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『境界紛争ゼロ宣言』
〜なぜ境界紛争はおきるのか〜

本題に入る前に、あまり知られて
いない『土地家屋調査士』という資
格について説明させていただきま
す。
『土地家屋調査士』とは、不動産
の表示に関する登記の専門家（国家
有資格者）であり、他人の依頼を受
けて、土地や建物の所在・形状・利
用状況などを調査して、図面の作成
や不動産の表示に関する登記の申請
手続などを行っています。
よく「測量士」と混同されること
もありますが、測量技術者として
現況を正確に測量するのが「測量
士」、登記された不動産の境界につ
いて資料等を調査したうえで確認す
るとともに、確認した境界を正確に
測量するのが『土地家屋調査士』で
す。
分かりやすく言い換えると、公共
測量を行うのが「測量士」で、登記
申請を目的とした調査・測量を行う
のが『土地家屋調査士』です。
一般的には土地の境界確認は登記
を前提としていますので、我々土地
家屋調査士が業務として行っており
ます。また、不動産登記簿には表題
部といわれる部分と権利部（甲区・
乙区）といわれる部分があります
が、表示に関する登記とはこの表題

１ 土地家屋調査士とは

（一財）

部に関する登記のことで、この部分
に関する登記を『土地家屋調査士』
が業務として行っています。みなさ
まがよくご存じの『司法書士』は権
利部の登記を業務として行っていま
す。
なお、土地の境界に関する専門家
であり、法務局が行う「筆界特定制
度」にも筆界調査員として参加し、
専門的な助言もしています。

２ 境界とは何か？

さて、境界とは一体どういうもの
なのでしょうか？
国語辞典によると「①土地のさか
い目 ②物事のさかい目」となって
おりますが、不動産登記法では第
百二十三条第一号で筆界（公法上の
境界）とは「表題登記がある一筆の
土地（以下単に「一筆の土地」とい
う。）とこれに隣接する他の土地

（表題登記がない土地を含む。以下
同じ。）との間において、当該一筆
の土地が登記された時にその境を構
成するものとされた二以上の点及び
これらを結ぶ直線をいう。」と定義
がなされております。
条文にすると非常に難しく思われ
ますが、登記された土地は、その土
地が登記された時に決定（確認）し
た筆界（点と直線）で囲まれている
ということです。どのような形で登
記がなされたかにもよりますが、多
くの土地については、登記がなされ
た当時は所有権界を筆界として確認
がされていましたので、所有権界と
筆界は一致していたと思われます。
ところが、その後未登記のまま、
交換をしたり、勝手に越境をしたり
した部分については、所有権界や占
有界といった境界（私法上の境界）
と、不動産登記法上の筆界と齟齬が
生じることになります。
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前頁の図において、甲地の所有者
（法務太郎）と乙地の所有者（民事
花子）が、Ａ、Ｂ、Ｃ及びＦの各点
を順次結んだ線で囲まれた部分と、
Ｃ、Ｄ、Ｅ及びＧを順次結んだ線で
囲まれた部分を交換した場合には、
甲地と乙地の筆界は、Ａ、Ｂ、Ｃ、
Ｄ及びＥの各点を順次結んだ線のま
ま変わりませんが、甲地の所有者と
乙地の所有者との所有権界は、Ｆ、
Ｃ、Ｇの各点を順次結んだ線という
ことになります。
このような場合において、筆界は
当事者の合意で変更をすることはで
きませんので、所有権界と一致させ
るためには、それぞれの土地を分筆
して所有権移転登記をする必要があ
ります。

３ 現在法務局に備え付けら
れている地図について
登記された土地の筆界を判断する
根拠となるもので一番重要な資料
は、法務局に備え付けられている
地図ということになります。とこ
ろで、現在法務局では地図はコン
ピューター化されておりますので、
枚数という概念はありませんが、そ
れ以前のマイラーフィルム等での枚
数に換算すると約十五万枚の地図が
三重県内には備え付けられていま
す。
本来法務局に備え付けられるべき
地図は、不動産登記法第十四条第一
項で規定される図面であり、土地の
面積や距離・形状・位置について正
確性が高く、境界を一定の誤差の範
囲内で復元可能な図面です。しか
し、三重県内においては、規定に基
づき、ある程度の復元性をもった地
図は、約三万枚しかありません。

残りの約十二万枚の図面は「地図
に準ずる図面」として、一般的に公
図と呼ばれるもので、このうち約
八万枚の図面が、明治時代に租税徴
収の目的で作成された図面で、これ
以外に土地区画整理事業や土地改良
事業で作成されたものの精度の低い
図面などが、不動産登記法第十四条
第一項地図が備え付けられるまでの
間、これに代わるものとして法務局
に備え付けられている図面です。
よく昔の地図だから精度が悪いと
言われますが、このように、大正、
昭和を経て平成まで「地図に準ずる
図面」として使われているというこ
とは、日本には当時から伊能忠敬の
功績でも知られるように、優れた測
量技術があり、不動産登記を管理し
ていくことに耐えられるだけの精度
があったともいえます。
ところが、残念ながらこの明治時
代に作られた地図は、その当時税金
を徴収する目的で作られました。そ
のため、面積については、精度が悪
く実際と相違しているケースが多々
あり、現在の土地取引において多く
の不都合を生じております。
一般的に「地図に準ずる図面」
は、土地の面積や距離については正
確性が低く、土地の配列や形状の概
略を記載した図面とされています。
現在法務局で地図を請求するとコ
ンピューターで作成されており、地
番の文字からも一見すると最近作成
されたかのように、見るからに正確
そうな図面がでてきますが、多くは
もとの和紙図をマイラーフィルムに
トレースして使用していたものをス
キャナーで電子化したものです。

４ なぜ境界紛争がおきるのか

では、なぜ境界紛争がおきるのか
その原因について推測したいと思い
ます。

○現地復元性のない公図
まずは、先ほど述べたように、現
在法務局に備え付けられている地図
の大半が、現地復元性のない明治時
代に作成された公図であるというこ
とです。ちなみに、先の東北大震災
では沿岸部が津波で莫大な被害を受
けましたが、ほとんどが不動産登記
法に基づく復元性の高い地図であっ
たため、迅速に境界確認ができたよ
うです。
三重県内で今後想定されている南
海トラフ地震が発生し、津波により
元の境界が分からなくなってしまっ
た場合には、境界確認が非常に難航
すると思われます。
まずは、現在の公図は、現地復元
性がないという意識を県民が持つこ
とによって、自分の土地は自分で管
理するという意識付けが重要かもし
れません。
しかし、現地復元性を持っていな
い公図というのは、やはり潜在的に
境界紛争の可能性を持っているとい
えるでしょう。

○管理の放棄（境界杭を設置してい
ない）
次に、近年は空き家問題としても
とりあげられていますが、管理の放
棄という問題もあります。土地の管
理と言うのは、もともとは所有者が
行っていました。きちんと管理がさ
れている土地には境界杭を設置した
り、工作物を設置したりして、自己
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の所有権の範囲を明確にしてきまし
たが、相続により遠方の居住者が土
地を所有するようになると、耕作放
棄地や管理放棄地が増え、その結果
境界が不明確になっていきます。な
かには、相続登記もせずに放置して
ある物件も増えてきており、さまざ
まな問題が生じてきております。
特にこの空き家・空き地問題に関
しては、最近国としても重要政策と
して検討していただいているところ
です。
管理の放棄から、隣接地に被害を
与えてしまい、そこから紛争に発展
することも考えられます。
管理の放棄とは関係がありません
が、古い家屋を取り壊してしまった
ことが原因で境界が分からなくなる
場合もあります。例えば建物の基礎
や庇が目印となっていたのに、取り
壊しによって、どこが元の境界か分
からなくなってしまい、それが元で
紛争に発展する可能性もあります。
○騒音等の境界以外のトラブル
もともと境界については、トラブ
ルがなくはっきりしていても、そこ
に居住している者同士が、騒音等の
トラブルにより不仲になっていった
場合に、境界についても紛争になる
ケースも考えられます。隣近所は仲
良くするのが一番良いのですが、隣
同士であるがゆえに、潜在的に不満
をかかえていることもあり、日常生
活ではお互い我慢していることが、
境界問題をきっかけとして表面化す
ることもあります。また、先代にい
じめられたというような、怨恨が
きっかけになっているケースもあり
ます。単なる境界問題だけではな
く、背景に相手への不満があると、
ドラマのようですが、殺人事件に発

展したケースもあったようです。一
番深刻な境界紛争と言えるかもしれ
ません。
○筆界と所有権界についての理解が
少ない
本来、土地の交換をした場合に
は、土地分筆登記をしたうえで所有
権移転登記をする必要があります
が、特に等面積で交換をする場合に
は、登記簿面積に変更を生じない事
から、所要の登記手続きをせず、所
有権界を変更している場合がありま
す。この場合、先々代の時代でしか
も口約束で交換がなされていたりす
ると、現在の所有者は交換の事実も
知らず、地図が誤っていると認識を
してしまうこともあります。
地図と現況の不一致から境界紛争
になることも十分考えられます。

５ 境界紛争防止について
さきほどは、なぜ境界紛争がおき
るのか推測をさせていただきました

が、では境界紛争を防止するために
は何をするべきなのでしょうか？
まずは、現地復元性の高い地図を
作成する事だと思います。現在法務
局では「登記所備付地図作成作業」
として、また市町では「地籍調査事
業」として、地図作りを行っていま
す。こういった事業で地図作りを進
めることによって、少なくとも筆界
に関する紛争は減少していくと思い
ます。
さきほども、明治時代の地図が税
金を徴収する目的であったことをお
話ししましたが、「登記所備付地図
作成作業」や「地籍調査事業」は税
の徴収が目的ではなく、土地取引の
円滑化のため、また県民の財産を守
る目的で行われておりますので、事
業完了後は非常にスムーズな土地取
引ができるようになります。また、
世界測地系による最新の技術で測量
を行うため、災害時の速やかな復旧
にも役立つと考えられます。

自然災害を防ぐことは、不可能な
ことだと思いますが、災害を最小限
に抑えることと、速やかに復興を行
うことは、人間の努力で可能な部分
であると思います。
災害を最小限に抑えるために、地
域では防災訓練をなされていると思
いますが、速やかに復興をするため
の訓練が「新しい地図づくり」とも
いえるかもしれません。
土砂崩れや津波等の被害により、
元の土地の形状や筆界が現地でまっ
たく分からなくなった場合でも、復
元可能な地図を作成しておくことに
よって、最新の測量器械で速やかに
筆界を見つけることができます。
ところが、筆界は見つけることが
できても、所有者の把握は現状では
難しいと思います。
復興事業で用地を買収しようとし
ても、所有者がどこにいるか分から
なければ、事業が進みません。
そこで、もうひとつ大事な事は、
土地の所有者がしっかりとした管理
意識を持つことです。自分の土地は
自分で管理するという意識が浸透す
れば、少なくとも相続登記や、所有
権登記名義人の住所変更等もなされ
ずに放置されることがなくなり、境
界紛争により、後の世代にまで恨み
を残すようなことはなくなると思い
ます。
また、建物の取り壊しや境界付近
の工作物を撤去したり新設したりす
る場合にも、事前に隣接土地所有者
と境界の確認をしておくことが紛争
予防につながります。もし、隣接土
地所有者が不明な場合でも、工事前
の写真を記録しておく等、予防措置
を講じることも重要です。

土地の所有者探しではないでしょう
か？
縦割り行政と個人情報の問題もあ
り難しいことは承知をしております
が、課税担当者と地籍調査担当者、
あるいは戸籍担当者が協力して、情
報共有することにより、土地所有者
の迅速な特定が可能になるように思
います。これについては、法務省の
方でも「長期相続登記未了土地解
消」のための施策を検討していただ
いているようですが、地籍調査事業
が進まない理由を、三重県内の自治
体が一丸となって検討し、解決策を
見つけていくことも必要だと思いま
す。
また、「一筆地調査」では特に、
遠方に住まわれている地権者から、
「私の境界はどこ？」と聞かれるこ
とがよくありますが、調査のもとに
なる地図は、租税を徴収する目的で
作成されたものであり、もともと境
界を管理するために作成されたもの
ではないことから、その地図をもっ
て現地で境界の位置を復元すること
は非常に困難な作業となります。
また、特に民有地の境界は国が管
理しているわけではないので、管理
者である土地所有者が分からなけれ
ば、永久に分からないことになりま
す。
そこで、我々土地家屋調査士が地
籍調査に関与する場合においても、
このような場合は地図と現況をたよ
りに、元の筆界線を推定し、最終的
には土地の所有者に確認していただ
くしか方法がありません。そのた
め、当日現地に立会いに来ていただ
けない場合は非常に困ることにな
り、最悪の場合は筆界未定という処
理をせざるを得ません。
地籍調査事業はその土地について

解決を図ることも行っております。
先輩は「杭を残して悔いを残さず」
という言葉を残されましたが、本当
にそのとおりだと思います。さいご
になりますが、土地や建物、境界に
関して分からないことがありました
ら、遠慮なくお近くの土地家屋調査
士にご相談ください。

いち

けい

お

一度きりの事業ですので、この機会
に筆界を確認しておくことの重要性
と、境界の管理は所有者の責任であ
ることをしっかりと認識していただ
き、積極的に立会いに協力をしてい
ただくと、円滑に事業が進むと思い
ます。

三重県伊勢市生まれ。
学生時代から10年あまりを京都で過ごし、
その間に土地家屋調査士という職業にめ
ぐりあう。資格取得を機に伊勢市へ戻り平
成12年4月に土地家屋調査士事務所を開
業。平成21年から三重県土地家屋調査士会の役員に就任し、
現在に至る。民間紛争解決手続代理関係業務認定第４１９００２
号 境界問題相談センターみえ 副センター長を兼任

７ さいごに

我々土地家屋調査士は『境界紛争
ゼロ宣言』を掲げて、日頃から境界
紛争がなくなるように願いながら業
務を行っております。
土地の筆界が現地において明らか
でないことを原因とする境界紛争に
も 、 土 地 家 屋 調 査 士 会 ＡＤＲ 「 境 界
問題相談センターみえ」において、
裁判ではなく、土地家屋調査士と弁
護士が調停人として当事者間の話し
合いのお手伝いをすることによっ
て、穏便に境界紛争に関する問題の
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ふる

副会長

三重県土地家屋調査士会

６ 地籍調査について
残念なことに、三重県は地籍調査
事業の進捗率が全国でも下から二番
目という非常に不名誉な状況であり
ます。近年最下位の京都が頑張って
きておりますので、このままの進捗
率では最下位ということになってし
まうかもしれません。
我々土地家屋調査士も地図作りに
積極的に協力させていただいている
ところですが、何とかこの地籍調査
事業の進捗率をあげないと、三重県
内での地図作りは進まないと思いま
す。予算的にも厳しい状況のようで
すが、これに関しては私が話す分野
ではありませんので、私の提案とし
ては、三重県内の自治体が、地籍調
査の重要性をもっと住民に向けて発
信していく必要があると思います。
地籍調査事業を担当されている
方々で、一番苦労されているのは、
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