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【原文 1 頁】[仮訳者注：ここから本文の 1 頁がはじまります。] 
 
第 1 章 序論 
 
 
Ⅰ．研究の目的および意義 

 
我が国は民法制定当時形式主義を採択した以後、登記の公信力および不実登記防止に

関連して様々な議論が繰り返し提起された。この間の議論で注目するだけのことがあった

ものは登記の公信力を主張する立場では常に登記の公信力認定の前提条件として登記原因

証書公証制度の導入を共に主張したという点である。これはあたかも登記原因証書の義務

公証化が先行しなければ公信力が認められないとの立場なのであるが、実際に登記原因証

書の公証制度義務化は登記の公信力とは別にそれ自体として注目してみる価値があるテー

マである。 
もちろん登記の公信力と登記原因証書の公証制度義務化は不実登記が存在するという

現実から出た問題という点では共通的ではあるが、前者は不実登記による危険帰属を誰に

するのかに関する問題であり、後者は不実登記の減少方案として真の権利関係の公示とい

う登記制度の目的をどのように達成するのかに対する問題という点で、一定部分の関連性

および相関関係があるという点を否定することはできないけれども二つのテーマは注目す

る観点が全く異なる問題といえるはずである。 
したがって今回の報告書では登記の公信力よりは登記原因証書の公証制度により焦点

を合わせてそれが義務化される場合に我が国の現実の中に適合した制度になるのかについ

てその正当性を考察してみて、実際に制度が導入されることによって発生しうる社会的費

用と便益はどうなることができるのかに対して法経済学的分析を実施しようと思う。 
民法改正に関連した消息がある度に登記の公信力と登記原因証書の公証問題はまた再

び持続的に登場することになるだろう。ところで注目しなければならない事実はこの二種

類の問題は不動産の物権変動と密接に関連した問題として実際には単純な法理論争を超え

て我が国の民法の秩序を新しく変えることができる巨視的な観点の論争になるという点で

ある。我が国の民法は今まで多くの改正の歴史を経たが実際に民法の根幹自体が変わる 
 
【原文 2 頁】 
 
法改正は簡単になされたことがなかったと見ることができる。したがって不動産物権変動

と関連した現実状況および諸般条件が大きく変わらなかったとすれば登記原因証書の公証

制度義務化に対する議論も以前のように議論過程の中で死蔵される可能性が高くて再びま

た、将来の課題として渡されることになるだろう。 
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そういう意味で登記原因証書の公証制度義務化による社会的費用と便益に関する法経

済学的分析は物権法の大きな体系自体を変えることができる現実的条件が用意されたかを

判断して見ることができる契機となる重要な研究になると思う。費用便益分析を通じて便

益が費用を超過して制度の経済的妥当性が証明される場合には当事者の利害関係を調節で

きる新しい立法を準備する動きが加速化される可能性が高くて、これは結局この報告書に

おいてはある程度距離をおいて眺める登記の公信力を認めるのかどうかを検討するところ

にあっても重要な基礎となることができるためである。 
 
 
Ⅱ．研究の検討範囲 

 
1．検討の対象 

 
この報告書は不動産の登記とそれに関連した公証制度を検討の対象とする。登記の中

では不動産所有権移転登記に注目するだろう。その中でも登記原因証書の公証制度を義務

化しようとする目的が不実登記を減らそうとするところにあるので不動産所有権変動に関

連した登記の中でも実体関係に符合しない登記、原因無効の登記等の不実登記が重要な検

討の対象になるだろう。不実登記に対する検討を基に次々と我が国民法の物権変動に対す

る態度および登記制度および公証制度の現況考察、公証制度義務化に対する賛・反論分析、

公証制度を導入する場合に考慮しなければならない点、費用便益分析のための法経済学一

般論の考察および実際の資料を利用した費用便益分析の方向で議論を展開していくだろう。 
 
2．検討の主題 

 
【原文 3 頁】 
 

検討の対象に最も重要なのは登記原因証書である。登記原因証書は不動産登記法で規

定している‘登記原因を証明する書面’を縮約した用語として登記原因、すなわち登記に

よる権利変動の原因となる法律行為その他法律事実の成立を証明する書面を指し示す。一

般的に売買契約書や抵当権設定契約書等が登記原因証書として扱われている。 
一方登記原因証書の公証制度は登記に先立ち必須的に登記原因証書を公証人の公証を

受けるようにする制度であり、この制度が実施されると不実登記自体を完璧に遮断するの

は不可能かも知れないが多くの場合に不実登記の発生を防止することができるはずである。

制度が導入されることによって得ることができる社会的便益があるならばその便益を達成

するためにどの程度の社会的費用が要求されるかを調べてみる作業が今回の報告書の核心

テーマであると言える。 
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Ⅲ．研究の検討順序 

 
この報告書は次のような順序で検討を進める。 
第 1 章『序論』では研究の目的と検討範囲を提示した。 
第 2 章『不実登記と関連した我が国の現況』では登記原因証書の公証制度に対する立

法議論が出てくることになった背景を説明するために、現在我が国が物権変動に対してい

かなる態度をとっているのかに対する説明で議論を始めるだろう。この部分では成立要件

主義、物権行為の独自性、有因性および物権変動と登記との関連性を扱うだろう。その後

において我が国の登記制度の現況を調べた後、具体的にこの報告書の問題意識の発端とな

った不実登記の概念および発生の原因など不実登記の現況に対し叙述する。併せて不実登

記を防ぐために現行法上の予防制度および立法論として提起される登記官の実質的審査権

と土地台帳と登記簿の一元化に対する議論をするつもりである。 
第 3 章『登記原因証書公証に対する国内の議論』では具体的に登記原因証書の公証制

度に対する議論を扱って、第一に、これまでこの制度を 
 
【原文 4 頁】 
 
導入するために試みられた立法的議論を考察して、公証制度の義務化と関連した賛否論を

熟知した後、もし実際に大韓民国に制度を導入する場合に登記原因証書の公証制度がどの

ような方法で運営されるかに対し探ってみるだろう。運営方式に対しては公証の対象、範

囲、方法、主体に対する議論が進められることで、公証の主体と関連した部分が最も論議

の余地が多いこともある部分と予想される。 
第 4 章『比較法的検討』ではドイツ、スイス、フランス、日本、アメリカ、英国の 6

か国において登記原因証書の公証制度が運営されているのかどうかを調べて、仮にその制

度が各国に導入されているならばいかなる時代的、状況的背景の中でそれが導入されたか

を調べてみて、我が国にも登記原因証書の義務公証制度を導入することができるかを判断

してみるのに比較対象として各国の法令を検討する予定である。 
第 5 章『不動産登記原因行為の公証制度義務化に対する法経済学的分析』では登記原

因証書の公証制度がいくら現実的に優秀な制度であることが検証されるといっても導入す

るところの費用がそれを通じて発生する便益を超過するのかに対して検討してみられるよ

うに費用便益分析を実施しようと考える。したがって費用便益分析のための一般的な法経

済学的理論等をまず考察してみた後、その理論等を登記原因証書公証制度という問題に適

用して実質的な費用と便益がどうなるのかを導き出してみて義務公証制度の妥当性の有無

を検討することになるだろう。 
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第 6 章『補論』では第 5 章の分析で重要な変数としての役割をしている先行研究の不

実登記比率の妥当性を検証する次元において大法院総合法律情報で“抹消登記”で検索さ

れた 2009.1.1.から 2011.12.31.までの 97 個の判決に対する全数調査を通じて不動産登記

原因行為の公証制度によって避けることができ、または事件の結論が変わることができる

事件があるのかどうかに対して分析をしてみる予定である。 
第 7 章『結論』では第 6 章までで行なわれた分析結果を要約して、今後この問題に対

する展望を提示するだろう。 
 
【原文 5 頁】 
 
第 2 章 不実登記と関連した我が国の現況 

 
 
Ⅰ．物権変動に対する我が国民法の態度 

 
1．成立要件主義(形式主義)1と物権変動 

 
意思主義とは異なり、物権変動はそれを目的とする当事者の意思表示、すなわち物権

行為だけでは起きなくて、その他に登記、引渡の公示方式を備えてはじめて権利変動が起

きるという立法主義である。したがって公示方法を正しく備えない限り第三者に対する関

係においてはもちろん、当事者間においても物権変動の効果が発生しない。ドイツ民法、

我が国民法、そしてトレンス登記制度を運用するアメリカの州でこの立法主義をとってい

る。一方、意思主義はフランス民法、日本民法が採択している立法主義である。 
したがって形式主義に従う我が国民法において登記は法律行為による不動産物権変動

の要件である。ここで物権変動というのは物に対する権利の発生、変更、移転、消滅をす

べて合わせた概念として法律行為や法律の規定によって発生する。その中で物権変動をも

たらす法律行為を物権行為といってこれは債権行為と対比される概念として実際の処分の

結果を発生させるという点で処分行為の性格も持っていると言えよう。 
また、物権変動というのは必ず物が特定されなければならない。民法で物は民法総則

第 4 章第 98 条から第 102 条にかけて規定されていて、民法第 98 条によれば有体物およ

び電気その他管理できる自然力を意味する。私たちが議論の対象とする不動産は民法第 99
条で物と規定している。 

[仮訳者注] 

民法[施行 2017.6.3.] [法律第 14278 号、2016.12.2.,一部改正] 

                                                   
1 クァクユンジン、「不動産物権変動に関する研究」、ソウル、パクヨン社、1968, 
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第 98 条(物の定義)本法で物というものは有体物および電気その他管理することができる自然力をい

う。 

第 99 条(不動産、動産) ①土地およびその定着物は不動産である。 

②不動産以外の物は動産である。 

 
意思主義は形式主義に比べて当事者の合意で直ちに権利変動が発生するという点で私

的自治の原則と符合して物権変動が速かになされることができるという長所があるが、普

通高額の価値を有している不動産等が取引される場合、物権変動の存否と時期が明確でな

くてこれによって取引の安全を阻害することがおきるという短所がある。そして意思主義

は当事者間の取引関係 
 
【原文 6 頁】 
 
を想定しているだけで当事者以外に第三者間の法律関係に対しては考慮するところが少な

いので当事者の法律関係を複雑にさせることができるという点で我が国民法では相対的に

このような点に強みを有している形式主義を採択していることが妥当だと見られる。 
 
2．物権行為と債権行為の関係 

 
民法第 186 条で言っている‘法律行為’が債権行為を意味するのか、物権行為を意味

するのかに対して明確に規定されていないためにこれについても学説の対立が存在する。

まず物権行為の独自性と物権行為の有因性とに関連して物権行為と債権行為の関係を説明

するようにする。 
[仮訳者注] 

民法[施行 2017.6.3.] [法律第 14278 号、2016.12.2.,一部改正] 

第 186 条(不動産物権変動の効力) 不動産に関する法律行為による物権の得失変更は登記してはじめ

てその効力が生じる。 

 
가．物権行為の独自性 

 
物権行為の独自性に関連して議論される問題は物権行為の概念を認めて物権行為は債

権行為とは現実的に独立して別個の行為として行われると見るか、でなければ債権行為が

ある時に物権行為も結合して一つの行為で行われると見るかの問題である。 
これに対して物権行為の無因性を認めるドイツと比較して我が国では物権行為の独自
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性を認める実益がそんなに大きくないという見解 2 が提起されたりもする。もちろん実際

に債権行為と物権行為を区別することは容易ではないことや、二種類が一体でなされる場

合も多いことが事実であることでも上で調べたように債権行為とは別に物権行為が存在す

ることでこれは独自的な法律行為として意味を持つ。 
私たちの民法で債権行為と物権行為は他人権利売買(民法第 569 条)とその処分、第三

者のための契約、所有権留保付売買などで明確に区別される。また、民法は物権編で債権

行為と区別される概念で法律行為という概念を使っていること等を見るとき物権行為の独

自性は認められなければならないだろう。 
[仮訳者注] 

民法[施行 2017.6.3.] [法律第 14278 号、2016.12.2.,一部改正] 

第 569 条(他人の権利の売買) 売買の目的になった権利が他人に属した場合には売主はその権利を取

得して買主に移転しなければならない。 

 
【原文 7 頁】 
 
나．物権行為の有因性 

 
物権行為の無因性、有因性問題は物権行為の原因である債権行為が存在しない場合や

無効、取り消し、解除などで効力を失うことになる場合に、債権行為の履行として行われ

た物権行為もその効力を失うかどうかに関連した問題である。このような議論が実益を持

つためには債権行為の欠陥が物権行為と共通しない場合や影響を及ぼさない場合でなけれ

ばならない。もし債権行為が物権行為と合体してなされる場合には有因説と無因説に何の

差もないはずであるためである。やはり無因性認定と否定に対し学説の対立があるのに大

法院の判決 3 は物権行為の無因性を認めないのであるがこのような態度は妥当だと見る。

物権行為がなされる理由自体が債権行為の履行のためになされるものなのであるが債権行

為の欠陥が存在し、または無効、取り消しなどで消滅する場合であっても物権行為を有効

として処理することは簡単に納得するには難しいためである。 

もし無因説をとるとしても相手方は物権を永久に取得することはできなくて不当利得

返還義務を負担することになるので何の理由もなしで権限ない者に物権を残す正当性もま

たないことである。無因性が有因性より強調するのは取引の安全保護なのであるが、取引

の安全保護は善意の第三者保護規定を通じて一定部分は達成されていると見られる。 
 
3．物権行為と登記の関係 

                                                   
2 ジョン・オクテ、「物権変動の懸案問題」、『民事法学第 9-10 号』、1993.7,p.416。 
3 大法院 1996.10.25.宣告 96다 29151 等判決参照 
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私たちの民法は第 186 条[仮訳者注：原文 6 頁仮訳者注参照。] で法律行為による不動産物

権変動に関して登記しなければならないと規定しているので物権的合意という意思行為の

みによって物権変動が発生するという旧民法上の意思主義の立場を捨てて成立要件主義を

採択しているということを確かに知ることができる。 
ここで物権行為は物権的意思表示と登記を合わせたものなのか、でなければ物権的意

思表示のみが物権行為を成立させるのかが問題となる。様々な学説が対立する。簡単に紹

介してみれば次のとおりである。 
第 1 説 4 は物権的合意と登記を合わせたものを物権行為という。したがって 

 
【原文 8 頁】 
 
このような場合には公示方法である登記が物権変動の成立要件であると同時に効力発生要

件になるだろう。法律行為はある法律効果を発生させるものなのであるが、成立要件主義

の下では物権的合意だけでは何の法律効果も発生しないために法律効果を発生しない法律

行為はありえないということが主要な論拠である。 
第 2 説 5 は物権的意思表示だけで物権行為は成立するが、物権変動は登記を備えた時

に生じるという。この説は物権的意思表示を物権行為の成立要件と見て、公示方法、すな

わち登記を物権行為の効力発生要件と見る。この説の論拠は第一に、法律行為は一般的に

成立要件と効力要件に分けられるところ、物権的意思表示のみを物権行為の成立要件と見

る以上登記が物権行為の効力発生要件となるべきで、第二に、民法第 186 条は不動産に関

する法律行為による物権の得失変更は登記してはじめて効力が生じるとしているので物権

の得失変更を目的とする法律行為は登記をしてはじめて効力が生じるということを意味す

る。すなわち、登記は物権変動の成立要件でなく効力要件と見なければならないというこ

とである。 
第 3 説 6 は法律行為による不動産物権変動において登記は物権行為と必ず同じ価値

を持つものとして、両者が結合してはじめて物権変動という法律効果を発生させるという。

したがって登記は物権行為以外に法律によって要求される物権変動のもう一つの要件であ

ろう。 
上で調べたとおり物権行為の概念と関連して意思行為としての物権的合意と登記の相

互関係に関して様々な説明が可能である。これは結局物権行為の概念をどのように規定す

                                                   
4 イ・ヨンジュン、『物権法』、ソウル、パクヨン社、1990,p.68. 
5 キム・ヨンハは、『物権法論』、ソウル、パクヨン社、1985,p.75；キム・チュンハン、『物権法』、ソウ

ル、パクヨン社、1997.p.40. 
6 クァク・ユンジク、『物権法』、ソウル、パクヨン社、1994,p.75-79；キム・サンヨン、『物権法』、ソウ

ル、法文社、2002.p.96-101. 
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るかという問題なのであり、債権行為と区別される物権行為の本質的属性が処分行為の性

格を持つという点を考慮してみれば公示方法の具備も物権行為の概念に包含させることが

論理整然な説明になるだろう。すなわち、物権行為は物権的合意の意思表示とこれに対し

て符合する登記という事実的要素で構成されるということだということができる。 
 
【原文 9 頁】 
 
4．民法上善意の第三者保護制度 
 
가．無効、取り消しと第三者保護 

 
民法は非真意意思表示(民法第 107 条第 2 項)、通謀虚偽表示(民法第 108 条第 2 項)、

錯誤による意思表示(民法第 109 条第 2 項)、詐欺、強迫による意思表示(民法第 110 条第 3
項)による意思表示の無効、取り消しの効果は善意の第三者に対抗できないと規定している。

ところで不動産物権変動において第 109 条、第 110 条の理由により取り消しの意思表示は

したが登記の抹消をしなかった間に善意で取得した第三者がいるという場合がありえる。

判例 7 によれば民法第 141 条によって物権行為は初めから無効になるので第 187 条を適

用して物権行為を取り消せば抹消登記なしで物権は当然復帰すると解釈している。このよ

うになれば前に述べた転得者は保護を受けられなくなるので取り消しの意思表示はしたが

抹消の登記をしなかった間に善意で取得した第三者を保護の対象に含ませようという見解

8もある。 
 
나．契約の解除と第三者 

 
当事者の一方が契約を解除したときには各当事者はその相手方に対して原状回復の義

務がある。しかし民法第 548 条第 2 項によれば第三者の権利は害することができない。こ

こで第三者というのは解除の意思表示がある以前に解除された契約から生じた法律効果を

基礎にして新しい利害関係を生じた者と、その解除の意思表示があった後にその解除によ

る抹消登記がある以前に利害関係を生じた善意の第三者を意味 9 すると解釈する。 
 
다．取得時効 

 
民法は所有の意思で一定期間平穏、公然に不動産を占有、登記した 

                                                   
7 大法院 1965.5.25 宣告 65다 404 判決参照。 
8 クァク・ユンジク、『物権法』 (1991),p.139-141。 
9 クァク・ユンジク、前掲書.p.142. 
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【原文 10 頁】 
 
者に所有権の取得を認める占有取得時効(民法第 245 条第 1 項)と登記簿取得時効(民法第

245 条第 2 項)を置いている。このような制度は登記に公信力が認められていない現行民法

下ではその機能面で取引の安全を保護する役割をしている。ところで問題は登記簿取得時

効において不動産の占有と所有者として登記した期間が一致するように 10 年でなければ

ならないと判例 10 が要求しているので、占有期間は 10 年だが自分名義で登記されたのが

10 年にならなければ時効取得は認められないので公信力が認められなかった我が国では

登記を信じて取引して善意で取得した者を保護することはできない。しかし登記に関して

も民法第 199 条[占有の継承の主張とその効力]を類推適用して前者名義の登記期間まで合

わせたのが 10 年になれば充分だという見解 11 も提起される。 
[仮訳者注] 

民法[施行 2017.6.3.] [法律第 14278 号、2016.12.2.,一部改正] 

第 245 条(占有による不動産所有権の取得期間) ① 20 年間所有の意思で平穏、公然と不動産を占有す

る者は登記することによってその所有権を取得する。 

② 不動産の所有者で登記した者が 10 年間所有の意思で平穏、公然と善意であり過失なしにその不動

産を占有した時には所有権を取得する。 

 

第 199 条(占有の継承の主張とその効果) ① 占有者の承継人は自らの占有だけを主張し、または自ら

の占有と前占有者の占有を併せて主張することができる。 

② 前占有者の占有を併せて主張する場合にはその瑕疵も継承する。 

 
라．通謀虚偽表示規定の判例の解釈論 

 
日本は我が国と同様に登記公務員の形式的審査権を認めていて不動産登記に公信力も

認められないでいる。したがって取引安全の保護が不十分になってこれを克服するために

日本判例は日本民法の通謀虚偽表示規定を類推解釈してあたかも登記に公信力があるよう

な効果を得ようとする。12 
例えば真実の所有者は甲なのに登記簿上は乙の名義となっている不動産を丙が乙から

善意で買い受けた後に移転登記をしたとすれば日本民法は登記の公信力を認めないために

丙は甲に対抗することはできない。しかし自己所有の不動産が乙の名義で登記されたのに

対して社会観念上甲になんらかの責任がある場合には日本民法第 94 条第 2 項を類推適用

                                                   
10 大法院 1985.1.29 宣告 83 다카 1730 等の判決参照。 
11 クァク・ユンジク、前掲書、p.142。 
12 ペ・ソク、「不動産の善意取得者保護」、『法曹』 31 巻 8 号、1982,p.1. 
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して善意の第三者は対抗できるという。 
しかし私たちの大法院は上のような日本判例の解釈論を否認すると見られる。登記の

公信力認定の必要性を力説する側ではそのような認定の必要性が強いにも関わらず日本判

例のような解釈を否認することが不動 
 
【原文 11 頁】 
 
産取引を阻害するようにする主要原因になるといって判例に批判的な態度を見せてはいる

けれど、公信力が否認される我が国では厳格解釈することが正しいと判断される。 
 
 
Ⅱ．我が国登記制度の現況 

 
1．登記の意義 

 
登記は登記官が法定手続きにより登記簿と呼ばれる公的帳簿に不動産の表示または、

不動産に関する権利関係を記載すること、または、そういう記載自体を示す言葉である。

13 不動産物権の公示制度である登記は公信力認証の有無とは関係なく登記と実質関係が

符合してはじめて公示制度としての目的を正しく達成することができる。すなわち、不動

産登記制度の目的は正に不動産物権と関連して真実の権利関係を正しく公示するというこ

とであると考える。登記が実質関係と符合しなければその登記は無効となり実際に登記と

しての機能を全く果たせない。したがって登記を実体関係と一致させるための様々な努力

が行われていて手続き上で厳格な法的手順にしたがって登記が行われるように規定してい

る。 
登記が物権変動または、現在の権利状態として有効であるためには、最初に、不動産

登記法等により適法に行われなければならなくて、二番目に、登記が物権行為と符合しな

ければならない。前者の要件を登記の形式的、手続的有効要件というが、登記の形式的有

効要件においては、① まず登記がなければならなくて、② 登記は管轄登記所でしなけれ

ばならなくて、③ 登記簿は 1 不動産 1 登記用紙の原則により作成されなければならなく

て、④ 登記は不動産登記法が定める申請手続きにより行われなければならない。後者の要

件を登記の実質的または実体的有効要件という。登記が実質的に有効なためには有効な物

権的合意に基づいたものでなければならなくて、また、物権的合意と内容上で一致しなけ

ればならない。14 したがって登記がされた権利変動の原因が存在しない場合や存在しても

                                                   
13 クァク・ユンジク、『不動産登記法』(1998),p.72。 
14 クァク・ユンジク、前掲書、『不動産登記法』、p.413。 
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それが実体法上無効、取り消しまたは、解除されて遡及的に効力を失うことになった場合、

当初には登記原因が有効 
 
【原文 12 頁】 
 
だったが登記時に失効した場合 15、登記が登記原因に基づき当事者がなそうとした、また

は、すでに成立した物権状態や物権変動に符合しなかった場合などにはその登記は原始的

に原因無効であるとする。 
また、登記は不動産の表示と権利関係が正しく記載されたものを意味するものだから

登記簿に不動産の表示や権利関係以外の事項が記載された場合であればその記載事項は登

記としての効力はない。そして当事者の申請行為でなく登記官が登記申請事項等を検討し

て実際に登記簿上に記載する行為をいうものであるから登記申請者は申請したという事実

だけで登記の効力を主張できなくて、実際に記載されなかった場合であれば登記がされな

いのである。 
登記は内容により記入登記、更正登記、変更登記、抹消登記、回復登記、滅失登記に

分けることができて、形式によっては主登記と附記登記に分けることができて、効力によ

っては終局登記、仮登記、予告登記に分けることができる。16 
 
2．登記の手続 

 
가．登記の申請 

 
不動産に関する権利を取得しようとする者は目的物に関する登記を申請しなければな

らない。(不動産登記法第 22 条) 登記申請行為は当事者の意思表示として一種の公法行為

である。形式主義をとる私たちの民法下で物権を取得するには登記が必須的に要求されて、

相続など法律の規定によって取得される物権も登記をしてはじめて処分することができる。 
登記申請には不動産登記法第 23 条、第 24 条によって原則的に共同申請主義と当事者

出席主義を要求している。登記権利者と登記義務者が登記所に共同で出席して売買当事者

に対する身元確認がなされることを意図したのである。しかし実際には法務士が双方から

代理契約を締結し、または、登記権利者が登記義務者の委任を受けて申請する場合が多く

共 
 
【原文 13 頁】 

                                                   
15 大法院、1964.11.24.宣告 64다 851,852 判決参照。 
16 クォン・ヨンジュン、「登記の公信力と登記原因証書の公証研究」、『2010 年度法務部研究用役課題報

告書』、2010,p.10。 
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同申請主義が実際に守られることとは見られない。 

登記原因証書に対しては現在では公証を受ける必要がない。この点はドイツ、スイス、

フランスなど外国で登記原因証書に対する公証を必須的に要求することとは異なるという

点で注目すべき事実である。しかし外国は私たちとは異なる古い登記制度および公証制度

の伝統を有しているだけでなく公証人の数等でも顕著に違いが生じるので図式的な比較は

我が国の望ましい立法論を構想するにあたって役に立たないだろう。 
登記申請は普通書面によってなされる。登記申請の方式を書面で要求したことは登記

手続きの確実性と登記意思の真正性を担保するためである。 
 
나．登記の受付 

 
登記申請が適法になされる場合には登記官はこれを受け付けなければならなくて、不

動産登記法で定めた第 29 条の却下事由がある場合に限って申請を却下することができる。

却下事由には① 事件が登記所の管轄でない場合、② 事件が登記する事項でない場合、③

申請する権限がない者が登記を申請した場合、④ 当事者出席主義の原則を守らなかった

場合、⑤ 申請した情報の提供が大法院規則で定めた方式に合わない場合、⑥ 申請情報の

不動産または登記の目的である権利の表示が登記記録と一致しない場合、⑦ 申請情報の

登記義務者の表示が登記記録と一致しない場合、⑧ 申請情報と登記原因を証明する情報

が一致しない場合、⑨ 登記に必要な添付情報を提供しない場合、⑩ 取得税、登録免許税

または手数料を納付せず、または登記申請と関連して他の法律により賦課された義務を履

行しない場合、⑪ 申請情報または登記記録の不動産の表示が土地台帳、林野台帳または建

築物台帳と一致しない場合などがある。 
 
다．登記の審査 

 
我が国の登記官には売買契約の内容の真正性まで確認できる実質的審査権は付与され

ておらず、単に形式的審査権を持っていると 
 
【原文 14 頁】 
 
判断する。実質的審査権を導入しようという立法論が現行不実登記の発生問題を解決して

登記の公示制度としての実効性を向上するための方向で主張されたりするが、これは後の

部分で調べることにする。 
形式的審査権と関連して明確に確かめて行かなければならない問題はたとえ登記官が

形式的審査権だけを持つとしても登記申請された内容と実体法上権利関係の間の一致の有
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無を審査できないということだけで、登記申請された内容それ自体の実体法的許容の有無

まで審査できないということではないという点である。売買契約内容の真正性を提示され

た資料で判断できないということだけで、登記官も専門家として適法性の可否に対しては

十分に判断できるということである。したがって形式的審査権と適法性の有無に対する審

査は両立可能となるものである。 
 
3．登記の効力 17 
 
가．権利変動的効力 

 
民法第 186条を通じて知ることができるように物権の得失変更は登記してはじめて効力が

生じる。これは登記の権利変動的効力が明文で規定されたものと見なければならない。と

ころで注意する点は登記をしてすでに権利変動が発生した後には登記がその物権行為の効

力存続要件でないという点である。すなわち、ひとまず登記が完了された以後には登記が

不適法に滅失され、または抹消されるとしても既存の物権保有者は継続してその物権を保

有しているのである。この場合本来の名義人が回復登記を請求して実体関係に符合する登

記に変えることができるのである。 
 
나．対抗的効力 

 
公示制度として登記の最も大きい役割は目的物が登記される場合、第三者に対抗でき

る効力が発生するということである。原則的に債権的効力だけが問題になる権利も登記が

なされることで当事者以外の第三者に公示されることによって対抗力が生じる。 
 
【原文 15 頁】 
 
다．推定力 

 
登記が完了になった以後にはひとまず登記に対応する実体的法律関係が存在するもの

と推定される。推定力に対する明文の規定はないが登記申請手続で共同申請主義、印鑑証

明書の要求など厳格な手続きが要求されるという点で推定力は認められると学説および判

例すべてが同意する。登記の推定力は法律上の推定であり対世的効力を有しているので反

対となる事実を主張する者は本証で登記事実を争わなければならない。 
 

                                                   
17 この部分はクォン・ヨンジュン、前掲論文、p.18-19 を参照した。 
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라．順位確定的効力 

 
同一の不動産に関して物権の優先順位は登記の先後によって決定される。不動産登記

法第 4 条および第 5 条によれば登記の順序は登記記録中の同区にある登記相互間では順位

番号により他の区である登記相互間では受付番号によることになって、附記登記の順位は

主登記の順位により同じ主登記に関する附記登記相互間の順位はその登記順序に従う。こ

れを登記の順位確定的効力という。 
 
마．公信力の否定 

 
公信力は第三者が登記簿に現れた権利関係を信頼して不動産を取得した場合や制限物

権を設定した場合、その第三者が前主の権原有無と関係がなく適法に物権を取得するよう

にする効力である。普通形式主義を採択した国家は公示の原則と一緒に公信の原則を採択

して公信力を認める傾向がある。しかし私たちの民法では動産の場合に善意取得が認めら

れることに比較して不動産に関連した登記の公信力は明文の規定が存在しなくて別に善意

の第三者保護規定が存在しないために、公信力は認められない。公信力の問題は結局不実

登記による危険帰属を誰にするのかに対する問題である。我が国は公信力を否定すること

によって元権利者の権利 
 
【原文 16 頁】 
 
を保護して登記の推定力を信じて取引した第三者に危険を帰属させているのである。公信

力を認めるのかどうかの可否はこの報告書の範囲を越えるものであるからこの程度で議論

を縮小する。 
 
 
Ⅲ．不実登記の概念および発生の原因 

 
1．不実登記の概念 

 
不実登記 1819 とは不動産に関する真実の実体関係に符合しない登記を意味する用語

                                                   
18 クァク・ユンジク教授は不実登記という用語の代わりに不正登記という用語を使ったりもするが、こ

の単語は現在使用される不実登記とは異なった意を内包する可能性があるので使わないだろう。 
19 キム・サンヨン教授は不動産に関する真実の実体関係と符合しない登記を不実登記だと言っていて、

不動産に対して初めから登記が形成されていなかった場合までも不実登記の範疇に含ませている。キ

ム・サンヨン、「不動産登記の公信力」、韓国土地法学会、第 13 回、韓日土地法学会学術大会、

2003.10,p.3。一方、キム・ハクキュン博士は原因無効の登記と実体関係に符合しない登記で分類して
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としていかなる法律によっても明確に定義されている概念ではない。民法および不動産登

記法以外の他の法律で不実登記または、これと類似の概念が直、間接的に使われているの

でこれに対する考察を通じてみれば不実登記の概念を確立するのに役に立つと考える。 
まず商法は第 39 条で商業登記と関連して‘不実の登記’という表題で‘故意または過

失によって事実と相違した事項を登記した者はその相違を善意の第三者に対抗できない’

と規定する。これは商業登記簿にも公信力が認められないためにおきる問題を解決する一

方、不実登記に対する責任を登記当事者に帰属させることによって登記審査が形式主義に

終わることによってよって生じる不実登記の可能性を抑制しようとする趣旨を含んでいる

条項である。20 これから言及しようとする不実登記は物権変動と関連した不動産登記 
 
【原文 17 頁】 
 
なのにこちらでの不実登記は商業登記を意味することを記憶する必要がある。 

一方、刑法では第 228 条を通じて‘公正証書原本等の不実記載’という表題の下に虚

偽申告による不実登記等を処罰する規定を用意している。ここでの‘不実’の意味は重要

な点において真実に反する状態 21 または、全体的に客観的真実に反する状態 22 等を意味

する。 
このような法律の規定などを調べれば不実登記は‘登記簿の記載と実質が一致しない

登記’とまず定義できる。民法判例を調べれば不実登記の意味を指し示すために実体的権

利関係に符合しない登記および原因無効の登記が登場する。ところでこの二種類が区別さ

れない場合がたびたびあるのだがこれは必ず区別しなければならないだろう。実体的権利

関係に符合しない登記は本来有効であった登記が事後に登記簿外で物権変動が起きた場合

を指し示す。したがってこのような登記は法律行為によらない物権変動の場合に問題とな

る。一方で原因無効登記は登記原因がない場合や無効な登記を示す。これには法律行為に

よる物権変動の登記や法律行為によらない物権変動の登記が全部含まれる。 
しかし不実登記は必ず上で述べる二種類の分類に限りはしないことである。広く当該

登記所の管轄に属しない登記、登記する事項でない場合の登記、申請手続きに欠陥がある

登記なども不実登記だと呼べるはずである。このように不実登記という概念はその意味が

非常に多様で状況によってそれぞれ他の意味で使われることができる概念なので不実登記

の類型および発生原因に対する検討を通じて報告書の議論に必要な不実登記の概念を限定

することができるようにする作業が必要であろう。 

                                                   
いる。また、広義の不実登記は当該登記所の管轄に属しない登記、登記する事項でない場合の登記、

記載や移記が誤った登記、権利変動の態様、過程と一致しない登記も含む。キム・ハクキュン、「不

実登記に関する小考」、『司法論集』、第 23 号、1992.12.p.378。 
20 イ・チョルソン、『商法総則、商行為論』第 6 版、2007,p.216。 
21 イ・チェサン、『刑法各論』、第 5 版、2004,p.593。 
22 オ・ヨングン、『刑法各論』、第 2 版、2009,p.763。 
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2．不実登記の発生の原因検討 23 
 
가．法律行為による不動産物権変動 

 
【原文 18 頁】 
 

法律行為が成立するためには一般的な成立要件が要求される。最初に、当事者は行為

能力を有しているべきで、二番目、法律行為の目的が可能であることがなければならなく

て適法な社会的妥当性を持って確定するべきで、三番目、意思と表示されたことが一致し

て意思表示に欠点がないことが普通の要件である。登記原因と記載された法律行為がこの

ような成立、効力発生要件を具備しないならば登記原因がない原因無効の登記となる。 
 
1) 当事者に欠陥がある場合 
 

もし法律行為に当事者が存在しない場合には当然法律行為は成立できない。例えば虚

無人や死亡者そして意思能力ない者の法律行為などを例にあげられるはずである。 
また、無権代理のような場合ならば債権契約を登記原因として行った登記はそれが表

現代理や追認がない限り原因無効の登記となる。例えば特定人に売却することを委託され

て無断で自己に以前登記した場合 24 や根抵当権設定登記を委託されて所有権移転登記を

した場合に表見代理が認められないならばこのような場合は原因無効の登記となるだろう。

無権代理人が登記所有文書を所持しており、あるいは法人の代理人として業務執行関連性

が認められて理事会会議録および法人印鑑証明書などを偽造して契約を締結する場合には

表現代理が認められる可能性が高い。 
 
2) 法律行為の内容に欠陥がある場合 
 

法律行為の目的が存在しない場合には法律行為が成立しない。例えば A 土地を売買し

て B 土地に対し移転登記をしたとすればその登記は原因無効の登記になるのである。25 ま
た、強行法規違反の法律行為および社会秩序違反の法律行為は無効であることであるから

それに基づいて登記が完了になるとしてもそれは原因無効の登記であろう。 
注目してみるだけのことがあったことは社会秩序違反行為(例えば賭博)の場合に A に 

                                                   
23 キム・ヒョンジュン、「不実登記防止に関する研究」、東亜（トンア）大学校修士学位論文、2002.6.

を主に参照した。 
24 大法院、1966.10.11.宣告 66다 1688 判決参考 
25 大法院、1983.10.11.宣告 83다 386 判決参考 
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【原文 19 頁】 
 
対する賭博債務履行に替えて X 土地の所有権を B に移転したとすれば不法原因給付に関

連した民法第 746 条が物権的請求権にも適用されるのかどうかということである。物権行

為の無因性によれば原因行為が無効でも所有権の移転は有効なので所有権に基づく返還請

求権は発生する余地がない。不当利得になることなのにこれは第 746 条によって返還を請

求することはできなくなる。反対に物権行為の有因性による場合には物権行為も無効にな

り所有権が移転しないことになって給付者は所有権に基づき返還請求ができるようになる。

大法院 26 は、民法第 746 条は物権的請求権の行事を妨げないので給付者は原因無効登記

の抹消を請求することができるという判示を出した。しかし給付者が、所有権が移転され

なかったことを主張するには自身が社会秩序違反の行為をしたとのことを述べなければな

らないので物権的請求権の行使にもこの規定が適用されるということが現在の判例 27 で
ある。この場合には所有権は終局的に A に帰属して B が A の前に完了している所有権移

転登記は原因無効でないと見なければならない。28 
 
3) 意思表示に欠陥がある場合 

 
意思表示がない場合には法律行為が初めから成立することはできない。したがってそ

れに基づく登記があるといってもこれは当然原因無効登記となる。 
通謀虚偽表示は民法第 108 条の規定により無効となる。例えば登記名義人が第三者か

らの所有権移転登記義務を逃れるために自分の妻に売り渡したように書類を作って行った

移転登記は原因無効である。ただし通謀行為による無効は善意の第三者に対抗できないの

で転得者の登記を抹消するためには転得者の悪意を立証しなければならない。 
非真意意思表示の場合には表示したとおり効力を発生する。しかし相手方が表意者の

真意がないことを知り、または知ることができた場合には無効になるのでこの場合にも原

因無効の登記が発生する可能性がある。ただし、この無効は善意の第三者には対抗するこ

とはできない。 
 
【原文 20 頁】 
 

錯誤による意思表示は法律行為の重要部分に関する錯誤がある場合に取り消すことが

できる。しかし錯誤が表意者の重大な過失に起因したときには意思表示を取り消しできな

                                                   
26 大法院 1977.6.28.77다 728 判決参照。 
27 大法院 1979.11.13.79다 483 判決参照。 
28 クァク・ユンジク、『債権各論』、ソウル、パクヨン社、1996,p.556。 
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くて、錯誤による意思表示の取り消しは善意の第三者に対抗できないから原因無効の登記

が発生するといっても善意の転得者は保護される。 
詐欺、強迫による意思表示は取り消すことがあるのでこの場合にも原因無効の登記が

発生する可能性がある。ただしこれによる取り消しは善意の第三者に対抗できないので取

引の安全は保護される。 
 
나．法律行為によらない物権変動 

 
1) 相続 

 
父が単に行方不明になっただけなのに子が死亡届をおこない相続による移転登記をし

た場合にはこの登記は原因無効である。また、名義信託を受けた登記名義人が死亡して彼

に相続人がないのに第三者が相続人を装って行った登記も原因無効である。 
 
2) 公用徴収 

 
公用徴収による権利取得は登記なしで物権変動を起こし、またはそれによる取得登記

があってもその後に裁決などの処分が取り消しになれば原因無効登記が発生する。29 この

他の公用収用の場合にも不実登記が発生する余地はいくらでもある。実際の所有者は A に

もかかわらず B 名義で登記になっていたとすれば、土地収用の企業者は正当な補償権者を

分からなくて不確知供託をおこない、企業家は土地収用の時期に供託書を添付して土地収

用を完了した場合がありえる。ところで実際の所有者である A が真正名義回復の訴えを提

起して訴訟で勝訴することになる場合に A は企業者が土地収用金支給義務を果たした 
 
【原文 21 頁】 
 
としても供託制度上要求される債権者指定義務[仮訳者注：この意味は不明。] を懈怠したこと

を奇貨として異議申請のあげくに勝訴したとすれば土地収用金供託の効力自体が遡及して

失効して企業者は所有権を喪失することとなる結論に達する可能性もある。30  
 
3) 競売 

 
被担保債権がない根抵当権の実行による競売や、虚偽根抵当権の実行による競売は原

                                                   
29 大法院 1975.6.10 宣告、74다 252 判決参照 
30 供託実務、裁判所公務員教育院、2002,p.52-53。 
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因無効登記を招く。また、競売手続き進行中に返済した場合にも抵当権は消滅するので売

却による登記が原因無効の登記となるだろう。 
売却代金が納付された以後に利害関係人が追完[仮訳者注：民事訴訟手続きで当事者がその

責任を負うことはできない理由によって不変期間内に行わなければならない訴訟行為を怠った場合、自

ら責任を負う理由がないことを理由としてその理由がなくなった後 2 週間(理由がなくなる当時外国にあ

る当事者は 30 日)内に必要な訴訟行為をすることを追完といって追完控訴または、追完上告という。] し
た抗告が認容された場合に本来の売却に基づく登記は原因無効になる。一歩進んで抗告が

棄却されてまた再抗告まで棄却されたといっても再抗告が棄却される時まで売却決定期日

は確定しなかったはずである。したがってその以前にすでに確定されたと理解して売却代

金納付期日を遅延して競落人に納付させたとしてもこれは適法な売却代金の納付とは言え

ない。したがって売却による登記は原因無効登記になるということが判例 31 である。 
 
4) 判決 

 
死者を当事者にする判決であればそれが確定する場合があるといってもその判決には

既判力と形成力が発生しないものである。したがってこれに基づいて登記が行われるとし

ても原因無効の登記となるのである。これと区別しなければならないことは氏名冒用訴訟

で下された判決である。被告の氏名が冒用された場合に訴訟で被告にどのような判決が下

されたとしてもこの判決が上訴や再審を通じて争われるのは別問題だが被告には訴訟の効

力が及ぶことになる。例えば説明してみれば次のとおりである。原告甲が被告乙を相手に

共有物分割請求をおこなった。ところで丙が乙だと称して訴訟を遂行し、甲は訴訟で勝利

した場合であれば判決は乙に及ぶことになる。判決の効力から 
 
【原文 22 頁】 
 
逃れるために乙は民事訴訟法第 451 条第 1 項第 3 号に掲載された訴訟代理権の欠陥を理

由に再審の訴えを提起するほかはないのである。これは和解申請においても同じだという。

もし乙の再審請求が認容されることになる場合に甲名義で登記がなされたことは原因無効

の登記となる。 
他の例として、裁判所を欺罔して虚偽の住所を記載し、または住所を知りながら公示

送達によって訴えを提起して勝訴判決を勝ち取った場合ならば、上訴、追完[仮訳者注：原文

21 頁内の仮訳者注参照。] 、再審によって取り消しになる時までは当事者を拘束する。この時

も訴えを通じて取り消しになってはじめて原因無効の登記になるのである。 
 

                                                   
31 大法院 1969.11.25.69다 1583 判決参照 
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5) その他 

 
抵当権の附従性のために被担保債権が成立しない場合であれば抵当権登記は原因無効

の登記となる。ここで言及する被担保債権は抵当権者が持つものに限る。しかしこのよう

な場合であるいっても抵当権登記がなされているということを奇貨として権利質権を設定

した善意の第三者保護問題は残っていることになる。また他の例で農地改革法施行前に買

受けて自営していた者は登記と関係なく所有権を取得することになる。ところでこの法が

施行された以後に前所有者から農地を買受けた者がその所有権移転登記を終えることにな

ればその登記は原因無効となる。 
 
[仮訳者注] 
農地改革法[実施 1949.6.21] [法律第 31 号、1949.6.21。、制定] 

第 27 条  本法通過後に左記の行為を禁止する ただし、本法施行上必要な行為は、例外とする。 

1．自営でない農地の売買や贈与 ただし、教育、慈善その他の公共団体の贈与は例外とする。 

2．小作権の移動と剥奪 

（以下略） 

上記農地改革法は、制定後現在までに改正を経ているが、上記は制定時の条文です。本文で述べられてい

ることは、本法施行後の農地の取得が上記禁止規定に該当するので、例え登記をしても原因無効であると

のことですが、「自営でない」との制限があるため、自営農地の売買は可能であるとも読めますが、この

点詳細は不明です。 

 
다．不動産登記実務上生じることがある場合 

 
1) 意義 
 

実体的権利関係に符合しない登記は上で調べたとおり大きく区分すれば法律行為と法

律行為によらなかった場合に区別することができる。従って本来有効であった登記が事後

に登記簿外で生じた物権変動によって正しくなくなった場合や、物権変動がなかったにも

かかわらず錯誤で記載され、または脱落した場合までも含む。また、被担保債権が消滅し、

または包括承継、競売、その他公用徴収、形成判決のように法律上物権変動が登記簿外で 
 
【原文 23 頁】 
 
生じた場合もやはり厳密な意味では実体的権利関係に符合しない登記であると見ることが

できるだろう。これと共に言及できるのは錯誤などの理由で不動産登記実務上でも不実登

記が発生する可能性があるという点である。代表的に例をあげることができる場合が二重
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の保存登記になっている場合である重複登記と言えよう。重複登記には二種類がある。 
最初は同一人名義で登記が二重に保存された場合で、二番目は二重の保存登記で名義

人が相異する場合である。二重登記といっても直ちに登記原因がなく、または無効だと見

る訳には行かないが、二重登記も実体的権利関係に符合しない登記と見ることができるだ

ろう。時にはこのように実体的権利関係に符合しない登記を悪用する事例もあることであ

り、善意の第三者保護の問題は原因無効の登記と同じくここでも相変らず重要な問題とし

て扱われなければならないことであろう。 
 
2) 類型と事例 

 
登記実務上発生しうる不実登記の類型を分類してみれば次のとおりだろう。各類型に

よる具体的な事例を分析して不実登記の原因を調べようと思う。 
 
A．不動産の現況と登記簿の事実の登記が不一致な登記 

 
例えば滅失または分筆、合筆がなされたにもかかわらずまだ整理がされていない登記、

外国人名義の建物、錯誤で面積が誤記された土地台帳による登記がある。これと関連して

大法院判例 32 を参照すれば“土地台帳など地籍公簿に一定の事項を登載し、または登載さ

れた事項を変更する行為は行政事務執行の便宜と事実証明の資料とするためのもので、登

載や変更によって当該土地に対する実体上の権利関係にどのような変動ももたらすもので

はないので、所管庁が登載事項に対する変更申請を拒否した行為や特定土地に対する土地

台帳を復旧して分筆手続きをとった処分等は抗告訴訟の対象になる行政 
 
【原文 24 頁】 
 
処分に該当するということはできない”とする。 

これに対して憲法裁判所 33 は土地所有者の地籍公簿に関する登録事項訂正申請を拒

否したことは憲法裁判所法第 68 条第 1 項所定の公権力の行使である‘拒否処分’に該当

して、地目に関する登録や登録変更または登録の訂正は単純に行政便宜や事実証明の資料

とするために必要なものではなく、当該土地所有者の財産権に影響を及ぼすものであり、

進んで地籍公簿登録事項に関する所管庁の登録、訂正および変更と関連した行為を行政訴

訟の対象となる行政処分ではないと見る法院の一貫した態度に照らして、所管庁の上のよ

うな行為に対し憲法訴訟を提起する‘補充性’の要件が満たされたという理由により、土

                                                   
32 大法院 1993.6.11.宣告 93누 3745 判決参照 
33 憲法裁判所 1999.6.24.97헌마 315 全員合議体決定参照 
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地所有者の地目訂正申請返戻処分取消請求の憲法訴訟を認容した。 
 
B．登記簿の権利関係と実権利が不一致な登記 

 
① 正常な登記申請があったのに登記簿に記載脱落した登記 

－ソウル地方法院 2000.6.22.2000나 1609 判決 34 
 

集合建物登記簿表題部に敷地権の目的である土地に別途登記があるという記載がもれ

た場合である。事件の概要を要約すれば次のとおりである。 
 
<事件の概要>  
 

1993 年甲はその所有する X 区分建物に関して管轄登記所に所有権保存登記および敷

地権登記申請書を提出し、登記官が上の申請に基づく登記をおこなうにおいて、上の区分

建物の敷地権の目的になった土地にすでに 1991.7.5.付根抵当権者 A 銀行として、

1993.1.18.付根抵当権者を乙として各完了された根抵当権設定登記があったのに上の区分

建物の登記簿表題部敷地権表示欄に敷地権の目的である土地に関して別途の登記があると

いう旨の記載が漏れた。原告は 1994.1.5.甲から本件区分建物をその敷地権と 
 
【原文 25 頁】 
 
共に買収して所有権移転登記を終え、上の登記所登記官は 1997.4.21.本件区分建物登記簿

の表題部に上のようにその敷地権の目的になった土地に関して別途登記があるという旨が

脱落したことを一歩遅れて発見して、同月 22 日遺漏発見を原因として本件区分建物登記

簿の表題部に“土地に関して別途の登記がある”という旨の登記をした。これに伴い、上

の 1993.1.18.付乙名義の根抵当権に基づいて 1997.6.15.任意競売手続きが開始されて、続

いて売却になることによって原告は敷地権を喪失することになった。原告は登記官の故意、

過失を根拠として敷地権を喪失する損害を被ったと主張して国を相手に賠償を請求した事

件であった。 
 
<判決の要旨> 
 

不動産登記法第 57 条の 2 第 1 項、第 102 条の 2 第 2 項、不動産登記法施行規則施第

75 条の 4 第 1 項によれば、建物の登記用紙に敷地権の登記をするとき、またはその敷地権

                                                   
34 法院行政処、不実登記事例集、2001,p.28－30.参照 
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の変更または、更正によって建物の登記用紙に敷地権の登記をした場合にはその権利の目

的である土地の登記用紙のうち該当区事項欄に敷地権である旨を登記した場合として、そ

の土地に所有権保存登記または、所有権移転登記以外の所有権に関する登記または、所有

権以外の権利に関する登記があるときには登記官はその建物の表題部に土地登記簿に別途

の登記があるという旨を記載するようになっている。土地登記簿に別途の登記があるとい

う旨の記載をするようにした法の趣旨は敷地権の目的となった土地に建物登記簿には公示

されなくて土地登記簿にだけされた、またはされる登記があり得るところ、このような場

合には建物登記簿だけを信じて取引した善意の第三者はこれによって損害を被る恐れがあ

るのでそういう事実を公示して土地登記簿を閲覧することでそのような事態の発生を予防

するため 35 にあると考える。ところで原告は本件区分建物の登記簿に土地登記簿に別途

の登記があるという旨の記載がされていなくてその当時本件区分建物の所有者が何の負担

もない敷地権を有していると信じて本件区分建物と共にその敷地権も買受けてその敷地権

に設定された根 
 
【原文 26 頁】 
 
抵当権に基づく任意競売によってこれを喪失することになることによって損害を被ったの

である。 
 
②転写、移記時脱落した場合、または、対象がない処分制限登記が登記された場合－ソウ

ル高院 1994.11.10.94나 30029 判決 36 
 
<事件の概要>  
 

X 不動産登記簿乙区に順位番号第 1、2 番で原告銀行名義で根抵当権設定登記が各な

されている状況で第 1 番根抵当権登記抹消申請を受けた登記官が登記をするにおいて“1
番登記を抹消”を“2、1 番登記抹消”と記載して、第 1 順位根抵当権登記だけでなく第 2
順位登記まで抹消した。その後登記官は朱抹誤記であることを発見して、“誤朱抹”という

付箋紙を登記簿に付着して付箋紙に契印をしたが頻繁な登記閲覧申請などで付箋紙は落ち

ていって付箋紙と登記用紙の間の契印跡だけが残っただけで外観上正当に抹消されたよう

に正常な登記簿が発行された。その状態でこれを信頼した A 銀行が第 3 順位根抵当権設定

登記を完了して以後実行競売をしたが第 1 順位根抵当権者は登記官の錯誤による抹消のた

めに配当から除外された。これにより、登記官に損害賠償の責任の訴えを提起し勝訴判決

                                                   
35 本文のアンダーラインは報告者が読者の便宜のために引いたものである。 
36 法院行政処、不実登記事例集、2001,p.30-33。 
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を受けた。 
 
<判決の要旨> 
 

登記事務を処理する登記官としては原告銀行の申請により上の不動産に設定された第

1 順位根抵当権登記を抹消するということにあって、抹消が申請された根抵当権登記がど

れなのか正確に確認した後に申請された根抵当権登記だけ抹消しなければならない職務上

の義務があるにもかかわらずこれを怠って抹消が申請されない第 2 順位根抵当権登記まで

抹消した誤りがある。進んでそれと共に間違って抹消されたことを正すために“誤朱抹”

と記載された付箋紙を付着したのであれば 
 
【原文 27 頁】 
 
その登記簿を使う過程で付着した付箋紙が登記簿から離脱しないように注意を注ぐことに

もこれを怠った誤り 37 がある。 
 
C．重複登記 

 
重複登記の問題は土地と建物の場合で分けて考えてみることができるが、特に建物の

場合に滅失登記をしないまま新築建物を新しく保存登記申請する場合が注目すべき事案で

ある。参照判例は大法院 1995.5.12 宣告.95다 9471 判決である。 
 
<事件の概要> 
 

訴外甲株式会社所有 W 土地地上には甲株式会社が 1990.10.23.以前に新築および増築

して所有権保存登記および増築登記が完了した X,Y 建物があった。その後の甲株式会社は

上の土地地上に Z 建物(1990.10.23.竣工)を新築して 1990.10.29.上の土地地上第 1 号とい

う表示で所有権保存登記を完了した。しかし上の甲株式会社は 1990.12.頃原告に上 Z 建物

が未登記建物なので保存登記をした後それに関して第 1 順位根抵当権を設定するから金円

を貸し出ししてほしいとだましてはあたかも Z 建物が未登記建物であるように同月 27 日

法務士に、登記所に所有権保存登記申請書類を提出するようにして本件建物に関して上の

土地地上第 2 号建物で再び所有権保存登記が完了されることにより上 Z 建物に関して 2 重

の所有権保存登記が存在するようになった。その後原告は二番目に保存された建物の登記

簿に第 1 順位根抵当権を設定し、期限の利益を喪失した甲所有建物を競売申請したが競売

                                                   
37 本文のアンダーラインは報告者が読者の便宜のために引いたものである。 
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手続きで重複登記であることが明らかになって配当手続きから除外されるに伴い登記官を

相手に損害賠償を請求した。 
 
<判決の要旨> 
 
【原文 28 頁】 
 

建物に対する所有権保存登記事務を処理する登記官はすでに登記された建物と同じか

どうかを審査する実質的審査権限はなくてただ申請書類と登記簿によって登記要件に適合

するかどうかを審査する形式的審査権があるにすぎない。しかし当時の登記官はすでに土

地地上に既登記された建物があることを知ったのに 1 号建物と 2 号建物の図面や添付され

た建築物管理台帳を対照したならば重複登記であることを確認できたのに注意義務を怠っ

た過失があるということ 38 である。 
 
D．登記能力の錯誤による登記 
 

登記能力の錯誤による登記の代表的な例としては登記能力ない不動産に対して登記が

なされた場合を上げられるだろう。参照する判例は 1999.9.10 日宣告された 99 나 18475
判決(登記能力ない曳航艀船に対して所有権保存登記および根抵当権設定登記を完了した

場合)である。 
 
<事件の概要> 
[仮訳者注：船舶の登記能力について]本文中記載の事件当時の法令ではなく、現行法を掲載しています。 

船舶登記法[施行 2011.10.13.] [法律第 10580 号、2011.4.12.,他法改正] 

第 2 条(適用範囲)この法は総トン数 20 トン以上の機船と帆船および総トン数 100 トン以上の艀船に対し

適用する。ただし、「船舶法」第 26 条第 4 号本文による艀船に対しては適用しない。[全文改正 2011.6.15.] 

船舶法[施行 2017.3.28.] [法律第 14476 号、2016.12.27.,他法改正] 

第 26 条(一部適用除外船舶) 略 

1～3 略 

4．総トン数 20 トン以上の艀選のうち船舶係留用・保存用などで使うために水上に固定して設置する艀

船。但書略 

5～8 略 

[全文改正 2009.12.29.] 

 

                                                   
38 本文のアンダーラインは報告者が読者の便宜のために引いたものである。 
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訴外甲株式会社は 1996.8.10.登記官に総トン数 1,000 トンの艀船に関して所有権保存

登記申請をしながら、その付属書類として船舶建造証明書、艀船原簿および艀船証書と“本

件艀船が常時汽船と結合して運航される船舶”という趣旨の法務士陳述書などを提出した

が、担当登記官は本件艀船を登記能力ある押航艀船[仮訳者注：艀船には、タグボートが艀選を引

いているか、押している場合のタグボートと艀船とタグボートに結合されて運航する押航艀船がある]と

誤って判断してその登記申請を受理して同日本件艀船に関して甲株式会社名義の所有権保

存登記を完了し、原告銀行から 1,459,150,000 ウォンの貸し出しを受けて根抵当権設定登

記が完了した。その後甲株式会社は貸出金償還期限を越して実行競売に付され競売法院で

は登記能力がないということを理由で競売取り消し決定をした。原告銀行はこれに伴い、

登記官を相手に損害賠償を請求して勝訴判決を得た。 
 
【原文 29 頁】 
 
<判決の要旨> 
 

本件艀船は航進能力がない押航艀船であり登記能力がないので担当登記官としては本

件艀船に関する所有権保存登記申請を却下しなければならないにも関わらず注意義務を懈

怠したので損害賠償の責任を認めた。 
 
3) 電算移記作業に現れた不実登記の事例 
 

過去にカード式で運営された登記簿から電算登記簿への移記作業時に不実登記が発生

した場合もあった。このような移記作業での発見された錯誤登記は電算化完了以後におい

て訂正登記の主流をなし、これによる損害賠償訴訟が続いた。具体的な事例を細部的に分

類すれば次のとおりである。 
 
A．順位番号、受付番号を間違って記載した場合 

 
順位番号が連続しないで一部脱落し、または重複した場合、または、順位番号が記載

されていなかった場合がある。このような場合は 50 ページ以上の多面登記簿でしばしば

見られて順位番号が何度も重複する場合も発生した。 
 
B．合併登記、分筆登記および換地登記と関連した不実登記の事例 

 
1) 数個の不動産の所有関係または共有地分比率が同一でないにも関わらず、合筆登

記になっている場合、 
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2) 土地の分筆登記をするにおいて分割後土地に対する抵当権が消滅承諾によって消

滅したという旨の登記を分割前当該抵当権登記の付記登記がされていないで分割後土地に

上の根抵当権登記を移記して抹消した場合、 
3) 合同換地において従前土地の所有権に関する登記、担保権または処分制限の登記

が換地の登記用紙に各移記されているが換地に対する共有持分に変更された旨の附記登記

等がされていなかった場合、または、そういう状 
 
【原文 30 頁】 
 
態で換地の登記用紙に移記された従前の土地の所有権に対し持分移転の登記がされている

場合、 
4) 旧登記簿には合同換地の登記をしながら従前の土地の所有権に関する登記を移記

してそれに対する附記登記で共有持分変更登記をしたが、これを現在の登記簿に移記する

にあって所有権に関する移記事項は省略したまま附記登記である共有持分変更の登記だけ

移記した場合などがある。 
 
C．登記事項が登記用紙の他の区に記載されている場合や、または他の登記用紙に記載さ

れている場合 

 
1) 甲区に記載されなければならない登記事項が乙区に記載されている場合、または

乙区に記載されなければならない登記事項を甲区に記載した場合と、 
2) 集合建物の専有の部分に対する建物の表示と敷地権の登記が集合建物登記用紙で

ない一般建物登記用紙の表題部に記載された場合などがある。 
 
D．登記簿記載事項の全部または一部が脱落した場合やその記載に誤りがある場合 
 

1) 土地または建物登記用紙の表題部に所在地番が記載されていない場合や建物の所

在地番を“XX 洞 XXX の X 筆地”等のように不明確に記載した場合 
2) 登記用紙のうち甲区、乙区の登記番号欄の記載が表題部に記載された地番または

建物番号と一致しないように記載された関係で他の不動産の登記用紙に編綴された場合、   
3) 登記事項欄の記載事項中登記名義人、登記原因、債権者、債権最高額などの記載

の一部が脱落している場合やその記載が誤った場合、 
4) 代位による登記をするにおいて代位者の氏名、代位原因などを記載しない場合、 
5) 根抵当権の被担保債権が確定した後根抵当権一部移転登記をするにおいて譲渡額

を記載しなかった場合、 
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【原文 31 頁】 
 

6) 地上権設定登記の附記登記で“分割によって XX に移記した土地 XX 平方メート

ルとともに共同担保”という旨を記載しなかった場合などがある。 
 
E．主登記なしで附記登記だけされている場合や分からない場合 

 
1) 主登記は抹消されたが附記登記は抹消されないで残っている場合と、 
2) 附記登記がされているがその対象である主登記の順位番号の記載が脱落されてい

てどの主登記に対する附記登記なのかを分からない場合と、 
3) すでに抹消されて存在しなくなった主登記に対し附記登記がされた場合などがあ

る。 
 
F．抹消の対象である登記が分からない場合 
 

1) 2番根抵当権登記に対する抹消申請があったが 3番根抵当権登記を抹消した場合、

または、A 不動産に対する根抵当権抹消登記申請があったが B 不動産に対する根抵当権を

抹消した場合、 
2) ある順位番号が重複(または同順位)してその重複する順位番号に対する抹消登記

がされているがその同じ順位番号のうちどの登記が抹消されたことかわからない場合[ex．
保全処分嘱託が同時に受け取られれば同一順位と同一受付番号を記載するが、仮差押権者

A と仮差押権者 B の仮差押を同一順位番号である 5 番で受け付けて登記が完了したが A
と B を区分しないでそのまま 5 番仮差押抹消とだけ記載した場合]、 

3) 抹消登記で抹消の目的である登記の順位番号が不明確に記載されていてどの登記

に対する抹消登記であることが分からない場合、 
4) 登記事項欄に朱抹されているが抹消登記がない場合、または、抹消登記はされて

いるが該当登記事項欄が朱抹されていなかった場合などがある。 
 
G．一部相続人の持分抹消登記をした場合 

 
最も代表的な事例は数人の相続人のために相続による所有権移 

 
【原文 32 頁】 
 
転登記が完了になった後その数人のうち一部の相続人に対する持分抹消登記がされている

場合である。[ex．金銭清算を原因として一部の相続人に対する持分抹消登記がされ、続い
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て次の順位番号で上の抹消された持分に対し他の相続人に共有持分移転登記がされている

場合] 
 
H．集合建物に対する不実登記事例 

 
1) 複数棟の集合建物のうち一部の棟に対して土地登記簿に敷地権である旨の登記を

することに続いてすぐその登記目的を“所有権 X 分の X 敷地権”と記載しないで単に“所

有権敷地権”とだけ記載して、後ほど再び残りの棟に対し敷地権である旨の登記をする場

合にも“所有権敷地権”とだけ記載して、どれだけの持分に対して敷地権である旨の登記

をしたことかが分からない場合、 
2) すでに共有持分を第三者に移転して土地に対し何らの権利もないのにも関わらず

その者の従前持分に対して敷地権である旨の登記がされている場合、 
3) 専有部分に記載された敷地権持分総合計面積が敷地権の目的になっている土地の

面積を超過する場合、 
4) 敷地権の目的になった土地に根抵当権設定登記などがあるにもかかわらず集合建

物登記簿表題部に土地に対し別途の登記があるという記載がもれた場合または、1 棟建物

の表題部中敷地権の目的である土地の表示欄に別途登記があるという旨が記載されていて

同欄の次順位で上の別途登記が一部専有部分に対してだけ抹消されたという登記がされて

いる場合、 
5) 土地登記簿に敷地権の旨の登記がされている状態でその土地に対する差押登記な

ど登記できない登記が完了になった場合、または、敷地権の旨である土地に対する登記を

主登記でしなくて附記登記の形式で記載されている場合などがある。 
 
I．共有持分に対する不実登記事例 

 
【原文 33 頁】 
 

1) 共有持分移転登記において移転する共有者持分と移転を受ける共有者持分が一致

しない場合[ex．登記の目的は“0 番 000 持分全部移転”でも移転を受ける共有者の持分を

移転する共有者の持分より少なく記載された場合、または、ある共有者の持分一部を移転

した後その残りの持分を移転して移転を受ける共有持分を最初の持分で記載した場合、][仮
訳者注：原文に閉じ括弧「]」がないが、仮訳者にて挿入した。] 

2) 登記の目的が“共有持分一部移転”であるのに移転される持分が記載されていな

かった場合、 
3) 共有持分移転登記で移転される共有地分を表示するということにあって分数形式

で記載しないで単純に数字でだけ記載されている場合、 
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4) 同じ所有者が数回にかけて持分を一部ずつ移転したが、移転される持分を表示す

るということにあって同じ分母を使わないで移転するたびに移転された持分だけ分母の数

字を減らして記載した場合[ex．100 分の 20 を移転した後に再び 100 分の 20 を記載しよ

うとするのを 80 分の 20 だと記載した場合]、 
5) 一つの建物の特定一部に対する移転登記[ex．共有持分移転登記で移転される共有

持分を表示するということにあって分数形式で記載しないで建物の特定一部や平方メート

ルなどで記載した場合、または、一般建物に対して登記の目的を“所有権一部移転”とし

て移転する部分を建物の一部で記載して登記した場合などがある。 
 
J．合有登記と関連した不実登記 

 
1) 合有者のうち一部がその合有持分を他に売渡その他処分して従来の合有者のうち

一部が交替させられる場合に持分移転の登記になっている場合、[仮訳者注：この場合正しく

は、「合有名義人変更登記」をおこないます。原因は「年月日合有者一部変更」であり、変更後の合有者

全員を記載します。(「合有登記の事務処理に関する例規」制定 1998.1.14. [登記例規第 911 号、施行]参

照。)] 
2) 第三者が合有者に加入して合有者が追加された場合に合有名義人変更登記をする

において従前合有者の表示を朱抹して合有者全員再び記載する方法で登記しなくて追加さ

れた合有者だけを附記登記で記入した場合、 
3) 合有者の持分に対して処分制限の登記や制限物権登記になっている場合などがあ

る。 
 
【原文 34 頁】 
 
K．共有物分割登記と関連した不実登記事例 

 
代表的として共有物分割を原因にして数人の共有者に持分移転登記がされているが共

有物分割後の登記簿上共有者の持分の合計が 1 にならないケースが発生することがある。 
 
L．信託登記と関連した事例 

 
1) 信託を原因とする所有権移転登記および信託登記になっている状態で受託者名義

の所有権移転登記はそのまま置いたまま信託登記抹消登記だけなされている場合、 
2) 一つの受付番号で数人の受託者のために信託を原因にする所有権移転登記が完了

されていて、その数人の受託者別に持分が記載されている場合等々がある。 
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4) 整理 

 
今まで言及した事例はたいてい理論上には原因無効な場合が多くて、典型的に登記官

の故意および過失などと関連があるケースである。登記官は不動産登記法によって問題が

ある懸案においては登記権利者、登記義務者と登記上利害関係ある第三者に対して 1 月以

内の期間を定めてその期間内に異議を述べない時には登記を抹消するという旨の通知をし

て、期間内に異議がなければ抹消することができる。 
しかし外観上だけで判断すれば上のケースでいったいどの登記が抹消の対象なのか識

別が不可能な場合が多い。共有持分を持っている甲が自己の持分全部を乙に全部移転して

再びその持分全部を丙に移転した場合を考えてみよう。外観上だけで見れば前に移転され

たのが無効なのかあるいは後でなされた登記が無効なのかは登記簿上では識別が不可能で

ある。実体を知るには申請書を参考にしてみなければならないのであるが登記申請事件記

録保存期間は 
 
【原文 35 頁】 
 
5 年である。 

したがって 5 年が経過した登記を登記簿だけで確認して通知によって抹消することは

実際にはかなり難しいことである。また、80 年代以後で換地が完了してこれによって地番

が変更された場合、または、分筆、合筆などによって名義人住所の確認が困るようになっ

ただけでなく、住所移転されたのに登記名義人表示変更をしないまま放置されている登記

の数は途方もないだろう。そのようにして登記簿だけで不実登記を確認して登記官により

職権抹消するようにすることは実際上ではほとんど不可能だと言える。 
 
3．不実登記範囲の限定 

 
上で調べたように不実登記は状況によって多様な意味を内包しており、不実登記が発

生する原因および類型も非常に多様だと見ることができる。登記原因証書の公証制度を導

入するのかどうかを決めるにあたって問題となる不実登記をより縮小してその範囲を限定

する必要があるだろう。 
ほぼ同じ時期に出された登記の公信力に関連した先行研究における限定した不実登記

の範囲を参考にすることが役に立つと思う。39 登記原因証書の公証制度の導入と関連して

は不動産売買および所有権移転として不動産物権変動が発生する場合が多いことであるか

ら権利に関する不実登記を検討の対象によく考え事実に関する不実登記は検討対象から除

                                                   
39 クォン・ヨンジュン、前掲論文、p.33。 
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外する。 
そして原始的不実登記なのか後発的不実登記なのかどうかは関係なく権利帰属を正し

く公示できていない無効な登記を検討対象にして、法律行為と関連した不実登記なのか法

律の規定に関連した不実登記なのかどうかも問わないですべて検討対象にすることが研究

の目的に適合するだろう。 
売買契約に無効理由がある場合や、取り消しになった場合、または、売買契約自体が

不存在である場合のような原因無効な所有権移転登記は当然含まれるべきで、形成判決に

より形成された法律関係をまだ反映していない所有権移転登記や被担保債権が返済で消滅

したのに抹消されないまま存在する抵当権設定 
 
【原文 36 頁】 
 
登記も報告書で議論となる不実登記の範囲に含まれているといえるものである。 
 
 
Ⅳ．不実登記を防ぐための減少方案概観 

 
1．現行不動産登記法上の不実登記予防制度 40 
 
가．当事者出席主義の原則 

 
不動産登記法第 24 条第 1 項によれば申請人または代理人が登記所に出席して申請情

報および添付情報を記録した書面を提出することが原則的な登記申請方式である。郵便に

よる登記申請は認められず同法第 29 条第 4 号により登記を申請する当事者や代理人が出

席しなかった場合には登記申請は直ちに却下処理される。当事者に出席を強制する理由は

次のとおりである。41 まず現在では登記原因証書を作成するにあたって公証人を経ること

が義務化されていないので登記申請の過程で真正性を確保するためのものであり、郵便申

請時には郵送遅延により受付が遅れて混乱をきたす事もあり、問題がある場合には当事者

に直ちに補正を要求することができるようにするためである。また、当事者が直接出席す

る場合には出席した当事者にすぐに登記畢証を交付できて、郵便発送によって登記畢証が

紛失する可能性とこれによる不実登記の発生の可能性を事前に遮断することができるため

である。 
しかし実質的に当事者出席主義が守られている実情はないとみられる。民法上の双方

                                                   
40 チェ・トンホ、「登記原因証書に対する公証制度の考察」、『民事法学』 18 号(2000.5),p.272-282 を

主に参考にした。 
41 クォン・ヨンジュン、前掲論文、p.43。 
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代理(民法第 124 条)がすでに発生した債務の履行をする場合には守られないために不動産

登記申請では法務士が両者を代理して登記を申請する場合が多くて、そうでないならば登

記権利者が登記義務者の委任を受けて申請する場合が多い。当事者二人がすべて登記事務

所に出席することはかえってきわめて例外的な場合だとみられる。 
 
【原文 37 頁】 
 
나．共同申請主義の原則 

 
登記は当事者間の法律行為による物権変動の効力を発生させるためのもの(民法第

186 条)であるから登記権利者と登記義務者の共同申請によってすることが原則である。

(不動産登記法第 23 条第 1 項) 現行法制のもとでは登記原因証書の公証がなされないでい

るので実体法的権利関係を証明すること自体がかなり難しいので登記を申請するところに

あっても登記権利者と登記義務者の共同名義で登記官に対し行わなければならないという

ことである。我が国のこのような共同申請主義原則は登記原因証書の公証制度を採択しな

かった日本の不動産登記法を継受した結果ということができる。 
一方、単独で申請できる事項は同条第 2 項から第 6 項にかけて出てきているが①所有

権保存登記または、所有権保存登記の抹消登記を申請する場合、②相続、法人の合併、そ

の他大法院規則に定める包括継承に伴う登記を申請する場合、③判決による登記を勝訴し

た権利者および義務者が申請する場合、④不動産表示の変更や更正の登記を申請する場合、

⑤登記名義人表示の変更や更正の登記を申請する場合には単独で登記申請が可能である。 
しかし原則的な場合にも登記義務者が登記権利者に委任をして一方が申請する場合が

大部分であるから共同申請という原則だけがあることで実際には単独で登記が行われる場

合が多い。 
 
다．登記畢証と印鑑証明書等の提出 

 
登記官は登記が完了した場合に申請書に添付された登記原因証書または申請書副本に

登記畢[仮訳者注：登記済のこと。] の旨を記載して登記所印を押捺して登記完了の事実を交付

する登記畢情報を登記権利者に通知しなければならない。(不動産登記法第 50 条) 登記畢

証というというものは登記官が登記を完了した時に登記原因を証明する書面に申請書の受

付年月日、受付番号、順位番号と登記畢の旨を記載して登記所印を押して登記権利者に交

付する登記完了の証明書である。 
 
【原文 38 頁】 
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現在は改正により附則第 2 条に登記畢証による経過措置があって、この法施行前に権

利取得の登記をした後に従来の第 67 条第 1 項により登記畢証の発給を受けた場合や従来

の第 68 条第 1 項により登記完了の通知を受けた者はこの法施行後登記義務者になって第

24 条第 1 項第 1 号の改正規定により登記申請をするときには第 50 条第 2 項の改正規定に

よる登記畢情報の提供を代えて申請書に従来の第 67 条第 1 項による登記畢証または従来

の第 68 条第 1 項による登記完了通知書を添付できるとしている。このような登記畢証の

所持者は目的物の所有者と判断されて不実登記防止の役割を一定部分遂行したりもした。 
そして不動産登記規則第 60 条によれば訪問して登記を申請する場合には意思の真正

性を確保するために印鑑証明書を提出するようになっている。例えば所有権の登記名義人

が登記義務者として登記を申請する場合に登記義務者の印鑑証明書を(同条第 1 号)、仮登

記名義人が仮登記の抹消登記を申請する場合、仮登記名義人の印鑑証明書を(同条第2号)、
協議分割による相続登記を申請する場合、相続人全員の印鑑証明書を(同条第 6 号)、法人

でない社団や財団の登記申請において大法院例規で定めた場合などにも印鑑証明書を(同
条第 8 号)提出しなければならない。このような印鑑証明は同規則第 62 条により発行日か

ら 3 か月以内のものでなければならない。 
 
라．登記官の不実登記解消制度(登記の職権更正および職権抹消制度) 

 
登記官が登記を完了した後にその登記に錯誤に陥った部分があることを発見したとき

には同法第 32 条第 1 項によりこの事実を直ちに登記権利者および登記義務者に知らせな

ければならなくて、彼らが各 2 人以上である場合にはそのうちの 1 人にだけ通知すればよ

い。もし登記の錯誤に陥った部分が登記官の過誤によるものであることを発見した場合に

は登記官は直ちに登記を職権で更正することができる。ところでもし登記上利害関係があ

る第三者がいる場合であれば第三者の承諾を要求する。職権による更正がある場合にはそ

の事実を登記権利者、登記義務者または登記名義人に知らせるべきで、債権者代位権によ

り登記がされたときにはこのような通知をその債権者にも行わなければならない。 
 
【原文 39 頁】 
 

また、登記官が登記を終えた後に登記に却下理由があることを発見したときには登記

権利者、登記義務者と登記上利害関係ある第三者に 1 か月以内の期間を定めてその期間に

異議を述べなければ登記を抹消するという旨を通知しなければならない。(同法第 58 条第

1 項) もし通知を受ける者の住所および居所が分からない場合にはこのような通知に代え

て 1 か月の期間登記所掲示場にこれを掲示し、または大法院規則に定めるところにより公

告をしなければならない。もし異議を述べた者があれば登記官が異議に対する決定を下す

べきで、この期間内に異議を述べた者がなく、または異議を却下した場合には職権で登記
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を抹消することができる。 
 
2．不動産登記法以外の法律による不実登記予防制度 

 
가．検認契約書制度 42 
 

検認契約書制度が導入される前には売渡証書を登記原因証書にする場合が多かった。

しかし売渡証書には売買代金と買主の表示がなくてこれを奇貨として脱税目的の転売や中

間省略登記が盛んに行われることになった。この問題を解決するために 1990 年に制定さ

れた不動産登記特別措置法は検認契約書制度を採択し、租税回避や相場差益を得る目的で

検認を受けなかった場合には刑罰を賦課するようにした。(同法第 8 条) 検認契約書という

のは契約を原因とする所有権移転登記を申請する場合、管轄不動産所在地の市長または郡

守の検認を受けた契約書を登記原因証書として提出しなければならないというものである。

検認を受ける契約書には当事者が誰なのか、目的不動産が何か、契約年月日がいつなのか、

代金および支払日時など支払に関する事項または評価額およびその差額の精算に関する事

項、不動産仲介業者がいるときには不動産仲介業者、契約の条件や期限があるときはその

条件や期限を必ず明示するようになっている。 
だが、問題点として提示できることは検認を担当する公務員には契約書の成立の真正

性や内容の真実性を調査する権限がないので、検認 
 
【原文 40 頁】 
 
は単純に行政庁に契約書を提出したという意味の外には何もないという点である。したが

ってこれは不実登記を減らそうとする立法目的を達成するのには不十分な対策ということ

ができる。 
 
나．住宅取引申告 43、不動産取引申告制度 44 
 

住宅取引申告制度というのは住宅に対する投機需要を抑制して透明な住宅取引慣行の

定着を通じて住宅価格を安定させるための立法趣旨(住宅法第 80 条の 2)を達成するために

導入された制度として一定の地域が住宅取引申告地域と指定されれば申告地域内で有償の

所有権取引をした当事者は管轄行政庁に取引内容を申告しなければならないというもので

ある。申告する事項は買主、売主の人的事項、契約日、前払金支払日および残金支払日、

                                                   
42 クォン・ヨンジュン、前掲論文、p.45。 
43 国土海洋部政策資料参照 http://www.mltm.go.kr/USR/policyData/m_34681/dtl.jsp?id=548 
44 国土海洋部不動産取引管理システム http://rtms.moct.go.kr 参照。 
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取引対象住宅の所在地、地目および面積、取引対象住宅の種類と規模、住宅取引仮約、契

約の条件および期限があるときにはその条件および期限などを申告するべきでインターネ

ット申告または訪問申告の中で選択して申告ができる。検認契約書と同じように真実ある

取引価格を担保するための目的が強いということができて、申告後に申告証明書を交付し

てもらえば契約書に検認を受けたものと擬製される。 
一方、住宅法を適用されない土地と建築物の売買契約にも公認仲介士の業務および不

動産取引申告に関する法律によって不動産に対する取引申告をすることが要求されている。

同法第 27 条によれば取引当事者は不動産または不動産を取得できる権利に対して売買契

約を締結した時は不動産などの実際の取引価格などを取引契約の締結日から 60 日以内に

不動産所在地の管轄市長、郡守または区庁長に共同で申告しなければならない。同条第 4
項によれば仲介業者または取引当事者が第 3 項による申告畢証を交付してもらったとき

(第 1 項但書により売主が申告畢証を交付してもらったときを含む)には買主は不動産登記

特別措置法第 3 条第 1 項による検認を受けたこととやはり擬製する。 
住宅取引申告制度および不動産取引申告制度などによって取引価格の真実性が担保さ

れるなど脱税目的の不実登記が防止される結果を産むのは事 
 
【原文 41 頁】 
 
実といえるが指定地域以外の不動産での取引には相変らず不実登記が発生する可能性は今

なお残っていて、不動産取引申告制度では公認仲介士との合意の下に虚偽の申告が可能な

余地が残っているので完全に不実登記を減らすようにすることには寄与できずにいる。 
 
다．法務士の委任者確認制度 

 
法務士法第 25 条によれば登記業務に従事する法務士が当事者から事件の委任を受け

た場合には住民登録証、印鑑証明書など法令によって作成された証明書の提出その他これ

に準ずる確実な方法で委任者が本人であることを確認するべきでその確認方法および内容

を事件簿に正確に記載しなければならない。法務士が上の規定に違反して委任者の確認手

続きを疎かにした時には所属地方法院長は法務士懲戒委員会に懲戒議決を要求してそれに

より懲戒処分をしなければならない。(同法第 48 条) このように事件を委任された法務士

は委任者の本人の有無を事前に徹底的に確認、調査するようにしている。 
 
3．立法論として提起される不実登記減少方案 
 
가．登記官の実質的審査権 
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我が国は現在の不動産登記法を通じて登記官に形式的審査権を付与して提出された書

面および既存登記簿だけで消極的な審査だけをするようにしている。しかし不実登記を防

止して登記の信頼性を向上するために登記官の審査権の具体的な範囲はどのようなもので

あり、不動産登記法が規定している共同申請主義、当事者出席主義と登記申請時の添付書

面などの調査をどのように調和がとれるようにすることによって登記の信頼性を向上する

つもりなのかと考えることは重要な問題といえるはずである。 
形式的審査権を付与する場合と実質的審査権を付与する場合にはそれぞれ一長一短が

ある。今の我が国のように形式的審査権が付与される場合には登記の迅速性を促進できる

長所があるが、登記の正確性が減少 
 
【原文 42 頁】 
 
するという点は弱点と指摘される。この報告書で主に議論される登記原因証書の公証を義

務化することが私的領域で登記の真正性を確保するための試みということならば、登記官

に実質的審査権を付与する制度は公正[仮訳者注：原文ママ。「公的」の誤植か。] 領域で登記の

真正性を確保するための努力であろう。 
登記官の審査権と関連して現在の大法院判例の立場 45 を調べれば‘登記公務員は登

記申請に対して実体法上の権利関係と一致するかどうかを審査する実質的審査権限はなく

てただ申請書およびその添付書類と登記簿によって登記要件に適当なのかどうかを審査す

る形式的審査権限の外にはない。’とする。そして登記官の形式的審査権が正しく遂行され

たかを判断できる基準は次の判例 46 を調べれば知ることができる。‘登記公務員は登記申

請に対して実体法上の権利関係と一致するかどうかを審査する実質的審査権限はなくてた

だ申請書類と登記簿によって登記要件に適当かどうかを審査する形式的審査権限しかない

が、登記公務員としての通常の注意を払えば提出された登記権利証などが真正に作成され

たのではないということを識別できたにもかかわらず、これを見逃したとすればこれはそ

の形式的審査権限を行使するということにおいて守らなければならない注意義務に違反し

たのである。’ 
登記官の審査権を拡大するためには登記公務員の資質向上と専門職化が先決問題とし

て提起される。47 資質向上と専門職化のためには最初に、登記に関する専門教育を受けた

者を公務員に指定しなければならないだろう。二番目、登記専門教育を受けて登記公務員

に指定された者は登記公務員として専門性を確保することができるように最小限 2－3 年

程度は継続して登記事務を取り扱えるように制度化することが必要であろう。三番目に、

                                                   
45 大法院、1995.1.20.宣告 94마 535 判決 
46 大法院、1989.3.28.宣告 87다카 2470 判決 
47 キム・ホシク、「不動産登記簿の信頼回復のための若干の考察」、『裁判資料』第 6 集、法院行政処、

1980,p.420-421 
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ドイツの場合のように登記業務を専門担当する機構を新設してドイツの司法管理官に準ず

る登記公務員を養成して登記事務だけを取り扱うようにする方案を検討してみることもあ

るだろう。 
 
나．登記簿と台帳の一元化 

 
【原文 43 頁】 
 

私たちの民法第 99 条を見れば‘土地およびその定着物は不動産である’と規定され

ている。すなわち、私たちの民法は土地と建物を別個の不動産として取り扱っている。し

たがって不動産登記法でも第 14 条を通じて登記簿は土地登記簿と建物登記簿に区分され

ている。一方、不動産の現況に関する公簿(台帳)としては土地台帳および建築物台帳を置

いていて地籍および建築法に基づいている。このように我が国は不動産に対する公示簿と

して登記簿と台帳という二種類の帳簿を有しているわけである。 
登記業務と地籍登録業務はそれぞれ他の機関で掌握している。48 登記は不動産物権の

公示と取引の安全を図る制度なので司法府で掌握していて、登録は土地に関する情報を測

量して効率的な土地管理と所有権の保護に貢献できるように(地籍法第 1 条参照)、そして

建築物の所有、利用状態を確認して建築政策の基礎資料として活用することができるよう

に(建築法第 29 条第 1 項本文参照)国土海洋部で掌握している。 
登記および台帳制度二元化の成功の有無は帳簿制度の完備の有無にかかっているとい

っても過言ではないので最も根本的な問題は不動産の現況を正確に把握して帳簿に登録す

ることである。万一、現在の台帳が不動産の現況を正確に登録していないというならば、

これを正すことが直ちに先決的になされなければならないことであることで、建物新築な

どで新しい不動産が帳簿に登録される場合には不動産の現況を正確に記載できる制度的装

置を確実に準備することが重要であろう。しかし現在の我が国の土地台帳制度は不動産の

現況をそのまま台帳に表示していないという批判が持続的に提起されている。このように

登記は登記簿で登録は台帳でそれぞれ行われる理由で両公簿に登載された内容が不一致と

なって紛争が持続的に誘発されているので登記簿と台帳を一元化することを主張する見解

が提起されるのである。49 
すなわち、登記と台帳の一元化というのは登記簿と台帳の両公簿を統合して一つの台

帳で作って登記簿の表題部に台帳としての機能と役割をするようにして、従来の土地台帳

および建築物台帳は廃止しようという主張をいう。両 
 

                                                   
48 クォン・ヨンジュン、前掲論文、p.48。 
49 ホン・グァンヒ、「不動産公示制度の改善方向に関する研究」、大邱（テグ）大学校博士学位論文、

1992,p.196 
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【原文 44 頁】 
 
公簿の一元化は今後私たちの登記および地籍制度が進まなければならない理想論であろう。

登記簿と台帳が一元化されるならば両者間の公示不一致を防げるだけでなく登記の推定力

を強化させて登記の無効化を防ぐことによって間接的にも不実登記による問題を防げるだ

ろう。しかし現在の不実登記をそのまま放っておいたまま、そのまま単純に二つの公簿を

統合してしまうのはかえってもっと大きい混乱を起こす恐れがある。 
隣国である日本で元来この登記簿と台帳の二元化問題は先に発生した。しかし日本は

二元化による弊害を克服するために 1960 年にすでに不動産登記法を全面的に改正して二

つの公簿を統合するのに成功した。我が国ではどの時点ででも一元化が可能なのか現実的

には分からない。 
 
다．印鑑証明制度の改編ないし強化 

 
上で調べたとおり登記申請時には印鑑証明を提出するようにする場合が多い。印鑑証

明が登記意思の真正性を確認する非常に重要な道具として使われるためである。したがっ

て登記畢証と合わせて印鑑証明が登記原因証書の公証に代える機能を遂行しているとも見

えるが、現在は印鑑証明より優秀な社会的機能を遂行できる代替方案を探しているところ

である。50 印鑑証明制度の改編ないし強化という議論もこのような代替方案を探す動きの

中で提起されている。 
まだ確立された方案が出てきたわけではない。ただし現在までには捺印を署名に変え

て印鑑証明書の代わりに本人署名事実確認書を発行する方案が有力に検討されている時点

である。印鑑証明書は実質的にほとんど代理発行でなされる場合が多いが、署名に変える

場合には一定水準の不便が予想されるけれども代理発行が不可能になるので意思の真正性

を確認するのにより一層非常に重要なことと予測される。また、オンライン電子認証、電

子委任状、署名登載身分証活用などの方案も検討されている。 
 
【原文 45 頁】 
 
第 3 章 登記原因証書公証に対する国内の議論 
 
 
Ⅰ．現行公証制度概観 

                                                   
50 ナム・ヒョスン、「間接証明方式の現行印鑑証明法における印鑑証明書の本人推定力：印鑑証明の本

質と印鑑証明書の機能に対する分析に基づいて」、『ジャスティス』通巻第 59 号(2006.12)を参照すれ

ば印鑑証明制度の改善に対する議論が詳しく紹介されている。 
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1．沿革 51 
 

韓国の公証制度は 1913.3.17.朝鮮公証令が制定されて同年 5.1.公布、施行されてはじ

めて専門的な公証人制度が導入された。しかし日帝強制占領期間には公証人のうちに朝鮮

人が 1 人もいなかった。大韓民国に公証人法が最初に制定されたことは 1961.9.23 であり、

この当時にも公証人の数字は 10 人程度に過ぎなかった。 
大韓民国公証制度に本格的な大変革をもたらしたものは 1970 年簡易手続による民事

紛争事件処理特例法が制定、公布されて弁護士の組合体である合同法律事務所が法務部長

官の認可を受けて公証業務を取り扱ってからである。これを通じて専任公証人と兼業公証

人による二元的制度に発展して現在まで受け継がれてくることになったのである。

1982.12.31 に弁護士法が改正されて組織的、専門的法律業務ができる法務法人制度が導入

され、合同法律事務所とはまた別の法務法人の構成員である弁護士が公証業務を執行でき

る三元的制度になった。52 公証認可合同法律事務所は 2005.7 月に経過規定を置いて廃止

になって現在は弁護士法附則第 6 条に基づいて従来の規定によって認可を受けた合同法律

事務所が公証人の業務を継続実行することができるようになった。 
最近 2010.2.7 には公証人法が改正されて宣誓認証、電子公証制度が導入されて公証人

の任命、認可基準が厳格になり、公証人に対する懲戒が強化される一方、不実公証に対す

る改善策として認可公証人を含んだ公証人定員制が導入されて公証事務所の乱立を遮断で

きる基盤が用意された。(公証人法第 10 条) 
 
【原文 46 頁】 
 
2．根拠法令 

 
一般法令では公証に関する基本法である公証人法と公証人法施行令、公証書式使用等

に関する規則、公証人手数料規則、公証人書類保存規則などがあって弁護士公証制度を規

定した弁護士法、在外公館公証法、確定日付に関する民法附則と規定がある。 
それ以外に特別な規定では遺言公証に関する民法第 1068 条、定款の認証を規定した

商法、保険業法条項、株式会社設立に関する公証人の調査報告を規定した商法条項、事実

に関する公正証書の一種である拒絶証書に関する手形法、小切手法条項がある。公正証書

の内で金銭、有価証券、代替物の一定数量の支払を目的とするものは執行力があって、そ

                                                   
51 チャン・ジェヒョン、「韓国公証制度の現況と改善方向」、『ジャスティス』通巻 101 号、2007,p.152.

以下を主に参照した。 
52 ユン・ジョンソプ、「公証認可合同法律事務所と法務法人の創設趣旨と進路」、『大韓弁護士協会誌』、

第 126 号、1987.2,p.69－71 
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の執行手続きに関する民事執行法規定も存在する。 
 
3．公証業務執行者の資格 

 
公証人は法務部長官によって任命され、または認可される。法務部長官によって任命

された公証人を任命公証人、認可された公証人を認可公証人という。 
 
가．任命公証人 

 
任命公証人は通算して 10 年以上法院組織法第 42 条第 1 項各号 53 の職に在職した者

でなければならない。したがって任命公証人は判事、検事、弁護士の資格がある大韓民国

国民の内から任命する者であり公証業務を担当、処理する一般的な公務員である。公務員

の身分を持っているが一般公務員と異なり国家から給料を受けることはなくて手数料を受

けてそれで公証事務所 
 
【原文 47 頁】 
 
維持費用を支出して残ったものを自己の収入にする自由業者である。公証人の定員および

身元保証金に関する規則によれば現行任命公証人の定員は 86 人である。 
 
나．認可公証人－法務法人、公証認可合同法律事務所 

 
認可公証人は任命公証人の資格を備えた 2 人以上の構成員弁護士を持つ法務法人など

でなければならない。弁護士法によれば法務法人を設立するために法務法人の構成員は 3
人以上でなければならず、そのうちの 1 人以上が法曹経歴 5 年以上保有者でなければなら

ない。(弁護士法第 45 条、2011.5.17.改正で資格条件が緩和された。) 構成員でない法人所

属弁護士はもちろん公証業務を行うことができなくて、各地方検察庁所属認可公証人の定

員数は現在 200 人に制限されていて改正案では 186 人の案が提案された。54 
 

                                                   
53 裁判所組織法第 42 条第 1 項各号は次のとおりである。 

1．判事・検事・弁護士 

2．弁護士の資格がある者で国家機関、地方自治体、国・公営企業体、政府投資機関その他法人で法律

に関する事務に従事した者 

3．弁護士の資格がある者で公認された大学の法律学助教授以上の職にあった者 
54 現行規定の 367 人は別にする。 
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다．公証人の所属 

 
公証人法第 10 条で規定することを公証人は各地方検察庁所属にして、各地方検察庁

所属公証人の定員は地方検察庁の管轄区域ごとに法務副長官が定める。この場合地方検察

庁管轄区域の面積、人口などを考慮して必要だと認めれば管轄区域を細分して定員を定め

ることができる。また、公証人がいない地域のために公証人法第 8 条が規定しているよう

に、法務部長官は地方検察庁の管轄区域に公証人がなく、または公証人がその職務を遂行

することができない場合、または、住民の便宜のために必要だと認める場合にはその管轄

区域の検事や登記所長に公証人の職務を遂行するようにすることができる。 
 
4．公証業務の主要内容 55 
 

公証人の主要業務は公証人法第 2 条に基づいて①法律行為やその他の私権に関する事

実に対する公正証書の作成、②私署証書または、電子文書など 
 
【原文 48 頁】 
 
(公務員が職務上作成したものは除く)に対する認証、③公証人法とその他の法令で公証人

が取り扱うように定めた事務を処理することを職務とする。 
 
가．公正証書の作成 

 
公証人は当事者あるいは関係人の嘱託を受けて法律行為やその他の私権に関する事実

に対する公正証書を作成する。公正証書は公証人が直接作成する公文書なので強力な証拠

力が付与される。公証人は証書を作成するために嘱託人の顔と氏名を知るべきで、それを

知らない場合には証明書などを提出する方法等を通して嘱託人の身元を確認しなければな

らない。もし代理人が嘱託人である場合ならば同法第 31 条により代理権を証明する証書

を提出するようにするべきで、第 38 条により公証人はその者が作成した証書をすべての

参席者に読み聞かせ、または閲覧するようにして嘱託人または代理人の異議がないという

ことを確認してその旨を証書に書かなければならない。それぞれの旨を書けば公証人と参

席者は各自証書に署名捺印しなければならない。公正証書の作成と関連して制限される場

合は公証人法第 25 条にある。法令に違反した事項や無効な法律行為、無能力によって取

り消しできる法律行為の場合には公正証書を作成することはできない。 
公証人によって作成された公正証書の内容が一定の金額の支払やその他の代替物また

                                                   
55 大韓公証協会、『公証実務』、p.22-33。 
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は有価証券の交付を目的とする請求に関するもので債務者が強制執行を承諾した記載があ

るものを執行証書というが、期限が到来するなど条件が成就すれば債権者は公証人に上の

公正証書正本を提出して執行文を受けて判決手続きを省略してすぐに強制執行に着手でき

ることになる。返済などで債権が完全に消滅し、または契約の解除または取消があって契

約が全部解消された場合には当事者双方の嘱託で公証人はその公正証書の原本にその事実

を付記することができる。 
 
나．私署証書の認証 

 
法律行為をした当事者が作成した私署証書が真の作成名義人の意思 

 
【原文 49 頁】 
 
によって作成されたことを公証人が確認してその証明文言を記載することによって私署書

証の認証が完成される。英米法系では認証が公証業務の中心となるというが、大陸法体系

に従う韓国では公正証書の作成が主業務であり認証はこれよりは従たる業務といえるだろ

う。56 
私署証書の認証は当事者が公証人の面前で私署証書に署名または記名をして記名捺印

は公証人が直接見て確認するようにする面前認証と、私署証書への署名または記名捺印は

公証人が見る前でしたのではなくそこに署名または記名捺印した当事者やその代理人が公

証人の前に出てきてその署名または記名捺印を本人がしたものだということを聞いてこれ

を確認する自認認証がある。私署証書の謄本に対する認証は私署証書と対照してそれと一

致することを認めた後その事実を書く方法で行っている。私署証書に字の挿入、削除、修

正、欄外記載またはその他の訂正された部分がある場合、または破損やその他に外見上顕

著に疑うほどの理由がある場合にはその状況を認証文に書かなければならない。また、公

証人は同法第 57 条の 2 第 1 項により私署証書に認証を付与するとき嘱託人が公証人の前

で私署証書に書かれた内容が真実であることを宣誓してこれに対し署名または捺印した場

合や私署証書の署名または捺印を確認した場合にはその宣誓事実を証書に書かなければな

らない。 
 
다．定款および法人議事録の認証 

 
株式会社など商法による法人が設立される場合に、会社設立当初に作成した定款が法

令に違反し、またはその他の欠陥で無効化される危険がある。そうなると会社が初めから

                                                   
56 チャン・ジェヒョン、前掲論文、p.153。 
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設立されなかったことになり得て、それによって多くの取引関係が混乱をもたらす恐れが

ある。したがってこれを防ぐために会社設立時に作成する原始定款に公証人の認証を受け

るように強制している。(商法第 292 条参照) ただし、小規模会社の創業活性化のために専

ら、資本金総額が 10 億ウォン未満の会社を第 295 条第 1 項により発起設立する場合には

同法第 289 条第 1 項により各発起人が定款に記名捺印または署名することによって効力が

発生する。 
 
【原文 50 頁】 
 
라．確定日付の押捺 

 
確定日付は特定の日にその文書が存在していたとのことを証明するために公務員や公

証人が私署証書に書き込み、または日付印を押すこととして、それはその文書作成の時期

を判断するにあたって大変重要なことで公証力を持つ。確定日付印を押すことができる者

に公証人が含まれて、公証人以外では法院書記、検事、登記所公務員、洞事務所などが含

まれる。 
 
마．その他業務 

 
その他に拒絶証書の作成、株式会社設立に関する調査報告、信託財産の表示、財産の

封印評価の参与などがあるが上の가～라の業務に比べて実際の業務が多くされていること

はない。実質的に最も頻繁な業務はどうしても公正証書の作成と私署証書の認証になるだ

ろう。 
 
 
Ⅱ．登記原因証書公証制度導入の必要性に対する賛否議論 57  

 
1．登記原因証書公証制度導入に関するこの間の立法的議論 
 

登記原因証書の公証制度導入はすでに民法改正作業で 2 度も議論になった主題である。 
しかし毎回このような努力が成し遂げられることはなかった。 

初めて議論になったのは 1981 年 5 月から始まった民法改正作業であった。民法、商

                                                   
57 この部分は概してホン・ソンジェ、「登記原因証書の公証制度導入」、『法科政策研究』第 6 編第 1

号、2006；クォン・ヨンジュン、「登記の公信力と登記原因証書の公証研究」、『2010 年度法務部研究

サービス課題報告書』、2010；チョ・ジェヨン、「登記原因証書の公証制導入に関する研究」、『漢陽

（ハニャン）法学』第 19 巻第 3 号、2008.10；キム・パンギ、「不動産登記原因証書制度の改善に関

する小考」、『財産法研究』第 24 巻第 3 号(2008)を参照した。 
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法改正特別審議委員会小委員会では民法改正案で民法第 186 条第 2 項に‘前条の登記は公

証された書面を基礎にしなければならない。登記原因証 
 
【原文 51 頁】 
 
書は売渡証書とする。’という案を民法分科委員会全体会議に提案したが 1982 年 8 月 26
日第 9 次会議で否決 58 されたことがある。このような案が否決された理由は司法書士(今
の法務士)の主業務は登記事務であるが、もし不動産売買にあって公証人に行って売渡証書

の公証を受ける過程が必ず伴うべきだとすれば売買当事者は司法書士でない公証人に登記

事務まで一緒に委嘱することになるだろうから司法書士の主要業務である登記業務が公証

人である弁護士に移るという司法書士団体(大韓司法書士会協会－現大韓法務士協会)の激

烈な反対があったためであった。その結果司法書士の監督機関である法務部もこのような

登記原因証書の義務的公証に対し反対意見を表出した。また、数的に制限されている公証

人が全国各地で不動産が売買されるのをどのように公証できるのかが問題点として指摘さ

れた。 
その後で二番目に 2004 年まで法務部主管で運営された民法改正特別分科委員会でも

‘不動産取引公証制度導入の有無’という主題で会議が継続して進行 59 された。当時政府

次元で投機的不動産需要を遮断するための対策を講じている間で法院行政処が不動産取引

時に必ず公証人の公証を受けるようにして公正証書に私法的効力を付与しようという案を

提示したのである。しかしこの制度が不動産登記制度のように登記の公信力、全般的な私

的自治と絡む大きな制度改革であるから生半可に推進することはできない問題なので法務

部では法院行政処に不動産取引公証制度を導入する場合、その必要性の有無、時期などに

対し小委員会で議論することを提案した。その当時に民法改正委員会で議論された意見を

整理してみれば次のとおりである。 
1) 不動産取引公証制度の導入は政策的な問題として、公証をすれば今よりは登記の真

正性は高まるものでも、このために入れなければならない費用を考えてみるとき我が国で

まだ適切な時期ではないとの見解、2) 不動産取引公証制度の導入は現時点でも妥当だと見

られるが色々な側面での補完が必要だという見解、3) 不実登記を防止するために公証制度

を認めるならば取引当事者の不便のみあって不実登記の問題は解決されないこと 
 
【原文 52 頁】 
であり、公証業務を巡り集団間の葛藤だけを引き起こすという見解、4) 透明な制度確立の

                                                   
58 ファン・ジョクイン、「登記義務主義の必要性」、『クァク・ユンジク教授화갑[仮訳者注：華甲；61

歳(還暦)の意味]記念論文集民法学論叢』、1985.12.p.166；キム・パンギ、「不動産登記原因証書制度

の改善に関する小考」、『財産法研究』第 24 巻第 3 号(2008),p.50 
59 法務部、『民法(財産編)改正資料集』、2004.11,p、236。 
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ために公証が必要なことは事実でも、その時期や人材および諸般制度関連問題などが存在

するという見解などである。しかしこのような議論にもかかわらず民法改正特別分科委員

会では明白な結論を下せないまま、長期的にドイツ式公証制度に対する研究が必要だとい

う結論だけを下して今後の研究課題として再び留保したことがある。 
このような沿革を見れば知ることができるように登記原因証書に対する公証制度導入

に対する賛否論議はとても互角に進行された。2007 年に再び法務部で民、商事経済法令重

点課題として‘不動産取引公証制度’を導入することを検討するという立場を発表した以

後再びこの議論に対する関心が再照明された。賛否論議に対する論拠を整理してみれば次

のとおりである。 
 
2．賛成論 

 
가．不実登記の防止 

 
不実登記の防止という根拠は登記原因証書の公証制度導入の有無に関する議論自体が

存在するにあたって最も重要な理由であろう。これによれば現在存在する不実登記の減少

方案は目的を十分に達成することができずにいると見る。当事者出席主義と共同申請主義

が義務化されるがほとんどの登記権利者と登記義務者は全部法務士に双方代理申請をする

ので出席主義と共同申請主義の原則的意味が退色しているのが現実である。また、印鑑証

明書は代理発行が可能なので不正使用の可能性はいつも存在することであり、登記畢証に

関しては不動産登記法第 51 条によってそれが滅失した場合にも登記義務者などは登記申

請ができる。したがって賛成論者によれば登記原因証書の公証を受けることだけが最も効

率的な不実登記を防止する方法だというものである。 
不動産登記制度の理想はやはり実体的物権変動を正確、速かに公示することによって

不動産取引の安全に尽くそうとしたところにあることなのに、迅速と正確という目標には

相反関係(trade-off)が存在するので両者間の調和 60 を試みる 
 
【原文 53 頁】 
 
ことが大変重要である。ここで登場する問題は登記公務員の審査権なのであるが、登記手

続上の適法性の有無だけを審査する形式的審査主義とその他の登記原因の存否と効力まで

も審査させる実質的審査主義が対立する。 
形式的審査主義は迅速性という目標を達成するのは適合するが登記簿の真正性保障に

は不十分なもので、実質的審査主義は真正性を保障するのは強みを有しているものである

                                                   
60 ホン・ソンジェ、前掲論文、p.189－194 
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が登記手続きの遅延で国民の財産権行使に支障を招くという点で一長一短がある。61 現行

法上でこのような主義の欠点を補完して合理的な審査をするために最も効果的な方案が登

記原因の公証制度ということができる。登記原因の真正性が公証人によって作成された公

正証書によって担保されることができるならば、登記公務員が今のように公証の形式的適

法の有無だけ審査すればよいといっても、正確な登記簿維持と迅速な登記という不動産登

記制度の理想を実現するのに一歩進むことができる道が開かれることができるためである。 
 
나．不動産投機の抑制 62 
 

不動産投機の手段で悪用されてきた名義信託や中間省略登記、登記原因の虚偽記載な

どを規制するために不動産登記特別措置法、不動産実権利者名義登記に関する法律などが

制定されて施行されてきている。しかし刑罰、行政罰 63 または課税のような事後的な意味

での公法的規制は問題を解決して予防するところにあっては根本的な対策になれなくてか

えって他の違法行為を助長する危険性があって、私的契約を国家公権力の乱用を通じて過

度に規制するという批判を受けることができる。今は事後の公法的規制から脱却して不動

産取引時に契約締結段階から法律専門家を参加させることによって事前的で司法的な規制

をすることが必要な時期がきたという意味 
 
【原文 54 頁】 
 
で説得力を有している主張である。 
 
다．不動産登記の公信力認定の前提 

 
登記の公信力は真実の権利関係と登記が不一致でもそういう不実登記を信じて取引し

た相手方を保護しようとする原則といえる。民法第 249 条を見れば動産取引においては善

意取得が認められているけれど、不動産取引においてはこのような規定がない。すなわち、

我が国では登記の公信力が認められないでいるのに 64、公信力認定において最も大きい障

                                                   
61 クァク・ユンジク、「登記原因証書の公証」、『法学』第 27 巻第 2－3 号(ソウル大、1986),p.341。 
62 チョ・ジェヨン、前掲論文、p.108 
63 2006 年 1 月 1 日から不動産売買契約を締結するところにあっては売買契約書を作成した不動産仲介

業者に対し実取引価格申告義務を賦課して義務違反時過怠金を納付するようにしている。しかし仲介

業者と取引当事者が通謀をして実取引価額を虚偽申告する場合に関しては過怠金が実効的な制裁にな

ることはできないだろう。 
64 不動産取引で善意の第三者を保護する規定が全くないわけではない。善意の第三者保護のための信頼

保護規定で民法第 107 条第 2 項、第 108 条第 2 項、第 109 条第 2 項、第 110 条第 3 項、第 548 条第

1 項但書などがある。 
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害物として存在している理由が正に我が国の登記がまだ信頼できないという点である。65

それなら登記の公信力を認めるためには必ず登記原因証書の公証が必要なことであろう

か? 
この質問に対する回答を下すためには公信力が民法で要求される理由、不実登記を防

ぐために原因証書の公証制度を導入しようとする理由すべてに不実登記が存在するという

点を優先的に確かめて行かなければならない。不実登記が多い場合に取引当事者の安全を

図るためならば公信力の必要性が大きくなることなのであるが、一方では本来不動産権利

者などの権利が侵害される危険もそれだけ大きくなることであるから登記の信頼性と公信

力の認定必要性には必ず量の相関関係があるということはできないこと 66 である。 
だが、不実登記が多いならば制度の変化を成し遂げるといっても法的危険の総量も大

きくなるので法的危険を減らすための試みが必要だという点で公証制度を代案として打ち

出すこの意見には説得力がある。もし不動産登記変動に公信力を認めて第三者が負担した

法的危険を元権利者に移転することになるならば、法的危険の総量は不実登記の数字に比

例して大きくなるためである。制度を変化するにあたって制度が望ましい変化をもたらし

てもそれに付随して発生する社会的費用が途方もないならばその変化を簡単に追求できな

い理由がある。現実的に不実登記がたくさん存在して登 
 
【原文 55 頁】 
 
記の信頼性がまだ非常に低い状況で公信力に対する立法的態度をたやすく変えることがで

きないならば、不実登記を減少するようにできるように登記原因証書の公証制度を導入し

ようという意見で公信力に関連した議論と連係できる交点を探せるはずである。 
比較法的に見てもドイツやスイスでも登記原因を公正証書で作成するようにして登記

が実体的真実関係に接近するように制度的装置を用意した後にはじめて登記の公信力を認

めた事実を見守ればこの意見はより一層説得力を得ることができる。しかし公信力認定の

ためには必ず取引安全を保護しなければならない社会的必要性、不実登記の発生を防げる

制度の完備とともに権利を剥奪される真の権利者を保護できる制度的装置が前提にならな

ければならない。したがってドイツ民法では真の権利者に自身の権利を保護できるように

登記訂正請求権を認めて不実登記を実体関係に符合するようにすることができる権利を付

与している。また、登記訂正がされるまで公信力を排除できる異議登記をすることで登記

訂正請求権を保全することができる。 
我が国でももし不実登記を予防するための方便として登記原因制度の公証制度を導入

して登記の公信力までも認めることになるならば、真の元権利者を保護するための方便を

                                                   
65 クォン・ヨンジュン、「登記の公信力-1957 年、そして 2011 年」、『法曹』 vol.661,2011.10,p.39。 
66 クォン・ヨンジュン、前掲論文、「登記の公信力」、p.40。 
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用意するにあたって考慮してみる価値のある良い制度だと考える。 
 
라．民事紛争の事前的予防の必要性 

 
登記原因証書の公証が義務化されるならば法律専門家である公証人が契約締結時から

不動産取引に参加することになるので契約の無効、取消理由があるのかあらかじめ確認す

ることができる。法律的助言を受ける機会が常時提供されることができることであるから

軽率な契約締結の可能性を減らすことによって不動産取引の真実性および有効性がより担

保されることができて事後的な紛争を初期に防止することができる。また、このような手

続が存在するという事実自体によって当事者に、もう一度本人の売買契約の意味を再確認

してみられるようにする契機を持てるようにして、約束を守るという心を付与することに

よって事実上の強制力 67 を高める付随的な 
 
【原文 56 頁】 
 
効果も得ることができることだと予想される。 

特に抵当権の執行力の根拠として登記原因証書の公証制度を導入しようという見解 68

もある。ドイツでは抵当権登記を申請するとき土地所有者の登記承諾書に署名を要求して

公定力を認めているところ、このように抵当権登記簿謄本の証明力が我が国よりはるかに

強力にも関わらずこれに対して執行力を認めていないのに比べて、我が国では抵当権設定

登記を申請するにあたって公証人の関与が要求されないでいる。また、登記に事実上の推

定力だけが付与されているにも関わらず執行力を付与するので予防司法の立場ではなはだ

危険で頻繁な紛争が発生する余地がある。したがってこの見解はこのような紛争を事前に

予防するためにも登記原因証書の公証制度導入が必要だという点を指摘している。 
最後に仮に登記簿と台帳が皆滅失される事態が発生したとき公証人が保管する文書が

既存の権利関係を証明することができるとても重要な資料として使われることができる 69

点も新しい根拠として提示されている。 
 
3．反対論 

 
制度を導入するにあたってその制度が目的の正当性を認められて、どれだけ制度の導

入についてくる肯定的な効果が予想されるといっても、導入と一緒に付随する社会的費用

が制度の導入による便益を超過するならば新しい制度の導入の妥当性はその実効性をまも

                                                   
67 クォン・ヨンジュン、前掲論文、「登記の公信力と登記原因証書の公証研究」、p.55 
68 キム・サンヨン、「登記原因証書の公証強制」、『釜山地方弁護士会誌』第 13 号(1995.12),p.76－77。 
69 チョ・ジェヨン、前掲論文、p.108。 
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なく失うことになるだろう。反対論ではいつも費用便益分析を利用して費用が便益を超過

するという論理が登場したのに、この報告書後半部に集中して説明しようと思う費用便益

分析が現時点で登記原因証書公証制度の導入可否を判断するにあたって最も重要な判断基

準になることだと考える。反対論を大きく区分してみれば最初に、不実登記の防止策で不

十分のみならず、二番目、国民に過度な負担だけを抱かせることで、最後に、迅速な取引

と私的自治の原理に背く後見主義的 
 
【原文 57 頁】 
 
発想にすぎないという意見で整理されるであろう。 
 
가．効果的な不実登記防止策として不十分 

 
現在の不実登記を防止するために登記を申請するとき当事者出席主義、共同申請主義

および各種通知制度などを運用しているが、実質的に新しい規制を屋上屋の形式で導入す

ることがどの程度の効果を出せるかに対する疑問点を提示する見解である。もし現在の登

記システムでも文書を偽造して不実登記を完了できる場合ならば、公証制度を選ぶといっ

ても身分登録簿や登記など関係書類自体をいくらでも偽造でき、それにともなう不正手段

もより一層強化されるために格別実効性がない。すなわち、契約書の偽造がありえるなら

ば公正証書まで偽造するのも難しくないために公証によって不実登記自体を根絶するのは

難しいということである。特にもし私署証書認証の方式を選ぶならば偽造の可能性はより

一層高まって、登記原因証書の公証制度がないという事実のために不実登記がさらに多く

発生するという点を立証するだけの資料もない。 
 
나．国民の負担増加 

 
全体不動産登記件数が数百万件だと言うなら登記原因の不実による事件数は数十件に

過ぎない。70 2004 年度所有権移転登記関連資料について不実登記の比率を推算してみた

先行研究結果を要約してみれば所有権に関する移転登記が合計 4,283,762 個でこの中で所

有権に関する抹消登記が 22,711 個、その中に判決によって抹消された登記の個数は 3,953
個であった。判決で抹消された 3,953 個の中で任意に 100 個を選定した後に判決文を調査

して抹消理由を把握したところ、その中で公証および公信力に関連した不実登記の個数は

                                                   
70 クォン・ヨンジュン、前掲論文、「登記の公信力と登記原因証書の公証研究」、p.84－85 を参考にす

れば不実登記と関連した不実登記は統計的に計算してみた結果全体所有権に関する登記中最小

0.0012%、最大 0.0098%と推定される。(信頼区間 95%として計算)。実際には正確な資料を求めるの

がかなり難しくてこのような統計作業も概略的に推算してみた程度に過ぎないことを考慮するならば

かえって不実登記の比率はより一層低い可能性も無視することはできない。 
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6 個に 
 
【原文 58 頁】 
 
過ぎなかった。算術的に単純計算してみれば 3,953 X 0.06 = 237 個が求められるが、信頼

区間を統計的に計算すれば最小 53 個、最大 421 個を求めることができる。これは全体所

有権に関する登記 4,283,762 個の中最小 0.0012%、最大 0.0098%に該当する比率である。 
もちろん不実登記の数が全体所有権登記に比べて非常に低い比率を占めるということ

を否定できなくても不実登記によってもしも善意の被る個人の被害は無視することはでき

ない程度と見られないので公証制度導入の有無を深刻に考慮してみなければならないとい

う主張も説得力があるが、ごく少数の不実登記を防止するために公証制度を導入するとい

うことは善良な大多数の登記当事者に不必要な手続きと費用増大を招くという点で説得力

ある論拠としては不足した点が多い。また、登記原因証書の公証制度を導入することによ

って防止できる不実登記の類型は公証制度で防げる印鑑偽造の場合よりは公証制度と関連

がない不動産所有権移転登記などに関する特別措置法上の虚偽保証などによる不実登記が

多いので実際に防止できる不実登記の比率はより一層低くなるだろう。71 
国民の負担と関連してまた他の問題点として指摘されることは公証人が全国的に配置

されていることがないという点である。2011.6.15 日基準として我が国における公証人の

現況は次のとおりである。 
 
< 公証人現況表 72 > 
 

検察庁 任命公証人 
認可公証人 

代行庁 計 
法務法人 合同法律事務所 

ソウル中央 9 118 21  148 
ソウル東部 2 9   10 
ソウル南部  17 2  19 
ソウル北部 1 5   6 
ソウル西部 3 5 1  9 
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議政府 1 13   14 

                                                   
71 アン・テグン、「登記原因証書の公証と登記の公信力」、『法曹』 vol.591,2005.12,p 34-36。 
72 2011.6.15.現在の大韓公証人協会資料参考 
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仁川  21 1  22 
水原 8 36 1  45 
春川 1 2 1 2 6 
大田 2 7 1 2 12 
清州 2 8  1 11 
大邱 3 14 6 3 26 
釜山 2 12 7  21 
蔚山 2 7   9 
昌原 4 8  2 14 
光州 2 10 6 2 20 
全州  4 2 2 8 
済州 1 1 1  3 
計 43 297 50 14 404 

 
＜ 公証人がない地域代行庁 73 ＞ 
 

所属検察庁 代行庁(支庁管轄地域) 

春川（チュンチョン）地

検 

束草（ソクチョ）支庁(固城郡（コソングン）、束草市（ソクチョシ）、襄

陽郡（ヤンヤングン）) 

寧越（ヨンウォル）支庁(旌善郡（チョンソングン）、太白市（テベク

シ）、寧越郡（ヨンウォルグン）、平昌郡（ピョンチャングン）) 

大田（テジョン）地検 

論山（ノンサン）支庁(論山市（ノンサンシ）、鶏龍市（ケリョンシ）、扶

余郡（プヨグン）) 

公州支庁(青陽郡（チョンヤングン）、公州市（コンジュシ）) 

清州（チョンジュ）地検 ヨンドン支庁(永同郡（ヨンドングン）、沃川郡（オクチョングン）) 

大邱（テグ）地検 

尚州（サンジュ）支庁(聞慶市（ムンギョンシ）、尚州市（サンジュシ）、

醴泉郡（イェチョングン）) 

義城（ウソン）支庁(青松郡（チョンソングン）、軍威郡（クヌィグン）、

義城郡（ウソングン）) 

盈徳（ヨンドク）支庁(英陽郡（ヨンヤングン）、盈徳郡（ヨンドクグ

ン）、蔚珍郡（ウルチングン）) 

昌原（チャンウォン）地

検 

密陽（ミリャン）支庁(密陽市（ミリャンシ）、昌寧郡（チャンニョング

ン）) 居昌（コチャン）支庁(居昌郡（コチャングン）、ハヤン郡、陜川

                                                   
73 法務部提供資料；ハン・キチャン、「公証業務拡大方案」、『ジャスティス』通巻第 121 号

(2010.12),p.442.参照 
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郡（ハプチョングン）) 

光州（クァンジュ）地検 

長興（チャンフン）支庁(長興郡（チャンフングン）、康津郡（カンジン

グン）)海南（ヘナム）支庁(珍道郡（ジンドグン）、莞島郡（ワンドグ

ン）、海南郡（ヘナムグン）) 
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全州地検 

井邑（チョンウプ）支庁(井邑市（チョンウプシ）、扶安郡（プアング

ン）、高敞郡（コチャングン）) 

南原（ナムォン）支庁(南原市（ナムォンシ）、淳昌郡（スンチャング

ン）、長水郡（チャンスグン）) 

計 14 
 
 

次の資料を参考にしてみれば全国各地で頻繁に発生する不動産取引に比べて公証事務

所を担当する法務法人と公証認可合同法律事務所の大都市の偏重が激しいということが分

かる。74 公証事務所が広域単位を対象に業務を進めていて、公証業務を代行する代行庁が

検察庁に 14 個が設置されているといっても相変らずそれは公証に対する需要に比べては

不足するほかなくて、辺境地の村や島の住民が登記をするためには公証人がいる近隣大都

市まで必ず出て行かなければならないという不便も起きるだろう。 
かえって最近法務部は 2011.6.15 日付現在で 390 人である公証人(404 人の公証事務

所のうち 14 個の代行庁を除外)中任命公証人を若干上方修正する反面、公証認可合同事務

所、公証認可法務法人など認可公証人を現在の半水準に縮小するという方針を明らかにし

たことがあって公証人の数はより一層見通しに見える。全国的に大きな需要を持つ登記原

因行為公証を何百人に過ぎない公証事務室で担当することになれば取引の迅速性を害する

だけでなく公証が形式的になされてまた他の不実登記原因になるという指摘もある。 
 
다．規制緩和と取引迅速の理念に背馳 

 
登記原因証書に対する公証制度は迅速を要する登記民願事件の遅延を招くことは明ら

かで、規制緩和の要請に反する。不動産取引でにおいて登記原因に対し行政官庁の許可、

同意または承諾を要する行政規制制度の施行中で廃止または緩和された制度は下記のとお

                                                   
74 公証業務を担当する公証事務所の地域偏重が深刻だという記事がある。インターネット法律新聞、“公

証事務所ソウル偏重深刻”、2005.10.18 参照。 

http://www.lawtimes.co.kr/LawNews/News/NewsContents.aspx?serial=17282&kind= 
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りであること 75 である。 
1) 林野買収証明制度の廃止(97.4.10 法律第 53235 号で廃止)  
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2) 住宅取得許可制度の廃止(98.9.19 法律第 55715 号で廃止)  
3) 土地取引申告制度の廃止(99.2.8.法律第 59075 号で廃止)  
4) 外国人の土地取得に関する許可制度の緩和(98.5.25.法律第 5544 号で全面改正) 

公証強制はこのような時代的な流れと矛盾する。また、全体の登記進行プロセスを遅

延させるという点で登記の電子申請を可能にして手軽で迅速な登記をする方向とも背馳し

ていると言える。 
 
 
Ⅲ．登記原因証書公証制度の導入方案 

 
1．公証の範囲 

 
不動産取引契約を公正証書による公証書面に切り替えるということにおいて広範囲な

不動産取引中のどのような取引に限定して公証制度を義務化するかが問題になるだろう。

すべての法律行為による物権変動に対して認めるのか、でなければ不動産取引中契約によ

る所有権移転に限定するのかが優先的に決定されなければならないだろう。 
今後各国の法例に対する検討で扱う事項ではあるが、ドイツの場合には不動産所有権

譲渡の義務を負う債権契約だけで公正証書作性を義務化していてスイスではすべての取引

契約を公正証書で作成するようにしている。76 
登記の真正性を保障して不実登記の問題を根本的に減らしていくことのためにはすべ

ての物権の得失変更に対し公証を義務化することが理想的であろう。上において抵当権の

執行力の根拠を高めるために公証制度を導入しようという主張を調べたように、概して公

証強制を賛成する側で主に主張することでは所有権移転だけでなくすべての法律行為を対

象とする公証強制導入を意味すると見られる。 
ただしすべての法律行為による物権変動において公証を強制する場合には 

 
【原文 62 頁】 
 

                                                   
75 チェ・トンホ、討論意見：「登記原因証書に対する公証制度の考察」、『民事法学』18 号

(2000.5),p.286。 
76 キム・サンヨン、「不動産取引公証制度研究」、『法務部研究サービス』、2004.8,p.69。 
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現実的に短期間にそのすべての不動産取引契約を公証する公証人の確保が容易でないとい

う制約がある。また、現在の登記原因証書で使われている検認契約書制度を登記原因証書

の公示制度に切り替えるということが登記原因書面の制度転換を容易にすることができて、

不動産取引の真実性確保は概して不動産売買を中心とした取引分野でより一層切実に要求

されるところという点を考慮してみるならば、公証制度の義務化方案を導入することにな

る場合には契約による所有権移転に限定して優先的に導入して諸般条件が良くなるのを見

て他の物権変動にも拡大することができるかどうかを検討してみた方が良い。77 
 
2．公証の対象 

 
不実防止登記[仮訳者注：原文ママ]のための方案で公証制度を導入するならば何を公証の

対象とするのかに対しては学説が対立している。これは法律行為による物権変動において

何を登記原因として把握するかという質問と関連した問題であり、債権行為と区別される

物権行為の観念を認めるのかどうかおよび物権行為の有因性の有無に関する態度差により

結論が変わるだろう。 
 
가．原因行為説－債権行為とすることを主張する見解 

 
物権行為の有因性を認める立場では登記原因を原因行為である債権行為と見てこれに

対する公証をすることが妥当だと主張する。78 第一に、この見解は現行法に対する解釈を

基に出てきたものといえるのだが、現行不動産登記法第 48 条、第 52 条、第 53 条などを

参考にすれば売買および交換などの原因行為を登記原因と見ているということがわかる。

二番目、不実登記を減らすことがこの制度の目的なので法律専門家である公証人が契約締

結段階 
 
【原文 63 頁】 
 
から参加して売買当事者に法律専門家の助力を受けることができる機会を提供できるなら

ば登記原因を実際と異なるように記載すること自体を防止できて、当事者の軽率な契約締

結も防止することができる。三番目、債務が発生する場合にそのまま履行されるのかの可

否は不確かな状態にあるというために物権行為を登記原因証書とすることは望ましくない。

四番目、物権変動の全過程を明確にして中間省略登記の抑制および租税の不当な減軽、脱

税を防止することができる。 

                                                   
77 ドイツの場合には不動産所有権移転の場合、公正証書による公証を要求して、他のその他物権変動の

場合には私署証書の認証による公証でもすることができるように制度を運用している。 
78 クァク・ユンジク、「登記原因証書の公証」、『法学』第 27 巻第 2 号、ソウル大学校、1986,p.16。 
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しかしこの見解に対する批判としては最初に、売買代金の支払などの履行がなくて登

記が完了できてかえって不実登記が発生する可能性があるという点、二番目、物権行為を

公証する場合に比べてはるかに公証事件の数が多くなって公証管轄機関の不足した現実の

中で当事者の不便および費用をより一層加重させることができるという点、三番目、売買

契約自体は解除、無効、取消理由が多いものであるから債権行為自体に公証を受けるのは

公証費用の浪費と時間的損失を招来する可能性が多いという点などが提起される。 
 
나．物権行為説－物権行為とすることを主張する見解 

 
この見解は登記原因を物権行為で見て売渡証書などに公証をしようという見解であり

売渡証書が代金を全部受けてから登記権利証と共に買主に交付するものであるからかえっ

て公証に関連した費用を減少することができるという主張である。79 物権行為説の論拠は

第一に公証事件の数が債権行為を公証する時より顕著に減少することができてみて現実的

だという点、二番目、原因行為の履行段階で発生しうる不実登記を防止できるという点、

三番目、民事紛争は原因行為の履行過程に関して発生することも多いので物権行為を公証

して登記することが原因無効登記だけでなく民事紛争までも予防することができるという

点を上げる。 
しかしこれに対する批判として提起できるのは第一に、物権変動の全過程を公証人が

包括できないので中間省略登記などによる不実登記を防ぐことはできなくなるという点、

二番目に現在の使用している検認契約書を公 
 
【原文 64 頁】 
 
証書面に変更する程度に過ぎないというならばこれは要式行為に終わる危険性があり、例

えば二重契約書作成など既存の弊害の問題は全く直すことができなくて残すことになる可

能性が高いということである。 
 
다．債権行為と物権行為両者とすることを主張する見解 

 
この見解は不動産物権変動の原因となる債権行為と物権行為のすべてを公証の対象に

しなければならないという点を力説する。80 論拠として債権契約は不動産物権変動の要件

ではないが、現在の不動産所有権移転を内容とする契約の契約書に検認を受けているので

これをもし公証制度に切り替えることになるならばその対象を債権行為と物権行為両者で

                                                   
79 イ・ヨンジュン、『物権法』、パクヨン社、2004,p.170；キム・ヨンハン、「不動産登記制度の問題、

改善の理論と方向」、『法曹』第 27 巻第 11 号、法曹協会、1978,11,p.1.などを参照した。 
80 キム・サンヨン、前掲論文、「不動産取引公証制度研究」、p.70-71。 
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すべてすることが妥当だという点を上げる。この見解はドイツとは異なるように我が国で

は物権行為と債権行為が明白に分離することもなくて一つの行為で合体されるという前提

の下に両者をすべて公証受けなければならなくてその対象は検認契約書にならなければな

らないということである。 
しかしこれに対する批判としては我が国の場合、物権的合意の時期が不明確なだけで

なく、不動産取引の場合、物権行為の存否も普通の場合には問題にならなくて、検認契約

書を公証することに変えることに過ぎないならば物権行為説で提示した問題点はそのまま

残ることになって、最近改正された‘公認仲介士の業務および不動産取引申告に関する法

律’第 27 条第 4 項により実際の取引価格を申告した場合、買主は検認を受けたものと見

なす不動産取引申告制が導入されて検認契約書が登記原因証書として提出される場合がか

えって例外的という状況になったという点を指摘 81 とする。 
【仮訳者注】 

「公認仲介士の業務および不動産取引申告に関する法律」は、「公認仲介士法」[実施 2014.7.29] [法律第

12374 号、2014.1.28.、一部改正]により、法律名が「公認仲介士法」に改正されています。不動産取引申

告制度に関しては、「不動産取引申告等に関する法律」[実施 2017.6.3] [法律第 14340 号、2016.12.2。、一

部改正]が別に制定されています。旧「公認仲介士の業務および不動産取引申告に関する法律」第 27 条第

4 項と同趣旨の規定は「不動産取引申告等に関する法律」第 3 条第 5 項にあります。 

○ 旧「公認仲介士の業務および不動産取引申告に関する法律」第 27 条第 4 項 

仲介業者または取引当事者が第 3 項の規定による申告済証の交付を受けたとき（第 1 項ただし書により、

売主が申告済証の交付を受けたときを含む。）には、買主は、「不動産登記特別措置法」第 3 条第 1 項の規

定による検認を受けたものとみなす。  

○「不動産取引申告等に関する法律」第 3 条第 5 項 

不動産等の買主は、申告者が第 4 項の規定による申告済証の発給を受けた際に、「不動産登記特別措置法」

第 3 条第 1 項による検認を受けたものとみなす。 

 
라．検討 

 
政策的な観点で調べるならば、法律行為の無効や取消理由がほとんどの場合に債権行

為に存在するという点、取引の真正性保障や脱税防止、中間省略登記の抑制などのために

は契約締結段階から公証人が関与する必要があるという点、現行法がすでに原因行為を債

権行為で見ているという点などを考慮する 
 
【原文 65 頁】 
 

                                                   
81 クォン・ヨンジュン、前掲論文、p.63。 
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とき不動産登記を正当化させる登記原因は原因行為である債権行為で把握することが妥当

なことだと見る。実際に所有権登記をするのを正当化させる法律上の原因が物権変動を起

こすという意思を含む売買契約である債権行為であり、物権行為はこのような債権行為の

一連の過程に含まれたものだと見ることができるためである。 
また、検認契約書 82 を所有権移転登記申請時に添付するようになっている現行法制

下においては債権行為を登記原因とすることが妥当であろう。物権行為説に従う場合には

検認契約書の他に再び物権行為をしたという証書を提出しなければならないということな

のであるがそれは二重の手続を要求することであり実際に現実性がないというためである。

特に土地取引の許可を受ける場合や農地取得資格証明を受ける場合には第三者の許可、同

意、承認を要するときこれを証明する書類を提出するべきなのであるが(不動産登記法第

57 条)、このような許可等は物権行為を基準として判断するのではなく原因行為を基準と

して判断しているためである。 
ただし原因行為説に従う場合には上で指摘したように債権行為以後に事情が変わって

一方当事者が登記移転に進むことができない事情が起きたときに相手方がその意思に反し

て登記を完了しようとするかもしれない。しかし現実的にこのような事態が発生する可能

性は大きくなくて、これに対し備えてすべての事例について二重に公証を受けるようにす

るのは非効率的な側面があるので、債権行為に公証を要求するものの、共同申請主義等を

確実に維持することによって登記申請段階において双方の意思をもう一度確認するように

する方案を追加して債権契約を公証する時に発生する問題点を矯正することもできるだろ

う。 
 
3．公証の方法 

 
公証の方法には大きく公正証書の作成方式と私署証書の認証方式の二つに分類するこ

とができるであろう。登記原因証書に公証をするならばどの方式がより適合するのかに対

する考察が必要であろう。 
 
【原文 66 頁】 
 
가．公正証書の作成方式 

 
広義の公正証書というものは公務員がその者権限内で作成するすべての文書をいう。

一般的な意味で使われる公正証書は狭義の公正証書として公証人法第 2 条第 1 号により公

                                                   
82 クォン・ヨンウ、「検認契約書の使用と物権変動理論の修正」、『法学論叢』、檀国（タングク）大学

校、1989.11.p.81 面以下。 



不動産登記原因行為の公証制度義務化に 
よる社会的費用と便益に関する法経済学的分析研究』(2011.12.法務部) 

[司法書士長谷川清仮訳] 

 67 / 169 
 

証人が法律行為その他私権に関する事実に対して作成する証書を示す。狭義の公正証書も

財産法関係、身分法関係などの法律行為に関する公正証書と自ら実験した事実関係に関す

る事実実験公正証書 83 があるが、大部分は法律行為に関する公正証書であり登記原因証

書と関連した公正証書もこれに該当する。 
公証人が公正証書作成の方式で公証を行うには売買契約を締結しようとする当事者が

公証人の面前に出席してその者らの意思を表明するべきであり、公証人は自身が聞いた陳

述、目撃事実、実際に経験した事実および方法を証書に記載して署名捺印する方式に従わ

なければならないだろう。(公証人法第 34 条、第 38 条参照)。公証人が直接証書を作成す

ることになれば公証制度を導入する趣旨に符合することであってもそれだけ時間と費用が

たくさん必要とされるだろう。 
もし公証の正確性にさらに重心を置くべきだとすれば公正証書の作成方式を選ぶこと

が妥当だろう。公正証書作成方式を選ぶときには売買当事者の登記意思の真正性と共に登

記原因の実体的有効性までも確保できて、登記審査官の形式的審査権だけが認められる登

記システムの中で不実登記を減らす可能性をより高めることになるだろう。84 したがって

関連書類の偽、変造だけでなく契約の無効、取消など登記原因の実体的有効性に関連した

登記までも防げるだろう。ただ、この方式を選ぶためには公証人がより高い法律的専門性

を持った者にならなければならないことであるが、厳格な専門性を要求するために公証人

の数を縮小する方向を政策的な目的で設定するならばかえって国民が公証サービスの機会

を正しく享受することができる機会を減らすことも起きるという点で注意しなければなら

ないだろう。 
 
나．私署証書の認証方式 

 
【原文 67 頁】 
 

私署証書 85 の認証方式において‘認証’というのは文書が真正に成立したこと、すな

わち、文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことを証明することをいう。私署証

書の認証は公正証書作成と同様に公証人の業務の中で最も重要な部分を占めている(公証

人法第 2 条第 2 号)。同法第 57 条第 1 項によれば私署証書の認証は嘱託人にとって公証人

の前で私署証書に署名または、捺印するようにし、または私署証書の署名または捺印を本

人やその代理人に確認させるようにした後にその事実を証書に書く方法でしなければなら

                                                   
83 チョン・ビョンソ、「現行公証制度の問題点および改善法案に関する研究」、『法務部研究サービス』、

2005.3,p.24。 
84 チョ・ジェヨン、前掲論文、p.114 
85 私署証書は作成者が署名または記名捺印した私文書を意味する。(大韓公証協会、『公証実務』、

2004,p.126) 
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ない。したがって私署証書の認証の場合は不動産取引の両当事者によって作成された文書

に単に公証人が署名だけを確認するものであるから不動産取引契約の成立の真正性は確認

できるが、取引内容の真実性までは確保されると見ることはできない。ただし、当該文書

の署名または記名捺印の真正が証明されることによって、それによって文書の成立が推定

されることだと説明することが妥当なことである(民事訴訟法第 358 条－私文書の真正の

推定) 
私署証書の認証には原本の認証と謄本の認証の二種類があって、どの場合にでも公証

人が認証した証書に認証文を記載して署名捺印をしなければならない。認証のための記載

の部分は公文書となる。公正証書の作成方式とは反対に公証の効率性をさらに重要な価値

と感じるならば私署証書認証方式を選択することが妥当であろう。はるかに手軽で速かに

少ない費用で公証手続を成し遂げることができるもので、この方式を選ぶ時には登記原因

証書の公証制度が不動産取引制度とより緊密に連結されて軟着陸できる可能性が高いだろ

う。86 法律家の専門性よりも国民に対する公証サービスの接近度がより重要と思うように

なる価値になるとか、法学専門大学院の設立と同様に多くの法律家が法律市場に排出され

ることになる状況で現実的により時期適切な対応策になり得ると考える。私署証書認証の

業務は公正証書の作成に比べて現在の任命された公証人に比べて相対的に実務経験が少な

い法律家であっても遂行できる業務であるはずであるためである。 
 
【原文 68 頁】 
 
다．検討 

 
公正証書の作成と私署証書の認証方式のうちどちらを選ぶかという問題は結論的には

公証制度の正確性と効率性のうちでどのようなものを見てさらに重要な価値と見るのかに

よって帰結が変わるだろう。登記原因証書の公証制度を導入しようとする趣旨を考慮して

みれば確かに公証制度の正確性をより高い価値に置こうと思うものであるから公正証書の

作成方式がより妥当なものだと見える。しかし現在の公証人事務室の地域的偏重が激しい

点、公証人の数が頻繁に発生する公証に対する需要に比べて非常に不足した点、それにも

かかわらず、認可公証人の数をかえって半分に減らすことを考慮する動きなどに照らして

みれば目的を達成するための現実的な諸般要件は良くない状況だと見ることができる。制

度を導入しようと考える目的とそれに伴う費用－便益を考慮してどのようなものに価値を

置くべきかに対してより慎重な態度で接近することが必要であろう。 
 
4．公証の主体 

                                                   
86 クォン・ヨンジュン、前掲論文、p.65 
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가．問題の所在 

 
公証の範囲、公証の対象および方式を定めたといっても公証を実際に誰がしなければ

ならないのかがこの制度を導入するにあたって最も問題になる事項となる。公証の方式を

定めるところにあっても公証人現況とその他諸般条件がどのようであるのかによって結論

が変わることがあるためである。実際にこの間登記原因証書の公証制度を導入するための

議論がいつも否決された理由も公証の権限を誰に付与するのかと関連しても多くの意見衝

突があったという点でこの問題を簡単に見過ごすことはできないことである。これと関連

しては ① 弁護士に公証権限を付与しようという見解 87 、② 公証人に付与しようという

見解 88 、③ 法務士に付与しようという見解 89 、④ 公認仲介士に付与しようという見 

 
【原文 69 頁】 
 
解 90 、⑤ 登記官に付与しようという見解 91 、⑥ 行政公務員に付与しようという見解 92 
等が多様に主張されている。 

現行公証人法に従う場合ならば、任命公証人または、認可公証人の公証担当弁護士は

10 年以上の経歴を持つ法曹人でなければならない(公証人法第 12 条(任命公証人)、第 15
条の 2、第 15 条の 4(認可公証人)参照)。現行法に従うならば押し寄せることになる公証に

対する需要に比べて公証人の資格があまりにも狭くて公証を受ける国民の負担が大きくな

ることは火を見るように明らかである。かえって現行制度を維持する渦中に登記原因証書

の公証制度を導入するならばこれは国民に対する制度が作られるのではなくかえって一部

集団の既得権を保護するための誤った立法になる可能性が高い。 
だが、公証人の範囲を無分別に拡大する場合、ともすると公証サービスの質自体が低

くなることにならないかと思う憂慮もまた存在することが現実である。結局複雑な議論構

図の中には各職業群の利害関係が絡まっていて現実の議論をより一層複雑にさせるといわ

なければならないだろう。 
いくつかの立場を要約してみれば弁護士に権限を付与しなければならないという立場

                                                   
87 チェ・クァンリュ、「登記原因証書の公証(キム・チュンハン教授発表)に対する討論要旨」、『民事法

改正意見書』、韓国民事法学会編、パクヨン社、1982,p.17。 
88 キム・チュンハン、『不動産登記制度の問題点－改善の理論と方向、財産法の課題と判例』、パクヨン

社、1989,p.66。 
89 クォン・ヨンウ、「登記原因証書の公証」、『民事法学』第 18 号、韓国民事法学会、2000.5,p.262。 
90 キム・サンヨン、「不動産取引実名制立法予告法律案の内容と問題点」、『司法行政』、1995,3,p.21。 
91 ジョン・オクテ、「登記原因証書の公証(キム・ジュンハン教授発表)に対する討論要旨」、『民事法改

正意見書』、韓国民事法学会編 パクヨン社、1982,p.30。 
92 キム・ヒョンテ、「不動産登記制度の欠陥とその改革方案、不動産登記法の改正に関する研究」、『韓

国民事法学会』編、ソウル大出版部、1978,p.173。 
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に従うならば弁護士に認可公証人の資格を付与する現行法の資格を維持すると同時により

広い弁護士に認可公証人の資格を付与しようという議論に帰結される可能性が高い。反面

法務士や公認仲介士に公証権限を与えるべきだと主張する立場では実質的な不動産取引業

務と登記業務において最も現実的にたくさん関与する者が法務士と公認仲介士であるから

取引契約の締結と一緒に公証の権限も彼らに付与されて不動産取引業務が一瀉千里で解決

されるようにすることが国民の利用するのにより便利な制度になることであり、他の人々

に公証権限を付与するのは実質的に彼らが今している業務と重複することになる可能性が

高いので望ましいことで 
 
【原文 70 頁】 
 
はないという。第三の方案として考えることは登記公務員に公証業務を任せようという主

張もありえるのにこれは法務士、公認仲介士が主張するところのような問題点を引き起こ

すことであり、やはり職業群の利害関係から自由なことではないだろう。 
このような論争は現在この報告書の検討範囲を逸脱すると見られるので、以下では現

行制度を再検討してみて現実的に実現可能な方案の長短所を提示することで代えることに

する。 
 
나．現行方式について弁護士に公証資格を拡大する方案 

 
登記業務は実質的に準司法的差異であるので法律専門家である弁護士に公証権限を付

与したのが現公証制度の実態である。現行方式を継続して従う場合には根本的な変化を追

求しないで制度を運営できるという点で長所がある。93 また、法律専門家である弁護士が

物権変動に関与することが公証制度の目的に合うという点でも登記原因証書に対する公証

制度を導入するにあたって妥当な接近という当為論的な意見もある。 
しかし現実的に我が国は他の国家に比べて弁護士の数が絶対的に不足して公証事務所

および弁護士事務所も主に大都市に集中している場合が多いので公証の需要に満足を与え

るには不十分だという憂慮も提起される。そのような憂慮は次の資料 94 を見ればある程

度は妥当な指摘と考える。 
2010 年末発表基準として全国の開業弁護士は 9612 人である。この中でソウルに開業

した弁護士は 6,830 人。全体の 71.1%を占める比重である。次に京畿・仁川（インチョン）

圏が 1,016 人(10.6%)、慶尚圏 952 人(9.9%)、忠清（チュンチョン）圏 365 人(3.8%)、全羅

圏 332 人(3.5%)、江原道（カンウォンド）81 人(0.8%)、済州島（チェジュド）36 人(0.4%)

                                                   
93 クォン・ヨンジュン、前掲論文、p.59；クォン・ヨンウ、前掲論文、p.259。 
94“統計で見る大韓民国法曹現況、開業弁護士－ソウル過密、地域ひんやり”、『法律ジャーナル』、

2010.12.24 記事参照 
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と集計された。開業弁護士 1 人当り地域別人口数はソウル 1,494 人、京畿・仁川（インチ

ョン）圏 13,994 人、慶尚圏 13,726 人、忠清（チュンチョン）圏 13,833 人、全羅（チョル

ラ）圏 15,666 人、江原（カンウォン）圏 18,088 人、済州島（チェジュド）15,629 人であ

る。この中でも弁護士が最も多い地域は瑞草区（ソチョグ）に全体弁護士の約 
 
【原文 71 頁】 
 
31%が集中していて弁護士 1 人当り人口数は 143 人と集計された。 

反面、全国 198 個の地方自治体(法院本院および支院所在管轄別市・郡・区単位)中弁

護士がいない基礎自治団体は 83 か所で 41.9%を占めた。合わせて 10 人以下の開業弁護士

がいる所は 42 か所(21.2%)。結果的に法院管轄別 198 か所の市・郡・区の中で 10 人以下

および無弁村地域は 125 か所(63.1%)である。各地域別無弁村比率は江原道（カンウォン

ド）が 70.6%で最も高くて次に全羅（チョルラ）圏 64.9%、慶尚圏 52.2%、忠清（チュン

チョン）圏 48.3%、京畿・仁川（インチョン）圏 27.3%、ソウルと済州（チェジュ）は 0%
の順位を見せた。 

次に年度別開業弁護士と公証事務所の変化推移を表す表を見れば増加する弁護士数に

比べて公証事務所の数は比例して増加しなくなっているという事実を知ることができる。 
 
 
<開業弁護士および公証事務所増加現況>95 
 

年度 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
開業 

弁護士 
4,618 5,073 5,586 6,300 6,997 7,603 8,143 8,895 9,612 

公証 
事務所 

278 298 317 333 341 354 379 405 417 

 
 

この表を参照して増加する弁護士数に合わせて認可公証人の数を増加しなければなら

ないという議論が妥当性を持つこともできるが、実際に弁護士が公証を担当しても本来の

一般業務に比べて公証業務を付随的な業務で処理して国民に必要とされる費用は高まるの

に質が良いサービスを受けることができなくなる憂慮も提起されている。 
 
다．法務士にも公証人資格を付与する方案 

                                                   
95 法務部内部行政資料参照、クォン・ヨンジュン、前掲論文再引用。 
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【原文 72 頁】 
 

登記原因証書の公証制度導入に歩調をそろえて法務士に新しく公証人の資格を付与す

る方案である。法務士が公証を担当できるようにすることは法務士が登記業務を実質的に

担当する現在の慣行と一致する。統計資料を見れば 2009 年にあった不動産登記全体申請

件数は 10,425,424 件で 1000 万件を越える数であった。その中で法務士が売買当事者を代

理して登記を申請した場合は 7,096,761 件で総申請登記の 68.1%に肉迫する高い比率を占

めている。したがって登記申請と一緒に公証業務が共に成し遂げられることができるなら

ば業務の連続性次元でもそして国民の便宜性次元でも最も自然な方案になる可能性が高い。   
また、法務士は弁護士に比べて全国的に等しく分布していて公証人の希少性による問

題を解消するのに役に立つことができて、登記申請人の立場でも公証にともなう不便を減

らすことができる方案と予想される。96 
しかし当然予想されることができる問題点として考慮されることは公証が高度な法律

的知識と経験を要求するということに照らして法務士にも公証制度本来の目的に符合した

専門性を期待できようかと考えられることである。もし私署証書の認証方式でなく公正証

書の作成方式で公証制度がなされるならば専門性と関連して指摘された問題点はより一層

信憑性を得ることができる。法学専門大学院卒業生が排出されて大量の弁護士が法律市場

に排出されるならば法務士に公証権限を付与しようという議論の妥当性が減少する憂慮も

ある。 
 
라．専門公証人制度を導入しようという方案 97 
 

弁護士にだけ公証人の資格を拡大することは国民の公証サービスに対するアクセシビ

リティを縮小させることができるという点で、不実登記が発生するのを現実的に法務士が

検討するといって防げないという点でどちらか一方に公正証書を作成する権限を与えるこ

とには問題があるという指摘がある。したがってこのような問題点を解決するために提起

される主張が我が国も専業公証人制度を導入しようというものである。 
基本的に公証人は公証業務を遂行するということにおいて独立性を維持する 

 
【原文 73 頁】 
 
ことが必要で、公証申請の当事者と利害関係を持たないことが重要だと見ることができる。 

                                                   
96 チョ・ジェヨン、前掲論文、p.116。 
97 チョ・ジェヨン、前掲論文、p.115。 
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そうしてこそ不動産所有権移転を内容とした契約の真正性を確保しようとする目標を正し

く達成することができる。兼業公証人制度が兼業実行で公証業務を疎かにすることもでき

て公証業務の独立性維持に適切なことでないという指摘が出るのもこのような理由におい

てである。それなら専業公証人はどのような者にその資格を付与しなければならないのだ

ろうか? 
やはり資格は弁護士と法務士の内で一定の要件を備えた場合に限って付与されること

にしなければならないだろう。より専門性を持つ弁護士の場合には当事者の申請で専業公

証人の資格を付与して、法務士の場合には法律専門家としての資質を向上させるために既

存の法科大学などと連係して別途のプログラムを用意してこれを履修した者に専業公証人

の資格を付与する方案を考慮してみることもできる。98 
 
마．登記官が公証をする方案 99 
 

登記官は登記実務と取引慣行に明るいので登記原因証書を公証するのに適合した面が

ある。法務士が登記申請と一緒に公証をするのと類似の論理で登記業務を処理する登記官

が公証業務まで引き受けるならば業務の連続性、国民の便宜性における側面で全て効率的

な方案になるという意見がある。 
しかし登記官が 1 人当り処理する 1 日不動産登記件数は 80 件余りを上回る。したが

って現在の登記官の業務量に照らしてみるとき公証業務まで負担するようにするのは非現

実的だろうと考える。やはりこの問題と関連しても登記公務員を増やそうという意見が出

てくることや、登記官は公務員なのでむやみに数字を増やす問題には予算上の困難もある

だけでなく、法務士と同じように弁護士に比べて法律専門家として資質が落ちるのにこれ

らが果たして公証業務を担当する資質になるのかに対する同じ批判に直面することになる

だろう。 
 
【原文 74 頁】 
 
＜最近 3 年間登記官 1 日平均不動産登記事件処理件数 100＞ 
 

年度 日平均処理件数 日別 1人当り処理件数 

2007 42,726.1 89.3 
2008 43,623.5 86.9 
2009 40,742.7 81.3 

                                                   
98 キム・パンギ、前掲論文、p.61。 
99 ジョン・オクテ、前掲論文、p.57－58。 
100 法院行政処内部資料、クォン・ヨンジュン、前掲論文、p.61.再引用 
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바．公認仲介士に公証人資格を付与する方案 101 
 

業務の連続性の側面でやはり効率的で公認仲介士は全国に非常に等しく分布していて

数字も多くて多くの不動産物権変動と関連した取引に関与しているので公証が容易になさ

れることができるという長所がある。しかし公認仲介士は法務士や登記官よりもかえって

より一層資質面で憂慮されるところが大きい。 
 
【全文 75 頁】 
 
 
第 4 章 比較法的検討 102 
 
 
Ⅰ．ドイツ 

 
ドイツは形式主義をとって私たちとは異なり登記原因証書に対する公証を強制して登

記の公信力を認めている。 
 
1．物権変動と公証 

 
不動産物権変動に関してドイツ民法第 873 条第 1 項 103 によれば‘不動産の所有権を

譲渡することや不動産に関する権利を設定することや、またはその物権を譲渡することや

その物権に負担を設定するということにおいては権利者と相手方の合意と登記を要する。’

と規定している。すなわち、法律行為のための物権変動には物権的合意(Einigung)と登記

                                                   
101 キム・サンヨン、前掲論文、p.21。 
102 この部分は概してクォン・ヨンウ、「登記原因証書の公証－不実登記防止のための立法方案」、『民法

学論告』、新陽社(2002)；ファン・ジョンス、「登記原因証書の公証に関する小考」、『民事執行法研

究』(2011)；クォン・ヨンジュン、「登記の公信力と登記原因証書の公証研究」、『2010 年度法務部研

究サービス課題報告書』、2010；韓国法制研究員、『日本の公証人法』、最新外国法制情報 2008－
04；韓国法制研究員、『アメリカ公証制度に関する研究』、最新外国法制情報 2008－06、韓国法制研

究員、『フランス公証人制度と関連法律』、最近外国法制情報 2008－07；韓国法制研究員、『英国の

公証人制度と関連規範』、最近外国法制情報 2009－04 を参照した。 
103 BGB § 873(1) Zur Ubertragung des Eigentums an einem Grundstiicke,zur Belastung eines 

Grundstucks mit einem Rechte sowie zur Ubertragung oder Belastung eines solchen Rechtes ist 
die Einigung des Berechtigten und desanderen Teiles uber den Eintritt der Rechtsanderung und 
die Eintragung der Rechtsanderung in das Grundbuch erforderich,soweit nicht das Gesetz 
einanderes vorschreibt.(不動産の所有権を譲渡することや不動産に権利を設定することや、または

その権利を譲渡することやその権利に負担を設定するということにおいては、法律に他の定めがな

い限り、権利変動に関する権利者と相手方の合意および不動産登記簿への権利変更の登記を要する) 
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(Eintragung)がすべて要求されるのである。しかしこの条項は物権行為の独自性

(Trennungsprinzip)を明らかにしたわけであるが物権行為自体は不要式行為なので時期や

存在が明確なことさえなく、物権的合意に条件や期限を付けることもできるものであるか

ら取引の安全と明瞭化という目標達成のためには不十分な部分が多い。したがってドイツ

民法は第 
 
【原文 76 頁】 
 
925 条に特別規定を置くことによってこのような欠点を補完している。 

同法第 925 条第 1 項を見れば‘第 873 条によって不動産所有権の譲渡に要求される譲

渡人と譲受人の合意(公証による所有権移転の合意－Auflassung)は両当事者が同時に出席

して公証人の面前 104 で表示しなければならない。’と規定されている。これは第 925 条

105が Auflassung は両当事者が必ず公証人の面前で行わなければならない徹底した要式行

為であり条件と期限を付けることはできない絶対的な物権的合意であることを明らかにし

ているものだと見ることができる。したがって Auflassung は二人の当事者が同時に公証

人の面前で行わなければならなくて公証人は当事者間の所有権譲渡合意を公正証書で作成

して交付しなければならない。不動産登記法(GBO)第 20 条および第 29 条では登記手続に

おいて公正証書による証明を必須の事項として要求しているので、このように作成された

公正証書を持って行けば不動産登記を申請することができるようになるのである。 
[仮訳者注：ドイツ不動産登記法(GBO)の日本語訳は『ドイツ土地登記法』(石川清／小西飛鳥著 三省堂

2011 年刊)による。以下同じ。 

不動産登記法(GBO) 

第 20 条 (合意の原則)  

土地の所有権譲渡に関する特別様式合意 Auflassung の場合および地上権の設定、内容の変更または譲

渡の場合においては、登記は、権利者と相手方との必要な合意 Einigung の意思表示がされたときに限

り、行われる。 

第 29 条 (登記の基礎の証明)  

(1)登記は、登記承諾またはそれ以外の登記のために必要な意思表示が、公正証書または公証証書によっ

て証明されたときに限り、行われる。登記のその他の要件で登記所に知られていないものは、公文書に

よる証明を要する。 

(2) (削除) 

(3)それに基づき登記が行われるべき官公庁の意思表示または嘱託書には、署名のほかに、封印 Siegel ま

たは印章 Stempel [スタンプ] が付されなければならない。] 

                                                   
104 例外的に裁判上和解手続や倒産手続において各裁判所が Auflassung の管轄権を持つ場合がある。

その他はすべての Auflassung は公証人だけが証書作成権限を持つ。 
105 民法第 925 条第 1 項は地上権と住居所有権の譲渡にも準用される 
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ただし、ドイツの民法は原則的に登記義務者の登記許諾だけあれば行われる登記承諾

主義(Bewillingungsgrundsatz)をとっているので真の登記承諾の真正性保障が欠如する危

険性を内包している。すなわち登記の単独申請主義をとっているので登記官が登記義務者

と対面する可能性がほとんどないので登記義務者の登記諾否に対する真正性を確認できな

いのでその真正性を確保することができるように、登記承諾(Eintragungsbewillingung)を
要式行為にしてこれを公証証書や私署証書の認証がある書面によって証明された場合にだ

け可能にしているのである。 
債権契約は現実的に公証人の面前で同時に行われることが普通 106 であるが物権的合

意と同じように公正証書でおこなわれるように規定されている。民法第 925 条第 1 項で不

動産所有譲渡合意の意思表示は公証された債権契約書が公証人の面前で提示される場合や

債権契約の公証が同時に行われる場合にだけ Auflassung が成立することができるという

ためである。債権行為もまた、要式行為なのでこの方式に従わない場合には債権行為が無

効と 
 
【原文 77 頁】 
 
なる。結果的に不動産所有権移転に関しては債権行為と物権的合意すべて公正証書の作成

が必要である。 
整理するならドイツでは公正証書の作成でも私署証書認証方式でも公証人の確認手続

きを必ず経るので、この過程を通じて物権的合意の真正性が確保されることになる。公証

人は公正証書を作成する過程で嘱託人に対しその意思をより正確に表現されるようにして、

嘱託人に強行法規違反の有無、法律行為の意味および効力等について教えることになる。

公証人が私人間の法律行為で問題になることがある事項に対し一種のろ過機能を遂行する

ので公正証書による不動産取引登記が比較的簡単におこなわれている。したがって登記官

は形式的審査権だけを持って、登記の申請においては共同申請を要求しないで単独申請主

義をとっている。公証人は公証をした後には登記権利者のための登記代理申請権があると

推定されるので実際に登記申請を代理する場合が多い。すなわち、公証人が契約締結開始

時点から最終登記申請の完了まで全過程にかけて様々な姿で契約に関与しているのである。 
 
2．公証人制度 

 
ドイツの公証人制度は連邦公証人法 (Bundesnotarordunung) と証書作成法

(Beurkundungsgesetz)により規律されていて、公証人は法律に規定されるところにしたが

                                                   
106 しかし債権契約の公証は Auflassung の公証のように必ず公証人の前で行われることを要求してい

ない。ドイツ民法第 128 条により順次的な公証が許される。したがって申込に対する公証と承諾に

対する公証が別になされても構わない。 
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って専業公証人 (Nur－Notar)、弁護士兼業公証人 (Anwalts－notar)、公務員公証人

(Beamten－notar)の三種類に大きく区別 107 される。連邦公証人法は公証人の職務、公証

人会および公証人に対する監督と懲戒手続について規律していて、証書作成法は嘱託人に

対する本人確認、公証人の説明義務、証書作成の拒絶および作成証書に対する保管によっ

て規律している。 
公務員公証人は他の公証人に比べて一部の州だけで例外的と認められるのに比べて専

業公証人と弁護士兼業公証人は連邦公証人法によって直接規律されて公務員公証人に比べ

て一定水準の厳格な資格要件を必要とする。連邦公証人法第 5 条および第 7 条によれば専

業公証人になるためには 
 
【原文 78 頁】 
 
弁護士資格を取得した以後に最小限の 3 年間の実務修習の経験を必要とする。そうした最

小限の資格要件を備えた者の中で州政府がその成績により専業公証人に任命するが、公証

人の欠員ができなければ新しい公証人を任命しないので、3 年の期間をはるかに上回って

専業公証人になることができる期間が次第に長くなっている。弁護士兼業公証人は専業公

証人に比べてもう少し長い 5 年の弁護士実務経験を要求していて、また、就任予定地域で

の 3 年の実務経験を二重に要求している。弁護士業務を兼業できるということ以外に専業

公証人と公証人としての職務と地位は異なるということはできない。ただし専業公証人制

度が新設されたことから既存弁護士団体との妥協のために作られたのが兼業公証人である

ので、少しずつ専業公証人を中心に公証人制度が成り立つものだと考えられる。108 
 
 
Ⅱ．スイス 

 
1．物権変動と公証 

 
スイスでは登記簿強制(Buchungszwang)主義を採用して全国の不動産がすべて登記

簿に記載されなければならない。ドイツ民法と同じように物権変動においては形式主義を

とって物権行為以外にも登記が要求されるのである。ただ、登記義務者、登記権利者がす

べて登記申請することができるドイツとは異なり法律行為による物権変動の場合には登記

義務者だけが単独で登記申請ができる。 
登記をする前の過程で登記原因証書の公証は必ず要求されるが、ドイツの Auflassung

                                                   
107 クォン・ヨンジュン、前掲論文、p.68。 
108 キム・ファンシク、「ドイツの公証制度に関する考察」、『司法行政』第 244 巻(1981.4),p.7 以下。 
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と同様に物権的合意に対する公証は必要ではなくて債権行為のみを公証の対象としている。 
スイスの公正証書作成と関連して注目すべき価値があった点は不動産所有権移転を目的と

する債権行為にだけ公正証書によることを要求するドイツとは異なり、すべての不動産物

権変動を目的とするすべての債権行為に公証を要求するという点である。公証を経なかっ

た債権契約は確定的に無効となり、もしこれに対し基づいて登記がなされたとすればその 

 
【原文 79 頁】 
 
ような登記はすぐに抹消されるだろう。このような差異は物権行為をどのように見るのか

によって変わることであるが、スイスでは物権行為の独自性は認められるが無因性が認め

られなくて、Auflassung のように所有権移転の合意が公証によっておこなわれないので

ただ登記義務者の登記申請行為を物権行為であると見ていることから始まる。 
債権契約の公証と同様に登記申請に必要な手続は登記義務者の書面による登記申請で

ある。このような登記申請を申告(Anmeldung)というのであるが、この申告は登記所に対

し登記所に変更することを要請する手続的な申請であると同時に、登記された所有権に対

する実体的な処分の意味を全部持っている。申告の段階で登記所はこのとき処分権限に対

する証明を審査しなければならないのであるがこの段階で公正証書による債権関係の証明

が必要である。(ZGB 第 965 条第 1 項) [仮訳者注：ZGB はスイス民法典。] 登記公務員は登記

申請に対して管轄、適用法規、登記の可能性、登記法上処分権、申請人の同一性と権利能

力および行為能力、代理権、補助者の資格、申請の形式と内容、そして登記原因となる原

因行為の形式遵守の可否などを審査することになる。スイスでも登記官の審査権は形式的

審査権だけで原因関係の実質まで審査する権限や義務はないと思われる。(ZGB 第 965 条

第 3 項) 
登記には公信力が認められて第三者には善意だけでなく無過失が要求される。登記に

[仮訳者注：この「登記に」の文言は重複のように思われるが原文ママ。] 不動産に関する権利の規定

は登記に認められて、登記義務者は登記された権利の権利者であると推定される。(ZGB 第

937 条第 1 項) 。もちろん形式的に適法で外観上真の登記と見える権利に限ってこのよう

な推定力が認められるので登記されることができない権利や事実に関する登記には推定力

は認められない。このときの推定力は反証により覆るまで適法な登記と推定されるので立

証の責任の転換が起きる。登記は公的帳簿であるから正しくないということが立証される

までは完全な証明力を持つ。(ZGB 第 955 条)109 
 
2．公証人制度 
 

                                                   
109 クァク・ユンジク、『不動産登記法』、ソウル、パクヨン社、1998,p.16－17。 
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【原文 80 頁】 
 

ドイツとは異なり公証人の資格と方法等を規律する別途の法は存在せず主法に該当す

る各カントン[仮訳者注：カントンは「州」のこと。] 法により規律されているので公証人に関す

る法規は統一的ではない状態である。ドイツの専業公証人制度と同様に職業公証人が公証

人の主を占めていて公務員公証人もやはり存在する。場合によっては登記官が直接登記所

で公正証書の作成権限を行使することもある。公証人は当事者の同一性、行為能力、意思

の真正性を調査するところにその権限はとどまる。一部カントン法によれば取引価額の記

載が明確に事実と相違する場合のように仮装行為であることが確認される場合には公証人

は公正証書作成を拒否することもできる。110 
 
 
Ⅲ．フランス 

 
1．物権変動と公証 

 
物権変動と関連してフランス民法の最も大きい特徴は形式主義の代わりに意思主義を

採択しているという点である。不動産物権変動は債権契約(Article711 111)で発生して

Auflassung と同様に別途の物権行為という概念は必要ではない。したがって物権変動ま

たは登記手続も債権行為を中心に構成されている。意思主義により登記をする以前から当

事者の意思表示によって物権変動が起きるものであるから、登記は形式主義での権利創設

的効力を持つものではなくて単純に第三者に対する対抗力だけを持っていると見られる。 
物権変動と登記のために真の債権契約があったことを証明する過程に対する必要性が

他の国々に比べてみて高いところであるから登記原因証書に対する公証は必ず強制される。

不動産取引と関連して公示されるすべての書類が必ず公正証書で作成されるべきで、もし

どれか一つでも公正証書で作成されない場合にはその契約は効力を発生しないのみならず

これに伴い契 
 
【原文 81 頁】 
 
約による物権変動の効力も発生しない。公正証書作成以前に当事者間に成立した合意はあ

くまでも仮契約および契約に対する準備行為とみなされるものであるから公正証書作成前

段階で契約が破棄された場合ならば損害を被った当事者が契約締結上の過失の責任の法理

                                                   
110 イム・ヨンモ、「登記原因に対する公証制度の導入方案」、『司法研究資料』第 23 集(1996),p.28。 
111 フランス民法第 711 条。物に対する所有権は相続、贈与、遺贈および債権の効果として取得、移転

される。 
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により信頼損害賠償請求 112 をすることができる。 
フランスにおいては我が国の公証人と異なり不動産取引において公証人の役割が非常

に大きい役割といえるだろう。取引自体はもちろん不動産仲介業者の仲介によって成立し

た場合や公証人が関与したりもしない、どの場合にでも必ず取引が成立すれば仮契約を締

結する。仮契約が締結されれば公証人はこの後約 3 か月の間に当事者の人的同一性、行為

能力、目的物の同一性、公法－私法上強行法規違反の有無、契約内容の適法性および有効

性を直接調査する。このように公証人によって厳格な審査を経て内容に異常がなくなって

はじめて公正証書作成に参与した公証人等は当事者の意思と関係なく公示を申請する義務

113を負担することになり、公証人等の登記申請によってはじめて売買契約が最終的に締結

される。すなわち、債権契約によって物権変動が直接起きて債権契約書自体をそのまま登

記で公示する方法により登記と実体関係を一致させているので、その原因行為の真正性を

証明するにあたって公証人の主導的役割が要求されているものである。 
仮に公証人が申請した登記申請書に添付された書類が所定の方式や規格から外れる場

合には登記申請が却下されるか、または登記手続自体が拒否されることがある。登記や公

示は物権変動の対抗要件で、登記の公信力は認められない。しかし実質的に公示や登記に

必ず公正証書の提出が要求されるので実際には公信力を認めること 114 とも類似の結果を

もたらすものと見える。 
 
【原文 82 頁】 
 
2．公証人制度 

 
フランスの公証人に公務員公証人は存在せず公証人は全て専業公証人である。専業公

証人になるためには <公証人職養成および公証人の業務開始要件に関する命令> 第 3 条

において規定した資格要件を備えるべきであるが、ドイツと異なり必ず弁護士資格を要求

してはいない。ただし法学修士学位または公証業務に必要な学位を取得して公証人職業研

修センター(CFPN)で 1 年の教育と 2 年間の公証人試補として実務教育を終える過程を経

なければならない。また、ある大学で少なくとも 3 年間の研修教育を終えて審査を通過し

て公証人職上級証書(DSN)を受けることになれば公証人試補として活動できる資格が与え

られる。法務部長官はこのような要件を備えた者の中から公証人を任命できるであるが、

                                                   
112 キム・サンヨン、『不動産取引の公証と不動産登記の公信力研究』、法院社(2008),p.116。 
113 公証人、弁護士、執行官、行政機関は原則的に 3 か月内に公証を受けた証書の公示を申請しなけれ

ばならない。抵当権と優先特権に関しての明文規定はないが判例によって公証人の職務上義務とし

て公示申請義務が認められる。申請期間を守らなくても公示担当公務員が申請を拒絶できるわけで

はないが、ただし公示申請義務者である公証人が罰金を割り与えられることになる。 
114 反対意見として登記の公信力は権原の登記をした時にだけ認められることができるものであるから

単純な取引事実を公示するに過ぎないフランスの登記制度としては公信力認定可否を最初から論じ

ることはできない登記制度であるという見解もある。 
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このような任命は前公証人の相続人の推薦により任命になったりもして、新しい公証事務

所が新設されるに伴い公証人が任命になる場合もあって、最後に欠員がある事務所に配置

する公証人を任命する場合もある。115 
任命された公証人は売買代金の支払と関連してエスクロ 116 エージェントとして活動

したりもして、当事者の人的同一性および意思の真正性、当事者の行為能力、不動産上に

存在する各種負担の存在と内容等を調査する権限を持つようになる。 
 
 
Ⅳ．日本 

 
1．物権変動と公証 

 
フランスと同じように日本も物権変動において意思主義に従ってい 

 
【原文 83 頁】 
 
る。これは日本の民法がフランス民法を継受した影響と見える。したがって物権変動は当

事者間の債権行為だけで成立して、登記は公示の方便として第三者に対する対抗要件とし

ての意味を有している。しかしフランスとは異なり登記原因証書の公証が必ずしも必須的

に要求されるのではない。かえって日本の民法は登記に対して共同申請主義に従っていて、

印鑑証明書の提出が要求されて、不動産権利関係に関する登記官の形式的審査権のみを持

つという点で、意思主義を採択しているという点を除けば我が国の民法と似ていると見な

ければならない。ただし、特徴的な事項として日本は国民の経済的負担の軽減、権利関係

に対する公示をより正確にするために不動産登記法を 1960 年に改正して[仮訳者注：1960

（昭和 35）年の不動産登記法の改正は、「不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和 35 年 3 月 31 日

法律第 14 号)」。] 不動産自体の現況を登記簿と一致させたかと思うと登記簿と土地台帳の一

元化を成し遂げた。 
日本の公証に関する基本法として公証人法と同法施行規則があり、法務部令[仮訳者

注：原文のママ仮訳。「法務部」は日本の「法務省」に相当する官庁。] により規定された

公証人手数料令、公証人身元保証金令等の命令がある。その他にも法務省が公証業務処理

に関して発した各種指示(通達)や質問に対する回答などが先例として各公証法規の解釈と

                                                   
115 クォン・ヨンジュン、前掲論文、p.75。 
116 エスクロ(Escrow)とは購買者と販売者間の信用関係が不確かなときに第三者が、商取引が円滑に成

立するように中継をする売買保護サービスである。本来法律的な用語で'条件付譲渡証書'を意味す

る。すなわち特定物を第三者に寄託して一定条件が満たされた場合、相手方に交付することを約束

する文書で、主に不動産取引で使われた。 
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規定の欠陥に対し補充的な役割をしている。 
 
2．公証人制度 

 
日本の公証人制度はとても歴史が深くてフランスの制度を参考に1886年に作った‘公

証人規則’によって、1889 年から公証人を任命し始めて、現在の‘公証人法’はドイツの

制度を参考にして 1908 年に制定された。 
日本の公証人は法務大臣によって任命される。(日本公証人法第 11 条)。公証人がない

地域では法務局または地方法務局に勤める法務事務官が公証事務を代行している。法務大

臣は公証人を選抜する過程において一定の資格があって、一定の欠格事由(禁固以上の刑に

処された者または破産、家資分散[仮訳者注：破産法の前身である「家資分散法」(明治 23 年法律第

69 号)による制度。破産法(大正 11 年法律第 71 号)により廃止。] の宣告を受けて復権しない者) に
該当しない者の中から適任と認める者を公証人に任命する。資格を備えた者というのは主

に裁判官、検察官、法務局長、長期間法律実務に従事して相当 
 
【原文 84 頁】 
 
な経歴を備えた弁護士を意味する。任命以外にも成年者で法務大臣が定める試験に合格し

た後に 6 か月以上公証実務の修習を完了すれば公証人に任命されることができる他の道が

あるが、法律にのみ試験に関する規定が定められているだけで実際に試験が実施されてい

なかっ た実情 117  [ 仮 訳 者 注 ： 平 成 28 年 度 に お け る 試 験 に よ る 公 募 に つ い て は

http://www.moj.go.jp/minji03_00155.html を参照。] である。 
公証人の職務権限は当事者その他の関係人の嘱託によって法律行為その他私権に関す

る事実に対し公正証書を作成して私署証書および日本商法第 167とその準用規定によって

定款に認証を付与する権限を持つ。(日本公証人法第 1 条) ところで社会の進展により経済

生活も複雑になって法人の活動分野も次第に拡大するに伴い日本では公証業務の範囲を拡

張しなければならないという主張が提起されてきた。したがってこのような社会の声を反

映するために公証人の職務は公証人法第 1 条による法律行為に関する証書の作成だけに限

定されないで、各個別法令でもその根拠を探してみることができるようになった。例えば

民法上の遺言証書作成権限や相続財産目録の作成、有価証券の信託財産[仮訳者注：原文「재사」

は「재산」の誤記か。仮訳者においてそのように解して訳した。] の表示など法律行為その他の私権

に関する事実にも公証人は公正証書を作成する権限を持つことになったのである。 
[仮訳者注：ここでいう有価証券の信託財産表示に関する公証人の関与は「有価証券の信託財産表示及び

                                                   
117 キム・ヒョンジュン、「不実登記防止に関する研究」、東亜（トンア）大学校修士学位論文

(2002),p.47－48。 
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信託財産に属する金銭の管理に関する件（大正十一年勅令第五百十九号）」に基づく(第 1 条、第 2 条)も

のと思われるがこの勅令は「信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴

う法務省関係政令等の整備等に関する政令（平成十九年七月十三日政令第二百七号）により廃止されてい

ます。現行信託法制において、振替株式等ではない「現物の有価証券」に関しては、「信託財産に属する

財産であることの公示は要求されていない。その財産が信託財産に属する財産であることが証明できれ

ば、そのことを第三者にも主張できることになる」（信託法 道垣内弘人著 有斐閣 139 頁）」] 

 
 
Ⅴ．アメリカ 

 
1．物権変動と公証 118 
 

英米法系統に従っているアメリカの法では大陸法体系のように債権、物権の区別が明

確でなくて、物権法定主義も認められないでいる。不動産に対する権利も不動産物権とい

わないで不動産権というが、アメリカでの不動産上の権利は不動産を現在保有し、または

将来保有できる権利および不動産を利用できる権利をいう。不動産の所有権の移転が成立

するためには債権行為と不動産所有権の移転行為が必要である。不動産の権利を譲渡した

場合に不動産の権利 
 
【原文 85 頁】 
 
自体を登記という形式で公示する方法はアメリカの多くの州の場合には存在しない。登記

の代わりに不動産公示制度として代表的に施行されているのはレコーディング システム

である。後に出てくるトレンス システムは登記が不動産物権変動の効力要件になるので

あるがアメリカの一部の州で施行している。 
 
가．レコーディング システム(Recording System) 
 

不動産権利の変動過程は当事者間の売買契約が締結されて、売主が買主に捺印証書

(deed)を交付することによって完成される。まず債権契約では口頭で売買契約が成立する

が詐欺防止法(Statute of Fraud)によれば口頭で成立した契約は強制されないので 119、売

買契約書の作成が事実上必須的になされる。しかし売買契約書はフランス、ドイツなどと

は異なり公証人によって公証を受ける必要はない。 

                                                   
118 この部分はキム・サンヨン、「不動産取引の公証と不動産登記の比較研究」(2008),ファン・ジョンス

前掲論文(2011),クァク・ユンジク、前掲『不動産登記法』、p.26－30 を主に参考にした。 
119 クォン・ヨンジュン、前掲論文、p.71。 
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売買契約を締結したといっても買主に不動産所有権が移転されるのではない。契約が

締結される場合には買主は公平法上の所有権(Equitable Title)を取得できるが、普通法上

の所有権(Legal Title)は相変らず売主に残っている。普通法上の所有権までも移転するた

めには捺印証書の作成と交付が必要で、捺印証書が売主から買主に交付されるときに所有

権の移転が成立するのである。別途の登記と登録がなくてもよいという点では大陸法系の

意思主義と似ているとも見ることができるかもしれない。捺印証書の譲渡が実質的な所有

権の移転を意味することになるので、捺印証書は売買契約書とは異なり必ず公証が要求さ

れる。捺印証書に対する公証は主に私署認証の公証を受けることとして、真正性確認のた

めに本人が文書を作成し、または直接署名したとのことを第三者である公証人が確認する

手続であると見ることができる。したがって捺印証書に対する私署認証方式は不動産取引

の書入の真正性を確認するということだけで、取引内容の真実性を担保できない。 120 実
際に不動産取引の安全と内容の公示は私人による権原調査と権原保険によってなされてい

る。 
この過程によりレコーディング システムというものは不動産取引時毎に作成する 

 
【原文 86 頁】 
 
捺印証書を年代順で登記所に編綴するという不動産登記制度であり、捺印証書の登録は不

動産権利の変動要件でも対抗要件でもない。ただし、捺印証書を登録する場合にはすべて

の人々がその捺印証書の内容を知っていることとみなす擬制的告知(Constructive Notice)
の効力が付与されるだけである。この登録は物権変動の要件でもないのでこれを通じて公

信力が発生することでもない。あくまでも公証されたものを編綴したという意味に過ぎな

い。 
 

レコーディング システムの問題点 121 として指摘できる点は次のとおりである。最

初に、保存登録が任意的であるだけでなく転々譲渡された場合に中間取引の登録も任意的

なので権利の連続性(chain of title)を証明できない場合が多い。二番目、登録公務員が証書

の内容に対し実質的な審査をすることはないので二重譲渡の証書、無権利者からの譲渡証

書がそのまま登録される場合が多い。三番目、当該不動産に関して登録簿に含まれない事

項に対して調査するべきことなのかを確認するのが難しくて、登記簿自体も不完全で公信

力も認められないために登録された権原自体に誤りがある場合が多いという点などが問題

点として指摘されている。 
 

                                                   
120 ファン・ジョンス、前掲論文、p.348 
121 クァク・ユンジク、前掲書『不動産登記法』、p.27。 
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나．トレンス システム(Torrens System)122 
 

この制度はオーストラリアの Robert Richard Torrence 卿が船舶の譲渡質入に関する

登記制度と英国および大陸の制度などに示唆を受けて創案した登記制度であり 1858 年南

オーストラリア地方議会で通過して Real Property Act として確定して施行され、後日オ

ーストラリアの各州をはじめとしてニュージーランド、カナダ、米国、英国などに広がっ

ていった。 
これによれば最初登記を望む所有者が権原訴訟を法院に提起した場合にすべての利害

関係人にこの事実を通知した状態において不動産に対する権原を確定するために準司法的

手順を踏んで、登記申請人が真の権利者であることが 
 
【原文 87 頁】 
 
確認されればはじめて最初の登記をして、権利者として確定した者に権原登記証書

(Certificate of Title)が発行される。 
アメリカではイリノイ州で 1985 年に最初に立法化して施行されたのであったが、レ

コーディング システムが上で言及したとおり不完全な点が多かったためにそのことを補

完するためであった。すなわち、トレンス登記制度は徹底した権原調査をして権原自体を

登記して、その登記された権原は確定的効力と絶対的流通性を持つようにする制度 123 で
ある。登記が物権変動の効力発生要件になるので登記公務員には実質的審査権が付与され

て登記にも公信力が認められている。 
一度最初の登記がなされた土地に対する権利変動は不動産譲渡にあって一定の官製用

紙を使用して譲渡証書を作成して地券を添付して登記所に提出しなければならない。登記

公務員が審査した後には登記簿に権利移転を記入して、譲渡証書は登記所がこれを保管し

て譲受人には新券を交付し、または従来の地券に裏書して交付する。この時には一般的な

レコーディング システムと異なり登記が物権変動の成立要件になるのである(ULRA 第

54 条)。 
登記公務員は譲渡人の登記以後の事項だけ調査をして、それ以前の事項に対しては権

原を調査しない。所有権移転の場合 124 を見れば譲受人が譲渡証書をその他の処分を証明

する所定の証書とともに登記申請書と登記義務者が所持する権原証明書を提出すれば、登

記公務員は登記簿に登記をして、合わせて権原証明書にも新しい権利者の氏名等を記入し

                                                   
122 アメリカでレコーディング システムではなくトレンス システムをとる州は相対的に少ない。ミネ

ソタ、マサチューセッツ、コロラド、ジョージア、ハワイ、ニューヨーク、ノースカロライナ、オ

ハイオ、イリノイ、オレゴン、カリフォルニア、ワシントン州などがある。 
123 ジョン・オクテ、「不動産登記の公信力に関する研究」、ソウル大学校博士学位論文(1987),p.57。 
124 キム・ヒョンジュン、前掲論文、p.57。 
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てこれを登記権利者に交付する。この登記手続は旧権原証明書の抹消(cancellation)と、新

しい権原証明書を発行する方法でなされるのである。 
 
다．示唆する点 

 
レコーディング システムが基本的に行われているアメリカの不動産物権変動による

現実はアメリカの歴史的、社会的脈絡を理解せずにはかえって我が国の法制を作るにあた

って誤った参考事項になり得る。なぜなら伝統的にアメリカは英国法の伝統によりレコー

ディング システムで出発してそれを維持してきた歴史が非常に長いだけでなく、我が国

と比較してはるかに多くの数の 
 
【原文 88 頁】 
 
弁護士、そして小さいことでも弁護士に全てのことを頼る文化風土、そのように高水準に

発達された権原と関連した保険制度などアメリカの特性が法にそのまま溶け合っているた

めである。この点は我が国の現実と比較して相当な差を見せていると言える。アメリカで

もレコーディング システムの短所があらわれるとすぐに全般的に登記を物権変動の成立

要件とするトレンス システムに切り替えようという動きが 19世紀後半頃から改進され始

めたが、一部の州においてのみ行われているだけで全面的な改革になっていることはない。

レコーディング システムはトレンス システムと比較したときに単純に公信力を認めてい

ないことの差だけでなく根本的に差があるもので、したがって転換を全面的に実施する過

程においてあまりにも多くの社会的費用が必要となる。また、レコーディング システムに

強い利害関係を持つ弁護士集団または権原保険会社の反対があるので全面的な改革がなさ

れていない視点である。 
登記の公信力に関連した議論においてはアメリカの現実を参考にしてみることがある

程度は必要だということができるが、不実登記防止のための登記原因証書の公証と関連し

ては同じようにアメリカの特有な現実があるので一方的に比較して参考にするだけのもの

ではないと判断される。 
 
2．公証人制度 

 
公証人の資格に関連しては連邦法ではなく各州の法律として別に定められる。各州は

独自に公証人法を制定、運営して公証人を任命する。したがって公証人の資格が州ごとに

異なるといえるのであるが、共通の事項は他の国に比べて公証人の資格が比較的緩和され

ているという点である。したがって公証人の数字は他の国に比べて圧倒的に多い方で、公

証人に対するアクセシビリティもそれだけ高い方である。公証人になるところに特別な教
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育過程が必須的に要求されるものでもなくて、必ず弁護士および法律専門家でもないので

公証人といってもできることに差別があることになる場合が発生して、実際に公正証書の

作成よりは遺言と一部契約の認証業務のみを取り扱う公証人もいる。 
全米統一州法委員会(NCCUSL)と全米公証人協会(NNA)が二本の軸になって 

 
【原文 89 頁】 
 
統一された公証人に関する法律を持続的に発展させるための努力を傾注していて、1982 年

には統一公証行為法(Uniform Law on Notarial Acts；ULONA)が用意され、2002 年には

モデル公証法(The Model Notary Act)が用意されることもあった。 
 
Ⅵ．英国 

 
1．物権変動と公証 

 
アメリカの不動産に関連した法理は英国から始まったのが大部分である。したがって

英国の物権変動に対してはアメリカの物権変動と公証で十分に言及したと見えるのでアメ

リカでの説明をこちらでも援用することにする。 
 
2．公証人制度 125 
 

英国の公証人制度伝統はアメリカでのそれよりはるかに悠久だと言える。英国もイン

グランド、ウェールズ、スコットランドでそれぞれ別に公証人制度を発展させてきたが、

他の所とは違うようにスコットランドは英米法系とは異なり大陸法系の影響を強く受けて

これと類似の公証人制度を持つのでここでは英米法系の伝統を継受したイングランドおよ

びウェールズの公証人制度を中心に説明することにする。 
イングランドでは 1990 年法院および法律サービス法(Courts and Legal Services Act 

1990)第 57 条によって統一的に公証人の資格を規律する。公証人の資格を与えられるため

には 21 才以上の成年であるべきで、憲法、行政法、国際司法、財産法、EU 法、衡平法、

商法、遺言執行、公証実務、契約法等の過程を学習しなければならない。英国の法律家は

solicitor(主に書類業務に業務領域が限定された弁護士)と barrister(法廷で弁論をすること

が主な仕事である弁護士)に分けられるのであるが弁護士資格取得が 5 年以上になった者

の場合には二つの職域の弁護士の全部は 

                                                   
125 クォン・ヨンジュン、前掲論文、p.73 を主に参考にした。英国公証人制度に対する詳しい説明は

http://thenotariessociety.org.uk を参照すればよいだろう。 
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【原文 90 頁】 
 
公証人となるためのすべての科目の学習が免除される。弁護士として 5 年未満の活動経歴

を持っている場合や英国の CPE/LPC 過程を修了した者はローマ法、市民法、国際私法、

公証実務等以外の科目が免除となる。 
公証人になるための上のような実務教育はケンブリッジ大学で提供する‘公証実務学

位過程(Postgraduate Diploma in Notarial Practice)’という 2 年過程で、2010 年末の統

計を見た時イングランド、ウェールズには概略 1000 人余りの公証人がいると見られる。

この中の 850 人程度は solicitor の資格も持っていると調査されるが、barrister に比べて

確かに書類業務に主要な役割が限定された solicitorが弁護士として公証人業務を併行して

いると見られる。 
 
【原文 91 頁】 
 
第 5 章 不動産登記原因行為の公証制度義務化に対する法経済学的分析 

 
Ⅰ．議論の前提 

 
不実登記の減少は正当な利害関係者すべてに有益なゆえ、不動産登記原因行為の公証

制度義務化は代表的な不実登記減少方案である。不動産登記原因行為に対して義務公証制

度を導入するならば、権利者は登記の真の公示を通じて自身の権利をより一層明確に保証

されて、特に第三者保護規定がある場合に上の規定によって権利者自身の権利を剥奪され

る状況を減少させることができる。第三者は登記の公信力が認められない現制度の下で不

実登記を信じて取引して一歩遅れて権利者が現れる場合、不実登記の危険を抱え込まなけ

ればならないこともあるが、不実登記が減ればこのような危険性も減少することになる。

社会全体的な次元においても登記の真正性と信頼性が向上されることにより不動産取引が

より一層安全になり、それにより不動産取引を促進させる効果を得ることになる。また、

不実登記によって発生しうる不必要な紛争が減って紛争による社会的費用も減少するだろ

う。126 
だが不動産登記原因行為の公証制度義務化が社会的に不実登記の減少という便益だけ

を発生させるのではない。すなわち、不実登記を減少させるためにすべての不動産取引と

関連した登記原因行為に対し公証を義務化させるのは公証手数料などそれに伴って種々の

                                                   
126 クォン・ヨンジュン、「登記の公信力と登記原因証書の公証研究」、『2010 年度法務部研究サービス

課題報告書』、2010,p.76－77。 



不動産登記原因行為の公証制度義務化に 
よる社会的費用と便益に関する法経済学的分析研究』(2011.12.法務部) 

[司法書士長谷川清仮訳] 

 89 / 169 
 

費用が発生することになる。 
新しい制度を導入するということにおいてはその制度の導入に関連した社会的費用と

便益を比較して導入の有無を決めなければならなのであるゆえ、以下では不動産登記原因

行為の公証制度義務化と関連して法経済学的観点でその導入の妥当性の有無を分析してみ

ようと思う。 
 
【原文 92 頁】 
 
Ⅱ．不動産登記原因行為の公証制度義務化と関連した法経済学の理論 

 
不動産登記原因行為の公証制度義務化は基本的に個人の財産権、特に不動産に対する財

産権を保護するための制度である。そして不動産登記関連制度は私人間の関係を規律する

ための制度であると同時に国家の不動産関連法制度の根幹をなしている制度である。また、

不動産登記原因行為の公証制度は事前的には契約締結の前段階で契約の不確実性を減少さ

せる制度であるから不動産取引において契約締結時にどれくらい厳格に契約を扱うのかと

いう問題とも密接に関連する制度ということができる。127 
したがってまず不動産登記原因行為の公証制度に対する具体的な法経済学的分析以前

に財産権制度の基本となる法経済学理論である‘コースの定理(Coase theorem)’を調べて、

不動産取引費用が存在する場合、不実登記による社会的費用の最小化という観点で契約締

結過程にあっての責任の分担を扱った法経済学理論を検討しようと思う。 
[仮訳者注：コースの定理：所有権が確定されているならば政府の介入がなくても市場の外部性の問題は

解決される、という主張で、最初に提起したシカゴ大学のコースにちなんでこう呼ばれている。この定理

は、普通、所得分配の問題をひとまずおくと、外部不経済の発生者が被害者に補償金を支払っても、反対

に被害者が外部不経済の発生者にお金を払って外部不経済をなくす処置をしてもらっても、パレート最

適性[仮訳者注：他の経済状態を悪化させることなしには，もはや何人の経済状態も改善できないという

状態にあること。資源利用に無駄のない最適な状態をさす。(出典：weblio 辞書)]を回復できるというよ

うに表現される。ただし、この定理が成り立つのは「取引費用」が存在しない世界のみである。しかも、

環境問題を例に挙げるまでもなく、今日では、所有権を明確に規定することは極めて困難である場合が多

い。その場合は、逆に政府が積極的に介入することが必要になるであろう。(依田高典 京都大学大学院経

済学研究科教授 ／ 2007 年)(出典：https://kotobank.jp/)] 

具体的に不法行為法に関する法経済学理論である‘カラブレイジ(G.Calabresi)の事故

費用論’と契約締結段階で事前的契約締結費用と事後の契約関連紛争費用を考慮した‘契

                                                   
127 不動産登記原因行為の公証制度を義務化すれば契約書を公証受けなければならないなど事前的に契

約締結の費用は増加するが反対に契約の不確実性が減少して事後的な紛争費用が減少する反面、契

約締結過程を厳格に管理しない場合事前的契約締結費用は減少するが事後の紛争費用は増加するこ

とになる。 
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約法に関する法経済学理論’を調べようと思う。そして上の理論等に照らして不動産登記

原因行為の義務公証制度の導入の有無に関する具体的妥当性を検討しようと思う。 
[仮訳者注：カラブレイジの最安価損害回避者の理論：自動車所有者 A と潜在的被害者 B の 2 当事者によ

って構成される世界があり，そのままだと交通事故で B は 100 万円の損害を被るが，もし A の車にスポ

ンジ・バンパーを付けると被害が 10 万円に減るとしよう．スポンジ・バンパーの経費は 20 万円である

とすると，経済的にはバンパーを付け替えるのが効率的である．A が自発的にバンパーを付け替えようと

しない場合，B としてはバンパーを付け替えてくれるよう A と交渉しようとするだろう．交渉費用がゼ

ロであれば，コースの定理通り交渉が成立する．しかし，仮に交渉費用が高くて交渉できないとしよう（そ

れが現実により近い仮定である）．そのような場合は，損害を最も安く回避できる者（最安価損害回避者

という）に賠償責任を課すよう不法行為法を定めるべきだ，とカラブレイジはいう．設例では，自ら 20

万円でバンパーの交換ができる A である（それにより，最も安価に効率的な結果を導ける）．しかし，も

し誰が最安価損害回避者であるかが分からない場合には，最も安く最安価損害回避者を捜し出してこれ

と交渉できる者（最安価交渉者という）に賠償責任を課せという．たとえば，交通事故とは全く無関係な

ロック歌手 C が，自動車の構造に詳しくまた A と親しくて，最も容易にバンパーの付け替えに思い到り

A と交渉ができるなら，たとえ事故に無関係でも C に賠償責任を課すのが経済的に効率的だというので

ある．＜出典：法と経済学(Law and Economics)http://cals.aichi-u.ac.jp/＞] 

 
1．コースの定理(Coase theorem) 
 

コースの定理(Coase theorem)とは取引費用(transaction cost)が存在しないで、富の

効果(wealth effect)が存在しなければ 128 資源に対 
 
【原文 93 頁】 
 
する財産権が確立された場合、財産権の帰属主体と関係がなく‘最も効率的’129 でまた

‘同一方法’130 で使われるという整理である。131 すなわち、財産権に対する権利がどち

ら側に付与されているのかと関係なく当事者は自発的な交渉と交換を通じて最も効率的な

                                                   
128 コースの定理で前提としている仮定は具体的に①外部効果(externality)の問題を置いて交渉に臨む

二人の当事者、②お互いがお互いの生産、利潤、効用関数に対し完全情報を有している状況、③完

全競争市場、④取引費用の不存在、⑤費用が必要とされない司法システム、⑥利潤最大化を追求す

る企業家、期待効用の最大化を追求する消費者、⑦富の効果の不存在等を上げられるがそのうちの

核心的な仮定は取引費用の不存在と富の効果の不存在である。 
129 “When there are well-defined property rights and costless bargaining,then negotiations 

between the party creating externality and the party affected by the externality can bring about 
the socially optimal market quantity(PartⅠof the Coase Theorem)。” 

130 “The efficient solution to an externality does not depend on which party is assigned the 
property rights,as long as someone is assigned those rights(PartⅡof the Coase theorem)。” 

131 Jonathan Gruber,『Public Finance and Public Policy 2nd edition』、Worth Publishers、
2007,p.129-133. 
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資源配分に到達することになるということである。 
法経済学者はこのようなコースの定理に対して新しい意味を発見したが、具体的に調

べれば次のとおりである。① 完全競争の状況においては‘私的費用(private cost)’と‘社

会的費用(social cost)’が一致して ② 取引費用が存在しない状況での資源配分は、富の効

果が存在しないならば、損害賠償責任負担の原則に関する法体系と関係がなく、常に効率

的になる。 
ここで取引費用というのは当事者が会って相互利益になる自発的交換および取引行為

をするとき必要な一切の費用、すなわち取引の成立・維持・監督費用を意味する。ここに

は当事者の現在の状態、可能な選択手段、その選択にともなう結果の意味等を両当事者が

熟知するのに必要な‘情報費用(information cost)’、これを基礎として当事者が会って実

際に交渉をして交渉をするのに必要な‘交渉費用(negotiation cost)’および契約成立後契

約の履行を監視・監督するのに必要な‘契約執行費用(enforcing cost)’等が含まれる。132  
したがってコースの定理によれば取引費用がない場合、取引当事者のうち誰に権利を

付与しても取引の対象である権利に最も大きい効用を付与 
 
【原文 94 頁】 
 
する者がその権利を取得することにより社会的に効率的な結果に達することができる。そ

れなら不動産取引費用が存在しない場合には登記原因証書の義務公証制度を導入する必要

がないと言える。不動産取引費用がないならば対象不動産にもっとも大きい効用を付与す

る者が相手方からその不動産を買い受けるためである。 
しかし現実世界では取引費用が発生する。したがって誰に物権を付与して、誰に債権

の危険を負わせるかは重要な意味を持つ。133 すなわち、権利者と第三者のうち‘最小費用

回避者(the cheapest cost avoider)’に危険を負担させる必要があるのである。一方、誰に

不実登記による危険を負担させるのかの問題は登記の公信力に関連した問題である。本報

告書の主題と言える不動産登記原因行為の公証制度義務化は‘不実登記による危険を誰に

負担させるのかの問題’というよりは‘不実登記をどのように減少させるのかと関連した

問題’である。したがって以下では不実登記を減少させる方案によって不動産登記原因行

為の公証制度義務化という主題に合わせて議論を継続することにする。 
 
2．カラブレイジ(G.Calabresi)の事故費用論 134 

                                                   
132 ホ・ソンウク、「権利濫用禁止法理に関する法経済学的考察」、『法曹通巻 591 号』、法曹協会、

2005,p.20。 
133 クォン・ヨンジュン、「登記の公信力－1957 年、そして 2011 年－」、『法曹通巻 661 号』、法曹協

会、2011,p.22。 
134 パク・セイル、『法経済学』、パクヨン社、2007,p.282－p.294。 
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取引費用が存在する場合、これ以上コースの定理は妥当だということができない。す

なわち、不動産取引費用の存在によって不実登記による法的紛争が発生したとき社会的に

最も効率的な結果に到達することができなくなることもある。したがって上のような法的

紛争(legal accidents)の発生を防止(deterrence)するための努力が必要なところ、カラブレ

イジの事故費用論はこのような法的紛争発生防止努力と関連して最適努力水準に対する理

論的根拠を提示している。 
カラブレイジは法的紛争に関連した法制の目的は‘事故総費用(the total costs of 

accidents)の最小化’すなわち、法的紛争に関連した総費用の最小化だと 
 
【原文 95 頁】 
 
いう。事故総費用の最小化というのは事故費用と事故回避費用の合計(the sum of the costs 
of accidents and the costs of avoiding accidents)を最小化するというところ、以下で詳し

く調べるようにする。 
 
가．不法行為法(tort law)の必要性 
 

カラブレイジの事故費用論は不法行為法の一種であるが、財産権制度と契約法制の他

に不法行為法が必要な理由は何だろうか? その理由は取引費用のためである。不法行為の

場合、大部分が事故(accident)の形態で現れる。特に不動産登記関連事故は不実登記による

法的紛争の発生という形態で現れるだろう。 
一方、被害者が迷惑をかけるかも知れず、ある程度の被害が発生するかも知れない状

況なので事故の加害者と被害者が事故発生前に事故関連契約を締結するということはほと

んど不可能なことである。事前契約の取引費用がとても多く要するためである。契約法制

は事前契約の取引費用が大きくない私人間の関係を規律することができるが、取引費用が

大きい場合にはやむをえず不法行為法を必要とする。135 
 
나．ハンド法則(The Hand Rule)：個人の最適選択 
 

不動産取引をする個人にとって不実登記による法的紛争すなわち、事故防止するため

にある程度の注意(care)をすることが最適選択であろうか? この質問に対する回答をアメ

リカのハンド判事(Judge Learned Hand)が提示している。136 

                                                   
135 パク・セイル、前掲書、p.279。 
136 ハンド判事は桟橋に結んでおいた船の綱がたるんで動いたせいでそばに係留していた他の船を壊し

た事件で加害をした船の所有者の注意義務の程度を判断した(U.S.v.Carrol Towering Co.(159 F2d 
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事故の防止費用が事故の期待損失(事故確率×事故費用)より小さいのにその事故防止

努力をしない場合には注意義務違反が成立して、反対に 
 
【原文 96 頁】 
 
事故の防止費用が事故期待損失より大きい場合には事故防止努力をしなくても注意義務違

反にならないということである。したがって注意義務は事故防止費用が事故期待損失より

小さい場合にだけ成立しているといえる。 
具体的に注意義務を遂行するのに要する総費用(事故回避費用)が C で、注意義務を遂

行して得ることができる総利益(事故費用)を P×L137 とすれば、‘C＜P×L’である場合、

事故を防止しなければならない責任がある者は注意義務に違反したことになる。 
個人の注意義務の水準を客観化するのに寄与したという点でハンド判事の公式は大き

な意義を持っているといえるが、ハンド判事の公式が事実上‘総利益(total benefit)’と‘総

費用(total cost)’の観点において‘費用－便益分析(cost－benefit analysis)’をするのは妥

当な接近法ということはできない。個人の最適注意義務の水準を発見するためには‘限界

(marginal)の概念’を用いることが合理的であるためである。すなわち、注意義務をすべ

てするかしないかの問題ではなく、どの程度するかの程度の問題なので‘限界費用

(marginal cost)’と‘限界利益(marginal benefit)’を比較して費用便益分析をしなければ

ならないのである。138 このような限界の概念を使って修正したハンド判事の公式を‘ハ

ンド判事の限界公式(marginal Hand formula)’というが、その内容は次のとおりである。 
具体的に‘dC＜d(P×L)’なら注意義務に違反したことになって、‘dC＞d(P×L)’な

ら注意義務に違反しないことになる。そして‘dC＝d(P×L)’であるときの注意義務の程

度が最適注意義務の水準となる。 
これをグラフで現わせば次のとおりである。 

 
<グラフ 1> ハンド判事の限界公式 

 
【原文 97 頁】 
 
 
 
 

                                                   
169(2d Circuit、1947)))。 

137 P は事故が発生する確率、L は事故によって発生した被害額である。 
138 この場合注意義務を 1 単位よりさらに傾けるときにかかる費用とそれによって減らすことができる

事故期待損失すなわち、限界利益を比較して最適注意水準を判断することになる。 
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[仮訳者注：グラフ 1(가)、縦軸：費用利益、横軸：注意程度、朱線：総利益、青線：総費用] 

 

 

[仮訳者注：グラフ 1(나)、縦軸：費用利益、横軸：注意程度、朱線：限界利益、青線：限界費用] 

 
グラフ 1 の(가)は総費用と総利益の関係を現わして、(나)は限界費用と限界利益の関係



不動産登記原因行為の公証制度義務化に 
よる社会的費用と便益に関する法経済学的分析研究』(2011.12.法務部) 

[司法書士長谷川清仮訳] 

 95 / 169 
 

を表す。139 議論の便宜上注意の限界費用は一定 
 
【原文 98 頁】 
 
である反面、注意の限界利益は注意の程度が高まるにつれ逓減することと仮定した。ハン

ド判事の限界公式によれば‘MB＝MC’、換言すれば限界利益と限界費用が一致する水準

である X＊で個人の純利益すなわち、総利益と総費用の差が最も大きくなる。したがって

この X＊が一般人の合理的選択の結果である最適注意水準であり、一般人に要求される注

意義務の水準ということができる。 
 
다．カラブレイジの事故費用論：社会の最適選択 

 
一般の人たちに要求される最適注意義務の水準である X＊は事故費用と事故回避費用

の合計である事故総費用を最小化する効率的注意義務の水準でもある。‘カラブレイジの

事故費用論’によれば法的紛争に関連した法制の重要な目的が事故総費用の最小化という

ことであるので、X＊は事故総費用の最小化を決定する効率的な注意の水準なので法的紛争

に関連した法提案目的に最も適合した注意義務の水準のはずである。すなわち、X＊という

注意義務の水準は各個人に要求される最適注意義務の水準であり同時に社会的総費用を最

小化する最適注意義務の水準ということができるところ、このような社会的に最適である

注意義務の水準の具体的な内容は次のとおりである。 
注意費用(WX)140 と事故の確率(p(X))が注意水準(X)により変わると仮定すれば、社会

的総費用は事故費用と事故回避費用の合計で表すことができる。すなわち、‘C＝WX’で

あり、‘PL＝p(X)L’であるから事故費用(PL)と事故回避費用(C)の総合である社会的総費

用(SC)は‘SC＝WX＋p(X)L’となる。このとき社会的総費用を最小化する注意水準を求め

るためには‘費用極小化の第 1 階条件(First Order Condition)’を求めなければならない。

141 すなわち、 
 
【原文 99 頁】 
 

                                                   
139 費用は注意の程度を高めるのにかかる費用である‘注意費用(cost of care)’を意味して、利益は注

意の程度を高めて事故が回避されることによって得る利益である‘事故回避利益(benefit of 
avoidance)’を意味する。 

140 注意費用というのは注意の程度を高めるのにかかる費用、換言すれば注意を 1 単位加えるとき毎に

増加する費用で例えば、不実登記による法的紛争防止のために注意をさらに傾けることになること

によって要することになるお金や時間、または、個人が甘受しなければならない不便等を例にあげ

ることができる。注意の限界費用(注意の 1 単位当たりの費用)を W とするとき、注意水準により変

わる(総)注意費用は W×X すなわち、WX で表すことができる。 
141 具体的に社会的総費用(SC)を X に対し一次微分してその結果が 0 になる X を求めればよい。 
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dSC
dX

 ＝W＋(dp
dX

)L＝0 の条件が成立する X＊を求めなければならない。上式を注意の限界費

用(W )に対し整理してみれば、‘ W＝－(dp
dX

)L’ 142 となる。これは‘注意の限界費用

(marginal cost of care)’が‘注意の限界利益(marginal benefit of care)’、言い換えれば

‘事故費用の減少額(－(dp
dX

)L)’と一致する注意水準( X＊)で社会的総費用が最小になること

を意味する。この内容をグラフで表示すれば下記のとおりである。 
 

<グラフ 2> 事故総費用の最小化 
 

 

[仮訳者注：グラフ 2、縦軸：費用、横軸：注意程度、朱線：事故費用、青線：事故回避費用、緑線：事

故総費用] 

 
ところでグラフ 1 の X＊はグラフ 2 の X＊と一致するが、これは各個人の注意の限界費

用と限界利益が一致する注意の水準で同一に事故費用と事故回避費用の総合である事故総

費用すなわち、社会的総費用が最小化されることを意味する。 
 

                                                   
142 Robert D.Cooter and Thomas Ulen は注意の限界費用を(dｐ(X)

dX
)＝p’(X)であるから、‘ W＝－p’(X)’

と簡単に表示する。 
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【原文 100 頁】 
 
3．契約に関する法経済学理論 

 
契約の当事者は契約の締結と履行により自身が負担しなければならない費用と自身に

与えられる便益を比較して契約の締結および履行の有無を決定する。特に契約の当事者が

短期的な利益を追求して行動する場合である費用－便益の分析過程はより一層明白にあら

われる。143 このような契約を締結する全過程で発生する費用として一般的には事前的な

費用と事後的な費用に分けることができる。事前的な費用は契約締結時に公証を受けるよ

うにする場合や、契約書を厳格に作成するようにするなど契約の要式性と関連した費用だ

とすることができ、事後的な費用は契約成立以後に契約の不履行等による訴訟費用など契

約の履行に関連した紛争費用といえる。 
契約の当事者は次のような費用－便益分析(benefit-cost analysis)の過程を経て契約

の履行の有無を決定する。契約者(promisor)は契約を履行(perform)する場合の履行費用が

契約に違反(breach)する場合、契約者が申込の相手方すなわち、諾約者(promisee)に賠償し

なければならない損害賠償金より大きいならば契約を履行しないようにして、契約の履行

費用が契約違反時に契約者が諾約者に支払わなければならない損害賠償金より小さいなら

ば契約者は契約を履行しようとするであろう。すなわち、契約者の履行と違反決定の基準

は次のとおりである。144 
 

契約者の履行と違反決定 

[契約者の履行費用] > [契約者の違反時損害賠償] → 違反 
[契約者の履行費用] < [契約者の違反時損害賠償] → 履行 

 
契約者の観点で最適な履行と違反の基準は上のようであるが、だが社会的 

 
【原文 101 頁】 
 
に最適な履行と違反は契約者と諾約者の利益の合計が最も大きくなる水準で決定されるこ

とが望ましいはずである。 
契約を履行する瞬間に契約者には費用が発生して諾約者には利益が発生するが、効率

性の原則によれば契約者が自身の履行費用が諾約者が契約の履行で得る利益より小さけれ

ば契約を履行することが社会的に望ましい反面、契約者の履行費用が諾約者の利益より大

                                                   
143 不動産の不実登記による紛争は契約の当事者が信頼(reliance)等の長期的な利益を考慮しないで、主

に短期的な利益だけを追求することから発生する。 
144 Robert D.Cooter and Thomas Ulen、ハン・スング訳、『法経済学第 5 版』、経文社、2009,p.246。 
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きければ契約者は契約に違反した方が良い。すなわち、社会的に最適な履行と違反の基準

は下記のとおりである。145 
 

社会的に最適な履行と違反 

[契約者の履行費用] > [契約履行時諾約者の利益] →違反が効率的 
[契約者の履行費用] < [契約履行時諾約者の利益] →履行が効率的 

 
一方、不動産登記原因行為の公証制度は上のような契約の社会的に最適な履行と違反

の基準により決定された契約締結の全過程の社会的費用極小化と関連が深いと言える。 
契約締結過程において不動産登記原因行為の公証制度を義務化すれば契約書の公証を

受けなければならないなど事前的には契約締結の費用は増加するが反対に契約の不確実性

が減少して事後的な紛争費用が減少する反面、契約締結過程を厳格に管理しない場合事前

的契約締結費用は減少するが事後の紛争費用は増加することとなる。これをグラフで表現

すれば下記のとおりである。 
 
【原文 102 頁】 
 

<グラフ 3> 契約に関連した費用の最小化 
 

 

                                                   
145 Robert D.Cooter and Thomas Ulen、ハン・スング訳、前掲書、p.246。 
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[仮訳者注：グラフ 3、縦軸：費用、横軸：契約の厳格性程度、朱線：事後の紛争費用、青線：事前的契

約締結費用、緑線：契約関連総費用] 

 
上のグラフ 3 はカラブレイジの事故費用論で事故費用を最小化する注意水準を求める

グラフ 2 と形が似ているが、グラフ 3 はグラフ 2 とは異なり独立変数を‘注意程度’では

なく‘契約の厳格性程度’と設定しているという点、‘事故回避費用’の代わりに‘事前的

契約締結費用’と‘事故費用’の代わりに‘事後の紛争費用’を公証の程度に対応した関

数に設定しているという点でその内容が異なっている。 
契約の厳格性程度が大きくなるということはそれだけ契約書を厳格に作成することに

なることを意味してこれはそれだけ契約締結過程での費用が増加するということを意味す

る。146 反面契約の厳格性程度を強く要求するほどすなわち、契約書を厳格に作成するほ

ど事後において契約に関連した不確実性が減って紛争が発生する可能性が減少すると見る

ことができる。そして契約書が契約の成立以後 
 
【原文 103 頁】 
 
に発生可能なすべての場合の数を含んでできるだけ厳格に作成されているならば、たとえ

契約に関連した紛争が発生しても相対的に少ない費用で早期に紛争を解決できることにな

る。 
したがって上のグラフ 3 に照らしてみて契約に関連した社会的費用を最小化するとい

うことは事前的契約締結費用と事後の紛争費用を合わせた社会的な費用を最小化する契約

の厳格性程度を求めるということだということができる。すなわち、社会的に最適である

契約の厳格性程度である Y＊を求めることを意味する。これを数学的に導き出せば下記の

とおりである。 
事前的契約締結費用(AY)147 と契約に関連した紛争の発生確率(f(Y))が契約の厳格性

程度(Y)により変わると仮定すれば、契約関連総費用は事前的契約締結費用と事後の紛争費

用の合計で表すことができる。すなわち、‘C＝AY’であり、‘FL＝f(Y)L148)’であるから

事後の紛争費用(FL)と事前的契約締結費用(C)の総合である契約関連総費用(CC)は‘CC＝

                                                   
146 グラフ 3 では契約の厳格性程度が連続的(continuous)に増加すると仮定して契約関連総費用を最小

化する契約の厳格性程度を求めているが、現実での契約の厳格性程度は連続的ではない。例えば、

契約の厳格性程度と関連した現実での公証の程度は ① 公正証書作成方式による公証を義務化する

場合、② 私署証書認証方式による公証を義務化する場合、③ 公証を義務化しない場合三つでのみ

分けることができる。 
147 事前的契約締結費用は契約締結時に公証を受けるようにした場合や、契約書を厳格に作成するよう

にするなど契約の厳格性と関連した費用といえる。事前的契約締結の限界費用(契約の厳格性 1 単位

あたりの費用)を A とするとき、契約の厳格性程度により変わる事前的契約締結費用は A×Y すなわ

ち、AY で表すことができる。 
148 L は契約に関連した紛争費用を意味する。 



不動産登記原因行為の公証制度義務化に 
よる社会的費用と便益に関する法経済学的分析研究』(2011.12.法務部) 

[司法書士長谷川清仮訳] 

 100 / 169 
 

AY＋f(Y)L’になる。このとき契約関連総費用を最小化する契約の厳格性程度を求めるた

めには‘費用極小化の第 1 階条件(First Order Condition)’を求めなければならない。 149 

すなわち、
dCC
dY

＝A＋(df
dY

)L＝0 の条件が成立する Y＊を求めなければならない。上式は事前

的契約締結の限界費用(A)に対して整理してみれば、‘A＝－(df
dY

)L’となる。これは‘事前

的契約締結の限界費用’が‘事後の紛争費用減少の限界利益’、言い換えれば‘契約関連事

後の紛争費用の減少額(－(df
dY

)L)’と一致する契約の厳格性程度(Y＊)で契約関連総費用が最

小になることを意味する。 
 
【原文 104 頁】 
 
4．不動産登記原因行為の義務公証制度と関連した法経済学理論の適用 

 
不動産登記原因行為の義務公証制度は契約に関連した事後の紛争費用を減少させる方

案中の一つであるから契約締結の全過程にわたる社会的費用極小化の問題と関連が深いと

言える。上で調べた契約締結過程において責任の分担問題を扱った法経済学理論のうちで

カラブレイジの事故費用論は不法行為法に関する法経済学理論であるだけに一般的な不動

産取引にそのまま適用して分析するのは適切ではなくて、不動産登記原因行為の義務公証

制度に対しては契約に関する法経済学理論に基づいて分析することが望ましいと考えられ

る。 
したがって不動産取引に契約に関する法経済学理論を適用してみれば不実登記にとも

なう社会的費用を最小化するためには上のような費用を最小化できる社会的に最適である

契約の厳格性程度を導き出して契約当事者等にそれだけの契約の厳格性程度を要求しなけ

ればならない。特に不動産登記原因行為の公証制度義務化議論に関連しては不動産登記原

因行為の公証にあって公証をどの程度の水準まで義務化させるのかに対する問題というこ

とができる。 
契約の厳格性程度の一種類だと言える公証の程度を前の数式で調べたように連続的

(continuous)に評価できるならば上のように費用極小化の第 1 階条件を適用して社会的に

最適である公証の程度を捜し出せるはずである。だが、公証の程度が連続的でない場合、

微分が不可能なので費用極小化の第 1 階条件を使うことはできない。150  
現実に公証の程度はどうか? 我が国で公証の種類は公正証書による公証方法と私署証

                                                   
149 具体的に契約関連総費用(CC)を Y に対し一次微分してその結果が 0 になる Y を探せばよい。 
150 連続的なすべての関数が微分可能になるものではないが、不連続的な関数はすべて微分が不可能で

ある。すなわち、微分が可能ならばその関数は連続である。 
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書による公証方法二種類の外に存在しない。すなわち、公証の程度が連続的でない。した

がって微分が不可能で費用極小化の第 1 階条件を使うことはできない。これは費用－便益

分析を行う時に限界(marginal)の概念を利用して厳密な分析ができないということを意味

する。 
したがって以下では総利益と総費用の観点で 151 不動産登記原因行 

 
【原文 105 頁】 
 
為の公証制度義務化の妥当性の有無を分析しようと思う。152 具体的に ① 公正証書作成

方式による公証を義務化する場合、② 私署証書認証方式による公証を義務化する場合、③ 
公証を義務化しない場合に分けて費用－便益分析をしてみることとする。 
 
Ⅲ．不動産登記原因行為の義務公証制度導入に関する法経済学的分析 

 
1．費用－便益分析(Cost-Benefit Analysis) 
 
가．新しい政策の導入の有無と関連した段階別意思決定 

 
新しい政策の導入の有無に関連した費用－便益分析は一般的に次のような 3 段階を経

る。最初の段階では与えられた目標の達成を可能にする色々な政策的代案を発見する。そ

の次の段階では各代案が導入されたときに現れるすべての結果を予測する。最後の段階で

は費用と便益を推定して新しく導入する制度の総合的である妥当性を評価する。153 
不動産登記原因行為の義務公証制度の導入の有無に関する手本としては登記原因証書

の義務公証制度の導入という与えられた代案に関する分析であるから上の意思決定段階の

うち二番目段階と最後の段階である結果の予測および費用便益分析を通した政策の妥当性

評価に関することである。 
 
나．費用－便益分析の種類 

 
(1) 現在価値法 154  
 

                                                   
151 前で調べた不法行為法関連法経済学理論でハンド判事が使った概念と一脈上通じる。 
152 しかし理論的に厳密な最適注意義務の水準である Y＊を発見するためには限界(marginal)の概念を使

わなければならない。本報告書では限界の概念を使って社会的で最適である公証の程度を導出でき

ないので次善策として総利益と総費用の概念を使って費用－便益分析をするものである。 
153 イ・ジュング、『財政学第 3 版』、多産出版社、2005,p.320。 
154 イ・ジュング、前掲書、p.320－321。 
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【原文 106 頁】 
 
今始まってｎ期後までにその効果が現れるある政策があると仮定すれば、各期で要求され

る費用の流れは C0、C1、・・・、Cn-1、Cn で、そしてこれから出てくる便益の流れは B0、

B1、・・・、Bn-1、Bnで表現することができる。 
一方、未来に予想される費用と便益は適切な割合で割引されて現在価値(present 

value)に変わって初めて一貫性ある評価が可能となるが、このような割引の過程に適用さ

れる比率を割引率(discount rate)という。155 期間当たり割引率が r とするとき前で例にあ

げた政策が意味する純便益の現在の価値(net present value)は次のとおりである。 
 

 

上の式を簡単に表現すれば 

 

となる。 

新しい政策の採択の有無はそれから得る純便益の現在価値(NPV)が 0 より大きいかど

うかの可否によって決定される。すなわち、現在の価値法に従うとき、純便益の現在価値

が 0 より大きければその政策を採択して 0 より小さければその政策を棄却しなければなら

ないのである。純便益はある政策から出る便益で費用を差し引いた残りを意味するところ、

便益の現在価値が費用の現在価値より大きい時その政策は導入する価値があるという評価

を受けることになる。156  
 
(2) 内部利益率法 157 
 
【原文 107 頁】 
 

内部利益率法というのはある政策が意味する期間当たり収益率を計算して内部収益率

                                                   
155 民間企業の投資計画に使われる割引率は一般的に資金の期間当たり機会費用と一致するように選択

される。[仮訳者注：機会費用とは、与えられた条件の下で最善のものを選択した場合，残された選

択物 (犠牲となったもの) のなかの最善のものの価値を指す。一般に多数の用途をもつ財・サービス

をある特定の用途に利用する場合，それ以外の用途は利用されずに犠牲となっている。この犠牲と

なった用途を利用したら得られたであろう収益のうち最も値の大きいものである。(出典｜ブリタニ

カ国際大百科事典 小項目事典 https://kotobank.jp/)] 
156 上の本文の内容は代案となる政策の採択の可能性(admissibility)に対する判断基準といえる。一方、

代案となる様々な政策が存在する場合、その政策を比較するとき採択の優先順位(preferability)は純

便益の現在価値が高い順序で決めればよい。 
157 イ・ジュング、前掲書、p.320－321。 
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(internal rate of return)といい、その内部利益率に基づいて政策の妥当性を評価する方法

である。 
内部利益率法を具体的に調べれば前で調べた現在の価値法で例にあげた費用と便益の

流れにより次のような方程式を作ったとしよう。 
 

 
 

 上の式は前の現在価値法で本 NVP 式と似ているように見られるがその内容においては

完全に異なると言える。NVP 式はすでに決まっている割引率 r 利用して現在価値に換算

したことを意味するが、今見る形では割引率 p が未知数になっている。すなわち、上の式

は未知数 p の n 次方程式であるゆえ、この方程式の解となる未知数の値を p＊とする場合、

この値がすぐに内部利益率となる。158  
内部利益率法によった評価基準は内部利益率(p＊)が割引率(r)より大きければ採択して、

そうでなければ採択しないことである。159 すなわち、採択の可能性(admissibility)に対す

る判断基準は p＊＞r にならなければならない。160  
 
(3) 便益－費用比率法 161 
 

便益－費用比率法は政策から生まれる便益と費用の現在価値(present value)をそれぞ

れ求めて、この二つの比率を求めて判断の根拠とする方法である。便益と費用の現在価値

をそれぞれ PVB、PVC とするならばこの二つの間の比率 
 
【原文 108 頁】 
 
を便益－-費用比率(benefit-cost ratio：BC ratio)という。式で表せば次のとおりである。 
 
 

                                                   
158 他方、純便益の現在価値の観点で調べれば内部利益率というのは純便益の現在価値を 0 とする割引

率といえる。 
159 一般的に割引率は投資計画に必要とされる資金の機会費用を意味する。[仮訳者注：機会費用につい

ては注 155 参照。] 
160 種々の代案を比較する場合、優先順位(preferability)の判断基準と関連しては内部収益率が高い順に

優先順位を配分することになる。すなわち、p1＞p2 なら 2 番代案でない 1 番代案を選択することの

望ましさを意味する。 
161 イ・ジュング、前掲書、p.323。 
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便益－費用比率による評価はこの比率が 1 より大きい代案を採択してそうでなければ

棄却することなのであるが(採択の可能性)、これは現在価値法と内容上異なるところがな

い方法である。162  
だが便益－費用比率法は便益と費用をどのように定義するかにより評価が逆になるこ

とになる問題が発生するが、現在の価値法を使う場合にはこういう問題は生じない。163 
 

다．費用－便益分析の方法に対する検討 

 
内部利益率法は未知数 p の解が一つだけ出てくるのではなく何個かが出てくることが

ありどれを内部利益率として選択しなければならないかが明らかでない。内部利益率法で

調べた式は未知数 p に対する n 次方程式であるから n 重根が出てくる特殊な場合でない

限り必ずいくつかのそれぞれ異なる解が求まるはずである。164 165 
 

【原文 109 頁】 
 

一方、上で調べたように便益－費用比率法は基本的な内容は現在価値法と異なるとこ

ろはないが便益と費用をどのように定義するかにより評価が後変わることになるという大

きな問題がある。 
したがって本報告書では費用－便益分析の方法として現在価値法をまだ選ぼうと思う。 
ただし本報告書で扱っている政策である不動産登記原因行為の義務公証制度は便益の

流れと費用の流れが一般的に様々な期間で類似して発生する特徴を有している。166 した

                                                   
162 種々の代案がある場合には相対的に便益－費用比率が高い代案を選択することになる(優先順位)。 
163 現在価値で評価した便益が 250 万ウォンで費用は 100 万ウォンである政策代案 U と便益が 200 万

ウォンで費用が 100 万ウォンである政策代案 V の二つがあるとしよう。ところで政策代案 U を遂行

する過程において現在価値で見て 40 万ウォンに該当する付随的な被害が発生するとする。これを評

価に反映する方法としては ① 便益から差し引く方法と ② 費用に加える方法の二つがある。付随

的被害を便益から抜くことで処理する場合、政策代案 U の便益－費用比率は 2.1(＝210
100

)となるが、

付随的被害を費用に加えることで処理すれば 1.79(＝210
100

)となる。ところで政策代案 V の便益－費用

比率は 2 であるから政策代案 U から生じる付随的被害をどのように処理するかにより評価結果が逆

転することになる。しかし現在価値法を使う場合にはこのような問題が発生しない。 
164 このような短所のために多数説は内部利益率法より現在価値法がよりよいという。 
165 イ・ジュング、前掲書、p.322。 
166 以下で具体的に調べることだが公証の費用とこれによる便益等はどちらかがある年に非常に多く発

生して、他の年には非常に少なく発生するのではなく毎年一貫して発生する。 
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がってあえて様々な期間便益の流れと費用の流れを比較して純便益の現在価値を導き出し

て評価することよりは 1 期間(例えば、1 年間)の登記原因証書の公証制度から発生する総

便益と総費用を比較して政策の妥当性の有無を分析しようと思う。 
 
2．分析の基準 

 
不動産登記原因行為の義務公証制度導入の有無に対する判断は‘真正性’と‘効率性’

という二種類の価値をすべて念頭に置いてなされなければならない。167 
 
가．真正性 168 
 

不動産登記原因行為の公証制度義務化の目的は不実登記を減少させることである。す

なわち、登記の真正性を高めて不実登記による法的紛争発生を減らすことを目標とする。

このような不動産登記原因行為の義務公証制度の導入が登記の真正性を向上するという点

に対しては疑問の余地が 
 
【原文 110 頁】 
 
ないと考えられる。 

登記の真正性は‘意思の真正性’と‘内容の真正性’に区分できるが、私署証書認証

方式による公証は意思の真正性を高めることができ、一歩進んで公正証書作成方式による

公証は内容の真正性まで向上することができるはずである。ドイツのように公証人が契約

書や遺言状などの作成に深く介入するシステム下においてはこのような真正性向上の効果

はより一層大きくなっているといえる。169 
だが不動産登記原因行為の公証にもある程度の限界が存在する。 
最初に公証は法律行為に対するものであるから民法第 187条により法律の規定による

物権変動過程で発生する不実登記を防ぐのが難しくて、たとえ法律行為に関したものとい

っても公証がすべての不実登記を防止することはできない。 
例えば、単に意思の真正性だけ確認する程度の公証ならば 170 内容の真正性を確保す

ることは難しいことであり、契約の当事者が初めから共謀して公証人から虚偽の公証を受

けようとする場合には公証人がこれを発見する可能性はきわめて希であろう。また、契約

                                                   
167 クォン・ヨンジュン、前掲報告書、p.78。 
168 クォン・ヨンジュン、前掲報告書、p.78－79。 
169 ドイツでは公正証書方式の公証の場合、意思の真正性を高めるだけでなく公証人への相談機能があ

るという。代表的な例で公正証書方式の遺言が上げられる。 
170 契約に関する法経済学理論に適用してみるならば弱い程度の契約の厳格性といえる 
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の当事者が各自の身分証を偽造するならば公証の真正性確保の要請を簡単に挫折させるこ

ともできる。公証の義務化がされていない現在も相当数の不実登記がこのような偽造行為

を伴うという点、偽造行為が行われれば公証を受けるようにしても不実登記を防ぐのが難

しいという点などを考慮すれば登記原因証書の公証を強制するといっても意思の真正性が

十分に確保されることは難しいと考えられる。 
意思の真正性だけでなく内容の真正性まで担保する公証といっても特に公証人の専門

性や誠実さが落ちる場合や、公証が形式的になされる場合、公証過程で上のような真正性

を疑わしくする欠陥を発見できない可能性は常に存在しているといえる。 
二番目に公証は一般的に登記以前になされるので後発的不実登記を防止することがで

きない。後発的不実登記というのは不実登記理由が登記以後に 
 
【原文 111 頁】 
 
存在する登記ということができる。例えば、抵当権登記の被担保債権が返済等の理由で事

後的に消滅したにもかかわらず、抵当権登記が依然として残っている場合等を意味する。

これは事前的な登記原因証書の公証で防止できる性質のものではない。 
 
나．効率性 

 
不動産登記原因行為の公証制度が登記の真正性をある程度向上させることができると

いってもこの制度の正当性がそのまま認められるものではない。新しい制度を導入しよう

とする場合、制度の費用と便益を分析して便益が費用より大きくて初めて制度の効率性が

認められて政策的な観点で制度導入の正当性が認められるものである。以下では不動産登

記原因行為の義務公証制度と関連して具体的な費用と便益の項目別に費用－便益分析を行

ってみようと思う。 
 
(1) 費用 
 

不動産登記原因行為の義務公証制度によって発生する費用は国民が公証を受けるため

に持つことになる経済的負担といえる。国民が持つことになる経済的負担の具体的内容は

次のとおりである。 
 
1) 公証手数料 

 
現行‘公証人手数料規則(法務部令第 693 号、2010.2.5,一部改正)’第 2 条によれば法

律行為に関する証書に対する手数料は次のとおりである。 
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【全文 112 頁】 
 

法律行為の目的価額 手数料 

200 万ウォンまで 11,000 ウォン 

500 万ウォンまで 22,000 ウォン 

1,000 万ウォンまで 33,000 ウォン 

1,500 万ウォンまで 44,000 ウォン 

1,500 万ウォン超過時 
超過額の

3
2000

を加えるものの、 
300 万ウォンを超過できない 

 
この他にも証書の帳数が 4 枚を超過するときにはその超過する 1 枚ごとに 500 ウォン

を加えて、1 枚に達しないものはこれを 1 枚と見る(公証人手数料規則第 3 条)。そして認

証の手数料は証書作成の手数料の 5
10

  にするものの、50 万ウォンを超過できない(公証人手

数料規則第 20 条第 1 項)。171 
 

このように公証手数料は法律行為の目的物価額に連動されている。従って不動産登記

原因行為に対する手数料も不動産価額によって決定されているといえる。全国的に不動産

価額は非常に多様だが平均人の負担という観点で平均的費用計算は全国の平均的な不動産

価額に基づいてなされなければならない。2011 年 11 月現在の平均的な不動産価額および

中位(median)不動産価額 172 は下記のとおりである。 
 
【原文 113 頁】 
 
[仮訳者注：下記表中「連立」とは集合住宅の意味。] 

 
《2011 年 11 月平均住宅価格》173 

 総合 アパート 単独 連立 

                                                   
171 宣誓認証の場合には第 20 条第 1 項の手数料に 5

10
  を加えるものの、75 万ウォンを超過できず(公証

人手数料規則第 20 条第 2 項)、外国語で書かれた私署証書は第 20 条第 1 項の手数料の 2 倍にするも

のの、100 万ウォンを超過できない(公証人手数料規則第 20 条第 3 項)。そして集合建物法上の議事

録および書面決議書の認証手数料は各 12,000 ウォンとする(公証人手数料規則第 20 条第 4 項)。 
172 中位価格(median price)とは中央価格とも言うが住宅価格を順に羅列したとき中央に位置する価格を

意味する。 
173 KB 国民銀行、「KB 国民銀行全国住宅価格動向調査」、2011 年 11 月、p.76。 
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全国 26,101 26,923 29,119 15,205 

ソウル 48,660 54,031 62,259 24,030 

6広域市 16,881 18,202 17,884 8,344 

首都圏 174 35,897 37,187 50,719 17,801 

その他地方 175 13,503 13,970 13,362 6,333 

(単位：万ウォン) 
 
 

《2011 年 11 月中位住宅価格》176 

 総合 アパート 単独 連立 

全国 23,978 24,979 25,848 14,015 

ソウル 45,065 50,467 56,464 22,124 

6広域市 15,537 16,884 16,005 7,791 

首都圏 177 33,156 34,638 45,251 16,452 

その他地方 178 12,290 13,013 11,774 5,327 

(単位：万ウォン) 
 
【原文 114 頁】 
 

上の不動産価格表によれば 2011 年 11 月基準全国の平均住宅価格は 261,010,000 ウォ

ンであり、2011 年 11 月基準全国の中位住宅価格は 239,780,000 ウォンである。保守的な

分析のためには色々な選択肢がある場合、その中で低い価格を採択して計算することが一

般的であっても公証手数料の全体的規模を判断するということにおいては中位住宅価格よ

り平均住宅価格を選択して評価することがより正確なので 2011 年 11月全国の平均住宅価

格を本分析の平均的な不動産価額として仮定することにする。 

                                                   
174 ソウル、仁川（インチョン）、京畿（キョンギ）地域を表す。 
175 首都圏と広域市を除いた残り地域を表す。 
176 KB 国民銀行、前掲報告書、p.78。 
177 ソウル、仁川（インチョン）、京畿（キョンギ）地域を意味する。 
178 首都圏と広域市を除いた残り地域を意味する。 
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この価格を基準として取引当たり公証手数料を計算すれば 413,015 ウォンになる。具

体的な計算方法は下記のとおりである。179 
 

 

 
一方、全体的な公証人手数料の規模を推算するには上の取引当たり公証手数料に不動

産登記申請件数を掛けなければならない。2009 年の不動産登記事件処理現況は次のとお

りである。 
 

《2009 年登記申請事件処理現況(不動産登記類型別)》 
登記類型 受付 

所有権保存 
件数 
個数 

139,331 
548,118 

所有権移転 
件数 
個数 

2,293,909 
3,637,546 

所有権以外の 
権利設定および移転 

件数 
個数 

2,446,367 
3,882,814 

仮登記および仮登記移転 
件数 
個数 

49,054 
93,076 

【原文 115 頁】 

転売特約および 
転売権移転 

件数 
個数 

10  
60 

信託登記 
件数 
個数 

6,512 
69,074 

変更・更正 
件数 
個数 

1,670,603 
2,912,752 

分割・合併 
件数 
個数 

439,521 
1,154,744 

                                                   
179 上の方式によって推算された公証手数料は公正証書作成方式による公証を前提にして計算された手

数料である。 
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抹消 
件数 
個数 

2,459,529 
3,842,784 

滅失 
件数 
個数 

44,190 
96,918 

予告登記 
件数 
個数 

4,392 
15,992 

仮差押・仮処分 
件数 
個数 

254,116 
638,280 

差押(滞納処分等) 
件数 
個数 

474,952 
577,879 

競売記入・強制管理 
件数 
個数 

114,3325 
268,771 

破産・和議・会社整理 
件数 
個数 

747 
2,202 

その他 
件数 
個数 

27,415 
112,243 

抹消回復 
件数 
個数 

451 
3,764 

合計 
件数 
個数 

10,425,424 
17,857,017 

資料出処：法院行政処 180 
 
【原文 116 頁】 
 

上のような多様な登記類型のうちでいかなる登記に公証を義務化するのかは政策的判

断の問題ということができる。便宜上本報告書でも所有権移転の効果が発生する‘所有権

移転登記(信託を原因とする所有権移転の登記も上の統計上信託登記ではなく所有権移転

登記に含まれる)’に対してのみ公証が義務的に要求されると保守的に仮定することとする。

181 
 
ⅰ) 公正証書作成方式による公証手数料の規模 

 

                                                   
180 クォン・ヨンジュン、前掲報告書から再引用、p.80－p.82。 
181 クォン・ヨンジュンの前掲報告書(p.82)でも上のように仮定して分析を進めた。 
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所有権移転登記 2,293,909 件に対して平均 413,015 ウォン 182 を適用すれば、国民全

体が負担しなければならない公証手数料の規模は 947,418,825,635 ウォン(約 9474 億ウォ

ン)である。183 
 
ⅱ) 私署証書認証方式による公証手数料の規模 

 
公証人手数料規則第 20 条第 1 項によれば私署証書認証方式による公証手数料は公正

証書作成方式による公証手数料の 5
10

  とするものの、不動産価額がいくら高くても 500,000
ウォンを超過できない。 

公正証書作成方式による公証手数料が平均 413,015 ウォンで、公証人手数料規則によ

れば私署証書認証方式による公証手数料は公正証書作成方式による手数料の 5
10

  であるか

ら平均 206,507.5 ウォンとなる。したがって私署証書認証方式による公証がなされる場合、

公証手数料の規模は 473,709,412,817 ウォン 184 (約 4737 億ウォン)以下となる。185 
 
【原文 117 頁】 
 

要約すれば次のとおりである。 
 
○ 仮定 
㉠ 所有権移転登記(信託登記含む)に対して公証義務化 
㉡ 現行公証人手数料規則(法務部令第 693 号、2010.2.5,一部改正)適用 

㉢ 2011年 11月全国の平均住宅価格適用 

㉣ 2009年所有権移転登記(信託登記含む)申請件数基準 

 

○ 結果 

㉠ 公正証書作成方式による公証 
公証手数料  413,015 ウォン  ×  所有権移転登記申請件数   2,293,909 件    = 

                                                   
182 公証人手数料規則第 2 条により計算された公正証書作成方式による公証手数料は 

 
(ウォン)である。 

183 2,293,909×413,015＝947,418,825,635 (ウォン) 
184 2,293,909×413,015× 5

10
 ＝473,709,412,817.5 (ウォン)となり、ウォン単位未満を切り捨てして私署

証書認証方式による公証手数料の規模は 473,709,412,817 ウォンである。 
185 私署証書認証方式による公証手数料は不動産価額が 319,000,000 ウォンを超過するときから公正証

書作成方式による公証手数料の 5
10

 低くなることとなる。したがって厳密に計算しようとするなら私

署証書認証方式による公証手数料の規模は公正証書作成方式による公証手数料の 50%でなく、それ

以下となる。 
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947,418,825,635 ウォン 
 
㉡ 私署証書認証方式による公証 
公証手数料 413,015 ウォン×  5

10
 ×所有権移転登記申請件数 2,293,909 件 = 

473,709,412,817 ウォン 186 以下 187 
 
2) 時間費用 

 
公証手数料の他に想定できる付随的な社会的費用として契約当事 

 
【原文 118 頁】 
 
者が公証を受けるために使わなければならない時間費用があるが、この費用は公証人に対

する時間的、地域的アクセシビリティが低いほど上がる傾向がある。 
人ごとに時間当たり賃金が異なり、一般的な勤労者が勤労時間を柔軟に(flexible)分離

的に使いやすくないために契約当事者が使わなければならない時間費用を正確に計量化す

ることは容易ではないと言える。 
だが契約当事者が使う時間費用もまた厳格に公証を受けるために使用される社会的費

用ということができるところ、時間費用も費用－便益分析における費用の一種に含まれな

ければならない。 
したがって勤労者が勤労時間を柔軟で分離的に使うことができると仮定して時間当た

り平均賃金を利用して契約当事者の時間費用を導き出そうと思う。 
雇用労働部で発表した勤労者別時間当たり平均賃金は次のとおりである。 

 
《2010 年雇用形態別賃金》188 

雇用形態 
月給与額 

(千ウォン) 
定額給与 

(千ウォン) 
超過給与 

(千ウォン) 

年間特別 
給与 

(千ウォン) 

時間当定 
額給与 

(ウォン) 
全体勤労 

者 
2,023 1,904 119 3,630 11,155 

正規勤労 2,285 2,139 145 4,712 12,160 

                                                   
186 ウォン単位未満は切り捨てした。 
187 私署証書認証方式による公証手数料は不動産価額が 319,000,000 ウォンを超過する時から公正証書

作成方式による公証手数料の 5
10

  低くなることになるので私署証書認証方式による公証手数料は

473,709,412,817 ウォン以下となる。 
188 雇用労働部、雇用形態別勤労実態調査(http://laborstat.moel.go.kr) 
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者 
非正規勤 
労者 

1,219 1,181 38 306 8,067 

 
上の雇用形態別賃金表によれば全体勤労者の時間当たり平均賃金は 11,155 ウォンで

ある。この時間当たり平均賃金に契約当事者が公証を受けるために使用する時間単位をか

ければ時間費用が導き出される。 
契約当事者が公証を受けるために使う時間もまた人毎に多様な 

 
【原文 119 頁】 
 
ことであるが一般化のために公正証書作成方式による公証に所要する時間を約 4 時間と、

私署証書認証方式による公証に所要する時間を約 2 時間と仮定するならば公証方式別時間

費用は次のとおりである。 
 
ⅰ) 公正証書作成方式による時間費用 
 

全体勤労者の時間当たり平均賃金 11,155 ウォンに 4 時間をかければ公正証書作成方

式による時間費用は契約当事者別に 44,620 ウォンとなる。189 ところで不動産登記原因行

為の公証を義務化する場合、一般的に契約当事者双方共が公証人を訪ねて行かなければな

らないことであるから不動産所有権移転登記申請件当たり契約当事者が使う時間費用は上

の時間費用の 2 倍になると見ることができる。すなわち、公正証書作成方式による不動産

所有権移転登記申請件当たり時間費用は 89,240 ウォンになるであろう。 
公証を受けるために使われる総時間費用は上の所有権移転登記申請件当たり時間費用

に所有権移転登記申請件数を乗じた額であるから公正証書作成方式による総時間費用は

204,708,439,160 ウォン(約 2047 億ウォン)となる。190 
 
ⅱ) 私署証書認証方式による時間費用 

 
全体勤労者の時間当たり平均賃金 11,155 ウォンに 2 時間をかければ私署証書認証方

式による時間費用は契約当事者別に 22,310 ウォンとなる。191 したがって私署証書認証方

式による不動産所有権移転登記申請件当たり時間費用は 44,620 ウォンとなる。 
私署証書認証方式による総時間費用もまた所有権移転登記申請件当たり時間費用に所

                                                   
189 11,155×4＝44,620(ウォン) 
190 2,293,909×89,240＝204,708,439,160(ウォン) 
191 11,155×2＝22,310(ウォン) 
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有権移転登記申請件数をかけた額であるから総時間費用は 102,354,219,580 ウォン(約
1023 億ウォン)となる。192 
 
【原文 120 頁】 
 

要約すれば次のとおりである。 
 
○ 仮定 
㉠ 全体勤労者は勤労時間を柔軟で分離的に使用可能 

㉡ 雇用労働部で発表した全体勤労者の時間当たり平均賃金を適用 

㉢ 公正証書作成方式による公証に所要する時間は 4 時間と仮定 

㉣ 私署証書認証方式による公証に所要する時間は 2 時間と仮定 

㉤ 所有権移転登記(信託登記含む)に対し公証義務化 

㉥ 2009 年所有権移転登記(信託登記含む)申請件数基準 

 

○ 結果 

㉠ 公正証書作成方式による時間費用 

・時間当たり平均賃金 11,155 ウォン× 4 時間 = 44,620 ウォン 

・所有権移転登記申請件当たり時間費用 89,240 ウォン×所有権移転登記申請件数

2,293,909 件= 204,708,439,160 ウォン 

 

㉡ 私署証書認証方式による時間費用 

・時間当たり平均賃金 11,155 ウォン× 2 時間 = 22,310 ウォン 

・所有権移転登記申請件当たり時間費用 44,620 ウォン×所有権移転登記申請件数

2,293,909 件 = 102,354,219,580 ウォン 

 
3) 交通費用 
 

公証手数料の他に想定できる付随的な社会的費用でまた他の一つは交通費用である。

交通費用もまた公証を受けようと思う人々毎に利用する交通手段が異なるので正確な費用

を推算することは容易ではない。だが、契約当事者が使用する交通費用もまた厳格に公証

を受けるために使われる社会的費用であるから交通費用も費用－便益分析における費用の

一種で含まれて 
 

                                                   
192 2,293,909×44,620＝102,354,219,580(ウォン) 
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【原文 121 頁】 
 
いなければならない。 

費用算定において客観的な基準を使う必要があるので契約当事者 1 人当り使う交通費

用はソウル地下鉄基本料金である 1,000 ウォンと仮定することにする。だが、不動産登記

原因行為の公証を義務化する場合、契約当事者双方皆が公証人を訪ねて行かなければなら

ないことであるから所有権移転登記申請件当たり契約当事者が使う交通費用は上のソウル

地下鉄基本料金の 2 倍である 2,000 ウォンになる。 
そして公証を受けるために使われる総交通費用は上の所有権移転登記申請件当たり交

通費用に所有権移転登記申請件数を乗じた額であるから総交通費用は 4,587,818,000 ウォ

ン(約 459 億ウォン)となる。193 一方、公正証書作成方式による公証でも、私署証書認証方

式による公証でも公証人を訪ねて行かなければならないのは同一なので交通費用は二方式

すべてで同じ規模で発生する。 
 

要約すれば下記のとおりである。 
 
○ 仮定 
㉠ 所有権移転登記(信託登記含む)に対し公証義務化 

㉡ 1 人当り交通費用はソウル地下鉄基本料金 1,000 ウォン適用 

㉢ 2009 年所有権移転登記(信託登記含む)申請件数基準 

 

○ 結果 

㉠ 公証を受けるために使われる交通費用 194 

所有権移転登記申請件当たり交通費用 2,000 ウォン×所有権移転登記申請件数

2,293,909 件 ＝ 4,587,818,000 ウォン 

 
4) 公証方式別総費用の推算 

 
【原文 122 頁】 
 

不動産登記原因行為の義務公証制度と関連した総費用は前で調べた費用の総合といえ

る。すなわち、公証手数料に時間費用と交通費用を全部加えた値である。公証方式別具体

的な総費用は下記のとおりである。 

                                                   
193 2,293,909×2,000＝4,587,818,000(ウォン) 
194 必要とされる交通費用は公正証書作成方式と私署証書認証方式全部同一である。 
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ⅰ) 公正証書作成方式にともなう総費用 
 

公正証書作成方式による公証手数料は 947,418,825,635 ウォンであり、時間費用は

204,708,439,160 ウォン、そして交通費用は 4,587,818,000 ウォンであるからこれを全部

加えれば公正証書作成方式にともなう総費用は 1,156,715,082,795 ウォン(約 11,567 億ウ

ォン)となる。195 
 
ⅱ) 私署証書認証方式にともなう総費用 

 
私署証書認証方式による公証手数料は 473,709,412,817 ウォン以下であり、時間費用

は 102,354,219,580 ウォン、そして交通費用は 4,587,818,000 ウォンであるからこれを全

部加えれば私署証書認証方式にともなう総費用は 580,651,450,397 ウォン(約 5,806 億ウ

ォン)以下となる。196 
 
ⅲ) 公証を義務化しない場合の総費用 
 

不動産登記原因行為の公証が強制されないとしても任意的に公証を受ける場合には上

のような公証手数料、時間費用、交通費用は発生する。しかし便宜上本報告書では公証制

度を義務化しない場合には上のような費用は発生しないと仮定する。197 ただし、下記の

便益部分で検討することになる 
 
【原文 123 頁】 
 
が、公証の義務化で発生する便益は公証が強制されない場合の費用と評価されるはずであ

る。 
 

要約すれば次のとおりである。 
 
○ 結果 
㉠ 公正証書作成方式にともなう総費用 

                                                   
195 947,418,825,635＋204,708,439,160＋4,587,818,000＝1,156,715,082,795(ウォン) 
196 473,709,412,817＋102,354,219,580＋4,587,818,000＝580,651,450,397(ウォン) 
197 任意的に公証を受けようとする人々は上のような公証を受けるために必要とされる総費用を喜んで

支払おうと思うことであるから公証の義務化によってすべての人々が負担しなければならない費用

は発生しないと仮定しても大きな無理はないと考えられる。 
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公証手数料 947,418,825,635 ウォン＋時間費用 102,354,219,580 ウォン＋交通費用

4,587,818,000 ウォン ＝ 1,156,715,082,795 ウォン 

 

㉡ 私署証書認証方式にともなう総費用 

公証手数料 473,709,412,817 ウォン以下＋時間費用 102,354,219,580 ウォン+交通費用

4,587,818,000 ウォン ＝ 580,651,450,397 ウォン以下 

 

㉢ 公証を義務化しない場合総費用 

便宜上本報告書では公証制度を義務化しない場合には上のような費用は発生しないと

仮定する。ただし、公証の義務化で発生する便益は公証が強制されない場合の費用と評

価されるはずである。 
 
(2) 便益 

 
不動産登記原因行為の義務公証制度の導入で得ることができる代表的な便益は不実登

記の減少である。すなわち、登記の真正性を高めることができることである。公証は公証

人という専門家の観点で契約当事者の取引意思と取引内容の真正性を確認するというため

に不実登記の発生の可能性が低くなっていると言える。それならこれを通じて不実登記に

よって発生する紛争費用も低くなることとなる。198 
 
【原文 124 頁】 
 

だが、費用－便益分析が可能なためには費用と便益が金銭的な価値で換算が可能でな

ければならない。だが、関連統計が充分でないためにこのような便益計算に困難があるが

2004 年に行われた先行研究 199 に基づいて及ばずながら便益を推算してみようと思う。先

行実証研究の要旨をクォン・ヨンジュンの「登記の公信力と登記原因証書の公証研究」か

ら再引用して紹介すれば次のとおりである。200 
 

                                                   
198 クォン・ヨンジュン、前掲報告書、p.83。 
199 アン・テグン、「登記原因証書の公証と登記の公信力」、『法曹第 54 巻第 12 号』、法曹協会、

2005,p.106－p.113。 
200 クォン・ヨンジュン、前掲報告書から再引用、p.83－p.85 
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◎ 前提条件 
2004 年度に判決によって抹消された所有権に関する不実登記対象。 
 
◎ 基礎統計(2004 年基準) 

類型 登記の個数 
所有権に関する登記 4,283,762 

所有権に関する抹消登記 22,711 
そのうちの判決で抹消された登記 3,953 

 
◎ 分析方法 
判決で抹消された 3,953 個の中から任意に 100個を選定した後に申請書に添付された判

決文を調査してその抹消理由を把握して、抹消理由が公証または公信力と関連があるも

ので類型化した後にこれを統計的に分析して年間公証または公信力と関連がある不実

登記生成の個数および所有権に関する登記全体のうちこれに対して該当する登記の比

率を分析。 
 
◎ 分析結果 

類型 内容 登記個数 
第 1 類型 詐害行為取消(61 件) 75 

 

 
【原文 125 頁】 
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(公証および公信力と無関係) 

契約解除(5 個)、 
不動産実名法違反(7 個) 

仮装行為(1 個)、 
重複登記(1 個) 

 

第 2 類型 
(公信力と関連、公証と無関係) 

特措法[仮訳者注記：不動産登記特別措置法]

虚偽保証等無効(5 個)、 
判決詐取(2 個)、 

和解調書変造(1 個)、 
所有者がいる土地を無主不動産として

国家帰属(2 個)、台帳の所有者・地積復

旧が無効(2 個)、収用裁決の取消または

不存在(2 個)、 
農地取得資格証明虚偽発行による無効

(1 個)、 
都市計画法上権利帰属無効(1 個)、 
不融通物である行政財産処分無効(1
個)、虚偽滅失回復登記で無効(1 個)、 

相続財産放棄無効(1 個) 

19 

第 3 類型 
(公証および公信力と関連) 

印鑑を偽造・盗用し、または印鑑証明

自体を偽造(4 個)、死亡以後契約締結無

効(1 個)、 
種々代表者詐称(1 個) 

6 

 
◎ 不実登記統計推定 
－ 公証に関連した不実登記：上のサンプル 100 個の中公証と関係がある第 3 類型に該

当するのは 6 個でありこの割合で 2004 年度判決によって抹消された 3,953 個の中で公

証と関連する個数を単純計算して推定すれば 3,953×6/100=237 個になるが、信頼区間

を 95%にして統計的に計算すれば最小 53 個、最大 421 個である。これは全体所有権に

関する登記中最小 0.0012%、最大 0.0098%に該当する比率である。 
 
－ 公信力に関連した不実登記：上のような方法で公信力に関連した不実登記を単純計

算すれば 988 個、信頼区間を 95%にして統計的に計算すれば最小 653 個の最大 1,323
個である。これは全体所有権に関する登記中最小 0.0152%、最大 0.0309%に該当する比

率である。 
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【上記表の第 3 類型より原文 126 頁】 
 

上の調査結果によれば公証に関連した不実登記は全体所有権に関する登記中において

最小 0.0012%で最大 0.0098%に該当する。すなわち、この程度の比率ぐらいの不実登記に

ついて公証を通じて防げたと評価することができるはずである。計算の便宜上最大値を若

干越える 0.01%を不実登記防止率と仮定することにする。したがって前で調べたように費

用の部分で 1 年間所有権移転登記申請は 2,293,909 件であるゆえ、ここに 0.01%の不実登

記防止率を適用すれば公証を通じて防げた不実登記件数は約 230 件 201 ということができ

る。202  
一方、不動産登記原因行為の義務公証制度を通じて得ることができる具体的な便益は 

① 公証を通じて減少させることができる不実登記の対象不動産価 
 
【原文 127 頁】 
 
額と ② 不実登記にともなう平均社会的紛争解決費用、そして ③ その他の便益がありえ

るところ、以下では上の過程を前提としてこのような具体的な便益を検討してみることと

する。ただし、その他の便益に関してはその規模が大きくないことを考慮して後から検討

しようと思う。203 
 
1) 公証を通じて減少させることができる不実登記の対象不動産価額 

 
不実登記の対象不動産価額は取引の対象になる不動産の種類の多様さによってその不

動産価額も千差万別といえる。したがって不実登記がなされた不動産価額を一つ一つ追跡

するのは不可能に近い。したがってこれを推算するためには不動産価額に対し一定の仮定

が必要であるところ、ここでは全国の平均住宅価格を使うこととする。代表性という観点

から前で調べた全国の平均住宅価格は公証を通じて減少させられる不実登記の対象不動産

価額のよい対案になりうると考えられるためである。 
したがって前に導き出した不実登記件数 230 件に全国の平均住宅価格 261,010,000 ウ

ォンを乗ずれば公証を通じて減少させることができる対象不動産価額が推算される。これ

を計算してみれば 60,032,300,000 ウォン(約 600 億ウォン)となる。204 
不動産登記原因行為に対し公証を義務化する場合、不実登記による不動産につき公証

を通じて減少させることができるのでこの不動産価額だけは公証による便益といえる。 

                                                   
201 2,293,909×0.0001＝229.3909(件) 
202 クォン・ヨンジュン、前掲報告書、p.85。 
203 その他の便益に対しては 3．나．(1)．4) 登記申請手続の簡素化参照。 
204 261,000,000×230＝60,032,300,000(ウォン) 
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要約すれば次のとおりである。 

 
○ 仮定 
㉠ 所有権移転登記(信託登記含む)に対し公証義務化 

 
【原文 128 頁】 
 
㉡ 2004 年研究で導き出された不良登記防止率 0.01%適用 
㉢ 2009 年所有権移転登記(信託登記含む)申請件数基準 
㉣ 2011 年 11 月全国の平均住宅価格適用 
 
○ 結果不良登記件数 230 件×全国の平均住宅価格 261,010,000 ウォン = 
60,032,300,000 ウォン 

 
2) 不実登記にともなう平均社会的紛争解決費用 

 
不実登記が蔓延すれば必然的に真の所有者と僭称所有者間の紛争が発生するはずであ

る。法的紛争が発生すれば紛争解決費用が発生することもまた当然である。公証を通じて

不実登記が減ってこのような社会的紛争解決費用が減少するならば紛争解決費用の減少分

だけは公証による便益だと見ることができるだろう。 
不実登記にともなう紛争の解決方案としては私的調停など法院を通じない解決方案と

訴訟等の法院を通した解決方案がありうる。私的調停など法院を通じない解決方案は関連

した統計が不足して正確にその規模を把握するのが困難である。したがって本報告書では

便宜上社会的紛争解決方案として法院を通した紛争解決費用だけを検討しようとする。だ

が、法院を通した紛争解決方案の他に法院を通じない紛争解決方案が存在するという事実

は念頭に置かなければならないだろう。 
法院を通した紛争解決費用の場合、大きく見て ① 当事者が負担する訴訟費用と ②

法院の運営費用に分けることができるところ、以下ではこれに対して具体的に調べよう

と思う。 
 
ⅰ) 当事者が負担する訴訟費用 
 
① 印紙額 

 
【原文 129 頁】 
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  法院を通した紛争解決の場合、当事者が負担しなければならない訴訟費用のうちでま

ず訴状に貼付する印紙の価額すなわち、印紙額が上げられる。現行‘民事訴訟等印紙法(法
律第 10860 号、2011.7.18,一部改正)’第 2 条第 1 項によれば訴訟目的の価額による印紙額

は下記のとおりである。 
 

訴訟目的の価額(訴額) 印紙額 

1,000 万ウォン未満 訴訟目的の値×
50

10000
 

1,000 万ウォン以上 1 億ウォン未満 
訴訟目的の値×

45
10000

 ＋  
5,000 ウォン 

1 億ウォン以上 10 億ウォン未満 
訴訟目的の値×

40
10000

 ＋  
55,000 ウォン 

10 億ウォン以上 
訴訟目的の値×

45
10000

 ＋  
555,000 ウォン 

 
上の計算方法により計算した印紙額が 1 千ウォン未満ならその印紙額は 1 千ウォンと

して、1 千ウォン以上なら 100 ウォン未満は計算しない(民事訴訟等印紙法第 2 条第 2 項)。 
一方、上の計算方法(民事訴訟等印紙法第 2 条による計算方法)により計算された印紙

額は第 1 審法院に訴えを提起する場合の印紙額であり、控訴する場合、控訴状には第 2 条

により計算された印紙額の 1.5 倍に該当する印紙を貼付するべきで、上告する場合、上告

状には第 2 条により計算された印紙額の 2 倍に該当する印紙を貼付しなければならない

(民事訴訟等印紙法第 3 条)。 
上の現行民事訴訟等印紙法により審級別に不実登記による法的紛争を解決するために

当事者が負担することになる印紙額を推算すれば次のとおりである。ただ、第 2 審と第 3
審の印紙額を推算するとき事件の当事者がすべて控訴または上告をすると仮定する。 
 
【原文 130 頁】 
 
㉠ 第 1 審法院に訴えを提起する場合 
 

土地または建物に関する訴訟を提起する場合には目的物の個別公示地価または市価標

準額を基準として個別公示地価または市価標準額の
30
100

 が訴額として算定されることが一

般的でも(民事訴訟等印紙規則第 8 条第 2 項、第 9 条)205、便宜上ここでは 2011 年 11 月全

                                                   
205 原則的に民事訴訟等印紙法第 2 条第 1 項の規定による訴額は原告が請求趣旨で求める範囲内で原告
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国の平均住宅価格の
30
100

 を訴訟目的の価額(訴額)と仮定して印紙額を計算することにする。 
2011 年 11 月全国の平均住宅価格は 261,010,000 ウォンの 30

100
 は 78,303,000 ウォン

であるから訴訟目的の価値が 1,000 万ウォン以上 1 億ウォン未満の区間に属している。 
したがって印紙額は 357,300 ウォン 206 (78,303,000× 45

10000
 ＋5,000＝357,363.5)となる。 

一方、上で計算された印紙額は事件当たり印紙額であるから法院を通した総紛争解決

費用中の総印紙額は上の印紙額に不実登記件数をかけて算出しなければならない。したが

って第 1 審裁判所に訴えを提起する場合、総印紙額は 82,179,000 ウォン(357,300×230＝
82,179,000)である。 
 
㉡ 第 2 審法院に訴え提起する場合(控訴をする場合) 
 

民事訴訟等印紙法第 3 条によれば控訴状には第 1 審裁判所に訴状を提出するときに計

算された印紙額の 1.5 倍に該当する印紙を貼付しなければならないので、控訴状に貼付し

なければならない印紙額は 535,900 ウォン 207 (357,300×1.5＝535,950)となる。 
 
【原文 131 頁】 
 

ただし上の印紙額は控訴状に貼付する印紙の価額であるから控訴をする場合当該訴訟

に関連した総印紙額は訴状の印紙額と控訴状の印紙額の総合計である 893,200 ウォン

(357,300＋535,900＝893,200) となる。 
一方、上で計算された訴状の印紙額と控訴状の印紙額の総合に不実登記件数を乗じて

第 2 審法院に訴えを提起する場合の総印紙額を計算すれば 205,436,000 ウォン(893,200×
230 ＝ 205,436,000)が出てくる。 
 
㉢ 第 3 審法院に訴えを提起する場合(上告をする場合) 
 

民事訴訟等印紙法第 3 条によれば上告状には第 1 審裁判所に訴状を提出するとき計算

された印紙額の 2 倍に該当する印紙貼付しなければならないので、上告状に貼付しなけれ

ばならない印紙額は 714,600 ウォン(357,300×2＝714,600) になる。 
ところで上の印紙額は上告状に貼付する印紙の価額であるから上告をする場合、当該

訴訟に関連した総印紙額は訴状の印紙額と控訴状の印紙額そして上告状の印紙額の総合で

                                                   
の立場で見て全部勝訴する場合に直接受けることになる経済的利益を客観的に評価した金額で決め

られる(民事訴訟等印紙規則第 6 条)。 
206 民事訴訟等印紙法第 2 条第 2 項により当該印紙額が 1 千ウォン以上であるから 100 ウォン未満は計

算しない。 
207 民事訴訟等印紙法第 2 条第 2 項により 100 ウォン未満は計算しない。 
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あるから、訴状と控訴状そして上告状の印紙額を全部加えれば 1,607,800 ウォン(357,300
＋535,900＋714,600＝1,607,800) となる。 

したがって上で計算された訴状と控訴状そして上告状の印紙額を全部加えた値に不実

登記件数をかけて第 3 審法院に訴えを提起する場合の総印紙額を計算すれば 369,979,400
ウォン(1,607,800×230＝369,979,400) が導き出される。 
 

要約すれば次のとおりである。 
 
○ 仮定 
㉠ 所有権移転登記(信託登記含む)に対し公証義務化 
㉡ 2004 年研究で導き出された不実登記防止率 0.01%適用 

 
【原文 132 頁】 
 
㉢ 2009 年所有権移転登記(信託登記含む)申請件数基準 
㉣ 2011 年 11 月全国の平均住宅価格適用 
㉤ 現行民事訴訟等印紙法(法律第 11156 号、2012.1.17,一部改正)適用 
 
○結果 
㉠第 1 審法院に訴えを提起する場合 
・印紙：訴訟目的の価額 78,303,000 ウォン×

45
10000

 ＋5,000 ウォン = 357,300 ウォン 208 
・総印紙額：不実登記件数 230 件×印紙額 357,300 ウォン = 82,179,000 ウォン 
 
㉡第 2 審法院に訴えを提起する場合(控訴をする場合) 
・印紙額：第 1 審訴状に貼付した印紙額 357,000 ウォン× 1.5 = 535,900 ウォン 209 
・印紙総額：訴状印紙額 357,300 ウォン＋控訴状印紙額 535,900 ウォン = 893,200 ウ

ォン 
・総印紙額：不実登記件数 230 件×印紙総額 893,200 ウォン = 205,436,000 ウォン 
 
㉢第 3 審法院に訴えを提起する場合(上告をする場合) 
・印紙額：第 1 審訴状に貼付した印紙額 357,300 ウォン×2 = 714,600 ウォン 
・印紙総額：訴状印紙額 357,300 ウォン＋控訴状印紙額 535,900 ウォン＋上告状印紙額

714,600 ウォン = 1,607,800 ウォン 

                                                   
208 民事訴訟等印紙法第 2 条第 2 項により当該印紙額が 1 千ウォン以上であるから 100 ウォン未満は計

算しない。 
209 民事訴訟等印紙法第 2 条第 2 項により 100 ウォン未満は計算しない。 
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・総印紙額：不実登記件数 230 件×印紙総額 1,607,800 ウォン= 369,979,400 ウォン 

 
② 送達料 

 
法院を通した紛争解決の場合、当事者が負担しなければならない訴訟費用のうちまた 

 
【原文 133 頁】 
 
他の費用として送達料がある。現行送達料計算方法は次のとおりである。 
 

事件 送達料(送達料 1 回分= 3,060 ウォン 210) 
民事第 1 審小額事件 当事者数×送達料 10 回分 
民事第 1 審単独事件 当事者数×送達料 15 回分 
民事第 1 審合意事件 当事者数×送達料 15 回分 

民事控訴事件 当事者数×送達料 12 回分 
民事上告事件(다) 当事者数×送達料 8 回分 
民事調停事件(머) 当事者数×送達料 5 回分 

不動産等競売事件(타경) 
(申立書上の利害関係人数 + 3) ×送達料

10 回分 

 
計算の便宜上原告と被告は各 1 人ずついることと仮定する。審級別に不実登記による

法的紛争を解決するために当事者が負担することになる送達料を計算すれば次のとおりで

ある。ただ、第 2 審と第 3 審の送達料を計算するときに事件の当事者がすべて控訴または

上告をするものと仮定する。 
 
㉠ 第 1 審法院に訴えを提起する場合 
 

前で民事訴訟等印紙法および同規則によって算定された訴訟目的の価額(訴額)は
78,303,000 ウォンであるゆえ、訴額が 1 億ウォン未満であるからこれは民事単独事件に該

当する(法院組織法第 32 条第 1 項、民事および家事訴訟の事物管轄に関する規則第 2 条)。
したがって送達料は 15 回分を納付しなければならない。 

上の送達料計算方法により民事第 1 審単独事件の送達料を計算すれば 91,800 ウォン

(2×3,060×15＝91,800)となる。211  

                                                   
210 2011.10.1.現在の基準 1 回分送達料は 3,060 ウォンである(現行郵便法施行規則第 62 条参照)。 
211 計算の便宜上原告と被告は各 1 人ずついることと仮定したので当事者数は 2 人になる。 
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一方、上で計算された送達料は紛争事件当たり送達料であるから法院を通した 
 
【原文 134 頁】 
 
総紛争解決費用のうち総送達料は上の送達料に不実登記件数を乗じて算出しなければなら

ない。したがって第 1 審法院に訴えを提起する場合、総送達料は 21,114,000 ウォン(91,800
×230＝21,114,000)である。 
 
㉡ 第 2 審法院に訴えを提起する場合(控訴をする場合) 
 

控訴をする場合、第 1 審法院に納付した送達料と別に控訴法院にも上の送達料基準に

より送達料を納付しなければならない。控訴事件の場合、12 回分の送達料を納付しなけれ

ばならないので上の送達料計算方法により民事控訴事件の送達料を計算すれば 73,440 ウ

ォン(2×3,060×12＝73,440)となる。 
一方、上の送達料は控訴をする場合、控訴法院に納付しなければならない送達料であ

るから控訴をする場合、当該訴訟に関連した送達料総額は第 1 審法院に納付した送達料と

控訴法院に納付した送達料の総合である 165,240 ウォン(91,800＋73,440＝165,240)とな

る。 
したがって上で計算された第 1 審法院に納付した送達料と第 2 審法院に納付した送達

料の総合に不実登記件数をかけて第 2 審法院に訴えを提起する場合の総送達料を計算すれ

ば 38,005,200 ウォン(165,240×230＝38,005,200)が算出される。 
 
㉢ 第 3 審裁判所に訴えを提起する場合(上告をする場合) 
 

上告をする場合、第 1 審法院および第 2 審法院に納付した送達料と別に上告法院にも

上の送達料基準により送達料を納付しなければならない。民事上告事件(다)の場合、8 回分

の送達料を納付しなければならないので上の送達料計算方法により民事上告事件(다)の送

達料を計算すれば 48,960 ウォン(2×3,060×8＝48,960)となる。 
ところで上の送達料は上告をする場合、上告法院に納付しなければならない送達料で

あるから上告をする場合、当該訴訟に関連した送達料総額は第 1 審法院 
 
【原文 135 頁】 
 
に納付した送達料と控訴法院に納付した送達料そして上告法院に納付した送達料の総合で

ある 214,200 ウォン(91,800＋73,440＋48,960＝214,200)である。 
したがって上で算出された第 1 審法院に納付した送達料と第 2 審法院に納付した送達
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料そして第 3 審法院に納付した送達料の総合に不実登記件数をかけて第 3 審法院に訴えを

提起する場合の総送達料を計算すれば 49,266,000 ウォン(214,200×230＝49,266,000)と
なる。 
 
   要約すれば次のとおりである。 
 
○仮定 
(a)所有権移転登記(信託登記含む)に対し公証義務化 
(b) 2004 年研究で導き出された不実登記防止率 0.01%適用 
(c) 2009 年所有権移転登記(信託登記含む)申請件数基準 
(d)現行送達料規則適用 
 
○結果 
(a)第 1 審裁判所に訴えを提起する場合 
・送達料：当事者数 2 人× 3,060 ウォン× 15 回 = 91,800 ウォン 
・総送達料：不実登記件数 230 件×送達料 91,800 ウォン = 21,114,000 ウォン 
 
(b)第 2 審裁判所に訴えを提起する場合(控訴をする場合) 
・送達料：当事者数 2 人× 3,060 ウォン× 12 回 = 73,440 ウォン 
・送達料総額：第 1 審送達料 91,800 ウォン+第 2 審送達料 73,440 ウォン = 165,240 ウ

ォン 
・総送達料：不実登記件数 230 件×送達料総額 165,240 ウォン = 38,005,200 ウォン 
 
(c)第 3 審裁判所に訴えを提起する場合(上告をする場合) 
・印紙額[仮訳者注：原文ママ仮訳。「送達料」の誤りと思われる。] ：当事者数 2 人×3,060 ウ

ォン×8 回 = 48,960 ウォン 
・送達料総額：第 1 審送達料 91,800 ウォン＋第 2 審送達料 73,440 ウォン＋第 3 審 

 
【原文 136 頁】 
 
送達料 48,960 ウォン = 214,200 ウォン 
・総送達料：不実登記件数 230 件×送達料総額 214,200 ウォン = 49,266,000 ウォン 

 
③ 弁護士報酬 

 
法院を通した紛争解決手続きを選択する場合、紛争当事者が負担しなければならない
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訴訟費用のうち最も大きい比重を占めるのは弁護士報酬であろう。弁護士報酬は現実には

手付金、成功報酬など非常に多様な形態で算定されているのでこれまた正確な規模を把握

するのが難しい。だが、一般的に訴訟費用を算定するときに弁護士報酬を含んでいるので、

弁護士報酬の訴訟費用算入に関する大法院規則がある程度客観的な基準になることができ

ると考えられる。 
現行‘弁護士報酬の訴訟費用算入に関する規則(大法院規則第 2116 号、2007.11.28,一

部改正)’第 3 条第 1 項によれば訴訟費用に算入される弁護士の報酬は当事者が報酬契約

によって支払ったまたは支払う報酬額の範囲内において各審級単位で訴訟目的の価額(訴
額)により算定して、ただし、訴訟目的の価額(訴額)により算定された金額が 10 万ウォン

に達し得ない時にはこれを 10 万ウォンとする。 
訴訟目的の価額にともなう弁護士報酬の算定方法は次のとおりである。212 

 
訴訟目的の価額 訴訟費用に算入される比率 

1,000 万ウォンまで部分 8% 
 
【原文 137 頁】 
 

1,000 万ウォンを超過して 2,000 万ウォンまで部分

[80 万ウォン+ (訴訟目的の価額－1,000 万ウォン) 
 × 7

100
 ] 

7% 

2,000 万ウォンを超過して 3,000 万ウォンまで部分

[150 万ウォン+ (訴訟目的の価額－2,000 万ウォン) 
×  6

100
 ] 

6% 

3,000 万ウォンを超過して 5,000 万ウォンまで部分

[210 万ウォン+ (訴訟目的の価額－3,000 万ウォン) 
×  5

100
 ] 

5% 

5,000 万ウォンを超過して 7,000 万ウォンまで部分

[310 万ウォン+ (訴訟目的の価額－5,000 万ウォン) 
×  4

100
 ] 

4% 

7,000 万ウォンを超過して 1 億ウォンまで部分 
[390 万ウォン+ (訴訟目的の価額－7,000 万ウォン) 

×  3
100

 ] 
3% 

                                                   
212 弁護士報酬の訴訟費用算入に関する規則(大法院規則第 2116 号、2007.11.28,一部改正)、[別表]算入

する報酬の基準 
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1 億ウォンを超過して 2 億ウォンまで部分 
[480 万ウォン+ (訴訟目的の価額－1 億ウォン) × 

2
100

 ] 
2% 

2 億ウォンを超過して 5 億ウォンまで部分 
[680 万ウォン+ (訴訟目的の価額－2 億ウォン) × 

1
100

 ] 
1% 

5 億ウォンを超過する部分 
[980 万ウォン+ (訴訟目的の価額－5 億ウォン) × 

0.5
100

 ] 
0.5% 

 
一方、弁護士報酬の訴訟費用算入に関する規則第 4 条第 1 項によれば訴訟目的の価格

は民事訴訟等印紙法第 2 条の規定により算定しなければならない。 
 
【原文 138 頁】 
 
前の印紙額計算で民事訴訟等印紙法第 2 条により算定した訴訟目的の価格は 78,303,000
ウォン 213 であるからこれを基準として弁護士報酬を推算してみようと思う。 

民事訴訟等印紙法第 2 条により算定された訴訟目的の値が 7,000 万ウォン以上である

から弁護士報酬を算定するためには訴訟目的の価額 78,303,000 ウォンを ① 1,000 万ウ

ォンまで部分、② 1,000 万ウォンを超過して 2,000 万ウォンまで部分、③ 2,000 万ウォン

を超過して 3,000 万ウォンまで部分、④ 3,000 万ウォンを超過して 5,000 万ウォンまで部

分、⑤ 5,000 万ウォンを超過して 7,000 万ウォンまで部分、⑥ 7,000 万ウォンを超過して

1 億ウォンまで部分等 6 区間に分けてそれぞれの区間別に上の別表上の訴訟費用に算入さ

れる比率を適用して弁護士報酬を計算して合算しなければならない。具体的な計算は次の

とおりである。 
訴訟目的の値が 7,000 万ウォンを超過して 1 億ウォン未満の場合上の別表上の弁護士

報酬の算定公式が“390 万ウォン+ (訴訟目的の値－7,000 万ウォン) × 3
100

 ”であるから計

算をすれば訴訟費用に算入される弁護士報酬は 4,149,090 ウォン 214 となる。ところで訴

訟代理は審級代理が原則であるから上の算定された報酬はある審級での弁護士報酬となる。 

                                                   
213 建物に関する訴訟を提起する場合には目的物の市価標準額を基準として市価標準額の 

30
100

 を訴額

として算定しなければならないが(民事訴訟等印紙規則第 8 条第 2 項、第 9 条)、便宜上ここでは

2011 年 11 月全国の平均住宅価格の
30
100

 を訴訟目的の価額(訴額)と仮定して印紙額を計算することに

した。 
214 390,000,000＋(78,303,000－70,000,000)× 3

100
 ＝4,149,090 
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審級別に具体的な弁護士報酬の総額は次のとおりである。ただ、弁護士報酬は審級別に同

一だと仮定する。215 
 
㉠ 第 1 審法院に訴えを提起する場合 
 

第 1 審法院に訴えを提起する場合、訴訟費用に算入される弁護士報酬は上で計算され

た金額である 4,149,090 ウォンになるだろう。 
 
【原文 139 頁】 
 

ところで上で計算された弁護士報酬は紛争事件当たり訴訟費用に算入される弁護士報

酬であるから法院を通した総紛争解決費用のうち弁護士報酬の総額は上の弁護士報酬に不

実登記件数を乗じて算出しなければならない。したがって第 1 審法院にだけ訴えを提起す

る場合、訴訟費用に算入される総弁護士報酬は 954,290,700 ウォン(4,149,090×230＝
954,290,700)となる。 

一方、両当事者構造を前提にする場合、原告と被告はそれぞれ弁護士報酬を支払わな

ければならないので厳密に計算しようとするなら社会的費用として支払うことになる総弁

護士報酬は上で計算された金額である 954,290,700 ウォンの 2 倍に該当する

1,908,581,400 ウォン(954,290,700×2＝1,908,581,400)となるだろう。しかし両当事者の

うち 1 人は不実登記を利用して利益を得ようとする悪意の加害者でこの者が支払う費用を

社会的便益に含ませるのは妥当ではないと考えられる。したがって以下では社会的便益に

両当事者のうち真の権利者 1 人が支払うことになる弁護士報酬だけを含むこととする。216 
 
㉡ 第 2 審法院に訴えを提起する場合(控訴をする場合) 
 

控訴をする場合、審級代理の原則により一般的に第 1 審法院に訴えを提起するときに

弁護士に支払った弁護士報酬とは別に控訴法院に訴えを提起する時にも弁護士に報酬を支

払わなければならない。ただし弁護士報酬は審級別に同一だと仮定したので第 2 審法院に

訴えを提起する場合にも訴訟費用に算入される弁護士報酬は 4,149,090 ウォンとなる。 
上の弁護士報酬は控訴をする場合、控訴法院で算定した弁護士報酬であるから控訴を

する場合、当該訴訟に関連した弁護士報酬の総額は第 1 審で算定された弁護士報酬と控訴

法院で算定された弁護士報酬の総合である 8,298,180 ウォン(4,149,090＋4,149,090＝
8,298,180)となるだろう。 

                                                   
215 弁護士報酬は訴訟目的の価額により算定されるので審級別訴訟目的の価額が同一な以上弁護士報酬

も同一でなければならない。 
216 ただし、両当事者が全部支払う弁護士費用は読者らの便宜上計算するようにする。 



不動産登記原因行為の公証制度義務化に 
よる社会的費用と便益に関する法経済学的分析研究』(2011.12.法務部) 

[司法書士長谷川清仮訳] 

 131 / 169 
 

したがって上で計算された第 1 審で訴訟費用に算入された弁護士報酬と第 2 審で訴訟

費用に算入された弁護士報酬の総合に不実登記件数をかけて第 2 審法院に訴えを提起する

場合の総弁護士報酬を計算すれば 1,908,581,400  
 
【原文 140 頁】 
 
ウォン(8,298,180×230＝1,908,581,400)が出てくる。 

一方、両当事者構造を前提にする場合、原告と被告はそれぞれ弁護士報酬を支払わな

ければならないので社会的費用として支払うことになる総弁護士報酬は上に立って計算さ

れた金額である 1,908,581,400 ウォンの 2 倍に該当する 3,817,162,800 ウォン

(1,908,581,400×2＝3,817,162,800)となるだろう。 
 
㉢ 第 3 審法院に訴えを提起する場合(上告をする場合) 
 

上告をする場合にも審級代理の原則上第 1 審および第 2 審で弁護士に支払った弁護士

報酬と別に上告法院に訴えを提起する時にも弁護士に報酬を支払うことが一般的である。

弁護士報酬は審級別に同一だと仮定したので第 3 審法院に訴えを提起する場合にもやはり

訴訟費用算入される弁護士報酬は 4,149,090 ウォンとなる。 
ところで上で算定された弁護士報酬もまた上告をする場合、上告審を代理する弁護士

に支払わなければならない報酬であるから上告をする場合、当該訴訟と関連した弁護士報

酬の総額は第 1 審で算定された弁護士報酬と控訴法院で算定された弁護士報酬そして上告

法院で算定された弁護士報酬の総合である 12,447,270 ウォン(4,149,090＋4,149,090＋
4,149,090＝12,447,270)となるだろう。 

したがって上で算出された第 1 審で算定された弁護士報酬と控訴法院で算定された弁

護士報酬そして上告裁判所で算定された弁護士報酬の総合に不実登記件数をかけて第 3 審

法院に訴えを提起する場合の総弁護士報酬を計算すれば2,862,872,100ウォン(12,447,270
×230＝2,862,872,100)となる。 

両当事者構造を前提にする場合、原告と被告はそれぞれ弁護士報酬を支払わなければ

ならないので社会的費用として支払うことになる総弁護士報酬は上で計算された金額であ

る 2,862,872,100 ウォンの 2 倍に該当する 5,725,744,200 ウォン(2,862,872,100×2＝
5,725,744,200)となるだろう。 
 

一方、上で計算された弁護士報酬は弁護士報酬の訴訟費用算入に関する大法院規則に

より算定された報酬で現実での紛争当事者は上に 
 
【原文 141 頁】 
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おいて算定された報酬より一般的にもっと大きい金額を弁護士報酬で支払う。しかし前で

も言及したように弁護士報酬は現実には手付金、成功報酬など非常に多様な形態で算定さ

れているので正確な規模を把握するのがかなり難しい。ところで大韓弁護士協会が『韓国

弁護士白書 2010』で弁護士受託料と関連して調査して発表した資料があって目を引く。韓

国弁護士白書 2010 で発表された事件類型別件当たり平均受託額は次のとおりである。217 
 

《2009 年事件類型別件当たり平均受託額》218 
 

民事 刑事 家事 行政 申請 

550 万ウォン 290 万ウォン 170 万ウォン 260 万ウォン 110 万ウォン 

 
不実登記による法的紛争は民事事件に該当するので受託料 5,500,000 ウォンを基準と

して弁護士報酬を再び算定してみれば下記のとおりである。この場合にも弁護士報酬は審

級別に同一だと仮定する。 
 
㉠ 第 1 審法院に訴えを提起する場合 
 

第 1審裁判所に訴えを提起する場合、民事紛争事件当たり弁護士の受託料は 5,500,000
ウォンであるから法院を通した総紛争解決費用のうち弁護士報酬の総額は上の弁護士報酬

に不実登記件数をかけて算出しなければならない。したがって第 1 審法院にだけ訴えを提

起する場合、紛争当事者が負担しなければならない総弁護士報酬は 1,265,000,000 ウォン

(5,500,000×230＝1,265,000,000)となる。 
一方、両当事者構造を前提にする場合、原告と被告はそれぞれ弁護士報酬 

 
【原文 142 頁】 
 
を支払わなければならないので社会的費用として支払うことになる総弁護士報酬は上に立

って計算された金額である 1,265,000,000 ウォンの 2 倍に該当する 2,530,000,000 ウォン

(1,265,000,000×2＝2,530,000,000)となるだろう。 

                                                   
217 大韓弁護士協会、『韓国弁護士白書 2010』、2010,p.101。 
218 本資料は開業 5 年目以下または 40 才以下会員(青年弁護士)を対象に実施した 2009 年所得アンケー

ト調査結果であり、調査期間は 2010 年 8 月である。ただし、アンケート調査応答率は 3.9%(全体

2,751 人中 108 人応答)で代表性は多少落ちる。『韓国弁護士白書 2010』でもこれを指摘していて、

青年弁護士の経済的状況を現わす一つの指標として白書に収録すると明示している。 



不動産登記原因行為の公証制度義務化に 
よる社会的費用と便益に関する法経済学的分析研究』(2011.12.法務部) 

[司法書士長谷川清仮訳] 

 133 / 169 
 

 
㉡ 第 2 審法院に訴えを提起する場合(控訴をする場合) 
 

控訴をする場合、当該訴訟に関連した弁護士報酬の総額は紛争の当事者が第 1 審で支

払った弁護士受託料と控訴法院で支払わなければならない弁護士受託料の総合である

11,000,000 ウォン(5,500,000＋5,500,000＝11,000,000)となるだろう。 
したがって上で計算された紛争の当事者が第 1 審で支払った弁護士受託料と第 2 審で

支払わなければならない弁護士受託料の総合に不実登記件数をかけて第 2 審裁判所に訴え

を提起する場合の総弁護士報酬を計算すれば 2,530,000,000 ウォン(11,000,000×230＝
2,530,000,000)となる。 

一方、両当事者構造を前提とする場合、原告と被告はそれぞれ弁護士報酬を支払わな

ければならないので社会的費用として支払うことになる総弁護士報酬は上に立って計算さ

れた金額である 2,530,000,000 ウォンの 2 倍に該当する 5,060,000,000 ウォン

(2,530,000,000×2＝5,060,000,000)となるだろう。 
 
㉢ 第 3 審法院に訴えを提起する場合(上告をする場合) 
 

上告をする場合、当該訴訟に関連した弁護士報酬の総額は紛争の当事者が第 1 審で支

払った弁護士受託料と控訴法院で支払った弁護士受託料そして上告法院で支払わなければ

ならない弁護士受託料の総合である16,500,000ウォン(5,500,000＋5,500,000＋5,500,000
＝16,500,000)となる。 

したがって上で算出された第 1 審で支払った弁護士受託料と控訴法院で算定された弁

護士受託料そして上告法院で算定された弁護士受託料の総合計に不実登記件数をかけて第

3 審法院に訴えを提起する場合の総弁護士 
 
【原文 143 頁】 
 
報酬を計算すれば 3,795,000,000ウォン(16,500,000×230＝3,795,000,000)となるだろう。 

一方、両当事者構造を前提とする場合、原告と被告はそれぞれ弁護士報酬を支払わな

ければならないので社会的費用として支払うことになる総弁護士報酬は上に立って計算さ

れた金額である 3,795,000,000 ウォンの 2 倍に該当する 7,590,000,000 ウォン

(3,795,000,000×2＝7,590,000,000)となるだろう。 
 
  要約すれば次のとおりである。 
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○ 仮定 
㉠ 所有権移転登記(信託登記含む)に対して公証義務化 
㉡ 2004 年研究で導き出された不実登記防止率 0.01%適用 
㉢ 2009 年所有権移転登記(信託登記含む)申請件数基準 
㉣ 2011 年 11 月全国の平均住宅価格適用 
㉤ 現行弁護士報酬の訴訟費用算入に関する規則適用 
㉥『韓国弁護士白書 2010』の事件類型別件当たり平均受託額適用 
㉦ 審級別弁護士報酬は同一であると仮定 
 
○ 結果 1：弁護士報酬の訴訟費用算入に関する規則適用 
㉠ 第 1 審法院に訴えを提起する場合 
・弁護士報酬：390 万ウォン+ (78,303,000 ウォン－7,000 万ウォン) × 3

100
 = 4,149,090

ウォン 
・総弁護士報酬：不実登記件数 230 件×弁護士報酬 4,149,090 ウォン =  
954,290,700 ウォン 
 
㉡ 第 2 審法院に訴えを提起する場合(控訴をする場合) 
・弁護士報酬：390 万ウォン+ (78,303,000 ウォン－7,000 万ウォン) × 3

100
 = 

4,149,090 ウォン 
 
【原文 144 頁】 
 
・弁護士報酬総額：第 1 審弁護士報酬 4,149,090 ウォン+第 2 審弁護士報酬 4,149,090
ウォン = 8,298,180 ウォン 
・総弁護士報酬：不実登記件数 230 件×弁護士報酬総額 8,298,180 ウォン 
= 1,908,581,400 ウォン 
 
㉢ 第 3 審法院に訴えを提起する場合(上告をする場合) 
・弁護士報酬：390 万ウォン+ (78,303,000 ウォン－7,000 万ウォン) ×  3

100
 =  

4,149,090 ウォン 
・弁護士報酬総額：第 1 審弁護士報酬 4,149,090 ウォン＋第 2 審弁護士報酬 4,149,090
ウォン＋第 3 審弁護士報酬 4,149,090 ウォン = 12,447,270 ウォン 
・総弁護士報酬：不実登記件数 230 件×弁護士報酬総額 12,447,270 ウォン 
= 2,862,872,100 ウォン 
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○結果 2：事件類型別件当たり平均受託額適用 
㉠ 第 1 審法院に訴えを提起する場合 
・弁護士報酬：弁護士受託料 5,500,000 ウォン 
・総弁護士報酬：不実登記件数 230 件×弁護士受託料 5,500,000 ウォン=  
1,265,000,000 ウォン 
 
㉡ 第 2 審法院に訴えを提起する場合(控訴をする場合) 
・弁護士報酬：弁護士受託料 5,500,000 ウォン 
・弁護士報酬総額：第 1 審弁護士受託料 5,500,000 ウォン＋第 2 審弁護士受託料

5,500,000 ウォン= 11,000,000 ウォン 
・総弁護士報酬：不実登記件数 230 件×弁護士報酬総額 11,000,000 ウォン 
= 2,530,000,000 ウォン 
 
㉢ 第 3 審裁判所に訴えを提起する場合(上告をする場合) 
・弁護士報酬：弁護士受託料 5,500,000 ウォン 
・弁護士報酬総額：第 1 審弁護士受託料 5,500,000 ウォン＋第 2 審弁護士受 

 
【原文 145 頁】 
 
任料 5,500,000 ウォン＋第 3 審弁護士受託料 5,500,000 ウォン= 16,500,000 ウォン 
・総弁護士報酬：不実登記件数 230 件×弁護士報酬総額 16,500,000 ウォン 
= 3,795,000,000 ウォン 

 
④ 当事者が負担する訴訟費用総額 

 
当事者が負担する訴訟費用の総額は印紙額、送達料、弁護士報酬の総合でこれを計算

すれば次のとおりである。 
 
㉠ 第 1 審法院に訴えを提起する場合 

 
第 1 審法院に訴えを提起する場合、当事者が負担しなければならない印紙額は

82,179,000 ウォンで、送達料は 21,114,000 ウォンであり、弁護士報酬の訴訟費用算入に

関する規則により算定された弁護士報酬は 954,290,700 ウォンであるからこれを全部合わ

せれば当事者が負担しなければならない訴訟費用総額は 1,057,583,700 ウォン(約 11 億ウ

ォン)となる。 
一方、『韓国弁護士白書 2010』の事件類型別件当たり平均受諾料により算定された弁
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護士受託料 1,265,000,000 ウォンを基準と推算する場合、当事者が負担しなければならな

い訴訟費用総額は 1,368,293,000 ウォン(約 14 億ウォン)となる。 
 
㉡ 第 2 審法院に訴えを提起する場合(控訴をする場合) 
 

控訴法院に訴えを提起する場合、当事者が負担しなければならない印紙額は

205,436,000 ウォンで、送達料は 38,005,200 ウォンであり、弁護士報酬の訴訟費用算入に

関する規則により算定された弁護士報酬は 1,908,581,400 ウォンであるからこれを全部合

わせれば当事者が負担しなければならない訴訟費用総額は 2,152,022,600 ウォン(約 22 億

ウォン)となる。 
一方、『韓国弁護士白書 2010』の事件類型別件当たり平均受託担当額により 

 
【原文 146 頁】 
 
算定された弁護士受託料 2,530,000,000 ウォンを基準と推算する場合、当事者が富淡白で

なければならない訴訟費用総額は 2,773,441,200 ウォン(約 28 億ウォン)になる。 
 
㉢ 第 3 審法院に訴えを提起する場合(上告をする場合) 
 

上告法院裁判所に訴えを提起する場合、当事者が負担しなければならない印紙額は

369,979,400 ウォンで、送達料は 49,266,000 ウォンであり、弁護士報酬の訴訟費用算入に

関する規則により算定された弁護士報酬は 2,862,872,100 ウォンであるからこれを全部合

わせれば当事者が負担しなければならない訴訟費用総額は 3,282,117,500 ウォン(約 33 億

ウォン)となる。 
一方、『韓国弁護士白書 2010』の事件類型別件当たり平均受諾料により算定された弁

護士受託料 3,795,000,000 ウォンを基準と推算する場合、当事者が負担しなければならな

い訴訟費用総額は 4,214,245,400 ウォン(約 42 億ウォン)となる。 
 

要約すれば次のとおりである。 
 
○ 仮定 
㉠ 所有権移転登記(信託登記含む)に対して公証義務化 
㉡ 2004 年研究で導き出された不実登記防止率 0.01%適用 
㉢ 2009 年所有権移転登記(信託登記含む)申請件数基準 
㉣ 2011 年 11 月全国の平均住宅価格適用 
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㉤ 現行民事訴訟等印紙法適用 
㉥ 現行送達料規則適用 
㉦ 現行弁護士報酬の訴訟費用算入に関する規則適用 
㉧『韓国弁護士白書 2010』の事件類型別件当たり平均担当額適用 
㉨ 審級別弁護士報酬は同一であると仮定 
 
○ 結果 1：弁護士報酬の訴訟費用算入に関する規則適用 
㉠ 第 1 審法院に訴えを提起する場合、印紙額 82,179,000 ウォン＋送達料 21,114,000
ウォン＋弁護士報酬 954,290,700 ウォン 
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= 1,057,583,700 ウォン 
 
㉡ 第 2 審法院に訴えを提起する場合(控訴をする場合) 
印紙額 205,436,000 ウォン＋送達料 38,005,200 ウォン＋弁護士報酬 1,908,581,400 ウ

ォン ＝ 2,152,022,600 ウォン 
 
㉢ 第 3 審裁判所に訴えを提起する場合(上告をする場合) 
印紙額 369,979,400 ウォン＋送達料 49,266,000 ウォン＋弁護士報酬 2,862,872,100 ウ

ォン ＝ 3,282,117,500 ウォン 
 
○結果 2：事件類型別件当たり平均受諾料適用 
㉠ 第 1 審法院に訴えを提起する場合 
印紙額 282,179,000 ウォン＋送達料 21,114,000 ウォン＋弁護士受託料 1,265,000,000
ウォン = 1,368,293,000 ウォン 
 

㉡ 第 2 審法院に訴えを提起する場合(控訴をする場合) 
印紙額 205,436,000 ウォン＋送達料 38,005,200 ウォン＋弁護士受託料 2,530,000,000
ウォン ＝ 2,773,441,200 ウォン 
 

㉢ 第 3 審法院に訴えを提起する場合(上告をする場合) 
印紙額 369,979,400 ウォン＋送達料 49,266,000 ウォン＋弁護士受託料 3,795,000,000
ウォン = 4,214,245,400 ウォン 

 
ⅱ) 法院の運営費用 
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法院の運営費用は紛争の当事者が法院を通した紛争解決方法を選択する場合、その紛

争を審判するために法院を運営するのにかかる費用を意味する。事件の難易度等により法

院の審理に必要とされる費用は多様なはずであるので不動産所有権に関する法院の運営費

用を正確に推算することは難しい 
 
【原文 148 頁】 
 
ことだが法院の全体予算額に不動産所有権関連訴訟が占める比率を乗じて推算した金額が

法院の運営費用に対する一つの基準になることはできると考えられる。 
2011 年度大韓民国の予算総額は 309 兆 1,000 億ウォンであり、そのうちの司法関連

機関の予算規模は 4 兆 339 億ウォンである。 
司法関連機関には大法院、法務部、憲法裁判所、そして法制処が含まれているが、法

院を通した紛争解決に関する予算は大法院に対する予算といえる。確定した 2011 年度大

法院の予算総額は 1 兆 4,242 億ウォンである。219 
一方、司法年鑑で発表した 2010 年度統計資料によれば 2010 年全国法院で受け付け

た事件は合計 17,405,933 件 220 であり、2010 年不動産所有権に関連された事件数は次の

とおりである。 
 

《民事本案事件の種類別事件数 221》 
 

 民事本案事件合計 不動産所有権 

合計 
354,019 
 (100.0) 

24,516  
(6.9) 

第 1 審 
293,739 
 (100.0) 

18,328 
 (6.2) 

控訴審 
49,274 

 (100.0) 
4,364 
 (8.9) 

上告審 
11,006 

 (100.0) 
1,824 

 (16.6) 
 
                                                   
219 法律新聞、2011.12.13.付け。

(http://www.lawnb.com/lawinfo/contents_view.asp?CID=B5BCCD4C46FC475C89C717D07E1E1BF5) 
220 この中で訴訟事件は 6,216,196 件で、非訟事件は 11,189,737 件でその比率は 36 対 64 になる。 
221 大法院、『司法年鑑』、事件の概況[1],表 10、p.17。 
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上の資料を基に法院が受け付けた全体事件に対する不動産所有権関連事件の比率を計

算すれば約 0.0014(0.14%)222 が導き出されて、この比率を大 
 
【原文 149 頁】 
 
法院の予算総額にかければ不動産所有権関連裁判所の運営費用 1,993,880,000 ウォン

(1,424,200,000,000×0.0014＝1,993,880,000)と推算される。 
したがって不動産所有権関連裁判所の運営費用は約 20億ウォンといえるはずである。 

 
要約すれば次のとおりである。 

 
○ 仮定 
㉠ 2011 年大法院予算総額適用 
㉡ 司法年鑑で発表した民事本案事件の種類別事件数適用 
㉢ 法院の運営費用は‘大法院予算総額×(不動産所有権事件数／全国法院が受け付けた

全体事件数)’と仮定 
 
○ 結論 
法院の運営費用：2011 年大法院予算総額 1,424,200,000,000 × (不動産所有権事件数／

全国法院が受け付けた全体事件数) 24,516
17,405,933

 = 1,993,880,000 ウォン 

 
3) 審級別総便益の推算 

 
不動産登記原因行為の公証義務化の導入により予想される総便益は公証を通じて減少

させることができる不実登記の対象不動産価額と不実登記による平均社会的紛争解決費用

(当事者が負担する訴訟費用と法院の運営費用)の合計で計算できるところ、審級別具体的

な総便益は次のとおりである。 
 
【原文 150 頁】 
 
ⅰ) 第 1 審法院に訴えを提起する場合 
 
① 弁護士報酬の訴訟費用算入に関する大法院規則を適用した場合 

                                                   
222  24,516

17,405,933
 ×100≒0.1408 
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公証を通じて減少させることができる不実登記の対象不動産価額は 60,032,300,000

ウォンであり、当事者が負担する訴訟費用総額は 1,057,583,700 ウォンで、法院の運営費

用は 1,993,880,000 ウォンであるから、不動産登記原因行為の公証義務化の導入により予

想される総便益は 63,083,763,700 ウォン(約 631 億ウォン)となる。 
 
② 事件類型別件当たり平均受託料適用 
 

公証を通じて減少させることができる不実登記の対象不動産価額は 60,032,300,000
ウォンであり、当事者が負担する訴訟費用総額は 1,368,293,000 ウォンで、法院の運営費

用は 1,993,880,000 ウォンであるから、不動産登記原因行為の公証義務化の導入により予

想される総便益は 63,394,473,000 ウォン(約 634 億ウォン)となる。 
 
ⅱ) 第 2 審裁判所に訴えを提起する場合(控訴をする場合) 
 
① 弁護士報酬の訴訟費用算入に関する大法院規則を適用した場合 
 

公証を通じて減少させることができる不実登記の対象不動産価額は 60,032,300,000
ウォンであり、当事者が負担する訴訟費用総額は 2,152,022,600 ウォンで、法院の運営費

用は 1,993,880,000 ウォンであるから、不動産登記原因行為の公証義務化の導入により予

想される総便益は 64,178,202,600 ウォン(約 642 億ウォン)となる。 
 
【原文 151 頁】 
 
② 事件類型別件当たり平均受託料適用 

 
公証を通じて減少させることができる不実登記の対象不動産価額は 60,032,300,000

ウォンであり、当事者が負担する訴訟費用総額は 2,773,441,200 ウォンで、法院の運営費

用は 1,993,880,000 ウォンであるから、不動産登記原因行為の公証義務化の導入により予

想される総便益は 64,799,621,200 ウォン(約 648 億ウォン)となる。 
 
ⅲ) 第 3 審法院に訴えを提起する場合(上告をする場合) 
 
① 弁護士報酬の訴訟費用算入に関する大法院規則を適用した場合 

 
公証を通じて減少させることができる不実登記の対象不動産価額は 60,032,300,000
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ウォンであり、当事者が負担する訴訟費用総額は 3,282,117,500 ウォンで、法院の運営費

用は 1,993,880,000 ウォンであるから、不動産登記原因行為の公証義務化の導入により予

想される総便益は 65,308,297,500 ウォン(約 653 億ウォン)となる。 
 
② 事件類型別件当たり平均受諾料適用 

 
公証を通じて減少させることができる不実登記の対象不動産価額は 60,032,300,000

ウォンであり、当事者が負担する訴訟費用総額は 4,214,245,400 ウォンで、法院の運営費

用は 1,993,880,000 ウォンであるから、不動産登記原因行為の公証義務化の導入により予

想される総便益は 66,240,425,400 ウォン(約 662 億ウォン)となる。 
 

要約すれば次のとおりである。 
 
【原文 152 頁】 
 
○ 結果 1：弁護士報酬の訴訟費用算入に関する規則を適用 
㉠ 第 1 審法院に訴えを提起する場合 
公証を通じて減少させることができる不実登記の対象不動産価額 60,032,300,000 ウォ

ン＋当事者が負担する訴訟費用総額 1,057,583,700 ウォン＋法院の運営費用

1,993,880,000 ウォン ＝ 63,083,763,700 ウォン 
 
㉡ 第 2 審法院に訴えを提起する場合(控訴をする場合) 
公証を通じて減少させることができる不実登記の対象不動産価額 60,032,300,000 ウォ

ン＋当事者が負担する訴訟費用総額 2,152,022,600 ウォン＋法院の運営費用

1,993,880,000 ウォン ＝ 64,178,202,600 ウォン 
 
㉢ 第 3 審法院に訴えを提起する場合(上告をする場合) 
公証を通じて減少させることができる不実登記の対象不動産価額 60,032,300,000 ウォ

ン＋当事者が負担する訴訟費用総額 3,282,117,500 ウォン＋法院の運営費用

1,993,880,000 ウォン ＝ 65,308,297,500 ウォン 
 
○ 結果 2：事件類型別件当たり平均受諾料適用 
㉠ 第 1 審法院に訴えを提起する場合 
公証を通じて減少させることができる不実登記の対象不動産価額 60,032,300,000 ウォ

ン＋当事者が負担する訴訟費用総額 1,368,293,000 ウォン＋法院の運営費用
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1,993,880,000 ウォン ＝ 63,394,473,000 ウォン 
 
㉡ 第 2 審法院に訴えを提起する場合(控訴をする場合) 
公証を通じて減少させることができる不実登記の対象不動産価額 60,032,300,000 ウォ

ン＋当事者が負担する訴訟費用総額 2,773,441,200 ウォン＋法院の運営費用

1,993,880,000 ウォン ＝ 64,799,621,200 ウォン 
 
㉢ 第 3 審法院に訴えを提起する場合(上告をする場合) 
公証を通じて減少させることができる不実登記の対象不動産価額 60,032,300,000 ウォ

ン＋当事者が負担する訴訟費用総額 4,214,245,400 ウォン＋ 
 
【原文 153 頁】 
 
法院の運営費用 1,993,880,000 ウォン =  66,240,425,400 ウォン 

 
(3) 総費用と総便益の比較：費用－便益分析 

 
今まで不動産登記原因行為の義務公証制度を導入する場合予想される総費用と総便益

を推算したのでこれを土台として公証方法別に総費用と総便益を比較分析するならばその

結果は下記のとおりである。 
 
1) 公正証書作成方式にともなう総費用と総便益の比較 
 

公正証書作成方式にともなう総費用は 1,156,715,082,795 ウォン(約 1 兆 1,567 億)で
総便益に推算された金額のうち最も大きい金額である 662 億ウォンをはるかに超える。 
 
2) 私署証書認証方式にともなう総費用と総便益の比較 
 

私署証書認証方式にともなう総費用は 580,651,450,397 ウォン(約 5,807 億ウォン)以
下でこれまた総便益に推算された金額のうち最も大きい金額である 662億ウォンをはるか

に超えている。 
 
3) 公証を強制しない場合の総費用と総便益の比較 

 
公証を強制しない場合上で公証によって推算された総費用は発生しないが代わりに公

証で予想される総便益は公証を強制しない場合の総費用と評価することができる。したが



不動産登記原因行為の公証制度義務化に 
よる社会的費用と便益に関する法経済学的分析研究』(2011.12.法務部) 

[司法書士長谷川清仮訳] 

 143 / 169 
 

って公証を強制しない場合総費用は 662 億ウォン以下になるだろう。 
 
【原文 154 頁】 
 
3．分析の結果 

 
가．不動産登記原因行為に対する義務公証制度の非効率性 

 
不動産登記原因行為の義務公証制度の導入にともなう費用と便益を正確に推算するこ

とはできなかったが不完全でも現在与えられた資料を基礎にした上のような費用－便益分

析結果によれば少なくとも義務公証制度を導入する場合、便益が費用を超過することを期

待することは難しいと言える。したがって現時点で不動産登記原因行為に対する公証を強

制するのはかえって非効率的な結果をもたらすものと考えられる。 
それなら不実登記を減少させるためにいかなる代案を考えることができようか? 

 
나．不実登記を減少させるための具体的な方案 

 
前でも言及したように新しい政策を導入する場合、政策の妥当性の有無は相当部分費

用－便益分析を通した効率性基準の充足如何にかかっていていると見ても過言ではない 
結局政策の妥当性は最小限の費用で最大限の便益すなわち、最大限の効果を得ることにか

かっているといえるだろう。 
不実登記を減少させるための具体的な代案として二つ方案を考えてみることができる。 

一つは効率性に関連した一定の条件がみたされた以後に不動産登記原因行為の公証を強制

する方案で、また他の一つは公証を強制しはしなくて現在の制度を補完する方案である。

223 
 
(1) 条件付き義務公証制度の導入 
 
【原文 155 頁】 
 

上で調べた費用－便益分析の結果によれば次のような前提条件が満たされてはじめて

不動産登記原因行為の義務公証制度を導入できるだろう。 
 
1) 公証手数料の引き下げ 

                                                   
223 クォン・ヨンジュン、前掲報告書、p.89。 



不動産登記原因行為の公証制度義務化に 
よる社会的費用と便益に関する法経済学的分析研究』(2011.12.法務部) 

[司法書士長谷川清仮訳] 

 144 / 169 
 

 
公証手数料は国民に経済的な負担を抱かれる最も主な要素である。上の費用－便益分

析結果によれば公証手数料が公証制度を採択する場合に予想される総費用に占める比率は

公正証書作成方式と私署証書認証方式すべてで約 82%に該当する。224 
不動産登記原因行為に対し公証を受ける場合、公証手数料を賦課することは避けられ

ないがもし義務公証制度が導入される場合、現在のような水準の手数料は再調整が必要だ

ろう。公証手数料は不動産の取引規模と価額、国民の所得水準、公証人の適正な収入保証

などを念頭に置いて策定されなければならなくて、定期的に再検討が必要だが、225 義務

公証制度が導入されたなら公証の対象になる不動産の絶対的な取引規模が幾何級数的に増

えるために相当な水準での手数料引き下げの正当性が認められることができると考えられ

る。 
一方、最近法学専門大学院の導入で弁護士の数が増えることが予想されるところ、こ

れは上の議論とは反対の観点ですなわち、公証人の数字が増えるのに伴った競争の効果で

公証手数料の引き下げを期待してみることもできるだろう。 
不動産登記原因行為の義務公証制度の導入の有無と関連して上で導き出した費用－便

益分析によれば引き下げされなければならない公証手数料の規模は次のとおりである。引

き下げされなければならない公証手数料の規模と関連して便宜上不動産登記原因 
 
【原文 156 頁】 
 
行為の義務公証制度の導入による総費用としては公証手数料だけ存在すると仮定する。226 
 
ⅰ) 公正証書作成方式の場合 
 

不動産登記原因行為の義務公証制度と関連して公正証書作成方式による公証制度を導

入する場合、上の仮定によれば総費用は約 9,474 億ウォンで、総便益は約 662 億ウォンで

ある。公正証書作成方式による公証制度の導入が正当化されるためには公証制度の導入に

よって発生することになる総便益が最小限総費用より同じであるか大きくなければならな

                                                   
224 公正証書作成方式にともなう公証手数料は 947,418,825,635 ウォンで公正証書作成方式の公証制度

を採択する場合予想される総費用 1,156,715,082,795 ウォンの約 82%を占めていて、私署証書認証

方式にともなう公証手数料は 473,709,412,817 ウォン以下で私署証書認証方式の公証制度を採択す

る場合予想される総費用 580,651,450,397 ウォン以下の約 82%に該当する。 
225 クォン・ヨンジュン、前掲報告書、p.89。 
226 公証手数料の他に時間費用、交通費用等を考慮する場合、本件不動産登記原因行為の義務公証制度

の導入に関連した総費用は公正証書作成方式の場合、約 11,567 億ウォン、私署証書認証方式の場

合、約 5,807 億ウォン以下で公証手数料だけ考慮する場合の各費用である約 9,474 億ウォン(公正証

書作成方式)、約 4,737 億ウォン以下より大きいので本文で導き出された公証手数料の規模よりさら

に引き下げされなければならないだろう。 
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い。 
したがって現行公正証書作成方式による公証手数料の平均である約 413,015 ウォンを

適用して比例式で解けば公正証書作成方式による公証手数料の規模は最小限約 28,860 ウ

ォン(9,474：662＝413,015：x)227 より同じであるか低くならなければならない。 
 
ⅱ) 私署証書認証方式の場合 
 

不動産登記原因行為の義務公証制度と関連して私署証書認証方式による公証制度を導

入する場合、上の仮定によれば総費用は約 4,737 億ウォンで、総便益は約 662 億ウォンで

ある。私署証書認証方式による公証制度の導入が正当化されるためには公証制度の導入に

よって発生することになる総便益が最小限総費用より同じであるか大きくなければならな

い。 
したがって現行私署証書認証方式にともなう公証手数料の平均である約 

 
【原文 157 頁】 
 
206,507.5 ウォン 228 を適用して比例式で解けば私署証書認証方式による公証手数料の規

模は最小限約 28,860 ウォン(4,737：662＝206,507.5：x)229 より同じであるか低くならな

ければならない。一方ここで導き出された 28,860 ウォンは上で導き出された公正証書作

成方式による公証手数料であるから私署証書認証方式による公証の場合公証手数料は上の

値の
5
10

 である約 14,430 ウォンにならなければならないだろう。 
 

したがって上の結果を総合してみれば引き下げされなければならない公証手数料の規

模は現行公証手数料の約 7%水準 230 までにならなければならないだろう。 
 
2) 公証人に対するアクセシビリティ強化 

 
上で分析したように契約の当事者が公証を受けるためには公証手数料の他にも必然的

に時間費用と交通費用を支払わなければならない。このような時間費用と交通費用は公証

人に対するアクセシビリティが落ちるほど顕著に増加する傾向がある。そして公証人に接

近するのが難しいほど心理的な負担も増加しているといえる。したがって公証人に対する

                                                   
227 上の比例式を x に対して整理すれば x＝413,015×662

9474
 ＝28,859.61 となる。 

228 公正証書作成方式による公証手数料の 5
10

  に該当する。 
229 上の比例式を x に対して整理すれば x＝413,015×662

9474
 ＝28,859.61 となる。 

230  28,860
413,015

 ×100 = 6.98764 
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アクセシビリティを強化させて国民の時間的、経済的、そして心理的負担を軽減させる必

要がある。このためには公証人の数字が今よりより一層多く増えなければならなくて、公

証人の地域的分布の不均衡問題も解消されなければならない。そして情報通信技術の発達

を最大限活用できる公証制度の発展がやはり必要である 231 
従来の司法試験システム下では公証人の数字を増やすのに限界があった。しかし最近

の法学専門大学院の導入はこのような公証人に対するアクセシビリティを強化させること

ができると期待される。まず弁護士選抜人員の増加は公証人数字の増加と直結して、地方

所在の法学専門大学院を卒業した弁護士ら 
 
【原文 158 頁】 
 
がその地域に席を占める場合、公証人の地域的分布の不均衡問題も相当部分解消されるこ

とができるためである。 
一方、弁護士数字の増加議論と似ているように公証人の数字が増える過程で資質が充

分でない公証人が増える可能性に対する憂慮の声も存在する。だが、これは法学専門大学

院の法学教育の質向上を通じて十分に解決されることができる問題だと考えられる。した

がって公証人の数増加と公証サービスの質下落をそのまま結びつける見解は妥当ではない。 
現行公証人法第 12 条では任命公証人の資格として通算して 10 年以上法院組織法第

42 条第 1 項各号の職[仮訳者注：1．判事・検事及び弁護士 2．弁護士資格のある者として国家機関、

地方自治体、「公共機関の運営に関する法律」第 4 条の規定による公共機関、その他の法人での法律に関

する事務に従事した者 3．弁護士資格のある者として公認された大学の法律学助教授以上に在職した者]

に在職したことを要求していて、これは認可公証人として法務法人や公証人が合同法律事

務所の公証担当弁護士の場合も同じことである。 
前で検討したことのような大幅な公証手数料の引き下げが可能なためには公証人の資

格範囲を大幅緩和して公証人の数字を増やすことが必要であろう。 
不動産登記原因証書の義務公証制度が導入されれば公証需要が大幅に増えるもので、

原因証書公証という法律的検討作業が通常の訟務業務に比べてさらに高い水準の法律知識

と経験が要求されるのではないという点を考慮してみるとき現行の 10 年以上の在職要件

を 5 年以上に緩和することによって公証人の数字を大幅に増やすことを検討してみられる

はずである。 
 
3) 公証の範囲問題 

 
すべての不動産登記原因行為に公証を義務化するのは過度に多い費用を発生させる。 

                                                   
231 クォン・ヨンジュン、前掲報告書、p.89。 
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したがって不実登記の発生可能性が高くて、それによる損失の規模も大きな類型の法律行

為に限定して公証を強制しなければならないだろう。232  
思うに、義務公証制度を導入する場合、不実登記の大部分が所有権移転に関連してい

て、所有権移転の不実登記による危険が最も大きいという点で所有権移転を目的とする法

律行為にだけ公証を強制することが望 
 
【原文 159 頁】 
 
ましいことと考えられる。上の費用－便益分析はこれを念頭に置いて行われたのである。 

一方、このような公証の範囲と関連して具体的に一定金額(5 億ウォン、10 億ウォン、

20 億ウォン等)以上の不動産取引に制限的に導入する方案や一定の類型の不動産取引に制

限的に導入する方案を考えてみることができるはずである。ただし、現在の分析枠組み下

では不動産価額別、あるいは取引類型別不実登記比率を別に確保する方法がないので経済

学的な分析を通じてそのような政策の正当性を論理的に後押しすることは容易ではない。 
だが、不動産登記原因証書の公証義務化と関連した問題の相当部分は不動産取引の安

定性確保に対する‘政策的決断’の性格を有しているので政策的決断を通じて適正な金額

(例えば 10 億ウォンまたは 20 億ウォン)を基準としてその基準金額以上の不動産取引に対

しては公証を義務化することを検討して見ることができるもので、同じように取引類型別

に例えば‘所有権移転登記’事件に対しては公証を義務化することを検討してみることが

できる。その過程で金銭的数値化の困難に上の費用－便益分析では考慮されなかったけれ

ど、登記の信頼性向上にともなう国民の心理的安心効果 233 が考慮されることもできるだ

ろう。 
したがって例えば 20 億ウォン以上の不動産に対する所有権移転登記事件に対して優

先的に公証を義務化する政策を実施してみた後、それに対する市場と国民の反応を調べて

みてその適用範囲の拡大あるいは縮小を検討してみることができると考えられる。 
 
4) 登記申請手続の簡素化 

 
義務公証制度が導入される場合、これと連係して登記申請手続は簡素化されなければ

ならない。登記申請手続を簡素化しないで義務公証制度だけ導入する場合、国民に、二重

の不便を体験するようにすることができるためである。義務公証制度の導 
 
【原文 160 頁】 

                                                   
232 クォン・ヨンジュン、前掲報告書、p.90。 
233 国民の心理的安心効果は金銭的数値化が不可能なので前の費用－便益分析で考慮されなかった。 
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入と連係して登記申請手続を簡素化する場合これを通じて義務公証によって発生すること

になる費用を一部相殺させる効果を期待できることと考えられる。234 
具体的にまず公証を経て登記申請をする時にはすでに公証人に確認を受けたので印鑑

証明書の提出を強制する必要がないこと、これによって印鑑証明書発行関連費用 235 を節

約することができる。また、公証を経た登記申請に対しては登記官の審査に要する時間と

努力も節減されることができるだろう。236 そして公証人がワンストップ サービス(one-
stop service)を導入して公証だけでなく登記申請まで代理する場合、契約当事者が登記申

請をするのに所要する時間費用および交通費用はより一層節減されるはずである。 
一方、公証のワンストップ サービスというのは不動産取引と関連した既存の細分化

されたサービス提供を一つに統合して不動産取引において国民の便宜を増進させることを

意味する。今まで不動産取引において既存のサービス提供方式では公証は公証人(弁護士

等)が担当して、登記申請は概して法務士が担当して、契約締結は主に不動産仲介人が担当

するなど領域別に細分化されて各領域別主導者が国民に独立的にサービスを提供していた

ために国民は不動産取引関連サービスを提供されるためにこれらをいちいち尋ね歩いて上

のようなサービスを受けなければならない不便さがあった。もし不動産登記原因証書の義

務公証制度が導入されるならば公証人は公証に関連したより多くの顧客を誘致しようとこ

のようなサービスを一度(one-stop)に処理できるように直接または法務士、不動産仲介人

らと連係して公証サービスを改善しようと努力すると予想されるところ、公証人のこのよ

うな努力は国民の便宜を増進させるだろう。 
 
5) 公証の方法選択問題 

 
【原文 161 頁】 
 

義務公証制度を導入する場合、私署証書認証方式よりは公正証書作成方式を採択する

ことが望ましいと考えられる。私署証書認証方式は当事者が登記原因となる法律行為を書

面で作成して署名捺印した後にその署名捺印の認証を受ける方式なので、署名または捺印

の認証があるといってもその法律行為の有効性が確保されはしない。237 また、現在の共

同申請主義、印鑑証明書および登記畢証の提出等を通して私署証書認証方式が意図する意

                                                   
234 先の便益に対する分析の部分のうち不動産登記原因行為の義務公証制度の導入と予想されるその他

の便益といえる。 
235 印鑑証明書発行に必要な費用として時間費用と交通費用、そして印鑑証明書発行手数料があるだろ

う。 
236 クォン・ヨンジュン、前掲報告書、p.90－p.91。 
237 ホン・ソンジェ、「登記原因証書の公証制度導入」、『法と政策研究』、2006,p.25。 
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思の真正性確保は相当部分なされている。238 
したがって法律専門家が不動産取引段階に介入して単純な意思の真正性確認次元を超

えて専門的な法律助言を通じて内容上の真正性を考慮する必要があるという点、公正証書

の場合、公証人が当事者の陳述を聴取した後にそれが有効なものである時にだけ証書を作

成するものであるから法律行為が無効または、取り消される可能性が非常に低いという点、

そして公正証書の場合、法律行為の有効性を相当高く確保することができるので登記公務

員が形式的審査のみをしても不実登記が生じる可能性が大きくないという点などを考慮す

るならば義務公証制度を導入する場合、公正証書作成方法を導入することが妥当だろう。 
 
(2) 現在の登記制度の信頼性を補完する方案 

 
1) 登記官の専門性向上と制限的な実質的審査権認定 

 
形式的審査権か実質的審査権かというのは審査方法次元の問題である。提出された資

料の範囲内だけで審査できて一歩進んで追加資料を収集し、または必要事項を調査できな

いならば形式的審査権のみあることで、このような積極的な措置が可能ならば登記官に実

質的審査権があることである。登記官に制限的な実質的審査権を付与して他の一方で登記

官の専門性を向上するならば不実登記をある程度減らせるはずである。 239 不実登記を防

止するためには登記の実体関係をある程度正確に把握する必要 
 
【原文 162 頁】 
 
があるためである。240  

ただし、すべての事項に対して実質的審査を強制するのは様々な資源の限界を考慮す

るとき妥当ではないので最小限既存の意思確認装置以外にもう一度中立的な機関にとって

確認を受けるようにする必要がある範囲に限定してこれを認めなければならないと考えら

れる。 
一方、実質的審査権の導入にともなう登記官の賠償責任を巡る不安定性問題は法令の

次元で実質的審査権の認定範囲を具体的に明確に規定した後これに対して登記官が取らな

ければならない措置も具体的に数え上げて、このような措置をとれば責任を免除する“安

全な避難所(safe harbor)”条項を置くならばある程度解決されることができるものと見ら

                                                   
238 クォン・ヨンジュン、前掲報告書、p.91。 
239 クォン・ヨンジュン、前掲報告書、p.92－p.93。 
240 パク・ミョンソン、「公証制度改善法案に関する研究」、『高麗（コリョ）大学校法務大学院』、

2011,p.39。 
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れる。241 
そしてこのような登記官の制限的な実質的審査権の延長線上で事後にも不実登記であ

ることが明らかになれば登記官が職権で登記を訂正できるようにする制度もまた必要だと

考えられる。242 
 
2) 意思の真正性確認強化方案 
 

現在の我が国は当事者の意思の真正性を確認する方案として印鑑証明制度を採択して

いる。現在の印鑑証明制度に対する改編議論が進行中で、署名確認制、署名登載身分証導

入、オンライン電子認証等の様々な方案が検討されているが、印鑑証明より優秀な機能を

遂行できる実効性ある方案を探すならば意思の真正性確認がより一層強化されるはずであ

る。243 
これに対して登記原因証書の公証制でない登記原因証書の認証制を導入しようという

見解がある。244 
 
3) 登記名義変更お知らせサービス 245  
 
【原文 163 頁】 
 

現在の大法院は 2008 年 3 月から不動産全体に対して登記名義変更お知らせサービス

を実施している。246 この制度の導入趣旨は個人所有の不動産に対して所有権移転登記申

請等が受け取られた場合に直ちにその事実を通知するということで所有者に分からずに不

法な登記が行われることを防止しようとすることにある。不実登記が発生する場合、これ

を早く是正して不実登記による善意の被害者が生じないようにするには所有者がその不実

登記事実を知らなければならない。 
このサービスは土地および建物に関する ① 所有権移転登記申請、② 仮登記に基づ

く本登記申請、③ 根抵当権設定登記申請がその対象で、登記申請に受付番号が付与される

時刻すなわち、受付完了時点に ① 対象土地および建物、② 申請内容、③ 受付番号、④ 
受付登記所を SMS によりリアルタイムで伝送してくれる。ただし、このようなサービス

を受けるためにはインターネット登記所会員に加入して上のサービスを申し込まなければ

ならない。しかしこれに伴う手数料はない。 
                                                   
241 クォン・ヨンジュン、前掲報告書、p.92－p.93。 
242 クォン・ヨンジュン、前掲報告書、p.95。 
243 クォン・ヨンジュン、前掲報告書、p.93－p.94。 
244 ファン・ジョンス、「登記原因証書の公証に関する小考」、『民事執行研究』、2011,p.356－p.365。 
245 クォン・ヨンジュン、前掲報告書、p.94－95。 
246 http://www.iros.go.kr 
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国内携帯電話加入者数が 4,000 万人を越える時代に登記名義変更お知らせサービスは

登記の実効性を確保して不実登記を防止するにあたって非常に効果的な方案だと考えられ

る。だが、まだ大多数の国民はこのようなサービスが施行されていることをよくわからな

いのが実情である。このようなサービスが少ない費用で善意の被害者が生じることを防ぐ

のに非常に効率的なものであるから国民にこのような登記名義変更お知らせサービスがあ

ることを広く広報して、国民がこのサービスを積極的に利用するように推奨しなければな

らないだろう。ただし、これと共に不動産の所有者が直ちにその不法な登記状態を是正で

きる制度的装置が共に用意されるならばこの制度の実効性はより一層高くなりえるだろう。 
 
4) 事後の制裁の強化 

 
犯罪と処罰に関する経済学理論によれば犯罪が発覚する確率が高いほどそして犯罪に

対する処罰の強度が強くなるほど犯罪が発生する確率が 
 
【原文 164 頁】 
 
減るという。247 このような観点で不実登記に対する事後の制裁の強化もまた登記の信頼

性を阻害する行為を減少させることができると予想することができる。 
例えば、公・私文書の偽・変造罪および同行使罪または、公正証書原本不実記載罪な

どの法定刑や量刑基準を高める方案を上げることができる。 
 
다．検討 

 
上で調べたように不実登記を防げる最も確実な方法は不動産登記原因行為に対し義務

公証制度を導入するということだということができる。また、義務公証制度を導入する場

合、公証の方法では公正証書作成方法を導入することが望ましいと考えられる。 
だが、費用－便益分析の結果現時点で不動産登記原因行為に対し義務公証制度を導入

するのは非常に非効率的である。義務公証制度の効率性を担保するためには上で検討した

結果の様々な条件が満たされなければならないが、その条件の充足は短期間内になされる

ことができる性質のものなどではない。 
したがって現時点では不動産登記原因行為に対し義務公証制度を導入する代わりに現

在の登記制度を補完する方案を採択することがさらに望ましいと考えられる。特に登記名

義変更お知らせサービスの活性化は少ない費用で不実登記による善意の被害者の発生を画

期的に減らすことができると期待される。 

                                                   
247 Robert D.Cooter and Thomas Ulen、ハン・スング訳、前掲書、p.574－p.610。 
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【原文 165 頁】 
 
第 6 章 補論 

 
Ⅰ．問題の所在 
 

前で見た通り本件不動産登記原因行為の公証制度義務化による社会的費用－便益分析

を分析するということにおいて公証に関連した不実登記率は本件分析の前提となるだけで

なく不動産登記原因行為の義務公証制度の導入の正当性および妥当性を決める最も重要な

要素ということができる。一方、本件の費用－便益分析の前提となった公証に関連した不

実登記率は 2004 年になされたアン・テグンの先行研究 248 に基づいている。 
ところで上の先行研究の結果である公証に関連した不実登記率に対しては次のような

理由で再検討が必要だと考えられる。 
まず公証に関連した不実登記率は不動産登記原因行為の義務公証制度の導入の妥当性

を決める最も重要な要素として公証に関連した不実登記率が低いほど不動産登記原因行為

の義務公証制度の導入の経済的妥当性は如実に落ちるほかはない。特に上の先行研究結果

によれば公証に関連した不実登記は全体所有権に関する登記中で 0.001%にも及ぼすこと

ができないこと、これは不実登記率と関連して一般的に考えたことより非常に少ない量と

いうことができるはずである 249 。 
また、上の先行研究は判決で抹消された 3,953 個の中の任意に 100 個を選定した後に

申請書に添付された判決文を調査してその抹消理由を把握して、抹消理由が公証または、

公信力と関連があるもので類型化した後これを統計的に分析して年間公証または、公信力

と関連がある不実登記生成の個数および所有権に関する登記全体のうちこれに対し該当す

る登記の比率を分析したところ 250、上の先行研究が所有権に関する登記中判決で抹消さ

れた登記 3,953 個(母集団)中 
 
【原文 166 頁】 
 
100 個(標本)だけを任意に選定したので人により標本の個数が少ないと評価することもで

きるだろう 251 。そして上の先行研究は 2004 年になされたので統計結果が若干は古くな

                                                   
248 アン・テグン、前掲論文、p.106－p.113。 
249 上の先行研究では 2004 年度判決によって抹消された所有権に関する不実登記を対象にして公証に

関連した不実登記率を推算したが、上の先行研究によれば公証に関連した不実登記は全体所有権に

関する登記中において最小 0.0012%で最大 0.0098%に該当するとする。 
250 クォン・ヨンジュン、前掲報告書から再引用、p.83－p.85 
251 一般的に標本調査時に母集団 3,953 個の中標本 100 個を任意に抽出するのは充分なサンプリング
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ったものと見ることもできる。 
このような問題意識に基づいて上の先行研究結果の妥当性を再検討する趣旨で対象判

例を選定してそれに対する全数調査の方式で判例を検討してみた。詳しい分析方法は下記

のとおりである。 
 
Ⅱ．分析方法 

 
分析の対象になる判例は原則的に大法院総合法律情報 252 で検索できる大法院判例を

対象にした。 
具体的には前の分析の型に合わせて対象期間 2009.1.1.から 2011.12.31.までの 3 年間

の上の総合法律情報で検索可能な判例のうちでキーワードが‘抹消登記’で検索された関

連判例を対象とした。253 このようにして検索された判例 97 個を全数調査方式で検討し

た。 
一方、今までの費用－便益分析との整合性のために公証に関連した不実登記率の妥当

性を検討するために所有権に関する登記中で抹消された所有権に関する不実登記を対象に

した。254 
 
Ⅲ．検証結果 

 
1．概観 
 

検証の結果 2004 年になされた上の先行研究の結果で導き出された公証と 
 
【原文 167 頁】 
 
関連した不実登記率は妥当性がない数値だとはできない。上の先行研究結果を検証するた

めに検索した 97 個の判例中では登記原因書類の偽造等が事件の争点になった事件を何件

か発見することはできたが、登記原因証書の公証義務化と直接関連があり、または公証義

務化で避けることができた事件は一件もないと判断されたためである。 
 

                                                   
(sampling)ということができる。 

252 http://glaw.scourt.go.kr 
253 具体的な検索方法は次のとおりである。‘詳細検索’メニューに入った後‘検索範囲設定’で事件の

種類は民事、宣告日時は 2009.1.1.から 2011.12.31.まで、事件名は‘抹消登記’で設定して検索し

た。 
254 アン・テグンの先行研究で公証に関連した不実登記率を推定するために使った方法であり本件費用

－便益分析の基本前提である。 
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2．具体的な事例分析 

 
読者らの理解の便宜のためにいくつかの事例を具体的に検討してみれば次のとおりで

ある。 
 
가．大法院 2010.5.27.宣告 2009 다 12603 判決 
 

【判示事項】  
[1] 民事裁判にあっての関連刑事判決の証明力 
[2] 甲が乙に土地を売り渡してその地上建物を撤去することを約定して後ほど乙にそ

の建物を無償譲与して所有権移転登記に必要な一切の書類を交付することにして乙に

仮登記を終えたが、その後乙から上の土地を買い受けた丙が乙と、丙が乙から上の仮

登記を譲り受けるが、建物に関する本登記手続きを履行すると同時に乙に仮登記をま

た行い、土地売買代金を完納する時までは上の建物を使用中である賃借人に賃貸料請

求、建物明度私撤去請求などをしないことにする仮登記譲受契約を締結した事案で、

丙が乙から上の仮登記権利者としての地位を適法に譲り受けた以上、甲は丙に上の仮

登記に関する本登記手続きを履行する義務があり、ただし丙は乙に土地売買残金を完

納する前には賃借人に建物の明度や撤去などを要求しないことと約定しただけである

から、例え丙が上の建物売買契約書を偽造して本登記を終えたとしても上の本登記は

実体権利関係に符合する有効な登記 255 と 
 
【原文 168 頁】 

判断した事例 
[3] 不動産登記法第 49 条第 1 項に定めた確認書面の作成で法務士が登記義務者本人

の有無を確認する判断作用自体を事務員に代行するようにすることができるかどうか

(消極)および登記義務者が確認書面に直接捺印したとしても法務士本人が直接登記義

務者を確認しない場合、確認書面自体およびその確認書面によってなされた登記が無

効になるのかどうか(消極) この事案は売買契約書が偽造でも有効な登記だと判示し

た事例なのだが、売買契約書が偽造という点で不動産登記原因証書の公証義務化と関

連はあるが、結局完了になった登記が実体関係に符合する有効な登記という点で公証

を義務化するといっても避けることができた事件ではないと考えられる。 
 
나．大法院 2010.7.22.宣告 2010 다 21702 判決 
 

                                                   
255 本文のアンダーラインは報告者が読者の便宜のために引いたものである。 
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【判示事項】 
[1] 不動産に関する所有権移転登記の推定力 
[2] 国家が買収土地に関する所有権移転登記を嘱託してその登記嘱託書に登記義務者

の不動産売渡用印鑑証明書だけ添付してその者の承諾書を添付しなかった事案で、上

の所有権移転登記はその登記手続が適法に進行されなかったと見るほどの疑わしい事

情があって、上の登記義務者の印鑑証明書を不動産登記法第 36 条第 1 項の承諾書と

同一なものと取り扱わなければならない何の根拠もないので、その推定力が破られた

とみた原審の判断が正当だとした事例 
[3] 売主が、土地がすでに売渡されたことを前提に買主にその登記移転に協力すると

いう趣旨の売買契約書と売渡用印鑑証明書を作成・交付してひきつづき従来に締結し

た売買契約およびその売買契約書紛失で再作成した上で売買契約書と関連して一切の

争いを終わらせることで合意したが、その後売主が詐欺・強迫によって上の売買契約

書を作成したと主張して買主である国家を相手に所有権移 
 
【原文 169 頁】 

転登記の抹消を求めた事案で、その請求は信義則上許されることができないといった

事例 256 
 
この事案は売主が詐欺・強迫によって上の売買契約書等を作成したと主張して買主で

ある国家を相手に所有権移転登記の抹消を求めたが敗訴した事案である。この事案もまた

上の‘大法院 2010.5.27.宣告 2009다 12603 判決’と似ているように詐欺・強迫によって

売買契約書等を作成したという点で不動産登記原因証書の公証義務化と関連はあるが、公

証を義務化するといっても避けることができた事件ではない。 
 
다．大法院 2011.12.22.宣告 2011 다 64669 判決 

 
【判決要旨】  
[1] 真意でない意思表示が代理人によってなされて代理人の真意が本人の利益や意思

に反して自己または第三者の利益のための背任的なものであることを相手方が知り、

または知ることができた場合には民法第 107条第 1項但書の類推解釈上代理人の行為

に対して本人は何らの責任を負わないと見なければならず、相手方が代理人の表示意

思が真意でないことを知り、または知ることができたかは表意者である代理人と相手

方の間にあった意思表示形成過程と内容およびそれによって現れる効果などを客観的

な事情により合理的に判断しなければならない。そして未成年者の法定代理人である

                                                   
256 本文のアンダーラインは報告者が読者の便宜のために引いたものである。 
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親権者の法律行為でも同じことということであるから、法定代理人である親権者の代

理行為が客観的に見るとき未成年者本人には経済的な損失だけを招く反面、親権者や

第三者には経済的な利益をもたらす行為でその行為の相手方がこのような事実を知り、

または知ることができたときには民法第 107条第 1項但書の規定を類推適用して行為

の効果がその者には及ばないと解釈するということが妥当である。 
[2] 法定代理人甲が未成年者乙、丙を代理して乙、丙所有の土 

 
【原文 170 頁】 

地を丁に売却した事案で、これは本人である乙、丙の利益を無視してもっぱら法定代

理人甲と第三者の利益のためにのみ行われた代理権濫用行為であり契約相手方丁とし

ては売買契約当時甲が任意に乙、丙の利益や意思に反して土地を売却しようとすると

いう背任的な事情を知っており、または知ることができたと見て本人である乙、丙に

売買契約の効力が及ばないとした原審判断を肯定した事例 257 
 
 

この事案は結論的に不動産登記原因証書に対し公証をするというとき、登記原因証書

の公証段階で代理権濫用の可否を判断できるかどうかにより結論が異なるようになること

もある。しかし思うにこの懸案と関連して登記原因証書を公証しても代理権濫用の有無に

対する法院の判断は異なるようにならないだろう。 
 
라．大法院 2009.4.23.宣告 2008 다 95861 判決 
 

【判示事項】  
[1] 不動産を処分する行為が民法第 827 条の‘日常の家事’に属するのかどうか(消極)
および妻が特別な授権なしで夫を代理して不動産を処分した場合、民法第 126 条の表

現代理が成立するための要件 
[2] 妻が北朝鮮に拉致された夫を代理して土地を売り渡した事案で、夫が拉致された

後売買契約当時まで連絡が途絶えて妻に売買契約に関する代理権を授与できなかった

とし、当時夫が妻に上の売買契約に関する代理権を与えたと買主が信じたことを正当

化するほどの客観的事情が存在したと見ることができなくて、258 民法第 126 条の表

見代理は成立しないとした事例 
 
【原文 171 頁】 

                                                   
257 本文のアンダーラインは報告者が読者の便宜のために引いたものである。 
258 本文のアンダーラインは報告者が読者の便宜のために引いたものである。 
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この事例は判例が原告の妻が北朝鮮に拉致された原告所有の不動産を任意に売り渡し

たのが民法上日常家事代理権の範囲に含まれなくて、第 126 条の表現代理も成立できない

と見た事案である。このような場合、外見上不動産登記原因行為の公証制度義務化で不実

登記が発生するのを防止できると考えることができても、結論的にこの事案は民法上日常

家事代理権の表見代理の範囲に関する事案で原因証書公証義務化とは関係がないと考えら

れる。原因証書公証義務制度の下でも相変らず代理による法律行為でなされたと判断され

るためである。 
 
Ⅳ．検討 

 
今まで分析した結果によれば 2004 年になされた先行研究の結果で導き出された公証

に関連した不実登記率は少なくとも過去 3 年間大法院判例を分析してみたとき 2011 年で

ある現在の費用－便益分析に適用するにも妥当な数値であると考えられる。259  
ただし、2004 年先行研究は下級審判例を含んで 3,953 個の判例を母集団としている

ところ、本件補論で上の先行研究結果を検証するために対象として総合法律情報で検索さ

れた判例 97 個と比較してみるとき母集団の数字において多くの差があるといえる。特に

民事訴訟の場合、訴訟の当事者が第 1 審判決に従わなくて控訴、上告する比率が 100%で

ない点に照らしてみるときより正確な検証をするには大法院判例だけでなく下級審判例も

全部分析することが妥当だと考えられる。 
しかし本報告書で上のような分析を進めるには様々な条件上困難があるので後行研究

の結果を期待してみる。 
 
【原文 172 頁】 
 
第 7 章 結論 

 
不動産物権変動に関連した改正議論があるたびに登記の公信力および登記原因証書の

公証義務化制度の導入に対する議論は毎度繰り返して提起された。この報告書では共にペ

アで登場する二種類の主題のうちに登記原因証書の公証に焦点を合わせてそれが義務化さ

れる場合の社会的便益および費用を法経済学的に分析してみた。そのような議論に入るの

に先立ち必須的に我が国の現実と不動産物権変動に関連した諸条件に関する事項を調べて

みる作業が先行しなければならなかった。 

                                                   
259 上の先行研究によれば公証に関連した不実登記は全体所有権に関する登記中最小 0.0012%で最大

0.0098%に該当するというが、本件報告書の補論でなされた 3 年間大法院判例に対する分析結果公

証に関連した不実登記は 0%であるから上の先行研究で導き出された不実登記率と大差ない。 
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我が国民法は形式主義をとっていて不動産物権変動の効力発生要件として登記を要求

している。現実的に様々な要因によって不実登記が発生するのだが報告書で集中的に扱っ

てみた不実登記は不動産所有権の移転と関連した権利に関する不実登記であり、第三者保

護規定が存在しなくて公信力が否定される場合を対象とした。また、法律の規定に関連し

た不実登記、法律行為と関連した不実登記なのかどうかを問わなかった。 
現在の不実登記による問題点を予防するための現行法制度として共同申請主義、当事

者出席主義、登記畢証および印鑑証明書の提出、登記官の職権不実登記解消制度などを調

べたが現実的に不実登記を予防するのにはこれだけでは不足するという点に気づくことが

できた。追加的に予防のための立法論として登記官の実質的審査権、登記簿と台帳の一元

化を調べたが、今後登記原因証書の公証義務化と並行して議論するほどの主題であると考

える。 
この間登記原因証書の公証に関連した議論は民法改正時二回にかけて深く議論された

が、単純な法理的な論争に留まるのではなく物権法の根幹を左右することになるほどの改

革になることであるからたやすく決定できなくて議論が毎度次回の改正作業時に延期にな

る動きを見せた。賛成論と反対論が提起される途中反対論の立場でいつも提示された論拠

がすぐに得ることができる社会的便益に比べて社会的費用があまりにも大きいという点で

あった。この報告での主題が公証制度義務化に対する費用便益分析なので 
 
【原文 173 頁】 
 
この間反対論で持続して提示された論拠の説得力を検証してみることができる機会となっ

た。そしてそれはある程度妥当だという結論が出てきた。 
比較法的な検討を通じてドイツ、スイス、フランス、日本、アメリカ、英国等ではこ

の制度が導入されたのかどうかを調べ、現実的に我が国で制度を導入する場合にどのよう

な方式で運営しなければならないのかに対しても調べた。そして最終的に不実登記を防止

できるという点で目的の正当性を高く評価できる登記原因証書の公証制度義務化がその正

当性と同様に実効性ある対策となることができるかに対して費用便益分析を断行してみた。 
現在までの統計資料等を検討してみるとき我が国の不実登記の実態および社会的費用

と便益を正確に把握することが容易ではなく、それにともなう費用と便益の分析が完全だ

とは限らないだろう。だが、及ばずながら今まで上の主題に合うように不動産登記原因行

為に対し義務公証制度を導入する場合に予想される社会的費用と便益を比較してその具体

的妥当性の立証を試みたところ、少なくとも現時点で不動産登記原因行為の義務公証制度

の導入は非効率的であることを知ることができた。一方、不動産登記原因行為の条件付き

義務公証制度の導入の有無を考えてみられるが導入の妥当性を担保する条件が短期間内に

満たされるのかが難しい点などを考慮してみるときこれもまた現実的としては採択しにく

いだろう。 
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それなら現時点では現在の登記制度を補完する方案が採択されなければならないと言

える。ただし、最近の情報通信技術の発達とこれを利用した登記名義変更お知らせサービ

スの活性化は少ない費用で不実登記による被害を画期的に防止できると期待されるところ,

この制度に対する積極的な広報が必要だと考えられる。 
 
【原文 174 頁】【原文 175 頁】 
 

<添付 1> 

 

《2011 年 11 月平均住宅価格》260 
 
 
1) 平均売買価格 

Mean housing price 
(単位：万ウォン/ unit：ten thousand won) 

구 분   
Classification 

    

地 域 Region 
総  合 

Total 
アパート 

Apartments 
単  独 

Detached Houses 
連  立 

Row Houses 
全 国 Total 26,101 26,923 29,119 15,205 
ソウル Seoul 48,660 54,031 62,259 24,030 

 
江 北(14 区)  
NorthernSeoul 

39,304 41,039 54,006 21,196 

 
江 南(11 区)  
Southern Seoul 

57,893 64,702 75,703 27,033 

6 広域市 6 LargeCities 16,881 18,202 17,884 8,344 
 釡 山 Busan 17,803 20,569   
 大 邱 Daegu 15,589 16,158   
 仁 川 Incheon 18,544 20,745   
 光 州 Gwangju 12,174 12,552   
 大 田 Daejeon 18,602 19,557   
 蔚 山 Ulsan 16,858 16,630   
首 都 圏 
Seoul MetropolitanArea 

35,897 37,187 50,719 17,801 

京 畿 Gyeonggi 28,570 28,634 41,651 13,380 
江 原 Gangwon 13,176 11,579   
忠 北 Chungbuk 13,016 13,452   
忠 南 Chungnam 12,992 13,362   

                                                   
260 KB 国民銀行、「KB 国民銀行全国住宅価格動向調査」、2011 年 11 月、p.76。 
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全 北 Jeonbuk 12,167 13,632   
全 南 Jeonnam 10,794 10,433   
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【原文 176 頁】 
 
<添付 2> 
 

《2011 年 11 月中位住宅価格》261 
 
1) 中位住宅価格 

Median housingpPrice 
(単位：万ウォン/ unit：ten thousand won) 

      
 区 分 Classification  総 合 

Total 
アパート 

Apartments 
単 独 

Detached Houses 
連 立 

Row Houses 地 域 Region 
全 国 Tota 23,978 24,979 25,848 14,015 
ソウル Seoul 45,065 50,467 56,464 22,124 
 江 北(14 区)  Northern Seou 36,266 37,803 48,899 20,604 
 江 南(11 区)  Southern Seoul 53,748 60,867 68,788 23,735 
6 広域市 6 Large Cities 15,537 16,884 16,005 7,791 
首都圏 Seoul Metropolitan Area 33,156 34,638 45,251 16,452 
京 畿 Gyeonggi 25,862 26,278 35,352 12,447 
その他地方 Non Metropolitan Area 12,290 13,013 11,774 5,327 

注) 1．首都圏はソウル、仁川（インチョン）、京畿（キョンギ）地域を現わして、その他地方は首都圏と広域市を除いた残り地域を表す 

  2．中位価格は中央価格ともいい、住宅価格を順に羅列したとき中央に位置する価格を意味 
 
 
                                                   
261 KB 国民銀行、前掲報告書、p.78。 
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【原文 177 頁】 
 

<添付 3> 
《2010 年雇用形態別賃金》262 

 

雇用形態 

2009 

総勤労日数 

(日) 

総勤労時間 

(時間) 

正常勤労時間 

(時間) 

超過勤労時間 

(時間) 

月給与額 

(千ウォン) 

定額給与 

(千ウォン) 

超過給与 

(千ウォン) 

年間特別給与

(千ウォン) 

時間当り定額

給与(ウォン) 

全体勤労者 22.5 189 178.7 10.3 1,960 1,849 111 3,801 10,591 

全体勤労者(特殊形態

含む) 
    1,964 1,858 106 3,653  

正規勤労者 23.1 195.7 183.5 12.2 2,199 2,063 135 4,884 11,537 

非正規勤労者 20.4 167.4 163.2 4.2 1,202 1,167 35 358 7,586 

非正規勤労者(特殊形

態含む) 
    1,341 1,312 29 383  

特殊形態勤労従事者     2,051 2,051  510  

在宅/家内勤労者 19.7 160.8 159.1 1.7 813 802 11 200 5,492 

派遣/サービス勤労者 21.2 206.7 196.6 10.1 1,263 1,185 78 352 6,413 

一日勤労者 18.6 157 156 1 1,272 1,255 17 24 8,193 

短時間勤労者 19.6 124.4 123.3 1.1 645 638 7 60 6,422 

期間制勤労者 22.2 189.3 181 8.4 1,511 1,446 65 1,035 8,408 

一時的勤労者 22.3 193.4 190.8 2.6 1,314 1,294 20 81 7,323 

 

                                                   
262 雇用労働部、雇用形態別勤労実態調査(http://laborstat.moel.go.kr) 
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【原文 178 頁】 
 
 

雇用形態 

2010 

総勤労日数 

(日) 

総勤労時間 

(時間) 

正常勤労時間 

(時間) 

超過勤労時間 

(時間) 

月給与額 

(千ウォン) 

定額給与 

(千ウォン) 

超過給与 

(千ウォン) 

年間特別給与

(千ウォン) 

時間当り定額

給与(ウォン) 

全体勤労者 22.2 187 176.2 10.8 2,023 1,904 119 3,630 11,155 

全体勤労者(特殊形態

含む) 
    2,025 1,912 114 3,484  

正規勤労者 22.9 194.4 181.6 12.9 2,285 2,139 145 4,712 12,160 

非正規勤労者 20 164.2 159.8 4.4 1,219 1,181 38 306 8,067 

非正規勤労者(特殊形

態含む) 
    1,360 1,328 32 333  

特殊形態勤労従事者     2,072 2,072  471  

在宅/家内勤労者 18.7 151.6 149.2 2.4 817 806 11 198 5,659 

派遣/サービス勤労者 20.4 201.5 191.2 10.3 1,306 1,224 82 308 6,797 

一日勤労者 17.9 153.1 151.6 1.5 1,255 1,238 17 12 8,585 

短時間勤労者 19.3 122.6 121.6 1 653 645 7 53 7,007 

期間制勤労者 21.9 183.3 174.7 8.7 1,585 1,510 75 944 9,378 

一時的勤労者 21.7 189.7 187.3 2.4 1,319 1,299 20 71 7,279 
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【原文179頁】 

 

<添付4> 

《民事本案事件の種類別事件数 263》 

가．総括 

区分 
総計 

訴訟事件 非訟事件 

法院 合計 民事 家事 行政 特許 選挙 刑事 少年 合計 登記 戸籍 供託 

総計 17,405,933 6,216,196 4,236,740 136,986 37,348 1,647 47 1,750,788 52,640 11,189,737 10,643,687 322,830 223,220 

大法院 45,087 45,087 13,871 664 3,307 374 30 26,820 21 － － － － 

高等法院合計 62,762 62,762 25,412 643 7,804 1,273 13 27,617 － － － － － 

地法法院合計 17,298,084 6,108,347 4,197,457 135,679 26,237 － 4 1,696,351 52,619 11,189,737 10,643,687 322,830 223,220 

控訴審計 105,679 105,679 39,589 2,595 － － － 63,214 281 － － － － 

第1審計 17,192,405 6,002,668 4,157,868 133,084 26,237 － 4 1,633,137 52,338 11,189,737 10,643,687 322,830 223,220 

 

注：監置．過怠金46,604件(上告審2件、控訴審2件、第1審46,600件)と人身保護211件は刑事欄に、 

家庭保護4.797件(上告審15件、地方法院控訴審112件、.第1審4,670件)は少年欄にそれぞれ含めて計算。 

                                                   
263 大法院、『司法年鑑』、事件の概況[1],表10、p.17。 
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【原文180頁】 

 

民事本案事件の種類別件数比較－受付 (表10) 

種類 

合計 
不動産 

所有権 

建物明度

撤去 

(根)抵当

権設定・

抹消 

第三者異

議・請求

異議 

工事 

代金 

詐害行為

取消 
求償金 貸与金 

クレジッ

トカード

利用代金 

売買 

代金 
譲受金 

手形・ 

小切手金 
審級 

合  計 354,019 24,516 34,149 4,672 10,221 10,017 8,223 32,718 44,994 2,595 24,444 28,834 3,326 

 (100.0) (6.9) (9.6) (1.3) (2.9) (2.8) (2.3) (9.2) (12.7) (0.7) (6.9) (8.1) (0.9) 

第1審 293,739 18,328 31,326 3,945 9,232 7,928 6,745 29,700 39,043 2,449 19,572 27,175 2,961 

 (100.0) (6.2) (10.7) (1.3) (3.1) (2.7) (2.3) (10.1) (13.3) (0.8) (6.7) (9.3) (1.0) 

控訴審 49,274 4,364 2,309 578 821 1,812 1,212 2,594 5,158 134 4,241 1,489 322 

 (100.0) (8.9) (4.7) (1.2) (1.7) (3.7) (2.5) (5.3) (10.5) (0.3) (8.6) (3.0) (0.7) 

上告審 11,006 1,824 514 149 168 277 266 424 793 12 631 170 43 

 (100.0) (16.6) (4.7) (1.4) (1.5) (2.5) (2.4) (3.9) (7.2) (0.1) (5.7) (1.5) (0.4) 
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種類 

賃金 
賃貸借 

保証金 

不当 

利得金 

保証 

債務金 

配当 

異議 
約定金 

債務 

不存在 

確認 

損害賠償 

その他 
 

 

審級 

自動車事故 産業災害 
医療 

過誤 
公害 

知的 

所有権

侵害 

その他 計 

合  計 5,940 8,327 9849 3,112 5,538 9,020 8,491 5,268 1,050 1,191 76 252 28,062 35,899 39,134 

 (1.7) (2.4) (2.8) (0.9) (1.6) (2.5) (2.4) (1.5) (0.3) (0.3) (0.0) (0.1) (7.9) (10.1) (11.1) 

第1審 4,588 7,015 6,731 2,516 4,617 6,994 7,090 4,168 876 871 67 184 19,393 25,559 30,225 

 (1.6) (2.4) (2.3) (0.9) (1.6) (2.4) (2.4) (1.4) (0.3) (0.3) (0.0) (0.1) (6.6) (8.7) (10.3) 

控訴審 1,143 1,126 2,521 507 747 1,694 1,117 912 149 260 9 54 6,982 8,366 7,019 

 (2.3) (2.3) (5.1) (1.0) (1.5) (3.4) (2.3) (1.9) (0.3) (0.5) (0.0) (0.1) (14.2) (17.0) (14.2) 

上告審 209 186 597 89 174 332 284 188 25 60 － 14 1,687 1,974 1,890 

 (1.9) (1.7) (5.4) (0.8) (1.6) (3.0) (2.6) (1.7) (0.2) (0.5) (0.0) (0.1) (15.3) (17.9) (17.2) 

注：1．( )内の数は構成比(％)である。 

2．第1審には小額事件が除外されている。 
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