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その15 高知県内の法務局に保管されている地図について

面積につ いても公 図 は地租 徴収 のため の資 料とし て作 製され
た もので すの で、住民は地 租をで きる だけ少 なく したい こと から正
確 な面積 測量 はでき てい ないよ うで す。

公図の維持管理

分合筆の処理は税務署においてなされ、

昭 和２５ 年か ら法務局が処理して います 。

公図の効力

法１ ７条 地図の 備え付 けら れてい ない 地域で

は 、公 図 以外 に土地 を特 定する 公証 資料 が あ り ま せ ん の で 、 今 日 、
公 図の もつ資 料価 値は大 変重 要です 。かといっ て、公図と 現況が ほぼ 一致す る場 合は特 に問 題はな
い と思い ます が、公 図が 現地と 著し く相違 する 場合は 、そ の原因 が図 面作製 時の 過誤に よる ものか、
あ るいは その 後の現 地の 占有の やり とりで 変更 になっ たも のかの判 断 は非 常に難 しく 、結局 、現地
復 元能 力 の不 足する とこ ろは、現地 に存す る物 証 （境 界石 、境界
木 、地形 、林 相 、樹 齢、占 有状 況等） や人 証（占 有関 係、隣 接地
占 有者 や古老 の証 言 等）で 補って、公 図の作製 間違い が判 明す れ
ば地 図 訂正の 申出 を行い公 図 を現況 にあ うよう 訂正 しなけ れば
な りま せんし 、所有 者等 の人為 的な 行為に より 現地が 変更 されて
い るので あれ ば分 筆 、合 筆 で現況と 公図 を合致 さす 手続き が必 要
に なりま す。

公 図の 作製経 緯 は以上簡 単に述 べま したが 、公 図はそ れぞ れの土 地に 境界標 等を 設置し 、実 測の
う え作製 され ている と思 われま すの で、基本的 には 、精度 が悪い と言 われな がら も現 地の状 況がそ
の まま 図化さ れて いると 考えら れ、公図の 形状 、区画 が示 すとこ ろが 第一義 的に筆 界 の根拠 とする
こ とがで きま す。
筆界には、実態上の境界が先にあり、これを公図に表現するもので、
地 租改正 によ って、土地 の一つ ひと つの広 がり を確定 し、地番を 付して
所 有者 を確定 し、地 押丈 量を経 て図 面を作 製し、地券台帳（ 公簿）に 登
録 したと き境 界が決 まっ たもの と考 えられ ます 。こ の時の 境界 が一般 的
に 公法 上の境 界と いわれ てい ます。
土 地 改良法 、土 地区画 整理 法 によ る換地 処分 による 境界 は従前 との 境
界 と相違 し新 たに土 地の 広がり を確 定する もの でこ れも公 法上 の境界
と いわ れてい ます 。
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