 ホカ

		id		インドネシア		5410		0.3%		jo		ヨルダン		277		その他 ホカ

		nl		オランダ		5034		0.3%		kr		韓国		264		その他 ホカ

		nz		ニュージーランド		4131		0.2%		tv		ツバル		243		その他 ホカ

		eu		ヨーロッパ連合						py		パラグアイ		229		その他 ホカ

		tr		トルコ		4009		0.2%		ba		ボスニア・ヘルツェゴビナ		222		その他 ホカ				その他 ホカ		62155		3.6%

		ch		スイス		3492		その他 ホカ		mn		モンゴル		199		その他 ホカ

		my		マレーシア		3437		その他 ホカ		ma		モロッコ		185		その他 ホカ

		ar		アルゼンチン		3158		その他 ホカ		is		アイスランド		173		その他 ホカ

		be		ベルギー		3109		その他 ホカ		kg		キルギスタン		173		その他 ホカ

		ua		バチカン市国		2542		その他 ホカ		sa		サウジアラビア		170		その他 ホカ

		ro		ルーマニア		2476		その他 ホカ		eg		エジプト		146		その他 ホカ

		se		スウェーデン		2383		その他 ホカ		DSNET		不明

		hu		ハンガリー		2328		その他 ホカ		mz		モザンビーク		69		その他 ホカ

		at		オーストリア		2206		その他 ホカ		si		スロベニア		63		その他 ホカ

		pt		ポルトガル		2188		その他 ホカ		ug		ウガンダ		58		その他 ホカ

		gr		ギリシャ		2160		その他 ホカ		mu		モーリシャス		48		その他 ホカ

		org		非営利組織用						int		国際機関

		es		スペイン		2062		その他 ホカ		aw		アルバ		21		その他 ホカ

		cz		チェコ		1935		その他 ホカ		invalid		不明

		fi		フィンランド		1861		その他 ホカ		coop		協同組合

		co		コロンビア		1803		その他 ホカ		yu		ユーゴスラビア		8		その他 ホカ

		hk		香港		1800		その他 ホカ		adsl		不明

		ci		コートジボアール		1363		その他 ホカ		sc		セイシェル		3		その他 ホカ

		za		南アフリカ共和国		1346		その他 ホカ

		il		イスラエル		1214		その他 ホカ				合計		1,743,263

		PH		フィリピン		1118		その他 ホカ

		cl		チリ		1112		その他 ホカ

		dk		デンマーク		964		その他 ホカ

		arpa		ネット管理用特殊TLD

		no		ノルウェー		920		その他 ホカ

		ae		アラブ首長国連邦		880		その他 ホカ

		pk		パキスタン		877		その他 ホカ

		hr		クロアチア		876		その他 ホカ

		lt		リトアニア		828		その他 ホカ

		us		アメリカ合衆国		779		その他 ホカ

		sk		スロバキア		767		その他 ホカ

		bg		ブルガリア		599		その他 ホカ

		kh		カンボジア		584		その他 ホカ

		ee		エストニア		579		その他 ホカ
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※複数の分野に重複する場合もあり。また，告示・通達は含まない。
※令和2年9月末時点の数値

日本法令外国語訳データベースシステム
分野別の公開翻訳法令の現状


円グラフ







産業	
(知財を含む工業，農業 等)	金融・保険	民事・商事	労働・厚生・社会福祉	憲法・行政一般	建設・環境	刑事・警察	司法	輸送・通信	外事・防衛	租税・財務	教育・文化	0.23421926910299004	0.22591362126245848	0.13039867109634551	9.0531561461794016E-2	7.0598006644518277E-2	6.7275747508305644E-2	4.4850498338870434E-2	3.5714285714285712E-2	3.1561461794019932E-2	3.1561461794019932E-2	2.4916943521594685E-2	1.2458471760797342E-2	



元データ

						割合 ワリアイ				件数 ケンスウ

		8		産業
(知財を含む工業，農業 等) サンギョウ チザイ フク コウギョウ ノウギョウ トウ		23.4%				282

		9		金融・保険 キンユウ ホケン		22.6%				272

		3		民事・商事 ミンジ ショウジ		13.0%				157

		11		労働・厚生・社会福祉 ロウドウ コウセイ シャカイ フクシ		9.1%				109

		1		憲法・行政一般 ケンポウ ギョウセイ イッパン		7.1%				85

		5		建設・環境 ケンセツ カンキョウ		6.7%				81

		4		刑事・警察 ケイジ ケイサツ		4.5%				54

		2		司法 シホウ		3.6%				43

		10		輸送・通信 ユソウ ツウシン		3.2%				38

		12		外事・防衛 ガイジ ボウエイ		3.2%				38

		6		租税・財務 ソゼイ ザイム		2.5%				30

		7		教育・文化 キョウイク ブンカ		1.2%				15

						100.0%				1204

				※複数の分野に重複する場合もあり。 フクスウ ブンヤ ジュウフク バアイ

				※告示・通達は含まない。 コクジ ツウタツ フク





						割合 ワリアイ				件数 ケンスウ

		1		憲法・行政一般 ケンポウ ギョウセイ イッパン		7.1%				85		件 ケン

		2		司法 シホウ		3.6%				43		件 ケン

		3		民事・商事 ミンジ ショウジ		13.0%				157		件 ケン

		4		刑事・警察 ケイジ ケイサツ		4.5%				54		件 ケン

		5		建設・環境 ケンセツ カンキョウ		6.7%				81		件 ケン

		6		租税・財務 ソゼイ ザイム		2.5%				30		件 ケン

		7		教育・文化 キョウイク ブンカ		1.2%				15		件 ケン

		8		産業 サンギョウ		23.4%				282		件 ケン

		9		金融・保険 キンユウ ホケン		22.6%				272		件 ケン

		10		輸送・通信 ユソウ ツウシン		3.2%				38		件 ケン

		11		労働・厚生・社会福祉 ロウドウ コウセイ シャカイ フクシ		9.1%				109		件 ケン

		12		外事・防衛 ガイジ ボウエイ		3.2%				38		件 ケン

						100.0%				1204		件 ケン
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アクセスの多い上位１０法令

日本法令外国語訳データベースシステム
法令外国語訳の現状１

平成21年4月（システム稼働時）から
令和2年9月末までのアクセス上位10法令

1 会社法（第一編第二編第三編第四編） 1 会社法（第一編第二編第三編第四編）

2 商品取引所法 2 金融商品取引法

3 銀行法 3 保険業法施行規則（第一編から第二編第五章まで）

4 会社法（第五編第六編第七編第八編） 4 保険業法施行規則（第二編第六章以降）

5 民法（第一編第二編第三編） 5 民法（第一編第二編第三編）

6 民事再生法 6 貸金業法施行規則

7 中小企業等協同組合法 7 出入国管理及び難民認定法

8 租税特別措置法（非居住者、外国法人関連部分） 8 公認会計士法施行規則

9 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 9 銀行法

10 特許法 10 金融商品取引業等に関する内閣府令

令和元年10月から令和2年9月末までの
アクセス上位10法令


Sheet1

		1		会社法（第一編第二編第三編第四編）				1		会社法（第一編第二編第三編第四編）

		2		商品取引所法				2		金融商品取引法

		3		銀行法				3		保険業法施行規則（第一編から第二編第五章まで）

		4		会社法（第五編第六編第七編第八編）				4		保険業法施行規則（第二編第六章以降）

		5		民法（第一編第二編第三編）				5		民法（第一編第二編第三編）

		6		民事再生法				6		貸金業法施行規則

		7		中小企業等協同組合法				7		出入国管理及び難民認定法

		8		租税特別措置法（非居住者、外国法人関連部分）				8		公認会計士法施行規則

		9		私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律				9		銀行法

		10		特許法				10		金融商品取引業等に関する内閣府令









1 日本 85.1% 11 フランス 0.5%

2 中国 1.4% 12 シンガポール 0.4%

3 ドイツ 1.3% 13 ポーランド 0.4%

4 ブラジル 1.1% 14 カナダ 0.4%

5 タイ 1.0% 15 メキシコ 0.3%

6 オーストラリア 0.9% 16 イギリス 0.3%

7 ロシア連邦 0.8% 17 台湾 0.3%

8 イタリア 0.6% 18 インドネシア 0.3%

9 米国 0.6% 19 オランダ 0.3%

10 インド 0.5% 20 トルコ 0.2%

アクセスの多い上位２０ヵ国・地域

⇒世界８６以上の国や地域からアクセスあり。
※国や地域の比率はドメインを基に算出したもの。
※令和2年9月末時点の数値 12

日本法令外国語訳データベースシステム
法令外国語訳の現状２


Sheet1

		1		日本		85.1%				11		フランス		0.5%

		2		中国		1.4%				12		シンガポール		0.4%

		3		ドイツ		1.3%				13		ポーランド		0.4%

		4		ブラジル		1.1%				14		カナダ		0.4%

		5		タイ		1.0%				15		メキシコ		0.3%

		6		オーストラリア		0.9%				16		イギリス		0.3%

		7		ロシア連邦		0.8%				17		台湾		0.3%

		8		イタリア		0.6%				18		インドネシア		0.3%

		9		米国 ベイコク		0.6%				19		オランダ		0.3%

		10		インド		0.5%				20		トルコ		0.2%







Sheet2

		全体																.ｊｐ内訳

		第１ドメイン		ドメイン種類		アクセス元数				第１ドメイン		ドメイン種類		アクセス元数				第１ドメイン		第２ドメイン		ドメイン種類		アクセス元数

		jp		日本		2171591		85.1%		by		ベラルーシ		710		その他 ホカ		jp		ne		ネットワーク		1721926

		net		ネットワーク						ie		アイルランド		686		その他 ホカ		jp		or		各種法人・組織		162328

		com		商用						kz		カザフスタン		637		その他 ホカ		jp		ad		指定事業者等		100650

		cn		中国		35327		1.4%		vn		ヴェトナム		626		その他 ホカ		jp		ac		学術組織		22049

		de		ドイツ		32681		1.3%		info		制限なし						jp		commufa		ISPコミュファ		20804

		br		ブラジル		29299		1.1%		ec		エクアドル		564		その他 ホカ		jp		bbiq		任意団体		15149

		th		タイ		26400		1.0%		uz		ウズベキスタン		535		その他 ホカ		jp		bbexcite		ISPBBエキサイト		14156

		au		オーストラリア		22964		0.9%		biz		ビジネス用						jp		itscom		ISP東急沿線		11751

		ru		ロシア連邦		20316		0.8%		mil		米・軍事組織						jp		co		商用		8420

		it		イタリア		15629		0.6%		ir		イラン		529		その他 ホカ		jp		j-cnet		ISP　JCNet		6351

		in		インド		13390		0.5%		pe		ペルー		525		その他 ホカ		jp		zoot		ISPインターリンク		3045

		edu		米・学術機関		15278		0.6%		uy		ウルグアイ		514		その他 ホカ		jp		go		政府組織		1509

		fr		フランス		11694		0.5%		md		モルドバ		501		その他 ホカ		jp		fenics		ISP富士通ネットワーク		641

		sg		シンガポール		10995		0.4%		gh		ガーナ		454		その他 ホカ		jp		lg		地方公共団体		338

		pl		ポーランド		9975		0.4%		lu		ルクセンブルク		422		その他 ホカ		jp		ed		初等・中等教育機関		312

		ca		カナダ		8945		0.4%		gov		米・政府組織						jp		その他				82,162

		mx		メキシコ		8829		0.3%		do		ドミニカ共和国		407		その他 ホカ				合計				2,171,591

		uk		イギリス		7737		0.3%		bd		バングラデシュ		400		その他 ホカ

		tw		台湾		7463		0.3%		gt		グアテマラ		373		その他 ホカ

		id		インドネシア		7310		0.3%		jo		ヨルダン		366		その他 ホカ

		nl		オランダ		6506		0.3%		py		パラグアイ		317		その他 ホカ

		tr		トルコ		5658		0.2%		kr		韓国		313		その他 ホカ

		nz		ニュージーランド		5324		その他 ホカ		tv		ツバル		304		その他 ホカ

		eu		ヨーロッパ連合						ba		ボスニア・ヘルツェゴビナ		258		その他 ホカ				その他 ホカ		79196		3.1%

		ch		スイス		4524		その他 ホカ		is		アイスランド		234		その他 ホカ				母数 ボスウ

		my		マレーシア		4315		その他 ホカ		ma		モロッコ		231		その他 ホカ

		ar		アルゼンチン		4136		その他 ホカ		kg		キルギスタン		226		その他 ホカ

		be		ベルギー		4023		その他 ホカ		mn		モンゴル		205		その他 ホカ

		se		スウェーデン		3113		その他 ホカ		sa		サウジアラビア		192		その他 ホカ

		ua		バチカン市国		3097		その他 ホカ		eg		エジプト		165		その他 ホカ

		ro		ルーマニア		3026		その他 ホカ		ug		ウガンダ		109		その他 ホカ

		hu		ハンガリー		3002		その他 ホカ		DSNET		不明

		at		オーストリア		2964		その他 ホカ		si		スロベニア		86		その他 ホカ

		pt		ポルトガル		2708		その他 ホカ		mz		モザンビーク		82		その他 ホカ

		gr		ギリシャ		2703		その他 ホカ		mu		モーリシャス		71		その他 ホカ

		es		スペイン		2676		その他 ホカ		sc		セイシェル		34		その他 ホカ

		org		非営利組織用						int		国際機関

		co		コロンビア		2563		その他 ホカ		aw		アルバ		24		その他 ホカ

		fi		フィンランド		2554		その他 ホカ		invalid		不明

		cz		チェコ		2456		その他 ホカ		coop		協同組合

		hk		香港		2157		その他 ホカ		yu		ユーゴスラビア		8		その他 ホカ

		za		南アフリカ共和国		1887		その他 ホカ		adsl		不明

		il		イスラエル		1658		その他 ホカ

		ci		コートジボアール		1454		その他 ホカ				合計		2,552,507

		cl		チリ		1406		その他 ホカ

		arpa		ネット管理用特殊TLD

		dk		デンマーク		1299		その他 ホカ

		pk		パキスタン		1272		その他 ホカ

		PH		フィリピン		1222		その他 ホカ

		no		ノルウェー		1186		その他 ホカ

		hr		クロアチア		1114		その他 ホカ

		ae		アラブ首長国連邦		1107		その他 ホカ

		lt		リトアニア		1056		その他 ホカ

		sk		スロバキア		1037		その他 ホカ

		us		アメリカ合衆国

		kh		カンボジア		830		その他 ホカ

		bg		ブルガリア		778		その他 ホカ

		ee		エストニア		765		その他 ホカ
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