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(57)【要約】
【課題】不動産価値の客観的な判断に寄与できる指標を
導出する不動産指標導出システムを提供する。
【解決手段】予め定められた区画において所定期間内に
生じた土地売買の件数を取得する売買件数取得部ＴＲと
、売買件数取得部ＴＲによって取得された土地売買の件
数と、土地売買が生じた区画に存在する土地の筆数また
は土地売買が生じた区画の面積とに基づいて、土地の流
動性に関する指標を導出する指標導出部ＩＸとを備えた
不動産指標導出システム。
【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いて所定期間内に生じた土地売買の件数を取得する売買件数取
得手段と、
前記売買件数取得手段によって取得された前記土地売買の件数と、前記土地売買が生じ
た区画に存在する土地の筆数または前記土地売買が生じた区画の面積とに基づいて、土地
の流動性に関する指標を導出する指標導出手段と、
を備えた不動産指標導出システム。
【請求項２】
予め定められた区画において所定期間内に生じた土地売買の件数を取得する売買件数取
得手段と、
前記売買件数取得手段によって取得された前記土地売買の件数と、前記土地売買が生じ
た区画に存在する土地の筆数または前記土地売買が生じた区画の面積と、前記土地売買が
生じた区画に対応する土地の価値に関する情報に基づいて、前記土地売買が生じた区画で
発生した取引の規模に関する指標を導出する指標導出手段と、
を備えた不動産指標導出システム。
【請求項３】
予め定められた区画において所定期間内に生じた土地売買の件数を取得する売買件数取
得手段と、
前記売買件数取得手段によって取得された前記土地売買の件数と、前記土地売買が生じ
た区画に存在する土地の筆数と、前記土地売買が生じた区画の面積と、前記土地売買が生
じた区画に対応する土地の価値に関する情報に基づいて、前記土地売買が生じた区画で発
生した取引の規模に関する指標を導出する指標導出手段と、
を備えた不動産指標導出システム。
【請求項４】
予め定められた区画において所定期間内に生じた土地売買の件数を取得する売買件数取
得手段と、
前記売買件数取得手段によって取得された前記土地売買の件数と、前記土地売買が生じ
た区画に存在する土地の筆数と、前記土地売買が生じた区画における一筆の土地が有する
平均的面積と、前記土地売買が生じた区画に対応する土地の価値に関する情報に基づいて
、前記土地売買が生じた区画で発生した取引の規模に関する指標を導出する指標導出手段
と、
を備えた不動産指標導出システム。
【請求項５】
予め定められた区画において所定期間内に生じた家屋売買の件数を取得する売買件数取
得手段と、
前記売買件数取得手段によって取得された前記家屋売買の件数と、前記家屋売買が生じ
た区画に存在する家屋の戸数または前記家屋売買が生じた区画の面積とに基づいて、家屋
の流動性に関する指標を導出する指標導出手段と、
を備えた不動産指標導出システム。
【請求項６】
予め定められた区画において所定期間内に生じた家屋売買の件数を取得する売買件数取
得手段と、
前記売買件数取得手段によって取得された前記家屋売買の件数と、前記家屋売買が生じ
た区画に存在する家屋の戸数または前記家屋売買が生じた区画の面積と、前記家屋売買が
生じた区画に対応する家屋の価値に関する情報に基づいて、前記土地売買が生じた区画で
発生した取引の規模に関する指標を導出する指標導出手段と、
を備えた不動産指標導出システム。
【請求項７】
予め定められた区画において所定期間内に生じた家屋売買の件数を取得する売買件数取
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得手段と、
前記売買件数取得手段によって取得された前記家屋売買の件数と、前記家屋売買が生じ
た区画に存在する家屋の戸数と、前記家屋売買が生じた区画の面積と、前記家屋売買が生
じた区画に対応する家屋の価値に関する情報に基づいて、前記家屋売買が生じた区画で発
生した取引の規模に関する指標を導出する指標導出手段と、
を備えた不動産指標導出システム。
【請求項８】
予め定められた区画において所定期間内に生じた家屋売買の件数を取得する売買件数取
得手段と、
前記売買件数取得手段によって取得された前記家屋売買の件数と、前記家屋売買が生じ
た区画に存在する家屋の戸数と、前記家屋売買が生じた区画における一戸の家屋が有する
平均的面積と、前記家屋売買が生じた区画に対応する家屋の価値に関する情報に基づいて
、前記家屋売買が生じた区画で発生した取引の規模に関する指標を導出する指標導出手段
と、
を備えた不動産指標導出システム。
【請求項９】
請求項１乃至８のいずれかに記載の不動産指標導出システムであって、
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手段を
さらに有し、
前記売買件数取得手段は、前記登記申請情報記憶手段から、前記予め定められた区画に
おいて前記所定期間内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土地又は家屋の登記申請情報を集計す
ることにより、前記土地又は家屋の売買件数を取得する、
ことを特徴とする不動産指標導出システム。
【請求項１０】
請求項１乃至９のいずれかに記載の不動産指標導出システムであって、
複数の区画を含む地図を表示する地図表示手段をさらに有し、
前記売買件数取得手段は、前記複数の区画のそれぞれにおける前記所定期間内の土地売
買の件数又は家屋売買の件数を取得し、
前記指標導出手段は、前記複数の区画のそれぞれについての前記指標を導出し、
前記地図表示手段に表示された前記複数の区画を含む地図には、前記指標導出手段によ
って導出された前記複数の区画のそれぞれについての前記指標が表示される、
ことを特徴とする不動産指標導出システム。
【請求項１１】
予め定められた区画において所定期間内に生じた土地売買の件数を取得する土地売買件
数取得手段と、
前記区画において前記所定期間内に生じた家屋売買の件数を取得する家屋売買件数取得
手段と、
前記土地売買件数取得手段によって取得された前記土地売買の件数と、前記土地売買が
生じた区画に存在する土地の筆数または前記土地売買が生じた区画の面積とに基づいて、
土地の流動性に関する土地流動性指標を導出する土地指標導出手段と、
前記家屋売買件数取得手段によって取得された前記家屋売買の件数と、前記家屋売買が
生じた区画に存在する家屋の戸数または前記家屋売買が生じた区画の面積とに基づいて、
家屋の流動性に関する家屋流動性指標を導出する家屋指標導出手段と、を有する不動産指
標導出システムであって、
前記区画に存在する家屋の戸数と前記区画に存在する土地の筆数に基づいて、前記区画
における家屋流動性指標と土地流動性指標のいずれを出力するかを判定する判定手段をさ
らに有する、
ことを特徴とする不動産指標導出システム。
【請求項１２】
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請求項１乃至１１のいずれかに記載された不動産指標導出システムであって、
前記予め定められた区画は、町丁目単位の区画となる、
ことを特徴とする不動産指標導出システム。
【請求項１３】
売買件数取得手段が、予め定められた区画において所定期間内に生じた土地売買の件数
を取得し、
指標導出手段が、前記売買件数取得手段によって取得された前記土地売買の件数と、前
記土地売買が生じた区画に存在する土地の筆数または前記土地売買が生じた区画の面積と
に基づいて、土地の流動性に関する指標を導出する、
ことを特徴とする不動産指標導出方法。
【請求項１４】
売買件数取得手段が、予め定められた区画において所定期間内に生じた土地売買の件数
を取得し、
指標導出手段が、前記売買件数取得手段によって取得された前記土地売買の件数と、前
記土地売買が生じた区画に存在する土地の筆数または前記土地売買が生じた区画の面積と
、前記土地売買が生じた区画に対応する土地の価値に関する情報に基づいて、前記土地売
買が生じた区画で発生した取引の規模に関する指標を導出する、
ことを特徴とする不動産指標導出方法。
【請求項１５】
売買件数取得手段が、予め定められた区画において所定期間内に生じた土地売買の件数
を取得し、
指標導出手段が、前記売買件数取得手段によって取得された前記土地売買の件数と、前
記土地売買が生じた区画に存在する土地の筆数と、前記土地売買が生じた区画の面積と、
前記土地売買が生じた区画に対応する土地の価値に関する情報に基づいて、前記土地売買
が生じた区画で発生した取引の規模に関する指標を導出する、
ことを特徴とする不動産指標導出方法。
【請求項１６】
売買件数取得手段が、予め定められた区画において所定期間内に生じた土地売買の件数
を取得し、
指標導出手段が、前記売買件数取得手段によって取得された前記土地売買の件数と、前
記土地売買が生じた区画に存在する土地の筆数と、前記土地売買が生じた区画における一
筆の土地が有する平均的面積と、前記土地売買が生じた区画に対応する土地の価値に関す
る情報に基づいて、前記土地売買が生じた区画で発生した取引の規模に関する指標を導出
する、
ことを特徴とする不動産指標導出方法。
【請求項１７】
売買件数取得手段が、予め定められた区画において所定期間内に生じた家屋売買の件数
を取得し、
指標導出手段が、前記売買件数取得手段によって取得された前記家屋売買の件数と、前
記家屋売買が生じた区画に存在する家屋の戸数または前記家屋売買が生じた区画の面積と
に基づいて、家屋の流動性に関する指標を導出する、
ことを特徴とする不動産指標導出方法。
【請求項１８】
売買件数取得手段が、予め定められた区画において所定期間内に生じた家屋売買の件数
を取得し、
指標導出手段が、前記売買件数取得手段によって取得された前記家屋売買の件数と、前
記家屋売買が生じた区画に存在する家屋の戸数または前記家屋売買が生じた区画の面積と
、前記家屋売買が生じた区画に対応する家屋の価値に関する情報に基づいて、前記土地売
買が生じた区画で発生した取引の規模に関する指標を導出する、
ことを特徴とする不動産指標導出方法。
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【請求項１９】
売買件数取得手段が、予め定められた区画において所定期間内に生じた家屋売買の件数
を取得し、
指標導出手段が、前記売買件数取得手段によって取得された前記家屋売買の件数と、前
記家屋売買が生じた区画に存在する家屋の戸数と、前記家屋売買が生じた区画の面積と、
前記家屋売買が生じた区画に対応する家屋の価値に関する情報に基づいて、前記家屋売買
が生じた区画で発生した取引の規模に関する指標を導出する、
ことを特徴とする不動産指標導出方法。
【請求項２０】
売買件数取得手段が、予め定められた区画において所定期間内に生じた家屋売買の件数
を取得し、
指標導出手段が、前記売買件数取得手段によって取得された前記家屋売買の件数と、前
記家屋売買が生じた区画に存在する家屋の戸数と、前記家屋売買が生じた区画における一
戸の家屋が有する平均的面積と、前記家屋売買が生じた区画に対応する家屋の価値に関す
る情報に基づいて、前記家屋売買が生じた区画で発生した取引の規模に関する指標を導出
する、
ことを特徴とする不動産指標導出方法。
【請求項２１】
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生じた土地売買の件数を取
得する売買件数取得手段と、
前記売買件数取得手段によって取得された前記土地売買の件数と、前記土地売買が生じ
た区画に存在する土地の筆数または前記土地売買が生じた区画の面積とに基づいて、土地
の流動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２２】
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生じた土地売買の件数を取
得する売買件数取得手段と、
前記売買件数取得手段によって取得された前記土地売買の件数と、前記土地売買が生じ
た区画に存在する土地の筆数または前記土地売買が生じた区画の面積と、前記土地売買が
生じた区画に対応する土地の価値に関する情報に基づいて、前記土地売買が生じた区画で
発生した取引の規模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２３】
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生じた土地売買の件数を取
得する売買件数取得手段と、
前記売買件数取得手段によって取得された前記土地売買の件数と、前記土地売買が生じ
た区画に存在する土地の筆数と、前記土地売買が生じた区画の面積と、前記土地売買が生
じた区画に対応する土地の価値に関する情報に基づいて、前記土地売買が生じた区画で発
生した取引の規模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２４】
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生じた土地売買の件数を取
得する売買件数取得手段と、
前記売買件数取得手段によって取得された前記土地売買の件数と、前記土地売買が生じ
た区画に存在する土地の筆数と、前記土地売買が生じた区画における一筆の土地が有する
平均的面積と、前記土地売買が生じた区画に対応する土地の価値に関する情報に基づいて
、前記土地売買が生じた区画で発生した取引の規模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２５】
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生じた家屋売買の件数を取
得する売買件数取得手段と、
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前記売買件数取得手段によって取得された前記家屋売買の件数と、前記家屋売買が生じ
た区画に存在する家屋の戸数または前記家屋売買が生じた区画の面積とに基づいて、家屋
の流動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２６】
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生じた家屋売買の件数を取
得する売買件数取得手段と、
前記売買件数取得手段によって取得された前記家屋売買の件数と、前記家屋売買が生じ
た区画に存在する家屋の戸数または前記家屋売買が生じた区画の面積と、前記家屋売買が
生じた区画に対応する家屋の価値に関する情報に基づいて、前記土地売買が生じた区画で
発生した取引の規模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２７】
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生じた家屋売買の件数を取
得する売買件数取得手段と、
前記売買件数取得手段によって取得された前記家屋売買の件数と、前記家屋売買が生じ
た区画に存在する家屋の戸数と、前記家屋売買が生じた区画の面積と、前記家屋売買が生
じた区画に対応する家屋の価値に関する情報に基づいて、前記家屋売買が生じた区画で発
生した取引の規模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２８】
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生じた家屋売買の件数を取
得する売買件数取得手段と、
前記売買件数取得手段によって取得された前記家屋売買の件数と、前記家屋売買が生じ
た区画に存在する家屋の戸数と、前記家屋売買が生じた区画における一戸の家屋が有する
平均的面積と、前記家屋売買が生じた区画に対応する家屋の価値に関する情報に基づいて
、前記家屋売買が生じた区画で発生した取引の規模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、不動産指標導出システム、不動産指標導出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
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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
る不動産指標導出システム、不動産指標導出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】
本発明にかかる不動産指標導出システムは、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生じた土地売買の件数を取得する売買件数取得手段と、前記売買件数
取得手段によって取得された前記土地売買の件数と、前記土地売買が生じた区画に存在す
る土地の筆数または前記土地売買が生じた区画の面積とに基づいて、土地の流動性に関す
る指標を導出する指標導出手段と、を備えることを特徴とする。
【０００９】
本発明にかかる不動産指標導出システムは、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生じた土地売買の件数を取得する売買件数取得手段と、前記売買件数
取得手段によって取得された前記土地売買の件数と、前記土地売買が生じた区画に存在す
る土地の筆数または前記土地売買が生じた区画の面積と、前記土地売買が生じた区画に対
応する土地の価値に関する情報に基づいて、前記土地売買が生じた区画で発生した取引の
規模に関する指標を導出する指標導出手段と、を備えることを特徴とする。
【００１０】
本発明にかかる不動産指標導出システムは、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生じた土地売買の件数を取得する売買件数取得手段と、前記売買件数
取得手段によって取得された前記土地売買の件数と、前記土地売買が生じた区画に存在す
る土地の筆数と、前記土地売買が生じた区画の面積と、前記土地売買が生じた区画に対応
する土地の価値に関する情報に基づいて、前記土地売買が生じた区画で発生した取引の規
模に関する指標を導出する指標導出手段と、を備えることを特徴とする。
【００１１】
本発明にかかる不動産指標導出システムは、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生じた土地売買の件数を取得する売買件数取得手段と、前記売買件数
取得手段によって取得された前記土地売買の件数と、前記土地売買が生じた区画に存在す
る土地の筆数と、前記土地売買が生じた区画における一筆の土地が有する平均的面積と、
前記土地売買が生じた区画に対応する土地の価値に関する情報に基づいて、前記土地売買
が生じた区画で発生した取引の規模に関する指標を導出する指標導出手段と、を備えるこ
とを特徴とする。
【００１２】
本発明にかかる不動産指標導出システムは、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生じた家屋売買の件数を取得する売買件数取得手段と、前記売買件数
取得手段によって取得された前記家屋売買の件数と、前記家屋売買が生じた区画に存在す
る家屋の戸数または前記家屋売買が生じた区画の面積とに基づいて、家屋の流動性に関す
る指標を導出する指標導出手段と、を備えることを特徴とする。
【００１３】
本発明にかかる不動産指標導出システムは、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生じた家屋売買の件数を取得する売買件数取得手段と、前記売買件数
取得手段によって取得された前記家屋売買の件数と、前記家屋売買が生じた区画に存在す
る家屋の戸数または前記家屋売買が生じた区画の面積と、前記家屋売買が生じた区画に対
応する家屋の価値に関する情報に基づいて、前記土地売買が生じた区画で発生した取引の
規模に関する指標を導出する指標導出手段と、を備えることを特徴とする。
【００１４】
本発明にかかる不動産指標導出システムは、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生じた家屋売買の件数を取得する売買件数取得手段と、前記売買件数
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取得手段によって取得された前記家屋売買の件数と、前記家屋売買が生じた区画に存在す
る家屋の戸数と、前記家屋売買が生じた区画の面積と、前記家屋売買が生じた区画に対応
する家屋の価値に関する情報に基づいて、前記家屋売買が生じた区画で発生した取引の規
模に関する指標を導出する指標導出手段と、を備えることを特徴とする。
【００１５】
本発明にかかる不動産指標導出システムは、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生じた家屋売買の件数を取得する売買件数取得手段と、前記売買件数
取得手段によって取得された前記家屋売買の件数と、前記家屋売買が生じた区画に存在す
る家屋の戸数と、前記家屋売買が生じた区画における一戸の家屋が有する平均的面積と、
前記家屋売買が生じた区画に対応する家屋の価値に関する情報に基づいて、前記家屋売買
が生じた区画で発生した取引の規模に関する指標を導出する指標導出手段と、を備えるこ
とを特徴とする。
【００１６】
また、本発明にかかる不動産指標導出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手段をさらに有し、前記売買件数
取得手段は、前記登記申請情報記憶手段から、前記予め定められた区画において前記所定
期間内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土地又は家屋の登記申請情報を集計することにより、
前記土地又は家屋の売買件数を取得する、ことを特徴としてもよい。
【００１７】
また、本発明にかかる不動産指標導出システムの一態様では、複数の区画を含む地図を
表示する地図表示手段をさらに有し、前記売買件数取得手段は、前記複数の区画のそれぞ
れにおける前記所定期間内の土地売買の件数又は家屋売買の件数を取得し、前記指標導出
手段は、前記複数の区画のそれぞれについての前記指標を導出し、前記地図表示手段に表
示された前記複数の区画を含む地図には、前記指標導出手段によって導出された前記複数
の区画のそれぞれについての前記指標が表示される、ことを特徴としてもよい。
【００１８】
本発明にかかる不動産指標導出システムは、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生じた土地売買の件数を取得する土地売買件数取得手段と、前記区画
において前記所定期間内に生じた家屋売買の件数を取得する家屋売買件数取得手段と、前
記土地売買件数取得手段によって取得された前記土地売買の件数と、前記土地売買が生じ
た区画に存在する土地の筆数または前記土地売買が生じた区画の面積とに基づいて、土地
の流動性に関する土地流動性指標を導出する土地指標導出手段と、前記家屋売買件数取得
手段によって取得された前記家屋売買の件数と、前記家屋売買が生じた区画に存在する家
屋の戸数または前記家屋売買が生じた区画の面積とに基づいて、家屋の流動性に関する家
屋流動性指標を導出する家屋指標導出手段と、を有する不動産指標導出システムであって
、前記区画に存在する家屋の戸数と前記区画に存在する土地の筆数に基づいて、前記区画
における家屋流動性指標と土地流動性指標のいずれを出力するかを判定する判定手段をさ
らに有する、ことを特徴とする。
【００１９】
また、本発明にかかる不動産指標導出システムの一態様では、前記予め定められた区画
は、町丁目単位の区画となる、ことを特徴としてもよい。
【００２０】
本発明にかかる不動産指標導出方法は、上記課題に鑑みて、売買件数取得手段が、予め
定められた区画において所定期間内に生じた土地売買の件数を取得し、指標導出手段が、
前記売買件数取得手段によって取得された前記土地売買の件数と、前記土地売買が生じた
区画に存在する土地の筆数または前記土地売買が生じた区画の面積とに基づいて、土地の
流動性に関する指標を導出する、ことを特徴とする。
【００２１】
本発明にかかる不動産指標導出方法は、上記課題に鑑みて、売買件数取得手段が、予め
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定められた区画において所定期間内に生じた土地売買の件数を取得し、指標導出手段が、
前記売買件数取得手段によって取得された前記土地売買の件数と、前記土地売買が生じた
区画に存在する土地の筆数または前記土地売買が生じた区画の面積と、前記土地売買が生
じた区画に対応する土地の価値に関する情報に基づいて、前記土地売買が生じた区画で発
生した取引の規模に関する指標を導出する、ことを特徴とする。
【００２２】
本発明にかかる不動産指標導出方法は、上記課題に鑑みて、売買件数取得手段が、予め
定められた区画において所定期間内に生じた土地売買の件数を取得し、指標導出手段が、
前記売買件数取得手段によって取得された前記土地売買の件数と、前記土地売買が生じた
区画に存在する土地の筆数と、前記土地売買が生じた区画の面積と、前記土地売買が生じ
た区画に対応する土地の価値に関する情報に基づいて、前記土地売買が生じた区画で発生
した取引の規模に関する指標を導出する、ことを特徴とする。
【００２３】
本発明にかかる不動産指標導出方法は、上記課題に鑑みて、売買件数取得手段が、予め
定められた区画において所定期間内に生じた土地売買の件数を取得し、指標導出手段が、
前記売買件数取得手段によって取得された前記土地売買の件数と、前記土地売買が生じた
区画に存在する土地の筆数と、前記土地売買が生じた区画における一筆の土地が有する平
均的面積と、前記土地売買が生じた区画に対応する土地の価値に関する情報に基づいて、
前記土地売買が生じた区画で発生した取引の規模に関する指標を導出する、ことを特徴と
する。
【００２４】
本発明にかかる不動産指標導出方法は、上記課題に鑑みて、売買件数取得手段が、予め
定められた区画において所定期間内に生じた家屋売買の件数を取得し、指標導出手段が、
前記売買件数取得手段によって取得された前記家屋売買の件数と、前記家屋売買が生じた
区画に存在する家屋の戸数または前記家屋売買が生じた区画の面積とに基づいて、家屋の
流動性に関する指標を導出する、ことを特徴とする。
【００２５】
本発明にかかる不動産指標導出方法は、上記課題に鑑みて、売買件数取得手段が、予め
定められた区画において所定期間内に生じた家屋売買の件数を取得し、指標導出手段が、
前記売買件数取得手段によって取得された前記家屋売買の件数と、前記家屋売買が生じた
区画に存在する家屋の戸数または前記家屋売買が生じた区画の面積と、前記家屋売買が生
じた区画に対応する家屋の価値に関する情報に基づいて、前記土地売買が生じた区画で発
生した取引の規模に関する指標を導出する、ことを特徴とする。
【００２６】
本発明にかかる不動産指標導出方法は、上記課題に鑑みて、売買件数取得手段が、予め
定められた区画において所定期間内に生じた家屋売買の件数を取得し、指標導出手段が、
前記売買件数取得手段によって取得された前記家屋売買の件数と、前記家屋売買が生じた
区画に存在する家屋の戸数と、前記家屋売買が生じた区画の面積と、前記家屋売買が生じ
た区画に対応する家屋の価値に関する情報に基づいて、前記家屋売買が生じた区画で発生
した取引の規模に関する指標を導出する、ことを特徴とする。
【００２７】
本発明にかかる不動産指標導出方法は、上記課題に鑑みて、売買件数取得手段が、予め
定められた区画において所定期間内に生じた家屋売買の件数を取得し、指標導出手段が、
前記売買件数取得手段によって取得された前記家屋売買の件数と、前記家屋売買が生じた
区画に存在する家屋の戸数と、前記家屋売買が生じた区画における一戸の家屋が有する平
均的面積と、前記家屋売買が生じた区画に対応する家屋の価値に関する情報に基づいて、
前記家屋売買が生じた区画で発生した取引の規模に関する指標を導出する、ことを特徴と
する。
【００２８】
本発明にかかる不動産指標導出方法は、上記課題に鑑みて、土地売買件数取得手段が、
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予め定められた区画において所定期間内に生じた土地売買の件数を取得し、家屋売買件数
取得手段が、前記区画において前記所定期間内に生じた家屋売買の件数を取得し、土地指
標導出手段が、前記土地売買件数取得手段によって取得された前記土地売買の件数と、前
記土地売買が生じた区画に存在する土地の筆数または前記土地売買が生じた区画の面積と
に基づいて、土地の流動性に関する土地流動性指標を導出し、家屋指標導出手段が、前記
家屋売買件数取得手段によって取得された前記家屋売買の件数と、前記家屋売買が生じた
区画に存在する家屋の戸数または前記家屋売買が生じた区画の面積とに基づいて、家屋の
流動性に関する家屋流動性指標を導出し、判定手段が、前記区画に存在する家屋の戸数と
前記区画に存在する土地の筆数に基づいて、前記区画における家屋流動性指標と土地流動
性指標のいずれを出力するかを判定する、ことを特徴とする。
【００２９】
本発明にかかるプログラムは、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生じた土地売買の件数を取得する売買件数取得手段と、前記売買
件数取得手段によって取得された前記土地売買の件数と、前記土地売買が生じた区画に存
在する土地の筆数または前記土地売買が生じた区画の面積とに基づいて、土地の流動性に
関する指標を導出する指標導出手段として機能させる。
【００３０】
本発明にかかるプログラムは、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生じた土地売買の件数を取得する売買件数取得手段と、前記売買
件数取得手段によって取得された前記土地売買の件数と、前記土地売買が生じた区画に存
在する土地の筆数または前記土地売買が生じた区画の面積と、前記土地売買が生じた区画
に対応する土地の価値に関する情報に基づいて、前記土地売買が生じた区画で発生した取
引の規模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。
【００３１】
本発明にかかるプログラムは、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生じた土地売買の件数を取得する売買件数取得手段と、前記売買
件数取得手段によって取得された前記土地売買の件数と、前記土地売買が生じた区画に存
在する土地の筆数と、前記土地売買が生じた区画の面積と、前記土地売買が生じた区画に
対応する土地の価値に関する情報に基づいて、前記土地売買が生じた区画で発生した取引
の規模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。
【００３２】
本発明にかかるプログラムは、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生じた土地売買の件数を取得する売買件数取得手段と、前記売買
件数取得手段によって取得された前記土地売買の件数と、前記土地売買が生じた区画に存
在する土地の筆数と、前記土地売買が生じた区画における一筆の土地が有する平均的面積
と、前記土地売買が生じた区画に対応する土地の価値に関する情報に基づいて、前記土地
売買が生じた区画で発生した取引の規模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。
【００３３】
本発明にかかるプログラムは、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生じた家屋売買の件数を取得する売買件数取得手段と、前記売買
件数取得手段によって取得された前記家屋売買の件数と、前記家屋売買が生じた区画に存
在する家屋の戸数または前記家屋売買が生じた区画の面積とに基づいて、家屋の流動性に
関する指標を導出する指標導出手段として機能させる。
【００３４】
本発明にかかるプログラムは、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生じた家屋売買の件数を取得する売買件数取得手段と、前記売買
件数取得手段によって取得された前記家屋売買の件数と、前記家屋売買が生じた区画に存
在する家屋の戸数または前記家屋売買が生じた区画の面積と、前記家屋売買が生じた区画
に対応する家屋の価値に関する情報に基づいて、前記土地売買が生じた区画で発生した取
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引の規模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。
【００３５】
本発明にかかるプログラムは、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生じた家屋売買の件数を取得する売買件数取得手段と、前記売買
件数取得手段によって取得された前記家屋売買の件数と、前記家屋売買が生じた区画に存
在する家屋の戸数と、前記家屋売買が生じた区画の面積と、前記家屋売買が生じた区画に
対応する家屋の価値に関する情報に基づいて、前記家屋売買が生じた区画で発生した取引
の規模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。
【００３６】
本発明にかかるプログラムは、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生じた家屋売買の件数を取得する売買件数取得手段と、前記売買
件数取得手段によって取得された前記家屋売買の件数と、前記家屋売買が生じた区画に存
在する家屋の戸数と、前記家屋売買が生じた区画における一戸の家屋が有する平均的面積
と、前記家屋売買が生じた区画に対応する家屋の価値に関する情報に基づいて、前記家屋
売買が生じた区画で発生した取引の規模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。
【００３７】
本発明にかかるプログラムは、上記課題に鑑みて、予め定められた区画において所定期
間内に生じた土地売買の件数を取得する土地売買件数取得手段と、前記区画において前記
所定期間内に生じた家屋売買の件数を取得する家屋売買件数取得手段と、前記土地売買件
数取得手段によって取得された前記土地売買の件数と、前記土地売買が生じた区画に存在
する土地の筆数または前記土地売買が生じた区画の面積とに基づいて、土地の流動性に関
する土地流動性指標を導出する土地指標導出手段と、前記家屋売買件数取得手段によって
取得された前記家屋売買の件数と、前記家屋売買が生じた区画に存在する家屋の戸数また
は前記家屋売買が生じた区画の面積とに基づいて、家屋の流動性に関する家屋流動性指標
を導出する家屋指標導出手段と、を有する不動産指標導出システムのコンピュータを、前
記区画に存在する家屋の戸数と前記区画に存在する土地の筆数に基づいて、前記区画にお
ける家屋流動性指標と土地流動性指標のいずれを出力するかを判定する判定手段として機
能させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００３８】
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
る不動産指標導出システム、不動産指標導出方法およびプログラムを提供することを目的
とする。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る不動産指標導出システムの機能的構成を示す図で
ある。
【図２】第１の実施形態における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３Ａ】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不動産指標を
説明するための図である。
【図３Ｂ】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不動産指標が
地図上に表示された様子を示す図である。
【図４】第１の実施形態における不動産指標導出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の実施形態における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６】第２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不動産指標を説
明するための図である。
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【図７】第３の実施形態における不動産指標導出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】
【００４０】
［第１の実施形態］
以下においては、本発明の第１の実施形態に係る不動産指標導出システムについての説
明をする。
【００４１】
図１は、本発明の第１の実施形態に係る不動産指標導出システム１の機能的構成を示す
図である。同図で示されるように、本実施形態の不動産指標導出システム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ＬＡＮ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。
【００４２】
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。
【００４３】
サーバ装置２は、登記申請情報記憶部ＲＭと、売買件数取得部ＴＲと、指標導出部ＩＸ
と、区画情報取得部ＢＫと、区画情報記憶部ＢＭ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。
【００４４】
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。
【００４５】
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
に発生した土地の売買件数を区画ごとに集計することにより、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、区画ごとに集計された土地売買の件数と、予めサーバ装置２において保持されている
区画情報に基づい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。
【００４６】
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。本実施形態の不動産指標導出システムとしては、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。
【００４７】
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。
【００４８】
図２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。同図で示されるように、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、登記申請された対象物
件を特定する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、登
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記の目的、用途などのデータを含んで構成される。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。
【００４９】
売買件数取得部ＴＲは、登記申請情報記憶部ＲＭに記録された登記申請情報を集計して
、クライアント装置３から要求された区画内にて発生した土地の売買についての件数を取
得する。具体的には売買件数取得部ＴＲ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、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の件数を検索・集計することにより、予め定められた区画にて発生し
た土地売買の件数を取得する。ここで、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土地の登記申請情報とは、例えば、所有権の移転かつ売買を示
す情報（所有権の移転（売買））を登記の目的に含む登記申請情報のことをいう。なお、
「所有権の移転（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している。
【００５０】
指標導出部ＩＸは、売買件数取得部ＴＲにて取得された土地売買の件数と、区画情報記
憶部ＢＭに記録された情報に基づいて不動産指標を導出する。また本実施形態における指
標導出部ＩＸは、流動性指標導出部ＩＭと、第１の経済性指標導出部ＩＥ１と、第２の経
済性指標導出部ＩＥ２と、第３の経済性指標導出部ＩＥ３を含んで構成されて、４つの不
動産指標を導出するものとなっている。以下においては、図３Ａ及び図３Ｂを用いてこれ
ら不動産指標を導出する４つの構成についての説明をする。
【００５１】
図３Ａ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（東京都渋
谷区代々木１〜５丁目）にて、２０１４年８月の土地売買件数に基づく不動産指標の導出
をした結果を示すものである。また、図３Ｂ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。
本実施形態においては、直近の末日を迎えた一か月（すなわち先月）の土地売買件数を集
計して各区画の不動産指標が導出されるようになっているが、一か月ごとに土地売買件数
が集計されて不動産指標が導出されるようになっていてもよいし、１〜３月、４〜６月と
いった４半期ごと、あるいは、１〜６月、７〜１２月といった半年ごとに土地売買件数が
集計されて半年ごとの不動産指標が導出されるようになっていてもよい。
【００５２】
流動性指標導出部ＩＭは、売買件数取得部ＴＲにて取得された売買件数を、売買が発生
した区画に存在する土地の筆数、あるいは、売買が発生した区画全体の面積にて除すこと
により、不動産の流動性に関する流動性指標を導出する（図３においては、前者の流動性
指標が表示されており、後者の流動性指標の表示は省略されている）。すなわち流動性指
標は、売買件数が増大すればその値が増大し、かつ、区画内の筆数または区画面積が増大
すればその値が減少するようになっている（売買件数に関する増加関数であって、かつ、
区画内の筆数または区画面積に関する減少関数となっている）。流動性指標は、１つの区
画における一筆の土地にて所定期間内に発生する土地売買件数、あるいは、１つの区画に
おける単位面積当たりに所定期間内に発生する土地売買件数を示すものとなっており、当
該１つの区画に存在する土地の「取引されやすさ」や「取引の対象になりやすさ」を示す
指標となっている。
【００５３】
ここで土地の購入を検討する際に、流動性指標が高い区画の土地と、流動性指標の低い
区画の土地とが購入対象として挙げられている場合には、購入後の売却が容易となること
を見越すと前者の価値が高いものと考えられる。したがって土地の価格等のその他の条件
が同一であって流動性指標のみが異なる２つの購入対象物件が存在する場合には、流動性
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指標の高い土地のほうが売り手と買い手のバランスが崩れにくいことから値段が下落しづ
らく（買い手不在の状態で投げ売り等せざるを得ないリスクが低く）、土地の購入検討者
としては、流動性指標の高い土地の購入を優先するものと考えられる。また当面売却の予
定がないというような事情がある場合には、流動性指標の低い区画であっても安価な土地
の購入を志向することが想定され、土地の購入者の事情に合わせて流動性指標が参照され
ることとなる。すなわち本実施形態の不動産指標導出システム１は、土地の価値判断を行
うための新たな指標となる流動性指標を提示して、土地取引の検討者に対して客観的な判
断材料を提供するものとなっており、このような指標が利用されることで効率的な不動産
活用が促進されることとなる。
【００５４】
第１の経済指標導出部ＩＥ１は、流動性指標（所定期間における区画内の土地売買件数
／区画内の筆数、あるいは、所定期間における区画内の土地売買件数／区画面積）に、土
地売買件数が集計された区画における土地の価値に関する指標（具体的には、土地の価値
を比較可能のように、平米単価あるいは坪単価で数値化された情報）を乗じることによっ
て、第１の経済性指標を導出する。すなわち、第１の経済性指標は、流動性指標および土
地の価値に関する指標についての増加関数となっている。ここで土地の価値に関する指標
としては、土地売買件数が集計された区画から最も近い位置にある標準地の公示地価自体
であってもよいし、当該区画の付近に存在する複数の標準地の公示地価に基づいて導出す
るようにしてもよく、区画内の路線価等に基づいて導出するようにしてもよいが、本実施
形態においては、図３Ａに示されるように、区画の代表点に最も近い位置に存在する公示
地価を用いるものとしている。
【００５５】
第１の経済性指標は、区画内で生じた所定期間における土地売買取引の規模を示すもの
となっており、土地取引に用いられた金銭の量の目安を与えるものとなっている。土地の
売買を仲介する金融業や不動産業に携わる者としては、手数料や金利収入等が取引の規模
に応じて増減することとなるため、第１の経済性指標が大きい区画（例えば、流動性が大
きく、かつ、土地の価値が高い区画）にビジネスの重点を置くようにすることで効率的な
ビジネスを行うことができるようになる。
【００５６】
第２の経済性指標導出部ＩＥ２は、所定期間における区画内の土地売買件数を、当該区
画内に存在する筆数で除して、さらに、当該区画における土地の価値に関する指標および
当該区画の面積を乗じることによって、第２の経済性指標を導出する。換言すると、この
第２の経済性指標は、土地売買件数に、一筆あたりの面積と、土地の価値に関する指標を
乗じたものとなっており、第２の経済性指標は、これらの増加関数となっている。この第
２の経済性指標は、第１の経済性指標と同様に、土地の流動性や土地の価値が加味された
指標であって、所定期間に区画内で生じた土地売買取引の規模を示すものとなっており、
第１の経済性指標よりも取引金額を正確に反映するものとなっている。土地の売買を仲介
する金融業や不動産業に携わる者としては、第２の経済性指標を目安としてビジネスの重
点を置く区画を選択することで効率的なビジネスを行うことができるようになる。
【００５７】
第３の経済性指標導出部ＩＥ３は、所定期間における区画内の土地売買件数を、当該区
画内に存在する筆数で除して、当該区画における土地の価値に関する指標および一筆あた
りの面積（当該区画の面積を当該区画内に存在する筆数で除した値）を乗じることによっ
て、第３の経済性指標を算出する。この第３の経済性指標は、第１〜第２の経済性指標と
同様に、区画内で所定期間内に生じた土地売買取引の規模を示すものとなっているが、土
地の流動性に、一筆あたりの面積や土地の価値が加味されることによって、第１の経済性
指標よりも土地売買取引の規模がより厳密に導出されるものとなっている。第３の経済性
指標は、土地売買件数、土地の価値に関する指標、および、一筆あたりの面積の増加関数
となっており、かつ、区画内の筆数の減少関数となっている。２つの区画を比較する際に
、第１の経済性指標が同一であっても第３の経済性指標に差がある場合には、第３の経済
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性指標が大きい区画の方が１回の土地取引の規模が大きくなる傾向にあり、土地売買の仲
介者等としては、いずれの区画の土地を詳細に検討するべきかの目安となる。
【００５８】
区画情報記憶部ＢＭは、指標導出部ＩＸにおいて実行される演算にて用いられる区画に
関する情報を記憶する。区画情報記憶部ＢＫとしては、具体的には、町丁目単位の区画ご
とに、区画内に存在する筆数や区画全体の面積（町丁目面積）、さらには区画内における
土地の価値に関する指標等を記憶しており、指標導出部ＩＸによる演算の際にこれらの値
や情報が参照される。
【００５９】
区画情報取得部ＢＫは、町丁目を一単位とする区画ごとに、区画内に存在する筆数や面
積についての情報や土地の価値に関する指標を取得する。区画内に存在する筆数としては
、例えば、民亊法務協会のウェブサイトを利用して網羅的に調べることが可能である。ま
た区画内に存在する筆数としては土地の分筆や合筆の登記により変動することから、特定
の時点における筆数を民亊法務協会のウェブサイトの情報等に基づいて取得したのち、登
記申請情報記憶部ＲＭに記録された特定の時点以降の登記申請情報によって新たに取得す
ることができる。具体的には、区画情報取得部ＢＫとしては、特定の時点以降の登記申請
情報であって、土地の分筆や合筆を示す情報を登記の目的に含むものを集計することによ
り、区画内に存在する筆数を更新することができる。区画情報取得部ＢＫとしては、クラ
イアント装置３から流動性指標等の出力を要求された際に、その時点における筆数を取得
（更新）して、指標導出部ＩＸによる演算に用いられるようにしてもよいし、一か月ごと
に更新するようにしてもよい。なお区画情報取得部ＢＫとしては、公に開示されている情
報が別途入力されることにより、区画面積（町丁目面積）や土地の価値に関する指標を取
得するようになっている。
【００６０】
クライアント装置３は、ユーザによって要求された１または複数の区画の指標値をサー
バ装置２から受信する指標情報受信部ＲＣと、当該１又は複数の区画を含む範囲の地図表
示を画面上に出力する地図表示部ＭＰと、を有して構成される。
【００６１】
地図表示部ＭＰとしては、インターネット等のネットワークを介して地図表示用のデー
タを受信し、これによって特定地域の地図を表示するようにしても良いし、クライアント
装置３にて保持された地図表示用のデータにしたがって地図表示を行うのであっても良い
。また地図表示部ＭＰとしては、図３Ｂのように、指標情報受信部ＲＣが受信をした指標
値を、表示される区画の位置に対応して表示するように制御する。このような指標値が複
数の区画において表示されることで、クライアント装置３のユーザとしては、各区画にお
ける不動産の流動性や経済性の判断をすることができるようになる。
【００６２】
なおクライアント装置３においては、各区画における指標値をグラフ化して表示される
ようになっていてもよい。また不動産指標導出システム１においては、所定の区画におけ
る一又は複数月（あるいは年）ごとの指標値がそれぞれ集計・表示されてもよいし、一又
は複数月（あるいは年）ごとの指標値の変遷を示すグラフがクライアント装置３にて表示
されるようになっていてもよい。これにより、所定の区画内の不動産の価値の変遷を把握
することができ、将来のトレンドを予測することも可能となる。
【００６３】
またクライアント装置３においては、不動産指標が複数の区画について導出されて、不
動産指標により複数の区画がランク付け・分類されて表示されるようになっていてもよい
し、不動産指標の値にて順番に複数の区画が表示されたり、順位付けされて表示されるよ
うになっていてもよい。複数の区画の順位付けの表示等は、地図表示を伴わずになされて
もよいし、地図表示上にて色分けされることで順位づけやランク付け等の表示がされるよ
うになっていてもよい。
【００６４】
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次に、図４は、本実施形態における不動産指標導出システム１における処理のフローを
示す図である。まずＳ４０１では、クライアント装置３のユーザが不動産指標を導出すべ
き１又は複数の区画を入力することにより、不動産指標を導出・出力する指示の受け付け
をする。次にＳ４０２では、Ｓ４０１にて受け付けられた区画における所定期間内（本実
施形態においては、先月初日〜先月末日までの期間）の土地売買件数を集計する。
【００６５】
Ｓ４０３では、サーバ装置２は、Ｓ４０２にて集計された土地売買件数を、区画情報記
憶部ＢＭに記録された筆数で除すことにより流動性指標を導出する。またＳ４０４では、
サーバ装置２は、Ｓ４０３にて導出された流動性指標に、土地の価値に関する指標を乗じ
ることにより第１の経済性指標を導出する。Ｓ４０５およびＳ４０６においても、同様に
してサーバ装置２は、第２の経済性指標および第３の経済性指標を導出し、Ｓ４０７にお
いては、導出された各指標値をクライアント装置３に送信する。その後Ｓ４０８において
、クライアント装置３は、Ｓ４０１にて入力された複数の区画を含む地図表示とともに、
Ｓ４０７にて送信された各指標値を表示する。
【００６６】
[第 ２ の 実 施 形 態 ]
次に本発明の第２の実施形態の不動産指標導出システムについて説明をする。
【００６７】
第１の実施形態では、予め定められた区画における土地の売買件数を集計して、これに
より不動産指標を導出するようにしていたが、第２の実施形態では、予め定められた区画
における家屋の売買件数を集計することで不動産指標を導出するようになっている点で、
相違している。以下においては第２の実施形態と第１の実施形態の相違点を中心として説
明を進める。
【００６８】
図５は、第２の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である。同図の登記申請情報は、「用途」のフィールドが「建物」や
「区分建物」となっており、「建物」とは、不動産登記法の建物であって、土地に定着し
た構造物のことをいう。また「区分建物」とは、独立して住居等の用途に供することがで
きる構造上区分された数個の部分（専有部分）を有した「建物」のことをいい、マンショ
ンやアパートのような建造物がこれに該当する。なお、図４における受付番号が第４３１
８６号の「家屋番号」は、親番「１００」と、枝番「４」と、部屋番号「１８０２」を含
んで構成されるものとなっている。また、「家屋番号」には、枝番が含まれないものが存
在することがある。
【００６９】
次に、第２の実施形態における売買件数取得部ＴＲは、登記申請情報記憶部ＲＭに記録
された登記申請情報を集計して、クライアント装置３から要求された区画内にて発生した
家屋（「建物」と「区分建物」）の売買についての件数を取得する。具体的には売買件数
取得部ＴＲ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、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の件数を
検索・集計することにより、予め定められた区画にて発生した土地売買の件数を取得する
。ここで、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家
屋の登記申請情報とは、所有権の移転かつ売買を示す情報（所有権の移転（売買））を登
記の目的に含む登記申請情報の他に、例えば、所有権の保存を示す情報（所有権の保存）
を登記の目的に含む登記申請情報がある。所有権の保存を示す情報を登記の目的に含む登
記申請情報は、抵当権の設定あるいは根抵当権の設定を登記の目的に含んで同一の地番を
有する（同一の所在となる）登記申請情報を連番にて伴うこと等が多く、所有権の移転と
売買が行われるものとして取り扱っても差し支えがないものとなっている。
【００７０】
また第２の実施形態における指標導出部ＩＸは、建物の流動性指標や経済性指標を導出
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するようになっている。以下においては、図６を用いて第２の実施形態の不動産指標導出
システムにて導出される各指標について説明をする。
【００７１】
図６には、代々木１〜５丁目における、「建物」および「区分建物」の総計に該当する
「戸数」や、所定期間（本実施形態では２０１４年８月）における「家屋売買件数」のほ
か、家屋の価値（価格）に関する指標である家屋価値関連情報が記載されており、これら
の値に基づく演算により流動性指標等が導出される。
【００７２】
第２の実施形態における流動性指標（家屋）は、所定期間における家屋売買の件数を、
当該家屋売買が生じた区画に存在する戸数、あるいは、当該家屋売買が生じた区画の面積
を除すことによって導出される。すなわち流動性指標（家屋）は、家屋売買件数が増大す
ればその値が増大し、かつ、区画内の戸数または区画面積が増大すればその値が減少する
ようになっている（家屋売買件数に関する増加関数であって、かつ、区画内の戸数または
区画面積に関する減少関数となっている）。流動性指標（家屋）は、第１の実施形態の場
合と同様に、当該家屋売買が生じた区画に存在する家屋の「取引されやすさ」や「取引の
対象になりやすさ」を示す指標となっており、これにより家屋取引の検討者に対して客観
的な判断材料が提供されることとなる。
【００７３】
第１の経済性指標導出部ＩＥ１は、流動性指標（家屋）に、家屋売買件数が集計された
区画における家屋の価値に関する指標（例えば、家屋の価値を比較可能のように、家屋の
平米単価あるいは坪単価で数値化された情報）を乗じることによって第１の経済性指標（
家屋）を導出する。すなわち、第１の経済性指標は、流動性指標（家屋）および家屋の価
値に関する指標についての増加関数となっている。ここで家屋の価値に関する指標として
は、家屋売買件数が集計された区画における路線価に基づいて導出してもよいし、当該区
画における標準的な物件の固定資産税認定価格等に基づいて導出してもよい。
【００７４】
第１の経済性指標（家屋）は、区画内で生じた所定期間における家屋売買取引の規模を
示すものとなっており、家屋取引に用いられた金銭の量の目安を与えるものとなっている
。家屋の売買に関わる金融業者や不動産業者としては、第１の経済性指標（家屋）が大き
い区画（例えば、流動性が大きく、かつ、家屋の価値が高い区画）にビジネスの重点を置
くようにすることで効率的なビジネスを行うことができるようになる。
【００７５】
第２の経済性指標導出部ＩＥ２は、所定期間における区画内の家屋売買件数に、当該区
画における１戸あたりの平均的面積、および、家屋の価値に関する指標を乗じることによ
って、第２の経済性指標（家屋）を導出する。すなわち第２の経済性指標（家屋）は、家
屋売買件数、１戸あたりの平均的面積、家屋の価値に関する指標の増加関数となっている
。この第２の経済性指標（家屋）は、第１の経済性指標（家屋）と同様に、土地の流動性
や土地の価値が加味された指標であって、所定期間に区画内で生じた家屋売買取引の規模
を示すものとなっており、第１の経済性指標（家屋）よりも取引金額を正確に反映するも
のとなっている。
【００７６】
第３の経済性指標導出部ＩＥ３は、所定期間における区画内の家屋売買件数に、当該区
画における１戸あたりの平均的面積、および、家屋の価値に関する指標を乗じて、さらに
、当該区画において存在する戸数を除すことによって第３の経済性指標（家屋）を導出す
る。すなわち第３の経済性指標（家屋）は、家屋売買件数、家屋の価値に関する指標、お
よび、一戸あたりの面積の増加関数となっており、かつ、区画内の戸数の減少関数となっ
ている。この第３の経済性指標（家屋）は、第１の経済性指標（家屋）と同様に、区画内
で所定期間内に生じた土地売買取引の規模を示し、かつ、土地の流動性をも考慮された指
標となっている。
【００７７】
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区画情報記憶部ＢＭは、指標導出部ＩＸにおいて実行される演算にて用いられる区画に
関する情報を記憶する。区画情報記憶部ＢＫとしては、具体的には、町丁目単位の区画ご
とに、区画内に存在する家屋の戸数や、区画内における家屋の価値に関する指標、家屋１
戸あたりの平均的面積等を記憶しており、指標導出部ＩＸによる演算の際にこれらの値や
情報が参照される。
【００７８】
区画情報取得部ＢＫは、町丁目を一単位とする区画ごとに、区画内に存在する家屋の戸
数や、家屋の平均的面積についての情報や、家屋の価値に関する指標を取得する。区画内
に存在する戸数としては、例えば、民亊法務協会のウェブサイトを利用して網羅的に調べ
ることが可能である。また区画内に存在する戸数としては建物の滅失登記や表題登記によ
り変動することから、特定の時点における戸数を民亊法務協会のウェブサイトの情報等に
基づいて取得したのち、登記申請情報記憶部ＲＭに記録された特定の時点以降の登記申請
情報によって新たに取得することができる。具体的には、区画情報取得部ＢＫとしては、
特定の時点以降の登記申請情報であって、家屋の滅失を示す情報や家屋の表題を示す情報
を登記の目的に含むものを集計することにより、区画内に存在する戸数を更新することが
できる。区画情報取得部ＢＫとしては、クライアント装置３から流動性指標等の出力を要
求された際に、その時点における戸数を取得（更新）して、指標導出部ＩＸによる演算に
用いられるようにしてもよいし、一か月ごとに更新するようにしてもよい。なお区画情報
取得部ＢＫとしては、サーバ装置２の管理者やクライアント装置３のユーザが公に公開さ
れている情報等を適宜入力することにより、区画面積（町丁目面積）や家屋の価値に関す
る指標を取得するようになっている。
【００７９】
[第 ３ の 実 施 形 態 ]
次に本発明の第３の実施形態にかかる不動産指標導出システムについて説明をする。
【００８０】
第３の実施形態における登記申請情報記憶部ＲＭにおいては、土地の登記申請情報と家
屋の登記申請情報とが混在しており、サーバ装置２は、土地および家屋のいずれによる流
動性・経済性指標を導出するのかについての判定をする判定部ＪＤを備えている。
【００８１】
判定部ＪＤ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のそれぞれについ
て、土地の指標と家屋の指標のいずれを重視すべきかを判定するようになっており、区画
における土地の筆数と家屋の戸数に基づいて判定をするようになっている。具体的には、
判定部ＪＤは、区画情報記憶部ＢＭの記録内容に基づいて、特定の時点における区画に存
在する家屋の戸数を、当該特定の時点における区画に存在する土地の筆数で除した値（高
度利用地区指数）を導き出し、高度利用地区指数が所定値以上（例えば５以上）となる場
合に、区分建物が多く存在して住居が密集している区画（高度利用地区）であると判定を
して、指標導出部ＩＸが、家屋の流動性・経済性指標を導出するように判定をする。一方
、判定部ＪＤは、高度利用地区指数が所定値未満である場合には、指標導出部ＩＸが、土
地の流動性・経済性指標を導出するように判定をする。
【００８２】
クライアント装置３の地図表示部ＭＰは、例えば、高度利用地区となる区画と高度利用
地区でない区画とを色分けして表示するようにして、いずれの指標が表示されているのか
をユーザに知らしめるようにする。第３の実施形態の不動産指標導出システム１は、この
ような判定部ＪＤを備えていることで、不動産の流動性や経済性の実情（土地の取引、家
屋の取引のいずれが活発であるか）をユーザに対して正確に知らしめることができるよう
になる。
【００８３】
第３の実施形態の不動産指標導出システム１は、このような点で第１〜第２の実施形態
の不動産指標導出システム１と相違をしており、このような点以外は、第１〜第２の実施
形態の不動産指標導出システム１であるため説明を省略するものとする。
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【００８４】
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、不動産指標導出シス
テム１においては、例えば、代々木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。
【００８５】
なお第１の実施形態及び第２の実施形態においては、それぞれ土地の流動性・経済性指
標、家屋の流動性・経済性指標が導出されるようになっているが、これらの場合における
登記申請情報記憶部ＲＭとしては、土地の登記申請情報のみが保持されていてもよいし、
家屋の登記申請情報のみが保持されていてもよく、第３の実施形態の場合と同様に、土地
の登記申請情報と家屋の登記申請情報の双方が保持されていてもよい。
【００８６】
なお、第２の実施形態においては、用途のフィールドが「建物」と、「区分建物」の双
方の登記申請情報に基づいて、売買件数が集計されるようになっているが、一方の登記申
請情報に基づいて、一戸建ての売買件数を集計してその流動性・経済性指標を導出しても
よいし、区分建物（集合住宅の一部屋）の売買件数を集計してその流動性・経済性指標を
導出するようにしてもよい。
【００８７】
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】
【００８８】
１ 不動産指標導出システム、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、ＴＲ 売買件数取得部、ＩＸ 指標導出部、ＢＫ 区画情報取得部、ＢＭ
区画情報記憶部、ＭＰ 地図表示部、ＲＣ 指標情報受信部、ＩＭ 流動性指標導出部
、ＩＥ１〜ＩＥ３ 第１〜第３の経済性指標導出部、ＪＤ 判定部。
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