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(57)【要約】

（修正有）

【課題】家屋等の新築が発生する可能性について事前に
予測することができる情報処理システムを提供する。
【解決手段】情報処理システム１は、所定範囲内に存在
する不動産に関しての登記の履歴情報を取得する登記履
歴情報取得手部ＢＧと、登記履歴情報取得部ＢＧによっ
て取得された登記の履歴情報を有する土地において、建
物が新築される登記が発生する可能性を示す評価情報を
、履歴情報に基づいて出力する評価情報出力部ＮＥと、
を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
所定範囲内に存在する不動産に関しての登記の履歴情報を取得する登記履歴情報取得手
段と、
前記登記履歴情報取得手段によって取得された登記の履歴情報を有する土地において、
建物が新築される登記が発生する可能性を示す評価情報を、当該履歴情報に基づいて出力
する評価情報出力手段と、
を有することを特徴とする情報処理システム。
【請求項２】
請求項１に記載された情報処理システムであって、
前記所定範囲内に存在する不動産に関しての、登記内容を記録する記憶手段と、
予め定められた複数パターンの登記履歴の各々について、その発生が建物の不動産の新
築に繋がる可能性を示す新築発生予測情報を、前記記憶手段に記録された前記登記内容に
基づいて生成をする新築発生予測情報生成手段と、を有し、
前記評価情報出力手段は、前記登記履歴情報取得手段によって取得された前記履歴情報
に対応するパターンの登記履歴についての、前記新築発生予測情報を前記評価情報として
出力する、
ことを特徴とする情報処理システム。
【請求項３】
請求項２に記載された情報処理システムであって、
前記新築発生評価情報生成手段は、
不動産における前記複数パターンの登記履歴の各々について、その発生件数、および、
その発生後に建物の不動産の新築に至った新築件数を導出し、前記発生件数と前記新築件
数に基づいて、前記新築発生予測情報を生成する、
ことを特徴とする情報処理システム。
【請求項４】
請求項１に記載された情報処理システムであって、
前記所定範囲内に存在する土地の不動産が、更地であるか否かを示す更地情報を取得す
る更地情報取得手段をさらに有し、
前記評価情報出力手段は、前記履歴情報とともに前記更地情報に基づいて前記評価情報
を出力する、
ことを特徴とする情報処理システム。
【請求項５】
請求項１に記載された情報処理システムであって、
前記所定範囲内の不動産において定められた法令による、建築に関する情報を取得する
建築関連情報取得手段をさらに有し、
前記評価情報出力手段は、前記履歴情報とともに前記建築関連情報に基づいて前記評価
情報を出力する、
ことを特徴とする情報処理システム。
【請求項６】
請求項２に記載された情報処理システムであって、
前記記憶手段は、複数の区域のそれぞれに対応する不動産の登記内容を記録し、
前記新築発生予測情報生成手段は、前記区域ごとに、前記複数パターンの登記履歴の各
々について前記新築発生予測情報を生成する、
ことを特徴とする情報処理システム。
【請求項７】
請求項１乃至５のいずれかに記載された情報処理システムであって、
前記所定範囲内の地図を表示する地図表示手段を有し、
前記登記履歴情報取得手段は、前記地図内における不動産の前記履歴情報を取得し、
前記評価情報出力手段は、前記地図内における不動産の位置に対応して前記評価情報を
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出力する、
ことを特徴とする情報処理システム。
【請求項８】
登記履歴情報取得手段が、所定範囲内に存在する不動産に関しての登記の履歴情報を取
得し、
評価情報出力手段が、前記登記履歴情報取得手段によって取得された登記の履歴情報を
有する土地において、建物が新築される登記が発生する可能性を示す評価情報を、当該履
歴情報に基づいて出力する、
ことを特徴とする情報処理方法。
【請求項９】
所定範囲内に存在する不動産に関しての登記の履歴情報を取得する登記履歴情報取得手
段、
前記登記履歴情報取得手段によって取得された登記の履歴情報を有する土地において、
建物が新築される登記が発生する可能性を示す評価情報を、当該履歴情報に基づいて出力
する評価情報出力手段、
としてコンピュータを機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、情報処理システム、情報処理方法およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
家屋等が新築される際には、その建設や融資等のために多様なビジネスが発生する。
【０００３】
なお、特許文献１には、不動産登記申請情報を用いて、将来ビジネス価値が向上する不
動産を検索することができる不動産登記申請情報検索装置が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０−０１５３２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
ここで家屋等の新築の発生をいち早く予測することができるのであれば、不動産や金融
等の様々な事業者にとって利益を得る機会が増大するものと考えられる。
【０００６】
本発明は、このような課題に鑑みて、家屋等の新築が発生する可能性について事前に予
測することができる情報処理システム、情報処理方法、プログラムを提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明にかかる情報処理システムは、上記課題に鑑みて、所定範囲内に存在する不動産
に関しての登記の履歴情報を取得する登記履歴情報取得手段と、前記登記履歴情報取得手
段によって取得された登記の履歴情報を有する土地において、建物が新築される登記が発
生する可能性を示す評価情報を、当該履歴情報に基づいて出力する評価情報出力手段と、
を有することを特徴とする。
【０００８】
また本発明にかかる情報処理システムの一態様では、前記所定範囲内に存在する不動産
に関しての、登記内容を記録する記憶手段と、予め定められた複数パターンの登記履歴の
各々について、その発生が建物の不動産の新築に繋がる可能性を示す新築発生予測情報を
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、前記記憶手段に記録された前記登記内容に基づいて生成をする新築発生予測情報生成手
段と、を有し、前記評価情報出力手段は、前記登記履歴情報取得手段によって取得された
前記履歴情報に対応するパターンの登記履歴についての、前記新築発生予測情報を前記評
価情報として出力する、ことを特徴としてもよい。
【０００９】
また本発明にかかる情報処理システムの一態様では、前記新築発生評価情報生成手段は
、不動産における前記複数パターンの登記履歴の各々について、その発生件数、および、
その発生後に建物の不動産の新築に至った新築件数を導出し、前記発生件数と前記新築件
数に基づいて、前記新築発生予測情報を生成する、ことを特徴としてもよい。
【００１０】
また本発明にかかる情報処理システムの一態様では、前記所定範囲内に存在する土地の
不動産が、更地であるか否かを示す更地情報を取得する更地情報取得手段をさらに有し、
前記評価情報出力手段は、前記履歴情報とともに前記更地情報に基づいて前記評価情報を
出力する、ことを特徴としてもよい。
【００１１】
また本発明にかかる情報処理システムの一態様では、前記所定範囲内の不動産において
定められた法令による、建築に関する情報を取得する建築関連情報取得手段をさらに有し
、前記評価情報出力手段は、前記履歴情報とともに前記建築関連情報に基づいて前記評価
情報を出力する、ことを特徴としてもよい。
【００１２】
また本発明にかかる情報処理システムの一態様では、前記記憶手段は、複数の区域のそ
れぞれに対応する不動産の登記内容を記録し、前記新築発生予測情報生成手段は、前記区
域ごとに、前記複数パターンの登記履歴の各々について前記新築発生予測情報を生成する
、ことを特徴としてもよい。
【００１３】
また本発明にかかる情報処理システムの一態様では、前記所定範囲内の地図を表示する
地図表示手段を有し、前記登記履歴情報取得手段は、前記地図内における不動産の前記履
歴情報を取得し、前記評価情報出力手段は、前記地図内における不動産の位置に対応して
前記評価情報を出力する、ことを特徴としてもよい。
【００１４】
また本発明に係る情報処理システムの一態様では、前記更地情報取得手段は、前記所定
範囲内に存在する全筆の土地の不動産の地番についての情報を含む地番リスト情報と、前
記所定範囲内に存在する全戸の家屋の不動産の家屋番号についての情報を含む家屋番号リ
スト情報とを取得するリスト情報取得手段、を有し、前記地番リスト情報と前記家屋番号
リスト情報に基づいて前記更地情報を取得する、ことを特徴としてもよい。
【００１５】
また本発明に係る情報処理システムの一態様では、前記更地情報取得手段は、前記所定
範囲内に存在する土地のポリゴン情報を取得する土地ポリゴン情報取得手段と、前記所定
範囲内に存在する家屋のポリゴン情報を取得する家屋ポリゴン情報取得手段と、を有し、
前記土地ポリゴン情報と前記家屋ポリゴン情報に基づいて前記更地情報を取得する、こと
を特徴としてもよい。
【００１６】
また本発明に係る情報処理システムの一態様では、前記更地情報取得手段は、前記所定
範囲内に存在する不動産を上空から撮影した航空写真に基づいて取得される航空写真情報
を取得する手段を有し、前記航空写真情報に基づいて前記更地情報を取得する、ことを特
徴としてもよい。
【００１７】
また本発明にかかる情報処理方法は、上記課題に鑑みて、登記履歴情報取得手段が、所
定範囲内に存在する不動産に関しての登記の履歴情報を取得し、評価情報出力手段が、前
記登記履歴情報取得手段によって取得された登記の履歴情報を有する土地において、建物

10

20

30

40

50

(5)

JP 2017-33188 A 2017.2.9

が新築される登記が発生する可能性を示す評価情報を、当該履歴情報に基づいて出力する
、ことを特徴とする。
【００１８】
また本発明にかかるプログラムは、上記課題に鑑みて、所定範囲内に存在する不動産に
関しての登記の履歴情報を取得する登記履歴情報取得手段、前記登記履歴情報取得手段に
よって取得された登記の履歴情報を有する土地において、建物が新築される登記が発生す
る可能性を示す評価情報を、当該履歴情報に基づいて出力する評価情報出力手段、として
コンピュータを機能させる。
【発明の効果】
【００１９】
本発明によれば、家屋等の新築が発生する可能性について事前に予測することができる
情報処理システム、情報処理方法、プログラムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る情報処理システムの機能的構成を示す図である。
【図２】登記申請情報記憶部に記録された登記申請情報の例を示す図である。
【図３】各登記パターンの発生後の期間と、新築が発生した度数を示すグラフである。
【図４】第１の実施形態に係る情報処理システムにおけるクライアント装置の表示画面の
一例を示す図である。
【図５】第１の実施形態の情報処理システムにおける処理のフローを示す図である。
【図６】第１の実施形態の情報処理システムにおいて、新築発生予測情報が生成される処
理のフローを示す図である。
【図７】本発明の第３の実施形態に係る情報処理システムの機能的構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
［第１の実施形態］
以下においては、本発明の第１の実施形態に係る情報処理システム（新築予測システム
）１についての説明をする。
【００２２】
図１は、本発明の第１の実施形態に係る情報処理システム１の機能的構成を示す図であ
る。同図で示されるように、本実施形態の情報処理システム１は、サーバ装置２とクライ
アント装置３とを含んで構成されて、サーバ装置２とクライアント装置３はＷＡＮやＬＡ
Ｎなどのネットワークを介して相互にデータ通信可能に接続されている。
【００２３】
本 実 施 形 態 の サ ー バ 装 置 ２ お よ び ク ラ イ ア ン ト 装 置 ３ は 、 Ｒ Ａ Ｍ （ Random Access Memo
ry） や Ｒ Ｏ Ｍ （ Read Only Memory） 等 の 記 憶 素 子 、 な ら び に ハ ー ド デ ィ ス ク 等 に よ っ て 構
成 さ れ る 記 憶 領 域 と 、 Ｃ Ｐ Ｕ （ Central Processing Unit） 等 の プ ロ グ ラ ム 制 御 デ バ イ ス
を含むことによって実現される。サーバ装置２およびクライアント装置３では、ハードデ
ィスク等の記憶領域に格納されたプログラムをＣＰＵが実行することによって各機能が実
現される。
【００２４】
サーバ装置２は、登記内容記憶部ＲＭと、登記履歴情報取得部ＢＧと、評価情報出力部
ＮＥを含んで構成される。また、クライアント装置３は、不動産指定部ＲＰと、地図表示
部ＭＰと、評価情報表示部ＲＣを有している。
【００２５】
以下においては、サーバ装置２とクライアント装置３について順番に説明をする。
【００２６】
サーバ装置２は、クライアント装置３から指定された不動産についての登記履歴情報を
登記内容記憶部ＲＭから取得し、この登記履歴情報に基づいて評価情報をクライアント装
置３に出力する。この評価情報は、指定された不動産において家屋等が新築される可能性
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を示す情報となっており、少なくとも１つの直近になされた登記の内容を示す情報を含む
登記履歴情報に基づいて導出されるものとなっている。
【００２７】
土地や家屋の不動産は、その活用や移転等を伴う各種の経済行為によってサイクル的な
登記の変遷を辿ることになる。新築の登記が発生する前には、例えば、土地の分筆や、土
地単独の売買、土地単独の抵当権設定等の登記が発生する場合が多くなり、このような不
動産登記の履歴を把握することによって、近い将来において建物の表題登記（新築の登記
）が発生するか否かの可能性を評価することが可能となる。
【００２８】
登記内容記憶部ＲＭは、ハードディスク等によって構成されて、予め定められた領域内
の土地・家屋の不動産における現時点（クライアント装置３において、評価情報の出力を
する不動産が指定される時点）までの登記内容を記憶する。登記内容記憶部ＲＭとしては
、例えば、予め定められた領域内の不動産についてなされた登記申請情報を記憶するもの
となっており、登記申請情報は、例えば、法務局からの紙媒体ベースの不動産登記受付簿
から取得される。登記内容記憶部ＲＭは、不動産登記受付簿の記載内容をデータ化して蓄
積するものとなっており、予め定められた都道府県市区町村の自治体において新たに登記
申請がなされるごとに原則的に更新されて、新たな登記申請情報が生成されるようになっ
ている。
【００２９】
図２は、本実施形態における登記内容記憶部ＲＭにおける登記申請情報の一例を示す図
となっている。同図において示されるように、登記申請情報の１レコードは、その登記申
請が行われた受付年月日、その申請を特定する受付番号、登記の目的、用途のほかに、登
記申請された対象物件を特定するための情報（物件特定情報）としての都道府県名、市区
町村名、大字・町名、字名・丁目、地番及び家屋番号を含んで構成される。また登記申請
が行われた不動産が存在する位置は、物件特定情報によって特定されることとなるが、以
下においては、この物件特定情報を単に所在・地番ともいうこととする。また「地番及び
家屋番号」のフィールドの記憶内容については、登記申請の対象物件が「土地」の場合に
は「地番」であり、「建物」の場合には「家屋番号」となる。建物の「家屋番号」は、建
物が建設された土地の「地番」の情報を含むものとなっており、例えば、地番「１５５−
１」の土地に新築された建物の家屋番号は「１５５−１」となり、地番「３１１−２４」
の土地に建物が２つ存在する場合には、「３１１−２４」と「３１１−２４−２」あるい
は、「３１１−２４−１」と「３１１−２４−２」というように家屋番号が割り当てられ
る。
【００３０】
図２における登記申請情報は、同一の物件特定情報（同一の土地の物件特定情報、およ
び、当該土地の所在・地番を含む建物の物件特定情報）ごとに並び替えて示されたものと
なっており、建物の表題登記に繋がった不動産の登記履歴の例を示すものとなっている。
図２（ａ）の場合には、「土地」の「所有権移転（相続）」の登記の後に、「分筆」と、
「所有権移転（売買）」の登記を経て、建物の「表題」登記に至ったことを示しており、
図２（ｂ）の場合には、「抵当権設定」の登記の後に、一筆内の土地に２戸の建物が「表
題」登記されたことを示している。また、図２（ｃ）の場合には、建物が取り壊されたこ
とを示す「滅失」の登記ののちに、当該建物が取り壊された土地において新たに建物が「
表題」登記されたことを示しており、図２（ｄ）の場合には、土地の「地積更生」の登記
の後に、建物の「表題」登記に至ったことを示すものとなっている。
【００３１】
なお図２（ａ）の分筆の場合には、不図示の「外筆」のフィールドにて、分筆されたそ
の他の筆数が記録されるようになっている。したがって土地が３筆に分筆される場合には
、「外筆」において「２」と記録されるようになっている。分筆によって生じる土地のう
ちの一筆については、分筆時の地番が引き継がれこととなり、当該一筆以外の土地の地番
については、新たな地番が割り当てられる（当該一筆以外の土地の地番は、当該一筆の土
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地の地番と部分的に一致するようになっている）。
【００３２】
登記履歴情報取得部ＢＧは、クライアント装置３にて指定された１又は複数の不動産の
登記履歴情報を、登記内容記憶部ＲＭから取得する。具体的には、登記履歴情報取得部Ｂ
Ｇは、まず、クライアント装置３にて指定された不動産（土地）を特定するための物件特
定情報を抽出し、これをキーとして、抽出された物件特定情報によって特定される土地の
不動産や、抽出された物件特定情報に対応する建物の不動産の登記申請情報を取得する。
登記履歴情報取得部ＢＧとしては、例えば、現時点から５年前までに発生した登記内容を
示す登記申請情報を、各不動産について取得するようにしてもよいし、直近の３つの登記
内容を示す３つの登記申請情報を、各不動産について取得するようにしてもよい。登記履
歴情報取得部ＢＧは、各不動産についての登記申請情報における「登記の目的」と「受付
年月日」に記録された内容を、各不動産の物件特定情報に関連づけることによって登記履
歴情報を取得する。また登記履歴情報取得部ＢＧとしては、土地の不動産と当該土地に建
設された家屋の不動産の登記履歴情報を束ねて１つの登記履歴情報として取得をしてもよ
い。
【００３３】
評価情報出力部ＮＥは、登記履歴情報取得部ＢＧにて取得された登記履歴情報に基づい
て、指定された各不動産において新築が発生する可能性を示す評価情報を出力する。本実
施形態における評価情報出力部ＮＥは、新築発生予測情報生成部ＮＧを含んで構成されて
、指定された不動産の登記履歴に対応する新築発生予測情報を評価情報として出力をする
。
【００３４】
新築発生予測情報生成部ＮＧは、第１の集計部Ｇ１と第２の集計部Ｇ２を含んで構成さ
れる。また新築発生予測情報生成部ＮＧには、「分筆後に所有権移転（売買）」や「土地
単独抵当権設定」といった登記履歴の複数種類のパターンが予め記録されており、それぞ
れのパターンに対応する新築発生予測情報を生成する。この新築発生予測情報は、登記履
歴の１つのパターンから新築に繋がる確からしさに関する情報であって、所定の領域・期
間における当該１つのパターンの登記履歴の発生件数と、当該１つのパターンの登記履歴
の発生後に表題登記が発生した件数とに基づいて決定される。
【００３５】
具体的には、本実施形態における第１の集計部Ｇ１は、まずモデルケースとなる標準的
な都市において、「土地単独抵当権設定」や「分筆後に所有権移転（売買）」等の登記履
歴の各パターンの発生件数を登記内容記憶部ＲＭから導出する。次に、第２の集計部Ｇ２
は、前記のモデルケースとなる都市において、各パターンの発生後に新築に至った件数を
登記内容記憶部ＲＭから導出する。そして新築発生予測情報生成部ＮＧは、第２の集計部
Ｇ２にて導出された各登記パターンの発生後に表題登記が発生した件数を、第１の集計部
で集計された各登記パターンの発生件数で除すことにより、新築発生予測情報を導出する
。なお、この第１の集計部Ｇ１や第２の集計部Ｇ２の処理は、クライアント装置３からの
不動産の指定を受け付ける前に為されていてもよいし、クライアント装置３からの不動産
の指定を受け付けた際に実行されてもよい。
【００３６】
そしてさらにサーバ装置２は、クライアント装置３の不動産指定部ＲＰによって指定さ
れた１又は複数の不動産において新築が発生する可能性を示す評価情報を、クライアント
装置３に送信する。そしてクライアント装置３においては、地図表示部ＭＰによって、不
動産指定部ＲＰによって指定された不動産を含む地図が表示され、さらに、評価情報表示
部ＲＣによって、当該地図上にてサーバ装置２から受信した評価情報が表示される。
【００３７】
ここで図３は、各登記パターンが発生した後の期間と、新築が発生した度数を示すグラ
フである。
【００３８】
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図３（ａ）の例では、所定の区域・所定の期間内において、「土地単独抵当権設定（土
地抵当権設定における登記申請情報において、「外筆」のフィールドに何も記録されてい
ない）」の登記履歴のパターンが８２８件の土地において発生しており、そのうち６４１
件の土地において新築に至っている。このため「土地単独抵当権設定」が発生した場合に
新築に至る確率（新築発生予測情報）は、「７７％」となり、「土地単独抵当権設定」の
登記の発生後に、約７７％の確率で概ね２００日後に表題登記が発生する結果となってい
る。
【００３９】
図３（ｂ）の例は、同様に、「分筆（２筆以上）」の登記履歴のパターンから新築に至
った場合の度数分布表であって、「分筆（２筆以上）」の登記履歴のパターンが７９９件
の土地において発生しており、そのうち、分筆後も同一の地番が付与された土地の２５０
件において新築に至っている。このため「分筆（２筆以上）」が発生した場合に新築に至
る確率は、少なくとも「２７％」となり、概ね２３６日後に表題登記が発生する結果とな
っている。また図３（ｃ）の例は、同様に「地積変更・更生」の登記履歴のパターンから
新築に至った場合の度数分布表であって、「地積変更・更生」の登記履歴のパターンが６
５４件の土地において発生しており、そのうち１５２件において新築に至っている。この
ため「地積変更・更生」が発生した場合に新築に至る確率は、「２４％」となり、約２４
％の確率で概ね２２３日後に表題登記が発生する結果となっている。
【００４０】
また図３（ｄ）の例は、同様に、建物の「滅失」の登記履歴のパターンから新築に至っ
た場合の度数分布表であって、建物の「滅失」の登記履歴のパターンが１０９５件の土地
において発生しており、そのうち４２６件において新築に至っている。このため、建物の
「滅失」が発生した場合に新築に至る確率は「３９％」となり、約３９％の確率で約２２
２日後に表題登記が発生する結果となっている。
【００４１】
また図３（ｅ）の例は、同様に、「分筆後に所有権移転（売買）」の登記履歴のパター
ンが発生した後に新築に至った場合の度数分布表であって、「分筆後に所有権移転（売買
）」の登記履歴のパターンが４３３件の土地において発生しており、そのうち１９９件に
おいて新築に至っている（具体的には、この図３（ｅ）の例では、分筆後も同一の地番と
なる一筆の土地において「所有権移転（売買）」の登記が４３３件発生しており、そのう
ちの１９９件の土地において表題登記が発生している）。このため、「分筆後に所有権移
転（売買）」の登記履歴のパターンが発生した場合には、新築に至る確率が「４６．０％
」となり、約４６．０％の確率で概ね２３０日後に表題登記が発生する結果となっている
。
【００４２】
なお、図３（ｅ）の「分筆後に所有権移転（売買）」の登記履歴のパターンが発生した
後に新築に至る場合に関しては、分筆後の全ての筆数を考慮するようにしてもよい。この
場合には、分筆の発生後となる受付年月日の「所有権移転（売買）」の登記申請が、分筆
によって新たに発生した筆の土地であるかどうかを判断することにより、「分筆後に所有
権移転（売買）」の登記履歴の発生件数を集計する。分筆によって新たに発生した筆の土
地であるか否かは、分筆後も同一地番となる土地との、地番の一致性を見ることにより判
断をする。
【００４３】
本実施形態のサーバ装置２においては、このように、複数種類の登記履歴のパターンに
対応する新築発生予測情報が保持されており、登記履歴情報取得部にＢＧよって取得され
た登記履歴のパターンに応じて、新築発生予測情報が評価情報として導かれるようになっ
ている。
【００４４】
次に、図４は、本実施形態に係るクライアント装置３の表示画面の一例を示す図である
。本実施形態の情報処理システム１のクライアント装置３では、同図で示されるように、
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特定の登記履歴のパターン（具体的には、図３の各図に対応する登記履歴のパターン）が
発生した不動産の位置に合わせて評価情報が表示されるようになっている。これによりク
ライアント装置３のユーザは、新築が発生する可能性のある不動産の位置を容易に特定す
ることができるようになる。なお、クライアント装置３の表示画面としては、登記履歴の
パターンの発生日時を示す情報や、登記履歴のパターンが発生した土地の物件特定情報や
住所等が表示されるようにしてもよく、これにより情報処理システム１の利便性が向上す
ることとなる。
【００４５】
図５及び図６は、本実施形態の情報処理システム１における処理のフローを示す図であ
る。図５で示されるように、本実施形態の情報処理システム１では、まず、クライアント
装置３にて新築の発生を予測する地域の指示を受け付けることにより、当該地域内に存在
する不動産の指定を受け付ける（Ｓ５０１）。このＳ５０１において受け付ける地域とし
ては、「＊＊町＊丁目」といった町丁目単位の区画であってもよいし、「＊＊市」といっ
た市区町村単位の区画であってもよい。
【００４６】
次に、Ｓ５０２では、指示を受け付けた地域内の各不動産の登記履歴情報を取得する。
Ｓ５０３では、取得された各不動産の登記履歴情報に対応する新築発生予測情報をさらに
取得し（あるいは導出し）、Ｓ５０４では、取得された新築発生予測情報に基づいて評価
情報を出力する。その後、Ｓ５０５では、取得された指定された地域内の不動産の評価情
報が、サーバ装置２からクライアント装置３へと送信されて、Ｓ５０６では、地図上にお
ける地域内の各不動産に対応する位置にて、評価情報が表示される。
【００４７】
また新築発生予測情報は、図６のようなフローを経て生成される。具体的には、まず、
あらかじめ設定されている複数種類の登記履歴のパターンのそれぞれについて、モデルケ
ースとなる１つの都市内において所定期間内（例えば現時点から１０年前までの期間）に
発生した件数を集計する（Ｓ６０１）。そしてＳ６０２では、さらに複数種類の登記履歴
のパターンのそれぞれについて、登記履歴のパターンの発生後に新築が発生した件数を集
計する。Ｓ６０３では、Ｓ６０２において集計された件数を、Ｓ６０１において集計され
た件数で除すことにより、複数種類の登記履歴のパターンごとに新築発生予測情報を生成
する。
【００４８】
［第２の実施形態］
次に、本発明の第２の実施形態の情報処理装置１について説明をする。上記の第１の実
施形態においては、モデルケースとなる１つの都市内の各不動産の登記変化に基づいて、
新築発生予測情報（評価情報）を生成していたが、第２の実施形態においては、クライア
ント装置３から指示された区域の情報に基づいて、新築発生予測情報を生成する点で相違
している。
【００４９】
人口密度の高い市街地と、人口密度の低い郊外とでは、それぞれの登記履歴のパターン
から新築に繋がる可能性も異なるものとなっている。また関東地方と東海地方、四国地方
といった地域性の観点からも、それぞれの登記履歴のパターンから新築に繋がる可能性が
変化するものと想定される。第２の実施形態の情報処理装置１は、これらの観点に鑑みて
なされるものであり、クライアント装置３にて指定された区域の情報に対応して、評価情
報を出力するものとなっている。
【００５０】
第２の実施形態の情報処理装置１においては、登記内容記憶部ＲＭにおいて複数の区域
に対応する登記申請情報が記録されており、新築発生予測情報生成手段ＮＧは、各区域に
ついて、複数種類の登記履歴のパターンについての新築発生予測情報を生成するようにな
っている。そして評価情報出力部ＮＥは、クライアント装置３から指定された区域の情報
、および、登記履歴のパターンに対応する新築発生予測情報を、評価情報として出力する
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。
【００５１】
具体的には、第２の実施形態の情報処理装置１においての新築発生予測情報が生成され
る複数の区域としては、例えば、都道府県の区画に対応するものであってもよいし、さら
に、人口密度の高い１つのモデルケースとなる区域と人口密度の低い１つのモデルケース
となる区域というようなものであってもよく、クライアント装置３から指示された区域の
情報に基づいて新築発生予測情報が選択されるようにしてもよい。また、地域性を正確に
反映するためにも都道府県区画ではなく、さらに小さな区画（市区町村、あるいは、町丁
目を１単位とする区画）ごとに新築発生予測情報が生成されるようにしてもよい。
【００５２】
また、新築発生予測情報生成部ＮＧとしては、予め、複数の区域のそれぞれの新築発生
予測情報が生成・保持されて、１か月ごと、あるいは１年ごとに更新されるようになって
いてもよいし、クライアント装置３からの、評価情報を表示する区域の指定を受け付けた
際に、新築発生予測情報が生成されるようになっていてもよい。
【００５３】
第２の実施形態の情報処理装置１は、上述のような点を除いて第１の実施形態の場合と
ほぼ同様であり、ほぼ同様である点についての説明は省略するものとする。
【００５４】
［第３の実施形態］
次に、本発明の第３の実施形態の情報処理装置１について説明をする。上記の第１、第
２の実施形態においては、登記履歴のパターンが新築に結びつく可能性を示す新築発生予
測情報に基づいて評価情報を出力していたが、第３の実施形態においては、新築発生予測
情報のほかに、さらに、更地であるか否かを示す更地情報や、建築に関する法令上の制約
等の有無を示す建築関連情報に基づいて、評価情報を出力するようになっている。
【００５５】
図７は、第３の実施形態の情報処理システム１の機能的構成を示す図である。同図で示
されるように、サーバ装置２における評価情報出力部ＮＥは、更地情報取得部ＶＧと、建
築関連情報取得部ＲＧをさらに含んで構成される。
【００５６】
更地情報取得部ＶＧは、クライアント装置３の不動産指定部ＲＰによって指定された不
動産に対応する土地の不動産が、更地となっているかどうかを判断することにより、更地
情報を取得する。
【００５７】
具体的には、更地情報取得部ＶＧは、リスト情報取得部Ｖ１とリスト情報比較部Ｖ２を
含んで構成される。リスト情報取得部Ｖ１は、情報処理システム１の外部でインターネッ
ト回線を通じて接続されるサーバ（法務局のサーバ）から、所定の地域（例えば町丁目単
位の区画）内に存在する地番の一覧表（地番リスト情報）と家屋番号の一覧表（家屋番号
リスト情報）を取得する。家屋番号は、上述したようにその家屋が建設された土地の地番
の内容を含むものとなっており、リスト情報比較部Ｖ２は、地番リスト情報と家屋番号リ
スト情報を比較することにより、家屋の存在しない土地（更地）の地番を特定する。具体
的にはリスト情報比較部Ｖ２は、家屋番号リスト情報における各家屋番号に対応する地番
を特定し、この特定された地番を地番リスト情報に含まれる各地番から排除することで、
家屋の存在しない土地を特定することができる。このように本実施形態における更地情報
取得部ＶＧは、地番リスト情報と、家屋番号リスト情報とに基づいて、更地情報を取得す
る。
【００５８】
建築関連情報取得部ＲＧは、不動産指定部ＲＰによって指定された不動産が存在する地
域について、市街化区域であるか否か、あるいは、市街化調整区域であるか否かといった
家屋の建築の法令に関する情報（建築関連情報）を取得する。市街化区域である場合には
、更地の状態から家屋が新築されやすい傾向にあり、市街化調整区域は、更地の状態から
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家屋が新築されにくいことがある。建築関連情報取得部ＲＧとしては、ネットワークを介
して外部から、クライアント装置３にて指定された不動産が存在する地域についての建築
関連情報を取得してもよいし、サーバ装置２においてこのような建築関連情報が保持され
ていてもよい。
【００５９】
評価情報出力部ＮＥは、上述の新築発生予測情報とともに、更地情報および建築関連情
報とに基づいて、評価情報を出力する。具体的には、評価情報出力部ＮＥは、指定された
不動産が更地である場合や市街化区域である場合には、新築発生予測情報生成部ＮＧから
導出された新築発生予測情報を、新築の発生に関してさらに肯定的な評価なものとするよ
うに評価情報を出力するようにする。
【００６０】
なお、第３の実施形態においては、新築発生予測情報の他に、更地情報と建築関連情報
の双方に基づいて評価情報を出力するようにしているが、新築発生予測情報の他に、更地
情報と建築関連情報のいずれか一方に基づいて評価情報を出力するようにしてもよい。
【００６１】
なお、クライアント装置２において指定された不動産に対応する土地が更地である場合
には、新築される可能性が大きく増大することになる。したがって例えば、評価情報出力
部ＮＥとしては、図３（ａ）〜（ｅ）のそれぞれに記載された登記履歴のパターンを有し
て、かつ、更地である不動産の場合には、新築に至る確率が大きく向上するように評価情
報の出力するようにしてよい。
【００６２】
また、第３の実施形態における更地情報取得部ＶＧは、外部のネットワークを介して取
得される地番リスト情報と家屋番号リスト情報に基づいて更地情報を取得するようにして
いるが、例えば、航空写真画像情報に基づいて更地情報が取得されるのであってもよい。
具体的には、航空写真画像から更地として判断される土地の位置を特定し、この特定され
た位置の地番をさらに特定することで更地情報を取得してもよいし、航空写真画像と筆界
が表された地図を重ね合わせることにより、更地情報を取得するようにしてもよい。
【００６３】
また更地情報としては、所定の地域内の各土地の筆ポリゴンを備えた土地ポリゴン地図
画像と、当該所定の地域内における各家屋の家屋ポリゴンを備えた家屋ポリゴン地図画像
とに基づいて取得されるようにしてもよい。具体的には土地ポリゴン地図画像と家屋ポリ
ゴン地図画像を空間的に結合し（重ね合わせて）、筆ポリゴン上に家屋ポリゴンが存在し
ない土地を更地として特定されるようにする。この土地ポリゴン地図画像や家屋ポリゴン
地図画像は、サーバ装置２の外部から別途取得されるのであってもよいし、サーバ装置２
において予め保持されていてもよい。
【００６４】
なお上記の各実施形態においては、登記内容記憶部ＲＭにおいて登記申請情報が記録さ
れているが、本発明はこのような態様には限定されず、例えば、各不動産についての登記
情報そのものが記録されて、各不動産について過去における登記履歴が関連付けられて記
録されていてもよい。
【００６５】
なお上記の各実施形態においては、新築発生予測情報や評価情報が百分率で表現される
ものとなっているが、新築が発生する可能性が高い「高確率」や、新築が発生する可能性
が低い「低確率」というような表現や、アルファベット等による５段階の表現により評価
情報等がクライアント装置３に出力されて地図上に表示されてもよい。
【００６６】
なお上記の第１の実施形態においては、モデルケースとなる都市についての登記履歴の
パターンのそれぞれについて新築発生予測情報が導出されているが、この新築発生予測情
報としては、例えば、「分筆後に所有権移転（売買）」の登記履歴については、「５０％
」というように予め固定された内容がサーバ装置２において記録されているようにしても
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よい。
【００６７】
なお本発明は、上述した各実施形態に限定されるものではなく種々の変形が可能である
ことは言うまでもない。
【符号の説明】
【００６８】
１ 情報処理システム、２ サーバ装置、３ クライアント装置、ＲＭ 登記内容記憶
部、ＢＧ 登記履歴情報取得部、ＮＥ 評価情報出力部、ＮＧ 新築発生予測情報生成部
、Ｇ１ 第１集計部、Ｇ２ 第２集計部、ＲＰ 不動産指定部、ＭＰ 地図表示部、ＲＣ
評価情報表示部、ＶＧ 更地情報取得部、Ｖ１ リスト情報取得部、Ｖ２ リスト情報
比較部、ＲＧ 建築関連情報取得部。
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