
韓国／法院公務員教育院／第 16 期不動産登記課程(5・6・7 級、基礎)[7．31．(月)－8．3．(木)] 
「不動産登記実務（総論）2017」 

[司法書士長谷川清仮訳] 
 

 1 / 50 
 
 
 

 
 
 
                                 

現場中心 教育院 
                                  変化 疎通 
第 16 期不動産登記課程(5・6・7 級、基礎)[7．31．(月)－8．3．(木)] 

不動産登記実務(総論) 
 
 
 

2017 
 
 

 

 
 
 
 

理性と実力を兼ね備えた活気に満ちる法院公務員養成 

 
 
 

法院公務員教育院 

 



韓国／法院公務員教育院／第 16 期不動産登記課程(5・6・7 級、基礎)[7．31．(月)－8．3．(木)] 
「不動産登記実務（総論）2017」 

[司法書士長谷川清仮訳] 
 

 2 / 50 
 
 
 

I．登記手続 
 

1．登記手続 ＝ 登記申請手続 + 登記実行手続 
 
● 申込書(⊃添付書面) 提出 ⇒ 受付 ⇒ 配当 ⇒ 記入 ⇒ 調査(⊃補正・取下)   

⇒ 校合・却下 ⇒ 登記実行後の手続 ⇒ 異議 
● 受付の重要性(登記の効力発生時期)：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(民法第 186条) ⇒ 登記官が電算情報処理

組織を利用して登記簿に登記事項を記録することによって登記を終えた場合、その

登記は受け付けた時から効力を発生(不動産登記法第 6 条第 2 項) 
不動産登記法 
第 4 条(権利の順位) ① 同じ不動産に関して登記した権利の順位は法律に他の規定がな

ければ登記した順序に従う。 
② 登記の順序は登記記録中同じ区である登記相互間では順位番号に従って、他の区で

ある登記相互間では受付番号に従う。 
第 6 条(登記申請の受付時期および登記の効力発生時期) ① 登記申請は大法院規則に定

める登記申請情報が電算情報処理組織に保存された時に受け付けられたとみなす。 
② 第 11 条第 1 項により登記官が登記を終えた場合、その登記は受け付けた時から効力

を発生する。 
 
不動産登記規則 
第 3 条(登記申請の受付時期) ① 法第 6 条第 1 項で"大法院規則に定める登記申請情報"
というのは当該不動産が他の不動産と区別されるようにする情報をいう。 
② 同じ土地上にある複数の区分建物に対する登記を同時に申請する場合にはその建物

の所在および地番に関する情報が電算情報処理組織に保存された時に登記申請が受け

付けられたとみなす。 
第 4 条(登記官が登記を終えた時期) 法第 6 条第 2 項で"登記官が登記を終えた場合"とい

うのは法第 11 条第 4 項により登記事務を処理した登記官が誰なのかを知ることが出来

る措置をした時をいう。 
 

2．申請書に記載する内容(申請情報) 

不動産登記規則 
第 43 条(申請情報の内容) ① 登記を申請する場合には次の各号の事項を申請情報の内

容として登記所に提供しなければならない。 
1．次の各目の区分による不動産の表示に関する事項 
[仮訳者注：規則には、가. と나.にそれぞれ土地、建物に関する規定があるが、原文で

は省略されている。] 
2．申請人の氏名(または名称)、住所(または事務所所在地)および住民登録番号(または不

動産登記用登録番号) 
[仮訳者注：3．は原文ない。なお次のとおり。3．申請者が法人である場合には、その代

表者の氏名と住所] 
4．代理人によって登記を申請する場合にはその氏名と住所 
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5．登記原因とその年月日 
6．登記の目的 
7．登記畢情報。ただし、共同申請または勝訴した登記義務者の単独申請によって権利

に関する登記を申請する場合に限定する。 
第 44 条(取得税等を納付する場合の申請情報)①登記を申請する場合には第 43 条で規定

する事項の他に取得税や登録免許税等の登記と関連して納付しなければならない税額

および課税標準額を申請情報の内容として登記所に提供しなければならない。 
② 他の法律によって賦課された義務事項がある時にも第 1 項を準用する。 
第 124 条(取引価額と売買目録) 
②「不動産取引申告等に関する法律」第 3 条第 1 項で定める契約を登記原因とする所有

権移転登記を申請する場合には取引価額を申請情報の内容として登記所に提供して、市

長・郡守または区庁長から提供された取引契約申告畢証情報を添付情報として登記所に

提供しなければならない。この場合取引不動産が 2 個以上である場合、または取引不動

産が 1 個であっても複数人の売主と複数人の買主の間の売買契約である場合には売買目

録も添付情報として登記所に提供しなければならない。 
 

● 登記記録の内容関連(登記事項と申請書の関係) 
－ ①いかなる不動産に対し(表題部) ②いかなる内容の登記(登記目的、登記原因等)

を ③誰が(登記義務者、登記権利者)申請するかを明らかにする 
● 登記申請と関連して賦課された義務の履行事実等 
－ ①国民住宅債権買入事実 ②取得税・登録免許税の納付事実 ③登記申請手数料

の納付事実 ④登記畢情報 ⑤添付情報 ⑥申請人またはその代理人の表示およ

び記名捺印等 
 

3．添付書面(添付情報) 

第 46 条(添付情報) ① 登記を申請する場合には次の各号の情報をその申請情報ととも

に添付情報として登記所に提供しなければならない。 
1．登記原因を証明する情報 
2．登記原因に対して第三者の許可、同意または承諾が必要な場合にはこれを証明する

情報 
[仮訳者注：３．４．は原文になし。] 
5．代理人によって登記を申請する場合にはその権限を証明する情報 
6．登記権利者(新しく登記名義人になる場合に限定する)の住所(または事務所所在地)お
よび住民登録番号(または不動産登記用登録番号)を証明する情報。ただし、所有権移転

登記を申請する場合には登記義務者の住所(または事務所所在地)を証明する情報も提供

しなければならない。 
7．所有権移転登記を申請する場合には土地台帳・林野台帳・建築物台帳情報やその他に

不動産の表示を証明する情報 
第 60 条(印鑑証明の提出) ① 訪問申請をする場合には次の各号の印鑑証明を提出しな

ければならない。この場合当該申請書(委任による代理人が申請する場合には委任状をい

う)や添付書面にはその印鑑を捺印しなければならない。 
 

4．登記申請の却下 
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不動産登記法 
第 29 条(申請の却下) 登記官は次の各号のいずれか一つに該当する場合にだけ理由を書

いた決定で申請を却下しなければならない。ただし、申請の誤った部分が補正できる場

合で申請人が、登記官が補正を命じた日の次の日までにその誤った部分を補正した時に

はそうではない。 
2．事件が登記するものでない場合 
5．申請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。ただし、第 27 条により

包括承継人が登記申請をする場合は除く。 
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(「地方税法」第 20 条の 2 により分割納付する場合には登記する以前に分割

納付しなければならない金額をいう)、登録免許税(登録に対する登録免許税のみ該当す

る)または手数料を支払わない場合や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 
 

5．登記手続および登記官の審査権限関連判例 
 

1) 大法院 2000.9.29.宣告 2000다 29240 判決[損害賠償(기)][仮訳者注：末尾「損害賠償事

件に対する事件名表示の区分(裁民 86-5)改正 2016.8.3. [裁判例規第 1594 号、施行 2016.9.1.]を
参照] 

【判決要旨】 
[5] 登記官が競売裁判所の嘱託による強制競売記入登記を処理するということにあって

嘱託書上の不動産の表示が登記簿と抵触することを知ってこれを電話で補正するよう

にした後、約 10 日ほど経過してその登記を処理した場合、それが第三者である次順位

権利者の権益を侵害することや第三者に対し注意義務違反があることと見るには難し

いといった事例。 
 
(…) キム・○○の債権者であるパク・○○は本件建物に関する所有権保存登記を終える

前である 1995.1.4.ソウル民事地方法院に本件建物に対し強制競売申請をしながら建物

部分に関しては未登記建物であることを記載して、土地部分に関しては登記簿上表示で

換地前土地を、土地台帳表示で換地後土地を併記して不動産目録を表示した事実、ソウ

ル民事地方法院は 1995.1.5.強制競売開始決定をした後○○登記所に強制競売記入登記

を嘱託して上の目録の土地に関する表示中土地台帳表示の部分に線を引いて職印を押

して削除した後これを添付した事実、上の嘱託からは 1995.1.7.09:20 頃銅雀登記所に郵

便で送達されて受付番号 1593 号で受け付けられた事実、一方原告は 1995.1.6.キム・○

○から本件建物を買い受けた後所有権移転登記申請書を銅雀登記所に提出し、上の申請

書は 1995.1.7.11:20 頃受付番号 1624 号で受け付けられた事実、銅雀登記所の登記官(不
動産登記法が 1998.12.28.法律第 5592 号で改正されて"登記公務員"は"登記官"にその名

称が変更されたところ、以下旧法の登記公務員を現行法の用例により登記官と呼ぶこと

とする)である○○○は上の強制競売記入登記嘱託書の敷地部分が換地前土地と表示さ
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れているので、上の登記を嘱託したソウル民事地方法院に換地後土地に補正するように

要請した事実、上の法院は 1995.1.16.上の 1995.1.5. 付強制競売開始決定の不動産の表

示を本件建物に更正する決定をし、上の更正決定正本は 1995.1.17. 銅雀登記所に送達

された事実、ソ・○○は 1995.1.7.強制競売記入登記と原告の所有権移転登記を全部記入

しないまま保留しておいて、10 日後である 1995.1.17.上の更正決定正本の送達を受け

て 1995.1.7.付けで遡及して本件建物に関する強制競売記入登記(受付番号第 1593 号)と
原告の所有権移転登記(受付番号第 1624 号)の順で登記記入を終えた事実、本件建物は

上の強制競売手続により 1995.9.29.パク・○○に代金 1 億 2,500 万ウォンで落札され

た事実等を認めた後、(…)原告の所有権移転登記順位が強制競売記入登記の順位より遅

れるようにし、結局強制競売手続が進行されるようにして強制競売記入登記がない状態

で所有権を取得できた原告に、本件建物の所有権を喪失するようにする損害を被るよう

にしたので、被告は被傭者である登記官の過失による不法行為で原告が受ける損害を賠

償する責任があると判断した。 
2．しかし原審の判断は次において見るように容易に納得できない。 
(…) 
다．登記官に要求される注意義務の違反の有無 
(…) 登記官が登記申請に対する調査を完了して補正する事項が明確になった日を多少

経過して登記を処理したとしてもその遅延期間が通常の権利行使に支障を与えないほ

ど軽微な場合等の特別な事情がある場合にはそのような登記処理は適法だと見ること

で、単純に登記が遅れたという理由だけでその後の登記申請人に対し登記官として負担

している注意義務に違反したと見ることではない。 
特に強制競売記入登記は官公庁が公権力の主体として私人の権利関係を実現するため

に行う登記であり共同申請主義が排除されて競売法院の嘱託によってのみできる点な

どに照らしてみる時、強制競売記入登記の嘱託書上の不動産の表示が登記簿と抵触して

また、即日補正されることができなかったとしても、これを却下しなくて相当期日が過

ぎるように補正をさせた後に登記処理をしたのが登記事務処理上許されることができ

ないほどの弊害を持ってくるのではないということができて、また、登記申請人その他

利害関係人の間の公平を考慮する時このような登記処理は避けられないと見ることも

できる。 
 

2) 大法院 2016다 236995 判決[損害賠償(기)] 
主   文 
上告を全部棄却する。 
上告費用は被告が負担する。 
理   由 
この事件記録と原審判決および上告理由を全部調べたが、上告人の上告理由に関する主

張は「上告審手続に関する特例法」第 4 条に該当して理由ないということが明白なので、

上の法第 5 条によって上告を全部棄却することにして、関与最高裁判事の一致した意見

で主文のように判決する。 
 
ソウル高等法院 2016.6.21.宣告 2015나 2018587 判決[損害賠償(기)] 
(…) 
1．第 1 審判決を取り消す。 
2．原告の主位的請求を棄却する。 
3．この法院において追加された原告の予備的請求に期して、被告は共同して原告に
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91,735,000 ウォンおよびこれに対して 2014.6.9.から 2016.6.21.まで年 5%、その翌日か

ら完済の日まで年 15%の比率による金円を支払いなさい。 
理   由 
1．基礎事実 
가．キム◇◇、チャ・○○等の犯罪共謀等 
1) キム・◇◇[1951.2.16.生、改名後キム・△△、以下‘キム・◇◇’または‘キム・

△△(1951 年生まれ)’で混用して使う]、チャ・○○(2014.9.2.死亡)、ファン・○等は 2014.
始め長期間取引がなくて登記簿上所有者の住民登録番号が記載されていなかった土地

を対象にキム・◇◇が当該土地の所有者のように振る舞ってその土地を担保に提供して

貸付け金等を詐取することを共謀した。 
2) 平沢市（ピョンテクシ）、玄徳面（ヒョンドクミョン）大杏里（テアンリ）山○○

林野 5,950 ㎡、同里山○○-1 林野 60,479 ㎡および同里山○○林野 60,122 ㎡(以下‘本

件各林野’という)に関して、1983.1.6.または 1983.1.11.住民登録番号の記載なしでソウ

ル、中区（チュング）、筆洞（ピルトン）2 街○○-○を住所地にしたキム・△△(1932 年

生)名義の所有権移転登記が終えた後長期間取り引きがなかった。 
3) これに対しキム・◇◇は 2014.4.頃偽造された法院の改名決定謄本を利用して実名

“キム・◇◇”を上のように“キム・△△(1951 年生)”に改名登録されるようにして 1、

その改名登録後の名前と同名異人であるキム・△△(1932 年生)所有の本件各林野に関し

てキム・◇◇の改名後氏名が真の所有者であるキム・△△の氏名と同じであるという事

実を利用して本件各林野の真の所有者のように装って本件各林野に関してチャ・○○に

売買を原因とする所有権移転登記を終えて、本件各林野を金融機関等に担保で提供して

貸出金を詐取することにチャ・○○、ファン・○等と順に謀議した。 
4) キム・◇◇は自身の住民登録票抄本の住所、転入日等を本件各林野の真の所有者で

あるキム・△△(1932 年生)の住所と一致させるために、2014.4.11.瑞草（ソチョ）1 洞住

民センターで自身の住民登録票抄本(発行確認番号: ****-****-****-****)の発給を受け、

ファン・○を通じて氏名不明者をして、上の住民登録票抄本の記載事項のうち住所、転

入日および変動日記載欄の 1 項に“ソウル特別市中区（チュング）、筆洞（ピルトン）2
街○○-○、1976-12-14、1976-12-14 転入”、2 項に“ソウル特別市龍山区（ヨンサング）、

梨泰院洞（イテウォンドン）○○-○、1983-10-01、1983-10-01 転入”と記載してキム・

◇◇の住民登録票抄本 1 通を偽造するようにした。 
5) キム・◇◇は 2014.4.頃、ファン・○を通じて姓名不明者をして、本件各林野の各

林野台帳所有者の住民登録番号欄にキム・◇◇の住民登録番号(510216-1******)を任意

に記載する方法で本件各林野の林野台帳 3 通を偽造するようにした。 
나．本件各林野に関するチャ・○○後の所有権移転登記過程 
1) キム・◇◇は上のようにキム・△△(1951 年生)に改名登録されたことを利用して、

2014.4.ハ・スンギョン法務士である被告○○○に真の所有名義者キム・△△(1932 年生)
                                                   
1 キム・◇◇は上の犯行のために実名“キム・◇◇”を“キム・△△”に改名することにして、

2014.4.8.法院から“キム・◇◇(金・◇◇)”から“キム・△△(金・△△)”に改名するのを許可受け

たとしてソウル特別市冠岳（クァナク）区庁長に仁川（インチョン）地方法院 2014.4.1.付
2014호파 319 号改名決定謄本を提出した。 
しかし仁川（インチョン）地方法院 2014 号호파 319 改名決定の実際の申請人兼事件本人は“キム・

◇◇”でなく“イ・○○”であり、その決定日も“2014.2.17.”で、キム・◇◇がソウル特別市冠岳

（クァナク）区庁長に提出した上の改名決定謄本は偽造されたものであるゆえ、ソウル特別市冠岳

（クァナク）区庁長は家族関係の登録等に関する法律第 18 条および家族関係の登録等に関する規則 

第 70 条に基づいて 2015.4.13.キム・◇◇の基本証明書上、上の偽造された改名決定によりなされた

2014.4.8.付改名理由を抹消して、キム・◇◇の氏名を“キム・△△(金・△△)”から再び実名である

“キム・◇◇(金・◇◇)”に職権訂正した。 
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のように装って‘登記義務者をキム・△△(1951 年生)、登記権利者をチャ・○○、登記

原因とその年月日を 2014.4.11.売買’とする所有権移転登記申請を委任して、キム・△

△(1951 年生)名義の委任状、不動産売渡用印鑑証明書(発行日 2014.4.11.、発行番号

6974)、上のように偽造された住民登録票抄本、偽造された本件各林野台帳写本等を提

示し、登記畢証は紛失したといった。 
2) 被告○○○はそういう偽造事実を知れないまま 2014.4.30.登記畢証紛失を理由に

して、不動産登記規則第 111 条によりキム・△△(1951 年生)の自動車運転免許証によっ

て登記義務者本人であることを確認するという内容で確認書面(以下‘本件確認書面’と

いう)を作成した。 
4) 本件移転登記申請書および本件添付書面のうち林野台帳謄本を除いた書類にはキ

ム・△△の住民登録番号として所有者を装ったキム・△△(1951 年生)のものが記載され

ていたが、林野台帳謄本の所有者欄には真の所有者であるキム・△△(1932 年生)の住民

登録番号(320106-1*****)が記載されていた。 
5) 被告大韓民国傘下の上○○支院登記課に勤める担当登記官は上のように偽造文書

による移転登記申請であることを知らないまま、2014.5.2.本件各林野に関してキム・○

○からチャ・○○名義への所有権移転登記をその登記簿に登載した。 
다．本件各林野に関する根抵当権設定登記 

(…) 
4．被告大韓民国の損害賠償の責任可否に関する判断 
(…)登記業務を担当する平均的登記官が普通備えなければならない通常の注意義務だけ

傾けたとすれば提出書面である住民登録票抄本が偽造されたとのことを簡単に知るこ

とが出来たのにこれを見逃したまま適法なものと審査して本件移転登記申請を却下で

きない過失があるというだろう。(…) 
나) 登記畢情報がない場合の確認調書等に関する例規(登記例規第 1360 号) [仮訳者注：

末尾資料参照。] 等に照らしてみれば、登記官が確認書面を作成するということにあって

登記記録上住民登録番号が記載されていなかった等の理由で住民登録証、外国人登録

証、国内居所申告証、パスポートまたは運転免許証のみによっては登記義務者本人なの

かどうかを確認することはできない例外的な場合には、住所変動事項が現れる住民登録

票謄・抄本等も提出するようにして登記義務者本人であることを確認した後確認書面を

作成するべきで、それほど登記官が登記業務を処理するということにあって登記義務者

の住民登録票謄・抄本は非常に重要な役割をすることになる。 
라) 本件移転登記申請を処理する担当登記官としては、上の住民登録票抄本と本件各

林野台帳謄本の住民登録番号が相異なるだけでなく、本件各林野に対し登記畢情報ない

し登記畢証を添付しなくて所有権移転を申請する事案だったから、登記簿偽造関連業務

処理指針(登記例規第 1377 号)[仮訳者注：末尾資料参照。] 第 4 条により偽造の有無に対す

る強い疑いを持って上の住民登録票抄本の正常発行の有無等を確認するなど徹底的に

調査しなければならなくて、また上のような状況ならば上の住民登録票抄本が偽造文書

と疑問になるケースに該当するものであるから、申請人キム・△△(1952 年生) または

代理人である被告イン・○○に知らせて上のキム・△△の新しい住民登録票抄本の発給

を受けて提出するように補正を命じる等の方法でその真偽の有無を確認して処理し、ま

たはその申請を却下しなければならない注意義務があるというだろう。 
3) 被告大韓民国の主張に対する判断 
가) 主張 

被告大韓民国は、旧不動産登記法(2011.4.12.法律第 10580 号で全部改正される前

のもの、以下‘旧不動産登記法’という)第 55 条第 11 号に第 56 条第 2 項の“登記簿に
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書かれた登記名義人の表示が土地台帳・林野台帳または建築物台帳と一致しない場合に

はその登記名義人は登録名義人表示の変更登録をしなければ該当不動産に対して他の

登記を申請することはできない”という規定に違反した登記申請の場合を却下理由と規

定していたが、不動産登記法(2011.4.12.法律第 10580 号で全部改正されたもの、以下

‘改正された不動産登記法’という)はこのような却下理由を除外して第 29 条第 11 号

で“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“のみを却下理由と規定しているところ、ここに土地台帳・林野台帳の

地籍公簿が登記された土地に関する限り土地所有者に関する事項を証明するものでは

ないという法理を考慮すれば、申請人の人的事項が林野台帳のそれと相違するといって

も形式的審査権限だけがある登記官が登記を却下し、または補正を命じる理由とならな

くて、登記官に林野台帳の人的事項を確認する義務があるということはできないという

趣旨で主張する。 
나) 判断 

(…) しかし上のように却下理由から除外させたのが、担当登記官が登記申請の適法の有

無に対する形式的審査権限を行使するということにあって登記申請時の添付書面の中

の一つである台帳(林野台帳等)上に表示された登記義務者の人的事項を完全に無視して

もかまわないとすることやこれを審査する対象から除外させるという意味ではない。 
すなわち登記官としては不動産登記法第 29 条第 7 号、第 9 号の規定などによって登

記記録と申請情報が互いに符合して、申請情報とその添付情報が互いに符合してから審

査しなければならないので、台帳謄本、登記原因証書、代理権限証書、委任状および印

鑑証明、住民登録票謄・抄本など添付情報と申請情報の各事項が符合するのかどうかを

対照しなければならない職務上の注意義務があるということであるゆえ、特に本件のよ

うに登記畢情報ないし登記畢証もないだけでなく登記記録に登記義務者の人的事項が

明確に記載されていない場合にはその人的事項が記載された住民登録票謄・抄本とその

台帳上の人的事項を対照しなければならない注意義務があるということは明白であろ

う。もしそういう対照を通じて双方の氏名は同一だが住民登録番号が相異する場合など

には登記官としては先にみたとおり登記簿偽造関連業務処理指針第 4 条により偽造の有

無に対する強い疑いを持って上の住民登録票抄本の正常発行の有無などを確認するな

ど徹底的に調査しなければならないことだ。 
 
光州（クァンジュ）高等法院 2008나 3328 ⇒ 大法院 2008다 83165(審理不続行上告

棄却) 
나．パク・○○と上の氏名不明者は 2006.10.11.○○地方法院登記局に出席してキム・

コン○(金貢○、住民登録番号******-*******) 所有の○○ ○区○洞 1○○-10 田 3,031
㎡(以下、“本件土地”という)に関して 2006.9.15.付け売買を原因としてパク・○○への

所有権移転登記を申請して上のキム・コン○(金公○)名義の偽造された印鑑証明書、住

民登録票抄本および土地台帳謄本、旧土地台帳謄本、本件証明書等を所有権移転登記申

請書に添付して提出し、上の登記局所属登記官は上の氏名不明者から偽造されたキム・

コン○(金公○)名義の住民登録証を交付してもらって上の住民登録証に添付した写真と

上の氏名不明者が同一人であることを確認した後に不動産登記法第 49 条第 2 項により

確認調書を作成した後に本件土地に関して同登記局 2006.10.11.受付第 202584 号で

2006.9.15.付け売買を原因としたパク○○名義の所有権移転登記を実行 
 
ソウル中央地方法院 2013가합 1698 損害賠償 ⇒ ソウル高等法院 2014나 2013370 ⇒ 
大法院 2015다 229464(審理不続行上告棄却) 
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登記簿上住所と住民登録票抄本上住所が相違して同一人確認されない状況および死亡

日から何と 30 余年も過ぎた時点で相続を原因とした所有権移転登記を申請するために

来た異例的な状況下では平均的な登記官ならばその書類の真正性に関して几帳面に調

べなければならないにも関わらず、担当登記官は同一人保証書だけを受けて登記申請を

受理した過失があるといった事例 
 

II．“登記原因に対する第三者の許可、同意または承諾を証明する情

報”と関連した規定および大法院判例 
 

1) 土地取引契約許可証、農地取得資格証明 
不動産取引申告等に関する法律 
第 11 条(許可区域内土地取引に対する許可) ① 許可区域にある土地に関する所有権・地

上権(所有権・地上権の取得を目的とする権利を含む)を移転し、または設定(代価を受け

て移転し、または設定する場合のみ該当する)という契約(予約を含む。以下"土地取引契

約"という)を締結しようとする当事者は共同で大統領令に定めるところにより市長・郡

守または区庁長の許可を受けなければならない。許可受けた事項を変更しようとする場

合にもまた同じだ。 
② 経済および地価の動向と取引単位面積等を総合的に考慮して大統領令に定める用途

別面積以下の土地に対する土地取引契約に関しては第 1 項による許可が必要ではない。 
⑥ 第 1 項による許可を受けずに締結した土地取引契約はその効力が発生しない。 
 
農地法 
第 6 条(農地所有制限) ① 農地は自らの農業経営に利用し、または利用する者でなけれ

ば所有できない。 
② 次の各号のいずれか一つに該当する場合には第 1 項にかかわらず、自らの農業経営

に利用しなくても農地を所有することができる。 
第 8 条(農地取得資格証明の発行)①農地を取得しようとする者は農地所在地を管轄する

市長(区を置かない市の市長をいい、都農複合形態の市は農地所在地が洞地域である場合

のみをいう)、区庁長(都農複合形態の市の区では農地所在地が洞地域である場合のみを

いう)、邑長または、面長(以下"市・区・邑・面の長"という)から農地取得資格証明の発

給を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれか一つに該当すれば農地取得資

格証明の発給を受けずに農地を取得することができる。 
④ 第 1 項本文と第 2 項により農地取得資格証明の発給を受けて農地を取得する者がそ

の所有権に関する登記を申請する時には農地取得資格証明を添付しなければならない。 
 

大法院 2012.11.29.宣告 2010 다 68060 判決 

農地取得資格証明は農地を取得する者に農地取得の資格があるということを証明する

もので、農地を取得しようとする者は農地所在地を管轄する市長、区庁長、邑長または

面長から農地取得資格証明の発給を受けなければならなくて、農地取得資格証明の発給

を受けて農地を取得する者がその所有権に関する登記を申請する時には農地取得資格

証明を添付しなければならない(農地法第 8 条第 1 項、第 4 項)。したがって農地を取得

しようとする者が農地に対して所有権移転登記を終えたとしても農地取得資格証明の



韓国／法院公務員教育院／第 16 期不動産登記課程(5・6・7 級、基礎)[7．31．(月)－8．3．(木)] 
「不動産登記実務（総論）2017」 

[司法書士長谷川清仮訳] 
 

 10 / 50 
 
 
 

発給を受けることができない以上その所有権を取得できなくて、これは公売手続による

売却の場合にも同じことということであるから、公売不動産が農地法が定めた農地であ

る場合には売却決定と代金納付がなされたといっても農地取得資格証明の発給を受け

ることができない以上所有権を取得できなくて、たとえ買主のために所有権移転登記が

完了になったといっても変わらなくて、ただし売却決定と代金納付後に農地取得資格証

明を追完できるだけである(大法院 2008.2.1.宣告 2006 다 27451 判決参照)。 

 

ソウル中央地方法院 2011 가합 20237 ⇒ソウル高等法院 2011 나 50457 ⇒ 大法院登記 

20112011 다 112261(審理不続行) 

登記官が農地に関する所有権移転登記申請書に農地取得資格証明が添付されていない

ことを見逃して所有権移転登記を終えた事案 → 因果関係および損害発生が否定され

て棄却 
 

2) 大法院 2015.2.12.宣告 2014 다 231934 判決[損害賠償(기)] 

(…) 原審はその判示のような理由で原告が主張する損害が被告イ・○○および被告大韓

民国所属登記官の過失と相当因果関係ある損害だと見るのは難しいと判断した。 
関連法理と記録に照らして調べれば原審の上のような判断は正当で、(…) 
したがって上告を全部棄却して(…) 

 

大田（テジョン）高等法院 2014.10.10.宣告 2013 나 12417 損害賠償(기) 

(…) 
主  文 
2．原告の被告大韓民国に対する控訴と当審における拡張した請求および被告ソン・○

○、ソ・○○の控訴を各棄却する。 
理  由 
가．当事者の地位 

(…)被告ソ・○○は 2004.6.2.から 2007.12.13.まで医療法人○○財団(以下‘○○財団’

という)の理事長に在職した者で、被告ソ・○○は被告ソ・○○の弟であり実質的に○○

財団の理事長の役割を遂行した者である。被告チョ・○○は原告と○○財団から登記事

務を委任された法務士で、被告イ・○○は 2007 年頃被告チョ・○○の事務室で勤めた

事務長である。 
나．賃貸借契約の締結 
○○財団は 2007.1.16.原告と間に○○財団の基本財産である別紙第 1 項記載建物

(以下‘本件第 1 建物’という)、キム・○○の所有として○○財団が賃借りして使った

別紙第 2 項記載建物(以下‘本件第 2 建物’という)および本件第 1 建物の地下 1 階に位

置した死体安置室(以下全部合わせて‘本件各不動産’という)に関して下記のような内

容の賃貸借契約(以下‘本件賃貸借契約’という)を締結したが、当時本件賃貸借契約に

関して市・道知事の許可を受けていなかった。(…) 
다．伝貰権設定登記の完了および賃貸借保証金の支払 
原告は 2007.1.16.○○財団に契約金 100,000,000 ウォンを、2007.1.29.残金
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700,000,000 ウォンと施設権利金 90,000,000 ウォンを各支払したが、被告イ・○○が上

のように残金 700,000,000 ウォンが授受される席に参加し、原告と○○財団はこのよう

に 700,000,000 ウォンを受領する席で被告イ・○○を通じて被告チョ・○○に賃貸借保

証金担保のための伝貰権設定登記の申請を委任して伝貰権設定登記費用として

1,926,000 ウォンを、法務士報酬として 674,000 ウォンを支払った。被告イ・○○は

2007.1.30.本件第 1 建物に関して伝貰権設定登記を申請し、第 1 建物に関して水原（ス

ウォン）地方法院○○登記所 2007.1.30.受付第 5603 号で原告名義の伝貰権設定登記(以
下‘本件伝貰権設定登記’という)が完了になった。 
바．関連法令 
第 48 条(設立許可等) 

③医療法人が財産を処分し、または定款を変更するには市・道知事の許可を受けなけれ

ばならない。 
2．判断 
가．本件賃貸借契約の効力 
まず、本件損害賠償請求の前提として本件賃貸借契約の効力に関して調べる。(…)、

上の規定に反する医療法人の基本財産の処分はその効力がないこと(大法院 2008.9.11.
宣告 2008 다 32501 判決等参照)、本件第 1 建物が医療法人である○○財団の基本財産

に該当するということは先立って認めたとおりなので、本件賃貸借契約中第 1 建物に関

する部分は医療法人の基本財産の処分に該当するが主務官庁の許可なしになされたも

ので無効である。 
다．被告チョ・○○、被告イ・○○、被告大韓民国に対する各請求に関する判断 

(2) 被告大韓民国の損害賠償の責任の発生 
(…) 登記業務を担当する登記官は登記簿謄本に所有者が医療法人で登載されている不

動産に関して伝貰権設定登記申請がある場合、市・道知事の許可を受けたことを証明す

る書面が提出されたのかどうかを確認した後にその登記申請を受理しなければならな

い職務上の注意義務があるということである。 
本件に関してみたところ、本件伝貰権設定登記を担当した登記官は本件第 1 建物の

登記簿謄本表題部の建物内訳欄に‘医療施設’、甲区(所有権に関する事項)欄に‘医療法

人○○財団’がその当時所有者と記載されていることにも市・道知事の許可を受けたこ

とを証明する書面が添付されているのか確認しないまま申請書を受理して本件伝貰権

設定登記を完了したので、登記官として職務上注意義務に違反した過失がある。したが

って特別な事情がない限り被告大韓民国は所属登記官の上のような不法行為によって

原告が受ける損害を賠償する責任がある。 
(3) 被告イ・○○、チョ・○○、大韓民国の損害賠償の責任の範囲 

(…)見回したところ、原告は 2007.1.16.○○財団と本件各不動産に関する賃貸借契約を

締結して○○財団に契約金 100,000,000 ウォンを支払い、同月 29.○○財団に残りの残

金 700,000,000 ウォンを支払してその場で被告イ・○○に伝貰権設定登記費用および法

務士報酬を支払した事実、被告イ・○○はその翌日である同月 30.本件伝貰権設定登記

を申請した事実は先にみたとおりである。 
このような事実関係に照らしてみれば原告が○○財団に賃貸借保証金 800,000,000

ウォンを支払する時までは本件伝貰権設定登記の申請さえなかったために被告イ・○○

と上の登記官の過失に因って原告が本件伝貰権設定登記を有効なことに信じたと見る

ことはできない。すなわち原告が○○財団に支払した上の賃貸借保証金は‘本件伝貰権

設定登記申請’という被告チョ・○○、イ・○○に委任した業務が実際に適正に処理さ

れたのかどうかと関係なく上の登記申請の業務処理前にそして登記官が本件伝貰権設
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定登記申請を受理する前に原告が有効な本件伝貰権設定登記が完了になることと不用

意に信じたまま支払したものであるから、原告が主張する上の損害が被告イ・○○およ

び上の登記官の過失と相当因果関係ある損害だと見るのは難しい(原告が上のように賃

貸借保証金を支払う時まで有効な伝貰権設定登記が完了になると信じたところにあっ

て被告イ・○○や被告チョ・○○が故意または過失による違法行為を犯したという事実

に関しては原告の主張や証明がない)。 
 

3) 大法院 2011.9.29.宣告 2010다 5892 判決[損害賠償(기)] 

【判決要旨】 
[1] 私立学校法第 28 条第 2 項、私立学校法施行令第 12 条は学校教育に直接使われる学

校法人の財産のうち校地、校舎、体育場、実習または研究施設等は売り渡したり担保に

提供できないと規定していて、私立学校法第 51 条は私立学校経営者にも学校法人に関

する同法第 28 条第 2 項を準用すると規定している。したがって私立学校経営者が私立

学校の校地、校舎で使うために出捐・編入させた土地や建物が登記簿上私立学校経営者

個人名義である場合にもその土地や建物に関してなされた根抵当権設定登記は私立学

校法第 51 条によって準用される同法第 28 条第 2 項、同法施行令第 12 条に違背して無

効である。 
[2] 法務士は登記事務に関する限り専門的な識見を持つ者として、(…) 
[4] 学校教育に直接使われる私立学校経営者所有の校地、校舎等は私立学校法第 28 条

第 2 項、私立学校法施行令第 12 条、私立学校法第 51 条の規定によりこれを売り渡し、

または担保に提供できなくて、これにより‘学校法人の不動産取得または処分等による

登記例規’(登記例規第 887 号) [仮訳者注：末尾資料参照。] 第 5 条第 2 項は、“登記申請書

に添付された土地台帳または建築物台帳等によって当該不動産が学校教育に直接使わ

れる不動産であることを知ることが出来る場合(公簿上登記の目的物である建物の用途

が幼稚園になっている場合等)にはその所有者が私立学校法上私立学校経営者ではない

時に限ってその不動産の処分による所有権移転登記申請または抵当権設定登記申請等

を受理しなければならない。”と規定しているが、これは私立学校法上強行法規を登記事

務処理で具体化するためである。したがって登記業務を担当する登記官は建築物管理台

帳等公簿上に建物用途が‘幼稚園’と登載されている不動産に関して根抵当権設定登記

申請がある場合、不動産が公簿上記載とは異なり実際に幼稚園教育に使われないでいる

場合や所有者が幼稚園経営者でない事実が釈明される場合に限ってその登記申請を受

理しなければならない職務上注意義務がある。 
[5] 登記簿表題部建物内訳欄に建物用途が‘幼稚園’で記載されている不動産に関して

根抵当権設定登記申請を受けた登記官が不動産所有者である登記義務者が幼稚園経営

者ではない場合や上の不動産が実際に幼稚園教育に使われないでいるという疎明資料

を要求しないまま登記申請を受理して根抵当権設定登記を終えた事案で、登記官に登記

業務を担当する平均的登記官が備えなければならない通常の注意義務をつくさなかっ

た職務執行上過失があるとした原審判断を正当だといった事例。 
 

Ⅲ．登記畢情報・登記畢証 
 
1．概 念 
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不動産登記法 
第 2 条(定義) この法で使う用語の意味は次のとおりである。 
4．"登記畢情報"(登記畢情報)[仮訳者注：( )書きは原文に漢字表記で入っているもの。] とは登

記簿に新しい権利者が記録される場合にその権利者を確認するために第 11 条第 1 項に

より登記官が作成した情報をいう。 
第 50 条(登記畢情報)①登記官が新しい権利に関する登記を終えた時には登記畢情報を

作成して登記権利者に通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれか一つに該

当する場合にはそうではない。 
(…) 
② 登記権利者と登記義務者が共同で権利に関する登記を申請する場合に申請人はその

申請情報とともに第 1 項により通知された登記義務者の登記畢情報を登記所に提供しな

ければならない。勝訴した登記義務者が単独で権利に関する登記を申請する場合にもま

た同じである。 
 
不動産登記法 
付則<法律第 10580 号、2011.4.12.> 
第 2 条(登記畢証に関する経過措置) 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、または従来の第 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時には第 50 条第 2 項の改正規定による登記畢情報の提供に

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することができる。 
 
旧不動産登記法 
第 40 条(登記申請に必要な書面)①登記を申請する時には次の書面を提出しなければな

らない。 
3．登記義務者の権利に関する登記畢証 
第 67 条(登記畢証の発行)①登記官が登記を終えた時には登記原因を証明する書面また

は申請書の副本に申請書の受付年月日、受付番号、順位番号と登記完了の旨を書いて登

記所印を押してこれを登記権利者に発行しなければならない。 
 

2．権利登記 ⇒ 登記義務者等の真の処分意思確認手段 
●登記原因証書、登記畢情報・登記畢証、印鑑証明書 ⇒ 処分意思確認 
－不動産表示登記 ⇒ 土地台帳や建築物台帳等の台帳情報 

 

3．登記畢情報の作成および通知 2 
1) 登記簿に新しい権利者が記録される場合 ＝ 登記官が新しい権利に関する登記を

終えた時 
●法第 3 条やその他の法令で登記できる権利と規定している権利を保存、設定、移

転する登記 
●上の権利の設定または移転の請求権保全のための仮登記 

                                                   
2 「登記畢情報の作成および通知等に関する業務処理指針」(登記例規第 1604 号) [仮訳者注：末尾資料

参照。] 
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●権利者を追加する更正または変更登記(甲単独所有を甲、乙共有に更正する登記や

合有者が追加される合計名義人変更登記等) 
 

2) 登記畢情報の構成 
●一連番号(英文またはアラビア数字を組み合わせた 12 桁) +パスワード 50 個 

 
3) 登記畢情報の通知方法 
●交付してもらおうと思う者は身分証(事務員証)提示 ⇒ 電子パッド署名 
●郵便送付 

 

4．登記畢情報の提供( ← 権利登記の共同申請) 

不動産登記法 
第 23 条(登記申請人) ① 登記は法律に他の規定がない場合には登記権利者と登記義務

者が共同で申請する。 
② 所有権保存登記または所有権保存登記の抹消登記は登記名義人になる者または登記

名義人が単独で申請する。 
③ 相続、法人の合併、その他大法院規則に定める包括継承による登記は登記権利者が単

独で申請する。 
④ 判決による登記は勝訴した登記権利者または登記義務者が単独で申請する。 
⑤ 不動産表示の変更や更正の登記は所有権の登記名義人が単独で申請する。 
⑥ 登記名義人表示の変更や更正の登記は該当権利の登記名義人が単独で申請する。 

 
1) 権利に関する登記 
● 権利(所有権、用益権、担保権等)の移転、用益権・担保権などの設定、権利の変

更(根抵当権債権最高額の増額、伝貰金増額や伝貰機間の変更等)、権利の更正(根
抵当権債権最高額の更正等)、権利の消滅(根抵当権や伝貰権等の消滅)等に関する

登記 
 

2) 共同申請 
● 登記権利者や登記名義人が単独で申請できる場合、すなわち所有権保存登記、所

有権保存登記の抹消登記、相続等の包括継承による登記、判決による登記等を申

請 ⇒ 提供不要 
 

5．登記畢情報がない場合 

不動産登記法 
第 51 条(登記畢情報がない場合) 第 50 条第 2 項の場合に登記義務者の登記畢情報がな

い時には登記義務者またはその法定代理人(以下"登記義務者等"という)が登記所に出席

して登記官から登記義務者等であることの確認を受けなければならない。ただし、登記

申請人の代理人(弁護士や法務士のみをいう)が登記義務者等から委任されたことを確認

した場合、または申請書(委任による代理人が申請する場合にはその権限を証明する書

面をいう)中の登記義務者等の作成部分に関して公証を受けた場合にはそうではない。 
 
不動産登記規則 
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第 111 条(登記畢情報を提供できない場合) ① 法第 51 条本文の場合に登記官は住民登

録証、外国人登録証、国内居所申告証、パスポートまたは運転免許証(以下"住民登録証

等"という)によって本人の有無を確認して調書を作成して、これに対し記名捺印しなけ

ればならない。この場合住民登録証等の写本を調書に添付しなければならない。 
② 法第 51条但書により資格者代理人が登記義務者またはその法定代理人から委任され

たことを確認した場合にはその確認した事実を証明する情報(以下"確認情報"という)を
添付情報として登記所に提供しなければならない。 
③ 資格者代理人が第 2 項の確認情報を登記所に提供する場合には第 1 項を準用する。 
 
大法院 2012.9.13.宣告 2012다 47098 判決 
[損害賠償(기)][고 2012하 1679] 
【判示事項】 
[1] 旧不動産登記法第 49 条第 1 項但書後段で定めた‘公証’の意味およびこの場合登記

義務者本人でなくそれから委任を受けた代理人が出席して公証を受けることができる

かどうか(消極) 
[2] 登記畢証が滅失されて申請書または委任状の公証書が提出された場合、登記官は登

記義務者本人が出席して公証を受けたものかを確認しなければならない職務上義務が

あるのかどうか(積極)および上の要件をそろえられない場合、登記官が取らなければな

らない措置(＝補正命令または登記申請却下) 
【判決要旨】 
[1] 登記畢証が滅失された場合、登記義務者またはその法定代理人の登記所出席義務に

代える旧不動産登記法(2011.4.12.法律第 10580 号で全部改正される前のもの)第 49 条

第 1 項但書後段の‘公証’というのは登記義務者がその不動産の登記名義人であること

を確認する書面に対する公証ではなくて、申請書または委任状に表示された登記義務者

の作成の部分(記名捺印等)が、登記義務者本人が作成したことを公証することを意味し

て、登記義務者の委任を受けた代理人が出席して公証を受けることはできない。 
[2] 登記官は登記畢証が滅失されて申請書または委任状の公証書が提出された場合、登

記義務者本人が出席して公証を受けたものかを確認して登記業務を処理しなければな

らない職務上義務があり、上のような要件をそろえられない時には旧不動産登記法

(2011.4.12.法律第 10580 号で全部改正される前のもの)第 55 条により必要な書面の補

正を命じ、または登記申請を却下しなければならない。 
 
光州（クァンジュ）高等法院 2011나 6747 ⇒ 大法院 2012다 51356 審理不続行上告棄

却 
登記畢証添付なしで「認証を嘱託した委任者(売主) A の代理人である B が公証人の前で

‘所有権移転登記申請用委任状’上の A の記名捺印が A 本人のものであることを確認

し、公証人は B の人的事項を確認するということと同時に B の代理権を A の印鑑証明

書および‘公証嘱託用委任状’で確認した」という内容が記載された証明書によってな

された所有権移転登記に基づいて根抵当権を設定した者に対する国家の損害賠償の責

任認定 
 

ソウル中央地方法院 2012 가합 56790 ⇒ ソウル高等法院 2012 나 106296 ⇒ 大法院

2013다 213038 
登記畢証が滅失されて処分委任状の公証書が提出された場合、処分委任状がその記載自
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体で本当に成立したものか不明な以上登記公務員としてはその偽造事実を知っていな

ければならなかったのにこれを見逃したとし国家賠償を請求した事案であるが、過失が

認められない 
 

6．関連判例 

 
1) 大法院 2014.11.13.宣告 2012다 33211 判決 

(…) 登記官は登記申請に対して実体法上の権利関係と一致するのかどうかを審査する

実質的審査権限はないが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合

なのかどうかを審査する形式的審査権限と責務があるところ、(…) 
ところで旧不動産登記法第 49 条では登記畢証に代えて本人が出席し、または登記畢証

に代える書面を提出できる制度を置いているが、これは登記畢証が滅失された場合に認

められる制度として紛失の場合を含むと見るものだが、登記畢証が現在他の者の手中に

あるので事実上返してもらいにくい場合までを含むものではない(大法院 2007.11.15.宣
告 2004다 2786 判決等参照)。 
原審はその採択証拠によって、原告の弟である被告補助参加人は 2010.8.2.父親である

ソ・○○から本件アパートのうち 1/2 持分を贈与してもらったことを原因として同日登

記畢証およびソ・○○の印鑑証明書を添付しないまま本件不動産に関する所有権移転登

記を申請して、上の申請書が同日 11:47 頃第 64849 号で登記所に受け付けられた事実、

原告は 2010.8.1.ソ・○○から本件アパートのうち 1/2 持分を贈与してもらったことを

原因として本件不動産に関する登記畢証およびソ・○○の印鑑証明書等を添付して

2010.8.2.本件不動産に関する所有権移転登記を申請し、上の申請書は同日 13:11 頃第

64865 号で登記所に受け付けられた事実、担当登記官は原告の上の登記申請を受け付け

た後本件不動産に関して被告補助参加人の上の登記申請がすでに受け付けられている

事実を知ることになったが、先に受け付けられた被告補助参加人の登記申請書には本件

不動産に関する登記畢証および印鑑証明書が添付されないまま登記畢証に代わる確認

書面が添付されており、後ほど受け付けられた原告の登記申請書にはその登記畢証およ

び印鑑証明書が添付されていることを発見したのに次の日である 2010.8.3.被告補助参

加人側から印鑑証明書が提出されるとすぐに被告補助参加人の登記申請を受け入れて

本件不動産に関して被告補助参加人のため所有権移転登記を完了した後、原告の登記申

請は不動産登記法第 55 条第 2 号に該当するという理由でこれを却下する決定をした事

実を認めた後、本件不動産に関する登記業務を処理した担当登記官は本件不動産に関す

る登記畢証が原告の登記申請書に添付されている反面被告補助参加人の登記申請書に

は添付されていないことを確認し、同不動産に対し順位の問題が生じ得る同種の登記申

請が受け付けられた場合、旧不動産登記法第 49 条による確認書面で登記畢証に代える

こともできなくて被告補助参加人の登記申請上の‘登記畢証未添付’という欠陥はそれ

自体として補正が不可能な場合だと見るのが相当するので、担当登記官は被告補助参加

人の登記申請を却下していなければならないにもかかわらず登記を実行した過失があ

ると判断した。 
先立ってみた法理と記録に照らして調べれば、上のような原審の判断は正当なことに納

得が行って、(…) 
 

2) 大法院 2007.11.15.宣告 2004다 2786 判決[損害賠償(기)] 
(…) 2．原審判決理由を記録に照らして調べれば、原告は 1996.7.24.本件建物所有者で
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ある訴外人との間に本件建物に関して 1 順位根抵当権を設定受けることにする契約を

締結して訴外人から本件建物に関する登記畢証など登記申請書類を渡された後に、数日

後である 1996.7.30.10:00 頃管轄登記所に上の根抵当権設定登記を申請した事実、とこ

ろでその間○○証券株式会社(以下‘○○証券’とのみいう)も 1996.7.26.訴外人との間

に本件建物に関する根抵当権設定契約を締結した後に原告より先立って

1996.7.29.16:00 頃管轄登記所にその根抵当権設定登記を申請したが、本件建物に関す

る登記畢証はすでに原告に渡されていたので○○証券は訴外人から上の登記申請のた

めに必要な登記畢証を交付してもらうことができなくて、したがってその登記畢証を添

付しないまま上の根抵当権設定登記申請書を受け付けた事実、その後管轄登記所登記官

(1998.12.28.法律第 5592 号で改正される前の不動産登記法上‘登記公務員’という名称

だが、便宜上現行名称で記載する)は原告と○○証券の上の各登記申請をはじめとして本

件不動産(本件建物が含まれた集合建物である)に関する数件の根抵当権設定登記申請に

対する審査業務を共に処理する過程で、先に受け付けられた○○証券の登記申請書には

本件建物に関する登記畢証が添付されなくて、かえって後ほど受け付けられた原告の登

記申請書にその登記畢証が備えられていることを発見した事実、それでも上の登記官は

原告と○○証券の各登記申請が同一不動産に関するものであるから原告の登記申請書

に添付された登記畢証を援用すれば○○証券の登記申請上の欠陥が補正されたと判断

したあげく、訴外人や○○証券に別に補正を命じることや、その登記申請を却下しない

まま、各登記申請の受付順序により○○証券を先順位で、原告を次順位にして各根抵当

権設定登記を完了した事実、その後○○証券が上の根抵当権に基づいて本件建物に対す

る任意競売を申請しこれにより進行された競売手続で競売法院は○○証券が原告より

先順位根抵当権者という理由でその競落代金のうち 1,670,978,262 ウォンを○○証券に

まず配当した事実、これに対して原告が○○証券の先順位根抵当権設定登記が無効であ

ることを主張して配当異議の訴えを提起したが、法院は上の根抵当権設定登記がたとえ

その順位において当事者間の抵当権設定契約の内容と異なるように行われたとか登記

申請上形式的要件の欠陥があるにもかかわらず登記官がこれを見逃して登記を終えた

手続上の誤りがあるといってもその登記が実体関係に符合しないとすることや無効だ

とできないという理由で原告の請求を棄却する判決を宣告して確定した事実(大法院

2001.2.9.宣告 2000다 65352 判決)を知ることが出来る。 
3．調べたところ、(…) 
登記官は不動産登記法第 55 条により同法第 40 条所定の登記申請に必要な書類が正し

く添付されたのか、書類相互間に相反することがあるのかなどを調べて、もし必要な書

類が取り揃えていないならばその欠陥が補正されることができる事項で申請人が当日

その他比較的短時間内に補正した場合でない限り登記申請を却下するべきで、特に同じ

不動産に対して順位の問題が生じ得る同種の登記申請が受け付けられた場合、先に受け

付けられた登記申請に登記畢証を具備できない欠陥があるのにもかかわらず後に受け

付けられた別件の登記申請に登記畢証が添付されているといって登記官が任意にその

登記畢証を先の登記申請上の欠陥を補完する資料として援用してはならない職務上の

注意義務も同じくあるということである。 
ただし、不動産登記法第 49 条では登記畢証に代えて本人が出席し、または登記畢証に

代える書面を提出できる制度を置いているが、これは登記畢証が滅失された場合に認め

られる制度として紛失の場合を含むと見るものであるが、登記畢証が現在他の者の手中

にあるので事実上返してもらいにくい場合までも含むものではない(大法院 1987.5.26.
宣告 86도 2293 判決参照)。 
先立ってみた事実関係によれば、本件建物に関する登記畢証はすでに原告名義の先順位
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の根抵当権設定登記のために原告に交付されてその登記申請書に添付されており、実際

本件各登記業務を担当した登記官も上の登記畢証が原告の登記申請書に備えられてい

る反面○○証券の登記申請書には備えられていないことを確認した以上○○証券の登

記申請上の‘登記畢証未添付’という欠陥はそれ自体として補正が不可能だという点が

分かるので(格別の事情がない限り別件の根抵当権設定登記申請に提出中の登記畢証を

他の根抵当権設定登記申請に同時に使用できないことは当然で、また上で見たとおり不

動産登記法第 49 条の規定によってこれを代替できる場合でもない) ○○証券の上の登

記申請を却下していなければならなくて、もし上のような状況に疑いを持つならば登記

義務者にこれに対して確認と補正を命じて関係書類の補完と登記の前後関係等を明確

にした後に業務を処理していなければならないにも関わらず、そういう措置を全く取ら

ないままそのまま登記を実行した過失があるということである。 
このように不動産登記法が定めた職務上義務を違反して登記申請上の形式的、手続的欠

陥を見逃して無断に他に添付された登記畢証を使って登記業務を行った登記官の過失

に因って、それ自体では受理されることができなかった○○証券の根抵当権設定登記が

先に完了なってしまった反面、原告の根抵当権設定登記は次順位に押し出されることに

なり、それぞれ有効なその登記の順位確定的効力によって結局原告は本件建物に対する

任意競売手続で配当を受けられなくなる損害を被ることになったので、前でみた不動産

登記法関係規定の趣旨と目的、登記官の職務の内容とその職務遂行の結果から生じる法

的効果、職務違反行為の態様と結果発生の可能性および被害の程度等を全部総合してみ

れば、登記官の上の職務上過失と原告の損害の間には相当因果関係があるということで

ある。 
 

□大法院 2012.7.12.宣告 2012다 32195 判決[求償金] 

上告を棄却する。 
 
ソウル高等法院 2012.3.6.宣告 2011나 86098 判決[求償金] 
1．第 1 審判決の引用 

(…)これをそのまま引用する。 
 

ソウル中央地方法院 2011.9.20.宣告 2011가합 37112 判決[求償金] 

나．判断 
1)公務員が職務上不法行為をして国家または地方自治体が賠償責任を負担しても公

務員個人は故意または重過失がある場合にだけ不法行為による損害賠償の責任を負担

するけれど(国家公務員法第 2 条第 2 項参照)、ここで重過失ということは公務員に通常

要求される程度の相当な注意をしなくても若干の注意をするならば容易に違法・有害な

結果を予想できる場合であるのに漫然とこれを見逃した時のようにほとんど故意に近

い顕著な注意を欠如した状態を意味する(大法院 2007.1.25.宣告 2006 다 70059 判決等

参照)。 
마) 登記官は業務を処理するということにあって法院公務員教育院で発行する教

材、大法院規則、例規、判例等を参照にして処理するが、本件登記申請当時同一不動産

に対する数個の根抵当権設定登記申請がある場合、他の申請書の登記畢証を援用できる

のかどうかに対し明確な基準や先例が存在しなかった。 
(…) 等を総合してみれば、被告が登記手続で本件各根抵当権設定登記業務を処理すると



韓国／法院公務員教育院／第 16 期不動産登記課程(5・6・7 級、基礎)[7．31．(月)－8．3．(木)] 
「不動産登記実務（総論）2017」 

[司法書士長谷川清仮訳] 
 

 19 / 50 
 
 
 

いうことにあって傾けなければならない通常の注意義務を顕著に欠如した重大な過失

があると見ることは難しいので、被告の上の過失が重過失に該当することを前提とした

原告の主張は理由がない。 
 

IV．印鑑証明 
 

1．関連規定 
 
不動産登記規則 
第 60 条(印鑑証明の提出) ① 訪問申請をする場合には次の各号の印鑑証明を提出しな

ければならない。この場合当該申請書(委任による代理人が申請する場合には委任状をい

う)や添付書面にはその印鑑を捺印しなければならない。 
1．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、登記義務者の印鑑証

明 
3．所有権以外の権利の登記名義人が登記義務者として法第 51 条但書により登記を申請

する場合、登記義務者の印鑑証明 
6．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 
第 61 条(法人等の印鑑証明の提出) ① 第 60 条により印鑑証明を提出しなければならな

い者が法人または国内に営業所や事務所の設置登記をした外国法人である場合には登

記所の証明を得たその代表者の印鑑証明を、法人でない社団や財団である場合にはその

代表者や管理人の印鑑証明を提出しなければならない。 
③ 第 60 条により印鑑証明を提出しなければならない者が外国人である場合には「印鑑

証明法」による印鑑証明または本国の官公庁が発行した印鑑証明を提出しなければなら

ない。ただし、本国に印鑑証明制度がなくてまた「印鑑証明法」による印鑑証明を受け

ることができない者は申請書や委任状または添付書面にある署名に関して本人が直接

作成したという旨の本国官公庁の証明やこれに関する公正証書を提出しなければなら

ない。 
 

2．印鑑証明を提出しなければならない場合 

 
1) 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 

● 所有権の登記名義人が登記権利者と共同で登記を申請 ⇒ 不動産表示変更登記

または登記名義人表示変更登記× 
● 所有権移転登記、所有権に対する抵当権設定登記、所有権移転の仮登記、地上

権設定登記、所有権移転登記の抹消登記等 
● 所有権の登記名義人が登記義務者である場合でも判決、収用等を原因として登

記権利者が単独申請× 
● 根抵当権移転、根抵当権の債権最高額減額による根抵当権変頃、根抵当権抹消、

伝貰権を目的とした根抵当権設定、建物の滅失登記など× 
 

2) 所有権以外の権利の登記名義人 + 法第 51 条但書 
● 所有権以外の権利の登記名義人が登記義務者として登記申請(根抵当権抹消登
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記、根抵当権移転登記、伝貰権抹消登記の申請) 
－登記畢情報提供 ⇒ 印鑑証明× 
－登記畢情報提供× ⇒ 印鑑証明要 
－所有権の登記名義人 ⇒ 登記畢情報有無に関係なく印鑑証明提出! 
● 法第 51 条但書 
－資格者代理人の確認書面 or 公証 ⇒ 印鑑証明要 
－法第 51 条本文 ⇒ 印鑑証明× 

 
3) 協議分割による相続登記 

 
4) 大法院 2015.11.26.宣告 2013다 18349,18356 判決[損害賠償(기)・ 

損害賠償(기)][未刊行] 
【判示事項】 
根抵当権設定者甲が外国国籍同胞である根抵当権者乙の委任状等を偽造して弁護士丙

に根抵当権設定登記の抹消登記申請を委任したが、丙が乙から登記畢証または登記畢通

知書を受けることができなかったのに乙に関する本人確認手順を踏まないまま旧不動

産登記法第 49 条第 1 項で定めた確認書面を作成して抹消登記を申請し、登記官丁は委

任状等にある乙の署名に関して外国官公庁の証明ではなく大韓民国在外公館の証明が

ある等登記申請書類に欠陥があるのにもかかわらず登記申請を受理した事案で、丙と丁

には関係法令による通常の注意義務を怠った過失があるといった事例 
(…) 
また、原審は、登記官は旧不動産登記法第 55 条により同法第 40 条に定めた登記申請に

必要な書類が正しく添付されたのか、書類相互間に相反することがあるのか等を調べ

て、もし必要な書類が取り揃えていないならばその欠陥が補正されることができる事項

で申請人が当日その他比較的短時間内に補正した場合でない限り登記申請を却下しな

ければならない点、登記義務者訴外 1 が外国国籍同胞、すなわち米合衆国人で米合衆国

には印鑑証明制度がないので、本件登記申請書類中一部である本件委任状等にある訴外

1 の署名に関して本人が直接作成したという趣旨の米合衆国官公庁の証明やこれに関す

る公証が必ずなければならなくて、したがって米合衆国官公庁でなく駐ニューヨーク総

領事館など大韓民国在外公館で本件委任状等にある署名に関して本人が直接作成した

という趣旨の証明を受けた場合にはこれを添付して本件登記申請をしても担当登記官

は旧不動産登記法第 55 条により必要な書面の補正を命じ、または本件登記申請を却下

しなければならない点、本件登記申請当時訴外 1 が外国国籍同胞なので法律上発行自体

が不可能な訴外 1 の在外国民国内居所申告証が偽造されて提出された点、たとえ本件登

記申請を受け付けた担当登記官がその形式的審査をするにおいて登記義務者訴外 1を外

国国籍同胞でなく在外国民、すなわち内国人と誤認したといっても、本件登記申請に必

ず必要な書類の中の一つである訴外 1 の印鑑証明が添付されなかったので旧不動産登

記法第 55 条によりこれの補正を命じ、または本件登記申請を却下していなければなら

ない点などを認めた後、担当登記官は本件登記申請に対する形式的審査をするにおいて

関係法令により平均的登記官として普通備えなければならない通常の注意義務さえ怠

った過失に因って訴外 1 名義の本件根抵当権設定登記が不法抹消されるようにした誤り

があって、たとえ弁護士など法律専門家が登記権利者と登記義務者双方から登記手続の

委任を受けて登記申請をする場合といってもこれを受け付けた担当登記官がその形式

的審査をするにおいて要求される注意義務が軽減されるということができなくて、外国

人・在外国民の登記申請関連規定は被告大韓民国自ら作ったものとしてその関連規定が
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複雑で難解だといっても担当登記官がその関連規定上必ず要求される書類が添付され

なかった本件登記申請を受理した以上その形式的審査をするにおいて要求される注意

義務をつくしたとは考えくいと判断した。 
関連法理と記録に照らして調べれば、原審のこのような判断は正当で納得できて、(…) 
 
上の大法院判決の原審であるソウル高等法院判決の理由から引用された先例 
外国市民権を取得した者が国内に入国しなくて国内所有不動産を処分してそれにとも

なう登記申請行為をする場合に提出しなければならない委任状には本人が作成したこ

とに相違ないという趣旨の公証、すなわち委任状に記載された署名が本人のものである

ことを証明する本国官公庁(その外国官公庁)の証明やこれに関する公証がなければなら

ないのでスウェーデン駐在大韓民国大使館の領事が確認した証明ではこれに代えるこ

とはできない。(登記先例第 8-27 号) 
外国国籍取得者の国内不動産処分等にともなう登記申請時に添付しなければならない

書面である処分委任状にある署名に関して本人が直接作成したという趣旨の証明、住所

証明または居住事実証明、外国国籍取得で氏名が変更された場合、変更前の氏名と変更

後の氏名が同一人であるという証明は本国(国籍取得国)官公庁で発行受けなければなら

ないので、上の証明を大韓民国在外公館で発行受けた場合にはこれを添付して登記申請

をできない。(登記先例第 5-107 号) 
 

V．判決等執行権原による登記申請 
 

1．不動産登記と判決 

不動産登記法 
第 22 条(申請主義) ① 登記は当事者の申請または官公庁の嘱託によりする。ただし、法

律に他の規定がある場合にはそうではない。 
第 23 条(登記申請人) ① 登記は法律に他の規定がない場合には登記権利者と登記義務

者が共同で申請する。 
④ 判決による登記は勝訴した登記権利者または登記義務者が単独で申請する。 
第 65 条(所有権保存登記の申請人) 未登記の土地または建物に関する所有権保存登記は

次の各号のいずれか一つに該当する者が申請することができる。 
2．確定判決によって自らの所有権を証明する者 
 
民法 
第 389 条(強制履行) ① 債務者が任意に債務を履行しない時には債権者はその強制履行

を法院に請求することができる。しかし債務の性質が強制履行をできないものである時

にはそうではない。 
② 前項の債務が法律行為を目的とした時には債務者の意思表示に代える裁判を請求で

きて債務者の一身に専属しない作為を目的とした時には債務者の費用で第三者にこれ

をするようにすることを法院に請求することができる。 
 
民事執行法 
第 263 条(意思表示義務の執行) ① 債務者が権利関係の成立を認諾した時にはその調書

で、意思の陳述を命じた判決が確定した時にはその判決で権利関係の成立を認諾し、ま
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たは意思を述べたものとみなす。 
② 反対義務が履行された後に権利関係の成立を認諾し、または意思を述べるつもりで

ある場合には第 30 条と第 32 条の規定により執行文を出した時にその効力が生じる。 
 

2．法第 23 条第 4 項の判決 ＝ 登記申請意思の表示に代える判決 
 

1) 申請主義(法第 22 条第 1 項) ⇒ 例)所有権保存登記の抹消登記 
－所有権保存登記抹消登記は登記名義人単独申請 
－自己所有ではないことにも被告名義で保存登記 ⇒ 抹消登記手続を履行× 

⇒ 真の所有者が被告名義の保存登記抹消登記手続の履行を訴えで請求 ⇒ “別

紙記載建物に関して○○地方法院○○登記所 20○○.3.17.受付第 3410 号で終え

た所有権保存登記の抹消登記手続を履行しなさい。”という判決 ⇒ 原告が抹消

登記申請 
ソウル高等法院 2009.2.5.宣告 2008나 18811 所有権移転登記抹消登記 2008나 18828 
(併合)仮処分抹消 
主   文 
1．原告の控訴を全部棄却する。 
2．当審において追加された原告の予備的請求により、被告ファン・○○は原告イ・○○

に別紙目録記載各不動産のうち各 1/4 持分に関して、原告イ・○○に同各不動産のうち

各 1/4 持分に関して、仮処分登記の嘱託によって 2005.2.7.○○地方法院○○支院○○

登記所で登記された所有権保存登記の各抹消登記手続を履行して、被告ク・○○、○○

○○セマウル金庫、被告(選定当事者)イ・○○、選定者ヤン・○○、ヒョン・○○は上の

各抹消登記に関して承諾の意志表示をして、選定者ハン・○○は別紙目録第 8 項記載不

動産に関する上の抹消登記に関して承諾の意志表示をして、被告イ・○○は別紙目録第

1 項記載不動産に関する上の抹消登記に関して承諾の意志表示をしなさい。 
3．訴訟総費用はこれを 2 分してその 1 は原告が、残りは被告等および被告(選定当事

者)、選定者等が各負担する。 
 

2) 共同申請主義(法第 23 条第 1 項) 
● “被告は原告に別紙記載各不動産に関して各 2010.2.12.売買を原因とした所有

権移転登記手続を履行しなさい。” 
● “被告は原告に○○市○○面○○里 106 田 1,048 ㎡に関して○○地方法院○

○支院 1996.8.22.受付第 30945 号で終えた所有権移転登記の抹消登記手続を履

行しなさい。” 
 

3．法第 23 条第 4 項の判決が備えなければならない要件 

 
1) 履行判決 

●登記申請手続の履行を命じる履行判決 ⇒ 主文の形態は“○○○登記手続を履

行しなさい”のとおり登記申請意思の陳述を命じること 
●確認判決×、形成判決× ⇒ 共有物分割判決は例外 
－共有物分割判決が確定すれば共有者は各自の取得の部分に対し登記なくとも所

有権取得 ⇒ 原・被告に関係なく共有物分割登記申請○ 
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－主   文 
■1．華城市（ファソンシ）、梅松面（メソンミョン）スッコク里 4○○-1 宅

地 741 ㎡から分割された華城市（ファソンシ）、梅松面（メソンミョン）ス

ッコク里 4○○-1 宅地 558 ㎡は原告○○○の所有で、同里 4○○-15 宅地

18 ㎡は原告△△△の所有で、同里 4○○-14 宅地 165 ㎡は被告の所有とし

て各分割する。 
■2．가．原告○○○に、 
■    被告は華城市（ファソンシ）、梅松面（メソンミョン）スッコク里

4○○-1 宅地 558 ㎡中 224 分の 50 持分に関して、原告△△△はそのうち

の 24 分の 5.44 持分に関して共有物分割を原因とした持分移転登記手続を

各履行して、 
■  나．原告△△△に、 
■    被告は華城市（ファソンシ）、梅松面（メソンミョン）スッコク里

4○○-15 宅地 18 ㎡中 224 分の 50 持分に関して、原告○○○はそのうち

の 224分の 168.56 持分に関して共有物分割を原因とした持分移転登記手続

を各履行して、 
■  다．被告に、 
■    原告○○○は華城市（ファソンシ）、梅松面（メソンミョン）スッ

コク里 4○○-14 対 165 ㎡中 224 分の 168.56 持分に関して、原告△△△は

そのうちの 224 分の 5.44 持分に関して共有物分割を原因とした持分移転登

記手続を各履行しなさい。 
－ cf) 2011두 1917 全員合議体判決 

■共有物に関する現物分割の協議が成立してその合意事項を調書に記載する

ことによって調停が成立したといってもそのような事情だけで裁判による

共有物分割の場合と同じように即時共有関係が消滅して各共有者にその協

議による新しい法律関係が創設されるのではなくて、共有者が協議したこ

とにより土地の分筆手続を終えた後に各単独所有とすることにした部分に

関して他の共有者の共有持分を受け継いで登記を終えることによってはじ

めてその部分に対する対世的権利としての所有権を取得 
 

2) 確定判決(仮執行宣告の可否) 
● 意思の陳述を命じた判決が確定した時にはその判決で意思を述べたとみなす。 

⇒ 確定しない仮執行宣告がついた判決 × 

 
3) 法第 23 条第 4 項の判決に準ずる執行権原 

● 和解調書・認諾調書、和解勧告決定、民事調停調書・調停に代える決定、家事

調停調書・調停に代える決定 ○ 
 

4．登記原因とその年月日 
 

1) 履行判決 
● 原則：判決主文に明示された登記原因とその年月日 
● 例外：判決主文に登記原因とその年月日が明示されていない場合 ⇒ 登記原因

は“確定判決”、その年月日は“判決宣告日” 
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2)形成判決 
●登記原因は“判決で行った形成処分”、その年月日は“判決確定日” 
●共有物分割判決の場合：“共有物分割”、“判決確定日” 
● 詐害行為取消判決の場合：“詐害行為取消”、“判決確定日” 
● 財産分割審判の場合：“財産分割”、“審判確定日” 
● 和解調書等：和解調書・認諾調書、和解勧告決定、民事調停調書・調整に代え

る決定、家事調停調書・調整に代える決定等 ⇒ 登記申請に関する意思表示の

記載があってその内容に登記原因とその年月日の記載がある場合、登記申請書

にはその登記原因とその年月日を記載 ⇒ 登記原因とその年月日の記載がない

場合、登記原因は“和解”、“認諾”、“和解勧告決定”、“調停”または“調整に

代える決定”等、その年月日は“調書記載日”または“決定確定日” 
 

5．判決による登記と執行文 

 
1) 単純履行判決：確定証明書 ○、執行文 × 
 
2) 執行文を必要とする場合 

●先履行判決、償還履行判決、条件(停止条件、不確定期限)付履行判決 ⇒ 確定証

明書○、執行文 ○ 
－ “被告は原告から金 10,000,000 ウォンを支払された後原告に別紙記載不動産

に関して所有権移転登記手続を履行しなさい。” 
－ “被告は原告から金 10,000,000 ウォンを支払されるということと同時に原告

に別紙記載不動産に関して所有権移転登記手続を履行しなさい。” 
－ “訴外甲が原告に金 10,000,000 ウォンを支払しない時には被告は原告に別紙

記載不動産に関して所有権移転登記手続を履行しなさい。” 
 

6．関連判例 

 
1) 大法院 2010.1.28.宣告 2008다 94868 判決[損害賠償(기)] 

ソウル高等法院 2008.11.14.宣告 2008나 5938 損害賠償(기) 
(…)  (2) 被告信用保証基金は 2005.7.18.株式会社○○○電子、クァク・○○、チェ・○

○に貸出元利金 291,609,618 ウォンおよび執行保全費用 2,961,920 ウォン合計

294,571,538 ウォンおよびこれに対する遅延損害金を求める一方、クァク・○○と原告

の間の本件根抵当権設定契約、クァク・○○とカン・○○の間の上の売買契約が詐害行

為であることを理由で上の各契約の取り消しおよび原状回復で本件根抵当権設定登記

とカン・○○名義の各持分移転登記および所有権移転登記の抹消を求める訴えを提起し

て 1 審で勝訴判決を受けた。(…) 
(4 )本件判決に対して株式会社○○○電子、クァク・○○、チェ・○○は控訴しなくて

上の当事者に対しては判決が確定し、原告とカン・○○が 2006.5.30.控訴して(ソウル高

等法院 2006나 45482)控訴審進行中、クァク・○○が下で見るように被告信用保証基金

に上の求償権債務を返済して、2006.11.24.被告信用保証基金の訴え取下げで上の当事者

に対する訴訟は終結した。 
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(…) 
(1) クァク・○○は 2006.11.3.ソウル高等法院で本件判決および更正決定に対する送

達・確定証明書(被告証拠番号Ⅱ第 3 号証)の発給を受けたが、その証明書に事件番号は

‘2005가합 63905 求償権等’、当事者は‘原告信用保証基金、被告クァク・○○’、申

請人は‘被告クァク・○○’と表示し、証明事項で‘上の判決正本が 2006.5.2.付けで相

手方に送達されて上の判決が 2006.5.17.付けで確定した’という内容が記載されてい

た。 
(2) クァク・○○は上の判決確定証明書に基づいて 2006.11.中旬頃被告イム・○○法

務士に本件根抵当権抹消登記および別紙目録記載 3 ないし 6、8 ないし 10 不動産のうち

自身の持分と別紙目録記載 12 不動産に関するカン・○○名義の所有権移転登記抹消登

記申請を依頼し、被告イム・○○は本件根抵当権抹消登記申請書に義務者として原告、

権利者としてクァク・○○を、所有権移転登記抹消登記申請書に義務者としてカン・○

○、権利者としてクァク・○○を各記載して、各登記原因で本件判決の確定を記載した

後 2006.12.4.上の申請書を○○地方法院○○支院○○登記所に提出した。 
 

VI．詐害行為取消等判決と登記 
 

1) 2017.3.9.宣告 2015다 217980 判決〔所有権移転登記〕 
【判決要旨】 
[1] 詐害行為の取消は債権者と受益者の関係で相対的に債務者と受益者の間の法律行為

を無効にするところに終わって債務者と受益者の間の法律関係には影響を及ぼさない

ので、債務者と受益者の間の不動産売買契約が詐害行為で取消になってそれによる原状

回復で受益者名義の所有権移転登記が抹消されて債務者の登記名義が回復しても、その

不動産は取消債権者や民法第 407 条により詐害行為取消と原状回復の効力を受ける債

権者と受益者の間で債務者の責任財産として扱われるだけで、債務者が直接不動産を取

得して権利者になるのではない。 
[2] 債務者が詐害行為取消で登記名義を回復した不動産を第三者に処分してもこれは無

権利者の処分に過ぎなくて効力がないので、債務者から第三者になされた所有権移転登

記やこれに基づいて順になされた所有権移転登記等は全部原因無効の登記として抹消

されなければならない。この場合取消債権者や民法第 407 条により詐害行為取消と原状

回復の効力を受ける債権者は債務者の責任財産として扱われる不動産に対する強制執

行のために原因無効登記の名義人を相手に登記の抹消を請求することができる。 
 

2) ソウル北部地方法院 2012가단 105632 詐害行為取消および配当異議の訴え ⇒ ソ
ウル北部地方法院 2013나 20517 (控訴棄却) ⇒ 大法院 2013다 217078 (審理不続

行上告棄却) 
1．前提事実 
가．従来詐害行為取消訴訟経過および本件被保全債権 

(1) キム・○○は 2010.7.9.自身所有の別紙記載不動産に関して同月 1.売買を原因と

してパク・○○のために所有権移転登記を終え、パク・○○は同年 8.26.チョン・○○の

ために根抵当権設定登記を終えた。 
(2) 原告はこれに対し上の不動産に関して 2010.9.27.所有権移転登記抹消請求権を

被保全権利として、上の根抵当権設定登記に関して 2010.12.24.詐害行為取消による抹

消登記請求権を被保全権利にして各処分禁止仮処分登記を終えた。 
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(3) 原告は以後ソウル中央地方法院 2010 가합 12905 号でキム・○○には金銭支払

を、パク・○○、チョン・○○に対しては上の売買契約が詐害行為という理由で契約取

消および所有権移転登記、根抵当権設定登記の各抹消を求めた。 
(4) 上の法院は 2011.6.15.キム・○○には 3,598,876,197 ウォンと元金に対する遅

延損害金の支払を、パク・、チョン・○○に対しては売買契約取消とともに上の各登記

の抹消を各命じる原告勝訴判決をし、上の判決は 2011.7.13.頃そのまま確定した。 
(5) パク・○○名義の所有権移転登記、チョン・○○名義の根抵当権設定登記は

2011.12.29.上の判決に基づく原告の代位申請により全部抹消され、原告の申請により別

紙記載不動産に関して 2012.1.13.強制競売開始決定がなされた。 
나．キム・○○の処分行為および被告に対する配当等 

(1) キム・○○は債務超過状態で 2012.1.8.被告との間に自身の唯一の住宅である別

紙記載不動産に関して賃貸借保証金 30,000,000 ウォンで賃貸借契約(以下‘本件賃貸借

契約’という)を締結した。 
(2) 被告は契約当日に 1,000,000 ウォンおよび 2012.1.9.に 29,000,000 ウォンを上

の賃貸借契約書上に記載されたキム・○○の娘チェ・○○の口座で各送金し、2012.1.9.
転入届および確定日時まで備え、その頃別紙記載不動産を引き渡された。 

(3) 被告は上の不動産に関する競売手続で鑑定評価額 180,000,000 ウォンである上

の不動産に対する売却許可を受けてその代金を納付した後 2012.7.13.強制競売による売

却を原因として被告名義の所有権移転登記を終えた。 
(4) 競売裁判所は 2012.8.14.実際の配当財産 144,899,912 ウォン中被告に確定日付

付賃借人という理由で 30,000,000 ウォンを、原告には残額 51,281,828 ウォンを各配当

することで配当表を作成し、原告は被告配当額全額に対し異議をした。 
2．判断 
(…) 等に照らしてみれば[厳密は詐害行為の取消判決の効力はその取消債権者と受益者

の間だけで相対的に及ぼすだけなので取消の結果所有名義が受益者から債務者に還元

された場合にも債務者が実体法的にその還元された不動産の所有権または処分権限を

取得するものではないので(大法院 2000.12.8.宣告 98두 11458 判決の趣旨参照)、キム・

○○が別紙記載不動産に関して賃貸借契約を締結する処分権限があるのかも疑問で、進

んで被告は問題になった従前詐害行為以後にキム・○○と本件賃貸借契約を締結するこ

とによって賃貸借保証金返還債権を取得した者に過ぎないので、従前詐害行為の取消債

権者である原告によって競売が開始された本件において民法第 407 条の債権者取消権

行使の効力を受ける債権者の範囲に含まれることができなくて配当に参加する地位に

あることと見るのも難しい(大法院 2003.4.8.宣告 2002 다 68432 判決趣旨参照)]、被告

主張のとおりの事情だけでは悪意推定を翻して被告を善意の受益者と見るのに不足し

て、他に善意を認めるほどの証拠がないので、被告の抗弁は理由がない。 
다．原状回復の方法 
結局本件賃貸借契約は詐害行為として取り消しにならなければならなくて、それに

よる原状回復として本法院が別紙記載不動産に関する強制競売手続で 2012.8.14.作成し

た配当表のうち被告に対する配当額 30,000,000 ウォンを全部削除することに更正して、

削除された配当額を原告に配当し原告に対する配当額 51,281,828 ウォンを 81,281,828
ウォンに更正するということが相当である。 
3．結論 

それなら原告の請求は全部理由があって認容することとして主文のように判決する。 
 
 



韓国／法院公務員教育院／第 16 期不動産登記課程(5・6・7 級、基礎)[7．31．(月)－8．3．(木)] 
「不動産登記実務（総論）2017」 

[司法書士長谷川清仮訳] 
 

 27 / 50 
 
 
 

[仮訳者注：本文中に引用の例規を参考に掲載します。] 
＜資料：掲載例規一覧＞ 
○損害賠償事件に対する事件名表示の区分(裁民 86-5)改正 2016.8.3.[裁判例規第 1594 号、施行 2016.9.1.] 
○登記畢情報がない場合の確認調書等に関する例規 改正 2016.11.17.[登記例規第 1602 号、施行 

2017.1.1.] ＊本文中では、改正前の第 1360 号が引用されているが、ここでは現行のものを掲載しま 
した。 

○登記簿偽造関連業務処理指針 改正 2011.10.11 [登記例規第 1377 号、施行 2011.10.13] 
○学校法人の不動産取得または処分等にともなう登記例規 制定 1997.9.11.[登記例規第 887 号、施行] 
○不動産登記事務の様式に関する例規 改正 2016.11.17.[登記例規第 1603 号、施行 2017.1.1.] 
○外国人および在外国民の国内不動産処分等にともなう登記申請手続 改正2015.1.20.[登記例規第1568

号、施行 2015.1.22.] 
○登記畢情報の作成および通知等に関する業務処理指針 改正 2016.11.17. 

[登記例規第 1604 号、施行 2017.1.1.] 
 
 
○ 損害賠償事件に対する事件名表示の区分(裁民 86-5)改正 2016.8.3. 

[裁判例規第 1594 号、施行 2016.9.1.] 
 
損害賠償事件に対する事件名を一律的に"損害賠償"で表示してきた実務例を変えてその内

容を簡単に把握できるように次の例により損害賠償(자)、(산)、(의)、(환)、(지)、(언)、(건)、

(국)、(기)で区分して表示してください。 

1．損害賠償(자)で表示する事件 

「自動車損害賠償保障法」による自動車・原動機装置自転車・鉄道車両の運行による損害

賠償請求 
2．損害賠償(산)で表示する事件 
勤労者の業務上災害による損害賠償請求 
3．損害賠償(의)で表示する事件 
医療過誤による損害賠償請求 
4．損害賠償(환)で表示する事件 
公害(土地汚染、水質汚染、空気汚染、騒音等)、その他の環境汚染または毀損による損害賠

償請求 
5．損害賠償(지)で表示する事件 
知識財産権(特許権、実用新案権、デザイン権、商標権、品種保護権および著作権等)の侵害

による損害賠償請求 
6．損害賠償(언)で表示する事件 
言論報道による損害賠償請求 
7．損害賠償(건)で表示する事件 
建設・建築関連損害賠償請求 
8．損害賠償(국)で表示する事件 
国家または地方自治体を相手とする損害賠償請求 
9.損害賠償(기)で表示する事件 
上の各項のいずれか一つに該当しない損害賠償請求 
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附属規定 
この例規は 1989.10.1.から施行する。 
附属規定 
この例規は 1992.7.15.から施行する。 
附属規定(1998.01.23 第 577 号) 
この例規は 1998.3.1.から施行する。 
附属規定(2016.08.03 第 1594 号) 
第 1 条(施行日)この例規は 2016 年 9 月 1 日から施行する。 
第 2 条(他の例規の改正) 「専門裁判所の構成および運営等に関する例規」の別表のうち“損

害賠償(공)”を“損害賠償(환)”とする。 
 
 
○ 登記畢情報がない場合の確認調書等に関する例規改正 2016.11.17. 

[登記例規第 1602 号、施行 2017.1.1.] 
 
1．目的 
この例規は「不動産登記法」第 51 条および「不動産登記規則」第 111 条により登記官が

登記記録上登記義務者または、その法定代理人(以下“登記義務者等”という)本人であるこ

とを確認して確認調書を作成する場合と資格者代理人が登記義務者等を確認して確認書面

を作成する場合の業務処理に関する具体的な事項を規定することを目的とする。 
2．登記官が確認調書を作成する場合 
가．確認の対象 

(1)登記官は出席した者が登記義務者等であることを確認して「不動産登記事務の様式

に関する例規」別紙第 30 号様式[仮訳者注：末尾資料参照。] により調書を作成しなければな

らない。登記義務者の法定代理人を確認したとすれば調書の[登記義務者]欄に法定代理人

であることを表示する。 
(2)登記義務者が法人である場合には出席した者が法人の代表者であることを、法人で

ない社団や財団である場合には代表者または管理人であることを確認して、上の例規別紙

第 30-1 号様式[仮訳者注：末尾資料参照。] により調書を作成しなければならない。共同代表

の場合には各共同代表者別に確認調書を作成する。 
나．確認の方法 

(1)登記官は住民登録証、外国人登録証、国内居所申告証、パスポートまたは国内運転

免許証(以下“身分証”という)により本人の有無を確認しなければならない。身分証が古く

なった場合や古いなどの事情で本人可否を判断しにくい場合、登記官は身分証を再発行受

けて提出するようにし、または他の種類の身分証を提出することを要求することができる。 
(2)登記官は確認調書の[本人確認情報]欄に確認した身分証の種類を記載して、その身

分証の写本を調書に添付しなければならない。 
(3)身分証だけで本人確認が充分でない場合、登記官は可能な色々な方法を通じて本人

の有無を確認できて、必要な場合、身分証を補完できる情報(例示：印鑑証明等)の提出を要

求することができる。 
(4)身分証以外の情報を提供された場合、これを身分証の写本と共に調書に添付して、

その情報の種類を[本人確認情報]欄に追加記載する。 
다．登記義務者などの筆跡記載 

(1)登記官は登記義務者等をして確認調書の[筆跡記載]欄に例示文のような内容および
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本人の氏名を本人筆跡で記載するようにする。 
(2)筆跡を記載することのできない特別な事情がある場合(両腕がない場合等)筆跡記載

を省略して登記官はそのような趣旨を[備考]欄に記載する。 
3．資格者代理人が確認書面を作成する場合 
가．資格者代理人は直接委任者と面談して委任者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。登記義務者が個人である場合には別紙第 1 号様

式によるものの、登記義務者の法定代理人を確認した時には登記義務者蘭に登記義務者の

法定代理人であることを表示して、法人または、法人でない社団・財団の場合には別紙第

2 号様式による。 
나．[特記事項]欄には登記義務者等と面談した日時、場所、当時の状況その他の特殊な事

情を記載する。 
(例示) ○○○○. ○○. ○○.午後三時頃江南区（カンナムグ）、逸院洞（イルォンドン）所

在○○病院○○号室に訪ねて行って入院中である登記義務者と面談して本人であることを

確認する。患者の服を着ており婦人と軍服を着た息子が一緒にいた 
다．[右拇印]欄には登記義務者等の右拇印をとるようにするものの資格者代理人は拇印

が鮮明に現出されたのか確認しなければならなくて、拇印が鮮明に現出されなかった場合、

再びとるようにしてこれを全部確認書面に残しておく。右拇印をとることが不可能な特別

な事情(親指の切断等)がある場合、左拇印をとるようにするものの、[特記事項]欄に左拇印

をとった旨と具体的理由を記載する。万一、右拇印と左拇印を全部とることができない特

別な事情がある場合、捺印を省略して、[特記事項]欄に捺印を省略することになった旨と

具体的理由を記載する。 
(例示)両腕が皆なくて拇印をとることができなく、住民登録証で本人であることを明確に

確認した 
라．その他に確認の対象と方法および筆跡記載に関する事項は性質に反しない範囲で上

の 2．を準用する。 
4．外国人および在外国民の処分委任による登記手続において登記畢情報がない場合 
登記例規である「外国人および在外国民の国内不動産処分等による登記申請手続」[仮訳者

注：末尾資料参照。] で定めた手続により国内不動産を処分して登記申請をする場合、登記畢

情報がない時にはその処分権限一切を授ける内容の委任状(在外国民の場合にはその委任

状に印鑑もとらなければならない) には “登記畢情報がない” 等の旨も記載して公証人

の公証(在外国民の場合には在外公館の公証も可能) を受けて登記畢情報の代わりにその

委任状を提出しなければならない。 
 
附属規定 
この例規は 1997.1.1.から施行する。 
附属規定(2011.10.11.第 1360 号) 
この例規は 2011 年 10 月 13 日から施行する。 
附属規定(2016.11.17.第 1602 号) 
この例規は 2017 年 1 月 1 日から施行する。 
 
別紙第 1 号様式 
別紙第 2 号様式 
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別紙第 1 号様式 

確 認 書 面 

登記する不動産の表示 

登記義務者 

氏 名  登記の目的 

住 所  

 

住民登録番号  

本人確認 

情 報 

住民登録証、外国人登録証、国内居所申告証、パスポート、運転免許証、そ

の他(   ) 

特記事項  

筆跡記載 

本人は上の登記義務者と同一人であることを確認します 氏名 

  

右拇印  

 

上の本人確認情報により登記義務者等本人であることを確認して「不動産登記規則 

第第111条第3項の規定によりこの書面を作成しました。 

 

年   月   日 

 

弁護士・法務士                    (印) 
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別紙第 2 号様式 

確認書面（法人） 

登記する不動産の表示 

登 記 

義務者 

商号 ( 名称 )  登記の目的 

登 録 番 号  

 

代表資格および 

氏 名 
 

住民登録番号  

住 所  

本人確認 

情報 
住民登録証、外国人登録証、国内居所申告証、パスポート、運転免許証、その他(   ) 

特記事項  

筆跡記載 

本人は上の登記義務者と同一人であることを確認します 성 명 

  

右拇印  

 

上の本人確認情報により登記義務者の代表者であることを確認して「不動産登記規則」第111条 

第3項の規定によりこの書面を作成しました。 

年  月  日 

弁護士・法務士                          (印) 
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○ 登記簿偽造関連業務処理指針改正 2011.10.11 
 [登記例規第 1377 号、施行 2011.10.13] 

 
第 1 条(目的) 

登記簿の偽造および偽造文書を添付した登記申請によって登記されることを防止する

ことによって登記簿の公示的機能を充実しているために上のような登記の事前防止のため

の注意事項と発見時の処理手続を規定することを目的とする。 
第 2 条(登記簿偽造の有無確認) 

登記官は登記簿の偽造方法が多様で非常に精巧だという点を勘案して該当登記簿の記

載方式が次の各号に該当する場合など既存登記簿と違った点があるのかどうかを注意深く

見回して偽造登記簿による登記がなされることが無いようにする。 
1．ゴム印押捺など通常の記載文字と違うように記載された場合 
2．当該登記所の登記官または、従来登記官の校合印なのかどうかが不明であるか判読が

不可である場合 
3．受付番号または、順位番号の顕著な差がある場合 

第 3 条(偽造登記簿を発見した場合、処理) 
上のように勤めて偽造登記簿を発見した場合には次の手続によって業務を処理する。 

① 偽造登記簿を発見した登記課・所長は同一不動産に対する登記業務一切を中断するよ

うに措置した後登記簿謄本を添付して遅滞なく法院行政処長に報告しなければならない。 
② 第 1 項の場合、登記課・所長は関連捜査機関に告発措置して、所有権に対する登記の

偽造がある場合にはその趣旨を台帳所管庁にも通知して台帳に登録されないようにし

てすでに登録されたとすれば上の偽造登記の抹消通知がある時まで台帳謄本発行を中

断するように協力要請する。 
③ 登記官は第 1 項の登記が偽造であることが明白な時には登記上利害関係人がなければ

偽造登記名義人に通知する必要なく職権抹消して、登記上利害関係人がある場合にはそ

の第三者にだけ通知して、異議がある時にはこれを却下して職権抹消する( 「不動産登

記法」第 29 条第 2 号、第 58 条)。 
④ 第 3 項のように偽造登記を抹消した場合、登記課・所長は抹消した登記事項証明書を

添付して遅滞なく法院行政処長に報告する。 
この場合所有権に関する偽造登記を抹消した場合には台帳所管庁にこれを通知して台

帳を整理するようにする。 
⑤ 捜査機関に告発措置およびこれに対する処分の通知がある時にはこれを法院行政処長

に報告する。 
第 4 条(添付書面を偽造した登記申請がある場合) 
① 登記官は登記申請書を調査するにあって登記官の審査権範囲内で添付書面の真偽の有

無を慎重に判断して偽造文書などに基づいている登記がなされることが無いようにす

る。 
特に土地に対し登記畢情報または、登記畢証を添付しなくて所有権移転、権利の更正、

根抵当権設定登記を申請する場合など特別な事情がある時には偽造の有無に対する強い

疑いを持って次の各号を参考にして登記申請書および添付書面を徹底的に調査して上の

ような登記が発生しないように細心の注意と努力をする。 
1．印鑑証明書の正常発行および委任状に捺印した印影と同一なのか可否 
2．各種謄・抄本・諸証明・第三者の許可・同意書の正常発行の有無 
3．登記畢証の受付日および官印の同一性の有無 
4．宗中など非法人社（財）団の定款および議事録の正常作成有無 
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5．削除(2007.6.25.第 1193 号) 
② 登記申請書の調査時添付書面が偽造文書と疑問になる場合には申請人または、代理人

に知らせてその真偽の有無を確認して処理して偽造文書であることが確実な場合には捜

査機関に告発措置して前条第 5 項の例によって報告する。 
第 5 条(添付書面を偽造して登記がなされた場合) 
① 登記された事項が偽造された添付文書(公文書に限る)によってなされた事実が発行機

関への照会等を通して確認された場合、登記官は登記記録表題部の左側上段に偽造され

た文書によって登記された事項があるという趣旨を付記することもある。 
付記した内容は判決による偽造された登記の抹消申請があり、または利害関係人が釈

明する資料を提出して削除を要請した場合、登記官はこれを削除することができる。 
② 第 1 項の場合、登記官はこのような事実を登記記録上前所有名義人(所有権移転の登記

になった場合)または、現所有名義人(所有権以外の権利が登記された場合)等その他利害

関係人に別紙様式によって通知しなければならない。 
通知を受ける者の住所が不明な場合(所在不明で返送された場合も含む)には通知をす

ることができないことがあって、通知しなければならない者が多数である場合にはその

うちの 1 人に通知することができる。 
③ 第 1 項の場合、登記課・所長は捜査機関に捜査を依頼して事件の経緯を法院行政処長

に報告しなければならない。 
 
附属規定(2007.01.15.第 1161 号) 

この例規は 2007.1.22.から施行する。 
附属規定(2011.10.11.第 1377 号) 

この例規は 2011 年 10 月 13 日から施行する。 
 
[別紙]通知書偽造された文書で登記された事実通知書 
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[別紙]通知書 
 

偽造された文書で登記された事実通知書 
 
 
1．不動産の表示 

[土地] ソウル特別市瑞草区（ソチョグ）、瑞草洞（ソチョドン）○○○ 
 
 
2．登記内容 

甲区順位番号○番の○○を登記原因とした受付番号第○○号(○○年○月○日受付)の所

有権移転登記 
 
 
 
上の登記内容は偽造された文書によって登記されたと判断されますゆえ、貴下の権利を保

全するための適切な措置を取るよう願います。 
 
 

○○年○月○日 
 
 
 

○ ○ 法院  ○ ○ 登記所 

 
登記官 ○ ○ ○ (印) 

 
 
 
 
 

○ ○ ○ 貴下 

○○市○○区○○洞○○番地 
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○ 学校法人の不動産取得または処分等にともなう登記例規 制定 1997.9.11. 
[登記例規第 887 号、施行] 

 
第 1 条(目的) 

この例規は私立学校法による学校法人が不動産を取得し、または処分することにともな

う登記事務に関する細部事項を定めることを目的とする。 
第 2 条(不動産の取得) 

学校法人が売買、贈与、遺贈、その他の原因で不動産を取得して学校法人名義での所有

権移転登記を申請する場合にはその登記申請書に監督官庁の許可を証明する書面を添

付する必要がない。 
第 3 条(不動産の処分等) 

①学校法人がその所有名義の不動産に関して売買、贈与、交換、それ以外の処分行為を

原因とした所有権移転登記を申請し、または根抵当権等の制限物権または賃借権の設定

登記を申請する場合にはその登記申請書に監督官庁の許可を証明する書面を添付しな

ければならない。 
②学校法人に信託した不動産であってもその信託解約による所有権移転登記を申請す

る場合には監督官庁の許可を証明する書面を添付しなければならない。 
③学校法人が共有者のうち 1 人である不動産に関して共有物分割登記を申請する場合に

も監督官庁の許可を証明する書面を添付しなければならない。 
第 4 条(時効取得、競落の場合) 

①学校法人所有名義の不動産に関して時効取得を原因とした所有権移転登記申請また

は競落を原因とした所有権移転登記嘱託および所有権移転の請求権保全の仮登記申請

をする場合には監督官庁の許可を証明する書面を添付する必要がない。 
②学校法人所有名義の不動産に関して契約の取消または解除(ただし、合意解除の場合は

除外)を原因とした所有権移転登記抹消または真正な登記名義の回復を原因とした所有

権移転登記を申請する場合にも第 1 項と同じである。 
第 5 条(私立学校経営者個人所有名義の不動産) 

①私立学校(特殊学校、幼稚園等を含む)の基本財産に編入されて学校教育に直接使われ

る不動産はそれが学校法人でない私立学校経営者個人所有といってもこれを売り渡し、

または担保に提供できない。(私立学校法第 51 条、第 28 条第 2 項) 
②登記申請書に添付された土地台帳または建築物台帳等によって当該不動産が学校教

育に直接使われる不動産であることを知ることができる場合(公簿上登記の目的物であ

る建物の用途が幼稚園になっている場合等)にはその所有者が私立学校法上私立学校経

営者ではない時に限ってその不動産の処分による所有権移転登記申請または抵当権設

定登記申請等を受理しなければならない。 
 
附則 
(他の例規の廃止)学校法人の基本財産に対する他人の時効取得と監督庁の許可(登記例規

第 321 号、例規集 95 項)、学校法人基本財産の時効取得と私立学校法第 28 条の抵触の有

無(登記例規第 301 号、例規集 96 項)、学校法人の基本財産となった受託(名義信託)財産の

還元と主務官庁の許可(登記例規第 206 号、例規集 97 項)、学校経営者個人名義の私立学校

基本財産の処分(登記例規第 235 号、例規集 98 項)、学校法人の基本財産取得時監督庁の許

可書添付の有無(登記例規第 553 号、例規集 99 項)、共有物分割と私立学校法第 28 条第 1
項の許可の有無(登記例規第 366 号、例規集 100 項)、私人所有名義幼稚園建物に対する売

買等(登記例規第 827 号、例規集 102 項)を各廃止する。 
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○ 不動産登記事務の様式に関する例規 改正 2016.11.17. 
[登記例規第 1603 号、施行 2017.1.1.] 

 
第 1 条(目的) 

この例規は「不動産登記規則」(以下"規則"という)第 166 条の規定によって「不動産登記

法」(以下“法”という)および規則の施行に必要な文書の様式を定めることによって不動

産登記事務の業務統一と事務処理の効率化を期することを目的とする。 
第 2 条(文書の養殖) 

法および規則の施行に必要な文書の様式目録は別表のとおりであり、その様式は別紙第

1 号から第 38 号までのとおりとする。 
附則 
この例規は 1997 年 1 月 1 日から施行する。 
附則(1998.12.23.第 959 号) 
この例規は 1997 年 1 月 1 日から施行する。 
附則(1999.03.29.第 969 号) 
(経過措置)従来様式で印刷された用紙はそのまま使うことができる。ただし、申請人が住

民登録番号および住所を併記するようにしなければならない。 
附則(1999.06.10.第 973 号) 
この例規は 1999 年 7 月 1 日から施行する。 
附則(2000.12.21.第 1002 号) 
(施行日)この例規は 2001.1.1.から施行する。 
附則(2011.10.11.第 1338 号) 
第 1 条(施行日)この例規は 2011 年 10 月 13 日から施行する。 
第 2 条(経過規定)従来例規により印刷された用紙のうち第 22 号、第 26 号、第 31 条、第

32 条、第 34 号、第 36 号、第 37 号様式はその用紙が消耗する時までそのまま使うことが

できる。 
 
附則(2014.05.16.第 1519 号) 
この例規は 2014 年 6 月 1 日から施行する。 
附則(2014.10.21.第 1531 号) 
この例規は 2014 年 11 月 21 日から施行する。 
附則(2015.02.16.第 1572 号) 
この例規は 2015 年 3 月 30 日から施行する。ただし、法院行政処長が指定する登記所に対

しては施行日以前に改正例規を適用することができる。 
附則(2016.11.17.第 1603 号) 
この例規は 2017 年 1 月 1 日から施行する。 
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[別紙第 30 号様式] (規則第 111 条第 1 項) 
 

確 認 調 書 
 
1．登記する不動産の表示 
 
2．登記義務者 
  氏    名： 
  住民登録番号： 
  住    所： 
 
3．申請書 受付：    年  月  日  第      号 
 
4．登記の 目的： 
 
5．本人確認情報： 住民登録証、外国人登録証、国内居所申告証、パスポート、運転免許   
          証、その他（         ） 
6．筆跡記載 
 
例 示 文 本人は上の登記義務者と同一人であることを確認する 氏  名 
本人筆跡   

 
7．備考 
 
 上の本人確認情報により登記義務者等本人であることを確認して「不動産登記規則」第

111 条第 1 項の規定により調書を作成する。 
 

年    月    日 
 
 

地法法院       登記所 
 

登記官      （印） 
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[別紙第 30-1 号様式] (規則第 111 条第 1 項) 
 

確 認 調 書 (法人) 
 
1．登記する不動産の表示 
 
2．登記義務者 
  商 号（名 称）： 
  登 録 番 号： 
  代表資格及び氏名： 
  住      所 
 
3．申請書 受付：    年  月  日  第      号 
 
4．登記の 目的： 
 
5．本人確認情報： 住民登録証、外国人登録証、国内居所申告証、パスポート、運転免許   
          証、その他（         ） 
6．筆跡記載 
 
例 示 文 本人は上の登記義務者と同一人であることを確認する 氏  名 
本人筆跡   

 
7．備考 
 
 上の本人確認情報により登記義務者の代表者であることを確認して「不動産登記規則」

第 111 条第 1 項の規定により調書を作成する。 
 

年    月    日 
 
 

地法法院       登記所 
 

登記官      （印） 
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○ 外国人および在外国民の国内不動産処分等にともなう登記申請手続  
改正 2015.1.20.[登記例規第 1568 号、施行 2015.1.22.] 

 
1．外国人 
大韓民国の国籍を保有していない者をいう。 
가．処分 

(1)外国人が入国しないで国内不動産を処分する場合の申請書に添付する書面(一般的

に登記申請に必要な書面は除く。以下同じ。) 
(가)処分委任状 

①委任状の様式は特に規定されたものはないが処分対象の不動産と受任者が具

体的に特定されるように記載しなければならない。 
②委任しようとする法律行為の種類と委任趣旨(処分権限一切を授けるという

等)が記載されなければならない。 
(나)印鑑証明 

①印鑑証明の捺印制度がない外国人は委任状にある署名に関して本人が直接作

成したという旨の本国官公庁の証明やこれに関する公証がなければならない。 
②印鑑証明の捺印制度がある外国人(日本人、台湾人)は委任状に捺印した印鑑

と同じ印鑑に関してその官公庁が発行した印鑑証明がなければならない。 
(다)住所を証明する書面 

①本国官公庁の住所証明書または居住事実証明書(例えば、日本、ドイツ、フラ

ンス、台湾等の場合)を添付しなければならない。 
②本国に住所証明書または居住事実証明書を発行する機関がない場合(例えば、

アメリカ、英国等の場合)には住所を公証した書面を添付しなければならない。ただしこの

場合にも住所証明書に代ることができる証明書(例えば、運転免許証または身分証等)を本

国官公庁で発行する場合、管轄登記所の登記官にその証明書および原本と同一である旨を

記載した写本を提出して原本と同一であることを確認受けた時または、その証明書の写本

に原本と同一であるという旨を記載してそれに対して本国官公庁の証明や公証人の公証ま

たは外国駐在韓国大使館や領事館の確認を受けた時にはその証明書の写本で住所を証明す

る書面に代えることができる。 
(라)外国国籍取得で氏名が変更された場合 

変更前の氏名(登記簿上氏名)と変更後の氏名が同一人という本国官公庁の証明または公証

がなければならない。 
(마)翻訳文 

申請書に添付された書類が外国語になっていれば全部翻訳文を添付しなければならない。 
(2)外国人が入国して国内不動産を処分する場合 

添付書面は上の(1)の場合と同じである。 
ただし、 

(가)住所証明は外国人登録事実証明または国内居所申告をした外国国籍同胞の場合

には国内居所申告事実証明(在外同胞の出入国と法的地位に関する法律第 7 条第 5 項の規

定による国内居所申告事実証明をいう。以下同じ。) でも可能である。 
(나)捺印制度がない外国人の印鑑証明に関しては申請書または委任状等にある署名

が本人のものであることを証明する駐韓本国大使館や領事館の確認書面でも可能で、出入

国管理法によって外国人登録をした者は印鑑証明法による印鑑証明の発給を受けて提出す

ることができる(印鑑証明法第 3 条第 3 項)。 
(3)受任者の申請 
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(가)受任者は彼が本人(外国人)の代理人であることを顕名して代理人資格で直接申

請することや法務士等にその申請を委任することができる。この時受任者の印鑑証明を提

出しなければならない。 
(나)原因証書も受任者が本人のためのものであることを表示して代理人資格で作成

する。 
나．取得 

(1)外国人不動産登記用登録番号を与えられなければならない。ただし、国内居所申告

をした外国国籍同胞の場合には国内居所申告番号(在外同胞の出入国と法的地位に関する

法律第 7 条第 1 項による国内居所申告番号をいう。以下同じ。) でこれに対し代えること

ができる。外国人のその登録番号付与申請は滞在地出入国管理事務所長または出入国管理

事務所出張所長にする。ただし国内に滞在地がない場合には大法院所在地出入国管理事務

所長または出入国管理事務所出張所長にこれをする （「不動産登記法」第 49 条第 1 項第

4 号）。 
(2)土地取得許可証等の添付 

(가)契約を原因として土地を取得する場合「外国人土地法」第 4 条第 2 項各号の

1(「在外同胞の出入国と法的地位に関する法律」によって国内居所申告をした外国国籍同

胞に対しては同項第 1 号)に該当する時には市長・郡守・区庁長の土地取得許可証を添付し

なければならない。ただし、上の各号の 1 に該当しない時にはこれを釈明するために土地

利用計画確認書を添付しなければならない。 
(나) 「国土の計画および利用に関する法律」第 118 条により土地取引契約許可証を

添付した場合には上の(가)の土地取得許可証は添付しない。 
(3)住所証明は上の処分時に添付する書面と同じである[가(1)(다)、(2)(가)参照]。 
 
2．在外国民 
大韓民国の国民であって外国の永住権(永住権)を取得した者または永住する目的で外国に

居住している者を意味する。 
가．処分 

(1)在外国民が帰国しないで国内不動産を処分する場合、申請書に添付する書面 
(가)処分委任状 

上の外国人と同じである。 
(나)印鑑証明 

その委任状につけられた印影が本人のものであることを証明するために本人の印鑑証明

(我が国の印鑑証明)を提出しなければならない。この時その登記原因が売買である場合に

は不動産買受者欄に買受者の氏名・住所(法人である場合には法人名と主たる事務所の所在

地)および住民登録番号を記載した不動産売渡用印鑑証明書を提出しなければならない

(「印鑑証明法施行令」第 13 条第 3 項参照)。 
(다)住所を証明する書面 

外国駐在韓国大使館または領事館で発行する在外国民居住事実証明または在外国民登録簿

謄本を添付しなければならない。ただし駐在国に本国大使館等がなくてそのような証明の

発給を受けることができない時には住所を公証した書面で代えることができる。 
(2)在外国民が帰国して国内不動産を処分する場合 

添付書面は上の(1)の場合と同じである。ただし、住所を証明する書面は住民登録謄・抄本

(「住民登録法」第 10 条の 2 第 1 項の規定による在外国民申告をした場合に限る)でも可能

である。 
(3)受任者の申請 
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外国人と同じである。 
나．取得 

(1)住所を証明する書面 
上の処分に関して説明したことと同じである[2가(1)の(다)、(2)参照]。 

(2)不動産登記用登録番号 
在外国民が登記権利者(取得、相続等)として申請する時に住民登録番号がない場合には大

法院所在地管轄登記所(現在のソウル中央地方法院登記局)で不動産登記用登録番号を与え

られなければならない。しかし従来に住民登録番号を与えられ、または「住民登録法」第

10 条の 2 第 1 項による在外国民申告をして住民登録番号を与えられた場合にはそうでは

ない。 
다．相続にあっての特例 

在外国民の相続財産の協議分割時の印鑑証明は相続財産協議分割書上の署名または捺印が

本人のものであることを証明する在外公館の確認書または、これに関する公正証書で代え

ることができる。 
 
附則(2009.04.10.第 1282 号) 
この例規は 2009 年 6 月 27 日から施行する。 
附則(2011.10.11.第 1393 号) 
この例規は 2011 年 10 月 13 日から施行する。 
附則(2015.1.20.第 1568 号) 
第 1 条(施行日)この例規は 2015 年 1 月 22 から施行する。 
第 2 条(経過措置)「在外同胞の出入国と法的地位に関する法律」により国内居所申告をし

た在外国民は 2016 年 6 月 30 日まで住所を証明する書面で国内居所申告事実証明を提出

することができる。 
 
 
○ 登記畢情報の作成および通知等に関する業務処理指針 改正 2016.11.17. 

[登記例規第 1604 号、施行 2017.1.1.] 
 
1．目的 

この例規は登記畢情報の作成、通知等を規定している「不動産登記規則」第 106 条か

ら第 111 条までの施行に必要な事項を規定することを目的とする。 
2．登記畢情報の作成 

登記官が登記権利者の申請によって次の各号中いずれか一つの登記をする時には登

記畢情報を作成しなければならない。その以外の登記をする時には登記畢情報を作成し

ない。 
(1)「不動産登記法」第 3 条その他法令で登記できる権利と規定している権利を保存、設

定、移転する登記をする場合 
(2) 上記(1)の権利の設定または移転の請求権保全のための仮登記をする場合 
(3) 権利者を追加する更正または変更登記(甲単独所有を甲、乙共有に更正する場合や

合有者が追加される合有名義人表示変更登記等)をする場合 
3．登記畢情報の記載事項と構成 
가．登記畢情報の記載事項は登記畢情報には権利者、(住民)記録番号、不動産固有番号、

不動産所在、受付日付、受付番号、登記目的、一連番号およびパスワードを記載する。 
나．登記畢情報の構成等起筆情報の一連番号は英文またはアラビア数字を組み合わせた



韓国／法院公務員教育院／第 16 期不動産登記課程(5・6・7 級、基礎)[7．31．(月)－8．3．(木)] 
「不動産登記実務（総論）2017」 

[司法書士長谷川清仮訳] 
 

 42 / 50 
 
 
 

12 個で構成してパスワードは 50 個を付与する。 
4．登記畢情報の作成方法 
가．一般申請の場合、登記畢情報は不動産および登記名義人になった申請人別に作成す

るものの、登記申請書の受付年月日および受付番号が同じ場合には不動産が異なって

も登記名義人別に作成することができる。したがって登記名義人が申請しなかった次

に各号の登記中いずれか一つの登記をする場合には登記名義人のための登記畢情報

を作成しない。 
(1)債権者代位による登記 
(2)登記官の職権による保存登記 
(3)勝訴した登記義務者の申請による登記 
나．官公庁嘱託の場合、官公庁が登記を嘱託した場合には登記畢情報を作成しない。た

だし、官公庁が登記権利者のために登記を嘱託する場合にはそうでない。 
5．登記畢情報の通知方法 
가．電子申請の場合 

(1) 当事者が直接申請した場合、登記権利者は次の順序により登記畢情報を受信する。 
(가) インターネット登記所に接続してインターネット登記電子申請メニューで申

請内訳照会を選択して、個人公認証明書(以下"公認証明書"という)情報と使用者

記録番号を入力して使用者認証を受ける。 
(나) 申請内訳を問い合わせて処理状態が登記完了で記録されている事件を表示し

た後に登記畢情報を伝送される(登記畢情報は 3 回に限って伝送されることが

できる)。同じ登記申請事件で数人が権利者と表示されている場合、他の人に関

する登記畢情報を伝送されることはできない。 
(다) 転送された登記畢情報を確認するためには登記権利者の公認認証書情報を入

力しなければならない。 
(2) 代理人が申請した場合、電子申請を代理人に委任した場合登記畢情報を権利者自

身が直接伝送されることができなくて、代理人が上記(1)の(가)、(나)の手続きによっ

て登記畢情報を伝送された後に登記権利者にそのファイルを電子メールで送信す

る等して直接伝達する。ただし権利者が登記申請を代理人に委任して登記畢情報の

受領およびその確認に関する一切の権限を付与した場合には代理人が直接自身の

公認証明書情報を入力して伝送された登記畢情報を確認でき、これを書面に出力し

て登記権利者に交付することができる。 
(3) 電子嘱託の場合、官公庁が登記権利者のために所有権移転登記を電子嘱託した時

には登記畢情報通知書を出力して官公庁に直接交付または送達できて、この場合官

公庁は密封された登記畢情報通知書をはがさないままそのまま登記権利者に交付

する。 
나．書面申請の場合 

登記畢情報通知書を交付してもらおうとする者は身分証(法務士または弁護士の事

務員は事務員証)を提示しなければならなくて、交付担当公務員は下記のような方法で

登記畢情報通知書を出力して交付する。 
(1) 登記畢情報通知書の出力・管理 

(가) 電算情報処理組織上登記畢情報管理機能を選択して登記畢情報交付対象を確

認する。 
(나) 交付対象者のうち特定登記名義人を選択して登記畢情報通知書を出力し、ま

たは一括して出力する。 
(다) 出力された登記畢情報通知書の記載事項のうち一連番号およびパスワードが
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見られないようにその記載された部分にはステッカーを付着する。 
(2) 登記畢情報通知書の交付方法 

(가) (削除 2014.04.09 第 1513 号) 
(나) 電子パッドにライトペンを利用して受領人の署名(以下"デジタル署名"とい

う)を受けて交付する方法 
1) 上記(1)の方法で登記畢情報通知書を出力・管理するものの、登記畢情報通知

書右側上段にバーコードを生成して出力する。 
2) 交付担当公務員は交付する登記畢情報通知書をバーコートリーダー機などを

利用して確認しなければならない。 
3) 申請人本人または、代理人、代理人である法務士または弁護士の事務員はデ

ジタル署名をした後に登記畢情報通知書を交付してもらわなければならない。 
4) 受領人は本人の氏名を第三者が調べてみられるように書かなければならなく

て、交付担当公務員は受領人の氏名を第三者が調べてみにくいと認める場合に

は再び署名することを要請することができる。 
5) 登記所に停電、コンピュータ・ネットワークき損、電算システム障害などで

不動産登記システムの正常な作動が不可能な場合や電子署名装置のエラーでデ

ジタル署名をできない場合には別紙第 5 号様式の"登記畢情報通知書および登

記原因証書受領簿"に受領人の捺印または署名を受けて登記畢情報通知書を交

付することができる。"登記畢情報通知書および登記原因証書受領簿"は別途に

編綴して 5 年間保存しなければならない。 
(3) 郵便による送付 

(가) 申請人が登記畢情報通知書を郵便で送付受けようとする場合には登記申請書

とともに受信人欄が記載された封筒に登記取扱郵便または特急取扱郵便(速達)
料金に相応する切手をはってこれを提出しなければならない。 

(나) 上記(가)の場合に登記畢情報通知書交付担当者は登記事件が処理された即時

登記畢情報通知書を受信人に発送して、不動産登記受付帳の受領人欄に"郵送"
と記載した後その領収書は"郵便物受領証綴"に添付して保管しなければならな

い。この"郵便物受領証綴"は 1 年間保存する。 
(4) 登記畢情報通知書は 1 回に限って交付する。 

5-1．登記畢情報の一連番号とパスワード(以下“一連番号等”という)追加付与および通知

書交付 
가．一連番号など追加付与 

(1) 一つの登記畢情報で同時にまたは次々と登記申請をしなければならない予定事

件の数が 50 件を超過する場合、登記名義人は登記申請予定事件の数を釈明する書

面を添付した別紙第 3 号様式によって一連番号等を追加付与することを登記申請と

同時にまたは事後に申請することができる。ただし、事後に申請する場合には交付

(受信)受けた登記畢情報および登記完了通知書を申請書とともに提出しなければな

らない。 
(2) 登記官は上の申請書を審査した後に必要性が認められる場合には電算情報処理

組織を利用して登記申請予定事件の数を基準として 50 件を超過するたびに 1 個の

一連番号と各 50 個のパスワードを追加付与する。 
나．一連番号等追加付与通知書交付 

(1) 登記畢情報通知書交付担当者は上記가．(2)の規定により追加付与された一連番号

等が表示された別紙第 4 号様式の通知書を出力して登記畢情報および登記完了通知

書とともに交付する。 
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(2) 一連番号など追加付与通知書交付手続は 5．나．(3)から(8)までの規定を準用す

る。ただし、(3)から(8)まで中"登記畢情報通知書"は"一連番号等追加付与通知書"と、

(4)中"不動産登記申請書受付帳"および(7)中"不動産登記受付帳"は"一連番号等追加

付与申請書"とみなす。 
[仮訳者注：「5．나．(3)から(8)」とあるが、(5)から(8)はない。] 

6．登記畢情報の提供方法 
가．電子申請の場合申請人が登記畢情報を入力する画面で一連番号と任意に選択したパ

スワードを入力する。ただし、一度使ったパスワードは 50 個のパスワードを全部使

った後でなければ使用できない。 
나．書面申請の場合申請人が一連番号とパスワードを申請書に記載する。パスワードの

使用の方法は電子申請の場合と同じだ。 
7．登記畢情報の失効申請 

トン起筆情報の失効申請は電算情報処理組織を利用し、または登記所を訪問してする

ことができる。 
가．電算情報処理組織を利用した申請による失効、登記畢情報を付与された者がインタ

ーネット登記所に接続してインターネット登記電子申請を選択した後に氏名、住民登

録番号、公認認証書情報を入力して登記畢情報の失効申請をする。この場合当該登記

畢情報は自動的に効力を喪失する。 
나．書面申請による失効 

(1) 登記権利者が登記所を訪問して別紙 1 号様式によって登記畢情報の失効を申請

する。 
(2) 登記畢情報失効申請書を受け付けた担当者は申請人が提示する身分証(住民登録

証、パスポート、運転免許証等)によって本人であることを確認した後に電算情報処

理組織の登記畢情報管理機能を選択して登記畢情報を失効させる措置をして、申請

人が提示した身分証をコピーしてその写本を登記畢情報失効申請書に編綴する。 
(3) 登記権利者の代理人による申請人の時には申請書に本人の印鑑証明書と委任状

を添付する。この場合上記(2)の方法で受付担当者が代理人の有無を確認しなければ

ならないが、代理人が提示した身分証の写本を登記畢情報失効申請書に編綴する必

要はない。 
8．登記畢情報の入力エラーおよびエラー解除 
가．パスワード入力のエラー、申請人が登記畢情報を入力して一連番号と符合しないパ

スワードを 5 回連続して間違って入力した場合、その登記畢情報は入力エラーと処理

されて、エラー解除がある時まで効力が停止する。 
나．入力エラー解除申請 

(1) 登記畢情報入力エラーを解除するためには登記所を訪問して別紙 2 号様式によ

って登記畢情報入力エラー解除申請をしなければならない。 
(2) 登記畢情報入力エラー解除申請書を受け付けた担当者は申請人が提示する身分

証(住民登録証、パスポート、運転免許証等)によって本人であることを確認した後

に不動産登記システムの登記畢情報管理機能を選択して入力エラーを解除する措

置をして、申請人が提示した身分証をコピーしてその写本を申請書に編綴する。 
(3) 登記権利者の代理人による申請人の時には申請書に本人の印鑑証明書と委任状

を添付する。この場合上記(2)の方法で受付担当者が代理人の有無を確認しなければ

ならないが、代理人が提示した身分証の写本を登記畢情報失効申請書に編綴する必

要はない。 
9．登記畢情報失効申請書の編綴等 
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가．登記畢情報失効申請書その他付属書類編綴帳の備置、登記所には登記畢情報失効申

請書その他付属書類編綴帳を備えつける。ただし、登記畢情報失効申請、入力エラー

解除申請および一連番号等追加付与申請がない場合にはそうでない。 
나．登記畢情報失効申請書、入力エラー解除申請書および一連番号等追加付与申請書の

編綴、庶務担当者は毎週金曜日までその前週まで受け取られた登記畢情報失効申請書、

登記畢情報入力エラー解除申請書および一連番号等追加付与申請書とその付属書類

を受入番号の順に登記畢情報失効申請書その他付属書類編綴帳に編綴しなければな

らない。 
다．保存期間、登記畢情報失効申請書、登記畢情報入力エラー解除申請書および一連番

号等追加付与申請書は 5 年間これを保存しなければならない。 
10．登記畢情報がない場合の電子確認書面送信方法 

「不動産登記規則」第 111 条第 2 項および第 3 項後段によって資格者代理人が本人であ

ることを確認したという情報を登記所に送信する場合には登記義務者の右拇印および

筆跡記載を含んでいる書面と身分証写本を転写して共に送信しなければならない。 
 
附則 
この例規は 2006.6.1.から施行する。 
附則(2006.09.21.第 1151 号) 
この例規は 2006.9.29.から施行する。 
附則(2010.09.30.第 1320 号) 
この例規は 2010 年 11 月 1 日から施行する。 
附則(2011.10.11.第 1399 号) 
この例規は 2011 年 10 月 13 日から施行する。 
附則(2012.04.24.第 1447 号) 
この例規は 2012 年 5 月 1 日受け付けされた申請事件から施行する。 
附則(2014.04.09.第 1513 号) 
この例規は 2014 年 5 月 1 日から施行する。 
附則(2014.10.21.第 1529 号) 
この例規は 2014 年 11 月 21 日から施行する。 
附則(2016.11.17.第 1604 号) 
この例規は 2017 年 1 月 1 日から施行する。 
 
[別紙 1 号]登記畢情報失効申請書 
[別紙 2 号]登記畢情報入力エラー解除申請書 
[別紙第 3 号]登記畢情報の一連番号とパスワード追加付与申請書 
[別紙第 4 号]登記畢情報の一連番号とパスワード追加付与通知書 
[別紙第 5 号]登記畢情報通知書および登記原因証書受領簿 
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[別紙 1 号] 登記畢情報失効申請書 
 

登記畢情報失効申請書 

登記名義人 氏名(商号・名称)  

住民登録番号(登記用登録番号)  

不動産所在地番(不動産固有番号)  

登  記  の  目  的  

登記事件受付日付 年 月 日 受付番号 第     号 

失 効 理 由 □紛失  □偽造  □その他(    ) 

 
上記登記に該当する登記畢情報の失効を申請します。 
 

年   月   日 
 

上記申請人                (電話：      ) 
 

(または)上記代理人             (電話：      ) 
 
 

地方法院            登記所 御中 

証明書類 

＊本人申請の場合 
 

証明書類 
提出免除 

＊代理申請の場合 
 

1．印鑑証明書 1 通 
2．委任状   1 通 
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[別紙 2 号] 登記畢情報入力エラー解除申請書 
 

登記畢情報入力エラー解除申請書 

登記名義人 氏名(商号・名称)  

住民登録番号(登記用登録番号)  

不動産所在地番(不動産固有番号)  

登  記  の  目  的  

登記事件受付日付 年 月 日 受付番号 第     号 

登記畢情報(一連番号)  

 
上記登記に該当する登記畢情報の入力エラー解除を申請します。 
 

年   月   日 
 

上記申請人                (電話：      ) 
 

(または)上記代理人             (電話：      ) 
 
 

地方法院            登記所 御中 

証明書類 

＊本人申請の場合 
 

証明書類 
提出免除 

＊代理申請の場合 
 

1．印鑑証明書 1 通 
2．委任状   1 通 
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[別紙第 3 号] 登記畢情報の一連番号と秘密番号追加付与申請書 
 

登記畢情報の一連番号と秘密番号追加付与申請書 

登 記 権 利 者  

( 住 民 ) 登 録 番 号  

住        所  

不動産区分および所在  

受付日付および受付番号  

登記申請予定事件の数  

 
上記登記権利者の上記不動産に対し、登記畢情報の一連番号と秘密番号を追加付与し

てください。 
年   月   日 

 
上記申請人                (電話：      ) 
(または)上記代理人             (電話：      ) 

 
地方法院        登記所 御中 
 

上記、登記畢情報の一連番号と秘密番号追加付与通知書を受領する 
 

年月日   申請人(代理人) 
 

添付書類 

＊本人申請の場合 
 
1．登記畢情報および登記完了通知書

(交付または受信受けた場合) 1 通 
2．登記申請予定事件の数を疎明する

書面 1 通 

＊代理申請の場合 
 
1．登記畢情報および登記完了通知書

(交付または受信受けた場合)  1
通 

2．登記申請予定事件の数を疎明する書

面 1 通 
3．委任状           1 通 
4．印鑑証明          1 通 
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[別紙第 4 号] 登記畢情報の一連番号と秘密番号追加付与通知書 
登記畢情報の一連番号と秘密番号追加付与通知書 

代理人：法務士 홍길동 

権 利 者：김감동 

住民登録番号：451111-1＊＊＊＊＊＊ 

住 所：ソウル市瑞草区瑞草洞 123-4 
不動産固有番号：1102-2006-002634 

不 動 産 所 在：[土地]ソウル特別市瑞草区瑞草洞 362-24 

受 付 日 付：2008 年 3 月 14 日    受 付 番 号：9578 
登 記 目 的：所有権移転 

付着基準線┏                                 付着基準線┏ 
一連番号：WKDI-APRV-Q6H3                 一連番号：WUCI-TPRK-U5H2 
秘密番号(記載順序：順番-秘密番号)            秘密番号(記載順序：順番-秘密番号) 

01-3952 11-4174 21-6237 31-6884 41-4178  01-8952 11-7272 21-2129 31-8942 41-4168 

02-7790 12-1320 22-5402 32-1324 42-5252  02-5390 12-7423 22-5502 32-6924 42-7864 

03-2588 13-9734 23-5903 33-1790 43-8448  03-1668 13-8724 23-1963 33-9690 43-4643 

04-3861 14-8751 24-1554 34-3855 44-8994  04-2861 14-8742 24-5554 34-3155 44-6994 

05-1205 15-8208 25-7123 35-9595 45-9263  05-1207 15-8618 25-7023 35-9695 45-2263 

06-8693 16-5169 26-4858 36-7031 46-2940  06-4693 16-4164 26-6858 36-6731 46-2190 

07-5411 17-1438 27-6339 37-8769 47-3851  07-4311 17-2738 27-2331 37-2569 47-3351 

08-4481 18-9188 28-2119 38-9810 48-5328  08-9481 18-3789 28-8139 38-9804 48-6318 

09-5450 19-7316 29-1515 39-6978 49-6314  09-3750 19-7381 29-1509 39-6971 49-1311 

10-1174 20-1496 30-3489 40-3557 50-9459  10-2126 20-1396 30-3448 40-6567 50-6458 

付着基準線┏                                 付着基準線┏ 
一連番号：WPUI-UKPA-Z3H7                 一連番号：WTAI-UPVD-P4H1 
秘密番号(記載順序：順番-秘密番号)            秘密番号(記載順序：順番-秘密番号) 

01-7154 11-5072 21-2609 31-8832 41-3164  01-7952 11-7072 21-2009 31-8842 41-3168 

02-6790 12-7720 22-5182 32-1929 42-7168  02-5790 12-7320 22-5102 32-1924 42-7064 

03-3568 13-8724 23-1703 33-1680 43-5443  03-2568 13-1724 23-1943 33-6690 43-5453 

04-8261 14-8582 24-5354 34-3185 44-7994  04-6871 14-8742 24-3554 34-3145 44-2894 

05-5205 15-2608 25-6023 35-9895 45-2265  05-1214 15-8678 25-2023 35-8675 45-2463 

06-1893 16-5128 26-3885 36-6731 46-2190  06-4893 16-2184 26-5857 36-6431 46-7138 

07-4341 17-2539 27-7339 37-2589 47-6351  07-8315 17-1638 27-2379 37-8543 47-3358 

08-8488 18-2188 28-1913 38-9762 48-6537  08-3465 18-3158 28-8229 38-3800 48-4318 

09-6621 19-9567 29-8397 39-9297 49-6364  09-8729 19-7352 29-6584 39-6879 49-7138 

10-4676 20-1358 30-6498 40-6757 50-8148  10-8166 20-9374 30-8428 40-2741 50-3612 

 

2010 年 8 月 20 日 
ソウル中央地方法院登記課  

登記官 
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[別紙第 5 号] 登記畢情報通知書および登記原因証書受領簿 

登記畢情報通知書および登記原因証書受領簿 

交付日付 受付番号 受領書面 
受領者 

捺印・署名 
交付日付 受付番号 受領書面 

受領者 

捺印・署名 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


