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　　　　　代理人を異にする共同申請、並びに達件申請における司法書士の登記オンライン申請業務(標準モデル)

　　　　　　　　　　　　　－『申請用総合ソフト』を使用した不動産登記の特例方式オンライン申請の場合－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成23年4月１８日版
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司法書士業務の標準化を考える会(司法書士長谷川清)

本標準モデル作成の趣旨

　不動産登記のオンライン申請について､平成23年2月14日その運用が開始された新オンライン申請システムにより新時代の幕開けとなりました｡しかし､不動産登記法が規
定している完全オンライン申請の実現にはいまだ道半ぱであり､紙と電子の併存した特例方式オンライン申請が日常的に利用されている現状です｡オンライン申請の利用をさ
らに拡大していくためには､経過的措置としてそういった形態もやむを得ないところと考えます､完全オンライン申請実現にむけての検討も必要でしょう。
　新オンライン申請システムにおいて使用する｢申請用総合ｿﾌﾄ｣は極めて使用感の高いｿﾌﾄであるところ､司法書士が使用する上で大きな問題点が二つあります｡一つは
ｿﾌﾄの仕様に関する問題である｢共同利用｣における使いにくさですが､これは一定の工夫により使うほかない状況と言えます｡他は､書面申請においては実務上問題なくお
こなわれている｢代理人を異にする共同申請及び達件申請｣がオンラインではうまく使えていないという問題です。
　後者の問題は､今後のオンライン申請の利用拡大を考えたときには是非とも解決しなければならない問題であり、しかもこの問題はコンピュータシステムやソフトの問題では
なく､司法書士の業務のいわぱやり方に関する問題であります｡書面申請でおこなっている執務をうまくオンラインに載せていく必要がありますが､複数の代理人が関係するこ

ともあり､積極的にやってみるという環境も生まれていないように思われます｡申請用総合ｿﾌﾄの機能としてデータの書き出し､取り込み機能がありながらそれらをうまく使って
いく方途が提供されていないという現状があります。

　そこで､積極的にそういったケースにおける司法書士業務の標準モデルを提供することにより、多くの賛同が得られるなら､このモデルによって複数の司法書士が協働して達
件事件を処理できることに繋がるのではないかと期待するところです。
　また､この問題は民間ベンダー各社提供の司法書士業務用専用ソフトを使用した場合においても避けて通れない問題であるところ､今後､ベンダー各社の協賛を求めていき
たいと考えています。
　この標準モデルがまさに全国司法書士の標準となり､オンライン申請のあらたな分野である｢代理人を異にする共同申請及び達件申請｣においてもその利用が拡大していくこ
とを目的として､ここに公表するものです。
　なお､この標準モデルが唯一のものではありませんので､今後修正が加えられより使い勝手のよいものとなっていくことを期待しています。

凡例

Ｏ｢(添付情報添付)｣とは､添付情報がある場合には添付するという意味です。

OZipファイルにパスワードを設定し､また設定されたパスワードを外す方法については末尾を参照下さい。
○申請用総合ｿﾌﾄに､Zipファイルヘのパスワード設定､解除の機能はありません。
○申請用総合ｿﾌﾄに､申請情報に付与された電子署名の検証及び電子証明書の有効性確認をおこなう機能はありません。

こ　個々代理人の事務所内処理を示す。

仁□で〉代理間における通信等を示す。

に〉　　　登記所(システム)との通信等を示す。
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達件事件として
の設定と共有

達件事件として､全休に共通情報を設定する。
送信者ID､PW(今回限りのもの)を準備｡一人で複数のID登録は支障ない
ZIPファイル設定用のパスワード(今回限りのもの)を準備

なお､この個所をクラウドに共有エリアを確保し､お互いに同一の申請情報を共有しよっといっ考えも可能ではあるが、
海外の無料のシステムを使用し､クラウドに業務で使用するデータを置くという方法は､個人が自己責任で使用する限
りにおいては別箇としても､ここでいう｢標準モデル｣に組み込むことは適当ではないと考える。

送信者の決定 ㎜ →
本例では、
Dを送信者とするが､通常
最終事件の代理人を送信
者とすることが適当であろ

う。

添付情報(書
面)の提供方法
の決定

①各自が､登記所に送付若しくは持参する方法
②Dに集約して､最終的にDが登記所に送付若しくは持参する方法
が考えられるが､ここでは､【②の方法による】こととする｡全事件の添付情報(書面)が完備していることと､それが正しく
登記所に提供されることは最終的にDの最大の関心事でもあるからである｡立会時において､お互いに添付書面を必要な
範囲で確認しつつ最終的には13号様式(受付番号等はDが記入せざるを得ない｡)、返信用切手を貼った返送用封筒と
共に､Dに預け､Dに登記所への提供をゆだねるということになろう。

登録免許税の
納付

電子納付を選択する場合、申請情報の送信者でないＡ､Ｃ(Ｂが納付することは少ないと思われる｡)が納付することがで
きるかという点については､納付情報(納付番号と確認番号)をＤから受ければ､オンライン申請との連動(情報の引継ぎ)
なしに電子納付が可能である｡また､送信者から申請番号付きの申請情報を受領し､送信者Ｄでログインした場合には、
通常の方法で納付情報を引き継いでの電子納付が可能となる。しかし､最終送信者であるＤ(その他の代理人も)他の代
理人が登録免許税を納付するかどうかについて関心があり､立会時において全員が登録免許税の印紙で貼付したを登
録免許税納付用紙をＤに預けることとなろう｡登録免許税に充当すべき金額が､取引立会時の決済の中で賄われる場合
には､現金にてＤに預けることもあり得るだろう。

公文書の取得

方法の確認

各自が､申請情報に記録した方法による
窓口受領及び送付受領の場合は問題ないと思われるが､DLによる場合は､送信者でなければ取得できないという制限が
ある｡なお､申請情報(申請番号付き)を送信者から受取り、送信者IDでログインした場合には､送信者以外の者も､各自

がそれぞれ自己が代理人となっている事件の公文書を取得することができる。
ここでは､全員【送付の方法による】こととする。

処理状況の確
認方法

各申請事件が受付完了となった後､Dが､A,B,Cに対し､各々の事件の受付番号及び処理状況確認番号をメールで知らせ

ることにより､A,B,Cは新システムのホームページから､当該受付番号及び処理状況確認番号により処理状況を確認する
ことができる。
ただし､補正があった場合､上記の方法によっては､A,B,Cは補正があることは分かるが､補正事項を知ることはできない。
なお、申請情報(申請番号付き)を送信者から受取り､送信者IDでログインした場合には､送信者以外の者も､各自がそれ
ぞれ自己が代理人となっている事件の処理状況を確認でき､補正がある場合においてもその内容を知ることができ､補正
書の作成､送信も可能となる。

１／８ページ 作成者:司法書士長谷川演
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システムからの
通知メール

システムからの通知メールは､送信者(Ｄ)にのみ送られるので､この点留意する必要がある。
なお､Ａ,Ｂ,Ｃにおいても受信できるメールアドレスが準備できる場合には､共有する送信者IDの登録時に､当該メール
アドレスを登録することで､Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄ全員がメールを受信することができる。

補正がある場
　　　合

①A代理人の申請事件に補正があった場合→以下のとおり
②B,C代理人の申請事件に補正があった場合→以下のとおり
③D代理人の申請事件に補正があった場合→通常の対応で可

作業手順 　申請情報作成　　　　申請情報作成

　　　刀ベュ

登記原因証明情報PDF登記原因証明情報PDF
　　　添付　　　　　　　添付
　　　言　　　　几

　(添付情報添付)　(添付情報添付)

　　　　　　　言

　　　　署名付与(一括署名)
　　　　　　　言

　　　　　データ書き出し
　　　　(書き出し後のデータ:A.zip)

　　　　　　　言

　　　　Azipにパスワードを設定

　　　　　　　母

データをDに送信
送信方法は､メールに添付する方法

匹

乙
Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＪＩ　　　Ｘ

☆

Cから受信したC.zipのパ
スワードを外す

　　　　　　　　い

　　申請情報作成

　　　　こし

　登記原因証明情報
　　　PDF添付

　　　　言

　　(添付情報添付)

　　　　U

　　データ書き出し
　(書き出し後のデータ

　　　C.zip)

　　　　U

C.zipにパスワード設定

　　　　言

データをCに送信
送信方法は､メールに添
付する方法

　∧

Aから受信したA.zipのパス
ワードを外す

　　こ

パスワードを外した後、

Azipを取り込む

　　言

①名変､②抹消の各申請
データに付されたAの電子
署名の検証並びに電子証
明書の有効性確認(現在

不可)

２／８ページ 作成者:司法書士長谷川演
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睡● Ａ Ｂ Ｃ Ｄ(送信者) ㎜
　　　母

パスワードを外した後、
　　C.zipを取り込む

　　　母

C作成の申請情報及び添
付情報の内容をチェック

　　　母

◇

Bから受信したB.zipのパ

スワードを外す

　　言

パスワードを外した後、
B.zipを取り込む

　　言

最終の申請情報及び添
付情報の内容をﾁｪｯｸ

　　言

　　(添付情報添付)
＊Ｂが添付できるのはこ

　　　の場面だけ

　　　母

申請情報に署名付与

　　　言

データ書き出し

(書き出し後のデータ

B.zip)

　　　母

　B.zipにパスワード設定

　　　母

データをＣに送信

送信方法は､メールに添

付する方法

B作成の申請データに付
されたBの電子署名の検
証並びに電子証明書の
有効性確認(現在不可)

にの段階で､Ｃは添付
情報の添付ができない。
Bの署名が外れる）

　　　こし

申請情報に電子署名付
与

　　　母

データ書き出し(書き出し
後のデータC.zip)

　　　こし

３／８ページ 作成者:司法書士長谷川演
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　(ｼｽﾃﾑ)㎜
売主側 買主側

睡● Ａ Ｂ Ｃ Ｄ(送信者) ㎜

/

C.zipにパスワード設定

　　　　こし

データをＤに送信

送信方法は､メールに添
付する方法

＼

Cから受信したC.zipのパス
ワードを外す

　　母

パスワードを外した後、
C.zipを取り込む

　　母

③売買の申請データに付
されたB及びCの各電子署
名の検証並びに電子証明
書の有効性確認(現在不
可)

設定の申請情報作成

　　　母

登記原因証明情報
PDF添付

　　　U

　　(添付情報添付)

　　　U

　　電子署名付与

　　　母

①名変
②抹消
③売買
④設定
と達件で送信する

　　　　　　　仁

　　　　　　　仁

昌

到達(申請番号通知)

受付完了(受付番号通知)

申請番号､受付番号をAに
連絡(事件データを送信す
る場合、申請番号､受付
番号を知ることができるの

で､送信不要との考えもあ
るが､データ送信は時間を
要することも予想して､送
信する扱いとしている)

Aが代理人である事件
データ書き出し(書き出し
後のデータA.zip)

　　　　　言

Azipにパスワード設定

　　　　　言

心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
ぺ

４／８ページ 作成者:司法書士長谷川演
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　(ｼｽﾃﾑ)㎜
売主側 買主側

睡● Ａ Ｂ Ｃ Ｄ(送信者) ㎜

/
データをAに送信
送信方法は､メールに添
付する方法

申請番号､受付番号をBに
連絡(事件データを送信す
る場合、申請番号､受付

番号を知ることができるの
で､送信不要との考えもあ
るが､データ送信は時間を
要することも予想して､送
信する扱いとしている)

B､Cが代理人であるデー
タ書き出し(書き出し後の

データBC.zip)

　　　　　母

BC.zipにパスワード設定

　　　　　こし

データをBに送信
送信方法は､メールに添
付する方法

申請番号､受付番号をCに
連絡(事件データを送信す
る場合、申請番号､受付
番号を知ることができるの
で､送信不要との考えもあ
るが､データ送信は時間を
要することも予想して､送
信する扱いとしている)

BC.zipデータ(パスワード
付き)をCに送信
送信方法は､メールに添
付する方法

／」こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜

⑤　‾

Dから受信したA.zipの
パスワードを外す

　　　U

送信者IDでログイン

　　　U

パスワードを外した後、
Azipを取り込む

　　くニ

　ノくニ

Dから受信したBC.zipのパ
スワードを外す

　　母

送信者IDでﾛｸﾞｲﾝ

　　Ｕ

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを外した後、
BC.zipを取り込む

¬

¬

　　仁

　ノ

泡酒緊犀゛）

　　母

送信者IDでﾛｸﾞｲﾝ

５／８ページ 作成者:司法書士長谷川演
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↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓補正がある場合

　　母

昌ぶ炭肺
①名変②抹消に関する
添付情報(書面)及び登録
免許税(印紙)を登記所に
郵送又は持参(返送用封
筒同封)

⑤
③売買の売主分に関する
添付情報(書面)を登記所
に郵送又は持参(返送用
封筒同封)

⊇
③売買の買主分に関する

添付情報(書面)及び登録
免許税(印紙)を登記所に
郵送又は持参(返送用封

筒同封)

帽〉

④設定に関する添付情報

(書面)及び登録免許税
(印紙)を登記所に郵送又
は持参(返送用封筒同封)

⊇

　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　｜

の処理↓↓↓↓↓↓↓↓に

【申請情報を各人が共有しない場合】
新システムホームページから､受付番号及び処理状況確認番号により処理状況を確認する方法で
は､A,B,Cは補正があることは分かるが､補正事項を知ることはできない。

Ｄは、自己が代理人でない
事件の補正事項を知るこ
とができる。

仁 補正通知(更新)

【申請情報を各人が共有する場合】

以下は､この方法による。
送信者であるDには負担であるが､上記のように､Dが送信後受付完了となった申請情報を､各々当該事件の代理人(A,B,C)に
送信し､A,B,Cは各々送信者IDでログインし､当該事件データを取り込むことにより、当該事件の補正確認並びに補正情報の作
成､送信が可能となる｡ただし､B,C間においては一定の協議とデータ交換が必要。

/ 詞 ｊ

補正通知(更新)く　　　　　　　　　く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　　｜
ぺ Ｎ Ｎ

　　　　　　　　　　　　　　【A

　　　　送信者ID､PWでログイン

　　　　　　母

更新ボタンをクリックして､処理状況を｢審査中

(補正待ち)｣とする

　　　　　　U

　　　　　補正書を作成

　　　　　　母

　　　　　　署名付与

　　　　　　U

　　　　　登記所へ送信

代理人の事件に補正があ る場合】

へ

｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＞
/

　　｜　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　｜

【B,C代理人の事件に補正がある場合】

B,C間で､補正書の作成者と送信者を協議
ここでは､Ｂと決定されたとする

送信者ID､PWでログイン

　　　　　几
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-1SaZﾖ1･i皿 １／４ ２／４ ３／４ ４／４ ㎜

㎜
名変 抹消

売買
設定

㎜

㎜
売主側 買主側

㎜

睡● Ａ Ｂ Ｃ Ｄ(送信者) ㎜

更新ボタンをクリックして、
処理状況を｢審査中(補正
　　待ち)｣とする

　　　　母

　　補正情報作成

　　　　几

　　(添付情報添付)

　　　　几

　　データ書き出し
　(書き出し後のデータ
　　　　B.zip)

　　　　几

　B.zipにパスワード設定

　　　　U

データをCに送信
送信方法は､メールに添
付する方法

ノ

☆

送信者ID､PWでログイン

　　班

Bから受信したB.zipのパ
スワードを外す

　　母

パスワードを外した後、
B.zipを取り込む

　　U

B作成の補正情報(及び
添付情報)の内容を

チェック

　　U

　　(添付情報添付)
＊Cが添付できるのはこ
　　　の場面だけ

　　　母

補正情報に電子署名付

与

　　　班

データ書き出し(書き出し
後のデータC.zip)

　　　班

C.zipにパスワード設定

　　　班

データをBに送信
送信方法は､メールに添
付する方法

７／８ページ 作成者:司法書士長谷川演



代理人を異にする司法書士の共同申請業務標準モデル230418(公開版).xls

-1SaZﾖ1･i皿 １／４ ２／４ ３／４ ４／４ ㎜

㎜
名変 抹消

売買
設定

㎜

㎜
売主側 買主側

㎜

睡● Ａ Ｂ Ｃ Ｄ(送信者) ㎜

　　　　【D

↑↑↑↑↑↑

Cから受信したC.zipのパ
スワードを外す

　　　　珍

パスワードを外した後、

C.zipを取り込む

　　　　言

補正情報に電子署名付
与

　　　　言

登記所へ送信
へ

＞
/

　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　｜

代理人の事件に補正がある場合】

　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　|＜通常の方法による＞

　↑↑↑↑補正がある場合の処理↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　｜
/ ／

審査終了(更新)く　　　　　　　　く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐ　　｜
ぺ ＼ Ｎ

/ 公文書､原本還付の原本を

Aに送付
く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜

ぺ

－－

/ 公文書､原本還付の原本を
Bに送付

く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
ぺ

/ 公文書､原本還付の原本を
Ｃに送付

く　　　　　　　　　　　　｜
ぺ

≡む‥Ξａ　ｙ’ｊ　　　．　．．

白
公文書､原本還付の原本を
Dに送付

㎜ ㎜

【参考】ZIPファイルにパスワードを追加する方法

ZIPファイルにパスワードを追加する方法は、以下のとおりです。

　①ZIPファイルをダブルクリックします。

　②｢ファイル｣→｢パスワードの追加｣をクリックします。

　③パスワードを２回入力します。

　④ＯＫボタンをクリックします。

なお､②のファイルメニューに｢パスワードの追加｣がないと言う場合には､ZIPファイルに別のソフトが関連付けられていることが考えられます｡ZIPファイル関

連ソフトをインストールしている場合には、当該ソフトでパスワードの設定をしても構いません。

ソフトの関連付けは､ZIPファイルを右クリックしてプロパティを開いて下さい。｢全般｣タプに関連付けられているプログラムが表示されていますが､これが

ウインドウズ標準の｢Compressed(zipped)Folders｣となっているかを確認してみて下さい。その右の変更ボタンで変更することもできます。

次に､パスワードを解除する場合は､以下のとおりです。

　①パスワードで保護されたZIPファイルをダブルクリックします。

　②｢ファイル｣一｢暗号化解除｣をクリックします。

　③パスワードを入力します。

　④OKボタンをクリックします。

なお､以上はウインドウズ標準の機能を用いた場合で､別途寒用のソフトを導入している場合には､当該ソフトを使用しても横いません。
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