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(57)【要約】
【課題】複数の地図又は図面に示されている、ある境界
点の位置及びその信憑性の高さをユーザが統一的に把握
できる境界点設定履歴管理システム、境界点設定履歴管
理方法、プログラム及び境界点設定データのデータ構造
を提供する。
【解決手段】境界点設定データ生成部３４は、地図又は
図面に示されている境界点の位置を示す位置データと、
当該地図又は図面の種類に対応付けられる、当該位置の
信憑性の高さを示す強度データと、を含む境界点設定デ
ータを生成する。境界点設定データ生成部３４は、生成
される新たな境界点設定データを、境界点設定データ記
憶部２８に既に記憶されている、別の地図又は図面にお
いて示されている当該境界点の位置を示す位置データと
、当該別の地図又は図面の種類に対応付けられる強度デ
ータと、を含む境界点設定データに関連付けて、境界点
設定データ記憶部２８に記憶させる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
境界点の位置を示す位置データと、当該境界点が示されている地図又は図面の種類に対
応付けられる、当該位置の信憑性の高さを示す強度データと、を含む境界点設定データを
記憶する境界点設定データ記憶手段と、
前記地図又は図面とは別の地図又は図面に示されている前記境界点の位置を示す新たな
前記位置データと、当該別の地図又は図面の種類に対応付けられる新たな前記強度データ
と、を含む新たな前記境界点設定データを生成する境界点設定データ生成手段と、
生成される前記新たな前記境界点設定データを、前記境界点設定データ記憶手段に既に
記憶されている前記境界点設定データに関連付けて、前記境界点設定データ記憶手段に記
憶させる保存手段と、
を含むことを特徴とする境界点設定履歴管理システム。
【請求項２】
所定の種類の登記申請に関連付けられている地図又は図面を示す地図データを取得する
地図データ取得手段、をさらに含み、
前記境界点設定データ生成手段は、前記地図データに示されている前記境界点の位置を
示す前記新たな前記位置データと、当該地図データの種類に対応付けられる前記新たな前
記強度データと、を含む前記新たな前記境界点設定データを生成する、
ことを特徴とする請求項１に記載の境界点設定履歴管理システム。
【請求項３】
複数の前記境界点設定データは、ブロックチェーンにより管理されるデータである、
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の境界点設定履歴管理システム。
【請求項４】
前記境界点設定データ記憶手段は、互いに異なる複数の前記境界点についての前記境界
点設定データを記憶し、
複数の前記境界点を頂点として含むポリゴンを表すポリゴンデータに基づいて、地図画
像を生成する地図画像生成手段、をさらに含み、
前記ポリゴンに含まれる少なくとも２つの頂点について、当該頂点が前記境界点として
示されている前記地図又は図面が互いに異なる、
ことを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の境界点設定履歴管理システム
。
【請求項５】
前記新たな前記境界点設定データの生成に応じて、当該境界点設定データに位置が示さ
れている前記境界点を頂点として含むポリゴンを表す前記ポリゴンデータを更新する更新
手段、をさらに含む、
ことを特徴とする請求項４に記載の境界点設定履歴管理システム。
【請求項６】
地図又は図面に示されている境界点の位置を示す位置データと、当該地図又は図面の種
類に対応付けられる、当該位置の信憑性の高さを示す強度データと、を含む境界点設定デ
ータを生成するステップと、
生成される前記新たな前記境界点設定データを、境界点設定データ記憶手段に既に記憶
されている、前記地図又は図面とは別の地図又は図面において示されている前記境界点の
位置を示す前記位置データと、当該別の地図又は図面の種類に対応付けられる前記強度デ
ータと、を含む前記境界点設定データに関連付けて、前記境界点設定データ記憶手段に記
憶させるステップと、
を含むことを特徴とする境界点設定履歴管理方法。
【請求項７】
地図又は図面に示されている境界点の位置を示す位置データと、当該地図又は図面の種
類に対応付けられる、当該位置の信憑性の高さを示す強度データと、を含む境界点設定デ
ータを生成する手順、
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生成される前記新たな前記境界点設定データを、境界点設定データ記憶手段に既に記憶
されている、前記地図又は図面とは別の地図又は図面において示されている前記境界点の
位置を示す前記位置データと、当該別の地図又は図面の種類に対応付けられる前記強度デ
ータと、を含む前記境界点設定データに関連付けて、前記境界点設定データ記憶手段に記
憶させる手順、
をコンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。
【請求項８】
地図又は図面において示されている境界点の位置を示す位置データと、
前記地図又は図面の種類に対応付けられる、前記位置の信憑性の高さを示す強度データ
と、
を含むことを特徴とする境界点設定データのデータ構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、境界点設定履歴管理システム、境界点設定履歴管理方法、プログラム及び境
界点設定データのデータ構造に関し、特に、ブロックチェーン技術に親和的なシステムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
特許文献１には、使用者の操作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
示する不動産情報表示システムが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５−１３８４１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
ある土地の状況について表現された様々な地図又は図面が存在する。例えば、登記所か
ら入手可能なものとして、地積測量図、不動産登記法１４条地図、準地図（公図）などが
存在する。また、その他、国土交通省や自治体その他によって作成された土地の地番、形
状、相隣関係を把握するための地番図が存在する。
【０００５】
これらの地図又は図面のなかには、土地の境界点の位置として示されている位置が境界
標に基づく位置ではないものがあり、そのような地図又は図面に示されている境界点の位
置の信憑性は低い。そのため、様々な地図又は図面において同じ境界点として示されてい
ても、その境界点の位置として示されている位置及びその信憑性は同じではない。
【０００６】
ここで特許文献１の記載の技術を用いても、複数の地図又は図面に示されている、ある
境界点の位置及びその信憑性の高さを統一的に把握できなかった。そのため例えば、ある
地図又は図面に示されている境界点について、その位置の信憑性がより高い別の地図又は
図面が存在していても、そのことをユーザは容易に把握することができなかった。
【０００７】
本発明は上記実情に鑑みてなされたものであって、その目的の一つは、複数の地図又は
図面に示されている、ある境界点の位置及びその信憑性の高さをユーザが統一的に把握で
きる境界点設定履歴管理システム、境界点設定履歴管理方法、プログラム及び境界点設定
データのデータ構造を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
上記課題を解決するために、本発明に係る境界点設定履歴管理システムは、境界点の位
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置を示す位置データと、当該境界点が示されている地図又は図面の種類に対応付けられる
、当該位置の信憑性の高さを示す強度データと、を含む境界点設定データを記憶する境界
点設定データ記憶手段と、前記地図又は図面とは別の地図又は図面に示されている前記境
界点の位置を示す新たな前記位置データと、当該別の地図又は図面の種類に対応付けられ
る新たな前記強度データと、を含む新たな前記境界点設定データを生成する境界点設定デ
ータ生成手段と、生成される前記新たな前記境界点設定データを、前記境界点設定データ
記憶手段に既に記憶されている前記境界点設定データに関連付けて、前記境界点設定デー
タ記憶手段に記憶させる保存手段と、を含む。
【０００９】
本発明の一態様では、所定の種類の登記申請に関連付けられている地図又は図面を示す
地図データを取得する地図データ取得手段、をさらに含み、前記境界点設定データ生成手
段は、前記地図データに示されている前記境界点の位置を示す前記新たな前記位置データ
と、当該地図データの種類に対応付けられる前記新たな前記強度データと、を含む前記新
たな前記境界点設定データを生成する。
【００１０】
また、本発明の一態様では、複数の前記境界点設定データは、ブロックチェーンにより
管理されるデータである。
【００１１】
また、本発明の一態様では、前記境界点設定データ記憶手段は、互いに異なる複数の前
記境界点についての前記境界点設定データを記憶し、複数の前記境界点を頂点として含む
ポリゴンを表すポリゴンデータに基づいて、地図画像を生成する地図画像生成手段、をさ
らに含み、前記ポリゴンに含まれる少なくとも２つの頂点について、当該頂点が前記境界
点として示されている前記地図又は図面が互いに異なる。
【００１２】
この態様では、前記新たな前記境界点設定データの生成に応じて、当該境界点設定デー
タに位置が示されている前記境界点を頂点として含むポリゴンを表す前記ポリゴンデータ
を更新する更新手段、をさらに含んでいてもよい。
【００１３】
また、本発明に係る境界点設定履歴管理方法は、地図又は図面に示されている境界点の
位置を示す位置データと、当該地図又は図面の種類に対応付けられる、当該位置の信憑性
の高さを示す強度データと、を含む境界点設定データを生成するステップと、生成される
前記新たな前記境界点設定データを、境界点設定データ記憶手段に既に記憶されている、
前記地図又は図面とは別の地図又は図面において示されている前記境界点の位置を示す前
記位置データと、当該別の地図又は図面の種類に対応付けられる前記強度データと、を含
む前記境界点設定データに関連付けて、前記境界点設定データ記憶手段に記憶させるステ
ップと、を含む。
【００１４】
また、本発明に係るプログラムは、地図又は図面に示されている境界点の位置を示す位
置データと、当該地図又は図面の種類に対応付けられる、当該位置の信憑性の高さを示す
強度データと、を含む境界点設定データを生成する手順、生成される前記新たな前記境界
点設定データを、境界点設定データ記憶手段に既に記憶されている、前記地図又は図面と
は別の地図又は図面において示されている前記境界点の位置を示す前記位置データと、当
該別の地図又は図面の種類に対応付けられる前記強度データと、を含む前記境界点設定デ
ータに関連付けて、前記境界点設定データ記憶手段に記憶させる手順、をコンピュータに
実行させる。
【００１５】
また、本発明に係る境界点設定データのデータ構造は、地図又は図面において示されて
いる境界点の位置を示す位置データと、前記地図又は図面の種類に対応付けられる、前記
位置の信憑性の高さを示す強度データと、を含む。
【図面の簡単な説明】
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【００１６】
【図１】本発明の一実施形態に係るコンピュータネットワークの全体構成の一例を示す図
である。
【図２】本発明の一実施形態に係るサーバで実装される機能の一例を示す機能ブロック図
である。
【図３】登記申請情報データの一例を示す図である。
【図４Ａ】境界点設定データの一例を示す図である。
【図４Ｂ】境界点設定データの一例を示す図である。
【図５】地図種類強度対応データの一例を示す図である。
【図６】ポリゴンデータの一例を示す図である。
【図７】地番地図画像の一例を示す図である。
【図８】本発明の一実施形態に係るサーバにおいて行われる処理の流れの一例を示すフロ
ー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
以下、本発明の一実施形態について図面に基づき詳細に説明する。
【００１８】
図１は、本発明の一実施形態に係るコンピュータネットワークの全体構成の一例を示す
図である。図１に示すように、インターネットなどのコンピュータネットワーク１８には
、いずれもコンピュータを中心に構成されたサーバ１０、端末１２、登記申請情報データ
提供システム１４、登記情報提供サービス１６が接続されている。
【００１９】
図１に示すように、サーバ１０には、プロセッサ１０ａ、記憶部１０ｂ、通信部１０ｃ
、出力部１０ｄ、入力部１０ｅが含まれる。
【００２０】
プロセッサ１０ａは、例えばＣＰＵ等のプログラム制御デバイスであって、記憶部１０
ｂに記憶されたプログラムに従って各種の情報処理を実行する。
【００２１】
記憶部１０ｂは、例えばＲＯＭやＲＡＭ等の記憶素子やハードディスクドライブなどで
ある。記憶部１０ｂには、プロセッサ１０ａによって実行されるプログラムなどが記憶さ
れる。
【００２２】
通信部１０ｃは、例えばコンピュータネットワーク１８を介して端末１２や登記申請情
報データ提供システム１４や登記情報提供サービス１６との間でデータを授受するための
通信インタフェースである。サーバ１０は、通信部１０ｃを経由して端末１２や登記申請
情報データ提供システム１４や登記情報提供サービス１６との間で情報の送受信を行う。
【００２３】
出力部１０ｄは、例えばプロセッサ１０ａから入力される指示に従って情報を表示出力
するディスプレイ等の表示部や音声出力するスピーカ等の音声出力部やプリンタ等の印刷
出力部等である。
【００２４】
入力部１０ｅは、例えばユーザが行った操作の内容をプロセッサ１０ａに出力するゲー
ムコントローラ、タッチパッド、マウス、キーボード、マイク等である。
【００２５】
図１に示すように、端末１２には、プロセッサ１２ａ、記憶部１２ｂ、通信部１２ｃ、
出力部１２ｄ、入力部１２ｅが含まれる。
【００２６】
プロセッサ１２ａは、例えばＣＰＵ等のプログラム制御デバイスであって、記憶部１２
ｂに記憶されたプログラムに従って各種の情報処理を実行する。
【００２７】
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記憶部１２ｂは、例えばＲＯＭやＲＡＭ等の記憶素子やハードディスクドライブなどで
ある。記憶部１２ｂには、プロセッサ１２ａによって実行されるプログラムなどが記憶さ
れる。
【００２８】
通信部１２ｃは、例えばコンピュータネットワーク１８を介してサーバ１０や登記申請
情報データ提供システム１４や登記情報提供サービス１６との間でデータを授受するため
の通信インタフェースである。端末１２は、通信部１２ｃを経由してサーバ１０や登記申
請情報データ提供システム１４や登記情報提供サービス１６との間で情報の送受信を行う
。
【００２９】
出力部１２ｄは、例えばプロセッサ１２ａから入力される指示に従って情報を表示出力
するディスプレイ等の表示部や音声出力するスピーカ等の音声出力部やプリンタ等の印刷
出力部等である。
【００３０】
入力部１２ｅは、例えばユーザが行った操作の内容をプロセッサ１２ａに出力するゲー
ムコントローラ、タッチパッド、マウス、キーボード、マイク等である。
【００３１】
登記申請情報データ提供システム１４は、例えば法務局で管理されている不動産登記受
付帳の記載内容に相当する登記申請情報がデータとして登録されたコンピュータシステム
である。登記申請情報データ提供システム１４は、例えばサーバ１０等のコンピュータシ
ステムからの要求に応じて、要求された登記申請情報のデータを当該コンピュータシステ
ムに提供する。
【００３２】
登記情報提供サービス１６は、例えば一般財団法人民事法務協会などによる登記情報提
供サービスを提供するコンピュータシステムである。登記情報提供サービス１６は、例え
ばサーバ１０等のコンピュータシステムからの要求に応じて、要求された不動産登記全部
事項等の登記情報を当該コンピュータシステムに提供する。
【００３３】
ある土地の状況について表現された様々な地図又は図面が存在する。例えば、登記所か
ら入手可能なものとして、地積測量図、不動産登記法１４条地図、準地図（公図）などが
存在する。また、その他、国土交通省や自治体その他によって作成された土地の地番、形
状、相隣関係を把握するための地番図が存在する。
【００３４】
これらの地図又は図面のなかには、土地の境界点の位置として示されている位置が境界
標に基づく位置ではないものがあり、そのような地図又は図面に示されている境界点の位
置の信憑性は低い。そのため、様々な地図又は図面において同じ境界点として示されてい
ても、その境界点の位置として示されている位置及びその信憑性は同じではない。
【００３５】
以上の点を踏まえ、本実施形態では、以下のようにして、様々な地図や図面で表現され
た境界点の位置及びその信憑性の高さをユーザが統一的に把握できるようにした。
【００３６】
図２は、本実施形態に係るサーバ１０で実装される機能の一例を示す機能ブロック図で
ある。なお、本実施形態に係るサーバ１０で、図２に示す機能のすべてが実装される必要
はなく、また、図２に示す機能以外の機能が実装されていても構わない。
【００３７】
図２に示すように、本実施形態に係るサーバ１０には、機能的には例えば、登記情報記
憶部２０、登記申請情報データ記憶部２２、登記申請情報データ要求部２４、登記申請情
報データ取得部２６、境界点設定データ記憶部２８、地図種類強度対応データ記憶部３０
、ポリゴンデータ記憶部３２、境界点設定データ生成部３４、ポリゴンデータ管理部３６
、地番地図画像生成部３８、要求受付部４０、データ送信部４２、が含まれる。
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【００３８】
登記情報記憶部２０、登記申請情報データ記憶部２２、境界点設定データ記憶部２８、
地図種類強度対応データ記憶部３０、ポリゴンデータ記憶部３２は、記憶部１０ｂを主と
して実装される。登記申請情報データ要求部２４、登記申請情報データ取得部２６、要求
受付部４０、データ送信部４２は、通信部１０ｃを主として実装される。境界点設定デー
タ生成部３４、ポリゴンデータ管理部３６、地番地図画像生成部３８は、プロセッサ１０
ａを主として実装される。
【００３９】
以上の機能は、コンピュータであるサーバ１０にインストールされた、以上の機能に対
応する指令を含むプログラムをプロセッサ１０ａで実行することにより実装されてもよい
。このプログラムは、例えば、光ディスク、磁気ディスク、磁気テープ、光磁気ディスク
、フラッシュメモリ等のコンピュータ読み取り可能な情報記憶媒体を介して、あるいは、
インターネットなどを介してサーバ１０に供給されてもよい。
【００４０】
登記情報記憶部２０は、本実施形態では例えば、登記情報提供サービス１６から提供さ
れる登記情報を記憶する。
【００４１】
登記申請情報データ記憶部２２は、本実施形態では例えば、図３に例示する登記申請情
報データを記憶する。
【００４２】
登記申請情報データは、１の不動産登記申請に対応付けられるデータである。本実施形
態に係る登記申請情報データには、受付年月日データ、受付番号、物件特定データ、登記
目的データ、不動産種別データが含まれる。
【００４３】
受付年月日データは、例えば登記申請情報データに対応付けられる登記申請の受付年月
日を示すデータである。受付番号は、例えば登記申請情報データに対応付けられる登記申
請の受付順序に従って設定される番号である。物件特定データは、例えば登記申請情報デ
ータに対応付けられる登記申請の対象となる不動産を特定するためのデータである。物件
特定データには、都道府県名データ、市区町村名データ、大字名町名データ、字名丁目デ
ータ、地番家屋番号データ、が含まれる。都道府県名データ、市区町村名データ、大字名
町名データ、字名丁目データ、地番家屋番号データは、それぞれ、登記申請の対象となる
不動産の都道府県名、市区町村名、大字名又は町名、字名又は丁目、地番又は家屋番号を
示すデータである。登記目的データは、登記申請情報データに対応付けられる登記申請の
目的を示すデータである。登記目的データに示されている登記申請の目的は、当該登記申
請情報データに対応付けられる登記情報の表題部に示されている登記の理由に対応するも
のである。
【００４４】
登記申請情報データ要求部２４は、本実施形態では例えば、登記申請情報データを要求
する。登記申請情報データ要求部２４は例えば、登記申請情報データの送信要求を登記申
請情報データ提供システム１４に送信する。
【００４５】
すると登記申請情報データ提供システム１４は、当該送信要求の受信に応じて、送信対
象となる１又は複数の登記申請情報データを特定する。そして登記申請情報データ提供シ
ステム１４は特定された登記申請情報データをサーバ１０に送信する。
【００４６】
登記申請情報データ取得部２６は、本実施形態では例えば、登記申請情報データを取得
する。登記申請情報データ取得部２６は、例えば、登記申請情報データ提供システム１４
から送信される登記申請情報データを受信して、当該登記申請情報データを登記申請情報
データ記憶部２２に記憶させる。
【００４７】

10

20

30

40

50

(8)

JP 2020-123332 A 2020.8.13

ここで例えば、登記申請情報データ要求部２４が、新たに登録された登記申請情報デー
タの送信要求を繰り返し送信してもよい。そして登記申請情報データ提供システム１４は
、当該送信要求の受信に応じて、前回の送信後に新たに登録された登記申請情報データを
サーバ１０に送信してもよい。そして、登記申請情報データ取得部２６が当該登記申請情
報データを受信して、当該登記申請情報データを登記申請情報データ記憶部２２に記憶さ
せてもよい。また登記申請情報データの取得は１日間隔などといった所定の時間間隔で行
われてもよい。
【００４８】
また、不動産登記申請の際に当該不動産登記申請に関係する地図又は図面が提出される
ことがある。本実施形態に係る登記申請情報データ提供システム１４は、このようにして
提出される地図又は図面を示す地図データを、当該不動産登記申請に対応する登記申請情
報データに関連付けてサーバ１０に送信する。そして、当該地図データは、登記申請情報
データに関連付けられた状態で登記申請情報データ記憶部２２に記憶される。
【００４９】
本実施形態に係る地図データには、当該地図データが表す地図又は図面の種類を示す地
図種類データ、及び、当該地図データの作成年月日を示す作成年月日データが含まれてい
る。
【００５０】
例えば、登記目的データの値が「分筆」又は「地積更生」である登記申請情報データに
は、値が「地積測量図」である地図種類データを含む、当該登記申請に伴って作成された
地積測量図の地図データが関連付けられる。また、例えば、登記目的データの値が「表題
」であり、不動産種別データの値が「土地」である登記申請情報データにも、値が「地積
測量図」である地図種類データを含む、当該登記申請に伴って作成された地積測量図の地
図データが関連付けられる。また、例えば、登記目的データの値が「土地改良・区画整理
」である登記申請情報データには、値が「区画整理図面」である地図種類データを含む、
当該登記申請に伴って作成された区画整理図面の地図データが関連付けられる。
【００５１】
また、本実施形態では、登記申請情報データ記憶部２２には、地積測量図や区画整理図
面の地図データの他に、例えば、地積図、１４条地図、素図、準地図（公図）、地番図な
どの地図データが記憶される。
【００５２】
本実施形態に係る地図データはデジタル化されている。そのため、地図データに基づい
て、当該地図データに示されている土地の区画に対応付けられるポリゴンの位置や、当該
ポリゴンに含まれる頂点の位置（例えば、緯度及び経度）を特定できるようになっている
。
【００５３】
境界点設定データ記憶部２８は、本実施形態では例えば、境界点の位置を示す位置デー
タと、当該境界点が示されている地図又は図面の種類に対応付けられる、当該位置の信憑
性の高さを示す強度データと、を含む境界点設定データを記憶する。境界点設定データが
示す境界点の位置は、設置された境界標の位置を示すものであってもよいし、境界標が設
置されていない境界点の位置を示すものであってもよい。また、本実施形態では、境界点
設定データ記憶部２８は、互いに異なる複数の境界点についての境界点設定データを記憶
する。
【００５４】
図４Ａ及び図４Ｂは、境界点設定データの一例を示す図である。図４Ａ及び図４Ｂに示
すように、境界点設定データには、例えば、境界点ＩＤ、設定順序番号、位置データ、設
定タイミングデータ、対応地図種類データ、強度データが含まれる。
【００５５】
ある境界点が複数の地図又は図面に表されることがある。そして、それぞれの地図又は
図面において示されている当該境界点の位置が異なることがある。例えば、準地図（公図
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）に表されている境界点について、境界標の設置を伴う地積測量図の作成が行われると、
作成された地積測量図には、当該境界点の位置が準地図（公図）よりも正確に表されるこ
ととなる。本実施形態ではこのようにして複数回の設定が行われることによって様々な地
図又は図面に表れる境界点の位置の履歴を、境界点設定データで管理できるようになって
いる。
【００５６】
境界点設定データに含まれる境界点ＩＤは、例えば、当該境界点設定データに対応付け
られる境界点の識別情報である。本実施形態では、１つの境界点について、当該境界点の
設定が行われた回数に相当する数の、当該境界点に対応する共通の境界点ＩＤが設定され
た境界点設定データが境界点設定データ記憶部２８に記憶される。
【００５７】
境界点設定データに含まれる設定順序番号は、例えば、当該境界点設定データに対応付
けられる境界点の設定が行われた順序を示す番号である。例えば、ある境界点ＩＤに対応
する境界点について、当該境界点が表された地図の作成年月日が古いものから順に、当該
境界点ＩＤを含む境界点設定データの設定順序番号が設定される。
【００５８】
境界点に対応付けられる境界点設定データに含まれる位置データは、本実施形態では例
えば、当該境界点設定データに対応付けられる地図又は図面において示されている当該境
界点の位置を示すデータである。図４Ａ及び図４Ｂの例では、緯度と経度によって位置が
表現されているが、境界点の位置が緯度と経度以外によって表現されても構わない。
【００５９】
境界点設定データに含まれる設定タイミングデータは、本実施形態では例えば、当該境
界設定データに対応付けられる境界点の設定タイミングを示すデータである。設定タイミ
ングデータは、例えば、当該境界点が表された地図又は図面の作成年月日を示していても
よい。また、不動産登記に伴う地図又は図面の作成が行われた場合に、当該地図に表され
た境界点の境界点設定データに含まれる設定タイミングデータが、当該不動産登記が行わ
れた年月日を示していてもよい。
【００６０】
境界点設定データに含まれる対応地図種類データは、本実施形態では例えば、当該境界
点設定データに対応付けられる地図又は図面の種類を示すデータである。
【００６１】
境界点設定データに含まれる強度データは、本実施形態では例えば、当該境界点設定デ
ータに含まれる位置データが示す境界点の位置の信憑性の高さを示すデータである。本実
施形態では例えば、図５に示す地図種類強度対応データにおいて、地図又は図面の種類と
境界点の位置の信憑性の高さとが対応付けられている。そして、本実施形態では、地図種
類強度対応データに基づいて、強度データの値は決定される。本実施形態では例えば、地
図又は図面に対応付けられる強度データの値には、当該地図又は図面に示されている境界
点の位置の信憑性が高いほど大きな値が設定されている。
【００６２】
地図種類強度対応データ記憶部３０は、本実施形態では例えば、図５に例示する地図種
類強度対応データを記憶する。
【００６３】
図５に示すように、地図種類強度対応データには、地図の種類を示す地図種類データと
、当該種類の地図に対応付けられる強度データと、が含まれる。
【００６４】
図４Ａ及び図４Ｂに示す境界点設定データには、境界点ＩＤが１１１である同じ境界点
についての境界点の設定の履歴が示されている。
【００６５】
図４Ａに示す境界点設定データに含まれる位置データには、境界点ＩＤが１１１である
境界点が３回目に表れた地図又は図面である区画整理図面に示されている当該境界点の位
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置が示されている。図４Ａに示す境界点設定データに含まれる設定タイミングデータの値
には、当該区画整理図面の作成年月日である１９９６年４月６日が設定されている。
【００６６】
ここで当該区画整理図面に表された土地について、２０１９年４月２日に地積測量図が
作成されたとする。このことに伴い、図４Ｂに示す境界点設定データが新たに境界点設定
データ記憶部２８に登録される。当該地積測量図は、境界点ＩＤが１１１である境界点が
４回目に表れた地図又は図面であるため、図４Ｂに示す境界点設定データに含まれる設定
順序番号には４が設定される。そして、図４Ｂに示す境界点設定データに含まれる位置デ
ータの値には、当該地積測量図に示されている当該境界点の位置を示す値が設定される。
【００６７】
このようにして、本実施形態によれば、境界点が設定された履歴を管理することができ
る。
【００６８】
図４Ａに示す境界点設定データでは、図５に示す地図種類強度対応データにおいて当該
境界点設定データに含まれる対応地図種類データの値「区画整理図面」に対応付けられて
いる「２．５」が強度データの値に設定されている。図４Ｂに示す境界点設定データでは
、図５に示す地図種類強度対応データにおいて当該境界点設定データに含まれる対応地図
種類データの値「地積測量図」に対応付けられている「３．０」が強度データの値に設定
されている。
【００６９】
サーバ１０の管理者によって、地図種類強度対応データにおいて信憑性が高い地図又は
図面であるほど強度データの値が大きくなるよう予め設定されることが望ましい。このよ
うにすることで、ユーザは、強度データの値を参照することで、複数回設定された境界点
の位置のそれぞれについての信憑性の高さを容易に比較することが可能となる。
【００７０】
図５に示す地図種類強度対応データの例では、地積測量図の作成においては土地の所有
者の思い入れの強い筆界の確認がなされることから、地積測量図に対応付けられる強度デ
ータの値が最も大きな「３．０」となっている。
【００７１】
また、区画整理図面の作成においては机上で引いた区画に現地の測量結果を合わせると
いう筆界の創設が行われることから、区画整理図面に対応付けられる強度データの値は地
積測量図の次に大きな「２．５」となっている。
【００７２】
また、地籍図の作成においては地権者の立会いが行われることから、地籍図に対応付け
られる強度データの値は区画整理図面の次に大きな「２．０」となっている。
【００７３】
また、１４条地図は、現地復元性を持ち合わせていることから、１４条地図に対応付け
られる強度データの値は地籍図と同じ「２．０」となっている。
【００７４】
また、素図は、地権者の立会いを前提にある程度の根拠に基づき専門家によって作成さ
れるものであり閲覧には耐えられるものの筆界の根拠が不十分である。このことから、素
図に対応付けられる強度データの値は地籍図や１４条地図の次に大きな「１．０」となっ
ている。
【００７５】
準地図（公図）や地番図については、精度にばらつきがあるため、準地図（公図）や地
番図に対応付けられる強度データの値は最も小さな「０．０」となっている。
【００７６】
なお、図５に示す強度データの値はあくまでも一例であり、図５に示す値とは異なる値
が、強度データの値に設定されても構わない。
【００７７】
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境界点設定データ生成部３４は、本実施形態では例えば、地図又は図面に示されている
境界点の位置を示す位置データと、当該地図又は図面の種類に対応付けられる当該位置の
信憑性の高さを示す強度データと、を含む新たな境界点設定データを生成する。そして、
境界点設定データ生成部３４は、生成される新たな境界点設定データを境界点設定データ
記憶部２８に記憶させる。
【００７８】
この際、新たな境界点設定データは、境界点設定データ記憶部２８に既に記憶されてい
る、新たな境界点設定データが示す境界点と同じ境界点を示す、新たな境界点設定データ
とは別の地図又は図面に対応付けられる境界点設定データに関連付けて記憶される。例え
ば、新たな境界点設定データの境界点ＩＤの値には、境界点設定データ記憶部２８に既に
記憶されている、当該新たな境界点設定データが示す境界点と同じ境界点を示す境界点設
定データの境界点ＩＤの値が設定される。
【００７９】
ここで境界点設定データ生成部３４が、境界点の位置が示されている地図又は図面を示
す地図データを取得してもよい。境界点設定データ生成部３４は、例えば、登記申請情報
データ記憶部２２に記憶されている地図データを取得してもよい。またここで、境界点設
定データ生成部３４が、所定の種類の登記申請に関連付けられている地図データを取得し
てもよい。
【００８０】
そして、境界点設定データ生成部３４が、上述のようにして取得される地図データに示
されている境界点の位置を示す位置データと、当該地図データの種類に対応付けられる強
度データと、を含む新たな境界点設定データを生成してもよい。境界点は、例えば、地図
データに示されている土地の区画に対応付けられるポリゴンに含まれる頂点に相当する。
【００８１】
また例えば、新たな登記申請情報データが登記申請情報データ記憶部２２に記憶された
際に、境界点設定データ生成部３４が、当該登記申請情報データの値を確認してもよい。
そして、境界点設定データ生成部３４は、登記申請情報データの値が所定値である場合は
、当該登記申請情報データに関連付けられている地図データを取得してもよい。
【００８２】
例えば、新たに記憶された登記申請情報データに含まれる登記目的データの値が「分筆
」又は「地積更生」である場合に、当該登記申請情報データに関連付けて記憶されている
地積測量図の地図データが取得されてもよい。
【００８３】
また、例えば、新たに記憶された登記申請情報データに含まれる登記目的データの値が
「表題」であって不動産種別データの値が「土地」である場合に、当該登記申請情報デー
タに関連付けて記憶されている地積測量図の地図データが取得されてもよい。
【００８４】
また、例えば、新たに記憶された登記申請情報データに含まれる登記目的データの値が
「土地改良・区画整理」である場合に、当該登記申請情報データに関連付けて記憶されて
いる区画整理図面の地図データが取得されてもよい。
【００８５】
そして、境界点設定データ生成部３４は、このようにして取得される地図データに示さ
れている境界点の位置を示す新たな位置データと、当該地図データの種類に対応付けられ
る新たな強度データと、を含む新たな境界点設定データを生成してもよい。当該境界点設
定データに含まれる位置データには、当該地図データに示されている土地の区画に対応付
けられるポリゴンに含まれる頂点の位置を表す値が設定されることとなる。
【００８６】
ポリゴンデータ記憶部３２は、本実施形態では例えば、図６に例示するポリゴンデータ
を記憶する。
【００８７】
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本実施形態に係るポリゴンデータは、複数の境界点設定データに位置がそれぞれ示され
ている複数の境界点を頂点として含むポリゴンを表すデータである。ポリゴンデータは、
土地の区画のポリゴンに対応付けられる。図６に示すように、本実施形態に係るポリゴン
データには、例えば、ポリゴンＩＤ、物件特定データ、境界点ＩＤ群データが含まれる。
【００８８】
ポリゴンデータに含まれるポリゴンＩＤは、例えば、当該ポリゴンデータに対応付けら
れるポリゴンの識別情報である。
【００８９】
ポリゴンデータに含まれる物件特定データは、例えば、当該ポリゴンデータに対応付け
られるポリゴンが表す土地等の不動産を特定するためのデータである。ポリゴンデータに
含まれる物件特定データは、図３に示す登記申請情報データに含まれる物件特定データに
相当する。ポリゴンデータの物件特定データに含まれる物件特定データには、当該ポリゴ
ンデータに対応付けられるポリゴンが表す不動産の都道府県名、市区町村名、大字名又は
町名、字名又は丁目、地番又は家屋番号が示される。
【００９０】
ポリゴンデータに含まれる境界点ＩＤ群データは、例えば、上述の境界点ＩＤの順序付
き配列を示すデータである。本実施形態に係るポリゴンデータは、境界点ＩＤ群データに
含まれる複数の境界点ＩＤにそれぞれ対応付けられる点が頂点であるポリゴンに対応付け
られる。
【００９１】
上述のように、共通の境界点ＩＤを含む複数の境界点設定データが境界点設定データ記
憶部２８に記憶されることがある。これら複数の境界点設定データのうちからポリゴンの
頂点の位置を示すものを特定するために、図６に示す境界点ＩＤ群データには、境界点Ｉ
Ｄに後続する括弧内に設定順序番号が示されている。
【００９２】
例えば、図６に示すポリゴンデータに対応付けられるポリゴンに含まれる１つ目の頂点
の位置は、境界点ＩＤが１１１であり設定順序番号が４である境界点設定データに含まれ
る位置データが示す位置である。また、２つ目の頂点の位置は、境界点ＩＤが１１２であ
り設定順序番号が３である境界点設定データに含まれる位置データが示す位置である。ま
た、３つ目の頂点の位置は、境界点ＩＤが１１３であり設定順序番号が３である境界点設
定データに含まれる位置データが示す位置となる。４つ目の頂点の位置は、境界点ＩＤが
１１４であり設定順序番号が５である境界点設定データ、に含まれる位置データが示す位
置となる。
【００９３】
ポリゴンデータ管理部３６は、本実施形態では例えば、ポリゴンデータの生成、更新、
削除などを実行する。ポリゴンデータ管理部３６は、例えば、ユーザの操作に応じてポリ
ゴンデータを生成してもよい。
【００９４】
ここで、ポリゴンデータ管理部３６は、境界点ＩＤ群データに設定される境界点ＩＤの
指定をユーザから受け付けてもよい。そして、ポリゴンデータ管理部３６は、当該境界点
ＩＤを含む複数の境界点設定データが特定されてもよい。具体的には例えば、境界点ＩＤ
として１１１が指定された際には、境界点ＩＤが１１１である複数の境界点設定データが
特定されてもよい。そして、これらの境界点設定データのうちから、設定されている強度
データの値が最も大きなものの設定順序番号が特定されてもよい。ここで例えば、設定順
序番号が４である境界点設定データの強度データの値が最も大きいとする。
【００９５】
そして、この場合、ユーザによって指定された境界点ＩＤ、及び、特定された設定順序
番号が、境界点ＩＤ群データに設定されてもよい。この場合例えば、１１１（４）が境界
点ＩＤ群データの値に設定されるようにしてもよい。以上のようにすることで、信憑性が
高い頂点を含むポリゴンを表すポリゴンデータが生成されることとなる。
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【００９６】
また、本実施形態では、ポリゴンデータが表すポリゴンに含まれる少なくとも２つの頂
点について、当該頂点が境界点として示されている地図又は図面が互いに異なっていても
よい。このようにすることで、本実施形態に係るポリゴンデータによって、互いに異なる
複数の地図又は図面にそれぞれ表れている頂点を混在させたポリゴンを表現することが可
能となる。
【００９７】
地番地図画像生成部３８は、本実施形態では例えば、ポリゴンデータ及び境界点設定デ
ータに基づいて、図７に例示する地番地図画像のような地図画像を生成する。地番地図画
像には、地番と土地の区画との対応が示されている。例えば図７において地番が７−３と
示されている四角形のポリゴンが、図６に示すポリゴンデータに相当するポリゴンである
。
【００９８】
要求受付部４０は、本実施形態では例えば、端末１２のユーザからの要求を受け付ける
。
【００９９】
データ送信部４２は、本実施形態では例えば、要求受付部４０が受け付ける要求に応じ
たデータを端末１２に送信する。
【０１００】
ここで例えば、要求受付部４０が、端末１２のユーザによる場所の指定（例えば、緯度
及び経度、住所、地番、などの指定）を受け付けたとする。この場合、地番地図画像生成
部３８が、指定された場所の地番地図画像を生成してもよい。そして、データ送信部４２
が、生成された地番地図画像を端末１２に送信してもよい。そして、端末１２が送信され
た地番地図画像をディスプレイに表示させてもよい。
【０１０１】
また例えば、要求受付部４０が、地番地図画像に示されている地番に関連付けられた登
記情報の送信要求を受け付けたとする。この場合、データ送信部４２が、当該地番の登記
情報を端末１２に送信してもよい。
【０１０２】
また、要求受付部４０が、地番地図画像に示されているポリゴンに含まれる頂点の指定
を受け付けたとする。この場合、データ送信部４２が、指定された頂点に対応する境界点
の設定履歴を示す複数の境界点設定データを端末１２に送信してもよい。また、データ送
信部４２が、複数の境界点設定データのそれぞれに対応付けられた地図又は図面を示す地
図データを端末１２に送信してもよい。そして、境界点設定データの値や地図データが示
す地図又は図面が端末１２で表示されてもよい。
【０１０３】
以上のようにすることで、様々な地図や図面で表現された境界点の位置及びその信憑性
の高さを端末１２のユーザは統一的に把握できることとなる。また、端末１２のユーザは
指定された境界点が表された複数の地図又は図面をまとめて入手することができる。また
、ユーザは自らが把握している境界点の位置の情報よりも信憑性が高い当該境界点の位置
の情報を入手することができる。
【０１０４】
また、本実施形態によれば、複数の地図又は図面によって表された境界点が混在する、
位置の信憑性の高い境界点から構成される地番地図画像を端末１２のユーザに提供するこ
とができることとなる。
【０１０５】
以下、本実施形態に係るサーバ１０において行われる処理の流れの一例を、図８に例示
するフロー図を参照しながら説明する。
【０１０６】
まず、境界点設定データ生成部３４が、所定の種類の登記申請情報データが登記申請情
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報データ記憶部２２に記憶されることを監視する（Ｓ１０１）。ここでは例えば、登記目
的データの値が「分筆」、「地積更生」、又は、「土地改良・区画整理」である登記申請
情報データが記憶されることが監視されてもよい。また例えば、登記目的データの値が「
表題」であり、不動産種別データの値が「土地」である登記申請情報データが記憶される
ことが監視されてもよい。
【０１０７】
ここで、所定の種類の登記申請情報データが登記申請情報データ記憶部２２に記憶され
たことが検出されると、境界点設定データ生成部３４は、当該登記申請情報データに関連
付けられている地図データを取得する（Ｓ１０２）。
【０１０８】
そして、境界点設定データ生成部３４が、Ｓ１０２に示す処理で取得された地図データ
に示されている複数の境界点の位置を特定する（Ｓ１０３）。
【０１０９】
そして、境界点設定データ生成部３４が、Ｓ１０３に示す処理で位置が特定された複数
の境界点のうちの１つを選択する（Ｓ１０４）。以下、当該境界点の位置を着目位置と呼
ぶこととする。
【０１１０】
そして、境界点設定データ生成部３４が、Ｓ１０４に示す処理で選択された境界点に対
応する境界点設定データを生成する。そして、境界点設定データ生成部３４が、生成され
た境界点設定データを境界点設定データ記憶部２８に記憶させる（Ｓ１０５）。
【０１１１】
Ｓ１０５に示す処理では、例えば、境界点設定データ生成部３４は、着目位置から所定
の距離以内である位置を示す位置データを含む境界点設定データを特定してもよい。そし
て、境界点設定データ生成部３４は、特定される境界点設定データの境界点ＩＤと同じ境
界点ＩＤを含む新たな境界点設定データを生成してもよい。この場合、生成される境界点
設定データの設定順序番号には、当該境界点ＩＤを含む境界点設定データにおける最大の
設定順序番号の次の番号が設定される。
【０１１２】
ここで、着目位置から所定の距離以内である位置を示す位置データを含む境界点設定デ
ータが存在しない場合は、境界点設定データ生成部３４は、新たな境界点ＩＤを含む新た
な境界点設定データを生成してもよい。この場合、生成される境界点設定データの設定順
序番号には、１が設定される。
【０１１３】
Ｓ１０５に示す処理で生成される境界点設定データの位置データの値には、例えば、着
目位置が設定される。また、Ｓ１０５に示す処理で生成される境界点設定データの設定タ
イミングデータの値には、例えば、Ｓ１０２に示す処理で取得された地図データに含まれ
る作成年月日データの値が設定される。また、Ｓ１０５に示す処理で生成される境界点設
定データの対応地図種類データの値には、例えば、Ｓ１０２に示す処理で取得された地図
データに含まれる地図種類データの値が設定される。また、Ｓ１０５に示す処理で生成さ
れる境界点設定データの強度データの値には、例えば、地図種類強度対応データにおいて
当該地図種類データの値に対応付けられている強度データの値が設定される。
【０１１４】
そして、境界点設定データ生成部３４は、Ｓ１０３に示す処理で位置が特定されたすべ
ての境界点についてＳ１０４及びＳ１０５に示す処理が実行されたか否かを確認する（Ｓ
１０６）。
【０１１５】
すべての境界点についてＳ１０４及びＳ１０５に示す処理が実行されていない場合は（
Ｓ１０６：Ｎ）、Ｓ１０４に示す処理に戻る。
【０１１６】
すべての境界点についてＳ１０４及びＳ１０５に示す処理が実行された場合は（Ｓ１０
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６：Ｙ）、本処理例に示す処理が終了される。
【０１１７】
本処理例において、ポリゴンデータ管理部３６は、新たな境界点設定データの生成に応
じて、当該境界点設定データに位置が示されている境界点を頂点として含むポリゴンを表
すポリゴンデータを更新してもよい。
【０１１８】
例えば、ポリゴンデータ管理部３６が、境界点設定データ記憶部２８に記憶されている
、新たな境界点設定データ及び新たな境界点設定データと境界点ＩＤが同じである少なく
とも１つの境界点設定データを特定してもよい。そして、ポリゴンデータ管理部３６が、
これら複数の境界点設定データのうちから、強度データが示す信憑性が最も高いものを特
定してもよい。そして、ポリゴンデータ管理部３６が、特定された境界点設定データの設
定順序番号を特定してもよい。そして、ポリゴンデータ管理部３６が、新たな境界点設定
データの境界点ＩＤを境界点ＩＤ群データの値に含むポリゴンデータを特定してもよい。
そして、ポリゴンデータ管理部３６が、当該ポリゴンデータの境界点ＩＤ群データに設定
されている当該境界点ＩＤの設定順序番号を、特定された設定順序番号に更新してもよい
。
【０１１９】
このように、新たな境界点設定データの登録に応じて、ポリゴンデータがメンテナンス
されるようにしてもよい。
【０１２０】
なお、本実施形態において、ポリゴンデータの更新や地番地図画像の更新が行われる際
に、ポリゴンに対するアフィン変換等の幾何変換が行われても構わない。
【０１２１】
なお、本発明は上述の実施形態に限定されるものではない。
【０１２２】
例えば、複数の境界点設定データは、単一のサーバ１０で管理されるデータではなく、
ブロックチェーンで管理（互いにＰ２Ｐ接続された複数のコンピュータで共有管理）され
るデータであってもよい。ポリゴンデータについても、単一のサーバ１０で管理されるデ
ータではなく、ブロックチェーンで管理されるデータであってもよい。
【０１２３】
また、例えば、登記申請情報データではなく、登記情報に基づいて、所定の種類の登記
申請が行われたことが特定されてもよい。そして、登記情報に基づいて特定された登記申
請に関連付けられている地図データが取得されてもよい。
【０１２４】
また上述の具体的な文字列や数値、並びに、図面中の具体的な文字列は例示であり、こ
れらの文字列や数値には限定されない。
【符号の説明】
【０１２５】
１０ サーバ、１０ａ プロセッサ、１０ｂ 記憶部、１０ｃ 通信部、１０ｄ 出力
部、１０ｅ 入力部、１２ 端末、１２ａ プロセッサ、１２ｂ 記憶部、１２ｃ 通信
部、１２ｄ 出力部、１２ｅ 入力部、１４ 登記申請情報データ提供システム、１６
登記情報提供サービス、１８ コンピュータネットワーク、２０ 登記情報記憶部、２２
登記申請情報データ記憶部、２４ 登記申請情報データ要求部、２６ 登記申請情報デ
ータ取得部、２８ 境界点設定データ記憶部、３０ 地図種類強度対応データ記憶部、３
２ ポリゴンデータ記憶部、３４ 境界点設定データ生成部、３６ ポリゴンデータ管理
部、３８ 地番地図画像生成部、４０ 要求受付部、４２ データ送信部。
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