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(57)【要約】

（修正有）

【課題】特定のマンションにおける物件の購入を検討す
る者に対して、購入検討物件の評価に寄与する集合住宅
評価システムおよび、そのプログラムを提供する。
【解決手段】登記の申請時に必要となる情報が記載され
た登記申請情報を記憶する登記申請情報記憶部ＲＭと、
登記申請情報記憶部ＲＭから、特定の集合住宅に対応す
る登記申請情報であって、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を
検索する移転関係情報検索部ＴＡと、移転関係情報検索
部ＴＡによって検索された、特定の集合住宅に対応する
登記申請情報に基づいて、特定の集合住宅に関する評価
を行うための評価情報を出力する評価情報出力部ＥＰと
、を有することを特徴とする集合住宅評価システム１。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
登記の申請時に必要となる情報が記載された登記申請情報を記憶する登記申請情報記憶
手段と、
前記登記申請情報記憶手段から、特定の集合住宅に対応する登記申請情報であって、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を検索す
る移転関係情報検索手段と、
前記移転関係情報検索手段によって検索された、前記特定の集合住宅に対応する前記登
記申請情報に基づいて、前記特定の集合住宅に関する評価を行うための評価情報を出力す
る評価情報出力手段と、
を有することを特徴とする集合住宅評価システム。
【請求項２】
請求項１に記載された集合住宅評価システムであって、
前記評価情報出力手段は、前記特定の集合住宅における専有部分の数、または、前記特
定の集合住宅が新築された時期についての情報に基づいて、前記評価情報を出力する、
ことを特徴とする集合住宅評価システム。
【請求項３】
請求項１に記載された集合住宅評価システムであって、
所定範囲の地図を表示する地図表示手段をさらに有し、
前記評価情報出力手段によって出力される前記評価情報は、前記所定範囲の地図に表示
された複数の集合住宅のそれぞれに対応して表示される、
ことを特徴とする集合住宅評価システム。
【請求項４】
請求項１に記載された集合住宅評価システムであって、
前記評価情報出力手段は、前記特定の集合住宅における複数の専有部分のそれぞれに対
応する登記申請情報に基づいて、前記複数の専有部分の評価を行うための情報を出力する
、
ことを特徴とする集合住宅評価システム。
【請求項５】
請求項４に記載された集合住宅評価システムであって、
前記特定の集合住宅における前記複数の専有部分についての位置関係を示す専有部分配
置情報を表示する専有部分配置情報表示手段をさらに有し、
前記評価情報出力手段によって出力される評価情報は、前記専有部分配置情報表示手段
によって表示された前記複数の専有部分に対応して表示される、
ことを特徴とする集合住宅評価システム。
【請求項６】
請求項１に記載された集合住宅評価システムであって、
所定の地域内における複数の集合住宅に対応する登記申請情報に基づいて、前記特定の
集合住宅と比較をするための比較情報を生成する比較情報生成手段をさらに有する、
ことを特徴とする集合住宅評価システム。
【請求項７】
請求項１に記載された集合住宅評価システムであって、
前記評価情報出力手段は、
前記特定の集合住宅において、所定比率以上の専有部分における新築後の初めての売却
が完了するまでの期間または速さに関する情報を、前記評価情報として出力する、
ことを特徴とする集合住宅評価システム。
【請求項８】
請求項１に記載された集合住宅評価システムであって、
前記評価情報出力手段は、
前記特定の集合住宅が有する複数の専有部分において転売が生じた件数に関する情報を
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、前記評価情報として出力する、
ことを特徴とする集合住宅評価システム。
【請求項９】
登記の申請時に必要となる情報が記載された登記申請情報を記憶する登記申請情報記憶
手段から、特定の集合住宅に対応する登記申請情報であって、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を検索する移転関係情報検索手段
、
前記移転関係情報検索手段によって検索された、前記特定の集合住宅に対応する前記登
記申請情報に基づいて、前記特定の集合住宅に関する評価を行うための評価情報を出力す
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、集合住宅評価システムおよびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
分譲マンションやアパート等の集合住宅における一室の販売は、不動産業者の仲介等に
よって行われるのが一般的となっている。分譲マンション等の購入予定者は、不動産業者
等の仲介人によって与えられる情報を参考にして、物件の購入を検討することとなる。
【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】
上述のように、集合住宅の一室の購入予定者は、その仲介人等から与えられる情報を参
考にして、その購入を検討する。しかしながら、購入予定者にとっては、仲介人等からの
情報のみを参考にして物件の評価をするのでは不十分となる場合があり、購入予定の物件
の周辺環境や相場等の評価に関する情報をさらに集めようとすると、大きな労力がかかる
のが実情となっている。
【０００６】
本発明は、上述のような課題に鑑みて、特定のマンションにおける物件の購入を検討す
る者に対して、購入検討物件の評価に寄与する集合住宅評価システムおよび、そのプログ
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】
本発明に係る集合住宅評価システムは、上記課題に鑑みて、登記の申請時に必要となる
情報が記載された登記申請情報を記憶する登記申請情報記憶手段と、前記登記申請情報記
憶手段から、特定の集合住宅に対応する登記申請情報であって、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を検索する移転関係情報検索手
段と、前記移転関係情報検索手段によって検索された、前記特定の集合住宅に対応する前
記登記申請情報に基づいて、前記特定の集合住宅に関する評価を行うための評価情報を出
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】
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また、本発明に係る集合住宅評価システムの一態様では、前記評価情報出力手段は、前
記特定の集合住宅における専有部分の数、または、前記特定の集合住宅が新築された時期
についての情報に基づいて、前記評価情報を出力する、ことを特徴としてもよい。
【０００９】
また、本発明に係る集合住宅評価システムの一態様では、所定範囲の地図を表示する地
図表示手段をさらに有し、前記評価情報出力手段によって出力される前記評価情報は、前
記所定範囲の地図に表示された複数の集合住宅のそれぞれに対応して表示される、ことを
特徴としてもよい。
【００１０】
また、本発明に係る集合住宅評価システムの一態様では、前記評価情報出力手段は、前
記特定の集合住宅における複数の専有部分のそれぞれに対応する登記申請情報に基づいて
、前記複数の専有部分の評価を行うための情報を出力する、ことを特徴としてもよい。
【００１１】
また、本発明に係る集合住宅評価システムの一態様では、前記特定の集合住宅における
前記複数の専有部分についての位置関係を示す専有部分配置情報を表示する専有部分配置
情報表示手段をさらに有し、前記評価情報出力手段によって出力される評価情報は、前記
専有部分配置情報表示手段によって表示された前記複数の専有部分に対応して表示される
、ことを特徴としてもよい。
【００１２】
また、本発明に係る集合住宅評価システムの一態様では、所定の地域内における複数の
集合住宅に対応する登記申請情報に基づいて、前記特定の集合住宅と比較をするための比
較情報を生成する比較情報生成手段をさらに有する、ことを特徴としてもよい。
【００１３】
また、本発明に係る集合住宅評価システムの一態様では、前記評価情報出力手段は、前
記特定の集合住宅において、所定比率以上の専有部分における新築後の初めての売却が完
了するまでの期間または速さに関する情報を、前記評価情報として出力する、ことを特徴
としてもよい。
【００１４】
また、本発明に係る集合住宅評価システムの一態様では、前記評価情報出力手段は、前
記特定の集合住宅が有する複数の専有部分において転売が生じた件数に関する情報を、前
記評価情報として出力する、ことを特徴としてもよい。
【００１５】
また、本発明に係るプログラムは、上記課題に鑑みて、登記の申請時に必要となる情報
が記載された登記申請情報を記憶する登記申請情報記憶手段から、特定の集合住宅に対応
する登記申請情報であって、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を検索する移転関係情報検索手段、前記移転関係情報検索手段によ
って検索された、前記特定の集合住宅に対応する前記登記申請情報に基づいて、前記特定
の集合住宅に関する評価を行うための評価情報を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ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
本発明によれば、特定のマンションにおける物件の購入を検討する者に対して、購入検
討物件の評価に寄与する集合住宅評価システムおよび、そのプログラムを提供することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る集合住宅評価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。
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【図３】第１の実施形態における集合住宅評価システムにおいて出力される画面の例を示
す図である。
【図４】第１の実施形態における集合住宅評価システムにおいて実行されるフローを示す
図である。
【図５】第３の実施形態における集合住宅評価システムにおいて出力される画面の例を示
す図である。
【図６】第３の実施形態における集合住宅評価システムにおいて実行される処理のフロー
を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
［第１の実施形態］
以下においては、本発明の第１の実施形態に係る集合住宅評価システムについての説明
をする。
【００１９】
図１は、本発明の第１の実施形態に係る集合住宅評価システム１の機能的構成を示す図
である。同図で示されるように、本実施形態の集合住宅評価システム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ＷＡ
Ｎ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。
【００２０】
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。
【００２１】
サーバ装置２は、登記申請情報記憶部ＲＭと、集合住宅登記情報取得部ＩＧと、移転関
係情報検索部ＴＡと、評価情報出力部ＥＰとを有して構成される。また、クライアント装
置３は、指示受付部ＩＰと、地図表示部ＭＰを有している。
【００２２】
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。
【００２３】
サーバ装置２は、クライアント装置３の指示受付部ＩＰからの要求により、まず、登記
申請情報記憶部ＲＭから特定の集合住宅についての登記申請情報を取得する。そして取得
された当該登記申請情報から、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
目的に有する登記申請情報をさらに検索し、検索された登記申請情報に基づいて特定の集
合住宅に関する評価情報を生成してクライアント装置３に出力する。クライアント装置３
は、サーバ装置２からの評価情報を地図上に表示する。
【００２４】
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。
【００２５】
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
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
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合には「家屋番号」となる。また、図２における受付番号が第３９６７７号の「家屋番号
」は、親番「１００」と、枝番「４」と、部屋番号「１００１」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。
【００２６】
集合住宅登記情報取得部ＩＧは、クライアント装置３からの指示に基づいて、特定の集
合住宅に対応する登記申請情報を登記申請情報記憶部ＲＭから取得する。本実施形態にお
ける集合住宅とは、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（区分建物）のことをいい、例えば、マンションやアパー
トのような土地に定着した建造物がこれに該当する。またクライアント装置３からサーバ
装置２への指示には、当該特定の集合住宅についての所在を示す登記簿上の情報（すなわ
ち、都道府県の情報と、市区町村名の情報と、大字・町名の情報と、字名・丁目の情報と
、家屋番号の部屋番号に対応する部分を除いた情報）が含まれており、集合住宅登記情報
取得部ＩＧは、当該登記簿上の情報と合致するデータを有した登記申請情報を収集する。
【００２７】
移転関係情報検索部ＴＡは、集合住宅登記情報検索部ＩＧによって取得された特定の集
合住宅の登記申請情報から、さらに、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を検索する。ここで、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、あるいは、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であって、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む同一の家屋番号等を有する登記申請情報を
伴うものをいう。後者の登記申請情報は、例えば、図２で示される受付番号第４３１７６
号、４３１８６号、４３１９５号の登記申請情報であり、これらの受付番号の連番にて、
抵当権の設定等を登記の目的に含む同一の家屋番号等を有する登記申請が行われている。
なお、「所有権の保存」を登記の目的に含む登記申請と、これに伴って同時期にされる「
抵当権の設定」等を登記の目的とする登記申請は、同一の譲渡契約を原因とするものであ
ると推測され、集合住宅が新築されて初めて分譲される場合の同一の分譲契約を原因とす
ることが多くなっている。また、「相続」や「遺贈」、「法人合併」、「贈与」について
は、集合住宅の評価とは無関係に生ずる性質であって、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。
【００２８】
ここで特に、評価情報出力部ＥＰは、移転関係情報検索部ＴＡで検索された登記申請情
報に基づいて、特定の集合住宅に関する評価を行うための評価情報を出力する機能ブロッ
クとなっている。
【００２９】
売買によって所有権が移転した場合や、抵当権等の設定を伴って所有権の保存を目的と
する登記申請が行われた場合には、区分所有権の目的たる建物の専有部分（すなわち、集
合住宅において構造上・利用上独立した部分であって、一戸に相当する部分。）の所有者
が変化したことが推定される。集合住宅が優良な物件である場合には、集合住宅の各戸で
所有者が変化する頻度が小さくなる傾向にあり、集合住宅が住居としてあまり優良でない
場合には、所有者が変化する頻度が高くなる傾向にある。本実施形態の集合住宅評価シス
テム１は、移転関係情報検索部ＴＡによって検索される登記申請情報に基づいて、集合住
宅の所有者が変化した回数や頻度等に関する評価情報を出力することにより、集合住宅の
評価をする際に有用となる情報をクライアント装置３のユーザに提供するものとなってい
る。
【００３０】
本実施形態における評価情報出力部ＥＰは、具体的には、集合住宅情報取得部ＢＴと、
完売情報生成部ＳＯと、転売情報生成部ＲＳとを有して構成されて、後述の完売率や転売
率といった情報をクライアント装置３に出力する。
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【００３１】
まず、集合住宅情報取得部ＢＴは、評価情報を生成する際に必要となる特定の集合住宅
に関する情報を取得する機能ブロックであり、本実施形態では、評価情報を出力するため
の基準となる時期に関する基準時期情報と、集合住宅が構造上有している専有部分の数に
ついての情報（専有部分情報）とを取得する。基準時期情報は、例えば、集合住宅の新築
の際の分譲が開始された時期を示す情報であり、これらの情報は、クライアント装置３か
らのユーザによる入力を介して取得するようにしても良いし、サーバ装置２やクライアン
ト装置３において予め保持されているようにしてもよい。また、集合住宅の新築時の分譲
開始時期や集合住宅の専有部分の数についての情報は、登記申請情報記憶部ＲＭに記録さ
れた登記申請情報から導出するようにしても良く、この場合には、新たに集合住宅が建設
されて登記申請されたことを示す「区分建物の表題」を登記の目的に含む特定の集合住宅
の各専有部分に対応する登記申請情報を検出し、これらの受付年月日を抽出することで基
準時期情報を取得し、さらに、「区分建物の表題」を登記の目的に含む集合住宅の登記申
請情報の件数をカウントすることにより専有部分情報を取得するようにしても良い。
【００３２】
次に、完売情報生成部ＳＯは、移転関係情報検索部ＴＡによって検索された登記申請情
報と、集合住宅情報取得部ＢＴによって取得された情報に基づいて、特定の集合住宅にお
ける所定割合以上を占める専有部分が、新築時を基準としてひととおり売却されるまでの
期間や売却される速さに関する情報（例えば、完売率）を生成する。
【００３３】
本実施形態における完売率とは、新築の集合住宅の各戸について、譲渡契約を原因とす
る所有権の移転が初めて生じるまでの期間（初回分譲期間）をそれぞれ導出し、各初回分
譲期間の合計値を、当該集合住宅が備えている戸数にて除すことによって求められる指標
である。なお、完売情報生成部ＳＯが生成する情報としては、例えば、集合住宅の全戸で
はなく所定比率の戸（例えば９割）が売却等された時点にて、所定比率の各戸についての
初回分譲期間をそれぞれ導出し、その合計値を当該所定比率に対応する戸数にて除すこと
によって求めるようにしてもよいし、集合住宅が新築された時期からの所定期間（例えば
３ヵ月等）における、譲渡契約を原因とする所有権の移転が生じた件数を、専有部分の数
によって除すこととしてもよい。
【００３４】
本実施形態の完売情報生成部ＳＯは、まず、集合住宅の全戸のそれぞれについて、「区
分建物の表題」の登記申請が受付けられた時点を基準として、譲渡契約を原因とする所有
権の移転が初めて生じるまでの期間を登記申請情報に基づいて導出する。そして、完売情
報生成部ＳＯは、導出された初回分譲期間の合計値を求めて、さらに、集合情報取得部Ｂ
Ｔで取得された専有部分情報で除すことにより完売率を求める。
【００３５】
次に、転売情報生成部ＲＳは、移転関係情報検索部ＴＡによって検索された登記申請情
報と、集合住宅情報取得部ＢＴによって取得された情報に基づいて、特定の集合住宅にお
いて、初めて分譲された後（初回分譲期間の後）に、さらに「所有権の移転（売買）」等
の所有権の変化が生じた件数に関する情報（例えば、転売率）を生成する。
【００３６】
ここで本実施形態における転売率（回転濃度ともいう）とは、集合住宅の各専有部分に
おいて生じた転売件数の合計値を、集合住宅の全ての戸数で除して、さらに、各戸につい
ての初回入居時（初回分譲期間の終了時）から現時点までの経過時間の合計値で除すこと
により求められる指標である。なお、新築時以降に１回のみの所有権の移転が発生してい
る戸（初回入居のみの戸）については、転売件数がゼロとなり、同一の戸において複数回
の「所有権の移転（売買）」等の登記申請が発生している場合には、当該複数回よりも１
回少ない回数の転売件数となる。
【００３７】
本実施形態の転売情報生成部ＲＳは、まず、特定の集合住宅の全体において生じた譲渡
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契約を原因とする所有権の移転件数を導出し、各専有部分で初めて生じた所有権の移転に
ついての件数を差し引くことにより、特定の集合住宅の全体で生じた転売件数を求める。
そしてさらに、集合住宅の各専有部分にて、所有権の移転が初めて生じた時点から現時点
までの期間を求めてその合計値を算出し、求められた転売件数を当該合計値で除して、さ
らに、集合情報取得部ＢＴで取得された専有部分の数で除すことにより転売率を求める。
【００３８】
次に、クライアント装置３の説明をする。クライアント装置３は、ユーザの操作によっ
て定められた範囲の地図表示を画面上に出力する地図表示部ＭＰと、特定の集合住宅につ
いての評価を要求する旨の指示をユーザから受け付ける指示受付部ＩＰとを有して構成さ
れる。
【００３９】
地図表示部ＭＰは、ユーザの操作等によって決定された表示範囲における地図を画面上
に表示するように制御する。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、クライアント装置３による地図表示の機能としては、
表示画面内の一部に地図が表示されるようにして、地図に重ねて表示される目盛をマウス
で操作することにより地図の縮尺が変化するようにしてもよいし、マウスの操作にて上下
左右（東西南北）にスクロールするようにしてもよい。
【００４０】
指示受付部ＩＰは、集合住宅評価システム１におけるユーザからの入力を受け付けて、
特定の集合住宅についての評価情報を要求する旨の指示をサーバ装置２に送信する。本実
施形態における指示受付部ＩＰは、地図表示部ＭＰによって表示された範囲において、所
定戸数以上の専有部分を有する複数の集合住宅についての評価情報を要求するものとなっ
ている。クライアント装置３では、地図表示用のデータから集合住宅についての住所を示
す情報が取得され、さらに、取得された住所を示す情報を登記簿上の情報（登記申請情報
に対応する家屋番号等の情報）に変換するためのデータベースを備えている。指示受付部
ＩＰは、地図表示部ＭＰによって表示された集合住宅の評価情報の要求と共に、その家屋
番号等についての情報を送信する。サーバ装置２では、送信された集合住宅の家屋番号等
の情報をキーとして、集合住宅登記情報取得部ＩＧ等の登記申請情報の取得処理が実行さ
れる。
【００４１】
図３は、第１の実施形態におけるクライアント装置３の表示画面の一部についての例を
示す図である。本実施形態のクライアント装置３は、評価情報出力部ＥＰからの評価情報
を、地図表示部ＭＰによって表示された地図上の複数の集合住宅のそれぞれの住所に対応
して円グラフの形式で表示するものとなっており、集合住宅の戸数（円グラフの大きさ）
と、完売率と、転売率とを視覚的に表すものとなっている。図３における円グラフでは、
中段の円グラフが完売率に対応し、上段の円グラフが転売率に対応しており、下段の円グ
ラフは視認性を向上させるために配置されたものとなっている。
【００４２】
本実施形態の集合住宅評価システム１は、図３で示されるように、地図上に存在する複
数の集合住宅の評価情報を同時に表示するため、所定の地域内における集合住宅の優劣の
判断がしやすくなっている。
【００４３】
図４は、本実施形態の集合住宅評価システム１が実行する処理のフローを示す図である
。本実施形態の集合住宅評価システム１では、サーバ装置２およびクライアント装置３の
記憶領域において保持されたプログラムによって下記の処理が実行されるようになってい
る。同図で示されるように、Ｓ１０１では、クライアント装置３におけるユーザの操作に
より地図表示の範囲を決定する。
【００４４】
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次にＳ１０２では、Ｓ１０１で表示された地図表示範囲内の複数の集合住宅についての
評価情報を要求する旨を、指示受付部ＩＰからサーバ装置２へと送信をする。サーバ装置
２では、評価情報の要求が受付けられて、登記申請情報記憶部ＲＭから各集合住宅につい
ての登記申請情報が取得され（Ｓ１０３）、さらに、取得された各集合住宅の登記申請情
報から「所有権の移転（売買）」等を登記の目的に含む登記申請情報が検索されて、サー
バ装置２の記憶領域にて保持される（Ｓ１０４）。
【００４５】
なお、Ｓ１０３において取得される登記申請情報は、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ほかに、例えば、「区分建物の表題」
を登記の目的に含む登記申請情報等のさまざまな登記申請情報が含まれることとなる。ま
たＳ１０４では、Ｓ１０３にて取得された登記申請情報のそれぞれにおける登記の目的等
が判断されることにより、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が抽出されることとなる。
【００４６】
Ｓ１０５においては、Ｓ１０４で検索された「所有権の移転（売買）」等の登記申請情
報に基づいて生成される各集合住宅についての評価情報が、クライアント装置３に出力さ
れる。クライアント装置３では、サーバ装置２から受信した評価情報を地図表示に重ね合
わせて表示をする。
【００４７】
[第 ２ の 実 施 形 態 ]
次に、本発明の第２の実施形態にかかる集合住宅評価システム１についての説明をする
。第１の実施形態における集合住宅評価システム１は、完売率や転売率といった評価情報
を出力するようにしているが、第２の実施形態では、移転関係情報取得部ＴＡで取得され
た登記申請情報に基づいて、例えば、直近の３年間で当該特定の集合住宅にて生じた「所
有権の移転（売買）」等の登記申請の件数、あるいは、直近の３年間で当該特定の集合住
宅の１戸あたりに生じた「所有権の移転（売買）」等の登記申請の件数を評価情報として
出力する。
【００４８】
したがって、第２の実施形態における評価情報出力部ＥＰは、完売情報生成部ＳＯ、転
売情報生成部ＲＳを有しておらず、新築の際の分譲時と転売時に生じた譲渡契約を原因と
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の件数が区別されずにカウン
トされることとなり、これにより、評価情報が出力されるようになっている。
【００４９】
第２の実施形態に係る集合住宅評価システムは、以上のような点を除いて第１の実施形
態の集合住宅評価システムとほぼ同様であり、ほぼ同様である点についての詳細な説明は
省略するものとする。
【００５０】
[第 ３ の 実 施 形 態 ]
次に、本発明の第３の実施形態にかかる集合住宅評価システム１についての説明をする
。第１の実施形態および第２の実施形態における評価情報は、特定の集合住宅の全体に関
するものとなっているが、第３の実施形態における評価情報は、特定の集合住宅の各専有
部分についての情報となっている。
【００５１】
図５は、第３の実施形態におけるクライアント装置３の表示画面の一例についての様子
を示す図である。第３の実施形態のクライアント装置３は、地図表示部ＭＰの代わりに、
専有部分配置情報表示部を備えて構成されており、サーバ装置２からの評価情報は、集合
住宅における各専有部分の配置に対応して出力されるようになっている。具体的には、第
３の実施形態のクライアント装置３では、集合住宅の各専有部分の位置に、譲渡契約を原
因とする所有権の移転が生じた回数や、その所有権の移転回数に応じた濃淡が評価情報と
して表示されるようになっている。図５における（１）は、新築の際の分譲時以降、一回
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も転売されていないことを示しており、図５における（２）は、新築の際の分譲時以降、
購入者が一回のみ転売をした状態であることを示している。
【００５２】
図５の集合住宅におけるいずれかの専有部分の購入を検討する者は、クライアント装置
３に出力された評価情報を参照することで、集合住宅の入居に関するおおよその傾向を確
認することが出来る。図５の例の場合には、集合住宅の図中右側に位置する専有部分の転
売回数が高く、日照等の住み心地を悪くする何らかの要因が存在するものと推測できる。
また、１０５号室の周囲の部屋の転売回数が高いことから、１０５号室の住人やその周辺
環境に何らかの問題があることも推測できる。さらに、例えば、４０２号室が売却の対象
となっている場合には、新築時の分譲後に初めて転売されることから住み心地がよい優良
な物件であることが推測される。
【００５３】
第３の実施形態における評価情報出力部ＥＰは、移転関係情報検索部ＴＡが検索をした
登記申請情報を、各専有部分につき個別に分類して（家屋番号等が完全に一致する登記申
請情報で分類して）、譲渡契約を原因とする所有権の移転が生じた件数を各専有部分につ
き出力をする。
【００５４】
図６は、第３の実施形態の集合住宅評価システム１が実行する処理のフローを示す図で
ある。本実施形態の集合住宅評価システム１では、サーバ装置２およびクライアント装置
３の記憶領域において保持されたプログラムによって下記の処理が実行されるようになっ
ている。同図で示されるように、まずＳ２０１において、クライアント装置３のユーザは
、地図表示の中から１つの集合住宅を選択する。その後、クライアント装置３は、選択さ
れた集合住宅の所在を示す登記簿上の情報を、登記簿上の表記と住所とを関連づけて記憶
したデータベースを参照することにより取得する（Ｓ２０２）。そしてＳ２０３では、ク
ライアント装置３は、集合住宅の所在を示す登記簿上の情報と共に、その評価情報を要求
する旨の信号をサーバ装置２に送信をする。
【００５５】
サーバ装置２は、登記申請情報記憶部ＲＭから、集合住宅の所在を示す情報を含む登記
申請情報を取得し、さらに、取得された登記申請情報から、「所有権の移転（売買）」を
登記の目的に含む登記申請情報を抽出する（Ｓ２０４）。また、抽出された登記申請情報
は、評価情報出力部ＥＰによって専有部分毎に分類されて（Ｓ２０５）、専有部分毎に評
価情報を生成してクライアント装置３に出力する（Ｓ２０６）。Ｓ２０７においては、ク
ライアント装置３における専有部分配置情報表示部が専有部分の位置関係を示す表示を実
行すると共に、表示された専有部分の各位置に対応して評価情報を出力する。
【００５６】
[そ の 他 ]
なお、第１〜第３の実施形態の集合住宅評価システム１としては、クライアント装置３
において表示された評価情報と比較をするための比較情報を生成する比較情報生成部をさ
らに有して構成されていても良い。
【００５７】
比較情報生成部としては、ユーザによって指定された特定の集合住宅が属する県・市・
町・村等の所定の地域内における複数の集合住宅についての情報を生成するものとなって
おり、例えば、第１の実施形態の場合には、地図表示部ＭＰによって表示された地域が属
する市内の集合住宅における完売率の平均値や転売率の平均値を登記申請情報によって別
途導出し、クライアント装置３に出力するようにしてもよい。また、第３の実施形態の場
合には、例えば、ユーザによって選択された集合住宅の半径３ｋｍ以内に存在して、かつ
、選択された集合住宅の築年数と同等の築年数（例えば±２年程度の築年数）を有する１
又は複数の集合住宅における各専有部分の平均的な所有権の移転件数を、比較情報として
表示するようにしても良い。
【００５８】
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また、評価情報としては、完売率や転売率以外の指標を用いてもよいことは言うまでも
なく、例えば、集合住宅の各専有部分について１つの所有権が維持された期間（所有権維
持期間）を導き出して、導き出された所有権維持期間に基づいて評価情報を出力するよう
にしても良い。また例えば、所定の地域内における複数の集合住宅を母集団として、標準
偏差等の統計量を用いて特定の集合住宅についての評価情報を出力するようにしてもよい
。
【００５９】
なお、上記の各実施形態における集合住宅評価システム１は、集合住宅登記情報取得部
ＩＧと移転関係情報検索部ＴＡを含んで構成されて２段階の検索を実行するようになって
いるが、必ずしも集合住宅登記情報取得部ＩＧを含まずともよく、例えば、移転関係情報
検索部ＴＡが、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有する登
記申請情報を登記申請情報記憶部ＲＭから抽出するようにしてもよい。
【００６０】
なお、上記の各実施形態では、地図表示部ＭＰによって表示された地図を介して評価情
報を要求する集合住宅を特定するようにしているが、例えば、集合住宅の所在を示す登記
簿上の情報を入力するためのメニュー画面を表示して、ユーザが入力をするようにしても
よい。また、複数の集合住宅の候補がクライアント装置３にて表示されて、ユーザがこれ
らのうちのいずれかを選択することにより、評価情報を要求する集合住宅の入力を受付け
るようにしても良く、クライアント装置３にて地図が表示されなくとも良い。
【００６１】
なお、第３の実施形態では、図５のように２次元の態様で専有部分配置情報を表示する
ようにしているが、例えば、３次元の態様により専有部分の位置関係を細かく表示するよ
うにしてもよい。
【００６２】
なお、上記の各実施形態における集合住宅評価システム１は、サーバ装置２とクライア
ント装置３とがネットワークで接続されて構成されているが、ネットワークを介さずに１
つの端末によって構成されても良い。また、例えば、サーバ装置２が登記申請情報記憶部
ＲＭを含み、クライアント装置３が、移転関係情報検索部ＴＡ、評価情報出力部ＥＰ、地
図表示部ＭＰを含んで構成されるようにしても良い。
【００６３】
なお、上記の各実施形態における集合住宅評価システム１としては、居住物件としての
優良性を判断するために使用するだけでなく、例えば、投資物件としての優良性を判断す
るために使用をしても良い。
【００６４】
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】
【００６５】
１ 集合住宅評価システム、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、ＩＧ 集合住宅登記情報取得部、ＴＡ 移転関係情報検索部、ＥＰ 評価情
報出力部、ＢＴ 集合住宅情報取得部、ＳＯ 完売情報生成部、ＲＳ 転売情報生成部、
ＩＰ 指示受付部、ＭＰ 地図表示部。
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【手続補正書】
【 提 出 日 】 平 成 26年 2月 20日 (2014.2.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
登記の申請時に必要となる情報が記載された登記申請情報を記憶する登記申請情報記憶
手段と、
前記登記申請情報記憶手段から、特定の集合住宅に対応する登記申請情報であって、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を検索す
る移転関係情報検索手段と、
前記移転関係情報検索手段によって検索された、前記特定の集合住宅に対応する前記登
記申請情報に基づいて、前記特定の集合住宅に関する評価を行うための評価情報を出力す
る評価情報出力手段と、
前記特定の集合住宅における複数の専有部分についての位置関係を示す専有部分配置情
報を表示する専有部分配置情報表示手段と、を有し、
前記評価情報出力手段は、前記複数の専有部分のそれぞれの譲渡契約を原因とする所有
権の移転回数に基づいて、前記専有部分配置情報における前記複数の専有部分のそれぞれ
に対応して、前記評価情報を出力する、
ことを特徴とする集合住宅評価システム。
【請求項２】
登記の申請時に必要となる情報が記載された登記申請情報を記憶する登記申請情報記憶
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手段と、
前記登記申請情報記憶手段から、特定の集合住宅に対応する登記申請情報であって、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を検索す
る移転関係情報検索手段と、
前記移転関係情報検索手段によって検索された、前記特定の集合住宅に対応する前記登
記申請情報に基づいて、前記特定の集合住宅に関する評価を行うための評価情報を出力す
る評価情報出力手段と、を有し、
前記評価情報出力手段は、
前記特定の集合住宅における所定比率の専有部分が売却された時点において、当該所定
比率の専有部分の各戸について、譲渡契約を原因とする所有権の移転が初めて生じるまで
の期間を導出し、当該期間の合計値を求める第１の手段、あるいは、
前記特定の集合住宅が新築された時期から開始する所定期間において、譲渡契約を原因
とする所有権の移転が生じた件数を集計する第２の手段、を有し、
前記評価情報出力手段は、前記第１の手段によって求められた前記合計値または前記第
２の手段によって求められた前記件数と、前記特定の集合住宅における専有部分の数に関
する情報とに基づいて、前記特定の集合住宅における所定比率以上の専有部分が新築後初
めて売却が完了するまでの期間または速さに関する前記評価情報を出力する、
ことを特徴とする集合住宅評価システム。
【請求項３】
登記の申請時に必要となる情報が記載された登記申請情報を記憶する登記申請情報記憶
手段と、
前記登記申請情報記憶手段から、特定の集合住宅に対応する登記申請情報であって、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を検索す
る移転関係情報検索手段と、
前記移転関係情報検索手段によって検索された、前記特定の集合住宅に対応する前記登
記申請情報に基づいて、前記特定の集合住宅に関する評価を行うための評価情報を出力す
る評価情報出力手段と、を有し、
前記評価情報出力手段は、
前記特定の集合住宅の各専有部分において生じた転売件数の合計値を求める転売件数を
導出する手段を有し、
前記特定の集合住宅における専有部分の数に関する情報と前記転売件数とに基づいて、
前記評価情報を出力する、
ことを特徴とする集合住宅評価システム。
【請求項４】
請求項２乃至３のいずれか一項に記載された集合住宅評価システムであって、
所定範囲の地図を表示する地図表示手段をさらに有し、
前記評価情報出力手段によって出力される前記評価情報は、前記所定範囲の地図に表示
された複数の集合住宅のそれぞれに対応して表示される、
ことを特徴とする集合住宅評価システム。
【請求項５】
請求項２乃至３のいずれか一項に記載された集合住宅評価システムであって、
所定の地域内における複数の集合住宅に対応する登記申請情報に基づいて、前記特定の
集合住宅と比較をするための比較情報を生成する比較情報生成手段をさらに有する、
ことを特徴とする集合住宅評価システム。
【請求項６】
登記の申請時に必要となる情報が記載された登記申請情報を記憶する登記申請情報記憶
手段から、特定の集合住宅に対応する登記申請情報であって、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を検索する移転関係情報検索手段
、
前記移転関係情報検索手段によって検索された、前記特定の集合住宅に対応する前記登
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記申請情報に基づいて、前記特定の集合住宅に関する評価を行うための評価情報を出力す
る評価情報出力手段、
前記特定の集合住宅における複数の専有部分についての位置関係を示す専有部分配置情
報を表示する専有部分配置情報表示手段、としてコンピュータを機能させるためのプログ
ラムであって、
前記評価情報出力手段は、前記複数の専有部分のそれぞれの譲渡契約を原因とする所有
権の移転回数に基づいて、前記専有部分配置情報における前記複数の専有部分のそれぞれ
に対応して、前記評価情報を出力する、
ことを特徴とするプログラム。
【請求項７】
登記の申請時に必要となる情報が記載された登記申請情報を記憶する登記申請情報記憶
手段から、特定の集合住宅に対応する登記申請情報であって、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を検索する移転関係情報検索手段
、
前記移転関係情報検索手段によって検索された、前記特定の集合住宅に対応する前記登
記申請情報に基づいて、前記特定の集合住宅に関する評価を行うための評価情報を出力す
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であって、
前記評価情報出力手段は、
前記特定の集合住宅における所定比率の専有部分が売却された時点において、当該所定
比率の専有部分の各戸について、譲渡契約を原因とする所有権の移転が初めて生じるまで
の期間を導出し、当該期間の合計値を求める第１の手段、あるいは、
前記特定の集合住宅が新築された時期から開始する所定期間において、譲渡契約を原因
とする所有権の移転が生じた件数を集計する第２の手段、を有し、
前記評価情報出力手段は、前記第１の手段によって求められた前記合計値または前記第
２の手段によって求められた前記件数と、前記特定の集合住宅における専有部分の数に関
する情報とに基づいて、前記特定の集合住宅における所定比率以上の専有部分が新築後初
めて売却が完了するまでの期間または速さに関する前記評価情報を出力する、
ことを特徴とするプログラム。
【請求項８】
登記の申請時に必要となる情報が記載された登記申請情報を記憶する登記申請情報記憶
手段から、特定の集合住宅に対応する登記申請情報であって、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を検索する移転関係情報検索手段
、
前記移転関係情報検索手段によって検索された、前記特定の集合住宅に対応する前記登
記申請情報に基づいて、前記特定の集合住宅に関する評価を行うための評価情報を出力す
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であって、
前記評価情報出力手段は、
前記特定の集合住宅の各専有部分において生じた転売件数の合計値を求める転売件数を
導出する手段を有し、前記特定の集合住宅における専有部分の数に関する情報と前記転売
件数とに基づいて、前記評価情報を出力する、
ことを特徴とするプログラム。
【手続補正書】
【 提 出 日 】 平 成 26年 4月 21日 (2014.4.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
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登記の申請時に必要となる情報が記載された登記申請情報を記憶する登記申請情報記憶
手段と、
前記登記申請情報記憶手段から、特定の集合住宅に対応する登記申請情報であって、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を検索す
る移転関係情報検索手段と、
前記移転関係情報検索手段によって検索された、前記特定の集合住宅に対応する前記登
記申請情報に基づいて、前記特定の集合住宅に関する評価を行うための評価情報を出力す
る評価情報出力手段と、
前記特定の集合住宅における複数の専有部分についての位置関係を示す専有部分配置情
報を表示する専有部分配置情報表示手段と、を有し、
前記評価情報出力手段は、前記複数の専有部分のそれぞれの譲渡契約を原因とする所有
権の移転回数に基づいて、前記専有部分配置情報における前記複数の専有部分のそれぞれ
に対応して、前記評価情報を出力する、
ことを特徴とする集合住宅評価システム。
【請求項２】
登記の申請時に必要となる情報が記載された登記申請情報を記憶する登記申請情報記憶
手段と、
前記登記申請情報記憶手段から、特定の集合住宅に対応する登記申請情報であって、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を検索す
る移転関係情報検索手段と、
前記移転関係情報検索手段によって検索された、前記特定の集合住宅に対応する前記登
記申請情報に基づいて、前記特定の集合住宅に関する評価を行うための評価情報を出力す
る評価情報出力手段と、を有し、
前記評価情報出力手段は、
前記特定の集合住宅における所定比率の専有部分が売却された時点において、当該所定
比率の専有部分の各戸について、譲渡契約を原因とする所有権の移転が初めて生じるまで
の期間を導出し、当該期間の合計値を求める第１の手段、あるいは、
前記特定の集合住宅が新築された時期から開始する所定期間において、譲渡契約を原因
とする所有権の移転が生じた件数を集計する第２の手段、を有し、
前記評価情報出力手段は、前記第１の手段によって求められた前記合計値または前記第
２の手段によって求められた前記件数と、前記特定の集合住宅における専有部分の数に関
する情報とに基づいて、前記特定の集合住宅における所定比率以上の専有部分が新築後初
めて売却が完了するまでの期間または速さに関する前記評価情報を出力する、
ことを特徴とする集合住宅評価システム。
【請求項３】
登記の申請時に必要となる情報が記載された登記申請情報を記憶する登記申請情報記憶
手段と、
前記登記申請情報記憶手段から、特定の集合住宅に対応する登記申請情報であって、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を検索す
る移転関係情報検索手段と、
前記移転関係情報検索手段によって検索された、前記特定の集合住宅に対応する前記登
記申請情報に基づいて、前記特定の集合住宅に関する評価を行うための評価情報を出力す
る評価情報出力手段と、を有し、
前記評価情報出力手段は、
前記特定の集合住宅の各専有部分において生じた転売件数の合計値を求める手段を有し
、
前記特定の集合住宅における専有部分の数に関する情報と前記合計値とに基づいて、前
記評価情報を出力する、
ことを特徴とする集合住宅評価システム。
【請求項４】
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請求項２乃至３のいずれか一項に記載された集合住宅評価システムであって、
所定範囲の地図を表示する地図表示手段をさらに有し、
前記評価情報出力手段によって出力される前記評価情報は、前記所定範囲の地図に表示
された複数の集合住宅のそれぞれに対応して表示される、
ことを特徴とする集合住宅評価システム。
【請求項５】
請求項２乃至３のいずれか一項に記載された集合住宅評価システムであって、
所定の地域内における複数の集合住宅に対応する登記申請情報に基づいて、前記特定の
集合住宅と比較をするための比較情報を生成する比較情報生成手段をさらに有する、
ことを特徴とする集合住宅評価システム。
【請求項６】
登記の申請時に必要となる情報が記載された登記申請情報を記憶する登記申請情報記憶
手段から、特定の集合住宅に対応する登記申請情報であって、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を検索する移転関係情報検索手段
、
前記移転関係情報検索手段によって検索された、前記特定の集合住宅に対応する前記登
記申請情報に基づいて、前記特定の集合住宅に関する評価を行うための評価情報を出力す
る評価情報出力手段、
前記特定の集合住宅における複数の専有部分についての位置関係を示す専有部分配置情
報を表示する専有部分配置情報表示手段、としてコンピュータを機能させるためのプログ
ラムであって、
前記評価情報出力手段は、前記複数の専有部分のそれぞれの譲渡契約を原因とする所有
権の移転回数に基づいて、前記専有部分配置情報における前記複数の専有部分のそれぞれ
に対応して、前記評価情報を出力する、
ことを特徴とするプログラム。
【請求項７】
登記の申請時に必要となる情報が記載された登記申請情報を記憶する登記申請情報記憶
手段から、特定の集合住宅に対応する登記申請情報であって、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を検索する移転関係情報検索手段
、
前記移転関係情報検索手段によって検索された、前記特定の集合住宅に対応する前記登
記申請情報に基づいて、前記特定の集合住宅に関する評価を行うための評価情報を出力す
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であって、
前記評価情報出力手段は、
前記特定の集合住宅における所定比率の専有部分が売却された時点において、当該所定
比率の専有部分の各戸について、譲渡契約を原因とする所有権の移転が初めて生じるまで
の期間を導出し、当該期間の合計値を求める第１の手段、あるいは、
前記特定の集合住宅が新築された時期から開始する所定期間において、譲渡契約を原因
とする所有権の移転が生じた件数を集計する第２の手段、を有し、
前記評価情報出力手段は、前記第１の手段によって求められた前記合計値または前記第
２の手段によって求められた前記件数と、前記特定の集合住宅における専有部分の数に関
する情報とに基づいて、前記特定の集合住宅における所定比率以上の専有部分が新築後初
めて売却が完了するまでの期間または速さに関する前記評価情報を出力する、
ことを特徴とするプログラム。
【請求項８】
登記の申請時に必要となる情報が記載された登記申請情報を記憶する登記申請情報記憶
手段から、特定の集合住宅に対応する登記申請情報であって、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を検索する移転関係情報検索手段
、
前記移転関係情報検索手段によって検索された、前記特定の集合住宅に対応する前記登
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記申請情報に基づいて、前記特定の集合住宅に関する評価を行うための評価情報を出力す
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であって、
前記評価情報出力手段は、
前記特定の集合住宅の各専有部分において生じた転売件数の合計値を求める手段を有し
、前記特定の集合住宅における専有部分の数に関する情報と前記合計値とに基づいて、前
記評価情報を出力する、
ことを特徴とするプログラム。
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