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(57)【要約】

（修正有）

【課題】不動産価値の客観的な判断に寄与できる指標を
導出す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、予め定められた区
画における差押えの対象となった不動産を検出する差押
え不動産検出部ＡＴ１と、差押え対象となった不動産の
件数、差押え対象の不動産であって任意で成立した売買
により所有権が移転した不動産の件数、差押え対象の不
動産であって競売により所有権が移転した不動産の件数
、のうちの少なくとも２つの件数に基づいて、区画にお
ける不動産の市場性に関する指標を導出する指標導出部
ＩＸ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】
予め定められた区画における差押えの対象となった不動産を検出する差押え不動産検出
手段と、
前記差押え対象となった不動産の件数、前記差押え対象の不動産であって任意で成立し
た売買により所有権が移転した不動産の件数、前記差押え対象の不動産であって競売によ
り所有権が移転した不動産の件数、のうちの少なくとも２つの件数に基づいて、前記区画
における不動産の市場性に関する指標を導出する指標導出手段と、
を有することを特徴とする情報処理システム。
【請求項２】
予め定められた区画における差押えの対象となった不動産を検出する差押え不動産検出
手段と、
前記差押え対象となった不動産の件数、前記差押え対象となった不動産のうち処分の制
限が解除された不動産の件数、前記差押え対象となった不動産のうち処分の制限が維持さ
れたままの不動産の件数のうちのいずれかの件数と、
前記差押え対象の不動産であって任意で成立した売買により所有権が移転した不動産の
件数、前記差押え対象の不動産であって競売により所有権が移転した不動産の件数のうち
の一方の件数と、に基づいて、前記区画における不動産の市場性に関する指標を導出する
指標導出手段と、
を有することを特徴とする情報処理システム。
【請求項３】
請求項１に記載された情報処理システムであって、
前記指標導出手段は、
前記差押え対象の不動産の件数を集計する手段、前記差押え対象の不動産であって任意
で成立した売買により所有権が移転した不動産の件数を集計する手段、前記差押え対象の
不動産であって競売により所有権が移転した不動産の件数を集計する手段のうちの少なく
とも２つの手段を有する、
ことを特徴とする情報処理システム。
【請求項４】
請求項１又は２に記載された情報処理システムであって、
登記の申請時に必要となる情報を含む登記申請情報を記憶する登記申請情報記憶部をさ
らに有し、
前記差押え不動産検出手段は、前記予め定められた区画内の不動産を申請の対象とする
登記申請情報であって、処分の制限を示す情報を登記の目的に含む不動産の登記申請情報
を、前記登記申請情報記憶部から検出することにより前記差押え対象の不動産を検出する
、
ことを特徴とする情報処理システム。
【請求項５】
請求項４に記載された情報処理システムであって、
前記差押え対象の不動産であって任意で成立した売買により所有権が移転した不動産の
件数は、前記差押え不動産検出手段によって検出された差押え対象の不動産と同一の物件
特定情報を含み、差し押さえの登記申請の受付年月日よりも後に受け付けられた登記申請
情報であって、有償の譲渡契約を原因とする所有権の移転に関する情報を登記の目的に含
む登記申請情報の有無を判定することにより、集計される、
ことを特徴とする情報処理システム。
【請求項６】
予め定められた区画において所有権保存の対象となった建物の不動産を検出する所有権
保存建物検出手段と、
前記所有権保存の対象となった建物の件数と、前記所有権保存の対象となった建物であ
って、所有権保存の対象となった日と同日に当該建物が存在する土地の所有権が移転され
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た建物の件数と、所有権保存の対象となった日と同日に当該建物が存在する土地の所有権
が移転されてない建物の件数と、のうちの少なくとも２つに基づいて、前記区画における
不動産の市場性に関する指標を導出する指標導出手段と、
を有することを特徴とする情報処理システム。
【請求項７】
請求項６に記載された情報処理システムであって、
登記の申請時に必要となる情報を含む登記申請情報を記憶する登記申請情報記憶部をさ
らに有し、
前記所有権保存建物検出手段は、前記予め定められた区画内の不動産を申請の対象とす
る登記申請情報であって、所有権の保存を示す情報を登記の目的に含む建物の登記申請情
報を前記登記申請情報記憶部から検出することにより、前記所有権保存の対象となった建
物を検出する、
ことを特徴とする情報処理システム。
【請求項８】
差押え不動産検出手段が、予め定められた区画における差押えの対象となった不動産を
検出し、
指標導出手段が、前記差押え対象となった不動産の件数、前記差押え対象の不動産であ
って任意で成立した売買により所有権が移転した不動産の件数、前記差押え対象の不動産
であって競売により所有権が移転した不動産の件数、のうちの少なくとも２つの件数に基
づいて、前記区画における不動産の市場性に関する指標を導出する、
ことを特徴とする情報処理方法。
【請求項９】
差押え不動産検出手段が、予め定められた区画における差押えの対象となった不動産を
検出し、
指標導出手段が、前記差押え対象となった不動産の件数、前記差押え対象となった不動
産のうち処分の制限が解除された不動産の件数、前記差押え対象となった不動産のうち処
分の制限が維持されたままの不動産の件数のうちのいずれかの件数と、
前記差押え対象の不動産であって任意で成立した売買により所有権が移転した不動産の
件数、前記差押え対象の不動産であって競売により所有権が移転した不動産の件数のうち
の一方の件数と、に基づいて、前記区画における不動産の市場性に関する指標を導出する
、
ことを特徴とする情報処理方法。
【請求項１０】
所有権保存建物検出手段が、予め定められた区画において所有権保存の対象となった建
物の不動産を検出し、
指標導出手段が、前記所有権保存の対象となった建物の件数と、前記所有権保存の対象
となった建物であって、所有権保存の対象となった日と同日に当該建物が存在する土地の
所有権が移転された建物の件数と、所有権保存の対象となった日と同日に当該建物が存在
する土地の所有権が移転されてない建物の件数と、のうちの少なくとも２つに基づいて、
前記区画における不動産の市場性に関する指標を導出する、
ことを特徴とする情報処理方法。
【請求項１１】
コンピュータを、予め定められた区画における差押えの対象となった不動産を検出する
差押え不動産検出手段と、
前記差押え対象となった不動産の件数、前記差押え対象の不動産であって任意で成立し
た売買により所有権が移転した不動産の件数、前記差押え対象の不動産であって競売によ
り所有権が移転した不動産の件数、のうちの少なくとも２つの件数に基づいて、前記区画
における不動産の市場性に関する指標を導出する指標導出手段として機能させるためのプ
ログラム。
【請求項１２】
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コンピュータを、予め定められた区画における差押えの対象となった不動産を検出する
差押え不動産検出手段と、
前記差押え対象となった不動産の件数、前記差押え対象となった不動産のうち処分の制
限が解除された不動産の件数、前記差押え対象となった不動産のうち処分の制限が維持さ
れたままの不動産の件数のうちのいずれかの件数と、
前記差押え対象の不動産であって任意で成立した売買により所有権が移転した不動産の
件数、前記差押え対象の不動産であって競売により所有権が移転した不動産の件数のうち
の一方の件数と、に基づいて、前記区画における不動産の市場性に関する指標を導出する
指標導出手段として機能させるためのプログラム。
【請求項１３】
コンピュータを、予め定められた区画において所有権保存の対象となった建物の不動産
を検出する所有権保存建物検出手段と、
前記所有権保存の対象となった建物の件数と、前記所有権保存の対象となった建物であ
って、所有権保存の対象となった日と同日に当該建物が存在する土地の所有権が移転され
た建物の件数と、所有権保存の対象となった日と同日に当該建物が存在する土地の所有権
が移転されてない建物の件数と、のうちの少なくとも２つに基づいて、前記区画における
不動産の市場性に関する指標を導出する指標導出手段として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】
一般の土地取引に対しての指標や不動産鑑定の基準として、公示地価が知られている。
【０００３】
公示地価は、毎年１月１日時点における標準地の正常な価格を３月に公示するものであ
り、土地取引における売り手側と買い手側の価格上の合意を形成するために広く用いられ
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０−１５３２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
各標準地におけるそれぞれの公示地価は、例えば、複数の不動産鑑定士による評価によ
って求められる。
【０００６】
公示地価は、土地や建物といった不動産の価値の基準として参照される指標であるもの
の、上述のようにして求められる公示地価は、不動産鑑定士の主観的な印象が影響しやす
くなり、不動産の実質的な価値が正確に反映されているとは言い難いものと考えられる。
【０００７】
本発明は、上記の課題に鑑みて、不動産価値の客観的な判断に寄与できる指標を導出す
る情報処理システム、情報処理方法および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】
【０００８】
本発明にかかる情報処理システムは、上記課題に鑑みて、予め定められた区画における
差押えの対象となった不動産を検出する差押え不動産検出手段と、前記差押え対象となっ
た不動産の件数、前記差押え対象の不動産であって任意で成立した売買により所有権が移
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転した不動産の件数、前記差押え対象の不動産であって競売により所有権が移転した不動
産の件数、のうちの少なくとも２つの件数に基づいて、前記区画における不動産の市場性
に関する指標を導出する指標導出手段と、を有することを特徴とする。
【０００９】
本発明に係る情報処理システムは、上記課題に鑑みて、予め定められた区画における差
押えの対象となった不動産を検出する差押え不動産検出手段と、前記差押え対象となった
不動産の件数、前記差押え対象となった不動産のうち処分の制限が解除された不動産の件
数、前記差押え対象となった不動産のうち処分の制限が維持されたままの不動産の件数の
うちのいずれかの件数と、前記差押え対象の不動産であって任意で成立した売買により所
有権が移転した不動産の件数、前記差押え対象の不動産であって競売により所有権が移転
した不動産の件数のうちの一方の件数と、に基づいて、前記区画における不動産の市場性
に関する指標を導出する指標導出手段と、を有することを特徴とする。
【００１０】
また、本発明にかかる情報処理システムの一態様では、前記指標導出手段は、前記差押
え対象の不動産の件数を集計する手段、前記差押え対象の不動産であって任意で成立した
売買により所有権が移転した不動産の件数を集計する手段、前記差押え対象の不動産であ
って競売により所有権が移転した不動産の件数を集計する手段のうちの少なくとも２つの
手段を有する、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、登記の申請時に必要となる情報
を含む登記申請情報を記憶する登記申請情報記憶部をさらに有し、前記差押え不動産検出
手段は、前記予め定められた区画内の不動産を申請の対象とする登記申請情報であって、
処分の制限を示す情報を登記の目的に含む不動産の登記申請情報を、前記登記申請情報記
憶部から検出することにより前記差押え対象の不動産を検出する、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、前記差押え対象の不動産であっ
て任意で成立した売買により所有権が移転した不動産の件数は、前記差押え不動産検出手
段によって検出された差押え対象の不動産と同一の物件特定情報を含み、差し押さえの登
記申請の受付年月日よりも後に受け付けられた登記申請情報であって、有償の譲渡契約を
原因とする所有権の移転に関する情報を登記の目的に含む登記申請情報の有無を判定する
ことにより、集計される、ことを特徴としてもよい。
【００１３】
本発明にかかる情報処理システムは、上記課題に鑑みて、予め定められた区画において
所有権保存の対象となった建物の不動産を検出する所有権保存建物検出手段と、前記所有
権保存の対象となった建物の件数と、前記所有権保存の対象となった建物であって、所有
権保存の対象となった日と同日に当該建物が存在する土地の所有権が移転された建物の件
数と、所有権保存の対象となった日と同日に当該建物が存在する土地の所有権が移転され
てない建物の件数と、のうちの少なくとも２つに基づいて、前記区画における不動産の市
場性に関する指標を導出する指標導出手段と、を有することを特徴とする。
【００１４】
また、本発明に係る情報処理システムの一態様では、登記の申請時に必要となる情報を
含む登記申請情報を記憶する登記申請情報記憶部をさらに有し、前記所有権保存建物検出
手段は、前記予め定められた区画内の不動産を申請の対象とする登記申請情報であって、
所有権の保存を示す情報を登記の目的に含む建物の登記申請情報を前記登記申請情報記憶
部から検出することにより、前記所有権保存の対象となった建物を検出する、ことを特徴
としてもよい。
【００１５】
本発明に係る情報処理方法は、上記課題に鑑みて、差押え不動産検出手段が、予め定め
られた区画における差押えの対象となった不動産を検出し、指標導出手段が、前記差押え
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対象となった不動産の件数、前記差押え対象の不動産であって任意で成立した売買により
所有権が移転した不動産の件数、前記差押え対象の不動産であって競売により所有権が移
転した不動産の件数、のうちの少なくとも２つの件数に基づいて、前記区画における不動
産の市場性に関する指標を導出する、ことを特徴とする。
【００１６】
本発明に係る情報処理方法は、上記課題に鑑みて、差押え不動産検出手段が、予め定め
られた区画における差押えの対象となった不動産を検出し、指標導出手段が、前記差押え
対象となった不動産の件数、前記差押え対象となった不動産のうち処分の制限が解除され
た不動産の件数、前記差押え対象となった不動産のうち処分の制限が維持されたままの不
動産の件数のうちのいずれかの件数と、前記差押え対象の不動産であって任意で成立した
売買により所有権が移転した不動産の件数、前記差押え対象の不動産であって競売により
所有権が移転した不動産の件数のうちの一方の件数と、に基づいて、前記区画における不
動産の市場性に関する指標を導出する、ことを特徴とする。
【００１７】
本発明に係る情報処理方法は、上記課題に鑑みて、所有権保存建物検出手段が、予め定
められた区画において所有権保存の対象となった建物の不動産を検出し、指標導出手段が
、前記所有権保存の対象となった建物の件数と、前記所有権保存の対象となった建物であ
って、所有権保存の対象となった日と同日に当該建物が存在する土地の所有権が移転され
た建物の件数と、所有権保存の対象となった日と同日に当該建物が存在する土地の所有権
が移転されてない建物の件数と、のうちの少なくとも２つに基づいて、前記区画における
不動産の市場性に関する指標を導出する、ことを特徴とする。
【００１８】
本発明に係るプログラムは、上記課題に鑑みて、コンピュータを、予め定められた区画
における差押えの対象となった不動産を検出する差押え不動産検出手段と、前記差押え対
象となった不動産の件数、前記差押え対象の不動産であって任意で成立した売買により所
有権が移転した不動産の件数、前記差押え対象の不動産であって競売により所有権が移転
した不動産の件数、のうちの少なくとも２つの件数に基づいて、前記区画における不動産
の市場性に関する指標を導出する指標導出手段として機能させる。
【００１９】
本発明に係るプログラムは、上記課題に鑑みて、コンピュータを、予め定められた区画
における差押えの対象となった不動産を検出する差押え不動産検出手段と、前記差押え対
象となった不動産の件数、前記差押え対象となった不動産のうち処分の制限が解除された
不動産の件数、前記差押え対象となった不動産のうち処分の制限が維持されたままの不動
産の件数のうちのいずれかの件数と、前記差押え対象の不動産であって任意で成立した売
買により所有権が移転した不動産の件数、前記差押え対象の不動産であって競売により所
有権が移転した不動産の件数のうちの一方の件数と、に基づいて、前記区画における不動
産の市場性に関する指標を導出する指標導出手段として機能させる。
【００２０】
本発明に係るプログラムは、上記課題に鑑みて、コンピュータを、予め定められた区画
において所有権保存の対象となった建物の不動産を検出する所有権保存建物検出手段と、
前記所有権保存の対象となった建物の件数と、前記所有権保存の対象となった建物であっ
て、所有権保存の対象となった日と同日に当該建物が存在する土地の所有権が移転された
建物の件数と、所有権保存の対象となった日と同日に当該建物が存在する土地の所有権が
移転されてない建物の件数と、のうちの少なくとも２つに基づいて、前記区画における不
動産の市場性に関する指標を導出する指標導出手段として機能させる。
【００２１】
本発明に係る情報処理システムは、上記課題に鑑みて、予め定められた区画における不
動産であって、抵当権の抹消登記があって、かつ、抹消登記とは別の抵当権の設定登記が
同時になされた不動産の検出をする借換え不動産検出手段と、前記借換え不動産検出手段
によって検出された不動産のうち、第１の期間内に抵当権の抹消登記と別の抵当権の設定
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登記とが同時になされた不動産の件数と、前記第１の期間とは異なる第２の期間内に抵当
権の抹消登記と別の抵当権の設定登記とが同時になされた不動産の件数とを、比較可能な
ように表示をする表示手段と、を有する、ことを特徴とする。
【００２２】
本発明に係る情報処理システムは、上記課題に鑑みて、予め定められた区画において、
所定期間内に抵当権の設定登記がなされた不動産の検出をする抵当権設定不動産検出手段
と、前記予め定められた区画における前記所定期間内に抵当権の設定登記があった不動産
であって、抵当権の設定登記とは別の抵当権の抹消登記が同時になされた不動産の件数を
集計する第１の集計手段と、前記所定期間内に、抵当権の抹消登記、所有権の移転登記、
所有権の保存登記のいずれも伴わずに抵当権の設定登記がなされた、前記予め定められた
区画における不動産の件数を集計する第２の集計手段と、前記予め定められた区画におけ
る前記所定期間内に抵当権の設定登記があった不動産であって、抵当権の設定登記と所有
権の移転登記が同時になされた不動産の件数を集計する第３の集計手段と、前記予め定め
られた区画における前記所定期間内に抵当権の設定登記があった建物の不動産であって、
抵当権の設定登記と所有権の保存登記が同時になされた建物の不動産の件数を集計する第
４の集計手段と、前記第１乃至第４の集計手段によって集計された不動産の件数を比較可
能なように表示をする表示手段と、を有する、ことを特徴とする。
【００２３】
本発明に係る情報処理方法は、上記課題に鑑みて、借換え不動産検出手段が、予め定め
られた区画における不動産であって、抵当権の抹消登記があって、かつ、抹消登記とは別
の抵当権の設定登記が同時になされた不動産の検出をし、表示手段が、前記借換え不動産
検出手段によって検出された不動産のうち、第１の期間内に抵当権の抹消登記と別の抵当
権の設定登記とが同時になされた不動産の件数と、前記第１の期間とは異なる第２の期間
内に抵当権の抹消登記と別の抵当権の設定登記とが同時になされた不動産の件数とを、比
較可能なように表示をする、ことを特徴とする。
【００２４】
本発明に係る情報処理方法は、上記課題に鑑みて、抵当権設定不動産検出手段が、予め
定められた区画において、所定期間内に抵当権の設定登記がなされた不動産の検出をし、
第１の集計手段が、前記予め定められた区画における前記所定期間内に抵当権の設定登記
があった不動産であって、抵当権の設定登記とは別の抵当権の抹消登記が同時になされた
不動産の件数を集計し、第２の集計手段が、前記所定期間内に、抵当権の抹消登記、所有
権の移転登記、所有権の保存登記のいずれも伴わずに抵当権の設定登記がなされた、前記
予め定められた区画における不動産の件数を集計し、第３の集計手段が、前記予め定めら
れた区画における前記所定期間内に抵当権の設定登記があった不動産であって、抵当権の
設定登記と所有権の移転登記が同時になされた不動産の件数を集計し、第４の集計手段が
、前記予め定められた区画における前記所定期間内に抵当権の設定登記があった建物の不
動産であって、抵当権の設定登記と所有権の保存登記が同時になされた建物の不動産の件
数を集計し、表示手段が、前記第１乃至第４の集計手段によって集計された不動産の件数
を比較可能なように表示をする、ことを特徴とする。
【００２５】
本発明に係るプログラムは、上記課題に鑑みて、コンピュータを、予め定められた区画
における不動産であって、抵当権の抹消登記があって、かつ、抹消登記とは別の抵当権の
設定登記が同時になされた不動産の検出をする借換え不動産検出手段と、前記借換え不動
産検出手段によって検出された不動産のうち、第１の期間内に抵当権の抹消登記と別の抵
当権の設定登記とが同時になされた不動産の件数と、前記第１の期間とは異なる第２の期
間内に抵当権の抹消登記と別の抵当権の設定登記とが同時になされた不動産の件数とを、
比較可能なように表示をする表示手段として機能させる。
【００２６】
本発明に係るプログラムは、上記課題に鑑みて、コンピュータを、予め定められた区画
において、所定期間内に抵当権の設定登記がなされた不動産の検出をする抵当権設定不動
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産検出手段と、前記予め定められた区画における前記所定期間内に抵当権の設定登記があ
った不動産であって、抵当権の設定登記とは別の抵当権の抹消登記が同時になされた不動
産の件数を集計する第１の集計手段と、前記所定期間内に、抵当権の抹消登記、所有権の
移転登記、所有権の保存登記のいずれも伴わずに抵当権の設定登記がなされた、前記予め
定められた区画における不動産の件数を集計する第２の集計手段と、前記予め定められた
区画における前記所定期間内に抵当権の設定登記があった不動産であって、抵当権の設定
登記と所有権の移転登記が同時になされた不動産の件数を集計する第３の集計手段と、前
記予め定められた区画における前記所定期間内に抵当権の設定登記があった建物の不動産
であって、抵当権の設定登記と所有権の保存登記が同時になされた建物の不動産の件数を
集計する第４の集計手段と、前記第１乃至第４の集計手段によって集計された不動産の件
数を比較可能なように表示をする表示手段として機能させる。
【発明の効果】
【００２７】
本発明によれば、不動産価値の客観的な判断に寄与できる指標を導出する情報処理シス
テム、情報処理方法およびプログラムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【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】第１の実施形態における不動産指標導出システムにて導出された、各区画におけ
る差押え件数や不動産指標と、地図上に表示された不動産指標の様子を示す図である。
【図４】第１の実施形態における情報処理システムにおける処理のフローを説明するため
の図である。
【図５】第２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６】第２の実施形態における不動産指標（建売割合）の導出結果を示す図となってい
る。
【図７】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。
【図８】第３の実施形態における情報処理システムによる、借換え不動産等の集計件数の
結果の一例を示す図である。
【図９】複数種類の区画内における借換え件数を時系列的に比較するためのグラフである
。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
［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１についての説明を
する。
【００３０】
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。
【００３１】
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。
【００３２】
サーバ装置２は、登記申請情報記憶部ＲＭと、差押え不動産検出部ＡＴ１及び差押え後
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任売不動産検出部ＡＴ２と、指標導出部ＩＸを有して構成される。また、クライアント装
置３は、地図表示部ＭＰと、指標情報受信部ＲＣを有している。
【００３３】
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。
【００３４】
サーバ装置２は、クライアント装置３から要求された一又は複数の区画にて所定期間内
に発生した、「差押え不動産」と、「差押え後に任意で売買が成立した不動産（任売）」
を検出し、これらを区画ごとに集計をして後述のように不動産指標を導き出してクライア
ント装置３に出力する。サーバ装置２は、不動産指標の導出に際しては、差押え不動産の
件数と、任売の件数とに基づいて区画毎に集計をして演算を行うものとなっており、クラ
イアント装置３は、サーバ装置２から送信された不動産指標を地図上に表示する。
【００３５】
ここで区画とは、所定範囲の領域が複数に区分けされた一つ一つの領域のことをいい、
日本国土を区分する区画としては、例えば、都道府県や市区町村、町丁目といったものが
知られている。本実施形態の情報処理システムとしては、町丁目単位の区画ごとに不動産
指標を導出するものとなっているため、以下においては、このことを前提として説明をす
るが、市や区等の他の単位の区画ごとに不動産指標を導出するようにしてもよい。
【００３６】
登記申請情報記憶部ＲＭは、ハードディスク等によって構成されて、複数の登記申請情
報を記憶するものとなっており、例えば、法務局から紙媒体ベースで登記申請情報の記載
された不動産登記受付簿が取得され、これらの記載内容をデータ化して蓄積することによ
って登記申請情報記憶部ＲＭを構成することができる。本実施形態における登記申請情報
記憶部ＲＭにおける記録内容は、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。
【００３７】
図２（ａ）は、本実施形態における登記申請情報記憶部ＲＭに記録された登記申請情報
の内容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、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
番および家屋番号については、登記申請の対象物件が「土地」の場合には「地番」であり
、「建物」や「区分建物」の場合には「家屋番号」となる。
【００３８】
差押え（「登記の目的」に、処分の制限を示す情報が含まれる登記申請）が発生した場
合の登記変化としては、差押えが抹消される場合（図２（ａ）における地番「２００」の
ケース）と、差押え後に任意で売買が成立する場合（図２（ａ）における家屋番号「２１
０−１」のケース）と、差押え後に競売にて所有権が移転される場合（図２（ａ）におけ
る地番「２２０」のケース）と、差押えされた状態が維持される場合（図２（ａ）におけ
る家屋番号「２３０−１」のケース）の４パターンが存在する。
【００３９】
図２（ａ）で示されるように、差押えが抹消された不動産の場合には、差押えが発生し
たタイミングよりも後の受付期間にて、「登記の目的」に、処分の制限が解除（抹消）さ
れたことを示す情報を含む登記申請情報が検出され、任意で売買が成立した不動産の場合
には、差押えが発生したタイミングよりも後の受付期間にて、「登記の目的」に、有償の
譲渡契約を原因とする所有権の移転に関する情報（所有権の移転（売買））を含む登記申
請情報が検出され、競売にて所有権が移転された不動産の場合には、差押えが発生したタ
イミングよりも後の受付期間にて、「登記の目的」に、競売によって所有権が移転された
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ことに対応する情報（所有権の移転（その他の原因））を含む登記申請情報が検出される
。また、差押えされている状態が維持されている場合には、差押えが発生したタイミング
よりも後の受付期間には、原則的に登記変化が発生せず、「抹消」や「所有権移転（売買
）」や「所有権移転（その他の原因）」といった「登記の目的」の登記申請情報が検出さ
れないことになる。
【００４０】
差押え不動産検出部ＡＴ１は、登記申請情報記憶部ＲＭに記録された登記申請情報を検
索して、クライアント装置３から要求された区画内における差押えの対象となった不動産
を検出する。具体的には差押え不動産検出部ＡＴ１は、「受付年月日」のフィールドが所
定の期間内に該当し、都道府県〜丁目までのフィールドの内容が要求された区画に対応し
て、かつ、「登記の目的」のフィールドに、「処分の制限」を含む登記申請情報を検出す
る。そしてさらに差押え不動産検出部ＡＴ１は、検出された登記申請情報から物件特定情
報を取得して、差押え対象となった不動産を特定する。
【００４１】
差押え後任売不動産検出部ＡＴ２は、差押え不動産検出部ＡＴ１で検出された差押えの
対象となった不動産のうち、差押え後に任意で売買が成立することで所有権が移転された
不動産を検出する。具体的には、差押え後任売不動産検出部ＡＴ２は、差押え不動産検出
部ＡＴ１にて取得された各物件特定情報をキーとして登記申請情報記憶部ＲＭを検索し、
「処分の制限」の登記申請の受付年月日以降であって、「所有権の移転（売買）」を登記
の目的に含む登記申請情報が存在する不動産を検出する。なお、この際、差押え後任売不
動産検出部ＡＴ２は、「処分の制限」の登記申請と、「所有権の移転（売買）」の登記申
請の間に、「抹消」の登記申請が存在する不動産は排除するようにする。
【００４２】
なお、「所有権の移転（売買）」とは、所有権の移転かつ売買を示す情報であって、有
償の譲渡契約を原因とする所有権の移転に関する情報であり、相続、遺贈、法人合併、贈
与等については、対価の支払いを原則的に伴わないことから、本実施形態における有償の
譲渡契約を原因とする所有権の移転に関する情報には含まれないこととなっている。また
、「所有権の移転（その他）」は、上記（売買や相続、贈与等）以外によって所有権が移
転される場合をいうが、差押えの発生後に、「所有権の移転（その他）」を登記の目的と
する登記申請が為された場合には、競売によって所有権が移転されたことを示すものとな
る。
【００４３】
次に指標導出部ＩＸは、差押え不動産検出部ＡＴ１によって検出された差押え対象の不
動産の件数と、差押え後任売不動産検出部ＡＴ２によって検出された差押え後に売却され
た不動産の件数とに基づいて、不動産指標を導出する。本実施形態における不動産指標は
、差押え後に、競売によらずに任意で売却しやすい地域であるか否かを示すものであり、
不動産の市場性を示す指標となっている。一般的に、差押えが発生して不動産が換金され
る際には、「競売」よりも「任売」のほうが高い金額で換金されることとなっており、「
競売」は、任意で買い手を募っても買い手が現われなかった場合に実行される。したがっ
て差押えの件数に対して「任売」が成立する件数が多くなるほど（「競売」となる件数が
少なくなるほど）、不動産の市場性が高く不動産の価値が高い地域であることを示すこと
となる。
【００４４】
本実施形態の指標導出部ＩＸは、第１の集計部ＩＥ１と、第２の集計部ＩＥ２を含んで
構成される。第１の集計部ＩＥ１は、差押え不動産検出部ＡＴ１によって検出された、所
定期間内に差押え対象となった不動産の件数を、区画毎に集計する。また第２の集計部Ｉ
Ｅ２は、差押え後任売不動産検出部ＡＴ２によって検出された、所定期間内に差押え対象
となった後に任意で売買が成立した不動産の件数を、区画毎に集計する。指標導出部ＩＸ
は、第１の集計部ＩＥ１によって集計された件数と、第２の集計部ＩＥ２によって集計さ
れた件数とに基づいて、不動産の市場性に関する指標を導出する。本実施形態では、第２
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の集計部ＩＥ２によって集計される差押え後に売却された不動産の件数を、第１の集計部
ＩＥ１によって集計される差押え対象の不動産の件数で除すことにより不動産指標が導出
されて、区画毎の不動産指標がクライアント装置３へと送信される。
【００４５】
図３（ａ）は、クライアント装置３から要求された５つの町丁目に対応する区画（東京
都世田谷区奥沢１〜５丁目）の、所定期間内における不動産指標の導出結果を示す図であ
り、図３（ｂ）は、当該５つの町丁目に対応する地図に併せて不動産指標が表示されるク
ライアント装置３の表示画面の様子を示す図となっている。図３（ａ）や図３（ｂ）で示
されるように、奥沢２丁目や奥沢４丁目は、不動産指標が大きく（任売が成立している比
率が大きく）、奥沢１丁目等よりも不動産の市場性が高いものと考えられる。このため不
動産の購入検討者としては、価格等の他の条件が同等である場合には、奥沢１丁目等より
も買い手のつきやすい奥沢２丁目や４丁目の不動産の購入を志向することができる。すな
わち本実施形態の情報処理システム１は、不動産の価値判断を行なうための指標を提示し
て、不動産取引の際に客観的な判断材料を提供して効率的な不動産の活用を促進するもの
となっている。
【００４６】
図４は、本実施形態における情報処理システム１の処理のフローを示す図である。同図
で示されるように、まずＳ４０１では、クライアント装置から不動産指標を導出すべき区
画の指示を受付ける。そしてＳ４０２では、Ｓ４０１にて受付けられた各区画についての
登記申請情報を検索することにより、差押え対象の不動産を検出する。Ｓ４０３では、さ
らに、Ｓ４０１にて受付けられた各区画についての登記申請情報を検索することにより、
差押え後に売却された不動産を検出する。そしてＳ４０４では、Ｓ４０２およびＳ４０３
にて検出された不動産をそれぞれ集計し、Ｓ４０５では、この集計された不動産の件数に
基づいて不動産指標を導出する。Ｓ４０６では、Ｓ４０５にて導き出された不動産指標を
クライアント装置３に送信し、Ｓ４０７では、クライアント装置３が地図表示とともに不
動産指標の表示をする。
【００４７】
なお本実施形態においては、差押え後に任意で売却された不動産の件数を、差押え対象
の不動産の件数で除すことにより不動産指標を導出するようにしているが、差押え後に競
売によって売却された不動産の件数を用いて不動産指標を導出するようにしてもよい。具
体的には、差押え対象となった不動産の件数と、差押え後に任意で売却された不動産の件
数と、差押え後に競売によって所有権が移転された不動産の件数のうち、いずれか少なく
とも２つに基づいて不動産指標を導出するようにしてもよく、例えば、差押え後に競売に
よって所有権が移転された不動産の件数を、差押え対象の不動産の件数で除すことにより
不動産指標を導出するようにしてもよいし、差押え後に競売によって所有権が移転された
不動産の件数と、差押え後に任意で売却された不動産の件数との比により、不動産指標を
導出するようにしてもよい。
【００４８】
またさらに不動産指標としては、差押えが解除（処分の制限が抹消）された不動産の件
数や、差押えが維持されている状態の不動産の件数を用いて導出するようにしてもよい。
この場合には、差押え対象となった不動産の件数、差押えが維持されている不動産の件数
、差押えが解除された不動産の件数のうちの少なくとも１つと、差押え後に任意で売却さ
れた不動産の件数、差押え後に競売によって所有権が移転された不動産の件数のうちの少
なくとも一方を用いて不動産指標を導出するようにしてもよい。また不動産指標としては
、差押え後に任意で売却された不動産の件数、差押え後に競売によって所有権が移転され
た不動産の件数の他に、例えば、区画における不動産の件数（土地の筆数や家屋の戸数）
や、区画面積を用いて導出するようにしてもよい。
【００４９】
なお本実施形態においては、所定期間内における不動産指標が出力されるようになって
いるが、この所定期間としては、不動産指標を出力する際の日時を基準として１ヶ月以前
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までの期間であってもよいし３ヶ月や半年以前までの期間であってもよい。また、情報処
理システム１としては、一か月ごと、あるいは、１〜３月、４〜６月というように４半期
ごとに、差押え件数等が集計されて不動産指標が時系列的に比較できるように導出される
ようになっていてもよいし、１〜６月、７〜１２月というように半年ごとに、不動産指標
が導出されるようになっていてもよい。
【００５０】
また不動産指標としては、差押え対象となった後に任意で売却された不動産の件数を増
加関数とし、差押え対象となった後に競売で売却された不動産の件数を減少関数として導
出されるようにしてもよいし、その逆であってもよい。
【００５１】
[第 ２ の 実 施 形 態 ]
次に、第２の実施形態の情報処理システム１について説明をする。
【００５２】
第２の実施形態における情報処理システム１は、第１の実施形態とは異なり、建売住宅
と注文住宅の比率から不動産の市場性に関する指標を導出するようになっている。一般に
、注文住宅のほうが建売住宅よりも高価であり、建売住宅よりも注文住宅が多い区画はそ
うでない区画に比べて裕福な住宅街であって不動産価値が高いものと見込まれる。第２の
実施形態の情報処理システム１は、このような不動産の価値判断を行うための不動産指標
を出力することにより、不動産取引の際に客観的な判断材料を提供して効率的な不動産の
活用を促進するものとなっている。
【００５３】
図２（ｂ）は、第２の実施形態の登記申請情報記憶部ＲＭにて記録される登記申請情報
の一例を示す図であって、建売住宅と注文住宅の登記変化を説明するための図である。同
図で示されるように、建売住宅の場合には、住宅を建築した業者による建物の「表題」の
登記がなされた後に、建売住宅の購入者による建物の「所有権保存」の登記と、土地の「
所有権移転（売買）」の登記とが同日になされるようになっている。また、注文住宅の場
合には、住宅を建築した業者による建物の「表題」登記の後、購入者による建物の「所有
権保存」の登記がなされるようになっており、注文住宅が建築された土地の登記について
は、建物を建設する前に購入者が土地を購入するケース（地番４２８−１の登記申請情報
を参照）や、予め購入者が土地を所有しており特に登記がなされないケース（家屋番号１
３８−１の登記申請情報を参照）がある。
【００５４】
したがって、「所有権保存」を目的とする建物の登記申請と、「所有権移転（売買）」
を目的とする土地の登記申請とが、同日になされている場合には建売住宅となり、「所有
権保存」を目的とする建物の登記申請と、「所有権移転（売買）」を目的とする土地の登
記申請とが、同日になされていない場合には注文住宅となる。
【００５５】
図５は、第２の実施形態におけ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、第２の実施形態の情報処理システム１は、登記申請情報記憶部ＲＭ
と、指標導出部ＩＸの他に、所有権保存建物検出部ＰＲ１と所有権保存時土地売買検出部
ＰＲ２とを含んで構成される。
【００５６】
所有権保存建物検出部ＰＲ１は、まず、登記申請情報記憶部ＲＭに記録された登記申請
情報を検索して、クライアント装置３から要求された区画内の所定期間内において、「所
有権保存」の対象となった不動産を検出する。具体的には、所有権保存建物検出部ＰＲ１
は、「受付年月日」のフィールドが所定の期間内に該当し、都道府県〜丁目までのフィー
ルドが要求された区画に対応して、かつ、「登記の目的」のフィールドに、「所有権保存
」を示す情報を含む家屋の不動産の登記申請情報を検出する。そしてさらに所有権保存建
物検出部ＰＲ１は、検出された登記申請情報から物件特定情報を取得して、「所有権保存
」の登記の対象となった家屋（建物）の不動産を特定する。
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【００５７】
次に、所有権保存時土地売買検出部ＰＲ２は、所有権保存建物検出部ＰＲ１にて特定さ
れた「所有権保存」の対象となった建物の不動産のうち、「所有権保存」の登記が行われ
たのと同日に、土地の所有権が売買により移転された不動産を検出する。具体的には、所
有権保存時土地売買検出部ＰＲ２は、所有権保存建物検出部ＰＲ１にて取得された家屋の
物件特定情報に対応する土地の物件特定情報を含み、かつ、登記の目的に、有償の譲渡契
約を原因とする所有権の移転に関する情報を含む登記申請情報であって、所有権保存建物
検出部ＰＲ１にて特定された家屋の「所有権保存」を目的とする登記申請情報と受付年月
日が同日となる登記申請情報を、登記申請情報記憶部ＲＭから検出をする。
【００５８】
なお、家屋の物件特定情報における「家屋番号」は、土地の物件特定情報における「地
番」に対応するものであって、「地番」を構成する番号（親番や枝番）を含んで構成され
るものとなっている。登記申請情報記憶部ＲＭに記録された登記申請情報のデータベース
には、例えば、図２（ｂ）の受付番号第７８５４３０号、第８０９２０１号、第８０９２
０２号のように、土地と家屋における「地番および家屋番号」のフィールドの情報が記録
されている。
【００５９】
指標導出部ＩＸは、所有権保存建物検出部ＰＲ１によって検出された所有権保存の対象
となった建物の不動産の件数と、所有権保存時土地売買検出部ＰＲ２によって検出された
、建物が「所有権保存」の対象となったのと同日に当該建物が建設されている土地の所有
権が売買により移転された建物の件数とに基づいて、不動産指標を導出する。
【００６０】
本実施形態の指標導出部ＩＸは、第１の集計部ＩＥ１と、第２の集計部ＩＥ２を含んで
構成される。第１の集計部ＩＥ１は、所有権保存建物検出部ＰＲ１によって検出された、
所定期間内に所有権保存の対象となった建物の件数を、区画ごとに集計する。また、第２
の集計部ＩＥ２は、所有権保存時土地売買検出部ＰＲ２によって検出された、所定期間内
に所有権保存の対象となった建物が存在する土地が、当該建物の所有権保存登記と同日に
売却された件数を、区画ごとに集計する。指標導出部ＩＸは、第１の集計部ＩＥ１によっ
て集計された件数と、第２の集計部ＩＥ２によって集計された件数とに基づいて、不動産
の市場性に関する指標を導出する。本実施形態では、第２の集計部ＩＥ２によって集計さ
れた不動産の件数を、第１の集計部ＩＥ１によって集計された不動産の件数で除すことに
より不動産指標が導出されて、区画毎の不動産指標がクライアント装置３へと送信される
。
【００６１】
図６は、第２の実施形態におけるクライアント装置３から要求された５つの町丁目に対
応する区画（東京都世田谷区奥沢１〜５丁目）の、所定期間内における不動産指標（建売
割合）の導出結果を示す図となっている。具体的には、第１の集計部ＩＥ１によって集計
された建物の件数は、図６における「総計」の値に対応しており、第２の集計部ＩＥ２に
よって集計された建物の件数は、図６における「建売住宅件数」の値に対応している。な
お注文住宅件数は、「総計」の値と「建売住宅件数」の値の差に対応するものとなってい
る。同図で示されるように、これらの５つの区画を比較すると、建売住宅件数の比率が低
い（注文住宅件数の比率が高い）奥沢３丁目の不動産価値が最も高いものと考えられる。
【００６２】
なお第２の実施形態においては、「建売住宅件数」を、所有権保存の対象となった建物
の件数である「総計」で除すことにより、不動産指標を導出するようにしているが、「注
文住宅件数」を「総計」で除すことにより、不動産指標を導出するようにしてもよいし、
「建売住宅件数」と「注文住宅件数」のうちの一方を他方で除すことにより、不動産指標
を導出するようにしてもよい。また換言すると、「建売住宅件数」と「注文住宅件数」と
「総計」のうちの少なくとも２つに基づいて不動産指標を導出するようにしてもよい。ま
たこれらの件数を用いて、不動産指標が大きくなるほうが、市場性が向上することを示す
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ように演算するのであってもよいし、不動産指標が小さくなるほうが、市場性が向上する
ことを示すように演算するのであってもよい。したがって第２の実施形態における不動産
指標としては、建売住宅件数に関する増加関数であってもよいし、注文住宅件数に関する
増加関数であってもよい。また逆に、建売住宅件数に関する減少関数であってもよいし、
注文住宅件数に関する減少関数であってもよい。また第２の実施形態における不動産指標
としては、「建売住宅件数」等の他に、例えば、区画における不動産の件数（土地の筆数
や家屋の戸数）や、区画面積を用いて導出するようにしてもよい。
【００６３】
以上、第２の実施形態の情報処理システム１について説明をしたが上記のように説明を
した内容以外については、第１の実施形態と略同様であるため説明を省略する。
【００６４】
[第 ３ の 実 施 形 態 ]
次に、第３の実施形態の情報処理システム１について説明をする。
【００６５】
第３の実施形態における情報処理システム１は、借換え等による抵当権設定の件数の表
示に関するものとなっている。一般的に、住宅の新築時等には住宅ローンなどによる抵当
権設定がなされることがあるが、その後の金融情勢の変化により、抵当権の債務者がより
有利な金利設定となる金融機関にローンの乗り換えをすることがある（借換え）。第３の
実施形態の情報処理システム１は、金融機関による借換え営業の活発な区画とそうでない
区画、あるいは、所定の区画において借換え営業が活発な時期とそうでない時期等を認識
できるようになっており、情報処理システム１のユーザ（すなわち、ローンを提供する金
融機関）としては、他の金融機関による借換え営業の実態を認識しつつ、ローンの再設定
を促す借換え営業を効率的に行うことができるようになる。
【００６６】
図２（ｃ）は、借換え等による登記変化を説明するための図である。まずローンの借り
換えによる登記変化は、受付番号「第６４３１３２号」と「第６４３１３３号」のレコー
ドで示されるように、原則として同日に「抵当権設定」と「抵当権抹消」の登記申請がな
される。また、借換えではなく新たに抵当権が設定される場合としては、抵当権が単独で
設定される場合や、不動産の購入に伴って設定される場合、建物の新築時に新たに抵当権
が設定される場合がある。受付番号「第６４８０９１号」および「第６４８０９２号」の
場合は、不動産の購入に伴って設定される場合であり、「所有権移転（売買）」を目的と
する登記申請と、「抵当権設定」を目的とする登記申請とが同日になされる。また、受付
番号「第６４８１８４号」と「第６４８１８５号」の場合は、建物の新築時に新たに抵当
権が設定される住宅ローンの場合であって、「所有権保存」を目的とする登記申請と「抵
当権設定」を目的とする登記申請とが同日になされ、受付番号「第６４３５２９号」は、
抵当権が単独設定される場合であって、「所有権移転（売買）」や「所有権保存」といっ
た登記申請を伴わないようになっている。
【００６７】
図７は、第３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、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を含んで
構成され、サーバ装置２は、登記申請情報記憶部ＲＭの他に、抵当権設定不動産検出部Ａ
ＳＸと、第１〜第４の集計部ＩＥ１〜ＩＥ４を含んで構成される。またクライアント装置
は、地図表示部ＭＰの他に、受信部ＲＥを含んで構成される。
【００６８】
まず、抵当権設定不動産検出部ＡＳＸは、登記申請情報記憶部ＲＭに記録された登記申
請情報を検索して、クライアント装置３から要求された区画内において、所定期間内に「
抵当権設定」の対象となった不動産を検出する。また、抵当権設定不動産検出部ＡＳ１は
、借換え不動産検出部ＡＳ１と、単独設定不動産検出部ＡＳ２と、売買時抵当権設定不動
産検出部ＡＳ３と、新築時抵当権設定不動産検出部ＡＳ４を含んで構成される。
【００６９】
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借換え不動産検出部ＡＳ１は、抵当権設定不動産検出部ＡＳＸで検索された「抵当権設
定」の対象となった不動産であって、かつ、「抵当権設定」の登記と同日に「抵当権抹消
」の登記申請が行われた不動産を検出する。具体的には、借換え不動産検出部ＡＳ１は、
都道府県〜丁目までのフィールドが要求された区画に対応する不動産であって、「登記の
目的」のフィールドに「抵当権設定」を示す情報を含む所定期間内の登記申請と、「抵当
権抹消」を含む登記申請とが同日になされている不動産を検出する。
【００７０】
単独設定不動産検出部ＡＳ２は、抵当権設定不動産検出部ＡＳＸで検索された「抵当権
設定」の対象となった不動産であって、かつ、「抵当権設定」の登記と同日に、「抵当権
抹消」や「所有権移転（売買）」、「所有権保存」といった登記申請がなされていない不
動産を検出する。具体的には、単独設定不動産検出部ＡＳ２は、「登記の目的」のフィー
ルドに「抵当権設定」を示す情報を含む登記申請がなされている不動産であって、「抵当
権抹消」等の登記申請が同日になされていない不動産を検出する。
【００７１】
売買時抵当権設定不動産検出部ＡＳ３は、抵当権設定不動産検出部ＡＳＸで検索された
「抵当権設定」の対象となった不動産であって、かつ、「抵当権設定」の登記と同日に「
所有権移転（売買）」の登記申請が行われた不動産を検出する。具体的には、売買時抵当
権設定不動産検出部ＡＳ３は、都道府県〜丁目までのフィールドが要求された区画に対応
する不動産であって、「登記の目的」のフィールドに「抵当権設定」を示す情報を含む所
定期間内の登記申請と、「所有権移転（売買）」を含む登記申請とが同日になされている
不動産を検出する。
【００７２】
新築時抵当権設定不動産検出部ＡＳ４は、抵当権設定不動産検出部ＡＳＸで検索された
「抵当権設定」の対象となった建物の不動産であって、かつ、「抵当権設定」の登記と同
日に「所有権保存」の登記申請が行われた建物の不動産を検出する。具体的には、新築時
抵当権設定不動産検出部ＡＳ４は、都道府県〜丁目までのフィールドが要求された区画に
対応する不動産であって、「登記の目的」のフィールドに「抵当権設定」を示す情報を含
む所定期間内の登記申請と、「所有権保存」を含む登記申請とが同日になされている建物
の不動産を検出する。
【００７３】
第１の集計部ＩＥ１〜第４の集計部ＩＥ４は、借換え不動産の件数、抵当権が単独設定
された不動産の件数、「所有権移転（売買）」の際に抵当権が設定された不動産の件数、
新築時に抵当権が設定された不動産の件数をそれぞれ集計する。第３の実施形態の情報処
理システム１では、第１の集計部ＩＥ１〜第４の集計部ＩＥ４にて集計された不動産の件
数がクライアント装置３へと送信されて、クライアント装置３の受信部ＲＥがこれらの件
数を受信する。
【００７４】
図８は、クライアント装置３から要求された５つの町丁目に対応する区画（東京都世田
谷区奥沢１〜５丁目）の、２０１４年４月〜１０月における１ヵ月毎の借換え不動産等の
集計件数の結果を示す図である。同図で示されるように、奥沢２丁目と５丁目は借換え件
数が多くなっており、金融機関による積極的な営業がなされた地域であるものと考えられ
るのに対し、他の奥沢１丁目、３丁目、４丁目は借換え件数が少なく、これらは今後の借
換えニーズが見込まれる地域となっている。ただしローンの借換えは新築の後に複数年経
過してから発生するものであるから、新築が多く活発な地域開発が行われている奥沢３丁
目は、借換えニーズが小さいものとも予測することができる。
【００７５】
図９は、奥沢５丁目と、奥沢全体のそれぞれにおける借換え件数を時系列的に比較する
ためのグラフである。このように複数の期間のそれぞれにおいて借換え件数が比較できる
ように表示をすることで、所定の区画において借換え件数の時系列・季節的な変化を読み
取ることが出来る。また同グラフでは、奥沢５丁目と奥沢全体の借換え件数が比較される
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ようになっており、複数の区画のそれぞれにおいて借換え件数を比較できるように表示を
することで、いずれの区画においてローンの借換えが為されているかを判断することが出
来るようになっている。このような比較表示としては、借換え件数ではなくとも抵当権が
単独設定された不動産等の件数であってもよい。また第１、第２の実施形態において、不
動産指標を時系列的に（あるいは、地域的に）比較できるように表示をしてもよい。
【００７６】
なお、各実施形態においては、登記申請情報記憶部ＲＭが含まれて、その記録内容等に
基づいて不動産指標が導出されるようになっているが、このような態様には必ずしも限定
されず、例えば、情報処理システム１が特定の区画における登記情報を網羅的に記憶する
登記情報データベースにアクセス可能になっており、不動産指標がその記録内容に基づい
て導出されるようになっていてもよい。
【００７７】
なお上記の各実施形態においては、町丁目単位の区画ごとに不動産指標を導出するもの
となっているが、市区町村単位の区画ごとに不動産指標を導出するものであってもよい。
また、所定範囲の地図が升目上のメッシュで区切られて、各メッシュを一つの区画として
、メッシュごとに不動産指標が導出されるのであってもよい。また、情報処理システム１
においては、例えば、奥沢１〜５丁目の全範囲における不動産指標を導出するようにして
もよく、クライアント装置３において、所定の基準で複数の町丁目区画を統合して、統合
された複数の町丁目区画ごとに不動産指標を導出するようにしてもよい。
【００７８】
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】
【００７９】
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 登記申請情報
記憶部、ＡＴ１ 差押え不動産検出部、ＡＴ２ 差押え後任売不動産検出部、ＰＲ１ 所
有権保存建物検出部、ＰＲ２ 所有権保存時土地売買検出部、ＡＳ１ 借換え不動産検出
部、ＡＳ２ 単独設定不動産検出部、ＡＳ３ 売買時抵当権設定不動産検出部、ＡＳ４
新築時抵当権設定不動産検出部、ＩＸ 指標導出部、ＭＰ 地図表示部、ＲＣ 指標情報
受信部、ＲＥ 受信部、ＩＥ１〜ＩＥ４ 第１〜第４の集計部。
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