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電子的認証手段活用して 

‘法務士の本人確認情報’信頼性高めなければ！ 

● 

本人確認一般論を通じて見た電子登記手続における本人確認制度推進方向 

 

 

 

 

 

 

筆者は、電子登記において SMS 認証、I-

PIN 等一般的に使用される多様な本人確認

手段を活用して、第 3 の認証機関を通じて法

務士の本人確認情報の信頼性を高めるなら

ば、不動産登記手続における法務士の役割を

強固にすることだと主張する。<編集者注> 

 

 

 

 

 

 

チェ・ジェフン 

大韓法務士協会専門委員 

 

1．はじめに 
 

電子情報時代の到来により国土交通部

は‘不動産取引統合支援システム」を構築

し、大法院は‘登記先進化事業’および‘不

動産安全取引総合支援システム’を推進す

る等登記業務を取り巻く環境が急激な変

化を迎えている。 
これに対し協会は電子情報環境におい

ても登記分野の専門性をもつ法務士が登

記申請手続上その役割と機能を忠実に果

たすことができるよう不動産登記の真正

性保障と取引安全保護に貢献する制度改

善に関する研究に着手し、その結果強化さ

れた‘本職本人確認制度’を協会「会則」

と内部運用規定で制度化して「不動産登記
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法」等改正案を大法院に建議するに至った。 
本職本人確認制度は法務士職域のアイ

デンティティを代弁する制度として法務

士業界最大の話題とならざるをえないと

同時に、今は内部的論議を超えて資格者代

理人のまた異なる業種である弁護士業界

との共感帯を形成して行きつつあるとこ

ろである。 
これに対し本文においては資金洗浄防

止制度と金融取引において主として議論

されていた本人確認に対する一般論を基

調として注意深く調べ、今後私たちの協会

が登記の真正性保障のために資格者代理

人の本人確認制度をどのように推進しな

ければならないかに対する検討をしてみ

ようと考える。 
 

2．本人確認一般論 
 
가．現行法上本人確認関連規定 
                                                   
1 チャン・ウンチュン「電子金融取引における顧

客(本人)確認に関する研究」『情報法学』第 19
巻第 3 号、2015、241 頁 

2 「金融実名取引および秘密保障に関する法律」

を以下「金融実名法」といい、「特定金融取引

情報の保護および利用等に関する法律」を以

下「特定金融情報法」といい、「犯罪収益隠匿

の規制および処罰等に関する法律」を以下

「犯罪収益隠匿規制法」、「公衆等脅迫目的の

ための資金調達行為の禁止に関する法律」を

以下「テロ資金禁止法」という。 
3 「金融実名法」第 3 条(金融実名取引) ① 金融

会社等は取引者の実際名義(以下“実名”とい

う)で金融取引をしなければならない。「金融実

名法施行令」第 4 条の 2 ① 金融取引をおこな

うとき実際名義は次の各号の区分により証

票・ 書類によって確認する。1．個人の場合

－가．住民登録証発給対象者は住民登録証。

(以下省略) 
4 「特定金融取引報告法」第 5 条の 2(金融会社

等の顧客本人可否) ① (以下省略) 1．顧客が

口座を新規に開設しようと大統領令に定める

金額以上で一回性金融取引をするという場

合：次 の各目の事項を確認(以下省略) 가．大

 
 一般的に本人確認は資金洗浄防止制度

と金融取引とに関連して主として論議さ

れている。1 わが国は資金洗浄防止関連主

要法律としては「金融実名法」、「特定金融

取引報告法」、「犯罪収益隠匿規制法」、「テ

ロ資金禁止法」2 等を挙げることができる。 
 1993 年から施行されている「金融実名法」

は金融取引の透明性を高めるため金融取

引時に金融会社等に実際名義確認(実名確

認)義務を賦課していると共に（法第 3 条

3）、資金洗浄防止の観点から「特定金融取

引報告法」は金融機関に顧客の身元、実際

の担当者かどうか、金融取引目的を確認し

て顧客確認義務を規定している(「特定金融

取引報告法」第 5 条の 2)4 。 
 取引法的観点から注意深く調べてみれ

ば、「電子金融取引法」第 6 条 5 、「電子金

融監督規定」第 34 条第 2 項はアクセス媒

体 6 7 発給時、「電子署名法」第 15 条第 1

統領令で定める顧客の身元に関する事項。 
5 「電子金融取引法」第 6 条(アクセス媒体の選

定と使用および管理)金融会社または電子金融

業者がアクセス媒体を発給するときには利用

者の選定がある場合に限り本人であることを

確認した後に発給しなければならない。(以下

省略) 
「電子金融監督規定」第 34 条(電子金融取引時

遵守事項)金融会社または電子金融業者は電子

金融取引と関連して次の各号の事項を遵守しな

ければならない。（以下省略）3．電子金融取

引に使用されるアクセス媒体を発給受けること

のためには必ず実名確認後に交付すること。

(以下省略) 
6 “アクセス媒体”というのは電子金融取引にお

いて取引指示をする場合や利用者または取引

内容の真実性と正確性を確保することのため

に使用される‘電子式カードおよびこれに準

じる電子的情報’等をいう(「電子金融取引

法」第 2 条第 10 号参考) 
7 預金通帳(磁気帯) (大法院 2010.5.27 宣告 210 
도 2940)。利用者番号、秘密番号、OTP、電子

署名生成番号、公認認証書、生体認証等 
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項および同法施行規則第 13 条の 28 は公

認認証書発給時本人確認義務を規定して

いる。 
 
나．本人確認関連規定上における本人確認

の方法 
 
 「金融実名法」においては住民登録証等

を利用して顧客の身元を確認する義務を

金融会社等に賦課して(実際名義確認、実名

確認)、さらにその上に「特定金融取引報告

法」においては金融機関に顧客の身元、実

際の担当者であるかどうか、金融取引の目

的を確認することを規定している。 
 同じく、「電子金融取引法」においてはア

クセス媒体の発給のために、「電子署名法」

においては公認認証書の発給のために必

ず実名を確認することを要求している。特

に「電子署名法」においては直接対面確認

を義務化している。この中で公認認証書は

最初の発給時に対面確認を放棄できない

のが原則であるが 9 それ以外「金融実名法」

上要請されている実名確認は非対面確認 10 
を許容するに至っている。 
 
다．本人確認と本人認証の定義 

 

                                                   
8 「電子署名法施行規則」第 13 条の 2(身元確認

の基準および方法)(以下省略) ② 公認認証基

盤は公認認証書の発給を受けようとする者の

身元を確認するときには直接対面してその者

の名義が第 1 項の規定による実際名義なのか

どうかの可否を確認して、第 13 条の 3 の規定

による身元確認証票により本人であることを

確認しなければならない。(以下省略) 
9 チョン・ウンジュン、前論文、252 頁 
10 インターネット専門銀行の登場で金融当局は

口座開設時に限って金融機関がインターネッ

ト、映像通話、業務提携機関等を通じて非対

面実名確認をすることができるよう有権解釈

 ‘本人確認’は特定の方法によって特定

の者が本人であるかどうかを識別するこ

とをいい、‘本人認証’とは特定の方法によ

って本人であることを証明する方法をい

う。 

 そして本人認証には住民登録証の認証

方法(認証手段)を利用して直接本人を確認

する方法と、第三者の認証 11 によって本

人を確認する方法とがある。そして本人確

認の対象者と本人確認者間で直接対面に

よって本人を確認する方法と非対面によ

って間接的に本人を確認する方法とがあ

る。 
 現今、‘本人確認’とは非対面手続で電子

的手段による本人確認を主に対象として

いうが、電子的本人確認手段は必ずしも非

対面手続でのみ適用されなければならな

いものではない。12 

 

라．本人認証(本人確認手段)の類型 
 
 本人確認のための認証方法は通常次の

ように分類される。13 
 
① 知識基盤認証：本人確認対象者が知

っている特定事実を基盤として認証す

を下すようになった(チョン・ウンジュン、前

論文、246 頁参考) 
11 「電子署名法」第 2 条 6 号によれば“認証」

というのは電子署名生成情報が加入者に唯一

属するとの事実を確認してこれを証明すると

いう行為をいう。 
12 キム・ヒョンチョル、「対面取引においての電

子的本人確認制度研究」『敬遠法学』第 4 巻 3
号、2001、249 頁参考。 

13 本人確認手段を基準でする通常の分類方法で

あるが、場合によっては分類が明確でなくて

も複合的である手段が共に適用されることも

ある。 
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る方法でアイディ (ID)、パスワード

(PW)、I-PIN 等が代表的であって、具現

が容易で最も安全性が低い。[仮訳者注：ア

イ ピ ン (Internet Personal Identification 

Number、i-PIN)は、大韓民国の政府ではなく民

間企業では、その中でも特に、インターネット

のウェブサイトから個人の住民登録番号を収

集し、利用することが多くなるに従って住民登

録番号の大規模な流出、住民登録番号の盗用と

各種犯罪の悪用などの副作用が現れると、これ

を解決するために、情報通信部(2008 年廃止)と

韓国情報保護振興院(2009 年韓国インターネッ

ト振興院に統合)が開発したサイバー身元確認

番号システムである。一種のインターネットの

仮想住民登録番号と見ることができる。(出典：

韓国ウィキペディア)] 

 
② 所有基盤認証(所持基盤認証)：本人確

認対象者が所有している物理的個体を

基盤として認証する方法でスマートカ

ード、本人トークン(HSM)、OTP[仮訳者

注：ワンタイムパスワード]等が代表的であ

って、保安安全性が相対的に高い。[仮訳

者注：スマートカード(smart card)は、一般的

なクレジットカードと同じ材質とサイズであ

るプラスチックカードの表面に、独自の演算機

能がある 8 または 32 ビットのマイクロプロセ

ッサ (MPU) とオペレーティングシステム

(COS)、および安全な保管として EEPROM が

内蔵されている集積回路(IC)チップが表面に付

着した電子カードである。スマートカードは、

接触式もしくは非接触型カードに分けること

ができる。スマートカードは、個人識別、認証、

データ保存などに使用される。(出典：韓国ウィ

                                                   
14 「情報通信網利用促進および情報保護等に関

キペディア) 本人トークン(HSM)は暗号用、署

名用等の鍵を保管する金庫の役割をする装置。] 

 
③ 機器基盤認証：本人確認対象者が固

有の機器の事前認証方式により認証す

る方法で携帯電話 U シム(USIM)を利用

するスマート認証が代表的であって保

安安全性が非常に高い。[仮訳者注：USIM

とは、携帯電話ユーザーの加入権情報が保存さ

れているカード。GSM や W-CDMA 方式の携

帯電話で使用されている SIM カードを、第 3

世代（3G）携帯電話用に機能を拡張したもので

UIM カード（User Identity Module Card）と

も呼ぶ。(出典：コトバンク＞ASCII デジタル用

語事典) スマート認証とはスマートフォンを

使用しておこなう認証をいう。] 

 
④ 特性基盤(生体基盤)認証：本人確認対

象者を特定することができる特性を基

盤として認証する方法で生体認証、電子

自筆署名等が代表的であって、個体の特

性を事前に登録しなければならない。 

 
마．本人自らの証明と第三者の認証 

 

 本人確認対象者は知識基盤認証等によ

って自ら本人であることを立証すること

もするけれども、第三者の認証を利用して

立証することもする。 

 このように第三者の認証は特に非対面

取引において重要な手段となっているが、

その例として代表的なものは公認認証基

盤の認証と本人確認機関 14 の本人認証で

ある。 

する法律」第 23 条の 3 
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3．現行登記手続における本人確認 
 
가．登記手続構造と法務士(資格者代理人 15

の地位 
 
 登記手続は ① 登記原因事実の発生・登

記事件委任～申請書作成(登記準備段階、法

務士の領域)、② 登記申請書受付～審査・

校合(登記審査・校合段階、登記官の領域)の
二段階構造を持っている。 
 法務士の領域(登記準備段階)においては

法務士が当事者を確認して、登記書類の交

付と残金の授受が同時になされるように

して取引の安全を保障する活動が主たる

内容であるが、非対面本人確認になじまな

い領域で本人確認に対して実質審査がな

される。 
 しかし登記官の領域(登記審査・校合段

階)においては法務士を通じて登記申請書

類の伝達を受け取って形式的審査によっ

て本人確認および登記申請意思を確認し

て、非対面が相対的になじむ領域である。 
 このように二段階の手続において資格

者代理人は ① 当事者の代理人としての

地位 16 と ② 第三の認証機関としての地

位を同時に持っている。ただし、第三の認

証機関としての地位は全面的に出現しな

くて隠れているが、登記畢情報[仮訳者注：日

本における登記識別情報に相当する。] がない特

定の場合に限定して現れている。 

                                                   
15 登記手続において資格者代理人は法務士と弁

護士で二元化されているが、本人確認におい

てこれを区別する実益がないので本文におい

ては資格者代理人を弁護士と法務士で区別し

ないで法務士を指して叙述することとする。 
16 法務士と依頼人の関係は信任関係で代理人と

 
나．「法務士法」第 25 条および「不動産登

記法」第 51 条による本人確認義務 
 
 法務士は事件委任時に住民登録証等に

よって委任人やその代理人を確認しなけ

ればならない義務がある(「法務士法」第 25
条)。しかし法務士の本人確認の結果は登記

申請時に添付情報として提出されて登記

官の本人確認手段となることはないため

法務士は第三の認証機関としての地位を

持っていない。 
 その結果登記手続において本人確認は

必ず法務士が直接遂行しなければならな

いものではなくて、その手段もまた自由で

あるように認定されて、委任人に対して結

果責任を負うだけである。 
 反面、登記畢情報がない場合には法務士

はこれに代えて‘本人確認情報’を登記所

に提供しなければならず(「不動産登記法」

第 51 条、「不動産登記規則」第 111 条)、こ

の場合“資格者代理人は直接委任人を面談

して委任人が登記義務者等本人であるこ

とを確認して確認書面を作成”しなければ

ならないとその確認方法を規定している

(登記例規第 1602 号)。 
 結局法務士は登記畢情報がない場合に

は本人確認情報を生成して登記官の本人

確認手段として提供していて第三の認証

機関としての地位を持つようになる。そし

て本人確認方法も必ず法務士が直接委任

して行為をするのみならず、公正中立的な立

場で登記の真正性を確保するという公益的役

割を共に保有している(大韓法務士協会、「不動

産登記手続上における資格者代理人の役割に

関する研究」2015、93 頁)。 
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人を面談するように厳格に法定している。 
 
다．現行登記手続における本人認証手段(本

人確認手段) 
 
 住民登録証・印鑑証明書等の法令により

作成される証明書の提出や提示、その他こ

れに準じる確実な方法で本人やその代理

人を確認するようして(「法務士法」第 25
条、「不動産登記規則」第 111 条)、登記畢

情報(「不動産登記法」第 50 条)、印鑑証明

書(「不動産登記規則」第 60 条)等によって

登記官が本人を確認していて、例外的に登

記畢情報がない場合公証人の認証や資格

者代理人の本人確認情報を利用して本人

を確認している(「不動産登記法」第 51 条)。 
 このように登記手続において本人確認

手段を本人確認の一般的な認証手段と比

較してみれば、住民登録証上の写真と本人

の顔を肉眼で比較して本人確認をする点

においては特性基盤認証が、住民登録証・

印鑑証明書・登記畢情報原本を所持してい

る者を確認するという点においては所有

基盤認証を、登録された実印の印影に関す

る認証を第三者が発給してくれたという

点において第三者認証を、登記畢情報を知

っているという点においては知識基盤認

証をその手段としている。 
 同じく登記畢情報がない場合公証人の

公証および資格者代理人の本人確認情報

は第三者認証の典型的な姿である。同じく

電子申請の場合の公認認証書に基盤して

                                                   
17 「法務士法」第 25 条においては住民登録証等

を本人確認手段として例示しているが、対面

確認の最も基礎的な手段が住民登録証を通し

てする本人確認なので手段の役割の側面から

いる方法、これは典型的な非対面・電子認

証の姿である(登記例規第 1624 号)。 
 
4．登記の真正性保障のための資格者

代理人の本人確認制度 
 
 不動産登記制度は実際的権利関係に符

号するよう登記の真正性を高めることが

至上課題である。これのために法務士は強

化された本人確認制度を「会則」で自発的

に導入して、「不動産登記法」等の改正を経

て制度化しようと努力の最中である。 

 登記の真正性確保という趣旨を達成す

ることのために本人確認制の望ましい姿

は‘本人確認主体、本人確認手段(認証手段)、
本人確認情報の活用(本人確認確認者の地

位)’の側面において考察されなければなら

ない。 
 
가．現在の資格者代理人の本人確認手続に

対する評価 
 
 資格者代理人は現行法下においても登

記手続において本人確認を遂行してきて

いる(「法務士法」第 25 条)。しかしこのよ

うな本人確認結果は登記手続において何

らかの評価を受けて活用されることより

も登記手続において分離されている。従っ

て本人確認の義務は賦課されているが、そ

の手段の選択と本人確認の方法に対して

は資格者代理人の自律に任せられている。

17 

みれば事実上自律に任せられていることだと

みることができる。従って「法務士法」第 25
条の本人確認主体は必ず法務士であることが

要求されていなくて法務士の事務員を通じて

する本人確認も許容されている。 
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 特に資格者代理人の本人確認結果が形

式的にでも登記手続において全く審査対

象になされないでいて(登記申請時に添付

情報として提出される情報ではない)登記

手続においてどのような意味も持つこと

ができなくていることと評価されなけれ

ばならない。 
 

나．資格者代理人の本人確認情報現出・活     
  用 
 
 「法務士法」第 25 条により法務士は登記

手続において本人確認を遂行しているの

で、登記の真正性強化のためでは最小限資

格者代理人の生成した本人確認情報を資

格者代理人が直接保管するようにしても、

さらに登記申請時に添付情報として提出

するようにしなければならない。 
 しかし登記手続が法務士の領域と登記

官の領域、二段階構造になっている点を考

慮するならば、登記官が本人確認の終局的

主体となるため後者が妥当なことである。 
 
다．本人確認情報の信頼性強化方案 

 

 資格者代理人の本人確認情報の信頼性

を強化することのためには資格者代理人

が直接本人確認義務を遂行するようにし

て、本人確認をすることにおいては多様な

本人認証手段を導入する必要がある。 

 特に、電子的本人確認手段は必ずしも非

対面を前提とするものではないので、対面

確認においても信頼性強化のために使用

                                                   
18 法務士と第三の認証機関との関係は公認認証

書発給における登録代行機関と公認認証機関

の関係と類似するものである。 

が可能なためこれを活用するとすれば資

格者代理人の本人確認情報の信頼性向上

はもちろん資格者代理人の地位も同様に

格上げされる基盤となるものである。 

 ‘法務士領域(登記準備段階)’で適用され

る電子的本人確認手段としては ① 電子

的方法で事前に提供される本人確認情報

と一致するかどうかの可否を確認すると

いう方法(SMS 認証[仮訳者注：SMS(Short 

Message Service)を利用した認証。] 等の機器基

盤認証) 、② 信頼することができる第三の

機関において情報の一致の可否に対して

認証(公認認証書等)するという方法があり

得る。 
 
라．法務士外の第三の認証機関を通しての

本人確認 18 
 
 現在登記手続は‘登記準備段階’－‘登

記審査・校合段階’の二段階構造をなして

いるが、登記官は登記審査時‘登記準備段

階’法務士の本人確認情報を活用できなく

て、‘当事者’と‘第三の認証機関 19 ’を

通じて登記官が直接本人確認をするとい

う構造である。 
 一方、法務士の本人確認情報を本人認証

手段として活用しようとすればその真正

性が保障されなければならない。このため

には法務士が本人確認主体として本人確

認をすることにおいて多様な本人認証手

段を活用することと併せて、法務士協会(地
方会)または協会が運用する信頼すること

ができる第三の機関を通じて法務士の本

19 書面申請においては印鑑証明書発給機関を通

じて、電子申請においては公認認証機関を通

して認証をうけて本人確認をしている。 
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人確認を認証 20 するならば登記官の立場

において法務士の本人確認情報が多重確

認を経て信頼性の高い情報となることで

ある。 
 
마．本人確認の主体として法務士の地位 
 
 登記官の立場においては法務士の本人

確認手続が登記の真正性を強化する一つ

の手続であることもできるが、その本人確

認情報の信頼性の可否によっては本人確

認の手段の中の一つとなり得る。例を挙げ

れば法務士の本人確認情報が電子申請の

障害要因として指摘されている公認認証

書に代えることにする手段となるならば

登記官の立場においては法務士が第三の

認証機関となることである。 
 そして法務士の本人確認情報が登記官

の本人確認の手段として認証される場合、

法務士の本人確認こそ登記手続における

固有の法務士の役割となることである。 
 
바．本人確認情報の活用のための本人確認

制度運用方向 
 
 現在法務士の本人確認手続は登記制度

と分離されている。しかし法務士の本人確

認情報を活用することのためには信頼性

を保障することができる方向で制度が運

用されなければならない。特に本人確認情

報を新しい本人確認手段(認証手段)として

活用しようとするならば本人確認手続が

積極的に規律されて管理・監督されていな

                                                   
20 例を挙げると法務士が本人確認のために提供

を受ける印鑑証明書の発給の真偽を協会(協会

が運営する第三の機関)が確認して認証をする

ければならない。 
 具体的には法務士が本人確認義務を遂

行するにおいて金融機関の認証手続と同

様に‘複合認証’を義務化しようと法務士

の本人確認義務を具体的に法制化して違

反時の規制方案を準備するということ等

の実効性を高めなければならないことで

ある。さらに法務士の不正な本人確認情報

に対して損害賠償方法も準備されなけれ

ばならないことである。 
 
5．結びに 
 
 現在通常の登記手続において本人確認

は登記官が住民登録証(法務士資格証)、印

鑑証明書、登記畢情報等すべて本人確認手

段を通じて・遂行している。そしてこれと

別個に法務士は「法務士法」第 25 条により

本人確認をするが登記手続と断絶されて

いる。しかし登記の信頼性を高めることの

ためには法務士の本人確認情報を添付情

報として提出するようにして、法務士の本

人確認の信頼性を強化して本人確認情報

を積極的に活用する必要がある。 
 従って第一段階である登記準備段階に

おいて法務士は電子的方法を包含するす

べての本人認証手段を積極的に活用しよ

うと第三の認証機関を通じて法務士の本

人確認情報を認証しようとして信頼性を

強化して、第二段階である登記審査・校合

段階においては法務士の信頼性の高い本

人確認情報を本人確認手段として活用す

るならば登記の真正性を高めるだけでな

方式等、これを通じて本人確認を二重に厳格

にすることができ故意・過失を防止して、そ

の責任を強化することができることである。 
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く、公認認証書に代わる手段として準備す

ることができることである。 
 さらに、これのためには本人確認制の実

効性確保のため法務士の能力と共に制度

的な裏付けも準備されなければならない。 
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協会は今 

 

‘本人確認書面不正作成、公認認証書問題’共に解決しよう！ 
協会、法院行政処・科学技術情報通信部・金融委員会等電子登記関連部署に提案書提出 

 

 大韓法務士協会(協会長ノ・ヨンソン)が
本人確認制度定着のため金融委員会、法院

行政処、科学技術情報通信部等電子登記関

連部署を対象として積極的に制度改善に

乗り出した。 
 まず協会は去る 7 月 28 日、金融委員会

と金融監督院に公式文書を送り本人確認

書面の不正作成に関して根絶することの

ための準備を強く求め、提案した。 
 協会はこの公式文書において“金融機関

の担保貸出と関連する登記申請代理を委

任することにおいて本人確認書面を不正

に作成するという慣行が慢性化”している

ため“本人確認書面の作成に関与する金融

機関担当者の場合、「弁護士法」(第 109 条、

同法第 114 条)、「法務士法」(第 74 条第 1
項、同条第 2 項)違反の犯罪行為に該当する

ことができる”と指摘して、“① 本人確認

書面作成業務の実態を把握する手段の準

備および協会と違反事例共有または共同

対応方案準備、② 担保貸出担当者の登記

事件委任過程および金融機関との委任契

約締結、登録された資格者代理人の本人確

認書面作成業務指導・監督、③ 登記例規(第
1602 号)による本人確認書面作成のために

金融機関貸出業務および登記事件委任手

続の改善と継続的監督、④ 弁護士法、法務

士法違反事例根絶のために業務指針樹立”

を要請した。 
 また、同日大法院(法院行政処)にも公式

文書を送り ① 登記畢情報がない電子登

記の場合手続が改善されるときまで電子

申請の暫定的中断、② 本人確認書面の立

法趣旨を保障する管理・監督基準の制定お

よび運用、③ 電子申請に相応しい電子的

本人確認システムの導入を提案した。 

 一方、電子登記申請において現在最も核

心的なことは‘公認認証書’問題である。

現在不動産登記の電子申請は公認認証書

を基盤としているが信頼性に欠け登録代

行業務、公認認証業者の発給権限濫用等に

よる現在の銀行圏設定登記を除外する一

般所有権移転登記の場合に電子登記申請

比率がほとんど 0%に収斂している等深刻

な問題点を量産している。 
 協会は 7.28.科学技術情報通信部、韓国イ

ンターネット振興院、韓国情報認証、株式

会社等 7 か所関連部署と企業に公式文書を

送り上のとおり公認認証書の問題を解決

することのための方案を提案した。 
 国民が安全なように登記用公認認証書

発給手続を利用することができるよう“資

格者代理人(法務士)に △登記畢情報がな

い場合登録対象から除外すること等の強

化された身元確認手続と手段の準備、△直

接身元確認、△損害発生時の十分な損害賠

償を条件として公認認証書登録代行業務

を許容して、これを基盤として公認認証機

関が大韓法務士協会に認証書を発給する

ことを許容する政策を作ってもらいたい”

ということがその内容である。 
 協会は上のような公式文書に対する速

やかな返信を関係機関に要請することに

より答弁が来るように適切な対応をして

いくと同時に電子登記における本人確認

制度の定着に積極的に努力していくとい

う方針である。＜編集部＞ 


