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【原文 1 頁】 

 

1．概要 
 
“大法院電子訴訟”は訴訟実行に必要なすべてのサービスを法院訪問なくインターネット

で処理可能なようにサポートしていて、訴状、準備書面、答弁書、各種申請書等の書類提

出、送達文書確認、訴訟費用納付、事件記録閲覧、私の事件管理等のサービスを提供して

います。 
[電子訴訟ホームページ提供サービス] 

 
区分 説明 主要サービス 

書類提出 

法院を訪問しないでインターネットを通じて訴状

を提出して、進行中訴訟書類を容易で便利に提出

できます。 

● 書類検索 

● 民事書類 

● 特許書類 

● 提出内訳 

送達文書確認 
法院で電子送達した各種副本、通知書、命令文、

決定文、判決文等をオンラインで確認できます。 

● 全体送達文書 

● 未確認送達文書 

● 判決文電子送達申請 

閲覧/発行 

インターネットで事件記録を閲覧して、送達受け

た正本、謄本文書のオンライン発行を受けること

ができます。 

● 私の事件閲覧 

● 正（謄）本発行 

納付/払戻 

訴訟費用(印紙額、送達料、保管金)を銀行訪問なし

にオンラインで直接納付して、印紙の場合、払戻

請求ができます。 

● 訴訟費用納付 

● 電子納付内訳 

● 仮想口座内訳 

● 印紙額払戻請求 

私の電子訴訟 
私の訴訟進行現況を問い合わせて事件と作成中書

類を管理できます。 

● 私の事件現況 

● 私の事件管理 

● 作成中書類 

● お知らせサービス 

● 電子訴訟事件登録 
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【原文 2 頁】 

 

2．事前準備事項 
 

가．認証書発行 
“大法院電子訴訟”のすべてのサービスを利用するためには公認認証書(または、行政電子

署名用認証書)が必要です。現在、公認認証書をご使用なさっている場合にはそのまま使用

が可能で、公認認証書がない方は新規に発行を受けなければなりません。 

 

1) 認証書の使用用途 
● 会員加入での本人身元確認 
● 公認認証書でログイン 
● 電子文書に対する電子署名 
● 文書提出者の身元確認および否認防止 

 

2) 認証書の種類 
 
가) 一般公認認証書 

公認認証書は銀行、証券会社、信用カード会社などの金融機関で発行を代行して既に発

行を受けられた公認認証書がある場合、そのまま使用が可能で、公認認証書がない場合に

は金融機関を訪問して公認認証書の発行を受けなければなりません。公認認証書は個人の

住民番号で発行を受ける個人用認証書と法人や団体の事業者登録番号で発行を受ける法人

認証書があります。 
 
나) 電子訴訟用公認認証書 

2011 年 3 月からは金融取引等で使う一般公認認証書の他に電子訴訟ホームページだけ

で使用可能な電子訴訟用公認認証書の発行を受けて使用できます。電子訴訟用公認認証書

は韓国情報認証（株）の電子訴訟用公認認証書発行サイト(http://scourt.signra.com/)に接

続して 
① 認証書申請書作成および手数料決済後に申請書を出力して、 
② 最寄りの書類提出機関(全国郵便局)を直接訪問して申請書と提出書類 
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【原文 3 頁】 
 

受け付けた後、 
③ 発行案内 E メールの添付ファイル(issue.html)を通じて電子訴訟用公認認証書が発行

されます。もし使用された一般公認認証書を新しく発給を受けた電子訴訟用公認認証書

に変更するならば電子訴訟ホームページに‘ID/パスワード’でログインして‘私の情報

管理>公認認証書更新’メニューで新しい認証書を登録されればよいです。 

 
다)行政電子署名認証書 

行政電子署名認証書は行政機関、補助機関、補佐機関、行政情報共同利用機関と所属公

務員に発行する認証書で、認証書がない場合には所属機関の認証担当者に問い合わせしな

ければなりません。行政電子署名認証書は機関の部署単位で発行する機関(電子官印用)認
証書と個人別に発行する個人認証書があります。行政電子署名認証書発行に対する詳しい

事項は各機関別認証管理担当者や行政電子署名認証管理センター(http://www.gpki.go.kr)
に問い合わせしてください。 

 

3) 会員類型別使用可能認証書 
 

会員類型 細部類型 使用可能認証書 

個人 個人(内国人) 一般/電子訴訟用公認認証書(個人用) 

外国人 一般/電子訴訟用公認認証書(個人用) 

在外国民 一般/電子訴訟用公認認証書(個人用) 

法人 法人 一般/電子訴訟用公認認証書(法人用) 

非法人(団体) 一般/電子訴訟用公認認証書(法人用) 

国家 行政電子署名認証書(各検察庁の機関用) 

行政庁 行政電子署名認証書(機関用) 

地方自治体 行政電子署名認証書(機関用) 

代理人 弁護士 一般/電子訴訟用公認認証書(個人用) 

弁理士 一般/電子訴訟用公認認証書(個人用) 

法務法人 一般/電子訴訟用公認認証書(法人用) 

特許法人 一般/電子訴訟用公認認証書(法人用) 

訴訟遂行者 行政電子署名認証書(個人用) 

法務士 法務士 一般/電子訴訟用公認認証書(個人用) 

法務士合同法人 一般/電子訴訟用公認認証書(法人用) 

 

http://www.gpki.go.kr/
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【原文 4 頁】 
 
※ 法人等の所属使用者は一般/電子訴訟用公認認証書(個人用)を使います。ただし、国家、

行政庁、地方自治体の所属使用者は個人用行政電子署名認証書をご使用になってください。 

 

4) 認証書管理 
○ 電子訴訟を進めるためには必ず事前に用途に合う認証書の発給を受けて、コンピ

ュータのハードディスクまたは、移動式保存装置に認証書を保管しなければなり

ません。 
○ 認証書には一定の有効期間が存在するので、有効期間が満了する前に必ず認証書

を更新してサービス利用に制限がないように留意してください。有効期間満了や

紛失等で認証書の再発行を受けた場合には電子訴訟ホームページに‘ID/パスワー

ド’でログインされた後に‘私の情報管理>>公認認証書更新’メニューで新しい

認証書を登録してください。 
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【原文 5 頁】 
 

나．電子文書 
電子訴訟ホームページではすべての書類を電子文書で提出することになります。提出す

る書類の特性を考慮してすべての書類を電子文書で準備しなければなりません。 

 
1) 電子文書の類型 
가) 作成書類 

提出する訴訟書類がハングル(hwp)でも MS-Word(doc)等のプログラムを利用して作成

した準備書面、答弁書、各種申請書等である場合には作成された文書ファイル原本をその

まま提出し、または PDF ファイルに変換して提出できます。PDF ファイル変換は既に保

有しておられる変換プログラムをご使用になるか、電子訴訟ホームページにおいて提供す

るプログラムをダウンロードして使うことができます。(‘ユーザーサポートセンター>プ
ログラム設置’メニューでダウンロード可能) 

 
■ 提出可能なファイル形式：PDF、HWP、DOC、DOCX、XLS、XLSX、TXT 

 
※ 訴状(反訴状、再審訴状)、控訴状、上告状、住所補正書等の一部書類は電子訴訟ホーム

ページに接続して空欄入力方式で直接作成する方式であり、PC で別途作成された文書を

原本そのまま添付して提出できません。このような類型の書類は書類提出メニューで 表

示になっている書類です。 
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【原文 6 頁】 
 
나) 紙書類 

提出する書証や添付書類の原本が紙書類である場合には当該紙書類をスキャナでスキ

ャンした後に保存されたファイルを提出しなければなりません。スキャン後に保存された

ファイルが JPG、BMP、TIF 等のイメージ ファイルである場合には PDF ファイル形式

に変換して提出してください。 

 
※ スキャナの場合、最小 200dpi 以上の解像度をサポートするべきで、場合によっては

カラースキャンが必要になります。 
※ スキャン後には必ず保存されたイメージ ファイルを確認してスキャンされたイメー

ジの品質を確認しなければなりません。 
※ 同一文書をページ別にスキャンしていくつかのイメージファイル(JPG、BMP、TIF 等)
が生成された場合にはそれぞれのファイルを PDF ファイルに変換せずに、一つの PDF フ

ァイルに結合して提出してください。 
※ 訴訟委任状のように捺印や署名が必要な文書の場合には、署名や捺印がなされた状態

でスキャンして提出してください。 

 
다) マルチメディア形式の資料 

証拠資料や主張資料等で動画や音声ファイル等のマルチメディア ファイルを提出しよ

うとする場合には許容するファイル形式範囲内で提出が可能です。証拠資料の提出である

場合には一般文書と同じメニューで提出が可能であるが主張資料である場合には‘民事書

類>マルチメディア主張資料’メニューで提出しなければなりません。(特許事件の場合、

証拠資料として提出が不可能で添付書類としてだけ提出可能) 
 
■ 提出可能なファイル形式：AVI、WMV、MP4、MPG、MPEG、ASF、MOV、PPT、
MP3、WMA 
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【原文 7 頁】 
 

2) 電子文書の容量制限 
○ ファイル一つの大きさは 10 メガバイト(MB)を超過できなくて(マルチメディア

資料は 50M)、10 メガバイトを超過する電子文書は複数のファイル(5 個まで)で
分離して提出できます。容量が非常に大きい電子文書やマルチメディア資料を提

出しなければならない場合には法院を訪問して提出しなければなりません。 
○ 電子訴訟ホームページでは書類提出過程を進める中で臨時保存機能を提供します。 
  臨時保存機能を使う場合、一つの会員 ID に対し保存可能な全体ファイル容量を

500MB 以内に制限しています。制限容量を超過する場合には書類の臨時保存が

不可能でこのような場合‘私の電子訴訟>作成中書類’メニューで不必要な臨時保

存文書を削除願います。 
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【原文 8 頁】 
 

3．会員加入 
가．会員加入案内 
 
1) 会員類型 

必要な認証書が準備されたら会員加入が可能です。大法院電子訴訟では会員類型を個人、

法人、代理人、法務士会員で区分していて各類型には細部類型が区分されているので、本

人が該当する類型を選択した後に会員に加入してはじめて正常な訴訟手続進行が可能とな

ります。 

 
会員類型 細部類型 説明 

個人 

個人(内国人) 

満 20 才以上の自然人であって国内に居住する大韓民国国民を意味

します。 

※個人が法定代理人になる場合には個人会員に加入しなければな

りません。 

※法人の支配人、専務、常務等が法人の代理人として訴訟を進める

場合には法人会員の所属使用者として登録しなければなりません。 

外国人 
出入国管理法によって外国人登録を完了し、または国内に滞在中で

ある外国人として事前に公認認証書の発給を受けるべきです。 

在外国民 
住民登録が抹消された海外居住在外国民であって居住パスポート

(PR)で実名確認が可能だが公認認証書が必要です。 

法人 

法人 
法人登記がなされているいる法人を意味します。 

※個人事業者の場合、個人会員に加入しなければなりません。 

非法人（団体） 
権利能力がない社団や財団であって、事業者登録を完了して公認認

証書の発給を受けた団体を意味します。 

国家 
国家訴訟の送達処である各高等検察庁、地方検察庁として会員加入

が可能で、各検察庁の機関認証書が必要です。 

行政庁 

法令によって行政権限の委任または委託を受けた行政機関、公共団

体およびその機関または私人を意味します。(行政訴訟法第 2 条 2

項) 

地方自治体 地方自治体を相手にする訴訟の当事者になる会員を意味します。 

【原文 9 頁】 

 
弁護士 

大韓弁護士協会に登録された弁護士であって弁護士資格が有効で

ある会員を意味します。 
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代理人 

※法務法人所属の弁護士は法務法人会員の所属使用者として登録

しなければなりません。弁護士会員で加入した状態では法務法人の

所属弁護士として重複登録が不可能です。 

弁理士 

特許庁に弁理士登録を完了した会員であって弁理士資格が有効な

会員を意味します。 

※法務法人、特許法人所属の弁理士は法務法人会員の所属使用者と

して登録しなければなりません。 

法務法人 
法務法人、法務法人(有限)、法務組合等が該当して、合同法律事務

所は該当しません。 

特許法人 
特許訴訟の訴訟代理人として資格が認められる特許法人を意味し

ます。 

訴訟遂行者 
国家や行政庁を相手にする訴訟を遂行する訴訟修行者を意味しま

す。 

合同法律事務所 

合同法律事務所は代理人資格が認められはしないが、法務法人形態

で所属弁護士と所属職員を管理するための管理用 ID 生成が可能で

す。 

法務士 

法務士 
大韓法務士協会に登録された法務士として法務士資格が有効であ

る会員を意味します。 

法務士合同法人 
法務士法による法務士合同法人を意味して、法務士合同事務所は該

当しません。 

 

2) 所属使用者登録 
 

電子訴訟ホームページでは法人、代理人会員の訴訟業務を考慮して該当法人または代理

人の所属職員を登録できる機能を提供します。 

 
所属使用者登録が必要な場合 
・ 法人の場合、法人認証書で会員加入をしなければならないが、個人認証書を使う一

人以上の職員を法人所属として登録して法人の訴訟業務処理を遂行するようにす

る必要がある 
・ 弁護士事務所の場合、書類提出、送達文書確認業務を担当する職員が弁護士の訴訟

実行業務を補助することができるようにする 
・ 法務法人の場合、所属弁護士、所属弁理士、訴訟の業務職員が業務グループ(または

チーム)形態で訴訟を進めるのでこのような業務方式をサポートする 
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【原文 10 頁】 
 
가) 所属使用者登録が可能な会員類型 
● 法人(法人、団体、国家、行政庁、地方自治体) 
● 代理人(弁護士、弁理士、法務法人、特許法人、合同法律事務所) 
● 法務士(法務士、法務士合同法人) 
※ 個人会員と代理人会員のうち訴訟遂行者は所属使用者登録機能をサポートしません。 

 

会員類型 

細部類型 

(代表使用

者) 

所属使用者 

区分 
説明 

法人 法人 法律上代理人 

支配人 

専務 

常務 

所属職員 

－法人の法律上代理人、支配人、専務、常務の地位を

持つ使用者は該当法人の所属使用者として登録して

代理人資格で訴状提出が可能です。 

－当該法人で訴訟業務を担当する職員を登録できま

す。 

非法人 

国家 

行政庁 

地方自治体 

所属職員 －所属職員と登録された使用者は該当機関 ID で電子

送達された文書の照会が可能で、電子提出(電子署名

は不可)、事件記録照会、電子納付業務を処理できま

す。 

－行政庁の場合、文書受発を担当する職員を登録すれ

ば、登録職員は法院で送達するすべての文書を確認す

ることができます。 

代理人 弁護士 

弁理士 

所属職員 弁護士または弁理士事務所で訴訟の業務業務を担当

する所属職員を登録することができて、登録された所

属職員は弁護士または弁理士が遂行する事件に対し

て電子送達確認、電子提出(電子署名は不可)、事件記

録照会、電子納付業務処理が可能です。 

法務法人 

特許法人 

合同法律事

務所 

弁護士 

弁理士 

所属職員 

－法務法人、特許法人、合同法律事務所の所属弁護士

と弁理士は所属使用者と登録された場合に限って、個

別 ID を与えられて電子訴訟手続進行が可能です。 

－訴訟の業務業務を担当する所属職員は補助使用者

として電子送達確認、電子提出(電子署名は不可)、事

件記録照会、電子納付業務処理が可能です。 

【原文 11 頁】 法務士 所属職員 法務士事務所に所属して法務士会員の事務を補助す
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法務士 る職員を登録することができます。 

 法務士合同

法人 

法務士 

所属職員 

法務士合同法人の所属法務士と事務を担当する所属

職員を登録できます。 

 
나) 所属使用者情報管理 
(1) 所属使用者の情報登録 

○ 法人、代理人、法務士として会員加入後‘私の情報管理>所属使用者管理’メニュ

ーで所属使用者を登録できます。 
(2) 所属使用者の認証書登録 

○ 代表 ID の管理者が所属使用者を登録すれば、登録された所属使用者は‘ID/パス

ワード’でログインして‘私の情報管理>公認認証書更新’メニューで個人認証書

を登録しなければなりません。 

 

[所属使用者登録手続] 
 
다) 所属使用者の使用権限 
(1) 所属使用者が代理人である場合 

○ 所属使用者のうち法人の法律上代理人/支配人/専務/常務、法務法人または特許法

人の所属弁護士/所属弁理士は訴訟の代理人として訴訟実行が可能なので、本人が

代理人として委任された事件に対しては電子送達、電子提出(電子署名含む)、電

子納付、事件記録閲覧等のすべての使用権限を持ちます。 
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【原文 12 頁】 
 
(2) 所属使用者が一般職員である場合 

○ 所属職員の場合には法人または弁護士と弁理士の訴訟業務を補助する性格の使用

者として、所属使用者登録時管理者が業務別使用権限を付与できます。 
○ 法務法人、特許法人、合同法律事務所の所属職員の場合には所属弁護士と所属弁

理士を指定して業務グループを登録できて、業務グループが登録された場合には

業務グループに含まれた弁護士または弁理士が進める事件と送達文書だけを閲覧

できます。 
○ 所属職員の場合、電子提出権限が付与された場合でも電子文書に対する電子署名

権限は付与されません。したがって、本人が訴訟書類を提出する場合には弁護士

または弁理士に電子署名要請をしなければなりません。(法人会員の所属使用者で

ある場合には本人が所属した法人会員に電子署名を要請します。) 

 

3) 会員 ID 複数登録 
電子訴訟ホームページの会員は会員類型別に複数の会員 ID を登録しなければならない場

合があります。(ただ、会員 ID はすべて異なるように指定しなければならない)例えば弁護

士会員に加入した使用者が当事者として訴訟を進めるために個人会員に加入する場合や法

人会員に加入した使用者が行政訴訟実行のために行政庁に加入しなければならない場合で

す。この時には各会員類型に該当する認証書を使わなければならず、身元確認手続をそれ

ぞれ遂行することになります。 

 
[複数会員 ID 登録が可能な事例] 

○ 弁護士/弁理士会員が当事者として訴訟を進める場合 => 個人会員で別途加入 
○ 法人会員が行政訴訟実行をしなければならない場合 => 行政庁で別途加入 
○ 法人などの所属使用者が当事者として訴訟を進める場合 => 個人会員で別途

加入 
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【原文 13 頁】 
 
[複数会員 ID 登録が不可能な事例] 

○ 個人会員が内国人、外国人、在外国民で重複加入する場合 
○ 同じ法人が法人と団体(非法人)で重複加入する場合 
○ 法務法人、特許法人の所属弁護士と所属弁理士と登録された使用者が弁護士、 

弁理士会員に加入する場合 
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【原文 14 頁】 
 

나．会員加入手続 
 
1) 会員類型選択 
 
(1) 加入しようとする会員の類型を選択します。 
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【原文 15 頁】 
 

2) 実名確認 
 
(1) 個人会員実名確認 

－内国人類型選択時に氏名、住民登録番号入力後に[確認]ボタンを押して実名確認をし

ます。 

 

 
① 名前と住民登録番号を入力された後に[確認]ボタンを押して実名確認をします。 

 
 
－外国人類型のうち登録外国人選択時に氏名、外国人登録番号入力後に[確認]ボタンを

押して実名確認をします。 

 

① 出入国管理法によって外国人と登録された氏名と登録番号を入力します。 

② 外国人登録を終えなかった場合には在外国民類型を選択しなければなりません。 

③ 名前と外国人登録番号を入力された後に[確認]ボタンを押せば実名確認をします。 

 

 

 

 

 

 



大法院電子訴訟ホームページ使用者マニュアル 
2011.05 法院行政処 

[司法書士長谷川清仮訳] 

 21 / 360 
 

【原文 16 頁】 

 

－外国人類型のうち未登録外国人(パスポート)選択時に氏名、パスポート番号、国籍、

生年月日、実名番号(組合わせ住民登録番号)[仮訳者注：未登録外国人について発行される番号で、

生年月日、性別、国籍、パスポート番号の一部を組み合わせて作成されるようであるが、この根拠規定等

は不明。]入力後に[確認]ボタンを押して実名確認をします。 

 

① パスポートに記載された姓と名前、旅券番号、国籍を入力します。 

② 生年月日を数字でだけ入力します。 

③ 実名番号は外国人登録証および国内居所申告証がない場合、金融機関等で実名確認のために生成す

る番号で公認認証書発行時に使用した番号を入力してください。 

 

－在外国の類型選択時声明、旅券番号、生年月日、実名番号(組合わせ住民登録番号)入力

後に[確認]ボタンを押して実名確認をします。 

 

① 住民登録番号がある韓国国籍者の場合には内国人で会員加入をすることができます。 

② 居住パスポート(PR)に記載された姓と名、旅券番号を入力します。 
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【原文 17 頁】 

 

③ 生年月日を数字でだけ入力します。 

④ 実名番号は外国人登録証および国内居所申告証がない場合、金融機関等で実名確認のために生成す

る番号で公認認証書発行時に使用した番号を入力してください。 

 

(2) 法人会員実名確認 

－法人類型選択時に法人名、事業者登録番号、法人登録番号入力後に[確認]ボタンを押し

て実名確認をします。 

 

 

① 法人名入力時に必ず法人登記簿に記載された商号名(法人区分含む)と同一に入力しなければなりま

せん。 

 

 

－ 団体類型選択時に団体(非法人含む)名、団体固有番号入力後に[確認]ボタンを押して

実名確認をします。 
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【原文 18 頁】 

 

－ 国家類型選択時に国家名、固有番号(検察庁)入力後に[確認]ボタンを押して実名確認

をします。 

 

 

① 国家名は基本で大韓民国に設定されています。 

② 加入する検察庁を選択します。 

② 固有番号は検察庁機関固有番号を入力します。[仮訳者注：②が重複しているのは原文ママ。] 

③ 固有番号入力後に[確認]ボタンを押すと公認認証書画面が出てきて検察庁機関認証書を選択して実

名確認をします。 

 

 

－ 地方自治体類型選択時に地方自治体名、団体固有番号入力後に[確認]ボタンを押して

実名確認をします。 
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【原文 19 頁】 

 

① 地方自治体名と団体固有番号を入力して[確認]ボタンを押すと公認認証書画面が出てきて該当地方

自治体の機関認証書を選択して実名確認をします。 

 

－ 行政庁類型選択時に行政庁、行政庁固有番号入力後に[確認]ボタンを押して実名確認

をします。 

 

 

 

① 行政庁名と行政庁固有番号を入力して[確認]ボタンを押すと公認認証書画面が出てきて該当行政庁

の機関認証書で実名確認をすればよいです。 
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【原文 20 頁】 

 

(3) 代理人会員実名確認 

－ 弁護士類型選択時に氏名、住民登録番号、資格番号入力後に[確認]ボタンを押して実

名確認をします。 

 

 

① 氏名、住民登録番号、資格番号を入力された後に[確認]ボタンを押せば実名確認と資格確認をします。 

 

 

－ 弁理士類型選択時に氏名、住民登録番号、資格番号入力後に[確認]ボタンを押して実

名確認をします。 

 

 

① 氏名、住民登録番号、資格番号を入力された後に[確認]ボタンを押して実名確認と資格確認をします。 
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【原文 21 頁】 

 

－ 訴訟遂行者類型選択時に氏名、住民登録番号入力後に[確認]ボタンを押して実名確認

をします。 

 

 

 

① 氏名、住民登録番号を入力された後に[確認]ボタンを押せば実名確認をします。 

② 国家や行政庁の訴訟遂行者は行政電子署名(GPKI)個人認証書でのみ会員加入をすることができます。 

 

 

－ 法務法人、法務法人(有限)、法務組合類型選択時に法人名(商号)、事業者登録番号、 

法人登録番号入力後に[確認]ボタンを押して実名確認をします。 

 

 

① 法人名入力時に必ず法人登記簿に記載された商号名(法人区分含む)と同一に入力しなければなりま

せん。 
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【原文 22 頁】 

 

－ 特許法人類型選択時に法人名(商号)、事業者登録番号、法人登録番号入力後に[確認]

ボタンを押して実名確認をします。 

 

 

 

① 法人名入力時に必ず法人登記簿に記載された商号名(法人区分含む)と同一に入力しなければなりま

せん。 

 

 

－ 合同法律事務所類型選択時に接続認証番号、事務所名、事業者登録番号入力後に[確

認]ボタンを押して実名確認をします。 

 

 

 

① 法院に来訪して発行を受けた登録受付証に表示された事務所名、事業者登録番号、接続認証番号を入

力します。 
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【原文 23 頁】 

 

(4) 法務士会員実名確認 

－ 法務士類型選択時に氏名、住民登録番号、資格番号入力後に[確認]ボタンを押して実

名確認をします。 

 

 

 

① 氏名、住民登録番号、資格番号を入力された後に[確認]ボタンを押せば実名確認と資格確認をします。 

 

 

－ 法務士合同法人類型選択時に法人名(商号)、事業者登録番号、法人登録番号入力後に

[確認]ボタンを押して実名確認をします。 

 

 

 

① 法人名入力時必ず法人登記簿に記載された商号名(法人区分含む)と同一に入力しなければなりませ

ん。 
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【原文 24 頁】 

 

3) 約款等同意 

(1) 利用約款と個人情報保護方針を確認して同意チェックボックスを選択した後に[確

認]ボタンを押せば会員加入画面に移動します。 

 

 

 

① 利用約款の 新しいウィンドウで見る を押せば新しいウィンドウが開いて利用約款をファイルで保

存し、または出力できます。 
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【原文 25 頁】 

 

 

 

② 利用約款の内容を確認した後‘同意します’のチェックボックスを選択します。 

③ 個人情報保護方針の 新しいウィンドウで見る を押せば新しいウィンドウが開いて個人情報保護方

針をファイルで保存し、または出力できます。 
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【原文 26 頁】 

 

 

 

④ 個人情報保護方針の内容を確認した後‘同意します’のチェックボックスを選択します。 

⑤ [次に]ボタンを押せば会員加入画面に移動します。利用約款と個人情報保護方針に全部同意しては

じめて会員加入画面に移動できます。 
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【原文 27 頁】 

4) 会員情報入力 

(1) 内国人、外国人、在外国民、弁護士、弁理士、訴訟遂行者、法務士 
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【原文 28 頁】 

 

① ID を入力して[重複確認]ボタンを押します。ID 重複確認ポップアップ画面がオープンになって ID の

重複の有無を確認できます。 

 

② パスワードは確認のために二回入力しなければなりません。パスワードは 8～15 英文/数字組合で構

成されなければなりません。 

③ パスワード ヒントの質問と返事を入力します。パスワード ヒントは今後パスワードを忘れた場合

に使います。 

④ 使用者名と住民登録番号は実名確認時に入力した情報であり修正できません。 

⑤ [郵便番号検索]ボタンを押せば住所照会ポップアップ画面をオープンして住所を検索できます。送

達住所と現住所が同一ならば‘上の住所と同一’チェックボックスを選択します。 

 

⑥ 携帯電話番号と電話番号、ファックス番号を入力します。 

⑦ E-MAILと補助 E-MAIL住所を入力します。当該イーメールアドレスに会員加入完了時‘会員加入完了’

メールを発送します。 
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【原文 29 頁】 

 

⑧ 銀行を選択して口座番号と預金者を入力した後に[口座確認]ボタンを押して有効な口座なのか確認

しなければなりません。 

⑨ カード会社を選択してカード番号を入力します。 

⑩ [確認]ボタンを押せば公認認証書ウィンドウが起動して公認認証書を通じて認証に成功すれば会員

で加入します。訴訟遂行者である場合は行政電子署名認証書(個人用)に加入しなければならなくて他の

使用者は一般/電子訴訟用公認認証書(個人用)に加入します。 
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【原文 30 頁】 

 

(2) 法人、団体(非法人)、地方自治体、行政庁、法務法人、特許法人、合同法律事務所、

法務士合同法人 
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【原文 31 頁】 

 

① ID を入力して[重複確認]ボタンを押します。ID 重複確認ポップアップ画面がオープンになって ID の

重複の有無を確認できます。使用中である ID である場合、再び重複照会して使用可能な ID を選択しなけ

ればなりません。 

 

② パスワードは確認のために二回入力しなければなりません。パスワードは 8～15 英文/数字組合で構

成されなければなりません。 

③ パスワード ヒントの質問と返事を入力します。パスワード ヒントは今後パスワードを忘れた場合

に使います。 

④ 名称と事業者登録番号、法人登録番号は実名確認時に入力した情報であり修正できません。 

⑤ [郵便番号探し]ボタンを押せば住所照会ポップアップ画面をオープンして住所を検索できます。送

達住所と現 



大法院電子訴訟ホームページ使用者マニュアル 
2011.05 法院行政処 

[司法書士長谷川清仮訳] 

 37 / 360 
 

【原文 32 頁】 

 

現住所が同一ならば‘上の住所と同一’チェックボックスを選択します。 

 

⑥ 携帯電話番号と電話番号、ファックス番号を入力します。 

⑦ E-MAILと補助 E-MAIL住所を入力します。当該イーメールアドレスに会員加入完了時‘会員加入完了’

メールを発送します。 

⑧ 肩書と氏名、住民登録番号、国籍代表者情報を入力します。 

⑨ 銀行を選択して口座番号と預金者を入力した後に[口座確認]ボタンを押して有効な口座なのか確認

しなければなりません。 

⑩ カード会社を選択してカード番号を入力して有効期間を選択します。 

⑪ [確認]ボタンを押せば公認認証書ウィンドウが起動して公認認証書により認証に成功すれば会員で

加入します。地方自治体、行政庁である場合は行政電子署名認証書(機関用)で加入しなければならなくて

他の使用者は一般/電子訴訟用公認認証書(法人用)で加入します。ただ合同法律事務所は公認認証書がな

いので認証書なしで会員に加入します。 
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【原文 33 頁】 

 

(3) 国家 
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【原文 34 頁】 

 

 

① ID を入力して[重複確認]ボタンを押します。ID 重複確認ポップアップ画面がオープンになって ID の

重複の有無を確認できます。使用中である ID である場合、再び重複照会して使用可能な ID を選択しなけ

ればなりません。 

 

② パスワードは確認のために二回入力しなければなりません。パスワードは 8～15 英文/数字組合で構

成されなければなりません。 

③ パスワード ヒントの質問と返事を入力します。パスワード ヒントは今後パスワードを忘れた場合

に使います。 

④ 名称と事業者登録番号、法人登録番号は実名確認時に入力した情報であり修正できません。 

⑤ [郵便番号探し]ボタンを押せば住所照会ポップアップ画面をオープンして住所を検索できます。送

達住所と現 
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【原文 35 頁】 

 

住所が同一ならば‘上の住所と同一’チェックボックスを選択します。 

 

⑥ 携帯電話番号と電話番号、ファックス番号を入力します。 

⑦ E-MAILと補助 E-MAIL住所を入力します。当該イーメールアドレスに会員加入完了時‘会員加入完了’

メールを発送します。 

⑧ 肩書と氏名、住民登録番号、国籍代表者情報を入力します。 

⑨ 銀行を選択して口座番号と預金者を入力した後に[口座確認]ボタンを押して有効な口座なのか確認

しなければなりません。 

⑩ カード会社を選択してカード番号を入力して有効期間を選択します。 

⑪ [確認]ボタンを押せば公認認証書ウィンドウが起動して公認認証書による認証に成功すれば会員で

加入します。行政電子署名認証書(機関用)で加入します。 
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【原文 36 頁】 

 

5) 会員加入完了 

(1) 加入された情報を確認して会員加入が完了します。 

(2) E メールと補助 E メールで会員加入完了メールを発送します。 

 

① 会員加入完了時に加入した情報(会員 ID、会員名、会員類型、住所)を確認できます。 

② [ログインする]ボタンを押せばログイン画面で、[メインに行く]ボタンを押せばメイン画面に移動

します。 

③ 電子訴訟事件登録のためには[電子訴訟事件登録直行する]ボタンを押せば当該画面に移動します。 

④ 事前包括同意申請は個人と法人類型の場合にのみ可能で[事前包括同意申請直行する]ボタンを押せ

ば該当画面に移動します。 
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【原文 37 頁】 

 

다．ID/パスワード検索 

 

1) ID 検索 

(1) 大法院電子訴訟ホームページに接続して[ID 検索]ボタンを選択します。 

 

 

(2) ID 検索 

 

 

①会員名、住民登録番号(事業者登録番号)入力します。 

②[検索]私[公認認証書で検索]ボタンを押せば ID 検索結果画面に移動します。ただし[検索]ボタンで

探す場合、ID の一部だけ見えます。 
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【原文 38 頁】 

 

(3) ID 検索結果です。 

(検索結果) 

 

 

(公認認証書で検索結果) 

 

 

① 一般検索の場合 ID の一部を照会できて公認認証書検索の場合 ID 全体を照会できます。同一住民登

録番号(事業者登録番号)で他の使用者類型がある場合、他の類型の ID も共に照会されます。 

② [ログインする]ボタンを押せばログイン画面に移動して[パスワード検索]ボタンを押せばパスワー

ド検索画面に移動します。 
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【原文 39 頁】 

 

2) パスワード検索 

(1) 大法院電子訴訟ホームページに接続して[パスワード検索]ボタンを選択します。 

 

(2) パスワード検索です。 

 

① ID、会員名、住民登録番号(事業者登録番号)を入力します。 

② [検索]ボタンを押せばヒント検索画面に移動します。[公認認証書で検索]ボタンを押せばパスワー

ド検索結果画面に移動します。ただし、特許訴訟時に加入された会員は[検索]ボタンを押せばメールで

臨時パスワードが発送されます。 
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【原文 40 頁】 

 

(3) パスワード検索質問画面です。 

 

① パスワード検索質問の答えを入力します。 

② [以前]ボタンを押せば以前のパスワード検索画面に移動します。[次に]ボタンを押せば正しい返事

の場合秘密番号結果画面に移動します。 

 

(4) パスワード検索結果です。 
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【原文 41 頁】 

 

 

 

① パスワード質問返事入力時に該当イーメールアドレスに臨時パスワードが発送されます。 

② 公認認証書パスワード検索時に臨時パスワードを確認できてイーメールアドレスにも臨時パスワー

ドが発送されます。 

③ [ログインする]ボタンを押せばログイン画面に移動します。 

④ 発送されたメール内容です。臨時パスワードでログインしてパスワード変更してください。 

⑤ [大法院電子訴訟直行]ボタンを押せば大法院電子訴訟ホームページに移動します。 
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【原文 42 頁】 

 

4．書類提出 

가．概要 

 
書類提出メニューは紙で提出した訴訟書類を、インターネットを通じて作成および提出す

ることができるサービスです。 

法院を訪問して訴状を提出して、訴訟書類を提出した既存業務を事務所や家でインターネ

ットにより便利に処理できます。 

 

[ホームページ書類提出メニュー] 

 

 

 

 

[主要提供サービス] 

 

● 訴状提出および事件受付 

● 答弁書/準備書面提出 

● 進行中各種訴訟書類の提出 

● 作成中訴訟書類の臨時保存(私の電子訴訟>作成中書類メニュー) 

● 書類提出内訳照会(受付確認証、納付確認証出力)  
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【原文 43 頁】 

 

나．書類検索 
電子訴訟ホームページで提出可能な訴訟書類を検索するメニューです。 

ホーム>書類提出>書類検索をクリックすれば下の書類検索画面に移動します。 

 

① 画面ヘルプポップアップが浮かび上がります。 

② 現在のメニューが私のメニューに追加されます。(画面右側クイックメニューの私のメニューで使

う。) 

③ 現在のページを出力します。 

④ 検索する訴訟書類名の全体および一部を入力して⑤の検索ボタンを押せば入力した単語が含まれた

訴訟書類を下記のように検索します。 

 

⑤-1 上④の検索結果です。 

⑤-2 初期では‘全部’が検索条件です。民事と特許または並べ替えて結果を見られます。 

⑤-3 照会された訴訟書類名を押せば該当書類を提出できる画面に移動します。 

⑥ 段階別検索機能を提供するポップアップが表示されます。 

 

 

 



大法院電子訴訟ホームページ使用者マニュアル 
2011.05 法院行政処 

[司法書士長谷川清仮訳] 

 49 / 360 
 

【原文 44 頁】 

 

⑥-1 を押せば⑥-2 に 2 段階書式分類値が照会されて⑥-3 を押せば⑥-4 に 3 段階書式分類結果である訴

訟書類が照会されます。 
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【原文 45 頁】 

 

다．民事書類 

 

1) 概要 

 

가) 事件類型と提出書類 

電子訴訟ホームページでは法院を訪問して紙で提出した民事訴訟書類をインターネットで

提出可能です。電子訴訟が可能な事件類型は本案と調停事件であり申請事件の場合には今

後サポート予定です。提出可能な書類は訴状等の新訴提起関連書類と進行中事件に対する

各種文書提出がすべて可能です。民事書類のメニューにない書類を提出する場合には書類

名中で‘その他’を選択して提出できます。 

 

나) 書類提出方式 

書類提出方式は書類の種類によって二種類の類型が存在して、書類により適用された方式

に差があるので本説明書の内容を参考にして適合した方式で準備が必要です。 

 
(1) 空欄補充方式の書類メニュー 

代表的な例で訴状のような書類は本人が HWP、DOC 形式で作成したファイルをそのま

ま添付できません。当該書類メニューに接続すれば入力しなければならない項目が画面に

表示されて画面案内により必要な情報を入力しなければなりません。すべての情報入力が

完了すればシステム内において自動で書類が PDF ファイルで生成されるので別に該当書

類を添付する必要はありません。このような方式の書類を提出する場合にも証拠や附属書

類を共に提出する場合には該当書類をそれぞれ添付して提出しなければなりません。 

 

■ 空欄補充方式書類：訴状、反訴状、独立当事者参加申請書、中間確認の訴状、調停申

請書、再審訴状、マルチメディア主張資料、請求趣旨変更申請書、請求原因変更申請書、

請求趣旨および請求原因変更申請書、書証、証人申請書、鑑定申請書、検証申請書、事実

照会申請書、課税情報提出命令申請書、金融取引情報提出命令申請書、 
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文書提出命令申請書、文書送付嘱託申請書、住所補正書、送達場所および送達受領者申告

書、補助参加申請書、承継参加申請書、共同訴訟参加申請書、電子訴訟転換許可申請書、

控訴状、上告状、訴訟等印紙の過剰支払金返還請求書、訴訟等印紙の払い戻し請求書 

 

(2) ファイル添付方式の書類メニュー 

代表的な例で準備書面や答弁書のような書類は本人が HWP、DOC 形式で作成したファ

イルをそのまま添付して提出します。該当書類メニューに接続すれば基本的な入力事項の

他に書類の内容を入力する項目はありません。もし書類の形式が PDF フォーマットでな

い場合にはシステムにより自動で PDF 文書に変換されます。 

 

■ ファイル添付方式書類：空欄補充方式の書類以外全部(答弁書、準備書面、書証、訴

訟取下書、訴訟代理許可[仮訳者注：原文「허사」とあるは「허가」の誤記と思われる。] 申請お

よび委任状、補正書、期日変更申請等) 
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2) よく探す民事訴訟書類 

大法院電子訴訟ホームページに接続して公認認証書でログインした後に‘書類提出>民事

書類’を選択すれば頻繁に訪れる民事訴訟書類が案内されます。案内された主な民事書類

を選択して書類を作成し、また民事訴訟書類全体を照会できます。 

 

 

 

① 該当表示がある訴訟書類は空欄入力方式の訴訟書類で、該当画面で空欄の内容を入力すれば電子訴

訟ホームページで文書を自動で生成して提供します。 

② 頻繁に訪れる民事訴訟書類を表示します。各訴訟書類アイコンを押せば該当訴訟書類作成画面に移

動します。 

③ [民事訴訟書類全体表示]を押せば電子訴訟ホームページで提出できる民事訴訟書類全体が画面に照

会されます。 

 

訴訟書類は性格により[新訴提起関連]、[主張書面]、[請求趣旨関連]、[証拠申請書関

連]、[補正書、送達関連]、[当事者関連]、[訴訟代理関連]、[期日および弁論関連]、[証

拠関連回答等]、[裁判手続関連]、[上訴関連]、[その他]等で分類されます。提出する訴

訟書類を選択すれば、該当訴訟書類を作成できる画面に移動します。 
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④ [訴訟書類検索]を押せば訴訟書類検索画面に移動します。 
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3) 訴状 

 

大法院電子訴訟ホームページに接続して公認認証書でログインした後‘書類提出>民事書

類’メニューで[訴状]を選択します。 

 

가) 電子訴訟進行同意 

 

 

① 電子訴訟進行同意に対する説明を詳しく確認した後にチェックボックスを選択します。(もし事前包

括同意を申請した場合にはチェックボックスが選択されていて変更が不可能です。) 

② 訴状を提出する本人が当事者なら[当事者作成]を選択して訴状を当事者資格で作成することになり

ます。法務士、法務士合同法人または、その所属使用者である場合は委任者が当事者なら[当事者作

成]を選択してください。 

③ 訴状を提出する本人が代理人なら[代理人作成]を選択して訴状を代理人資格で作成することになり

ます。法務士、法務士合同法人または、その所属使用者である場合は委任者が代理人なら[代理人作

成]を選択してください。 

④ [取消]ボタンを選択すれば‘書類提出>民事書類’画面に移動します。 
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나) 文書作成 

(1) 事件基本情報 

 

① 訴状作成段階は文書作成>電子署名>訴訟費用納付>文書提出の 4 段階で進行されます。 

② 最初の段階である文書作成段階は該当手続きにより進行されます。(‘代理人情報’は代理人の訴状

提出の場合にだけ該当) 

③ 訴状に表示する事件名を選択します。事件名は修正可能です。[事件名検索]ボタンを選択すれば下

の画面が提供されて事件名をより簡単に検索できます。 

 

④請求区分を選択します。 
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⑤ 訴額を入力します。[訴額算定]ボタンを選択すれば下の画面が提供されて訴額をより簡単に算定す

ることができます。 

 

⑥ 訴状を提出する管轄法院を選択します。[管轄法院検索]ボタンを選択すれば下の画面が提供され

て、管轄法院をより簡単に探すことができます。 

 
⑦ [臨時保存]ボタン選択時入力した内容が保存されます。 

⑧ [次に]ボタン選択時入力した内容が保存されて次に‘当事者情報’段階に移動します。 
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(2) 当事者情報 

 
① 入力した当事者をリストで問い合わせます。下の当事者を追加して保存すれば該当リストに照会さ

れます。お知らせサービス[設定]ボタンを選択すれば下の画面が提供されて、当事者訴訟の場合に SMS

と E メールでお知らせ 
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サービスを申し込みます。携帯電話文字メッセージ発送(SMS)時に送達料金額として 17 ウォンが差し引

きされるので留意願います。該当項目にチェックをすればそれぞれの発生時点で SMS および E メール

で情報を受けてみることができます。 

 

② 当事者が数人である場合、CSV ファイルを通じて一度に登録できます。[多数当事者ファイル登録]

ボタンを選択すれば下の画面が提供されて、ファイルを通じて当事者を登録できます。 
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③ [初期化]ボタンを選択すれば当事者基本情報入力の部分が初期化されます。 

④ 原告または被告を選択します。当事者訴訟でログイン使用者本人が作成する場合[私の情報持ってく

る]ボタンを押せばログイン使用者情報を問い合わせて入力画面にセッティングします。当事者の人格

区分には‘法人、自然人、国家、権利能力がない法人(非法人)、地方自治体’等があって人格区分に

より入力項目が変わります。 

⑤ 選定当事者が選任されなければならない場合には‘該当なし’の選択を変更しないで入力を進めま

す。選定当事者が訴状を提出する場合には選定当事者と選定者情報を全部入力して当事者選定書を'添

付書類'段階で添付して提出してください。 

⑥ 当事者の人格区分により住民登録番号または事業者登録番号を入力して[会員情報確認]ボタンを押

せば電子訴訟使用者の登録の有無を確認します。当事者訴訟の場合には必ず住民番号および事業者番

号を入力してください。 

⑦ 住所、送達住所、送達受領者、国籍、携帯電話番号、電話番号、E メール、ファックス番号、補助 E

メール情報を入力します。 

⑧ [保存]ボタンを押せば入力した当事者情報が保存されて①の当事者リストに照会されます。 

⑨ [以前]ボタンを押せば以前‘事件基本情報’段階に移動します。 

⑩ [次に]ボタンを押せば当事者訴訟の場合の次に‘請求趣旨/原因’段階に移動して代理人訴訟の場合

には‘代理人情報’段階に移動します。 

 

(3) 代理人情報 

代理人訴訟の場合代理人情報を入力します。代理人は弁理士、訴訟遂行者、法務法人、特

許法人、復代理人、法定代理人、財産管理人、法律上代理人、個人、特別代理人、支配

人、専務、常務、その他等で区分されます。代理人区分により入力項目が変わるので該当

入力項目を入力してください。 
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① 入力した代理人をリストで検索します。お知らせサービス[設定]ボタンを選択すればお知らせサー

ビス内訳画面が提供されて、当事者訴訟の場合に SMS と E メールでお知らせサービスを申し込みま

す。携帯電話文字メッセージ発送(SMS)時送達料金額で 17 ウォンが差し引きされるので留意してくだ

さい。該当項目にチェックをすればそれぞれの発生時点に SMS および E メールで情報を受けてみる

ことができます。 

② [初期化]ボタンを選択すれば代理人基本情報入力の部分が初期化されます。 

③ 代理人を委任した当事者を選択します。[当事者選択]ボタンを選択すれば下の画面(③-1)が提供さ

れて、ポップアップで選択した当事者情報が③当事者に照会されます。 
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④ 代理人区分を選択します。代理人は‘弁護士、個人、特別代理人、訴訟遂行者、支配人、法務法

人、公益法務官、復代理人、法定代理人、船長、船舶管理人、財産管理人、専務、常務、その他、法

律上代理人、政府法務公団’等に区分されます。ログインした使用者が作成中なら[私の情報持ってく

る]ボタンを押します。[私の情報持ってくる]ボタンを、押せばログインした使用者情報を検索して入

力欄に表示します。 

⑤ 住民番号を入力して[会員情報確認]ボタンをクリックします。代理人区分により住民登録番号また

は事業者登録番号を入力して[会員情報確認]ボタンを押せば電子訴訟使用者の会員加入の有無を確認

します。 

⑥ 住所、送達住所、送達受領者および各種連絡先情報を入力します。当事者送達住所と同一に送達を

望めば該当欄にチェックして当事者住所をコピーします。 

⑦ [保存]ボタンを押せば入力した代理人情報が保存されて①の代理人リストに照会されます。 

⑧ [以前]ボタンを押せば‘ 2.当事者情報’段階に移動します。 

⑨ [次に]ボタンを押せば‘ 4.請求趣旨/原因’段階に移動します。 
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[法務法人型] 

法務法人等を代理人で登録する場合、法務法人情報と該当事件の担当弁護士を指定して入

力します。 

 

① 入力した代理人をリストで検索します。お知らせサービス[設定]ボタンを選択すればお知らせサー

ビス内訳画面が提供されて、当事者訴訟の場合に SMS と E メールでお知らせサービスを申し込みま

す。携帯電話文字メッセージ発送(SMS) 
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時に送達料金額として 17 ウォンが差し引きされるので留意してください。該当項目にチェックをす

ればそれぞれの発生時点に SMS および E メールで情報を受けてみることができます。 

② [初期化]ボタンを選択すれば代理人基本情報入力の部分が初期化されます。 

③ 当事者を問い合わせるポップアップ(上 3-1)が呼び出しされます。ポップアップで選択した当事者

情報が③当事者に入力されます。 

④ 代理人区分を選択します。代理人は‘弁護士、個人、特別代理人、訴訟遂行者、支配人、法務法

人、公益法務官、復代理人、法定代理人、船長、船舶管理人、財産管理人、専務、常務、その他、法

律上代理人、政府法務公団’等に区分されます。ログインした使用者が作成中なら[私の情報持ってく

る]ボタンを押します。[私の情報持ってくる]ボタンを押せばログインした使用者情報を検索して入力

欄に入力します。 

⑤ 住民番号を入力して[会員情報確認]ボタンをクリックします。代理人区分により住民登録番号また

は事業者登録番号を入力して[会員情報確認]ボタンを押せば電子訴訟使用者の登録の有無を確認しま

す。 

⑥ 住所、送達住所、送達受領者および各種連絡先情報を入力します。当事者送達住所と同一に送達を

望めば該当欄にチェックして当事者住所をコピーします。 

⑦ 担当弁護士/弁理士照会ポップアップを呼び出します。ポップアップで選択(下 7-1)した担当弁護士

/弁理士情報が⑧リストに照会されます。 

 

⑧ ⑦で選択した担当弁護士/弁理士がリストで照会されます。リストのお知らせサービス申請のチェッ

クボックスを選択すれば該当担当弁護士にお知らせサービスが申請されます。 

⑨ [保存]ボタンを押せば入力した代理人情報が保存されて①の代理人リストに照会されます。 

⑩ [以前]ボタンを押せば‘ 2.当事者情報’段階に移動します。 

⑪ [次に]ボタンを押せば‘ 4.請求趣旨/原因’段階に移動します。 



大法院電子訴訟ホームページ使用者マニュアル 
2011.05 法院行政処 

[司法書士長谷川清仮訳] 

 65 / 360 
 

【原文 60 頁】 

[合同法律事務所型] 

合同法律事務所の代理人を選任した場合、該当代理人区分を指定して‘使用者照会’を通

じて代理人を選択して入力します。 

 

① 入力した代理人をリストで検索します。お知らせサービス[設定]ボタンを選択すればお知らせサー

ビス内訳画面が提供されて、当事者訴訟の場合に SMS と E メールでお知らせサービスを申し込みま

す。携帯電話文字メッセージ発送(SMS)時送達料金額で 17 ウォンが差し引きされるので留意してくださ

い。該当項目にチェックをすればそれぞれの発生時点に SMS および E メールで情報を受けてみること

ができます。 

② [初期化]ボタンを選択すれば代理人基本情報入力の部分が初期化されます。 
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③ 当事者を問い合わせるポップアップ(上 3-1)が呼び出しされます。ポップアップで選択した当事者

情報が③当事者に入力されます。 

④ 代理人区分を選択します。代理人は‘弁護士、個人、特別代理人、訴訟遂行者、支配人、法務法

人、公益法務官、復代理人、法定代理人、船長、船舶管理人、財産管理人、専務、常務、その他、法

律上代理人、政府法務公団’等に区分されます。[使用者照会]ボタンを押せば合同法律事務所の代理

人がポップアップで照会されて、選択した弁護士は①代理人リストに自動で入力されます。 

 

⑤ 住民番号を入力して[会員情報確認]ボタンをクリックします。代理人区分により住民登録番号また

は事業者登録番号を入力して[会員情報確認]ボタンを押せば電子訴訟使用者の登録の有無を確認しま

す。 

⑥ 住所、送達住所、送達受領者および各種連絡先情報を入力します。当事者送達住所と同一に送達を

望めば該当欄にチェックして当事者住所をコピーします。 

⑦ [保存]ボタンを押せば入力した代理人情報が保存されて①の代理人リストに照会されます。 

⑧ [以前]ボタンを押せば‘当事者情報’段階に移動します。 

⑨ [次に]ボタンを押せば‘請求趣旨/原因’段階に移動します。 

 

 

 

 

 

 



大法院電子訴訟ホームページ使用者マニュアル 
2011.05 法院行政処 

[司法書士長谷川清仮訳] 

 67 / 360 
 

【原文 62 頁】 

 

(4) 請求趣旨/原因 
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① [作成例示]ボタンを選択すれば下の画面が提供されて請求趣旨をより簡単に作成できます。 

 

② 請求趣旨を入力します。請求趣旨入力は必須事項であり、もし、請求趣旨に図や図表等が必要なら

ば請求趣旨の別紙をファイルで添付することもできます。 

③ [要件事実]ボタンを選択すれば下の画面が提供されて請求原因をより簡単に作成できます。 

 

④ 請求原因を入力します。請求原因は画面の空欄に直接内容を入力する方式(直接入力)と別途の文書

で作成された請求原因を添付する方式(内容ファイル添付)が可能です。 

⑤ [臨時保存]ボタン選択時に入力した内容が保存されます。 

⑥ [以前]ボタンを押せば当事者訴訟の場合‘当事者情報’段階に移動して代理人訴訟の場合には‘代

理人情報’段階に移動します。 

⑦ [次に]ボタンを押せば‘立証書類’段階に移動します。 
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(5) 立証書類 

立証書類は一般文書(PDF、HWP、DOC、DOCX、TXT、XLS、XLSX)ファイルとマル

チメディア資料(AVI、WMV、MP4、MPG、MPEG、ASF、MP3、WMA、MOV、

PPT、PPTX)ファイルだけが添付が可能です。ファイル添付は[ファイル添付]ボタンを

利用し、またはファイル添付リストに直接ファイルを移動して添付できます。一般文書フ

ァイルのうち PDF ファイルでないファイルは次の段階作成完了時自動で PDF に変換さ

れます。 
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① 1 段階文書作成で立証書類段階であることを表示します。 

② ファイル添付リストに添付されたファイルの位置を調節できます。ファイルの位置にしたがって立

証書類リストに登録されて自動で号証が付与されます。 

③ [ファイル添付]ボタンを押してファイルを選択できる画面が見られます。ファイルは複数を一度に

選択することができます。 

④ ファイル添付リストのファイルを選択した後に[選択削除]ボタンを押して選択されたファイルをフ

ァイル添付リストから削除することができます。 

⑤ [全部削除]ボタンを押してファイル添付リストに添付されたファイルを全部削除できます。 

⑥ ファイル添付リストにファイルを添付した後には必ず[登録]ボタンを押して立証書類リストにファ

イルを登録しなければなりません。号証番号は以前に提出された番号に引き続き自動で付与されま

す。 

⑦ [号証番号編集]ボタンを押して立証書類の号証符号、枝符号、号証番号、枝番号、書類名等の立証

書類情報を編集できます。 

 

⑦-1 削除する書類を選択した後に[書類削除]ボタンを押して立証書類を削除します。削除後には必ず

[確認]ボタンを押して立証書類情報を保存しなければなりません。(全件削除可能) 

⑦-2 立証書類の情報を修正できます。号証符号は甲、乙、丙の中から選択することができ、枝符号は

多数当事者事件の場合に가～하の中で選択できます。2 個以上のファイルに同じ号証符号、枝符号、

号証番号、枝番号で入力する場合、種々のファイルを同じ立証書類で提出が可能です。(ファイル 5 個

まで同じ立証書類番号で提出が可能です。) 

⑦-3 1 個のファイルを種々の立証書類で提出しなければならない場合、書類を選択した後に分離対象

書類個数を入力します。以後に[立証書類分離]ボタンを押して 1 個の立証書類を分離対象書類個数だ

け分離ができます。 

⑦-4 [立証書類分離]ボタンを使って立証書類を分離した後には必ず号証番号を入力した後にページ番

号を入力します。ページ番号を入力しなければ書類が提出された以後ファイルの該当ページが立証書類

と認定され 



大法院電子訴訟ホームページ使用者マニュアル 
2011.05 法院行政処 

[司法書士長谷川清仮訳] 

 71 / 360 
 

【原文 66 頁】 

 

ます。 

⑦-5 立証書類を単件で削除できます。 

⑦-6 立証書類の情報を編集した後には必ず[確認]ボタンを押して修正された情報を保存して初めて立

証書類情報が保存されます。 

⑦-7 [取り消し]ボタンを押して号証番号編集画面を閉じます。号証番号編集を通じて修正された情報

は保存されません。 

⑧ ファイル登録により添付された立証書類の書類名を修正できます。 

⑨ [入力]ボタンを押して立証書類の追加情報を入力できます。 

 

⑨-1 一般文書ファイル(PDF、HWP、DOC、DOCX、TXT、XLS、XLSX)の場合、作成者、作成日

者、立証趣旨を入力することができます。マルチメディアファイル(AVI、WMV、MP4、MPG、

MPEG、ASF、MP3、WMA、MOV、PPT、PPTX)の場合、録音(録画)した者、録音(録画)された

者、録音(録画)日時、録音(録画)場所、主要内容、立証する事項に適した関連性を入力できます。 

⑨-2 追加情報を入力した後に[保存]ボタンを押して追加情報を保存できます。以後は立証書類画面の

[臨時保存]ボタンを押して追加情報を必ず保存しなければなりません。 

⑨-3 [取り消し]ボタンを押して追加情報入力画面を閉じることができます。入力された追加情報は保

存されません。 

⑩ 登録された立証書類リストの書類を削除できます。 

⑪ [書証入力ファイル登録]ボタンを押して立証書類リストに登録された立証書類リストの情報を書証

入力ファイル(CSV)により登録できます。書証入力ファイル登録を通じて立証書類情報を登録するた

めには必ずファイルが立証書類リストに登録されていなければなりません。 
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⑪-1 立証書類リスト情報を入力する書証入力ファイル(CSV)を登録できます。書証入力ファイルの場

合⑪-3 を通じて保存した様式ファイルで作成して初めて正常に登録が可能です。 

⑪-2 書証入力ファイルを登録した後に[検証および登録]ボタンを押して書証入力ファイルに対する検

証ができます。正常な場合、登録を通じて立証書類リストに登録された書類の立証書類情報が自動で

保存されます。 

⑪-3 [様式ファイル]ボタンを押して書証入力ファイルで登録可能な CSV 様式ファイルを受けることが

できます。 

⑪-4 [見本ファイル]ボタンを押して書証入力ファイルの作成方法を説明したエクセル ファイルを受け

ることができます。 

⑪-5 [閉じる]ボタンを押して書証入力ファイル登録画面を閉じることができます。 

⑫ 書類名、追加情報を修正した後には必ず[臨時保存]ボタンを押して立証書類の情報を保存します。 

⑬ [以前]ボタンを押せば請求趣旨/原因段階に移動します。 

⑭ [次に]ボタンを押せば添付書類段階に移動します。 
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(6) 添付書類 

添付書類は一般文書(PDF、HWP、DOC、DOCX、TXT、XLS、XLSX)ファイルだけ付

加可能です。ファイル添付は[ファイル添付]ボタンを利用し、またはファイル添付リスト

に直接ファイルを移動して添付できます。一般文書ファイルのうち PDF ファイルでない

ファイルは作成完了時自動で PDF に変換されます。 

 

 

① 1 段階文書作成で 5.添付書類段階であることを表示します。 

② 書類名を選択し、または直接入力して書類名を入力できます。 

③ ファイル添付リストに添付されたファイルの位置を調節できます。 

④ [ファイル添付]ボタンを押してファイルを選択できる画面が見られます。ファイルは一つの書類に

最大 5 個まで添付が可能です。 
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⑤ ファイル添付リストのファイルを選択した後に[選択削除]ボタンを押して選択されたファイルをフ

ァイル添付リストから削除することができます。 

⑥ [全部削除]ボタンを押してファイル添付リストに添付されたファイルを全部削除できます。 

⑦ ファイル添付リストにファイルを添付した後には必ず[登録]ボタンを押して添付書類リストにファ

イルを登録しなければなりません。 

⑧ 添付書類の書類名を修正できます。 

⑨ 添付書類リストの書類を削除できます。 

⑩ 書類名を修正した後には必ず[臨時保存]ボタンを押して添付書類の情報を保存します。 

⑪ [以前]ボタンを押して文書作成および添付の移転段階に移動します。 

⑫ [作成完了]ボタンを押して文書作成および添付段階を完了します。作成完了時には作成者が作成し

た提出書類情報を利用して自動で訴状を作って、添付された立証書類、添付書類のうちで一般文書フ

ァイル(HWP、DOC、DOCX、TXT、XLS、XLSX)を自動で PDF に変換して保存します。 
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(7) 作成文書確認 

以前の段階で‘作成完了’とすれば入力した情報で訴状が生成されます。本段階では自動

で生成された PDF フォーマットの訴状を確認する過程です。 

 

① 訴状作成中添付した文書を表示します。文書を選択すれば該当文書の内容を確認できます。 

②‘当事者情報’で入力した原告情報が出力されます。(代理人が選任された場合、代理人情報も共に出

力される。) 

③‘当事者入力’で入力した被告情報が出力されます。 

④‘事件基本情報’で入力または選択した事件名が出力されます。 

⑤‘請求趣旨/原因’で入力した請求趣旨が出力されます。 
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⑥‘請求趣旨/原因’で入力またはファイルで添付した請求原因が出力されます。 

⑦‘立証書類’段階で入力した立証書類情報が出力されます。 

⑧ 生成された訴状の次にページに移動します。 

 

⑨‘添付書類入力’段階で入力した添付書類情報が出力されます。 

⑩ 作成日が出力されます。 

⑪ 訴状の名義人情報が出力されます。 

⑫ 訴状を提出する管轄法院が出力されます。 
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⑬ 前のページに移動します。 

⑭ 上の書類リストのすべての文書の内容に異常がないということを確認後チェックしてください。 

⑮ 作成された文書を修正しなければならない場合、望む修正段階(事件基本情報、当事者情報、代理人

情報、請求趣旨/原因、立証書類、添付書類)を選択後移動できます。現在の生成された訴状は削除さ

れて選択した段階に移動します。 

⑯ [作成文書およびファイル削除]ボタンを選択すれば作成した訴状を削除します。以前の段階で入力

した情報はそのまま維持されます。 

⑰ [以前]ボタンを押せば現在の生成された訴状を削除して‘添付書類’段階に移動します。以前の段

階で入力した情報はそのまま維持されます。 

⑱ [確認]ボタンを押せば‘ 2 段階電子署名’段階に移動します。 
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다) 電子署名 

作成が完了すれば訴訟文書、立証書類および添付書類に電子署名を遂行する段階です。 

本人が作成して電子署名して提出する場合には本画面を経ないで文書提出画面で電子署名

を通じて提出が可能です。作成者が別途の署名者から署名を得なければならない場合には

該当電子署名要請対象者に電子署名を要請します。電子署名を要請された使用者は‘私の

電子訴訟>作成中書類>電子署名リスト’で該当文書名をクリックして電子署名を遂行しな

ければなりません。 

 

[電子署名] 

 

① ファイル名を選択すればファイルを訴訟文書ビューアーによってあらかじめ見ることができます。 
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② [電子署名]ボタンを押せば電子署名ウインドウ(②-1)がポップアップしてログインした認証書で電

子署名を遂行します。 

③ 文書作成段階を選択した後に[移動]ボタンを押せば文書作成段階のうち選択された画面に移動しま

す。以後必ず添付書類画面で[作成完了]ボタンを通じて文書を作成完了しなければなりません。 

④ [以前]ボタンを押せば作成文書確認画面に移動します。 

⑤ [次に]ボタンを押せば訴訟費用納付または文書提出画面に移動します。 

 

[電子署名要請] 

 

① 本人の他に共同名義人の追加電子署名が必要な場合、電子署名を要請できます。電子署名を要請す

る対象者を選択した後に E メール発送の有無を選択します。E メール発送を選択した後に電子署名要

請をする場合には下のような内容の E メールが使用者に発送されます。以後要請された使用者が電子

署名を完了した以後に文書を提出できます。 
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② 電子署名を要請した使用者に対して[電子署名要請取消]ボタンを押して電子署名要請を取り消しま

す。すでに電子署名を完了した状態の場合には電子署名要請取り消しが不可能です。 
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[電子署名要請受信者電子署名] 

 

 

① 電子署名要請を受けた受信者は‘私の電子訴訟>作成中書類>電子署名リスト’を通じて電子署名画

面に移動できます。以後に[電子署名]ボタンを押して文書に対する電子署名を進めます。 

② 電子署名要請を受けた受信者は[以前]ボタンを押して作成された文書を直接修正できます。この

時、電子署名要請を受けた本人以外の他の使用者が該当文書に対する電子署名を遂行したとすれば修

正をできません。電子署名要請を受けた受信者が直接文書を修正した以後には直接電子署名を遂行し

た後提出することができます。 

③ 電子署名要請を受けた受信者は電子署名を完了した後に電子署名対象者がすべて電子署名を完了し

たとすれば[次に]ボタンを押して文書提出ができます。 
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라) 訴訟費用納付 

(1) 訴訟書類訴訟費用納付段階で印紙額納付、送達料納付項目を入力します。 

 

① [印紙額算定基準]ボタンを押せば訴訟費用計算ポップアップ画面に移動して、印紙額計算情報を見

せます。 

② [送達料算定基準]ボタンを押せば訴訟費用計算ポップアップ画面に移動して、送達料計算情報を表

示します。 

③ 印紙額納付をチェックすれば印紙額納付金額、[納付当事者選択]ボタン、[納付者選択]ボタンが活

性化します。 

④ 印紙額納付金額を確認します。 
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【原文 78 頁】 

⑤ 印紙額納付[納付当事者選択]ボタンを押せば納付当事者照会ポップアップ画面に移動して、納付当

事者を選択して[納付当事者登録]ボタンを押せば納付当事者情報が納付画面に入力されます。(印紙

額、送達料納付当事者同一をチェックすれば印紙額、送達料納付当事者情報が同一に納付画面に入力

される) 

 

⑥ 印紙額納付[納付者選択]ボタンを押せば納付者照会ポップアップ画面に移動して、納付者を選択し

て[納付者登録]ボタンを押せば納付者情報が納付画面に入力されます。 

 

⑦ 送達料納付をチェックすれば送達料納付金額、[納付当事者選択]ボタン、払戻口座項目が活性化さ

れます。(ただし、特許訴状提出時‘当事者情報’段階で原告の住民番号を入力しなければなりませ

ん。) 
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【原文 79 頁】 

 

⑧ 送達料納付金額を確認します。 

⑨ 送達料納付[納付当事者選択]ボタンを押せば納付当事者照会ポップアップ画面に移動して、納付当

事者を選択して[納付当事者登録]ボタンを押せば納付当事者情報が納付画面に入力されます。(印紙

額、送達料納付当事者同一をチェックすれば印紙額、送達料納付当事者情報が同一に納付画面に入力

される) 

 

⑩ 銀行選択、口座番号、預金者入力後に[口座確認]ボタンを押して口座確認されれば‘有効な口座情

報です。’メッセージを出力します。 

 

(2) 納付情報を入力します。 

<クレジットカード納付方式を選択した場合> 

 

① 納付するカードを選択します。 

② [納付]ボタンを押せば安心決済ポップアップ画面に移動します。 
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【原文 80 頁】 

 

 

③ クレジットカード情報を入力した後に[確認]ボタンを押せば安心決済認証ポップアップ画面に移動

します。 

④ 認証方式(パスワード/公認認証)選択およびカード情報入力後に[確認]ボタンを押せば電子署名ポッ

プアップ画面に移動します。 

⑤ 認証書選択および暗号を入力して[確認]ボタンを押せば納付処理後文書提出画面に移動します。 

 

<口座振替納付方式を選択した場合> 

 

① 口座類型を個人で選択して口座振替する預金者の住民登録番号を入力します。 
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【原文 81 頁】 

 

 

② 口座類型を法人で選択した場合、口座振替する預金者の事業者登録番号を入力します。 

③ 約款同意を選択します。 

④ [納付]ボタンを押せば金融決済院口座振替ポップアップウィンドウに移動します。 

 

⑤ 口座振替情報を入力します。 

⑥ [決済]ボタンを押せば口座振替処理をします。 

⑦ [確認]ボタンを押せば納付処理後に文書提出画面に移動します。 
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【原文 82 頁】 

 

<仮想口座(民事)方式を選択した場合> 

 

① 仮想口座納付銀行を選択します。 

② [以前]ボタンを押せば電子署名画面に移動します。 

③ [納付]ボタンを押せば納付処理後に文書提出画面に移動します。(ただし、特許書類で訴訟費用を納

付する時には仮想口座方式でご使用になることができません。) 

④ [次に]ボタンを押せば文書提出画面に移動します。 
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【原文 83 頁】 

 

마) 文書提出 

(1) 文書提出 

 

① 事件の基本情報が照会されます。 

② 添付ファイルのファイル名を選択すれば、ファイルをダウンロードすることや照会ができます。 

③ [以前]ボタンを押せば訴訟費用納付画面に移動します。 

④ [提出]ボタンを押せば電子署名ウィンドウが起動します。この時ログインした認証書で電子署名を

実行(④-1)すれば訴状が提出されます。提出後には訴訟書類受付結果画面に移動します。(添付ファイ

ルの容量が多い場合、時間が長く経過することがあります。) 提出が完了すれば当事者情報、代理人

情報で申請した SMS、E-Mail お知らせサービスの項目により E メール、携帯電話短文メッセージが

送信されます。 
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【原文 84 頁】 

 

 

 

(2) 受付結果確認 

提出した訴状の受付情報を確認できます。 

 

 

① [受付証出力]ボタンを選択すれば受付された訴状の受付確認証を出力できます。 

② [完了]ボタンを選択すれば提出内訳で今まで提出した訴訟書類の提出情報を確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 



大法院電子訴訟ホームページ使用者マニュアル 
2011.05 法院行政処 

[司法書士長谷川清仮訳] 

 90 / 360 
 

【原文 85 頁】 

 

[仮訳者注：上記文書の参考仮訳 

受付証 

原告 様 

次の通り事件を受け付けました。 

1．事件:2011가소 7767 貸付金 

2．原告:キム・ヨハン 

3．被告:ハン・チャイム 

4．受付番号：201121000300077670001 

5．受付日時：2011.04.10 16:28 

6．提出書類の名称：訴状 

2011.04.10 

ソウル中央地方法院 

＊本文書は参考用で、法的な効力はありません。] 
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【原文 86 頁】 

 

4) 反訴状 

大法院電子訴訟ホームページに接続して公認認証書でログインした後‘書類提出>民事書

類’メニューで[反訴状]を選択します。 

 

가) 事件確認 

 

 

 

① 法院、本訴事件番号を入力した後に[確認]ボタンを押せば電子訴訟進行同意画面に移動します。 

② [取消]ボタンを選択すれば‘書類提出>民事書類’画面に移動します。 
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【原文 87 頁】 

 

나) 文書作成 

(1) 事件基本情報 

 

① 反訴状作成段階は文書作成>電子署名>訴訟費用納付>文書提出の 4 段階に進行されます。 

② 最初の段階である文書作成段階は該当手続により進行されます。(‘代理人情報’段階は代理人の反

訴状提出場合にだけ該当) 

③ 本事件の基本情報を確認します。 

④ 反訴状に表示する事件名を選択します。事件名は修正可能です。[事件名検索]ボタンを選択すれば

下の画面が提供されて事件名をより簡単に検索できます。 

 



大法院電子訴訟ホームページ使用者マニュアル 
2011.05 法院行政処 

[司法書士長谷川清仮訳] 

 93 / 360 
 

【原文 88 頁】 

 

⑤ 請求区分を選択します。 

⑥ 訴額を入力します。[訴額算定]ボタンを選択すれば下の画面が提供されて訴額をより簡単に算定す

ることができます。 

 

⑦ [臨時保存]ボタン選択時入力した内容が保存されます。 

⑧ [次に]ボタン選択時入力した内容が保存されて次に‘当事者情報’段階に移動します。 
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(2) 当事者情報 
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【原文 90 頁】 

① 入力した当事者をリストで問い合わせます。下の当事者を追加して保存すれば該当リストに照会さ

れます。お知らせサービス[設定]ボタンを選択すれば下の画面が提供されて、当事者訴訟の場合に

SMS と E メールでお知らせサービスを申請します。携帯電話文字メッセージ送信(SMS)時に送達料金

額として 17 ウォンが差し引きされるので留意願います。該当項目にチェックをすればそれぞれの発

生時点に SMS および E メールで情報を受けることができます。 

 

② [初期化]ボタンを選択すれば当事者基本情報入力の部分が初期化されます。 

③ 反訴原告または反訴被告を選択します。当事者訴訟でログイン使用者本人が作成する場合[私の情報

持ってくる]ボタンを押せばログイン使用者情報を問い合わせて入力画面にセッティングします。 

④ [当事者選択]ボタンを選択すれば下の画面が提供されて、反訴原告/反訴被告に該当する本事件当事

者を選択します。例えば反訴原告は本事件被告で本人を選択します。 

 

⑤ 当事者の人格区分には‘法人、自然人、国家、権利能力がない法人(非法人)、地方自治体’等があ

って 
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【原文 91 頁】 

 

人格区分により入力項目が変わります。 

⑥ 選定当事者が選任されなければならない場合には‘該当なし’の選択を変更しないで入力を進めま

す。選定当事者が訴状を提出する場合には選定当事者と選定者情報を全部入力して当事者選定書を'添

付書類'段階で添付して提出してください。 

⑦ 当事者の人格区分により住民登録番号または事業者登録番号を入力して[会員情報確認]ボタンを押

せば電子訴訟使用者の登録の有無を確認します。当事者訴訟の場合には必ず住民番号および事業者番

号を入力してください。 

⑧ 住所、送達住所、送達受領者、国籍、携帯電話番号、電話番号、E メール、ファックス番号、補助

E メール情報を入力します。 

⑨ [保存]ボタンを押せば入力した当事者情報が保存されて①の当事者リストに照会されます。 

⑩ [以前]ボタンを押せば以前の‘事件基本情報’段階に移動します。 

⑪ [次に]ボタンを押せば当事者訴訟の場合の次に‘請求趣旨/原因’段階に移動して代理人訴訟の場合

には‘代理人情報’段階に移動します。 
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【原文 92 頁】 

 

5) 独立当事者参加申請書 

大法院電子訴訟ホームページに接続して公認認証書でログインした後‘書類提出>民事書

類’メニューで[独立当事者参加申請書]を選択します。 

 

가) 事件確認 

 

 

① 法院、事件番号を入力した後に[確認]ボタンを押せば電子訴訟進行同意画面に移動します。 

② [取消]ボタンを選択すれば‘書類提出>民事書類’画面に移動します。 
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【原文 93 頁】 

 

나) 文書作成 

(1) 事件基本情報 

 

① 独立当事者参加申請書作成段階は文書作成>電子署名>訴訟費用納付>文書提出の 4 段階に進行されま

す。 

② 最初の段階である文書作成段階は該当手続により進行されます。(‘代理人情報’段階は代理人の独

立当事者参加申請書提出の場合にだけ該当) 

③ 本事件の基本情報を確認します。 

④ 請求区分を選択します。 

⑤ 訴額区分を選択します。 

⑥ 訴額を入力します。[訴額]ボタンを選択すれば下の画面が提供されて訴額をより簡単に算定するこ

とができます。 
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【原文 94 頁】 

 

 

⑦ [臨時保存]ボタン選択時入力した内容が保存されます。 

⑧ [次に]ボタン選択時入力した内容が保存されて次に‘当事者情報’段階に移動します。 
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(2) 当事者情報 
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【原文 96 頁】 

① 入力した当事者をリストで問い合わせます。下の当事者を追加して保存すれば該当リストに照会さ

れます。お知らせサービス[設定]ボタンを選択すれば下の画面が提供されて、当事者訴訟の場合に

SMS と E メールでお知らせサービスを申し込みます。携帯電話文字メッセージ発送(SMS)時に送達料

金額として 17 ウォンが差し引きされるので留意願います。該当項目にチェックをすればそれぞれの

発生時点に SMS および E メールで情報を受けてみることができます。 

 

② [初期化]ボタンを選択すれば当事者基本情報入力の部分が初期化されます。 

③ 当事者区分は独立当事者だけ選択できます。当事者訴訟でログイン使用者本人が作成する場合[私の

情報持ってくる]ボタンを押せばログイン使用者情報を問い合わせて入力画面にセッティングします。

当事者の人格区分には‘法人、自然人、国家、権利能力がない法人(非法人)、地方自治体’等があっ

て人格区分により入力項目が変わります。 

④ 選定当事者が選任されなければならない場合には‘該当なし’の選択を変更しないで入力を進めま

す。選定当事者が訴状を提出する場合には選定当事者と選定者情報を全部入力して当事者選定書を'添

付書類'段階で添付して提出してください。 

⑤ 当事者の人格区分により住民登録番号または事業者登録番号を入力して[会員情報確認]ボタンを押

せば電子訴訟使用者の登録の有無を確認します。当事者訴訟の場合には必ず住民番号および事業者番

号を入力してください。 

⑥ 住所、送達住所、送達受領者、国籍、携帯電話番号、電話番号、E メール、ファックス番号、補助

E メール情報を入力します。 

⑦ [保存]ボタンを押せば入力した当事者情報が保存されて①の当事者リストに照会されます。 

⑧ [以前]ボタンを押せば以前‘事件基本情報’段階に移動します。 

⑨ [次に]ボタンを押せば当事者訴訟の場合の次に‘請求趣旨/原因’段階に移動して代理人訴訟の場合

には‘代理人情報’段階に移動します。 
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【原文 97 頁】 

 

(3) 請求趣旨/原因 

 

① 参加趣旨を入力します。参加趣旨入力は必須事項です。 

② 参加理由を入力します。参加理由入力は必須事項です。 
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③ [作成例示]ボタンを選択すれば下の画面が提供されて請求趣旨をより簡単に作成できます。 
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【原文 99 頁】 

 

 

④ 請求趣旨を入力します。請求趣旨入力は必須事項であり、もし、請求趣旨に図や図表等が必要なら

ば、請求趣旨の別紙をファイルで添付することもできます。 

⑤ [要件事実]ボタンを選択すれば下の画面が提供されて請求原因をより簡単に作成できます。 

 

⑥ 請求原因を入力します。請求原因は画面の空欄に直接内容を入力する方式(直接入力)と別途の文書

で作成された請求原因を添付する方式(内容ファイル添付)が可能です。 

⑦ [臨時保存]ボタン選択時入力した内容が保存されます。 

⑧ [以前]ボタンを押せば当事者訴訟の場合‘当事者情報’段階に移動して代理人訴訟の場合には‘代

理人情報’段階に移動します。 

⑨ [次に]ボタンを押せば‘立証書類’段階に移動します。 
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【原文 100 頁】 

 

6) 中間確認の訴状 

大法院電子訴訟ホームページに接続して公認認証書でログインした後‘書類提出>民事書

類’メニューで[中間確認の訴状]を選択します。 

 

가) 事件確認 

 

 

 

① 法院、事件番号を入力した後に[確認]ボタンを押せば電子訴訟進行同意画面に移動します。 

② [取消]ボタンを選択すれば‘書類提出>民事書類’画面に移動します。 
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【原文 101 頁】 

 

나) 文書作成 

(1) 事件基本情報 

 

 
① 中間確認の訴状作成段階は文書作成>電子署名>訴訟費用納付>文書提出の 4 段階に進行されます。 

② 最初の段階である文書作成段階は該当手続きにより進行されます。(‘代理人情報’段階は代理人の

中間確認の訴状提出の場合にだけ該当) 

③ 本事件の基本情報を確認します。 

④ 請求区分を選択します。 

⑤ 訴額区分を選択します。 

⑥ 訴額を入力します。[訴額算定]ボタンを選択すれば下の画面が提供されて訴額をより簡単に算定す

ることあります。 
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【原文 102 頁】 

 

⑦ [臨時保存]ボタン選択時入力した内容が保存されます。 

⑧ [次に]ボタン選択時入力した内容が保存されて次に‘当事者情報’段階に移動します。 
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【原文 103 頁】 

 

(2) 当事者情報 

 

① 入力した当事者をリストで問い合わせます。下の当事者を追加して保存すれば該当リストに照会さ

れます。お知らせサービス[設定]ボタンを選択すれば下の画面が提供されて、当事者訴訟の場合に

SMS と E メールでお知らせ 
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【原文 104 頁】 

サービスを申し込みます。携帯電話文字メッセージ発送(SMS)時に送達料金額として 17 ウォンが差し引

きされるので留意願います。該当項目にチェックをすればそれぞれの発生時点に SMS および E メール

で情報を受けることができます。 

 

② [初期化]ボタンを選択すれば当事者基本情報入力の部分が初期化されます。 

③ 中間確認原告または中間確認被告を選択します。当事者訴訟でログイン使用者本人が作成する場合

[私の情報持ってくる]ボタンを押せばログイン使用者情報を問い合わせて入力画面にセッティングし

ます。 

④ [当事者選択]ボタンを選択すれば下の画面が提供されて、中間確認原告/中間確認被告に該当する本

事件当事者を選択します。例えば中間確認原告が本事件の原告なら原告を選択します。 

 

⑤ 当事者の人格区分には‘法人、自然人、国家、権利能力がない法人(非法人)、地方自治体’等があ

って人格区分により入力項目が変わります。 

⑥ 当事者の人格区分により住民登録番号または事業者登録番号を入力して[会員情報確認]ボタンを押

せば電子訴訟使用者の登録の有無を確認します。当事者訴訟の場合には必ず住民番号および事業者番号

を入力してください。 

⑦ 住所、送達住所、送達受領者、国籍、携帯電話番号、電話番号、E メール、ファックス番号、補助

E メール情報を入力 
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【原文 105 頁】 

 

します。 

⑧ [保存]ボタンを押せば入力した当事者情報が保存されて①の当事者リストに照会されます。 

⑨ [以前]ボタンを押せば以前‘事件基本情報’段階に移動します。 

⑩ [次に]ボタンを押せば当事者訴訟の場合の次に‘請求趣旨/原因’段階に移動して代理人訴訟の場合

には‘代理人情報’段階に移動します。 
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【原文 106 頁】 

 

7) 調停申請書 

大法院電子訴訟ホームページに接続して公認認証書でログインした後‘書類提出>民事書

類’メニューで[調整申請書]を選択します。 

 

가) 文書作成 

(1) 事件基本情報 

 

① 調停申請書の訴状作成段階は文書作成>電子署名>訴訟費用納付>文書提出の 4 段階に進行されます。 

② 最初の段階である文書作成段階は該当手続により進行されます。(‘代理人情報’段階は代理人の調

停申請書提出の場合にだけ該当) 

③ 調停申請書に表示する事件名を選択します。事件名は修正可能です。[事件名検索]ボタンを選択す

れば下の画面が提供されて事件名をより簡単に検索できます。 
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【原文 107 頁】 

 

 

④ 請求区分を選択します。 

⑤ 訴額区分を選択して訴額を入力します。[訴額算定]ボタンを選択すれば下の画面が提供されて訴額

をより簡単に算定できます。 

 

⑥ 調停申請書を提出する管轄法院を選択します。[管轄法院検索]ボタンを選択すれば下の画面が提供

されて、管轄法院をより簡単に探すことができます。 
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【原文 108 頁】 

 

 

⑦ [臨時保存]ボタン選択時入力した内容が保存されます。 

⑧ [次に]ボタン選択時入力した内容が保存されて次に‘当事者情報’段階に移動します。 
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【原文 109 頁】 

 

(2) 当事者情報 
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【原文 110 頁】 

① 入力した当事者をリストで問い合わせます。下の当事者を追加して保存すれば該当リストに照会さ

れます。お知らせサービス[設定]ボタンを選択すれば下の画面が提供されて、当事者訴訟の場合に

SMS と E メールでお知らせサービスを申請します。携帯電話文字メッセージ発送(SMS)時に送達料金

額として 17 ウォンが差し引きされるので留意願います。該当項目にチェックをすればそれぞれの発

生時点に SMS および E メールで情報を受けることができます。 

 

② [初期化]ボタンを選択すれば当事者基本情報入力の部分が初期化されます。 

③ 申請人または被申請人を選択します。当事者訴訟でログイン使用者本人が作成する場合[私の情報持

ってくる]ボタンを押せばログイン使用者情報を問い合わせて入力画面にセッティングします。当事者

の人格区分には‘法人、自然人、国家、権利能力がない法人(非法人)、地方自治体’等があって人格

区分により入力項目が変わります。 

④ 選定当事者が選任されなければならない場合には‘該当なし’の選択を変更しないで入力を進めま

す。選定当事者が訴状を提出する場合には選定当事者と選定者情報を全部入力して当事者選定書を'添

付書類'段階で添付して提出してください。 

⑤ 当事者の人格区分により住民登録番号または事業者登録番号を入力して[会員情報確認]ボタンを押

せば電子訴訟使用者の登録の有無を確認します。当事者訴訟の場合には必ず住民番号および事業者番

号を入力してください。 

⑥ 住所、送達住所、送達受領者、国籍、携帯電話番号、電話番号、E メール、ファックス番号、補助

E メール情報を入力します。 

⑦ [保存]ボタンを押せば入力した当事者情報が保存されて①の当事者リストに照会されます。 

⑧ [以前]ボタンを押せば以前‘事件基本情報’段階に移動します。 

⑨ [次に]ボタンを押せば当事者訴訟の場合の次に‘申請趣旨/原因’段階に移動して代理人訴訟の場合

には‘代理人情報’段階に移動します。 
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【原文 111 頁】 

 

(3) 申請趣旨/原因 

 

① [作成例示]ボタンを選択すれば下の画面が提供されて申請趣旨をより簡単に作成できます。 
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【原文 112 頁】 

 

 

② 申請趣旨を入力します。申請趣旨入力は必須事項であり、もし、申請趣旨に図や図表等が必要なら

ば、申請趣旨の別紙をファイルで添付することもできます。 

③ [要件事実]ボタンを選択すれば下の画面が提供されて申請原因をより簡単に作成できます。 

 

④ 申請原因を入力します。申請原因は画面の空欄に直接内容を入力する方式(直接入力)と別途の文書

で作成された申請原因を添付する方式(内容ファイル添付)が可能です。 

⑤ [臨時保存]ボタン選択時入力した内容が保存されます。 

⑥ [以前]ボタンを押せば当事者訴訟の場合‘当事者情報’段階に移動して代理人訴訟の場合には‘代

理人情報’段階に移動します。 

⑦ [次に]ボタンを押せば‘立証書類’段階に移動します。 
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【原文 113 頁】 

 

8) 再審訴状 

大法院電子訴訟ホームページに接続して公認認証書でログインした後‘書類提出>民事書

類’メニューで[再審訴状]を選択します。 

 

가) 事件確認 

 

 

① 法院、再審対象事件番号を入力した後に[確認]ボタンを押せば電子訴訟進行同意画面に移動しま

す。 

② [取消]ボタンを選択すれば‘書類提出>民事書類’画面に移動します。 
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【原文 114 頁】 

 

나) 文書作成 

(1) 事件基本情報 

 

 

① 再審訴状作成段階は文書作成>電子署名>訴訟費用納付>文書提出の 4 段階に進行されます。 

② 最初の段階である文書作成段階は該当手続きにより進行されます。(‘代理人情報’段階は代理人の

再審訴状提出の場合にだけ該当) 

③ 再審対象事件の基本情報を確認します。 

④ 請求区分を選択します。 

⑤ 訴額区分を選択して訴額を入力します。[訴額算定]ボタンを選択すれば下の画面が提供されて訴額

をより簡単に算定できます。 
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【原文 115 頁】 

 

 

⑥ [臨時保存]ボタン選択時入力した内容が保存されます。 

⑦ [次に]ボタン選択時入力した内容が保存されて次に‘当事者情報’段階に移動します。 
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【原文 116 頁】 

 

(2) 当事者情報 
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【原文 117 頁】 

① 入力した当事者をリストで問い合わせます。下の当事者を追加して保存すれば該当リストに照会さ

れます。お知らせサービス[設定]ボタンを選択すれば下の画面が提供されて、当事者訴訟の場合に

SMS と E メールでお知らせサービスを申し込みます。携帯電話文字メッセージ発送(SMS)時に送達料

金額として 17 ウォンが差し引きされるので留意願います。該当項目にチェックをすればそれぞれの

発生時点に SMS および E メールで情報を受けることができます。 

 

② [初期化]ボタンを選択すれば当事者基本情報入力の部分が初期化されます。 

③ 再審原告または再審被告を選択します。当事者訴訟でログイン使用者本人が作成する場合[私の情報

持ってくる]ボタンを押せばログイン使用者情報を問い合わせて入力画面にセッティングします。 

④ [当事者選択]ボタンを選択すれば下の画面が提供されて、再審原告/再審被告に該当する本事件当事

者を選択します。例えば再審原告が本事件の原告なら原告を選択します。 

 

⑤ 当事者の人格区分には‘法人、自然人、国家、権利能力がない法人(非法人)、地方自治体’等があ

って 
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【原文 118 頁】 

 

人格区分により入力項目が変わります。 

⑥ 選定当事者が選任されるがならない場合には‘該当なし’の選択を変更しないで入力を進めます。

選定当事者が訴状を提出する場合には選定当事者と選定者情報を全部入力して当事者選定書を'添付書

類'段階で添付して提出してください。 

⑦ 当事者の人格区分により住民登録番号または事業者登録番号を入力して[会員情報確認]ボタンを押

せば電子訴訟使用者の登録の有無を確認します。当事者訴訟の場合には必ず住民番号および事業者番

号を入力してください。 

⑧ 住所、送達住所、送達受領者、国籍、携帯電話番号、電話番号、E メール、ファックス番号、補助

E メール情報を入力します。 

⑨ [保存]ボタンを押せば入力した当事者情報が保存されて①の当事者リストに照会されます。 

⑩ [以前]ボタンを押せば以前‘事件基本情報’段階に移動します。 

⑪ [次に]ボタンを押せば当事者訴訟の場合の次に‘請求趣旨/原因’段階に移動して代理人訴訟の場合

には‘代理人情報’段階に移動します。 
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【原文 119 頁】 

 

(3) 請求趣旨/原因 

 

① 訴提起内容を入力します。訴提起内容入力は必須事項です。 

② 再審対象判決を入力します。再審対象判決入力は必須事項です。 
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【原文 120 頁】 

 

 

③ [作成例示]ボタンを選択すれば下の画面が提供されて再審請求趣旨をより簡単に作成できます. 
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【原文 121 頁】 

 

 

④ 再審請求趣旨を入力します。再審請求趣旨入力は必須事項であり、もし、請求趣旨に図や図表など

が必要ならば、請求趣旨の別紙をファイルで添付することもできます。 

⑤ [要件事実]ボタンを選択すれば下の画面が提供されて再審請求原因をより簡単に作成できます。 

 

⑥ 再審請求原因を入力します。再審請求原因は画面の空欄に直接内容を入力する方式(直接入力）と別

途の文書で作成された請求原因を添付する方式(内容ファイル添付)が可能です。 

⑦ [臨時保存]ボタン選択時入力した内容が保存されます。 

⑧ [以前]ボタンを押せば当事者訴訟の場合‘当事者情報’段階に移動して代理人訴訟の場合には‘代

理人情報’段階に移動します。 

⑨ [次に]ボタンを押せば‘立証書類’段階に移動します。 
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【原文 122 頁】 

 

9) 答弁書 

 

가) 提出する訴訟書類を選択します。 

頻繁に訪れる民事訴訟書類や民事訴訟書類全体表示で‘答弁書’を選択します。 

 

나) 事件確認を遂行します。 

 

 

 

① 法院と事件番号を入力して[確認]ボタンを押せば答弁書の文書作成および添付段階に移動します。 

② [取消]ボタンを押せば頻繁に訪れる民事訴訟書類画面を移動します。 
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【原文 123 頁】 

 

다) 文書作成および添付 

訴訟書類を作成します。 

訴訟書類提出段階は文書作成および添付->電子署名->文書提出の 3 段階に進行されます。 

 

(1) 訴訟書類入力 

 

① 1 段階文書作成および添付で 1．訴訟書類入力段階であることを表示します。 

② 以前の事件登録画面で選択した事件に対する事件情報が照会されます。 

③ 現在の作成中の訴訟書類名が表示されます。 
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【原文 124 頁】 

 

④ ⑤で添付したファイルが登録されます。ファイル名をクリックすれば添付したファイルを照会でき

ます。 

⑤ [ファイル添付]ボタンを押せばファイル選択ウィンドウが現れてファイル選択ウィンドウで選択し

たファイルが④に表示されます。 

⑥ [ファイル削除]ボタンを押せば⑤で添付したファイルが削除されます。 

⑦ [選択]ボタンをクリックすれば下の書類名義人を問い合わせる画面がポップアップします。(該当訴

訟書類の書類名義人が 1 名なら[選択]ボタンが現れないで数人なら[選択]ボタンが現れます。) 

 

 

⑦-1 全体選択になります。 

⑦-2 必ず作成者に含まれな

ければならない人がいれば

チェックボックスの選択値

を消すことができません。 

⑦-3 選択した書類名義人が

上⑧に入力されます。 

⑦-4 ポップアップが閉じら

れます。 

 

⑧ 書類名義人の資格が表示されます。作成者は名義人の表示値を修正できます。 

⑨ クリックすれば該当列の書類名義人が削除されます。 

⑩ [臨時保存]ボタンを押せば現在のページで入力した内容が保存されます。 

⑪ [次に]ボタンを押せば現在のページの入力値が保存されて‘ 2.立証書類’画面に移動します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大法院電子訴訟ホームページ使用者マニュアル 
2011.05 法院行政処 

[司法書士長谷川清仮訳] 

 130 / 360 
 

【原文 125 頁】 

 

(2) 立証書類情報を入力します。 

‘4．書類提出>다．民事書類>2)訴状>나)文書作成>(5)立証書類’を参照してください。 

 

答弁書では既提出された立証書類があるのですでに提出された書証等をリストに問い合わ

せる機能が追加されています。 

 

 

① [書証等リスト照会]

ボタンを押して既に提

出された立証書類の情

報を下のポップアップ

で照会できます。 

 

② 甲、乙、丙を選択し

て以前に提出された立

証書類の情報を照会し

ます。 
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【原文 126 頁】 

10) マルチメディア主張資料 

 

가) 提出する訴訟書類を選択します。 

[民事訴訟書類全体表示]で‘マルチメディア主張資料’を選択します。 

 

나)文書作成および添付 

訴訟書類を作成します。 

マルチメディア主張資料の訴訟書類提出段階は文書作成および添付->電子署名->文書提出

の 3 段階に進行されます。 

(1) 訴訟書類入力 

 

① 1 段階文書作成および

添付で 1．訴訟書類入力

段階であることを表示

します。 

② 以前の事件登録画面

で選択した事件に対す

る事件情報が照会され

ます。 

③ マルチメディア主張

資料の申請趣旨を入力

します。 

④ マルチメディア主張

資料の主要内容を入力

します。 

⑤ 添付するマルチメデ

ィア主張資料の分量を

‘分’単位の値で入力

します。 

⑥ [選択]ボタンをクリックすれば下の書類名義人を問い合わせるポップアップ画面が出ます。(該当訴

訟書類の書類名義人が 1 人なら[選択]ボタンが現れないで数人なら[選択]ボタンが現れます。) 書類名

義人ポップアップに対する内容は上の 8) ．다) ．⑦を参考にしてください) 

⑦ 書類名義人の資格が表示されます。作成者は名義人の表示値を修正できます。 

⑧ クリックすれば該当列の書類名義人が削除されます。 

⑨ [臨時保存]ボタンを押せば現在のページで入力した内容が保存されます。 

⑩ [次に]ボタンを押せば現在のページの入力値が保存されて‘2．添付書類’画面に移動します。 
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【原文 127 頁】 

 

11) 請求趣旨変更申請書 

 

가) 提出する訴訟書類を選択します。 

[民事訴訟書類全体表示]で‘請求趣旨変更申請書’を選択します。 

 

나)文書作成および添付 

訴訟書類を作成します。 

請求趣旨変更申請書の訴訟書類提出段階は文書作成および添付->電子署名->費用納付->文

書提出の 4 段階に進行されます。 
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【原文 128 頁】 

(1) 訴訟書類入力 

 
① 1 段階文書作成および添付で 1．訴訟書類入力段階であることを表示します。 

② 以前の事件登録画面で選択した事件に対する事件情報が照会されます。 

③ 請求趣旨変更申請の申請趣旨を入力します。 

④ 請求趣旨変更申請の変更された請求趣旨を入力します。④-1 の[既存請求趣旨照会]ボタンを押せば

変更する既存の請求趣旨を照会できます。④-2 の[作成例示]ボタンを押せば作成例示がポップアップ

で照会されま 
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【原文 129 頁】 

 

す。④-3 の[請求趣旨別紙添付］で請求趣旨別紙を添付できます。 

⑤ 請求趣旨が拡張された場合、既存訴額と変更された訴額を入力します。 

⑥ [選択]ボタンをクリックすれば下の書類名義人を問い合わせるポップアップが表示されます。(該当

訴訟書類の書類名義人が 1 名なら[選択]ボタンが現れないで数人なら[選択]ボタンが現れます。) 書

類名義人ポップアップに対する内容は上の 8). 다).⑦を参考にしてください) 

⑦ 書類名義人の資格が表示されます。作成者は名義人の表示値を修正できます。 

⑧ クリックすれば該当列の書類名義人が削除されます。 

⑨ [臨時保存]ボタンを押せば現在のページで入力した内容が保存されます。 

⑩ [次に]ボタンを押せば現在のページの入力値が保存されて‘ 2．立証書類’画面に移動します。 
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【原文 130 頁】 

 

12) 請求原因変更申請書 

 

가) 提出する訴訟書類を選択します。 

[民事訴訟書類全体表示]で‘請求原因変更申請書’を選択します。 

 

나)文書作成および添付 

訴訟書類を作成します。 

請求原因変更申請書は、訴訟書類提出段階は文書作成および添付->電子署名->訴訟費用納

付->文書提出の 4 段階に進行されます。 
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【原文 131 頁】 

(1) 訴訟書類入力 

 

① 1 段階文書作成および添付で 1．訴訟書類入力段階であることを表示します。 

② 以前の事件登録画面で選択した事件に対する事件情報が照会されます。 

③ 請求原因変更申請の申請趣旨を入力します。 

④ 請求原因変更申請の変更された請求原因を入力します。④-1 の[既存請求原因照会]ボタンを押せば

変更する既存の請求原因を照会できます。④-2 の[作成例示]ボタンを押せば作成例示がポップアップ

で照会されます。④-3 の[内容ファイル添付]を選択すれば変更された請求原因をファイルで添付でき

ます。 

⑤ [臨時保存]ボタンを押せば現在のページで入力した内容が保存されます。 

⑥ [次に]ボタンを押せば現在のページの入力値が保存されて‘ 2．立証書類’画面に移動します。 
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【原文 132 頁】 

 

13) 請求趣旨および請求原因変更申請書 

 

가) 提出する訴訟書類を選択します。 

[民事訴訟書類全体表示]で‘請求趣旨および請求原因変更申請書’を選択します。 

 

나) 文書作成および添付 

訴訟書類を作成します。 

請求趣旨および請求原因変更申請書の訴訟書類提出段階は文書作成および添付->電子署名

->訴訟費用納付->文書提出の 4 段階に進行されます。 
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【原文 133 頁】 

(2) 訴訟書類入力 

 
① 1 段階文書作成および添付で 1．訴訟書類入力段階であることを表示します。 

② 以前の事件登録画面で選択した事件に対する事件情報が照会されます。 

③ 請求趣旨および請求原因変更申請の申請趣旨を入力します。 

④ 変更された請求趣旨を入力します。[既存請求趣旨照会]ボタンを押せば変更する既存の請求趣旨を

問い合わせること 
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【原文 134 頁】 

 

ができます。[作成例示]ボタンを押せば作成例示がポップアップで照会されます。[請求趣旨別紙添

付]で請求趣旨別紙を添付できます。 

⑤ 変更された請求原因を入力します。[既存請求原因照会]ボタンを押せば変更する既存の請求原因を

問い合わせることができます。[作成例示]ボタンを押せば作成例示がポップアップで照会されます。

[内容ファイル添付]を選択して変更された請求原因をファイルで添付できます。 

⑥ 請求趣旨が拡張された場合、既存訴額と変更された訴額を入力します。 

⑦ [臨時保存]ボタンを押せば現在のページで入力した内容が保存されます。 

⑧ [次に]ボタンを押せば現在のページの入力値が保存されて‘ 2．立証書類’画面に移動します。 
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【原文 135 頁】 

 

14) 書証 

 

가) 提出する訴訟書類を選択します。 

頻繁に訪れる民事訴訟書類で‘書証’を選択します。 

 

나) 事件確認を遂行します。 

電子督促事件で本案事件に変更された事件の場合には電子督促事件の記録を書証で提出で

きます。 

 

 

① 法院と事件番号を入力して[確認]ボタンを押せば書証の文書作成および添付段階に移動します。 

② [取消]ボタンを押せば頻繁に訪れる民事書類画面に移動します。 

 

③ 電子督促で本案事件に変更された事件の場合[確認]ボタンを押せば電子督促の記録を書証で提出で

きる画面に移動します。 

④ 電子督促で本案事件に変更された事件の場合[取消]ボタンを押せば新しい書証をファイルで提出す

ることができる画面に移動します。 

 

다) 文書作成および添付 

書証を作成します。 

書証の文書作成および添付作成段階は‘訴訟書類入力>作成文書確認’の 2 段階で形成さ

れています。 
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【原文 136 頁】 

 

(1) 訴訟書類入力 

書証を入力します。 

[1．書証を添付して提出する場合] 

‘4．書類提出>다．民事書類>2)訴状>나)文書作成>(6)添付書類’を参照してください。 

 

[2．電子督促の記録を書証で提出する場合] 

 

① 電子督促事件の時に提出された記録が督促事件記録リストに見られます。書類名を選択すれば該当

文書が大法院訴訟文書ビューアーを通して見られます。 

② 書証で提出する書類を選択した後に必ず[登録]ボタンを押して書類を書証リストに登録します。 

③ 書証がすべて登録されれば[作成完了]ボタンを押して書類を作成完了します。電子督促事件を書証

で提出する場合には自動で書証リスト書類が PDF で作成されます。 
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【原文 137 頁】 

 

(3) 作成文書確認 

作成者が入力した情報を通じて生成された文書を確認します。 

 

① 1 段階文書作成および添付で 2．作成文書確認段階であることを表示します。 

② 提出する書類が照会されます。書類名を選択すれば画面に該当ファイルが見られます。 

③ 電子督促記録から書証で提出する書類の情報が見られます。(電子督促記録から書証で提出する記録
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でない場合には登録した書証ファイル情報が見られます。) 

④ 書証を提出する提出者の情報が見られます。 

⑤ 使用者は最終作成された文書を確認します。 

⑥ 作成された文書を修正しなければならない場合、希望の修正段階(移動可能な入力段階：訴訟書類入

力)を選択した後に移動できます。 

⑦ 作成された文書が削除されます。 

⑧ 以前の段階である‘訴訟書類入力’段階に移動します。 

⑨ 法務法人の使用者や法務士または共同名義で書類を提出して他の者の電子署名が追加で必要な場合

には‘電子署名’段階に移動して、本人単独で作成して提出する場合には‘文書提出’画面に移動しま

す。 

 

【原文 138 頁】 

 

15) 証人申請書 

 

가) 提出する訴訟書類を選択します。 

[民事訴訟書類全体表示]で‘証人申請書’を選択します。 

 

나) 文書作成および添付 

訴訟書類を作成します。 

証人申請書の訴訟書類提出段階は文書作成および添付->電子署名->訴訟費用納付->文書提

出の 4 段階に進行されます。 
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【原文 139 頁】 

(1) 訴訟書類入力 
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① 1 段階文書作成および添付で 1．訴訟書類入力段階であることを表示します。 

② 以前の事件登録画面で選択した事件に対する事件情報が照会されます。 

③ 証人の情報を入力します。 

④ 証人が事件に関与し、または内容を知るようになった経緯を具体的で詳しく記述します。 

⑤ 証人尋問事項を直接入力し、またはファイルで添付します。 

⑥ 証人尋問方式、証人の出席のための協力方案および尋問時の予想所用時間を入力します。 

⑦ [臨時保存]ボタンを押せば現在のページで入力した内容が保存されます。 

⑧ [次に]ボタンを押せば現在のページの入力値が保存されて‘ 2．立証書類’画面に移動します。 

 

【原文 140 頁】 

 

16) 検証申請書 

 

가) 提出する訴訟書類を選択します。 

[民事訴訟書類全体表示]で‘検証申請書’を選択します。 

 

나) 文書作成および添付 

訴訟書類を作成します。 

証人申請書は、訴訟書類提出段階は文書作成および添付->電子署名->文書提出の 3 段階に

進行されます。 
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【原文 141 頁】 

 

(1) 訴訟書類入力 

 

① 1 段階文書作成および添付で 1．訴訟書類入力段階であることを表示します。 

② 以前の事件登録画面で選択した事件に対する事件情報が照会されます。 

③ 申請内容を入力します。 

④ 検証の目的を入力します。 

⑤ 検証の目的物を入力します。 

⑥ 検証事項を入力します。 



大法院電子訴訟ホームページ使用者マニュアル 
2011.05 法院行政処 

[司法書士長谷川清仮訳] 

 147 / 360 
 

⑦ [臨時保存]ボタンを押せば現在のページで入力した内容が保存されます。 

⑧ [次に]ボタンを押せば現在のページの入力値が保存されて‘ 2.添付書類’画面に移動します。 

 

【原文 142 頁】 

 

17) 鑑定申請書 

 

가) 提出する訴訟書類を選択します。 

[民事訴訟書類全体表示]で‘鑑定申請書’を選択します。 

 

나) 文書作成および添付 

訴訟書類を作成します。 

鑑定申請書の訴訟書類提出段階は文書作成および添付->電子署名->文書提出の 3 段階に

進行されます。 
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【原文 143 頁】 

 

(1) 訴訟書類入力 

 

① 1 段階文書作成および添付で 1．訴訟書類入力段階であることを表示します。 

② 以前の事件登録画面で選択した事件に対する事件情報が照会されます。 

③ 申請内容を入力します。 

④ 鑑定の目的を入力します。 

⑤ 鑑定の目的物を入力します。 

⑥ 鑑定事項を入力します。 
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⑦ [臨時保存]ボタンを押せば現在のページで入力した内容が保存されます。 

⑧ [次に]ボタンを押せば現在のページの入力値が保存されて‘ 2．添付書類’画面に移動します。 

 

【原文 144 頁】 

 

18) 事実照会申込書 

 

가) 提出する訴訟書類を選択します。 

[民事訴訟書類全体表示]で‘事実照会申請書’を選択します。 

 

나) 文書作成および添付 

訴訟書類を作成します。 

事実照会申請書は、訴訟書類提出段階は文書作成および添付->電子署名->訴訟費用納付->

文書提出の 4 段階に進行されます。 
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【原文 145 頁】 

 

(1) 訴訟書類入力 

 

① 1 段階文書作成および添付で 1．訴訟書類入力段階であることを表示します。 

② 以前の事件登録画面で選択した事件に対する事件情報が照会されます。 

③ 申請内容を入力します。 

④ 事実照会嘱託の目的を入力します。 

⑤ 対象機関の名称と住所を入力します。 

⑥ 事実照会事項を直接入力し、または内容を作成したファイルを添付します。 
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⑦ [臨時保存]ボタンを押せば現在のページで入力した内容が保存されます。 

⑧ [次に]ボタンを押せば現在のページの入力値が保存されて‘ 2．添付書類’画面に移動します。 

 

【原文 146 頁】 

 

19) 課税情報提出命令申請書 

 

가) 提出する訴訟書類を選択します。 

[民事訴訟書類全体表示]で‘課税情報提出命令申請書’を選択します。 

 

나) 文書作成および添付訴訟書類を作成します。 

課税情報提出命令申請書の訴訟書類提出段階は文書作成および添付->電子署名->文書提出

の 3 段階に進行されます。 
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【原文 147 頁】 

 

(1) 訴訟書類入力 

 

① 1 段階文書作成および添付で 1．訴訟書類入力段階であることを表示します。 

② 以前の事件登録画面で選択した事件に対する事件情報が照会されます。 

③ 申請内容を入力します。 

④ 対象機関の名称と住所を入力します。 

⑤ 名義人の人的事項を入力します。 

⑥ 要求対象期間を入力します。 
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⑦ 使用目的を入力します。 

 

【原文 148 頁】 

 

⑧ 要求する情報の内容を入力します。 

⑨ [臨時保存]ボタンを押せば現在のページで入力した内容が保存されます。 

⑩ [次に]ボタンを押せば現在のページの入力値が保存されて‘ 2．添付書類’画面に移動します。 

 

【原文 149 頁】 

 

20) 金融取引情報提出命令申請書 

 

가) 提出する訴訟書類を選択します。 

[民事訴訟書類全体表示]で‘金融取引情報提出命令申請書’を選択します。 

 

나) 文書作成および添付 

訴訟書類を作成します。 

金融取引情報提出命令申請書は、訴訟書類提出段階は文書作成および添付->電子署名->訴

訟費用納付->文書提出の 4 段階に進行されます。 
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【原文 150 頁】 

 

(1) 訴訟書類入力 

 

① 1 段階文書作成および添付で 1．訴訟書類入力段階であることを表示します。 

② 以前の事件登録画面で選択した事件に対する事件情報が照会されます。 

③ 申請内容を入力します。 

④ 対象機関の名称と住所を入力します。 
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⑤ 名義人の人的事項を入力します。 

 

【原文 151 頁】 

 

⑥ 要求対象期間を入力します。 

⑦ 使用目的を入力します。 

⑧ 要求する取引情報等の内容を入力します。 

⑨ [臨時保存]ボタンを押せば現在のページで入力した内容が保存されます。 

⑩ [次に]ボタンを押せば現在のページの入力値が保存されて‘ 2．添付書類’画面に移動します。 

 

【原文 152 頁】 

 

21) 文書提出命令申請書 

 

가) 提出する訴訟書類を選択します。 

[民事訴訟書類全体表示]で‘文書提出命令申請書’を選択します。 

 

나) 文書作成および添付 

訴訟書類を作成します。 

文書提出命令申請書の訴訟書類提出段階は文書作成および添付->電子署名->文書提出の 3

段階に進行されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大法院電子訴訟ホームページ使用者マニュアル 
2011.05 法院行政処 

[司法書士長谷川清仮訳] 

 156 / 360 
 

【原文 153 頁】 

(1) 訴訟書類入力 
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【原文 154 頁】 

 

① 1 段階文書作成および添付で 1．訴訟書類入力段階であることを表示します。 

② 以前の事件登録画面で選択した事件に対する事件情報が照会されます。 

③ 申請内容を入力します。 

④ 文書の表示を入力します。 

⑤ 文書の趣旨を入力します。 

⑥ 文書を持つ者を入力します。 

⑦ 証明する事実を入力します。 

⑧ 文書提出義務の原因を選択します。提示項目がなければ‘その他に提出が必要な文書理由’を選択

してその理由を簡単に入力します。 

⑨ [臨時保存]ボタンを押せば現在のページで入力した内容が保存されます。 

⑩ [次に]ボタンを押せば現在のページの入力値が保存されて‘添付書類’画面に移動します。 

 

【原文 155 頁】 

 

22) 文書送付嘱託申請書 

 

가) 提出する訴訟書類を選択します。 

[民事訴訟書類全体表示]で‘文書送付嘱託申請書’を選択します。 

 

나) 文書作成および添付 

訴訟書類を作成します。 

文書送付嘱託申請書の訴訟書類提出段階は文書作成および添付->電子署名->文書提出の 3

段階に進行されます。 
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【原文 156 頁】 

 

(1) 訴訟書類入力 

 

① 1 段階文書作成および添付で 1．訴訟書類入力段階であることを表示します。 

② 以前の事件登録画面で選択した事件に対する事件情報が照会されます。 

③ 申請内容を入力します。 
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④ 文書保管処を入力します。 

 

【原文 157 頁】 

 

⑤ 送付嘱託する記録を入力します。 

⑥ 証明する事実を入力します。 

⑦ [臨時保存]ボタンを押せば現在のページで入力した内容が保存されます。 

⑧ [次に]ボタンを押せば現在のページの入力値が保存されて‘ 2．添付書類’画面に移動します。 

 

【原文 158 頁】 

 

23) 住所補正書 

住所補正書は作成者が当該事件に対して電子訴訟を進める場合にだけ可能で、事件関係人

が住所補正命令文書を送達受けた場合にだけ作成が可能です。 

(原告側の場合、原告、原告代理人に送達された住所補正文書、被告側の場合、被告、被

告代理人に送達された住所補正文書に対して文書を作成できます。) 

 

가) 提出する訴訟書類を選択します。 

[民事訴訟書類全体表示]で‘住所補正書’を選択します。 

 

나) 文書作成および添付 

訴訟書類を作成します。 

住所補正書の訴訟書類提出段階は文書作成および添付->電子署名->訴訟費用納付->文書提

出の 4 段階に進行されます。 
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【原文 159 頁】 

 

(1) 訴訟書類入力 

 

① 1 段階文書作成および添付で 1．訴訟書類入力段階であることを表示します。 

② 以前の事件登録画面で選択した事件に対する事件情報が照会されます。 

③ 事件を問い合わせた使用者の関係人に住所[仮訳者注：原文「주서」とあるは「주소」の誤記と思わ

れる。] 補正命令文書リストがある場合、住所補正命令リストが照会されます。作成者は住所補正書

で作成する住所補正命令を選択します。 

④ 住所変動がない場合には住所変動ないということを選択します。住所変動がある場合には住所を入

力します。変動した住所を入力しないで行政自治部住民情報網に住民情報要請同意をする場合、被告
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の住所が照会要請(自動で入力)なります。 

⑤ 既存送達住所と同じ住所で再び送達することを願う場合選択します。 

 

【原文 160 頁】 

 

⑥ 特別送達申請が必要な場合、選択します。昼間送達、夜間送達、休日送達にしたがって特別送達料

が計算されて、既存送達住所と同じ住所で再び送達するのか、新しい住所で送達するのか選択しま

す。 

⑦ 住所が分からなくて公示送達をしなければならない場合、選択します。 

⑦ [仮訳者注：⑦は原文ママ] 添付書類書類名を入力した後にファイル類型を選択します。提出書類

と同じ方式で“ファイル添付”を選択します。添付書類ファイルは書類名に 5 個のファイルまで添付

が可能で一ファイルに 10MB まで可能です。 

⑧ [臨時保存]ボタンを押せば現在のページで入力した内容が保存されます。 

⑨ [次に]ボタンを押せば現在のページの入力値が保存されて‘ 2．添付書類’画面に移動します。-  
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【原文 161 頁】 

 

24) 送達場所および送達受領者申告書 

 

가) 提出する訴訟書類を選択します。 

[民事訴訟書類全体表示]で‘送達場所および送達受領者申告書’を選択します。 

 

나)文書作成および添付 

訴訟書類を作成します。 

送達場所および送達受領者申告書の訴訟書類提出段階は文書作成および添付->電子署名->

文書提出の 3 段階に進行されます。 

 

(1) 訴訟書類入力 

 

① 1 段階文書作成および添付で 1．訴訟書類入力段階であることを表示します。 

② 以前の事件登録画面で選択した事件に対する事件情報が照会されます。 

③ 送達受領者 ID を入力します。大法院ホームページの会員で加入した ID を入力して[会員 ID 確認]

ボタンを押して有効な ID なのか検証します。 

④ 送達受領者の住所を入力します。 

⑤ [臨時保存]ボタンを押せば現在のページで入力した内容が保存されます。 

⑥ [次に]ボタンを押せば現在のページの入力値が保存されて‘添付書類’画面に移動します。 
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【原文 162 頁】 

 

25) 補助参加申請書 

大法院電子訴訟ホームページに接続して公認認証書でログインした後‘書類提出>民事書

類’メニューで[補助参加申請書]を選択します。 

 

가) 文書作成 

(1) 事件基本情報 

 

① 補助参加申請書作成段階は文書作成>電子署名>訴訟費用納付>文書提出の 4 段階に進行されます。 

② 最初の段階である文書作成段階は該当手続きにより進行されます。(‘代理人情報’段階は代理人の

補助参加申請書提出場合にだけ該当) 

③ 本事件基本情報を確認します。 

④ [次に]ボタン選択時の次に‘当事者情報’段階に移動します。 
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【原文 163 頁】 

 
(2) 当事者情報 

 

① 入力した当事者をリストで問い合わせます。下の当事者を追加して保存すれば該当リストに照会さ

れます。お知らせサービス[設定]ボタンを選択すれば下の画面が提供されて、当事者訴訟の場合に SMS

と E メールでお知らせサービスを申請します。携帯電話文字メッセージ発送(SMS)時に送達料金額とし
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て 17 ウォンが差し引きされるので留意願います。該当項目にチェックをすればそれぞれの発生時点に

SMS および E メールで情報を受けることができます。 

 

【原文 164 頁】 

 

② [初期化]ボタンを選択すれば当事者基本情報入力の部分が初期化されます。 

③ 原告側[仮訳者注：原文「츨」は「측」の誤記と思われる。] または被告側を選択します。当事者訴

訟でログイン使用者本人が作成する場合[私の情報持ってくる] ボタンを押せばログイン使用者情報を

問い合わせて入力画面にセッティングします。 

④ [被参加対象選択]ボタンを選択すれば下の画面が提供されて、被参加人に該当する本事件当事者を

選択します。 

 

⑤ 当事者の人格区分には‘法人、自然人、国家、権利能力がない法人(非法人)、地方自治体’等があ

って人格区分により入力項目が変わります。 
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⑥ 当事者の人格区分により住民登録番号または事業者登録番号を入力して[会員情報確認]ボタンを押

せば電子訴訟使用者の登録の有無を確認します。当事者訴訟の場合には必ず住民番号および事業者番

号を入力してください。 

⑦ 住所、送達住所、送達受領者、国籍、携帯電話番号、電話番号、E メール、ファックス番号、補助

E メール情報を入力します。 

 

【原文 165 頁】 

⑧ [保存]ボタンを押せば入力した当事者情報が保存されて①の当事者リストに照会されます。 

⑨ [以前]ボタンを押せば以前‘事件基本情報’段階に移動します。 

⑩ [次に]ボタンを押せば当事者訴訟の場合の次に‘参加趣旨/理由’段階に移動して代理人訴訟の場合

には‘代理人情報’段階に移動します。 

 

(3) 参加趣旨/理由 
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① 参加趣旨を入力します。参加趣旨入力は必須事項です。 

② 参加理由を入力します。参加理由入力は必須事項です。 

③ [臨時保存]ボタン選択時入力した内容が保存されます。 

④ [以前]ボタンを押せば当事者訴訟の場合‘当事者情報’段階に移動して代理人訴訟の場合には‘代

理人情報’段階に移動します。 

⑤ [次に]ボタンを押せば‘立証書類’段階に移動します。 

 

【原文 166 頁】 

 

26) 承継参加申請書 

大法院電子訴訟ホームページに接続して公認認証書でログインした後‘書類提出>民事書

類’メニューで[承継参加申請書]を選択します。 

 

가)文書作成 

(1) 事件基本情報 

 

① 承継参加申請書作成段階は文書作成>電子署名>訴訟費用納付>文書提出の 4 段階に進行されます。 

② 最初の段階である文書作成段階は該当手続きにより進行されます。(‘代理人情報’段階は代理人の

承継参加申請書提出の場合にだけ該当) 

③ 本事件基本情報を確認します。 

④ [次に]ボタン選択時の次に‘当事者情報’段階に移動します。 
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【原文 167 頁】 

 

(2)当事者情報 

 

① 入力した当事者をリストで問い合わせます。下の当事者を追加して保存すれば該当リストに照会さ

れます。お 
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【原文 168 頁】 

知らせサービス[設定]ボタンを選択すれば下の画面が提供されて、当事者訴訟の場合に SMS と E メー

ルでお知らせサービスを申請します。携帯電話文字メッセージ発送(SMS)時に送達料金額として 17 ウォ

ンが差し引きされるので留意願います。該当項目にチェックをすればそれぞれの発生時点に SMS およ

び E メールで情報を受けることができます。 

 

② [初期化]ボタンを選択すれば当事者基本情報入力の部分が初期化されます。 

③ 原告側[仮訳者注：原文「츨」は「측」の誤記と思われます。] または被告側を選択します。当事者

訴訟でログイン使用者本人が作成する場合[私の情報持ってくる] ボタンを押せばログイン使用者情報

を問い合わせて入力画面にセッティングします。 

④ [承継対象選択]ボタンを選択すれば下の画面が提供されて、被参加人に該当する本事件当事者を選

択します。 
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⑤ 当事者の人格区分には‘法人、自然人、国家、権利能力がない法人(非法人)、地方自治体’等があ

って人格区分により入力項目が変わります。 

 

【原文 169 頁】 

 

⑥ 当事者の人格区分により住民登録番号または事業者登録番号を入力して[会員情報確認]ボタンを押

せば電子訴訟使用者の登録の有無を確認します。当事者訴訟の場合には必ず住民番号および事業者番

号を入力してください。 

⑦ 住所、送達住所、送達受領者、国籍、携帯電話番号、電話番号、E メール、ファックス番号、補助

E メール情報を入力します。 

⑧ [保存]ボタンを押せば入力した当事者情報が保存されて①の当事者リストに照会されます。 

⑨ [以前]ボタンを押せば以前‘事件基本情報’段階に移動します。 

⑩ [次に]ボタンを押せば当事者訴訟の場合の次に‘請求趣旨/原因’段階に移動して代理人訴訟の場合

には‘代理人情報’段階に移動します。 

 

【原文 170 頁】 

 

27)共同訴訟参加申請書 

大法院電子訴訟ホームページに接続して公認認証書でログインした後‘書類提出>民事書

類’メニューで[共同訴訟参加申請書]を選択します。 

 

가) 事件確認 

 

① 当事者区分は原告側共同訴訟参加なら原稿を、被告側共同訴訟参加なら被告を選択します。 

② 法院、事件番号、当事者区分を入力した後に[確認]ボタンを押せば電子訴訟進行同意画面に移動し

ます。 

③ [取消]ボタンを選択すれば‘書類提出>民事書類’画面に移動します。 
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【原文 171 頁】 

 

나) 文書作成 

(1) 事件基本情報 

[原告側共同訴訟参加人の場合] 

 

① 共同訴訟参加申請書作成段階は文書作成>電子署名>訴訟費用納付>文書提出の 4 段階に進行されま

す。 

② 原告側共同訴訟参加申請書作成の最初の段階である文書作成段階は該当手続きにより進行されま

す。(‘代理人情報’段階は代理人の共同訴訟参加申請書提出の場合にだけ該当) 

③ 本事件の基本情報を確認します。 

④ 請求区分を選択します。 

⑤ 訴額区分を選択して訴額を入力します。[訴額算定]ボタンを選択すれば下の画面が提供されて訴額

をより簡単に算定できます。 
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【原文 172 頁】 

 

⑥ [臨時保存]ボタンを選択すれば入力した内容が保存されます。 

⑦ [次に]ボタンを選択すれば入力した内容が保存されて次に‘当事者情報’段階に移動します。 

 

[被告側共同訴訟参加人の場合] 

 

① 被告側共同訴訟参加申請書作成の最初の段階である文書作成段階は該当手続きにより進行されま

す。(‘代理人情報’段階は代理人の共同訴訟参加申請書提出の場合にだけ該当) 

② 本事件の基本情報を確認します。 

③ [次に]ボタンを選択すれば‘当事者情報’段階に移動します。 
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【原文 173 頁】 

 

(2) 当事者情報 

 
① 入力した当事者をリストで問い合わせます。下の当事者を追加して保存すれば該当リストに照会さ

れます。お知らせサービス[設定]ボタンを選択すれば下の画面が提供されて、当事者訴訟の場合に

SMS と E メールでお知らせサービスを申請します。携帯電話文字メッセージ発送(SMS)時に送達料金

額として 17 ウォンが差し引きされるので留意願います。該当項目にチェックをすればそれぞれの発

生時点に SMS および E メールで情報を受けることができます。 
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【原文 174 頁】 

 

 

② [初期化]ボタンを選択すれば当事者基本情報入力の部分が初期化されます。 

③ 原告側または、被告側を選択します。当事者訴訟でログイン使用者本人が作成する場合[私の情報持

ってくる]ボタンを押せばログイン使用者情報を問い合わせて入力画面にセッティングします。 

④ [被参加対象選択]ボタンを選択すれば下の画面が提供されて、被参加人に該当する本社にしても当

事者を選択します。 

 

⑤ 当事者の人格区分には‘法人、自然人、国家、権利能力がない法人(非法人)、地方自治体’等があ

って人格区分により入力項目が変わります。 
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⑥ 当事者の人格区分により住民登録番号または事業者登録番号を入力して[会員情報確認]ボタンを押

せば電子訴訟使用者の登録の有無を確認します。当事者訴訟の場合には必ず住民番号および事業者番

号を入力してください。 

 

【原文 175 頁】 

 

⑦ 住所、送達住所、送達受領者、国籍、携帯電話番号、電話番号、E メール、ファックス番号、補助

E メール情報を入力します。 

⑧ [保存]ボタンを押せば入力した当事者情報が保存されて①の当事者リストに照会されます。 

⑨ [以前]ボタンを押せば以前‘事件基本情報’段階に移動します。 

⑩ [次に]ボタンを押せば当事者訴訟の場合の次に‘請求趣旨/原因’段階に移動して代理人訴訟の場合

には‘代理人情報’段階に移動します。 
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【原文 176 頁】 

 

28) 電子訴訟転換許可申請書 

 

가) 提出する訴訟書類を選択します。 

[民事訴訟書類全体表示]で‘電子訴訟転換許可申請書’を選択します。 

 

나) 文書作成および添付訴訟書類を作成します。 

電子訴訟転換許可申請書の訴訟書類提出段階は文書作成および添付->電子署名->文書提出

の 3 段階に進行されます。 

(1) 訴訟書類入力 

 

① 1 段階文書作成および添付で 1．訴訟書類入力段階であることを表示します。 

② 以前の事件登録画面で選択した事件に対する事件情報が照会されます。 

③ 申請理由を入力します。 

④ [臨時保存]ボタンを押せば現在のページで入力した内容が保存されます。 

⑤ [次に]ボタンを押せば現在のページの入力値が保存されて‘ 2．添付書類’画面に移動します。 
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【原文 177 頁】 

 

29) 控訴状 

 

가) 提出する訴訟書類を選択します。 

大法院電子訴訟ホームページに接続して公認認証書でログインした後に‘書類提出>民事

書類’メニューを選択して頻繁に訪れる民事訴訟書類で‘控訴状’を選択します。 

 

나) 文書作成および添付 

控訴状の訴訟書類提出段階は文書作成および添付->電子署名->訴訟費用納付->文書提出の

4 段階に進行されます。 

文書作成および添付は詳細段階で‘控訴人/被控訴人入力>控訴趣旨/理由>添付書類>作成

文書確認’で形成されています。 
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【原文 178 頁】 

 
(1) 控訴人/被控訴人入力 

控訴状の控訴人/被控訴人を選択します。 

 

① 1 段階文書作成および添付で 1．控訴人/被控訴人入力段階であることを表示します。 

② 控訴状対象事件の当事者が見られます。当事者が控訴状を作成する場合には同じ当事者区分の当事

者のうち電子訴訟で事件を進める当事者だけ控訴人に指定が可能で、控訴人を選択する場合自動で書

類名義人に該当当事者が表示されます。 

③ 書類名義人の区分名を修正できます。 

④ 書類名義人を削除できます。当事者が控訴状を作成する場合には控訴人を選択取り消しすれば自動

で削除されて、代理人が控訴状を作成する場合には選択された書類名義人が削除されます。 

⑤ 控訴人/被控訴人入力情報が保存されます。 

⑥ 控訴趣旨/理由を作成できる画面に移動します。 
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【原文 179 頁】 

 

(2) 控訴趣旨/理由 

控訴状の控訴趣旨/理由を入力します。 
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【原文 180 頁】 

 

① 1 段階文書作成および添付で 1．控訴趣旨/理由段階であることを表示します。 

② 控訴状の控訴額を入力します。入力された控訴額にしたがって印紙額を訴訟費用納付画面で納付し

なければなりません。[訴額算定]ボタンを押せば事件の訴額に対する情報を提供する画面を見ることが

できます。 

③ 控訴内容を入力します。 

④ 原判決の主文内容を入力します。 

⑤ 控訴趣旨を入力します。別紙添付することによりファイル(PDF、HWP、DOC、DOCX、TXT)添付

も可能で PDF ファイルでない場合、登録と同時に PDF に自動変換してファイルが登録されます。 

⑥ 控訴理由を入力します。直接入力または内容ファイル添付を選択して入力できます。ファイル

(PDF、HWP、DOC、DOCX、TXT)添付時 PDF ファイルでない場合、登録と同時に PDF で自動変換

してファイルが登録されます。 

⑦ 入力した控訴趣旨/理由情報を臨時保存します。 

⑧ 控訴人/被控訴人入力画面に移動します。 

⑨ 添付書類入力画面に移動します。 

 

【原文 181 頁】 

 

30) 上告状 

 

가) 提出する訴訟書類を選択します。 

大法院電子訴訟ホームページに接続して公認認証書でログインした後に‘書類提出>民事

書類’メニューを選択して民事訴訟書類で‘上告状’を選択します。 

 

나) 文書作成および添付 

上告状を作成します。 

上告状の文書作成および添付作成段階は‘上告人/被上告人入力>上告趣旨/理由>添付書類

>作成文書確認’の 4 段階で形成されています。 
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【原文 182 頁】 

 

(1) 上告人/被上告人入力 

上告状の上告人/被上告人を選択します。 

 
① 1 段階文書作成および添付で 1．上告人/被上告人入力段階であることを表示します。 

② 上告状対象事件の当事者が見られます。当事者が上告状を作成する場合には同じ当事者区分の当事

者中電子訴訟で事件を進める当事者だけ上告人に指定が可能で、上告人を選択する場合自動で書類名

義人に該当当事者が表示されます。 

③ 書類名義人の区分名を修正することができます[仮訳者注：原文の「앗」は「있」の誤記と思われま

す。]。 

④ 書類名義人を削除できます。当事者が上告状を作成する場合には上告人を選択取り消しすれば自動

で削除されて、代理人が上告状を作成する場合には選択された書類名義人が削除されます。 

⑤ 上告人/被上告人入力情報が保存されます。 

⑥ 上告趣旨/理由を作成できる画面に移動します。 
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【原文 183 頁】 

 

(2) 上告趣旨/理由 

上告状の上告趣旨/理由を入力します。 
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【原文 184 頁】 

 

① 1 段階文書作成および添付で 1．上告趣旨/理由段階であることを表示します。 

② 上告状の上告額を入力します。入力された上告額にしたがって印紙額を訴訟費用納付画面で納付し

なければなりません。[訴額算定]ボタンを押せば事件の訴額に対する情報を提供する画面を見ることが

できます。 

③ 上告内容を入力します。 

④ 原判決の主文内容を入力します。 

⑤ 上告趣旨を入力します。別紙添付することによりファイル(PDF、HWP、DOC、DOCX、TXT)添付

も可能で PDF ファイルでない場合、登録と同時に PDF で自動変換してファイルが登録されます。 

⑥ 上告理由を入力します。直接入力または、内容ファイル添付を選択して入力できます。ファイル

(PDF、HWP、DOC、DOCX、TXT)添付時 PDF ファイルでない場合、登録と同時に PDF に自動変換

してファイルが登録されます。 

⑦ 入力した上告趣旨/理由情報を臨時保存します。 

⑧ 上告人/被上告人入力画面に移動します。 

⑨ 添付書類入力画面に移動します。 

 

【原文 185 頁】 

 

31) 訴訟等印紙の過剰支払金返還請求書 

 

가) 提出する訴訟書類を選択します。 

[民事訴訟書類全体表示]で‘訴訟等印紙の過剰支払金返還請求書’を選択します。 

 

나) 文書作成および添付 

訴訟書類を作成します。 

訴訟等印紙の過剰支払金返還請求書の訴訟書類提出段階は文書作成および添付->電子署名

->文書提出の 3 段階に進行されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



大法院電子訴訟ホームページ使用者マニュアル 
2011.05 法院行政処 

[司法書士長谷川清仮訳] 

 184 / 360 
 

【原文 186 頁】 

 

(1) 訴訟書類入力 

 

① 1 段階文書作成および添付で 1．訴訟書類入力段階であることを表示します。 

② 払い戻し理由入力欄に‘過剰支払’が選択されます。 

③ 以前の事件登録画面で選択した事件に対する事件情報が照会されます。 
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④ 納付者氏名を入力します。ログインした使用者が納付者なら[私の情報持ってくる]ボタンを押せば

納付者、住所情報を自動入力できます。 

 

【原文 187 頁】 

 

⑤ 納付者の住民(事業者)登録番号を入力します。 

⑥ [郵便番号検索]ボタンを押して郵便番号検索ポップアップウィンドウに移動して、探したい住所の

洞(邑/面/里)名称で問い合わせて払い戻し請求書の住所項目に自動入力します。残りの詳細住所を入

力します。 

⑦ 納付日付を入力します。 

⑧ 納付金額を入力します。 

⑨ 納付方法チェックします。(現金納付をチェックする場合、収納銀行と支店名を入力) 

⑩ 払い戻し理由を選択します。 

⑪ 払い戻し請求金額を入力します。 

⑫ 払い戻し預金口座情報を入力(金融機関名、口座番号、預金者氏名は必須入力事項、預金の種類は自

由預金/積み立て式預金のような口座の種類をいう)と[口座確認]ボタンを押して口座検証をします。 

⑬ [臨時保存]ボタンを押せば現在のページで入力した内容が保存されます。 

⑭ [次に]ボタンを押せば現在のページの入力値が保存されて‘ 2．添付書類’画面に移動します。-  

 

【原文 188 頁】 

 

32) 訴訟等印紙の払い戻し請求書 

 

가) 提出する訴訟書類を選択します。 

[民事訴訟書類全体表示]で‘訴訟等印紙の払い戻し請求書’を選択します。 

 

나)文書作成および添付 

訴訟書類を作成します。 

訴訟等印紙の払い戻し請求書の訴訟書類提出段階は文書作成および添付->電子署名->文書

提出の 3 段階に進行されます。 
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【原文 189 頁】 

 

(1) 訴訟書類入力 

 

① 1 段階文書作成および添付で 1．訴訟書類入力段階であることを表示します。 

② 払い戻し理由入力欄に‘印紙払い戻し’が選択されます。 

③ 以前の事件登録画面で選択した事件に対する事件情報が照会されます。 
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④ 納付者氏名を入力します。ログインした使用者が納付者なら[私の情報持ってくる]ボタンを押せば

納付である、住所情報を自動入力できます。 

 

【原文 190 頁】 

 

⑤ 納付者の住民(事業者)登録番号を入力します。 

⑥ [郵便番号検索]ボタンを押して郵便番号検索ポップアップウィンドウに移動して、探したい住所の

洞(邑/面/里)名称で問い合わせて払い戻し請求書の住所項目に自動入力します。残りの詳細住所を入力

します。 

⑦ 納付日付を入力します。 

⑧ 納付金額を入力します。 

⑨ 納付方法チェックします。(現金納付をチェックする場合、収納銀行と支店名を入力) 

⑩ 払い戻し理由を選択します。 

⑪ 払い戻し請求金額を入力します。 

⑫ 払い戻し預金口座情報を入力(金融機関名、口座番号、預金者氏名は必須入力事項、預金の種類は自

由預金/積み立て式預金のような口座の種類をいう)と[口座確認]ボタンを押して口座検証をします。 

⑬ [臨時保存]ボタンを押せば現在のページで入力した内容が保存されます。 

⑭ [次に]ボタンを押せば現在のページの入力値が保存されて‘ 2．添付書類’画面に移動します。 

 

【原文 191 頁】 

 

라．特許書類 
特許書類の文書作成方法は民事書類の作成方式を参照されれば良いです。(ただ、民事書

類と入力項目および方式が異なる場合には別に記述する。) 

 

1) 概要 

가) 事件類型と提出書類 

電子訴訟ホームページでは特許法院や大法院を訪問して紙で提出した特許訴訟書類をイン

ターネットで提出可能です。電子訴訟が可能な事件類型は本案事件であり申請事件の場合

には今後サポート予定です。 

提出が可能な書類は訴状等新訴提起関連書類と進行中事件に対する各種文書提出がすべて

可能です。特許書類のメニューにない書類を提出する場合には書類名中で‘その他’を選

択して提出できます。 

 

民事書類と特許書類は書類メニューの名称が異なり、名前が同じ書類の場合にも提出方式

に差がある場合があるので下記書類提出方式をご参考願います。特許書類の基本的な書類
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提出方法は民事書類の説明を参照すればよいです。 

 

나) 書類提出方式 

書類提出方式は書類の種類によって二種類の類型が存在して、書類により適用された方式

に差があるので本説明書の内容を参考にして適合した方式で準備が必要です。 

(1) 空欄補充方式の書類メニュー 

代表的な例で訴状のような書類は本人が HWP、DOC 形式で作成したファイルをそのま

ま添付できません。該当書類メニューに接続すれば入力しなければならない項目が画面に

表示されて画面案内により必要な情報を入力しなければなりません。すべての情報入力が

完了すればシステム内において自動で書類が PDF ファイルで生成されるので別に当該 

 

【原文 192 頁】 

 

書類を添付する必要はありません。このような方式の書類を提出する場合にも証拠や附属

書類を共に提出する場合には該当書類をそれぞれ添付して提出しなければなりません。 

 

■ 空欄補充方式書類：訴状、反訴状、再審訴状、住所補正、訴訟印紙払戻請求書、訴訟

等印紙の過誤納付金返還請求書、上告状 

 

(2) ファイル添付方式の書類メニュー 

代表的な例で準備書面や答弁書のような書類は本人が HWP、DOC 形式で作成したファ

イルをそのまま添付して提出します。該当書類メニューに接続すれば基本的な入力事項の

他に書類の内容を入力する項目はありません。もし書類の形式が PDF フォーマットでな

い場合にはシステムで自動的に PDF 文書に変換されます。 

 

■ファイル添付方式書類：空欄補充方式の書類以外全部(準備書面、答弁書、答弁書提出

期限延長申請書、訴訟遂行者指定書、訴訟委任状、補正書、書証提出、当事者表示訂正申

請書、送達料納付書等) 
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【原文 193 頁】 

 

2) よく探す特許訴訟書類 

 

大法院電子訴訟ホームページに接続して公認認証書でログインした後にホーム>書類提出>

特許書類を選択すればよく訪れる特許訴訟書類が案内されます。案内された主な特許書類

を選択して書類を作成し、または特許訴訟書類全体を照会できます。 

 

① 該当表示がある訴訟書類は空欄入力方式の訴訟書類で、当該画面で空欄の内容を入力すれば電子訴

訟ホームページで文書を自動で生成して提供します。 

② 頻繁に訪れる特許訴訟書類を広げてみせます。 

③ [特許訴訟書類全体表示]を押せば電子訴訟ホームページで提出できる特許訴訟書類全体が画面に照

会されます。 

④ [訴訟書類検索]を押せば訴訟書類検索画面に移動します。 

 

訴訟書類は性格により[新訴提起関連]、[訴訟上主張書面]、[証拠(立証)関連]、[補正関

連]、[当事者表示関連]、[訴訟代理関連]、[期日および進行関連申請]、[他機関回答文

書]、[上訴/取下関連]、[その他]等に分類されます。提出する訴訟書類を選択すれば、該

当訴訟書類を作成できる画面に移動します。 
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【原文 194 頁】 
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【原文 195 頁】 
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【原文 196 頁】 

 

3) 訴状 

大法院電子訴訟ホームページに接続して公認認証書でログインした後‘書類提出>特許書

類’メニューで[訴状]を選択します。 

 

가) 文書作成 

(1) 事件基本情報 

 

① 訴状作成段階は文書作成>電子署名>訴訟費用納付>文書提出の 4 段階に進行されます。 

② 最初の段階である文書作成段階は該当手続きにより進行されます。(‘ 3．代理人情報’は代理人の

訴状提出の場合にだけ該当) 

③ 訴状を提出する管轄法院を選択します。 

④ 訴状に表示する事件の表示を選択します。(特－特許、実－実用新案、デ－デザイン、商－商標)事

件名は修正可能です。 

⑤ 特許事件の場合、訴訟目的価額は 50,000,100 ウォンに定まっています。 

⑥ 特許登録番号と特許審判員事件番号を入力します。特許審判員事件番号が二個以上なら追加ボタン

を押して入力してください。 

⑦ [臨時保存]ボタン選択時入力した内容が保存されます。 

⑧ [次に]ボタン選択時入力した内容が保存されて次に‘当事者情報’段階に移動します。 
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【原文 197 頁】 

 

(2) 当事者情報 

 

① 入力した当事者をリストで問い合わせます。下の当事者を追加して保存すれば該当リストに照会さ

れます。お知らせサービス[設定]ボタンを選択すれば下の画面が提供されて、当事者訴訟の場合に SMS

と E メールでお知らせ 
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【原文 198 頁】 

 

サービスを申し込みます。携帯電話文字メッセージ発送(SMS)時に送達料金額として 17 ウォンが差し引

きされるので留意願います。該当項目にチェックをすればそれぞれの発生時点に SMS および E メール

で情報を受けることができます。 

 

② [初期化]ボタンを選択すれば当事者基本情報入力の部分が初期化されます。 

③ 原告または被告を選択します。当事者訴訟でログイン使用者本人が作成する場合[私の情報持ってく

る]ボタンを押せばログイン使用者情報を問い合わせて入力画面にセッティングします。当事者の人格

区分には‘法人、自然人、国家、権利能力がない法人(非法人)、地方自治体’等があって人格区分に

より入力項目が変わります。 

④ 選定当事者が選任されなければならない場合には‘該当なし’の選択を変更しないで入力を進めま

す。選定当事者が訴状を提出する場合には選定当事者と選定者情報を全部入力して当事者選定書を'添

付書類'段階で添付して提出してください。 

⑤ 当事者の人格区分により住民登録番号または事業者登録番号を入力して[会員情報確認]ボタンを押

せば電子訴訟使用者の登録の有無を確認します。当事者訴訟の場合には必ず住民番号および事業者番

号を入力してください。 

⑥ 住所、送達住所、送達受領者、国籍、携帯電話番号、電話番号、E メール、ファックス番号、補助

E メール情報を入力します。 

⑦ [保存]ボタンを押せば入力した当事者情報が保存されて①の当事者リストに照会されます。 

⑧ [以前]ボタンを押せば以前‘事件基本情報’段階に移動します。 

⑨ [次に]ボタンを押せば当事者訴訟の場合の次に‘請求趣旨/原因’段階に移動して代理人訴訟の場合

には‘代理人情報’段階に移動します。 
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【原文 199 頁】 

 

(3) 代理人情報 

代理人訴訟の場合代理人情報を入力します。 

代理人は弁理士、訴訟遂行者、法務法人、特許法人、復代理人、法定代理人、財産管理

人、法律上代理人、個人、特別代理人、支配人、専務、常務、その他等で区分されます。

代理人区分により入力項目が変わるので該当入力項目を入力してください。 
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【原文 200 頁】 

 

① 入力した代理人をリストで問い合わせます。お知らせサービス[設定]ボタンを選択すればお知らせ

サービス内訳画面が提供されて、当事者訴訟の場合に SMS と E メールでお知らせサービスを申請し

ます。携帯電話文字メッセージ発送(SMS)時に送達料金額として 17 ウォンが差し引きされるので留意

してください。該当項目にチェックをすればそれぞれの発生時点に SMS および E メールで情報を受

けてみることができます。 

② [初期化]ボタンを選択すれば代理人基本情報入力の部分が初期化されます。 

③ [当事者選択]ボタンを選択すれば下の画面(3-1)が提供されて、ポップアップで選択した当事者情報

が③当事者に照会されます。 

 

④ 代理人区分を選択します。代理人は‘弁護士、個人、特別代理人、訴訟遂行者、支配人、法務法

人、公益法務官、復複代理人、法定代理人、船長、船舶管理人、財産管理人、専務、常務、その他、

法律上代理人、政府法務公団’等で区分されてログイン使用者が作成中なら[私の情報持ってくる]ボ

タンを押します。[私の情報持ってくる]ボタンを押せばログインした使用者情報を問い合わせて入力

欄に挿入します。 

⑤ 住民番号を入力して[会員情報確認]ボタンをクリックします。代理人区分により住民登録番号また

は事業者登録番号を入力して[会員情報確認]ボタンを押せば電子訴訟使用者の登録の有無を確認しま

す。 

⑥ 住所、送達住所、送達受領者および各種連絡先情報を入力します。当事者送達住所と同一に送達を

望めば該当欄にチェックして当事者住所をコピーします。 

⑦ [保存]ボタンを押せば入力した代理人情報が保存されて①の代理人リストに照会されます。 

⑧ [以前]ボタンを押せば‘当事者情報’段階に移動します。 

⑨ [次に]ボタンを押せば‘請求趣旨/原因’段階に移動します。 
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【原文 201 頁】 

 

[法務法人型] 

法務法人等を代理人で登録する場合、法務法人情報と該当事件の担当弁護士を指定して入

力します。 

 

① 入力した代理人をリストで問い合わせます。お知らせサービス[設定]ボタンを選択すればお知らせ

サービス内訳画面が提供されて、当事者訴訟の場合に SMS と E メールでお知らせサービスを申請し

ます。携帯電話文字メッセージ発送(SMS)時に送達料金額として 17 ウォンが差し引きされるので留意
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してください。該当項目にチェックをすればそれぞれの発生時点 

 

【原文 202 頁】 

 

で SMS および E メールで情報を受けることができます。 

② [初期化]ボタンを選択すれば代理人基本情報入力の部分が初期化されます。 

③ 当事者を問い合わせるポップアップ(上 3-1)が呼び出しされます。ポップアップで選択した当事者

情報が③当事者に挿入されます。 

④ 代理人区分を選択します。代理人は‘弁護士、個人、特別代理人、訴訟遂行者、支配人、法務法

人、公益法務官、復代理人、法定代理人、船長、船舶管理人、財産管理人、専務、常務、その他、法

律上代理人、政府法務公団’等で区分されてログイン使用者が作成中なら[私の情報持ってくる]ボタ

ンを押します。[私の情報持ってくる]ボタンを押せばログインした使用者情報を問い合わせて入力欄

に挿入します。 

⑤ 住民番号を入力して[会員情報確認]ボタンをクリックします。代理人区分により住民登録番号また

は事業者登録番号を入力して[会員情報確認]ボタンを押せば電子訴訟使用者の登録の有無を確認しま

す。 

⑥ 住所、送達住所、送達受領者および各種連絡先情報を入力します。当事者送達住所と同一に送達を

望めば該当欄にチェックして当事者住所をコピーします。 

⑦ 担当弁護士/弁理士照会ポップアップを呼び出します。ポップアップで選択(下 7-1)した担当弁護士

/弁理士情報が⑧リストに照会されます。 

 

⑧ ⑦で選択した担当弁護士/弁理士がリストで照会されます。リストのお知らせサービス申請のチェッ

クボックスを選択すれば該当担当弁護士にお知らせサービスが申請されます。 

⑨ [保存]ボタンを押せば入力した代理人情報が保存されて①の代理人リストに照会されます。 
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⑩ [以前]ボタンを押せば‘ 2．当事者情報’段階に移動します。 

⑪ [次に]ボタンを押せば‘ 4．請求趣旨/原因’段階に移動します。 

 

【原文 203 頁】 

 

[合同法律事務所型] 

合同法律事務所の代理人を選任した場合、該当代理人区分を指定して‘使用者照会’を通

じて代理人を選択して入力します。 

 

① 入力した代理人をリストで問い合わせます。お知らせサービス[設定]ボタンを選択すればお知らせ

サービス内訳画面が提供されて、当事者訴訟の場合に SMS と E メールでお知らせサービスを申請し

ます。携帯電話文字メッセージ発送(SMS)時に送達料金額として 17 ウォンが差し引きされるので留意
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してください。該当項目にチェックをすればそれぞれの発生時点に SMS および E メールで情報を受

けることができます。 

② [初期化]ボタンを選択すれば代理人基本情報入力の部分が初期化されます。 

③ 当事者を問い合わせるポップアップ(上 3-1)が呼び出しされます。ポップアップで選択した当事者

情報が③当事者に見られます。 

④ 代理人区分を選択します。代理人は‘弁護士、個人、特別代理人、訴訟遂行者、支配人、法務法

人、公益 

 

【原文 204 頁】 

 

法務官、復代理人、法定代理人、船長、船舶管理人、財産管理人、専務、常務、その他、法律上代理

人、政府法務公団’等に区分されます。[使用者照会]ボタンを押せば合同法律事務所の代理人がポップ

アップで照会されて、選択した弁護士は①代理人リストに自動で入力されます。 

 
⑤ 住民番号を入力して[会員情報確認]ボタンをクリックします。代理人区分により住民登録番号また

は事業者登録番号を入力して[会員情報確認]ボタンを押せば電子訴訟使用者の登録の有無を確認しま

す。 

⑥ 住所、送達住所、送達受領者および各種連絡先情報を入力します。当事者送達住所と同一に送達を

望めば該当欄にチェックして当事者住所をコピーします。 

⑦ [保存]ボタンを押せば入力した代理人情報が保存されて①の代理人リストに照会されます。 

⑧ [以前]ボタンを押せば‘当事者情報’段階に移動します。 

⑨ [次に]ボタンを押せば‘請求趣旨/原因’段階に移動します。 
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【原文 205 頁】 

 

(4) 立証書類 

立証書類は一般文書(PDF、HWP、DOC、DOCX、TXT、XLS、XLSX)ファイルだけ添

付が可能です。ファイル添付は[ファイル添付]ボタンを利用し、またはファイル添付リス

トに直接ファイルを移動して添付できます。一般文書ファイルのうち PDF ファイルでな

いファイルは作成完了時自動で PDF に変換されます。 

 

① 1 段階文書作成で 4．立証書類段階であることを表示します。 

② ファイル添付リストに添付されたファイルの位置を調節できます。ファイルの位置にしたがって立

証書類リストに登録されて自動で号証が付与されます。 

③ [ファイル添付]ボタンを押してファイルを選択できる画面が見られます。ファイルは複数を一度に

選択することができます。 

④ ファイル添付リストのファイルを選択した後に[選択削除]ボタンを押して選択されたファイルをフ

ァイル添付リストから削除することができます。 
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【原文 206 頁】 

 

⑤ [全部削除]ボタンを押してファイル添付リストに添付されたファイルを全部削除できます。 

⑥ ファイル添付リストにファイルを添付した後には必ず[登録]ボタンを押して立証書類リストにファ

イルを登録しなければなりません。号証番号は以前に提出された番号に引き続き自動で付与されます。 

⑦ [号証番号編集]ボタンを押して立証書類の号証符号、枝符号、号証番号、枝番号、書類名等の立証

書類情報を編集できます。 

 
⑦-1 削除する書類を選択した後に[書類削除]ボタンを押して立証書類を削除します。削除後には必ず

[確認]ボタンを押して立証書類情報を保存しなければなりません。(全件削除可能) 

⑦-2 立証書類の情報を修正できます。号証符号は甲、乙、丙のうちに選択することができ、枝符号は

多数当事者事件の場合に가～하中で選択できます。2 個以上のファイルに同じ号証符号、枝符号、号

証番号、枝番号で入力する場合、様々なファイルを同じ立証書類で提出が可能です。(ファイル 5 個ま

で同じ立証書類番号で提出が可能です。) 

⑦-3 立証書類を単件で削除できます。 

⑦-4 立証書類の情報を編集した後には必ず[確認]ボタンを押して修正された情報を保存してはじめて

立証書類情報が保存されます。 

⑦-5 [取消]ボタンを押して号証番号編集画面を閉じます。号証番号編集を通じて修正された情報は保存

されません。 

⑧ ファイル登録により添付された立証書類の書類名を修正できます。 

⑨ 登録された立証書類リストの書類を削除できます。 

⑩ [書証入力ファイル登録]ボタンを押して立証書類リストに登録された立証書類リストの情報を書証

入力ファイル(CSV)により登録できます。書証入力ファイル登録を通じて立証書類情報を登録するた

めには必ずファイルが立証書類リストに登録されていなければなりません。 
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【原文 207 頁】 

 

 

⑩-1 立証書類リスト情報を入力する書証入力ファイル(CSV)を登録できます。書証入力ファイルの場

合⑫-3 を通じて保存した様式ファイルで作成してはじめて正常に登録が可能です。 

⑩-2 書証入力ファイルを登録した後に[検証および登録]ボタンを押して書証入力ファイルに対する検

証をすることができます。正常な場合、登録を通じて立証書類リストに登録された書類の立証書類情

報が自動で保存されます。 

⑩-3 [様式ファイル]ボタンを押して書証入力ファイルで登録可能な CSV 様式ファイルを受けることが

できます。 

⑩-4 [見本ファイル]ボタンを押して書証入力ファイルの作成方法を説明したエクセル ファイルを受け

ることができます。 

⑩-5 [閉じる]ボタンを押して書証入力ファイル登録画面を閉じることができます。 

⑪ 書類名、追加情報を修正した後には必ず[臨時保存]ボタンを押して立証書類の情報を保存します。 

⑫ [以前]ボタンを押して文書作成および添付の移転段階に移動します。 

⑬ [次に]ボタンを押して文書作成および添付の次の段階に移動します。 
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【原文 208 頁】 

 

4) 反訴状 

大法院電子訴訟ホームページに接続して公認認証書でログインした後‘書類提出>特許書

類’メニューで[反訴状]を選択します。 

 

가) 事件確認 

 

 

① 法院、本訴事件番号を入力した後に[確認]ボタンを押せば電子訴訟進行同意画面に移動します。 

② [取消]ボタンを選択すれば‘書類提出>特許書類’画面に移動します。 
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【原文 209 頁】 

 

나) 文書作成 

(1) 事件基本情報 

 

① 反訴状作成段階は文書作成>電子署名>訴訟費用納付>文書提出の 4 段階に進行されます。 

② 最初の段階である文書作成段階は該当手続きにより進行されます。(‘代理人情報’段階は代理人の

反訴状提出の場合にだけ該当) 

③ 本事件の基本情報を確認します。 

④ 反訴状の提出する管轄法院は‘特許法院’で修正できません。 

⑤ 反訴状に表示する事件名を選択します。事件名は修正可能です。 

⑥ 訴額を入力します。 

⑦ 特許登録番号と特許審判員事件番号を入力します。特許審判員事件番号が二個以上なら追加ボタン

を押して入力してください。 

⑧ [臨時保存]ボタン選択時入力した内容が保存されます。 

⑨ [次に]ボタン選択時入力した内容が保存されて次に‘当事者情報’段階に移動します。 
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【原文 210 頁】 

 

(2) 当事者情報 

 

① 入力した当事者をリストで問い合わせます。下の当事者を追加して保存すれば該当リストに照会さ

れます。お知らせサービス[設定]ボタンを選択すれば下の画面が提供されて、当事者訴訟の場合に

SMS と E メールでお知らせサービスを申し込みます。携帯電話文字メッセージ発送(SMS)時に送達料

金額として 17 ウォンが差し引きされるので留意願います。該当項目にチェックをすればそれぞれの
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発生時点に SMS および E メールで情報を受けることができます。 

 

【原文 211 頁】 

 

 

② [初期化]ボタンを選択すれば当事者基本情報入力の部分が初期化されます。 

③ 反訴原告または反訴被告を選択します。当事者訴訟でログイン使用者本人が作成する場合[私の情報

持ってくる]ボタンを押せばログイン使用者情報を問い合わせて入力画面にセッティングします。 

④ [当事者選択]ボタンを選択すれば下の画面が提供されて、反訴原告/反訴被告に該当する本事件当事

者を選択します。 

 

⑤ 当事者の人格区分には‘法人、自然人、国家、権利能力がない法人(非法人)、地方自治体’等があ
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って人格区分により入力項目が変わります。 

⑥ 選定当事者が選任されなければならない場合には‘該当なし’の選択を変更しないで入力を進めま

す。選定当事者が訴状を提出する場合には選定当事者と選定者情報を全部入力して当事者選定書を'添付

書類'段階で添付して提出してください。 

 

【原文 212 頁】 

 

⑦ 当事者の人格区分により住民登録番号または事業者登録番号を入力して[会員情報確認]ボタンを押

せば電子訴訟使用者の登録の有無を確認します。当事者訴訟の場合には必ず住民番号および事業者番号

を入力してください。 

⑧ 住所、送達住所、送達受領者、国籍、携帯電話番号、電話番号、E メール、ファックス番号、補助

E メール情報を入力します。 

⑨ [保存]ボタンを押せば入力した当事者情報が保存されて①の当事者リストに照会されます。 

⑩ [以前]ボタンを押せば以前‘事件基本情報’段階に移動します。 

⑪ [次に]ボタンを押せば当事者訴訟の場合の次に‘請求趣旨/原因’段階に移動して代理人訴訟の場合

には‘代理人情報’段階に移動します。 

 

【原文 213 頁】 

 

5) 再審訴状 

大法院電子訴訟ホームページに接続して公認認証書でログインした後‘書類提出>特許書

類’メニューで[再審訴状]を選択します。 

 

가) 事件確認 

 

① 法院、再審対象事件番号を入力した後に[確認]ボタンを押せば電子訴訟進行同意画面に移動しま

す。 

② [取消]ボタンを選択すれば‘書類提出>特許書類’画面に移動します。 
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【原文 214 頁】 

 

나) 文書作成 

(1) 事件基本情報 

 

① 再審訴状作成段階は文書作成>電子署名>訴訟費用納付>文書提出の 4 段階に進行されます。 

② 最初の段階である文書作成段階は該当手続きにより進行されます(‘代理人情報’段階は代理人の再

審訴状提出の場合にだけ該当) 

③ 再審対象事件の基本情報を確認します。 

④ 再審訴状を提出する管轄法院を選択します。 

⑤ 再審訴状に表示する事件の表示を選択します。(特－特許、実－実用新案、デ－デザイン、商－商

標)事件名は修正可能です。 

⑥ 特許事件の場合、訴訟目的価額は 50,000,100 ウォンに定まっています。 

⑦ 特許登録番号と特許審判員事件番号を入力します。特許審判員事件番号が二個以上なら追加ボタン

を押して入力してください。 

⑦ [臨時保存]ボタン選択時入力した内容が保存されます。 

⑨ [次に]ボタン選択時入力した内容が保存されて次に‘当事者情報’段階に移動します。 
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【原文 215 頁】 

 

(2) 当事者情報 

 

① 入力した当事者をリストで問い合わせます。下の当事者を追加して保存すれば該当リストに照会さ

れます。お知らせサービス[設定]ボタンを選択すれば下の画面が提供されて、当事者訴訟の場合に

SMS と E メールでお知らせサービスを申請します。携帯電話文字メッセージ発送(SMS)時に送達料金
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額として 17 ウォンが差し引きされるので留意願います。該当項目にチェックをすればそれぞれの発

生時点に SMS および E メールで情報を受けることができます。 

 

【原文 216 頁】 

 

 

② [初期化]ボタンを選択すれば当事者基本情報入力の部分が初期化されます。 

③ 再審原告または再審被告を選択します。当事者訴訟でログイン使用者本人が作成する場合[私の情報

持ってくる]ボタンを押せばログイン使用者情報を問い合わせて入力画面にセッティングします。 

④ [当事者選択]ボタンを選択すれば下の画面が提供されて、再審原告/再審被告に該当する本事件当事

者を選択します。 

 

⑤ 当事者の人格区分には‘法人、自然人、国家、権利能力がない法人(非法人)、地方自治体’等があ

って人格区分により入力項目が変わります。 
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⑥ 選定当事者が選任されなければならない場合には‘該当なし’の選択を変更しないで入力を進めま

す。選定当事者が訴状を提出する場合には選定当事者と選定者情報を全部入力して当事者選定書を'添

付書類'段階で添付して提出してください。 

⑦ 当事者の人格区分により住民登録番号または事業者登録番号を入力して[会員情報確認]ボタンを押

せば電子訴訟使用者の登録の有無を確認します。当事者訴訟の場合には必ず住民番号および事業者番

号を 

 

【原文 217 頁】 

 

入力してください。 

⑧ 住所、送達住所、送達受領書、国籍、携帯電話番号、電話番号、E メール、ファックス番号、補助

E メール情報を入力します。 

⑨ [保存]ボタンを押せば入力した当事者情報が保存されて①の当事者リストに照会されます。 

⑩ [以前]ボタンを押せば以前‘事件基本情報’段階に移動します。 

⑪ [次に]ボタンを押せば当事者訴訟の場合の次に‘請求趣旨/原因’段階に移動して代理人訴訟の場合

には‘代理人情報’段階に移動します。 
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【原文 218 頁】 

 

마．提出内訳 

 

1) 提出内訳リスト照会 

大法院電子訴訟ホームページに接続して公認認証書でログインした後に‘書類提出>提出

内訳’メニューを選択します。本人が提出し、または電子署名を遂行した内訳を照会でき

ます。 

 

① 提出内訳では提出完了した文書を照会できます。訴訟類型、法院別に受付日付区間や事件番号で照

会できます。 
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【原文 219 頁】 

 

② 事件番号を選択すれば該当事件の事件情報を照会できます。 
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【原文 220 頁】 

 

③ 文書名を選択すれば大法院訴訟文書ビューアーがオープンになって該当文書を確認できます。 

 

④ 詳細内訳の照会を選択すれば提出詳細内訳画面に移動します。 
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【原文 221 頁】 

⑤ 納付証の出力を選択すれば納付確認証を出力できる画面が見えます。 

 

⑥ 受付証の出力を選択すれば受付証を出力できる画面が見えます。 
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【原文 222 頁】 

 

5．送達文書確認 

가．概要 
電子送達確認メニューは郵便で送達受けた各種文書をインターネットで送達受けて確認で

きるサービスです。 

法院から発送した送達文書を、大法院訴訟文書ビューアーを通じて照会できて、正(謄)本

文書の発給を受けることができます。 

 

[ホームページ電子送達確認メニュー] 

 

 

[主要提供サービス] 

 

● 未確認送達文書確認 

● 全体送達文書確認 

● 判決文電子送達申請および照会 

● 送達詳細内訳照会 

● 正(謄)本発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大法院電子訴訟ホームページ使用者マニュアル 
2011.05 法院行政処 

[司法書士長谷川清仮訳] 

 218 / 360 
 

【原文 223 頁】 

 

나．全体送達文書 
1) 大法院電子訴訟ホームページに接続して公認認証書でログインした後に‘送達文書確

認>全体送達文書’メニューを選択します。 

 

① 最近 30 日間発送された送達文書を基本で問い合わせます。 

② 詳細に問い合わせようとする場合には訴訟類型、法院、発送日または訴訟類型、法院、事件番号を

入力します。照会可能な発送日付区間は最大 30 日です。 

③ 問い合わせたリスト中に確認の有無は全体、未確認、確認であるものだけ再び問い合わせます。 

④ 文書名検索項目に検索する送達文書名を入力して結果内検索を押せば問い合わせたリストのうちに

検索した送達文書名が含まれたリストだけ照会できます。 

⑤ 送達された日から 7 日が過ぎることになれば自動確認したことと見なして受信日時に XXXX.XX.XX 

(自動確認)と表示されます。 

⑥ 事件番号を選択すれば該当事件に対する事件情報を照会できます。 

⑦ 送達文書を選択すれば大法院訴訟文書ビューアーがオープンになって該当送達文書を確認できま

す。 

⑧ 未確認送達文書の場合、送達文書を全件で選択して[一括確認]ボタンを押せば受信日時を一括で入

力できます 
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【原文 224 頁】 

 

⑨ 正(謄)本文書を含んだ送達物の場合、リストに[発行]ボタンがあります。[発行]ボタンを押せば正

(謄)本文書書発行画面に移動して送達文書を発行できます。ただし、送達確認された送達文書に限り発

行することができます。 

⑩ 詳細内訳の[照会]ボタンを押せば送達詳細内訳画面に移動して該当送達文書の詳細情報を問い合わ

せることができる。 

⑪ 下の表に該当する送達文書の場合には[提出]ボタンが表示されます。[提出]ボタンを押せばすぐに

該当提出画面に移動して提出できます。 

 

民事 

民事送達文書名 提出文書名 

補正勧告 補正書 

却下命令謄本 補正書 

補正命令(印紙代、送達料)謄本 
認知補正書 

送達料納付書 

補正命令(印紙代)謄本 認知補正書 

控訴状補正命令謄本 補正書 

補正命令(訴状)謄本 補正書 

履行勧告決定住所補正命令 住所補正 

住所補正命令謄本 住所補正 

住所補正、期日変更命令謄本 住所補正 

印紙払戻通知書 訴訟印紙払戻請求書 

印紙払戻通知書(破棄差戻) 訴訟印紙払戻請求書 

過剰支払通知書 訴訟等印紙の過誤納金返還請求書 

事実照会書 事実照会回答 

文書送付嘱託書 文書送付書 

鑑定嘱託書 
鑑定書 

鑑定評価で 

提出命令謄本 
金融取引情報提供要求書回答 

課税情報回答書 

訴状部分/訴訟案内書 答弁書 

身体鑑定嘱託書 身体鑑定書 

 

特許 
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送達文書名 提出文書名 

補正勧告 補正書 

却下命令謄本 補正書 

補正命令(印紙代、送達料)謄本 補正書 

補正命令(印紙代)謄本 補正書 

補正命令(資料提出不備)謄本 補正書 

補正命令新聞公告料補正)謄本 補正書 

補正命令(所長（訴状)謄本 住所補正 

住所補正命令謄本 住所補正 

住所補正、期日変更命令謄本 住所補正 

印紙払戻通知書 訴訟印紙払戻請求書 

印紙払戻通知書(破棄差戻) 訴訟印紙払戻請求書 

過剰支払通知書 訴訟等印紙の過誤納金返還請求書 

訴状部分/訴訟案内書 答弁書 

 

2) 全体送達文書リストで送達内訳の[照会]ボタンを押せば送達詳細内訳画面に移動しま

す。送達詳細内訳、送達照会履歴を確認します。 
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【原文 225 頁】 

 

 

① 民事事件の場合にだけ文書提出番号が表示されます。 

② 文書確認欄の文書は送達文書に含まれているそれぞれの文書を現わします。また、文書を選択すれ

ば大法院訴訟文書ビューアーがオープンになって該当文書を確認できます。 

－未確認文書を選択すれば送達確認したことと設定されます。 

③ 送達照会履歴を確認できます。 

④ 前の画面に移動します。 

 

⑤ 補正命令関連送達文書の場合、送達詳細内訳に補正で提出期限と補正の有無を表示します。 
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【原文 226 頁】 

 

 
⑥ 補正命令他の提出期限がある命令関連送達文書の場合、送達詳細内訳に提出期限を表示します。 

 

3) 全体送達文書リストで[発行]ボタンを押せば正(謄)本発行詳細画面に移動します。送

達文書が判決に代える文書である場合、出力回数を 1 回に制限してその他の正(謄)本文書

は制限なしに発行できます。 

 

[正(謄)本文書発行画面] 

 

① 発行テストが正常に実行されたとすれば[発行]ボタンを押します。文書偽・変造防止(Digital 

RightsManagement)技術とボイスバーコードが適用されて文書が出力されて文書発行番号が発行文書

左側下段に表示されます。発行文書は原本と同じ効力を持っていてコピーやスキャンした文書は原本

としての効力がありません。 
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【原文 227 頁】 

 

② [発行テスト]ボタンを押して文書偽・変造防止技術とボイスバーコードが正しく適用されて出力さ

れるのかテストします。 

③ [発行可能プリンタ確認]ボタンを押して出力に使うプリンタがサポート可能なプリンタなのかを確

認することができます。 

④ 発行が正常に実行されれば発行履歴が追加されて発行内訳を確認できます。 

⑤ [以前]ボタンを押せば全体送達文書または未確認送達文書画面に移動します。 

 

[1 回発行可能正(謄)本文書発行画面] 

 
① 発行テストが正常に実行されたとすれば[発行]ボタンを押します。文書偽・変造防止(Digital 

RightsManagement)技術とボイスバーコードが適用されて文書が出力されて文書発行番号が発行文書左

側下段に表示されます。発行文書は原本と同じ効力を持っていてコピーやスキャンした文書は原本とし

ての効力がありません。 

② [発行テスト]ボタンを押して文書偽・変造防止技術とボイスバーコードが正しく適用されて出力さ

れるのかテストします。 

③ [発行可能プリンタ確認]ボタンを押して出力に使うプリンタがサポート可能なプリンタなのかを確

認することができます。 
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【原文 228 頁】 

 

[電子文書発行可能プリンタ確認画面] 

正(謄)本文書発行画面で左側の電子文書発行可能プリンタ確認を選択します。 

 

④ 発行が正常に実行されれば発行履歴が追加されて発行内訳を確認できます。 

⑤ 再発行要請をした場合、再発行要請履歴が追加されて再発行要請内訳を確認できます。 

⑥ [以前]ボタンを押せば全体送達文書または未確認送達文書画面に移動します。 

 

⑦ 発行が完了すれば[発行]ボタンが“発行完了”と表示されて発行履歴が追加されます。 

⑧ 発行が正常に完了しなかった場合には[再発行要請]ボタンを押して再発行を要請します。 
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【原文 229 頁】 

 

[再発行要請画面] 

正(謄)本文書発行画面で[再発行要請]ボタンを押します。 

 

⑧-1 再発行要請理由を入力します。ex)用紙づまり、プリントエラー、発行文書紛失等等 

⑧-2 短文メッセージお知らせと E メールお知らせを選択します。法院で再発行要請承認/承認拒否時

お知らせサービスを受けることができます。お知らせサービスが発送される携帯電話番号とイーメー

ルアドレスは会員加入情報であるから変更が必要な場合、会員情報変更メニューで先に変更しなけれ

ばなりません。 

⑧-3 [要請]ボタンを押せば再発行が要請されて該当ポップアップ画面が閉じられます。 

⑧-4 再発行要請ポップアップが閉じられます。 
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⑨ 再発行を要請すれば再発行要請履歴が追加されて再発行要請内訳を確認できます。また、発行履歴

で該当発行件に対して[再発行要請]ボタンが消えて“再発行要請中”と表示されます。 

 

【原文 230 頁】 

 

 

⑩ 法院で再発行要請を承認すれば[発行]ボタンが活性化して発行が可能です。 
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【原文 231 頁】 

 

다．未確認送達文書 
1) 大法院電子訴訟ホームページに接続して公認認証書でログインした後に‘送達文書 

確認>未確認送達文書’メニューを選択します。 

 

① 未確認された送達文書を基本で問い合わせます。 

② 詳細に問い合わせようとする場合には訴訟類型と法院を入力します。 

③ 事件番号で問い合わせようとする場合には事件番号チェックボックスを選択した後に事件番号を入

力します。 

④ [照会]ボタンを押せば照会条件に該当する未確認送達文書を問い合わせます。 

⑤ 事件番号を選択すれば該当事件に対する事件情報を照会できます。 

⑥ 送達文書を選択すれば大法院訴訟文書ビューアーがオープンになって該当送達文書を確認できま

す。 

⑦ 送達文書を全件で選択して[一括確認]ボタンを押せば受信日付を一括で入力できます。 

⑧ 正(謄)本文書を含んだ送達物の場合、リストに[発行]ボタンがあります。[発行]ボタンを押せば正

(謄)本文書発行画面に移動して送達文書を発行できます。ただし、送達確認された送達文書に限り発

行することができます。 

⑨ 詳細内訳の[照会]ボタンを押せば送達詳細内訳画面に移動して該当送達文書の詳細情報を問い合わ

せることができる。 

⑩ 下の表に該当する送達文書の場合には[提出]ボタンが表示されます。[提出]ボタンを押せばすぐに

該当提出画面に移動して提出できます。 
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【原文 232 頁】 

 

民事 

民事送達文書名 提出文書名 

補正勧告 補正書 

却下命令謄本 補正書 

補正命令(印紙代、送達料)謄本 
認知補正書 

送達料納付書 

補正命令(印紙代)謄本 認知補正書 

控訴状補正命令謄本 補正書 

補正命令(訴状)謄本 補正書 

履行勧告決定住所補正命令 住所補正 

住所補正命令謄本 住所補正 

住所補正、期日変更命令謄本 住所補正 

印紙払戻通知書 訴訟印紙払戻請求書 

印紙払戻通知書(破棄差戻) 訴訟印紙払戻請求書 

過剰支払通知書 訴訟等印紙の過誤納金返還請求書 

事実照会書 事実照会回答 

文書送付嘱託書 文書送付書 

鑑定嘱託書 
鑑定書 

鑑定評価で 

提出命令謄本 
金融取引情報提供要求書回答 

課税情報回答書 

訴状部分/訴訟案内書 答弁書 

身体鑑定嘱託書 身体鑑定書 

 

特許 

送達文書名 提出文書名 

補正勧告 補正書 

却下命令謄本 補正書 

補正命令(印紙代、送達料)謄本 補正書 

補正命令(印紙代)謄本 補正書 

補正命令(資料提出不備)謄本 補正書 

補正命令新聞公告料補正)謄本 補正書 

補正命令(所長（訴状)謄本 住所補正 



大法院電子訴訟ホームページ使用者マニュアル 
2011.05 法院行政処 

[司法書士長谷川清仮訳] 

 229 / 360 
 

住所補正命令謄本 住所補正 

住所補正、期日変更命令謄本 住所補正 

印紙払戻通知書 訴訟印紙払戻請求書 

印紙払戻通知書(破棄差戻) 訴訟印紙払戻請求書 

過剰支払通知書 訴訟等印紙の過誤納金返還請求書 

訴状部分/訴訟案内書 答弁書 

 

⑪ 文書名検索項目に検索する送達文書名を入力して結果内検索を押せば問い合わせたリストのうちに

検索した送達文書名が含まれたリストだけ照会できます。 

 

【原文 233 頁】 

 

[大法院訴訟文書ビューワー] 

 

① 左側の文書名を選択すれば該当文書が右側に見えることになります。 

② 文書を出力またはファイルで保存できます。出力またはファイル保存時には文書に閲覧用ウォータ

ーマークが表示されます。 

 

[電子訴訟方式変更許可命令謄本確認] 

全体送達文書リストで送達文書のうち電子訴訟方式変更許可命令謄本を選択すれば訴訟変
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更案内ポップアップ画面をオープンします。(特許事件の場合) 

 

【原文 234 頁】 

 

 

① 電子訴訟から紙訴訟に変更時の留意事項を案内します。訴訟変更を許可する重要な送達文書で案内

文面を注意深く確認してください。 

② [確認]ボタンを押せば送達確認したものと設定して、大法院訴訟文書ビューアーがオープンして該

当送達文書を確認できます。 

③ [取消]ボタンを押せば訴訟変更案内ポップアップが終了します。 
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【原文 235 頁】 

 

라．判決文電子送達申請 
1) 大法院電子訴訟ホームページに接続して公認認証書でログインした後に‘送達文書確

認>判決文電子送達申請’メニューを選択します。(民事事件のみ可能) 

紙で進行中である事件に対して判決文電子送達を申請すれば判決文(判決に代わる決定、

調書含む)を電子的に送達受けることができます。 

 

① 判決文電子送達を申請する事件の情報を入力します。民事事件に限り申請可能です。 

② ログインした使用者の会員名と今日の日付は基本で表示されます。 

③ [申請]ボタンを選択すれば入力した事件の判決文電子送達が申請されて申請内訳画面に移動しま

す。 

－申請が不可能な場合 

会員の住民登録番号が法院の当事者または代理人情報と不一致な場合 

すでに電子訴訟中や事件が終結した場合 

送達受領者が指定された場合 

④ [リスト]ボタンを選択すれば申請内訳画面に移動します。 

 

2)判決文電子送達申請画面で[リスト]ボタンまたは申請内訳タブを押せば判決文電子送達

申請内訳画面に移動します。判決文電子送達申請リストを確認します。 
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【原文 236 頁】 

 

 

① 申請タブを選択すれば判決文電子送達申請画面に移動します。 

② 問い合わせようとする判決文電子送達申請事件の訴訟類型、法院を選択する。 

③ チェックボックスを選択して問い合わせようとする判決文電子送達申請事件の事件番号を入力す

る。 

④ [照会]ボタンを押せば照会条件に該当する判決文電子送達申請リストを問い合わせます。 

⑤ 事件番号を選択すれば該当事件に対する事件情報を照会できます。 

⑥ 詳細内訳の[照会]ボタンを押せば判決文電子送達申請詳細画面に移動して該当判決文電子送達申請

の詳細情報を問い合わせることができる。 

⑦ 申請ボタンを押せば判決文電子送達申請画面に移動します。 

 

3) 電子送達申請内訳画面で詳細内訳の[照会]ボタンを押せば判決文電子送達申請詳細画

面に移動します。判決文電子送達申請履歴を確認します。 
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① 申請タブを選択すれば判決文電子送達申請画面に移動します。 

 

【原文 237 頁】 

 

 

② [申請取消]ボタンを押せば判決文電子送達が取り消しになって申請内訳画面に移動します。申請状

態が取り消し状態の場合には[申請取消]ボタンが現れません。 

③ [以前]ボタンを押せば判決文電子送達申請リスト画面に移動します。 

 

【原文 238 頁】 

 

6．閲覧/発行 

가．概要 
閲覧/発行メニューは電子訴訟で進行中である事件の記録を、ビューアーを通じて閲覧

し、または法院から発送した電子送達文書のうち正(謄)本に該当する文書を発給を受ける

ことができます。 

 

[ホームページ閲覧/発行メニュー] 

 

 

[主要提供サービス] 

 

● 私の事件閲覧 

● 正（謄）本発行 
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【原文 239 頁】 

 

나．私の事件閲覧 
1) 大法院電子訴訟ホームページに接続して公認認証書でログインした後に‘閲覧/発行>

私の事件閲覧’メニューを選択します。 

 

① 受付日付が今日を基準として 30 日以内である全体事件を基本で問い合わせます。 

② 他の条件で問い合わせようとする場合、訴訟類型と法院、受付日付を入力します。受付日付は 30

日以内で入力しなければなりません。 

③ 事件番号で問い合わせようとする場合、ラジオボタンを選択して事件番号を入力します。代理人を

選任した当事者は代理人が電子訴訟を遂行する場合に事件番号で問い合わせて記録を閲覧できます。 

④ [照会]ボタンを押せば照会条件に該当する私の事件を問い合わせます。 

⑤ 事件番号を選択すれば該当事件に対する事件情報を照会できます。 

⑥ [閲覧]ボタンを押せば大法院事件記録ビューアーがオープンになって事件記録を閲覧できます。 

⑦ [進行内容]ボタンを押せば大法院事件検索ポップアップ画面で進行内容を確認できます。 
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【原文 240 頁】 

 

다．正(謄)本発行 
1) 大法院電子訴訟ホームページに接続して公認認証書でログインした後に‘閲覧/発行>

正(謄)本発行’メニューを選択します。 

 

① 最近 30 日の間確認した送達文書のうち正(謄)本文書を基本で問い合わせます。 

② 詳細に問い合わせようとする場合には訴訟類型、法人、受信日付または事件番号を入力します。照

会可能な受信日付区間は最大 30 日です。 

③ 照会]ボタンを押せば照会条件に該当する送達文書を問い合わせます。(未確認された送達文書は照

会されません) 

④ 事件番号を選択すれば該当事件に対する事件情報を照会できます。 

⑤ 送達文書を選択すれば訴訟文書ビューアーがオープンになって該当送達文書を確認できます。 

⑥ 発行テストが正常に実行されたとすれば[発行]ボタンを押します。文書偽・変造防止(Digital 

RightsManagement)技術とボイスバーコードが適用されて文書が出力されて文書発行番号が発行文書

左側下段に表示されます。発行文書は原本と同じ効力を持っていてコピーやスキャンした文書は原本

としての効力がありません。 

⑦ 発行が正常に完了しなかった場合には[再発行要請]ボタンを押して再発行を要請します。 

⑧ 再発行要請中を押せば再発行要請履歴を確認できます. 
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【原文 241 頁】 

 

⑨ [照会]ボタンを押せば発行履歴を確認できます。 

⑩ [発行テスト]ボタンを押して文書偽・変造防止技術とボイスバーコードが正しく適用されて出力さ

れるのかテストします。 

⑪ [発行可能プリンタ確認]ボタンを押して出力に使うプリンタがサポート可能なプリンタなのかを確

認することができます。 

 

[印刷画面] 

 

① 出力可能なプリンタを選択します。 

② [確認]ボタンを押せば選択したプリンタで出力されます。 

③ [取消]ボタンを押せば印刷画面が閉じられます。 
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【原文 242 頁】 

 

7．納付/払い戻し 

가．概要 
納付/払い戻しメニューは電子訴訟が進行している事件に対して電子納付対象を問い合わ

せて電子納付ができて、電子納付内訳照会、仮想口座内訳および印紙額払い戻し請求書を

作成して処理できます。 

 

[ホームページ納付/払い戻しメニュー] 

 

 

 

[主要提供サービス] 

 

● 訴訟費用納付 

● 電子納付内訳(納付確認証出力) 

● 仮想口座内訳 

● 印紙額払い戻し請求 
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【原文 243 頁】 

 

나．訴訟費用納付 

 

1) 大法院電子訴訟ホームページに接続して公認認証書でログインした後に

‘納付/払い戻し>訴訟費用納付’メニューを選択します。 

 

① 電子訴訟進行している事件の訴訟類型、法院を選択します。 

② 電子訴訟事件受付日付、事件番号を選択します。(事件受付日付は 30 日以内で照会可能) 

③ ①～②照会条件を入力した後に[照会]ボタンを押せば照会条件に合う事件情報が照会されます。 

④ 照会された事件情報の事件名を入力した後に[結果内検索]ボタンを押せば事件情報が事件名基準で

照会されます。 

⑤ 納付する事件を選択した後に[納付]ボタンを押せば納付画面に移動します。(様々な事件を選択すれ

ば一括納付可能) 

⑥ 事件番号項目の事件番号を選択すれば事件一般内訳、事件進行内訳を確認できるポップアップウィ

ンドウに移動します。 

⑦ 控訴状、上告状に対する費用を納付する場合、上訴費用納付タブを押した後に③を実行して事件情

報を問い合わせます。 
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【原文 244 頁】 

 

2) 印紙額納付、送達料納付、法院保管金納付項目を入力します。 

 

① 上訴費用を納付する場合、上訴法院が表示されます。(訴訟費用納付照会条件が上訴費用予納の場合

にのみ表示される) 

② 印紙額納付をチェックすれば印紙額納付金額、[納付当事者選択]ボタン、[納付者選択]ボタンが活

性化します。 
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③ 印紙額納付金額を入力すれば電子決済手数料、総納付金額が自動計算されます。 

 

【原文 245 頁】 

 

④ 印紙額納付[納付当事者選択]ボタンを押せば納付当事者照会ポップアップ画面に移動して、納付当

事者を選択して[納付当事者登録]ボタンを押せば納付当事者情報が納付画面に入力されます。(印紙

額、送達料納付当事者同一をチェックすれば印紙額、送達料納付当事者情報が同一に納付画面に入力

される) 

 

⑤ 印紙額納付[納付者選択]ボタンを押せば納付者照会ポップアップ画面に移動して、納付者を選択し

て[納付者登録]ボタンを押せば納付である情報が納付画面に入力されます。(納付方式が仮想口座の場

合印紙額、法院保管金納付者同一チェック ボックスを選択すれば印紙額、法院保管金納付者情報が同

一に納付画面に入力される) 

 



大法院電子訴訟ホームページ使用者マニュアル 
2011.05 法院行政処 

[司法書士長谷川清仮訳] 

 241 / 360 
 

⑥ 送達料納付をチェックすれば送達料納付金額、[納付当事者選択]ボタン、払い戻し口座項目が活性

化されます。 

⑦ 送達料納付金額を入力すれば電子決済手数料、総納付金額が自動計算されます。 

⑧ 送達料納付[納付当事者選択]ボタンを押せば納付当事者照会ポップアップ画面に移動して、納付当

事者を選択して[納付当事者登録]ボタンを押せば納付当事者情報が納付画面に入力されます。(印紙

額、送達料納付当事者同一をチェックすれば印紙額、送達料納付当事者情報が同一に納付画面に入力

される) 

 

【原文 246 頁】 

 

 

⑨ 銀行選択、口座番号、預金者入力後に[口座確認]ボタンを押せば口座確認されれば‘有効な口座情

報です。’メッセージを出力します。 

⑩ 法院保管金納付をチェックすれば法院保管金納付金額、[納付者選択]ボタン、電話番号項目、払い

戻し口座項目が活性化します。(法院保管金は民事事件の場合にのみ納付可能で、仮想口座納付方式の

みサポートされる) 

⑪ 法院保管金納付金額を入力すれば総納付金額が自動計算されます。 

⑫ 法院保管金納付[納付者選択]ボタンを押せば納付である照会ポップアップ画面に移動して、納付者

を選択して[納付者登録]ボタンを押せば納付者情報が納付画面に入力されます。(印紙額、法院保管金

納付者同一チェック ボックスを選択すれば印紙額、法院保管金納付者情報が同一に納付画面に入力さ

れる) 
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⑬ 電話番号を入力します。 

⑭ 銀行選択、口座番号、預金者入力後に[口座確認]ボタンを押せば口座確認されれば‘有効な口座情

報です。’メッセージを出力します。 

 

【原文 247 頁】 

<全件納付を選択した場合> 
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① 事件番号項目の事件番号を選択すれば事件一般内訳、事件進行内訳を確認できるポップアップウィ

ンドウに移動します。 

② 印紙額項目の金額を入力すれば電子決済手数料、総納付金額が自動計算されます。(納付方式仮想口

座(民事)は電子決済手数料はなし) 

③ 納付者項目の[選択]ボタンを押せば納付である照会ポップアップ画面に移動して、納付者を選択し

て[納付者登録]ボタンを押せば納付である情報が納付画面に入力されます。 

④ 送達料項目の金額を入力すれば電子決済手数料、総納付金額が自動計算されます。(納付方式仮想口

座(民事)は電子決済手数料はなし) 

⑤ [口座確認]ボタンを選択すれば口座確認ポップアップ画面に移動して銀行選択、口座番号入力、預

金者入力後に[口座確認]ボタンを選択して口座認証になれば払い戻し口座情報が納付画面に入力にな

ります。(すべての事件に適用同一チェック ボックスを選択すれば払い戻し口座項目の納付者情報が

同一に納付画面に入力される) 

 

【原文 248 頁】 

 

⑥ 納付当事者項目の[選択]ボタンを押せば納付当事者照会ポップアップ画面に移動して、納付当事者

を選択して[納付当事者登録]ボタンを押せば納付当事者情報が納付画面に入力されます。(印紙額、送達

料納付当事者同一をチェックすれば印紙額、送達料納付当事者情報が同一に納付画面に入力される) 

 

3) 納付情報を入力します。 

<納付方式がクレジットカードで総納付金額が 1000 ウォン未満の場合> 
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① クレジットカード選択をします。 

② クレジットカード番号を入力します。 

③ クレジットカード有効期間を入力します。 

 

【原文 249 頁】 

 

④ カード類型個人カードを選択してクレジットカード所有者の住民登録番号の後 7 桁とカードパスワ

ードの前 2 桁を入力します。 

 

⑤ カード類型法人カードを選択してクレジットカード所有者の事業者登録番号 10 桁を入力します。 

 

⑥ カード類型海外カードを選択します。(JCB、MASTER、VISA 以外に海外で発行したカードは使

用不可能) 
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⑦ 約款同意を選択します。 

⑧ [納付]ボタンを押せば納付結果画面に移動します。 

 

【原文 250 頁】 

 

<納付方式がクレジットカードで総納付金額が 1000 ウォン以上である場合> 

 

① 納付するカードを選択します。 

② [納付]ボタンを押せば安心決済ポップアップ画面に移動します。 
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③ クレジットカード情報を入力した後に[確認]ボタンを押せば安心決済認証ポップアップ画面に移動

します。 

④ 認証方式(パスワード/公認認証)選択およびカード情報入力後に[確認]ボタンを押せば電子署名ポッ

プアップ画面に移動します。 

⑤ 認証書選択および暗号を入力して[確認]ボタンを押せば納付処理後納付結果画面に移動します。 

 

【原文 251 頁】 

 

<口座振り替え納付方式を選択した場合> 

 

① 口座類型を個人で選択して口座振り替えする預金者の住民登録番号を入力します。 
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② 口座類型を法人で選択して口座振り替えする預金者の事業者登録番号を入力します。 

③ 約款同意を選択します。 

④ [納付]ボタンを押せば金融決済院口座振り替えポップアップウィンドウに移動します。 

 

⑤ 口座振り替え情報を入力します。 

⑥ [決済]ボタンを押せば口座振り替え処理をします。 

⑦ [確認]ボタンを押せば納付結果画面に移動します。 
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【原文 252 頁】 

 

<仮想口座(民事)方式を選択した場合> 

 

① 仮想口座納付銀行を選択します。 

② [納付]ボタンを押せば仮想口座を利用した訴訟費用納付案内画面に移動します。 

 

 

4) 納付した結果を見せて納付確認証を出力します。 

<クレジットカード/口座振り替え> 

 

① 承認番号は納付方式がクレジットカードの場合表示されます。 

② [納付確認証出力]ボタンを押せば納付確認証出力ポップアップ画面に移動します。 

③ [確認]ボタンを押せば納付処理が正常に行われた場合、納付処理完了画面に移動して納付処理が非

正常的に成り立った場合、納付未処理画面に移動します。 
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【原文 253 頁】 

 

<仮想口座> 

 

① [仮想口座情報出力]ボタンを押せば仮想口座を利用した訴訟費用納付案内出力ポップアップ画面に

移動します。 

 

② [確認]ボタンを押せば仮想口座内訳画面に移動します。 
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【原文 254 頁】 

 

다．電子納付内訳 
1) 大法院電子訴訟ホームページに接続して公認認証書でログインした後に‘納付/払い

戻し>電子納付内訳’メニューを選択します。 

 

2) 納付処理完了タブで照会条件を選択して[照会]ボタンを押します。 

 

① 電子納付がなされた訴訟類型、法院と納付日付/事件番号を入力します。(納付日付は 30 日以内で

照会可能で、電子決済手数料は電子納付(PG)代行にともなう手数料であるから表示しない) 

② ①照会条件を入力した後に[照会]ボタンを押せば照会条件に合う電子納付処理完了内訳を照会しま

す。 

③ [エクセルで保存]ボタンを押せば納付処理内訳をエクセルファイルでダウンロードできます。 

④ 納付処理完了内訳の[出力]ボタンを押せば該当取引番号に納付確認証出力ポップアップ画面に移動

します。 
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【原文 255 頁】 

 

3) 納付確認証を出力します。 

 

① [出力]ボタンを押せば使用者コンピュータに連結されているプリンタで出力します。 

② [取消]ボタンを押せば納付確認証ポップアップ画面を閉じます。 
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【原文 256 頁】 

 

4) 納付未処理タブで照会条件を選択して[照会]ボタンを押します。 

 

① 納付未処理(電子納付は完了したが正常に書類が受け取られなかった内訳をいって当日未処理件に対

しては電子納付利用時間以後に自動取り消しされる)内訳を問い合わせる納付日付を入力します。(照会

期間は 30 日以内で照会可能) 

② [照会]ボタンを押せば照会日時に該当する未処理内訳を問い合わせます。 

③ [納付取消]ボタンを押せば該当取引番号の電子納付を取り消して納付取り消し結果画面に移動しま

す。 

 

④ 納付取消結果を確認して[確認]ボタンを押せば納付未処理画面に移動します。 
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【原文 257 頁】 

 

라．仮想口座内訳 
1) 大法院電子訴訟ホームページに接続して公認認証書でログインした後に‘納付/払い

戻し>仮想口座内訳’メニューを選択します。 

 

 

① 仮想口座発行がなされた訴訟類型、法院と発行日付/事件番号を入力します。(納付日付は 30 日以

内で照会可能です。) 

② ①照会条件を入力した後に[照会]ボタンを押せば照会条件に合う仮想口座内訳を照会します。 

③ 事件番号項目の事件番号を選択すれば事件一般内訳、事件進行内訳を確認できるポップアップウィ

ンドウに移動します。 

④ 仮想口座の発給を受けて納付しなければ発行状態であり、仮想口座の発給を受けて納付をすれば納

付状態になります。 
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【原文 258 頁】 

 

8．私の電子訴訟 

가．概要 
私の電子訴訟メニューは個人化サービスを提供します。 

私の事件現況、私の事件管理、作成中書類、お知らせサービス等の個人情報を提供して、

電子訴訟事件登録を通じて訴訟を電子的に進行できます。 

 

[ホームページ私の電子訴訟メニュー] 

 

[主要提供サービス] 

 

● 私の電子訴訟現況 

● 進行中である私の事件照会 

● 電子文書提出/送達内訳照会 

● 作成中書類 

● 進行中である事件のお知らせサービス変更 

● 電子訴訟事件登録 
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【原文 259 頁】 

 

나．私の事件現況 
1) 大法院電子訴訟ホームページに接続して公認認証書または、ID/パスワードでログイ

ンした後に‘私の電子訴訟>私の事件現況’メニューを選択します。 

 

① [私の情報管理]ボタンを押せば会員情報変更画面に移動します。 

② [ログアウト]ボタンを押せばログアウト状態になりメイン画面に移動します。 

③ [内容確認]ボタンを押せば事前包括同意申請内訳を確認する画面に移動します。 

④ [有効期間延長]ボタンを押せば事前包括同意有効期間を延長する画面に移動します。 

⑤ [事前同意撤回]ボタンを押せば事前同意を撤回する画面に移動します。 
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【原文 260 頁】 

 

 

⑥ [事前同意]ボタンを押せば事前包括同意申請画面に移動して事前包括同意を申請できます。 

⑦ 私の事件の全体表示を選択すれば私の事件管理画面に移動して電子訴訟進行中の全体事件を確認で

きます。 

⑧ 送達文書の全体表示を選択すれば全体送達文書確認画面に移動して電子送達文書を確認できます。 

⑨ 作成中書類の全体表示を選択すれば作成中書類画面に移動します。 

⑩ 進行中事件または件数を選択すれば私の事件管理画面の進行中事件タブに移動します。 

⑪ 完了した事件または件数を選択すれば私の事件管理画面の確定した事件タブに移動します。 

⑫ 関心事件保管または件数を選択すれば私の事件管理画面の関心事件保管タブに移動します。 

⑬ 全体送達文書または件数を選択すれば全体送達文書画面に移動します。 

⑭ 当日到着送達文書または件数を選択すれば全体送達文書画面に移動して当日到着した送達文書を問

い合わせると見せてくれます。 

⑮ 未確認送達文書または件数を選択すれば未確認送達文書画面に移動します。 

⑯ 臨時保存文書または件数を選択すれば作成中書類画面の臨時保存リストタブに移動します。 

⑰ 電子署名リストまたは件数を選択すれば作成中書類画面の電子署名リストタブに移動します。 

⑱ 提出待機文書または件数を選択すれば作成中書類画面の提出待機リストタブに移動します。 

⑲ [直行する]ボタンを押せば電子訴訟事件登録画面に移動します。 

⑳ [直行する]ボタンを押せばお知らせサービス画面に移動します。 

㉑ [直行する]ボタンを押せば私の事件管理の関心事件保管タブに移動します。 

㉒ 大法院電子訴訟で進行中の最近作成文書、最近送達内訳、最近提出内訳、最近納付内訳の最新 5 件

の情報が照会されます。 
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【原文 261 頁】 

 

 

① 最近作成文書タブを選択すれば最近作成文書 5 件がリストに照会されます。 

② 最近送達内訳タブを選択すれば最近送達内訳 5 件がリストに照会されます。 

③ 最近提出内訳タブを選択すれば最近提出内訳 5 件がリストに照会されます。 

④ 最近納付内訳タブを選択すれば最近納付内訳 5 件がリストに照会されます。 

⑤ [全体作成文書]ボタンを押せば作成中書類の臨時保存リストタブに移動します。 

⑥ 事件番号を押せば該当事件に対する事件情報を照会できます。 

⑦ 電子[仮訳者注：原文「전저」は「전자」の誤記と思われます。] 署名を押せば作成中書類の電子署

名リストタブに移動します。 

⑧ 提出待機を押せば作成中書類の提出待機タブに移動します。 

⑨ 臨時保存を押せば作成中書類の臨時保存リストタブに移動します。 

 

 

① [全体送達内訳]ボタンを押せば全体送達文書画面に移動します。 

② 事件番号を押せば該当事件に対する事件情報を照会できます。 

③ 送達文書の詳細内訳画面に移動します。 
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【原文 262 頁】 

 

 

① [全体提出内訳]ボタンを押せば提出内訳画面に移動します。 

② 事件番号を押せば該当事件に対する事件情報を照会できます。 

③ 文書名を選択すれば該当文書が大法院訴訟文書ビューアーで表示されます。 

④ [照会]ボタンを押せば該当事件の提出詳細内訳画面に移動します。 

⑤ [出力]ボタンを押せば大法院納付確認証ポップアップが現れます。 

⑥ [出力]ボタンを押せば大法院受付証ポップアップが現れます。 

 

 

① [全体納付内訳]ボタンを押せば電子納付内訳画面に移動します。 

② [出力]ボタンを押せば大法院納付確認証ポップアップが現れます。 
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【原文 263 頁】 

 

다．私の事件管理 

 

1) 進行中事件 

(1) 大法院電子訴訟ホームページに接続して公認認証または、ID/パスワードでログイン

した後に‘私の電子訴訟>私の事件管理’メニューを選択します。進行中事件タブを選択

します。 

 

① 進行中の私の事件リストを基本で問い合わせます。 

② 詳細に問い合わせようとする場合には訴訟類型、法院、受付日付または事件番号を入力します。 

③ [照会]ボタンを押せば照会条件に該当する私の事件を最近受付日付から問い合わせます。配当前事

件は裁判所[仮訳者注：原文まま。上記図の左から 3 列目の項目名です。] に未配当と表示されます。 

④ 事件番号を押せば該当事件に対する事件情報を照会できます。 

⑤ [移動]ボタンを押せばメニュー移動ポップアップが現れます。 

⑥ 確定した事件リストが照会されます。 

⑦ 関心事件リストが照会されます。 
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【原文 264 頁】 

[メニュー移動ポップアップ画面] 

 

① 電子訴訟記録ビューアーを通じて事件記録が見られます。 

② 書類提出画面に移動します。 

③ 訴訟費用納付画面に移動します。 

④ お知らせサービス画面に移動します。 

⑤ 電子文書提出/送達内訳画面に移動します。 

⑥ レイヤーを閉じます。 

⑦ 事件別担当職員指定ポップアップが現れます。(法務法人、特許法人、合同法律事務所でログインし

た場合だけ担当職員指定メニューが現れます) 

 

[事件別担当職員指定ポップアップ画面] 

事件別担当職員と指定された所属職員は該当事件に対し送達確認、事件リスト照会、記録

閲覧等の業務を処理することができます。 
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① 子音を選択すれば該当位置に移動します。 

② [確認]ボタンを押せば選択した事務員に該当事件を指定します。 

③ 事件別担当職員指定ポップアップ画面を終了します。 

④ ログインした使用者の所属事務員リストが見られます。 

 

【原文 265 頁】 

 

2) 確定した事件 

(1) 大法院電子訴訟ホームページに接続して公認認証書または、ID/パスワードでログイ

ンした後に‘私の電子訴訟>私の事件管理’メニューを選択します。確定した事件タブを

選択します。 

 

① 確定した私の事件リストを基本で問い合わせます。 

② 詳細に問い合わせようとする場合には訴訟類型、法院、確定日付または事件番号を入力します。 

③ [照会]ボタンを押せば照会条件に該当する確定した事件を問い合わせます。 

④ 事件番号を押せば該当事件に対する事件情報を照会できます。 

⑤ [閲覧]ボタンを押せば事件記録ビューアーを通じて該当事件の記録が見られます。 

⑥ 進行中事件リストが照会されます。 

⑦ 関心事件リストが照会されます。 

 

3) 関心事件保管 

(1) 大法院電子訴訟ホームページに接続して公認認証書または、ID/パスワードでログイ

ンした後に‘私の電子訴訟>私の事件管理’メニューを選択します。関心事件保管タブを

選択します。関心事件に追加すれば毎回法院、事件番号、当事者名を入力しないで事件基
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本情報を問い合わせることができます。 

 

【原文 266 頁】 

 

① 関心事件リスト全体を基本で問い合わせます。 

② 詳細に問い合わせようとする場合には訴訟類型、法院、事件番号を入力します。 

③ [照会]ボタンを押せば照会条件に該当する関心事件を問い合わせます。 

④ 事件番号を押せば該当事件に対する事件情報を照会できます。 

⑤ [関心事件追加]ボタンを押せば関心事件追加ポップアップが現れます。 

⑥ リストのチェックボックスを選択して[削除]ボタンを押せば選択した事件が削除されます。 

[関心事件追加ポップアップ] 
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① 法院、事件番号、当事者名を入力します。 

② 入力した事件が関心事件に追加されてポップアップが閉じられて関心事件保管リストに入力した事

件が現れます。 

③ [閉じる]ボタンを押せば関心事件追加ポップアップ画面が終了します。 

 

【原文 267 頁】 

 

[大法院事件記録ビューアー－特許] 

 

① 左側に事件記録リストを問い合わせます。提出者区分によりリストの色が違うように表示します。

原告側である場合、赤色、被告側である場合、青色、法院である場合には黒色文字で表示します。提出

者区分：原告、原告代理人、被告、被告代理人、独立当事者、独立当事者代理人、法院、その他 

② 左側の文書名を選択すれば該当文書を確認できます。 

③ 文書を出力またはファイルで保存できます。出力またはファイル保存時には文書に閲覧用ウォータ

ーマークが表示されます。 
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【原文 268 頁】 

 

[大法院事件記録ビューアー－民事] 

 

① 左側に事件記録リストを問い合わせます。提出者区分によりリストの色が違うように表示します。

原告側である場合、赤色、被告側である場合、青色、法院である場合には黒色文字で表示します。 

提出者区分：原告、原告代理人、被告、被告代理人、独立当事者、独立当事者代理人、法院、その他 

② 左側の文書名を選択すれば該当文書を確認できます。 

③ 文書を出力またはファイルで保存できます。出力またはファイル保存時には文書に閲覧用ウォータ

ーマークが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大法院電子訴訟ホームページ使用者マニュアル 
2011.05 法院行政処 

[司法書士長谷川清仮訳] 

 265 / 360 
 

【原文 269 頁】 

 

라．作成中書類 
大法院電子訴訟ホームページに接続して公認認証書でログインした後に‘私の電子訴訟>

作成中書類’メニューを選択します。作成中である書類を臨時保存リスト、電子署名リス

ト、提出待機リストに分けて確認できます。 

 

1) 臨時保存リスト 

 

① 作成中書類は臨時保存リスト、電子署名リスト、提出待機リストタブで形成されています。各タブ

では該当リストで照会できる総文書の個数を確認できます。 

② 臨時保存リストでは作成中臨時保存した文書を照会できます。カレンダーを選択して作成日付区間

の開始日付と終了日付を入力した後に[照会]ボタンを押して問い合わせます。 

③ 照会された臨時保存文書を確認します。事件番号を選択すれば該当事件の事件情報を照会できま

す。文書名を選択すれば文書の状態により該当詳細ページに移動します。作成段階には事件基本情

報、当事者情報、代理人情報、立証書類、添付書類、作成文書確認状態があります。 

④ 削除する文書のチェックボックスを選択した後に文書削除ボタンを押せば該当文書が削除されま

す。 
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【原文 270 頁】 

 

2) 電子署名リスト 

 

① 電子署名リストでは電子署名要請を受けた文書と自身が署名を完了した文書を確認できます。私の

署名を選択して署名状態(全体、署名前、署名完了)を選択した後に[照会]ボタンを押して問い合わせま

す。 

② 照会された電子署名リストを確認します。事件番号を選択すれば該当事件の事件情報を照会できま

す。文書名を選択すれば電子署名画面に移動します。署名要請者を選択すれば電子署名者情報を確認す

ることができる画面が見えます。文書修正を選択すれば以前の作成段階に移動が可能です。 

③ 署名前状態の文書を選択した後に[電子署名]ボタンを選択すれば選択した文書が一括で電子署名さ

れます。 

④ 署名完了状態の文書を選択した後に[署名取消]ボタンを選択すれば選択した文書が一括で電子署名

が取消になって、私の署名状態が署名前に変更されます。 

 

[所属使用者である場合] 
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① 電子署名リストでは自身が電子署名を要請した文書を確認できます。私の署名状態(全体、署名待

機、一部署名)を選択して電子署名状態を選択後に[照会]ボタンを押して問い合わせます。 

② 照会された電子署名要請リストを確認します。事件番号を選択すれば該当事件の事件情報を問い合

わせることができま 

 

【原文 271 頁】 

 

す。文書名を選択すれば電子署名画面に移動します。署名情報を選択すれば電子署名者情報を確認す

ることができる画面が見えます。[修正]ボタンを選択すれば以前の作成段階に移動が可能です。 

③ 電子署名を完了した署名者がない場合には[要請取消]ボタンを選択して電子署名要請を取消できま

す。電子署名を完了した署名者がいる場合には電子署名要請取消を出来ないから先に電子署名取消を

した後で電子署名要請取消をしなければなりません。 

 

① 電子署名要請者情報と該当要請者が要請した日時を確認できます。 

② 電子署名者情報と該当署名者が電子署名を完了した日時を確認できます。 
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【原文 272 頁】 

 

3) 提出待機リスト 

 

① 提出待機リストでは電子署名が完了して提出待機状態である文書を確認できます。カレンダーを選

択して電子署名完了日付区間の開始日付日時と終了日付を入力した後に[照会]ボタンを押して問い合

わせます。 

② 照会された提出待機リストを確認します。事件番号を選択すれば該当事件の事件情報を照会できま

す。文書名を選択すれば提出画面に移動します。電子署名者を選択すれば電子署名者情報を確認でき

る画面が見えます。 

③ 提出する文書を選択した後に[提出]ボタンを選択すれば提出する文書が 1 件である場合、納付対象

なら納付画面に移動、納付完了、仮想納付なら提出画面に移動します。全件の場合、選択した文書を

一括提出します。 

④ 電子署名取消対象を選択後に[署名取消]ボタンを選択する場合、該当文書の電子署名が取消になり

ます。 
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【原文 273 頁】 

 

마．お知らせサービス 
1) 大法院電子訴訟ホームページに接続して公認認証書または、ID/パスワードでログイ

ンした後に‘私の電子訴訟>お知らせサービス’メニューを選択します。 

 

① 訴訟類型、法院、事件番号を入力します。 

② 入力した事件のお知らせサービス情報を問い合わせます。 

③ お知らせサービス申請対象者リストが見られてお知らせサービスを変更する対象者を選択します。 

④ 申請対象者リストで選択した申請対象者の詳細情報が表示されます。携帯電話番号とイーメールア

ドレスは会員加入情報です。お知らせサービス申請時に該当携帯電話番号とイーメールアドレスでお

知らせサービスが送信されます。携帯電話番号と E メールの変更が必要な場合、会員情報変更メニュ

ーで変更後お知らせサービスを申込いただきますようお願いします。 
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【原文 274 頁】 

 

⑤ 追加補助 E メールを入力します。(特許事件除外) 

⑥ 申請対象者リストで選択した申請対象者の文字メッセージお知らせサービス情報が表示されます。

使用者により選択項目が変更されます。 

⑦ 申請対象者リストで選択した申請対象者の電子メールお知らせサービス情報が表示されます。使用

者により選択項目が変更されます。 

 

<送達受領者である場合> 

 

<鑑定人、専門審理委員、調停委員の場合> 

 

⑧ [申込]ボタンを押せばお知らせサービス区分により携帯電話メッセージ、E メールを受けることが

できます。 

 

[法務(特許)法人の所属弁護士] 

 

① 法務(特許)法人の所属弁護士の場合お知らせサービス使用の有無を選択できます。 
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【原文 275 頁】 

 

바．電子訴訟事件登録 
大法院電子訴訟ホームページに接続して公認認証書でログインした後に‘私の電子訴訟>

電子訴訟事件登録’メニューを選択します。電子訴訟事件登録をすれば該当事件を電子的

に進行できます。 

 

1) 電子訴訟進行同意 

電子訴訟進行同意をして事件情報および認証情報を入力する画面です。 

가) 電子訴訟認証番号がある場合 

訴訟手続案内書と電子訴訟案内書の送達を受けたとすれば[電子訴訟認証番号がある場合]

タブを選択します。 

 

① 電子訴訟進行同意文面を確認して本事件を電子訴訟で進めることに同意します。 

② 訴訟類型、法院、事件番号、訴訟関係人類型、電子訴訟認証番号を入力して[登録]ボタンを選択し

ます。電子訴訟認証番号は本人に限って使用が許可された固有な識別番号であるから代理人の場合に

は当事者の電子訴訟認証番号を使用できません。電子訴訟認証番号で身元が確認されれば事件登録完

了画面に移動します。お知らせサービスは自動で登録されて‘私の電子訴訟>お知らせサービス’メニ

ューで変更が可能です。 
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【原文 276 頁】 

 

[法務(特許)法人または、その訴訟使用者である場合] 

 

① [担当弁護士選択]ボタンを選択して事件の担当弁護士を入力します。電子的に進行中である事件に

担当弁護士を追加で指定しようとする場合は[電子訴訟認証番号がない場合]タブを選択します。 

 

[合同法律事務所所属職員である場合] 

 

① 代理人 ID を入力します。代理人 ID は電子訴訟認証番号を与えられた弁護士、弁理士の会員 ID で

す。 
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【原文 277 頁】 

 

[法務士、法務士合同法人または、その所属使用者である場合] 

 

① 委任者 ID を入力します。委任である ID は電子訴訟認証番号を与えられた委任人の会員 ID です。 

 

나) 電子訴訟認証番号がない場合 

訴訟手続案内書を送達受けなかった当事者または代理人の場合[電子訴訟認証番号がない

場合タブ]を選択します。 

 

 

① 電子訴訟進行洞の文面を確認して本事件を電子訴訟で進めることに同意します。 
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【原文 278 頁】 

 

② 訴訟類型、法院、事件番号、訴訟関係人類型を入力して[登録]ボタンを押します。法院に住民登録

番号や業者登録番号が登録されていて身元が確認された場合には事件登録完了画面に移動します。お知

らせサービスは自動で登録されて‘私の電子訴訟>お知らせサービス’メニューで変更が可能です。 

 

[代理人である場合] 

 

① 事件の当事者名を入力して[登録]ボタンを選択します。代理人情報入力画面に移動します。 

 

[法務士、法務士合同法人または、その所属使用者である場合] 

 

① 委任者 ID を入力します。委任者 ID は電子訴訟認証番号を与えられた委任人の会員 ID です。 
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【原文 279 頁】 

 

2) 代理人情報入力 

電子訴訟認証番号がない代理人の代理人情報を入力する画面です。 

 

① 当事者区分を選択して[当事者選択]ボタンを選択して当事者を選択します。住民(事業者)登録番

号、携帯電話番号、E メール、補助 E メール情報は会員加入情報です。民事訴訟事件である場合は補

助 E メールを追加的に入力できます。お知らせサービスは自動で登録されて‘私の電子訴訟>お知ら

せサービス’メニューで変更が可能です。 

② 代理人基本情報を全部入力した後に[登録]ボタンを選択します。事件登録完了画面に移動します。 
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【原文 280 頁】 

 

[個人/法人会員が代理人である場合] 

 

① 当事者に発行された電子訴訟認証番号を入力します。 
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【原文 281 頁】 

 

[法務(特許)法人または、その訴訟使用者である場合] 

 

① 担当弁護士リストの[選択]ボタンを選択して事件の担当弁護士を入力します。お知らせサービス項

目をチェックすれば担当弁護士にもお知らせサービスが送信されます。電子的に進行中の事件に担当

弁護士を追加で指定しようとする場合は追加で指定する担当弁護士だけ入力します。 
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【原文 282 頁】 

 

[合同法律事務所訴訟使用者である場合] 

 
① 選任当事者を入力した後に[訴訟使用者照会]ボタンを選択して事件の代理人を入力します。 

② 代理人を入力すれば代理人リストで照会されます。削除を選択すれば該当代理人がリストから削除

されます。代理人名を選択すれば該当代理人の情報が代理人基本情報で確認/修正可能です。 
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【原文 283 頁】 

 

3) 事件登録完了 

電子訴訟事件登録完了後登録した事件情報を確認する画面です。 

 

① 電子訴訟進行案内内容を確認します。新規選任代理人は必ず事件の委任関連書類を電子的に提出し

なければなりません。裁判所[仮訳者注：原文ママ「재판부」を仮訳]の確認後で電子送達確認、電子

記録閲覧が可能です。民事訴訟の場合、必要に応じて電子訴訟転換許可申請書を電子的に提出しなけ

ればなりません。 

② [確認]ボタンを選択すれば‘私の電子訴訟>私の事件管理’画面に移動して該当事件を確認すること

ができます。書類提出中に事件登録をした場合は該当書類提出画面に移動します。電子訴訟転換許可

申請が必要な場合、電子訴訟転換許可申請書提出画面に移動します。 

③ 法務(特許)法人または、その所属使用者、合同法律事務所所属使用者である場合[担当職員指定]ボ

タンが見えてボタンを選択すれば事件別担当職員指定画面を見せます。 
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【原文 284 頁】 

 

9．私の情報管理 

가．概要 
私の情報管理メニューは会員加入ある使用者の会員情報に対して変更および修正すること

ができるサービスです。 

 

[ホームページ私の情報管理メニュー] 

 

 

[主要提供サービス] 

 

● 会員情報変更 

● 会員の名前変更 

● パスワード変更 

● 公認認証書更新 

● 事前包括同意申請 

● 会員脱退 

● 所属使用者管理 
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【原文 285 頁】 

 

나．会員情報変更 
(1) 大法院電子訴訟ホームページに接続して公認認証書でログインした後に‘私の情報

管理>会員情報変更’メニューを選択します。 

 

[個人、代理人(弁護士、弁理士、訴訟遂行者)、法務士] 
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【原文 286 頁】 

 

 

① 会員情報変更時 ID、使用者名、住民登録番号、国籍は修正対象から除外されます。 

② パスワードを確認した後情報を修正できます。 

③ 携帯電話番号とイーメールアドレスを変更すれば、提供されたお知らせサービスが変更された情報

で提供されます。 

④ 払い戻し口座情報を修正する場合[口座確認]ボタンを押して口座の有効性の有無を確認しなければ

なりません。 
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【原文 287 頁】 

 

[法人、代理人(法務法人、特許法人、合同法律事務所)、法務士(法務士合同法人)会員] 
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【原文 288 頁】 

 

 

① 会員情報変更時 ID、法人名、事業者登録番号、法人登録番号は修正対象から除外されます。 

② パスワードを確認した後に情報を修正できます。 

③ 携帯電話番号とイーメールアドレスを変更すれば、提供されたお知らせサービスが変更された情報

で提供されます。 

④ 代表者情報の姓名と住民登録番号修正時に[実名確認]ボタンを押して実名確認をしなければなりま

せん。 

⑤ 払い戻し口座情報を修正する場合[口座確認]ボタンを押して口座の有効性の有無を確認しなければ

なりません。 
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【原文 289 頁】 

 

다．会員の名前変更 

 
[会員の名前変更は個人会員だけ利用可能です。] 

(1) 大法院電子訴訟ホームページに接続して公認認証書でログインした後に‘私の情報

管理>会員の名前変更’メニューを選択します。 

 

 

① 変更する会員名を入力して実名確認後パスワードを入力した後に[確認]ボタンを押して会員の名前

を変更します。 
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【原文 290 頁】 

 

라．パスワード変更 

 
(1) 大法院電子訴訟ホームページに接続して公認認証書でログインした後に‘私の情報 

管理>パスワード変更’メニューを選択します。 

 

 

① パスワード変更時現在のパスワードを入力した後に変更するパスワードを入力そして変更するパス

ワードを確認のためにもう一度入力した後に[確認]ボタンを押してパスワードを変更します。 
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【原文 291 頁】 

 

마．公認認証書更新 
[公認認証書更新は ID/パスワードでログインしてはじめて利用可能です。] 

(1) 大法院電子訴訟ホームページに接続して公認認証書でログインした後に‘私の情報

管理>公認認証書更新’メニューを選択します。 

認証書の有効期間が満了した場合、公認認証書を更新してはじめてサービスを利用できま

す。 

 

① 代表使用者によってアカウントが作られた所属使用者が ID/パスワード方式でログイン時に公認認

証書更新画面に移動して公認認証書の登録後サービスを利用できます。 

② 本人情報を入力した後に[確認]ボタンを押せば公認認証書ポップアップ画面がオープンになりま

す。 

③ 更新する公認認証書を選択した後に[確認]ボタンを押せば公認認証書を更新できます。 

④ ID/パスワードでログインした場合、公認認証書更新後に公認認証書でログインしてはじめてサー

ビス利用が可能です。 
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【原文 292 頁】 

 

바．事前包括同意申請 
[事前包括同意申請は個人、法人会員だけ利用可能です。] 

(1) 大法院電子訴訟ホームページに接続して公認認証書でログインした後に‘私の情報

管理>事前包括同意申請’メニューを選択します。 

事前包括同意画面では現在の使用者の包括同意状態にしたがって電子訴訟包括同意(申請/

延長/撤回)が可能です。ただし、事前包括同意申請は個人・法人会員のみ可能です。 

 

① 包括同意申請履歴を確認できます。 

* 事前包括同意有効期間満了一ヶ月前と当日に E メールで通知になります。 
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【原文 293 頁】 

 

(2) 事前包括同意を申請します。 

 

① 事前包括同意案内を確認した後に[事前包括同意申請]ボタンを押せば事前包括同意を申請できる画

面に移動します。 

 

[事前包括同意申請画面] 

 

① 有効期間を選択します。今日を基準として 1～12 か月中から択一します。 
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② 同意チェックボックスを選択します。選択しなかった場合、同意申請が不可能です。 

 

【原文 294 頁】 

 

③ SMS と E メールでお知らせサービスを申請します。該当項目にチェックをすればそれぞれの発生時

点に SMS および E メールで情報を受けることができます。選択したお知らせサービス内訳は事前包括

同意期間にだけ有効な内訳で該当期間の間には選択されたお知らせサービス内訳が適用されます。 

④ [電子包括同意申請]ボタンを押せば公認認証書ウィンドウがオープンになります。 

 

⑤ 電子訴訟包括同意を申請するためには電子署名が必要です。公認認証書ウィンドウで認証書暗号を

入力した後に[確認]ボタンを押せば事前包括同意申請が完了します。この場合ログインした認証書と同

じ認証書を使わなければなりません。 

 

(3) 事前包括同意有効期間延長申請をします。 

 

① 事前包括同意案内を確認した後に[有効期間延長申請]ボタンを押せば有効期間延長を申請できる画

面に移動します。 
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【原文 295 頁】 

 

[有効期間延長申請画面] 

 

① 事前包括同意延長しようとする有効期間を選択します。現在日を基準として 1～12 か月中で択一し

ます。ただし、以前に申請された申請日付以前の日付での修正は不可能です。 

② 同意チェックボックスを選択します。選択しなかった場合、延長申請が不可能です。 

③ お知らせサービスを申請する場合、事件に対する進行情報および基本情報を提供受けられて、電子

メール(一部内訳必須)と短文メッセージ伝送全部可能です。選択したお知らせサービス内訳は事前包

括同意期間にだけ有効な内訳で該当期間の間には選択されたお知らせサービス内訳が適用されます。 

④ [有効期間延長申請]ボタンを押せば公認認証書ウィンドウがオープンになります。 

⑤ 有効期間を延長するためには電子署名が必要です。公認認証書ウィンドウで認証書暗号を入力した

後に[確認]ボタンを押せば有効期間延長申請が完了します。この場合ログインした認証書と同じ認証

書を使わなければなりません。 
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【原文 296 頁】 

 

(4) 事前包括同意を撤回します。 

 

① [事前包括同意撤回]ボタンを押せば事前包括同意を撤回できる画面に移動します。 

 

[事前包括同意撤回画面] 

 

① [電子訴訟事前同意撤回]ボタンを押せば公認認証書ウィンドウがオープンになります。 

② 電子訴訟包括同意を撤回するためには電子署名が必要です。公認認証書ウィンドウで認証書暗号を
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入力した後に[確認]ボタンを押せば有効期間延長申請が完了します。この場合ログインした認証書と同

じ認証書を使わなければなりません。 

 

【原文 297 頁】 

 

사．会員脱退 
(1) 大法院電子訴訟ホームページに接続して公認認証書でログインした後‘私の情報管

理>会員脱退’メニューを選択します。 

進行中である事件がある場合、事件進行が完了して初めて撤回が可能です。 

代表使用者撤回時に所属使用者が進行中である事件がある場合、撤回が不可能です。 

 

① 使用者登録撤回時に撤回理由と住民登録番号を入力した後に[確認]ボタンを押します。 

② 使用者確認のために現在の登録されている公認認証書を選択した後に[確認]ボタンを押せば使用者

登録撤回になります。 
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【原文 298 頁】 

 

아．所属使用者管理 

 
(1) 大法院電子訴訟ホームページに接続して公認認証書でログインした後‘私の情報管

理>所属使用者管理’メニューを選択します。代表使用者が所属使用者情報を管理する画

面です。 

 
① 名前/ID や使用者類型を通じて所属使用者を照会できます。 

② [使用者追加]ボタンを押せば所属使用者を追加できる画面に移動します。 

③ [使用満了]ボタンを押せば選択された所属使用者の状態が満了状態に変更されます。満了状態にな

れば該当アカウントは使用できません。 

④ [使用満了取消]ボタンを押せば満了した所属使用者の状態を登録状態に変更します。 

⑤ チェックボックスを選択した後に満了、満了取消ができます。 

⑥ 代表使用者が法務法人、特許法人、合同法律事務である場合、登録しようとする所属使用者の類型

が所属職員なら業務グループを設定できます。業務グループを設定しなければ全体弁護士、弁理士を

指定するのと同じです. 
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【原文 299 頁】 

 

(2) 業務グループを指定します。 

 

① 弁護士/弁理士が多い場合、該当初声[仮訳者注：氏名の頭文字の意味]を押して簡単に弁護士/弁理

士を探すことができます。 

② 業務グループを指定する弁護士/弁理士を選択後に[確認]ボタンを押せば業務グループが指定されま

す。 

③ [取消]ボタンを押せば選択された事項が取り消しになって業務グループ指定画面が閉じられます。 
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【原文 300 頁】 

 

(3) 所属使用者を登録します。 

 

 

① 使用中である ID である場合、再び重複照会をして使用可能な ID を選択しなければなりません。 

② パスワードは確認のために二回入力しなければなりません。パスワードは 8～15 英文/数字組合で

成り立たなければなりません。 

③ 使用者名と住民登録番号、国籍を入力した後に実名確認をしなければなりません。 

④ 郵便番号検索を通じて現住所を検索して細部住所を入力します。 

⑤ 代表使用者が法人の場合所属使用者類型は法律上代理人、支配人、専務、常務、所属職員です。代

表使用者が非法人(団体)、国家、地方自治体、行政庁、弁護士、弁理士、法務士の場合所属使用者類

型は所属職員です。代表使用者が法務法人、特許法人、合同法律事務所の場合所属使用者類型は弁護

士、弁理士、所属職員です。代表使用者が法務士合同法人の場合所属使用者類型は法務士、所属職員

です。 

⑥ 代表使用者が法務法人、特許法人、合同法律事務所である場合、弁護士、弁理士選択時に電子提

出、送達確認、事件情報照会、電子納付権限が自動で設定になります。 
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【原文 301 頁】 

 

(4) 代表使用者が所属使用者を修正する画面です。 

 

① 代表使用者が法人の場合所属使用者類型は法律上代理人、支配人、専務、常務、所属職員です。代

表使用者が非法人(団体)、国家、地方自治体、行政庁、弁護士、弁理士、法務士の場合所属使用者類

型は所属職員です。代表使用者が法務法人、特許法人、合同法律事務所の場合所属使用者類型は弁護

士、弁理士、所属職員です。代表使用者が法務士合同法人の場合所属使用者類型は法務士、所属職員

です。 

② 代表使用者が法務法人、特許法人、合同法律事務所の場合弁護士、弁理士選択時に電子提出、送達

確認、事件情報照会、電子納付権限が自動で設定になります。 
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【原文 302 頁】 

 

10．その他提供機能 

가．私のメニュー 
1) 大法院電子訴訟ホームページに接続して公認認証書または、ID/パスワードでログイ

ンした後にクイックメニューの私のメニューを選択します。 

 

 

① [私のメニュー]ボタンを押せば私のメニューを閉じ、また展開することができます。 

② 画面名を選択すれば該当画面に移動します。 

③ 私のメニュー設定を選択すれば私のメニュー設定ポップアップが現れます。 

④ 開始画面設定を選択すれば開始画面設定ポップアップが現れます。 
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【原文 303 頁】 

 

[私のメニュー設定ポップアップ画面] 

 

① 私のメニューで使う画面を選択します。(私のメニューは最大 10 個まで登録可能です) 

② [保存]ボタンを押せば選択したメニューが私のメニューで保存されます。 

③ [取消]ボタンを押せば私のメニュー設定ポップアップが閉じられます。 

④ X ボタンを押せば私のメニュー設定ポップアップが閉じられます。 

 

[私のメニュー追加ボタン] 

 

① それぞれの画面で私のメニュー追加ボタンを押せば現在の画面が私のメニューに追加されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大法院電子訴訟ホームページ使用者マニュアル 
2011.05 法院行政処 

[司法書士長谷川清仮訳] 

 300 / 360 
 

【原文 304 頁】 

 

[開始画面設定ポップアップ画面] 

 

① 開始画面で使う画面を選択します。 

② [保存]ボタンを押せば選択した画面で開始画面設定が保存されます。 

③ [取消]ボタンを押せば開始画面設定ポップアップが閉じられます。 

④ X ボタンを押せば開始画面設定ポップアップが閉じられます。 
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【原文 305 頁】 

 

나．私の訴訟 
1) 私の訴訟情報を確認して 進行事件/送達文書/私の書類 画面に移動します。 

 

① 進行中事件は現在の電子訴訟進行中の事件数を表示します。進行中事件を選択すれば‘私の電子訴

訟>私の事件管理‘画面に移動して進行中事件リストを問い合わせます。 

② 未確認送達は未確認された送達文書数を表示します。未確認送達を選択すれば‘送達文書確認>未確

認送達文書’画面に移動して未確認送達文書リストを問い合わせます。 

③ 臨時保存/電子署名/提出待機はそれぞれの状態に該当する文書数を表示します。臨時保存/電子署名

/提出待機を選択すれば‘私の電子訴訟>作成中書類’の臨時保存リスト/電子署名リスト/提出待機リ

ストタブ画面に移動してリストを問い合わせます。 
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【原文 306 頁】 

다．管轄法院検索 

1) 1 審管轄法院検索 

 



大法院電子訴訟ホームページ使用者マニュアル 
2011.05 法院行政処 

[司法書士長谷川清仮訳] 

 303 / 360 
 

① 2 審管轄法院検索画面に移動します。 

② 管轄法院案内画面に移動します。 

③ 相手方住所地の洞名を入力して[管轄法院検索]ボタンを押します。 

④ 入力した住所情報で検索された管轄法院の情報を見せます。小額事件や調停申請は市郡法院があれ

ば市郡法院で管轄するので参考にしてください。 

⑤ [情報見る]ボタンを押せば大法院ホームページの該当法院情報照会ページが浮かび上がります。 

 

【原文 307 頁】 
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【原文 308 頁】 

 

2) 2 審(控訴審)管轄法院検索 

 
① 1 審管轄法院検索画面に移動します。 

② 管轄法院案内画面に移動します。 

③ 1 審管轄法院を選択します。 

④ 1 審裁判区分を選択します。 

⑤ 1 審情報で 2 審(控訴審)管轄法院が照会されます。 
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3) 管轄法院案内 

 

① 1 審管轄法院検索画面に移動します。 

② 2 審(控訴審)管轄法院検索画面に移動します。 

③ 管轄法院を案内します。 
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【原文 309 頁】 

라．訴訟費用計算 

1) 訴額算定 
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① 印紙額計算画面に移動します。 

② 送達料計算画面に移動します。 

③ [訴額算定の標準]ボタンを押せば民事訴訟等印紙規則案内ポップアップが浮かび上がります。 

④ 該当アイコンを押せば各訴の分類の詳細訴の種類が繰り広げられます。(④-1) 

⑤ 画面で計算された訴額で[印紙額計算画面]に移動します。 
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【原文 310 頁】 
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① 計算する訴額の項目の[選択]ボタンを押します。 

② 入力しなければならない金額に対する案内が見られます。 

③ ②で案内した金額を数字で入力して[計算]ボタンを押します。 

④ 計算された訴額を案内します。 
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【原文 311 頁】 

2) 印紙額計算 
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① 訴額算定画面に移動します。 

② 送達料計算画面に移動します。 

③ 事件の種類を選択します。 

④ 訴額を入力して[計算]ボタンを押します。 

⑤ 計算された印紙額を案内します。 

⑥ 印紙額(調停手数料)計算方式を案内します。 
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【原文 312 頁】 

3) 送達料計算 

電子訴訟では被告数を基準として送達料を計算します。 
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① 訴額算定画面に移動します。 

② 印紙額計算画面に移動します。 

③ 事件の種類を選択します。 

④ 原告/被告数を入力して[計算]ボタンを押します。 

⑤ 計算された送達料を案内します。 

⑥ 送達料計算方式を案内します。 

 

【原文 313 頁】 

 

마．事件検索 
1) 大法院電子訴訟ホームページに接続する。 

 

① 法院、事件番号を入力します。 

② 当事者名を入力します。 

－事件関連当事者名(1 人)を 2 字以上必須で入力してはじめて照会が可能です。 

ex) 当事者名：ホン・ギルドン->入力当事者名：ホンギル、キルドン、ホン・ギルドン 

③ [照会]ボタンを押せば大法院事件検索ポップアップウィンドウがオープンになって事件情報を確認 

できます。 
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【原文 314 頁】 

바．発行文書照会 
1) 大法院電子訴訟ホームページに接続して‘発行文書照会’アイコンを選択します。 

 

① 発行番号を入力します。 

－発行番号は発行文書の左側下段にある番号で発行文書固有の識別番号です。(次ページ参照) 

② [照会]ボタンを選択します。 

③ [閉じる]ボタンを押せば発行文書真偽確認ポップアップが閉じられます。 

 

① [文書照会]ボタンを押せば大法院訴訟文書ビューアーがオープンになって発行番号に該当する文書

を確認できます。 

② [閉じる]ボタンを押せばポップアップ画面が閉じられます。 
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【原文 315 頁】 

 

[正(謄)本発行文書] 

 

① 発行時生成された文書発行番号です。上の番号を発行文書照会ポップアップに入力すれば該当文書

を確認することができます。 
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【原文 316 頁】 

 

사．顧客の声 
1) 大法院電子訴訟ホームページに接続して‘顧客の声’を選択します。 

 

① 作成者、E メール、題名、意見を入力します。(意見は 1000 字まで入力します。) 

② [送る]ボタンを押します。 

③ [取消]ボタンを押せば顧客の声ポップアップ画面が終了します。 
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【原文 317 頁】 

 

11．代理人会員の利用方法 

 

가．概要 
代理人会員の場合、各メニュー別利用方法は一般会員と同一か、個人弁護士/弁理士事務

所、法務法人、特許法人、合同法律事務所等(以下法務法人等)で弁護士と所属職員が共に

訴訟業務を処理する業務方式を考慮して特化したサービスを提供しています。 

※代理人会員のうち訴訟遂行者は所属使用者登録が不可能です。 

 

나．所属使用者管理 
代理人会員のためのサービスにあって最も重要な部分は該当法人または事務所の所属使用

者を登録して管理できる機能です。 

所属使用者管理機能を通じて次のような組織形態を構成して電子訴訟を進行できます。 
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【原文 318 頁】 

 

1) 所属使用者登録 

○ 弁護士、弁理士会員は所属職員を登録できます。 

○ 法務法人、特許法人、合同法律事務所会員は所属使用者を所属弁護士、所属弁理 

  士、所属職員で区分して登録できます。 

[関連目次] 8 ページ会員加入参考 

 

2) 業務グループ指定 

○ 一定規模以上の法務法人(特許法人)または合同法律事務所は弁護士(弁理士)と所 

属職員が業務グループ(またはチーム)と指定されて訴訟業務を処理します。電子 

訴訟ホームページでは‘私の情報管理>所属使用者管理’メニューで所属職員の 

業務グループに属する弁護士(弁理士)を指定すれば指定された弁護士(弁理士)の 

担当事件を共有できます。(別に業務グループを指定しなかった所属職員の場合 

にはすべての所属弁護士、所属弁理士と事件を共有することになります。) 

○ 業務グループが指定された所属職員の場合、該当弁護士(弁理士)が進行中である 

事件に対してだけ送達文書確認、私の事件管理、事件記録閲覧などのサービスを 

利用できます。 

[関連目次] 8 ページ会員加入参考 

 

3) 事件別担当職員指定 

○ 所属職員の業務グループ指定とは別に特定事件を他の所属職員に共有できる機能 

がサポートされます。‘私の電子訴訟>私の事件管理’メニューで進行中事件リス

トを 

問い合わせて事件別に担当職員を指定でき、また指定された所属職員は該当事件 

に対し送達確認、事件リスト照会、記録閲覧などの業務を処理できます。 

[関連目次] 8 ページ会員加入参考 
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【原文 319 頁】 

 

다．電子提出 
所属使用者を登録して使う法務法人等では次のような手続で訴訟書類を提出することにな

ります。 

 

(1) 所属職員は電子訴訟ホームページに接続して、本人の公認認証書でログインしま

す。 

(2) 書類提出メニューに接続して提出する書類を選択して文書を作成し、または添付し

ます。 

(3) 書類作成が完了すれば電子署名段階画面で所属弁護士(弁理士)中署名者を選択した

後に電子署名要請ボタンを押します。(この時、選択された署名者には電子署名を要請

する E メールを発送できます。) 

※所属職員の場合には提出する電子文書に署名権限がないので、[電子署名]ボタンの

代わりに[電子署名要請]ボタンが表示されます。 

(4) 弁護士(弁理士)が電子署名要請 E メールを受け、またはオフラインで連絡を受けた

後に本人の個人認証書でログインします。 

(5) ‘私の電子訴訟>作成中書類’メニューに移動すれば電子署名リストに要請件数が表

示されます。 

(6) 電子署名要請リストで署名要請された書類を確認して該当書類名を選択すれば電子

署名画面に移動します。電子署名画面で署名要請されたファイルを開いて確認 
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【原文 320 頁】 

 

した後に異常がなければ‘電子署名’ボタンを押します。この時、本人の公認認証書

を選択してパスワードを入力すれば電子署名が完了します。電子署名取消も可能で

す。 

※電子署名を要請受けた状態でも弁護士(弁理士)が直接文書修正も可能で電子署名完

了後には提出待機リストで直接提出も可能です。 

(7) 弁護士(弁理士)の電子署名が完了した書類は、所属職員の‘私の電子訴訟>作成中書

類’メニューの提出待機リストに該当書類が照会されます。 

(8) 提出待機状態の書類名を選択すれば訴訟費用納付画面または文書提出画面に移動し

ます。 

(9) 所属職員は本人が入力した情報と添付ファイルを最終確認した後に[提出]ボタンを

押します。本人の公認認証書を選択してパスワードを入力すれば該当書類が提出され

て自動で受付処理されます。 

 

※ 万一、弁護士(弁理士)が直接電子訴訟ホームページにログインして書類を提出する場

合には電子署名要請手続なしで本人の公認認証書で直接署名して提出が可能です。 

 

라．電子送達確認 
送達文書確認メニューの全体送達文書、未確認送達文書画面では ID 別に照会できる事件

権限が違うように処理されます。 

 

<代理人会員 ID> 

(1) 法務法人、特許法人会員 

法務法人、特許法人が進行中事件に対するすべての事件の送達文書を問い合わせることが

できます。 

(2) 弁護士、弁理士会員 

弁護士、弁理士が進行中である事件に対するすべての送達文書を照会できます。 
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【原文 321 頁】 

 
(3) 合同法律事務所(電子訴訟管理アカウント)会員 

送達文書照会権限がありません。 

 

<法務法人、特許法人の所属弁護士、所属弁理士 ID> 

弁護士(弁理士)が担当弁護士(弁理士)と指定された事件の送達文書だけ照会できます。 

 

<所属職員 ID> 

－業務グループが指定された場合には該当業務グループの弁護士、弁理士が担当している

事件の電子送達リストだけ照会されます。 

－事件別担当職員と指定された事件がある場合には業務グループ事件に担当職員と指定さ

れた事件が追加されて照会されます。(業務グループ指定なしに事件別担当職員だけで指

定された場合、担当事件だけ照会されます。) 

－業務グループと事件別担当職員が指定されなかった場合、法務法人、特許法人、合同法

律事務所に送達されたすべての電子送達リストを照会できます。 

 

※ 所属職員の場合には所属使用者登録時に‘電子送達’権限が付与された場合にだけ送

達文書照会および送達確認が可能です。 
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【原文 322 頁】 

 

마．私の事件 
所属使用者類型別に‘私の電子訴訟>私の事件管理’メニューで照会可能な事件リストと

閲覧可能な事件記録は次のとおりです。 

 

<一般会員 ID> 

(1) 法務法人、特許法人 

法務法人、特許法人が電子訴訟で進行中であるすべての事件を照会できます。 

(2) 弁護士、弁理士 

弁護士、弁理士が進行中である事件を照会できます。 

(3) 合同法律事務所(電子訴訟管理アカウント) 

該当アカウントは事件リスト照会権限がありません。 

 

<所属使用者 ID> 

(1) 所属弁護士、所属弁理士 

各弁護士、弁理士の担当事件のリストを照会できます。 

 

(2) 所属職員 

－業務グループが指定された場合には該当業務グループの弁護士、弁理士が進めている事

件のリストだけ照会されます。 

－事件別担当職員と指定された事件がある場合、該当事件リストが照会されます。 

－業務グループを指定しないで事件別担当職員でも指定されなかった場合、法務法人など

が電子訴訟で進めているすべての事件リストを照会できます。 

※ 所属職員の場合には所属使用者登録時に‘事件情報照会’権限が付与された場合にだ

け事件リスト照会および記録閲覧が可能です。 
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【原文 323 頁】 

 

바．電子訴訟事件登録 
代理人が電子訴訟ホームページで訴訟手続を進めるためには必ず該当事件に電子訴訟同意

をしなければなりません。電子訴訟手続進行に同意する方式は次のとおりです。 

1) 原告の訴状提出 

代理人が事件を委任されて電子訴訟ホームページで訴状を提出すれば、受け取られた事件

は自動で電子訴訟事件と登録されて別に登録する手続が必要ありません。訴状を提出して

付与された事件番号が‘私の電子訴訟>私の事件管理’進行中目録に照会されます。 

 

2) 被告の答弁書提出 

代理人が被告の事件を委任されて答弁書を提出しようと思う場合には、答弁書と訴訟委任

状提出前に電子訴訟事件登録をしなければなりません。電子訴訟事件登録を完了すれば、

書類提出メニューで訴訟書類提出が可能で必ず訴訟委任状を添付書類で提出しなければな

りません。 

電子訴訟事件登録は‘私の電子訴訟>電子訴訟事件登録’メニューで‘電子訴訟認証番号

がない場合’を選択して可能で、詳しい説明は本説明書 131 ページを参考にしてくださ

い。 

 

※ 電子訴訟事件登録時入力した法務法人(担当弁護士、弁理士)、弁護士情報は提出する

訴訟委任状と担当弁護士(弁理士)指定書の内容と同一でなければなりません。 

※ 電子訴訟事件登録時入力した代理人の情報は裁判所[仮訳者注記：原文ママ仮訳し

た。] で提出した訴訟委任状と確認手続きを遂行します。 

裁判所[仮訳者注記：原文ママ仮訳した。] の確認手続が完了する前には事件記録閲覧サ

ービスの利用が制限されます。 

 

3) 訴訟進行中事件を委任された場合 

訴訟進行中に原告または被告に事件を委任された場合、電子訴訟手続きで訴 
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【原文 324 頁】 

 

訟を遂行するためには電子訴訟事件登録後に電子訴訟ホームページで提出および送達確認

が可能です。 

 

4) 紙訴訟で電子訴訟手続きに変更する場合 

代理人が直接紙で訴状を提出して電子訴訟認証番号を与えられた場合には‘私の電子訴訟

>電子訴訟事件登録’メニューで‘電子訴訟認証番号がある場合’を選択して事件を登録

して、この他の場合には上の電子訴訟事件登録後電子訴訟ホームページで提出および送達

確認が可能です。 
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【原文 325 頁】 

 

12．電子訴訟記録ビューアー 

가．電子訴訟記録ビューアー(民事用) 

 

1) 画面説明 

民事事件に対する記録および書証情報を問い合わせてリストで選択した特定文書の内容を

見せる画面です。事件の基本情報、事件関連呼び出し(記録情報、記録管理)、文書

Viewer、書証、証人等、添付の領域で構成されています。画面の左側には記録リスト情

報を右側には書証、証人など、添付リスト情報を見ることができます。 

 

2) 処理内容 

(1) 要請事件に対する記録と文書情報を問い合わせる Viewer が実行されます。 

 

 

(2) 画面上段には事件の基本情報が照会されます。 
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【原文 326 頁】 

 

(3) 画面を使用者便宜により調節することができるようにリスト表示と隠すこと、1 ペ

ージで全体表示、2 ページで全体表示、ツールバー、更新、助言を見る、閉じる機能を使

用できます。 

 

(4) 画面上段には記録情報および記録管理メニューがサポートされます。 

 

－電子事件部：電子訴訟記録ビューアーで記録表紙の内容を見せる事件部照会ポップアップウィンドウ

を呼び出します。 

－調書リスト：調書リストを問い合わせる調書リストポップアップウィンドウを呼び出します。 

－書証等リスト：書証等の詳細内容が照会される書証等リストポップアップウィンドウを呼び出しま

す。 

－証人等リスト：証人等の詳細内容が照会される証人等リストポップアップウィンドウを呼び出しま

す。 

－記録ダウンロード：電子文書をダウンロードできる記録ダウンロード ポップアップウィンドウを呼び

出します。 

－エクセル見ること：記録、期日、書証、証人等リストをエクセルでダウンロードして見ることができ

るエクセル見るポップアップウィンドウを呼び出します。 

 
(5) ツールバーで便宜により拡大、縮小など便利な機能を選択して使います。 

 

－ 印刷：PDF がプリンタで印刷されて'閲覧用'というウォーターマークが共に印刷されます。 
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－ 手道具：手の模様でマウスカーソルが変わります。ドラッグ時に PDF 画面を変えることができ

ます。 

－ テキスト道具：マウスカーソルが“ I”形に変わって PDF にテキストが含まれている場合、そ

のテキスト 

 

【原文 327 頁】 

 

をドラッグして選択してコピーできます。 

－ キャプチャー道具：画面をキャプチャーできます。 

－ 拡大道具：マウスカーソルが選択したアイコンにより拡大道具形や縮小道具形に変わります。拡

大道具形の場合には拡大させてみようとする領域を四角形形にドラッグして拡大させることができま

す。縮小道具形の場合にはクリックして段階的に縮小させることができます。 

－ 拡大：段階的(%)で PDF を拡大させることができます。 

－ 縮小：段階的(%)で PDF を縮小させることができます。 

－ 拡大倍率リスト：望む倍率で固定させる。 

－ ページに合わせ：PDF 全体領域が 1 ページに全部見えるように自動で合わせます。 

－ 幅に合わせ：PDF 幅が満杯になるように、長さは長さが満杯になるように合わせます。 

－ 回転 

 

PDF ビューアーの画面を時計方向または、反時計方向で 90° ずつ回転します。 

－ 初めてのページ：初めてのページに移動します。 

－ 以前：前ページに移動します。 
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－ 次に：次のページに移動します。 

－ の末ページ：最後のページに移動します。 

－ ページ移動：該当文書の全体ページ番号が現れて望むページを選択して移動することがで

きて、直接ページ番号を入力して該当ページに移動することもできます。 

－ Undo：以前の状態見ることモードに戻ります。 

－ Redo：以前状態に戻ったのを再び取り消します。 

 

【原文 328 頁】 

－ ビューモード 

 

㈀ 単面見る：ある画面に 1 ページだけ現れます。 

㈁ 両面見る：ある画面に 2 ページずつ現れます。 

㈂ 連続単面見る：ある画面に 1 ページが現れてその下に次のページが現れます。 

㈃ 連続両面見る：ある画面に 2 ページが現れてその下に次の 2 ページが現れます。 

－ ページめくる 

 

‘自動’は用紙方向が縦なら左右で、用紙方向が横なら上下または‘左右/上下’を指定してめくる効果

を使用できます。 

－ 全体画面見る：PDF ビューアーを全体画面で見ることができます。 
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(6) 画面左側には記録リストが編綴順で照会されて、編綴件数が表示されます。該当文

書の状態値が進行タブにアイコンと表示されます。 

 

 

【原文 329 頁】 

 

(7) 記録リスト Context Menu 

 

－詳細照会：該当文書の詳細照会ポップアップウィンドウを呼び出します。 

－電子署名確認：該当文書に電子署名値を確認します。法務士提出した場合、法務士が提出したことを

見せます。 

－新たなウィンドウで開く：文書ビューアーを呼び出して該当文書だけ閲覧できる機能を提供します。 

 

(8) 画面の右側に書証リストが照会されます。照会されたリストで見えるようになる

O、X は認定/不正の有無を意味します。多数が全部認定ではない場合△と表示されま

す。 
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【原文 330 頁】 

(9) 書証等リスト Context Menu 

 

 

－電子署名確認：該当文書に電子署名値を確認します。法務士提出した場合、法務士が提出したことを

見せます。 

－新たなウィンドウで開く：文書ビューアーを呼び出して該当文書だけ閲覧できる機能を提供します。 

 

(10) 二番目タブには証人等リストが表示されます。照会されたリストで見えるようにな

る採、不 は採択/不採択の有無を意味します。 
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(11) 三番目タブには添付リストが表示されます。該当添付内容の保留の有無によりタブ

に分類されて表示されます。 

 

 

【原文 331 頁】 

 

(12) 添付リスト Context Menu 

 
 

－電子署名確認：該当文書に電子署名値を確認します。法務士提出した場合、法務士が提出したことを

見せます。 

－新たなウィンドウで開く：文書ビューアーを呼び出して該当文書だけ閲覧できる機能を提供します。 

 

[使用ヒント] 

(1)ショートカットキーF12 を押せば PDF 全体画面を見ることができます。 

(2) Ctrl +マウス スクロールを通じて PDF 画面拡大/縮小を容易にできます. 
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【原文 332 頁】 

 

나．事件記録ビューアー(特許用) 

 

1) 画面説明 

PDF 形式の訴訟記録文書をウェブ上で閲覧できる機能を提供する画面です。訴訟文書の

文書名、提出者、日時等の情報を見せます。 

 

 

2) 処理内容 

(1) 要請事件に対する記録を問い合わせる Viewer が実行されます。 

(2) 画面上段に事件情報が照会されます。 

 

(3) 画面左側に記録リスト情報が照会されて特定文書を選択すればその内容が見られま

す。 
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【原文 333 頁】 

 

(4) 使用者の便宜のために PDF をさらに容易に見るためのツール バー機能を提供しま

す。ツール バーのアイコンは活性化された場合に使用が可能で保存アイコンは使用が不

可なので下段の‘ファイル保存’ボタンを使ってファイルを保存します。 

 

 

－ 印刷：PDF がプリンタで印刷されて'閲覧用'というウォーターマークが共に印刷されます。 

－ 手道具：手の模様でマウスカーソルが変わります。 

ドラッグ時に PDF 画面を変えることができます。 

－ テキスト道具：マウスカーソルが“ I”形に変わって PDF にテキストが含まれている場合、そ

のテキストをドラッグして選択してコピーできます。 

－ キャプチャー道具：画面をキャプチャーできます。 

－ 拡大道具：マウスカーソルが選択したアイコンにより拡大道具形や縮小道具形に変わります。 

拡大道具形の場合には拡大させてみようと思う領域を四角形形にドラッグして拡大させることができま

す。 

縮小道具形の場合にはクリックして段階的に縮小させることができます。 

－ 拡大：段階的(%)で PDF を拡大させることができます。 

－ 縮小：段階的(%)で PDF を縮小させることができます。 

－ ページに合わせ：PDF 全体領域が 1 ページに全部見えるように自動で合わせます。 

－ 幅に合わせ：PDF 幅が満杯になるように、長さは長さが満杯になるように合わせます。 
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－ 回転 

 

PDF ビューアーの画面を時計方向または、反時計方向で 90° ずつ回転します。 

－ 拡大倍率リスト：望む倍率で固定させます。 

－ 初めてのページ：初めてのページに移動します。 

 

【原文 334 頁】 

 

－ 以前：前ページに移動します。 

－ 次に：次のページに移動します。 

－ 最終ページ：最後のページに移動します。 

 

(5) 画面下段の‘ファイル保存’ボタンを押せばローカル PC に該当文書が保存されま

す。 

(6)‘大きく見る’ボタンを押せば左側の文書リストが隠されてその領域だけ PDF 領域を

増やすことができます。 

 

 

3) 前提条件 

(1) このプログラムはパラメーターが暗号化されて入るので直接アドレスバーに入るこ

とはできなくて業務プログラムを通じて入ることができます。 

 

4) 特異事項 

(1) Internet Explorer 8 ウェブブラウザを使う使用者がこのプログラムで接続する時に

は画面がこわれることがおきます。そのような場合にはウェブブラウザのメニューのうち

にツール->互換性見るオプションに追加すれば正常に見えます。 
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(2) Explorer でない Mozilla 基盤のウェブブラウザ(FireFox、オペラ、サファリ)では

プログラムをダウンロードおよび設置した後にウェブブラウザを再スタートさせて初めて

正常にプログラムが駆動されます。 

 

[使用ヒント] 

(1) ショートカットキーF12 を押せば PDF 全体画面を見ることができます。 

(2) Ctrl +マウス スクロールを通じて PDF 画面拡大/縮小を容易にできます。 

 

【原文 335 頁】 

 

다．訴訟文書ビューアー 

 

1) 画面説明 

PDF 形式の訴訟記録文書をウェブ上で閲覧できる機能を提供する画面です。文書拡大/縮

小、注釈登録機能を通じて PDF をより容易に見ることができるようにツールバーを提供

します。 

 

 

2) 処理内容 

(1) 要請事件に対する文書を問い合わせる Viewer が実行されます。 
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(2) 画面上段に事件情報が照会されます。 

 

(3) 画面左側に文書リストと書証リストが照会されて特定文書や書証を選択すればその

内容が見られます。 

 

【原文 336 頁】 

 
(4) 使用者の便宜により便利なツール バー機能を使用できます。ツール バーのアイコ

ンは活性化された場合に使用が可能で保存アイコンは使用が不可なので下段の‘ファイル

保存’ボタンを使ってファイルを保存します。 

 

 

－ 印刷：PDF がプリンタで印刷されて'閲覧用'というウォーターマークが共に印刷されます。 

－ 手道具：手の模様でマウスカーソルが変わります。 

ドラッグ時に PDF 画面を変えることができます。 

－ テキスト道具：マウスカーソルが“ I”形に変わって PDF にテキストが含まれている場合、そ

のテキストをドラッグして選択してコピーできます。 

－ キャプチャー道具：画面をキャプチャーできます。 

－ 拡大道具：マウスカーソルが選択したアイコンにより拡大道具形や縮小道具形に変わります。 

拡大道具形の場合には拡大させてみようと思う領域を四角形形にドラッグして拡大させることができま

す。 

縮小道具形の場合にはクリックして段階的に縮小させることができます。 

－ 拡大：段階的(%)で PDF を拡大させることができます。 
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－ 縮小：段階的(%)で PDF を縮小させることができます。 

－ ページに合わせ：PDF 全体領域が 1 ページに全部見えるように自動で合わせます。 

－ 幅に合わせ：PDF 幅が満杯になるように、長さは長さが満杯になるように合わせます。 

－ 回転 

 

PDF ビューアーの画面を時計方向または、半時系方向で 90° ずつ回転します。 

－ 拡大倍率リスト：望む倍率で固定させます。 

－ 最初のページ：最初のページに移動します。 

 

【原文 337 頁】 

 

－ 以前：前ページに移動します。 

－ 次に：次のページに移動します。 

－ 最終ページ：最終ページに移動します。 

 

(5) 画面下段の‘ファイル保存’ボタンを押せばローカル PC に該当文書が保存されま

す。 

(6) '大きく見ること’ボタンを押せば左側の文書リストが隠されてその領域だけ PDF
領域を増やすことができます。 

 

3) 前提条件 

(1) このプログラムはパラメーターが暗号化されて入るので直接アドレスバーに入るこ

とはできなくて業務プログラムを通じて入ることができます。 

 

4) 特異事項 
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(1) Internet Explorer 8 ウェブブラウザを使う使用者がこのプログラムで接続する時には

画面がこわれることができます。そのような場合にはウェブブラウザのメニューのうちに

ツール->互換性見るオプションに追加すれば正常に見えます。 

(2) Explorer でない Mozilla 基盤のウェブブラウザ(FireFox、オペラ、サファリ)ではプ

ログラムをダウンロードおよび設置した後にウェブブラウザを再スタートさせて初めて正

常にプログラムが駆動されます。 

 

[使用ヒント] 

(1) ショートカットキーF12 を押せば PDF 全体画面を見ることができます。 

(2) Ctrl +マウス スクロールを通じて PDF 画面拡大/縮小を容易にできます。 
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【原文 1 頁】 

 

[別添－FAQ] 

1．一般事項 

가．電子訴訟利用 

 

1) 会員加入と別に電子訴訟手続に同意をしなければならない理由は何です

か? 

電子訴訟では会員加入を完了したとしても電子訴訟進行に対し同意をしなかった場合には

既存訴訟手続のとおり訴訟を進めることになって、電子訴訟手続進行に同意した事件に限

って電子提出、電子送達方式で訴訟手続き進行が可能です。個別事件に対し電子訴訟手続

きに同意する方法は下記のとおりです。 

 

● 電子訴訟同意方法 

1．訴提起 

電子訴訟ホームページで訴状等訴提起書類提出メニューに接続すれば電子訴訟に同意して

初めて書類作成または提出が可能です。 

2．訴訟進行中 

訴訟が進行中に該当事件を電子訴訟で進めようとする場合には‘私の電子訴訟>電子訴訟

事件登録’で電子訴訟に同意しなければなりません。 

 

2) お知らせサービスを申請すればどんなサービスを受けることになって、費

用はいくらかかるのですか? 

お知らせサービスというのは提出書類が受け付けられた場合や法院で書類を送達した場合

E メールと携帯電話メッセージ(SMS)で該当内容を直ちにお知らせするサービスです。 

 

1．お知らせサービス申請方法 

書類提出メニューで訴状を提出した場合や'私の電子訴訟>電子訴訟事件登録'メニュー

で、電子訴訟で進める事件番号を登録した場合には自動でお知らせサービス仮申請されて

別途の申請手続きはありません。 

 

【原文 2 頁】 

 

2．お知らせサービス変更方法 
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事件別お知らせサービス申請内訳を変更するには‘私の電子訴訟>お知らせサービス’メ

ニューで変更可能です。 

 

3．お知らせサービス費用 

● 携帯電話短文メッセージ(SMS)：発送件当たり 17 ウォンの費用が発生して、納付さ

れた送達料で差し引きされます。 

● E メール：別途の費用が賦課されません。 

 

3) 電子訴訟認証番号というのは何でどのように使いますか? 

1．電子訴訟認証番号とは? 

電子訴訟認証番号は電子訴訟利用時に本人が該当事件の当事者または代理人なのかを識別

する固有番号です。 

 
2．電子訴訟認証番号確認方法 

電子訴訟認証番号は訴状副本(被告)と答弁書副本(原告)を送達する時点に共に送達する電

子訴訟に関する案内書に事件番号とともに記載されているので確認してください。もし送

達受けた文書を紛失する等の理由で電子訴訟認証番号を確認することはできない場合には

裁判所[仮訳者注：原文ママ仮訳した。] に問い合わせしてください。 

 

3．電子訴訟認証番号利用方法 

電子訴訟を進めるためには'私の電子訴訟>電子訴訟事件登録'メニューで電子訴訟手続進

行に対する同意と事件を登録が必要で、この時、事件番号と電子訴訟認証番号を入力しな

ければなりません。 

 

【原文 3 頁】 

 

4) 事前包括同意申請とは何ですか? 

1．‘事前包括洞の’とは? 

事前包括同意は個別事件に対し電子訴訟手続進行に同意するのではなく、1 年の範囲内で

一定期間を定めてその期間中に民事訴訟などの当事者になる場合、電子訴訟を進めること

に対し事前に同意することを意味します。 

 
2．‘事前包括同意’の効力 

事前包括同意を申請すれ有効期間の間に本人が当事者になるすべての訴訟で最初の送達

(訴状副本等)から電子送達で受けられ、電子提出時に個別事件に対し電子訴訟同意を遂行

する必要がありません。 
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事前包括同意を申請した以後に提起されるすべての訴訟は電子訴訟で進めることになっ

て、特定事件を紙訴訟手続に変更するためには裁判長の許可が必要です。 

 

3．‘事前包括同意’が可能な会員類型 

事前包括同意が可能な会員類型は個人会員と法人会員であり、本人が当事者である訴訟に

対してのみ適用されます。 

事前包括同意申請と申請内訳の変更は‘私の情報管理>事前包括同意申請’メニューで可

能です。 

国家、地方自治体会員の場合は電子訴訟義務対象であるから事前包括同意が適用されませ

ん。 

 

5) 法院で電子訴訟認証番号を与えられることが出来なかった原告や被告が電

子訴訟を進めるにはどのようにすべきか? 

訴状に住民登録番号を作成して法院に当事者の住民登録番号が登録されている場合には

‘私の電子訴訟>電子訴訟事件登録’で電子訴訟認証番号がなくても電子訴訟事件登録が

可能です。 

 

【原文 4 頁】 

 

万一、電子訴訟認証番号を案内受けることができない場合や紛失した場合には法院を訪問

して電子訴訟事件登録に必要な手続きを遂行してください。 

 

6) 電子訴訟を進めているが紙訴訟に変更したいです。 

[民事訴訟] 

電子訴訟ホームページの'書類提出>民事書類‘メニューに接続し、または法院を訪問して

'電子訴訟同意撤回申請書'を提出します。申請に対し裁判長の許可がある場合に既存紙訴

訟手続に転換されて、電子訴訟同意が撤回されれば送達方式が郵便送達に変更されてホー

ムページで該当事件を照会できません。 

 

[特許訴訟] 

事情によって紙訴訟に変更しようとする場合には法院の許可命令が必要です。まず‘書類

提出>特許書類’メニューで電子訴訟手続変更申請書を提出しなければなりません。 

 

電子訴訟手続変更申請書を提出すれば法院では変更理由を確認して許可命令をした後に電

子訴訟方式変更(不)許可命令謄本を送達します。‘送達文書確認>未確認送達文書’メニュ

ーで電子訴訟方式変更許可命令謄本を閲覧することになれば該当事件が紙訴訟に自動変更
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されます。 

 

紙訴訟に変更されれば‘私の電子訴訟>私の事件管理’メニューで該当事件を照会できま

せん。また、該当事件に対して電子送達は郵便送達に変更されて、[仮訳者注：原文ピリ

オドであるが、文脈から句点と解して仮訳した。] 電子提出、電子納付、記録閲覧など電

子訴訟ホームページで利用した機能は使用できません。 

 

【原文 5 頁】 

 

7) 事件受付以後に代理人で委任されて電子訴訟を進めたいです。どんな手続

きが必要ですか? 

1．会員加入 

先に電子訴訟ホームページで会員加入をしなければなりません。 

会員類型は弁護士、弁理士、訴訟遂行者等は代理人会員を選択して、一般個人が代理人に

なる場合には個人会員に加入してください。 

 
2．電子訴訟事件登録 

会員加入を完了した代理人の場合には‘私の電子訴訟>電子訴訟事件登録’メニューで先

に電子訴訟に対する進行同意をした後に事件番号を登録しなければなりません。事件受付

後で委任された代理人の場合には電子訴訟認証番号がないので、画面で'電子訴訟認証番

号がない場合'を選択します。 

 

事件登録を完了すれば書類提出が可能だが、訴訟委任状(担当弁護士/弁理士指定書または

訴訟遂行者指定書含む)を提出して裁判所[仮訳者注：原文ママを仮訳した。] の確認を受

ける前には電子送達と記録閲覧サービスは受けることができません。 

 

8) 訴訟進行中に提出の委任を受けた法務士です。電子訴訟を進めたいがどん

な手続が必要ですか? 

1．会員加入 

先に電子訴訟ホームページで会員加入をしなければなりません。会員類型は法務士会員に

加入してください。 

 

2．委任人の会員加入 

事件の当事者または代理人である委任人が電子訴訟ホームページに会員加入をしなければ

なりません。委任人は個人会員に加入しなければなりません。 
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【原文 6 頁】 

 

3．電子訴訟事件登録 

法務士が事件を電子的に進めるには‘私の電子訴訟>電子訴訟事件登録’メニューで先に

電子訴訟に対する進行同意をした後に事件番号を登録しなければなりません。法務士が電

子訴訟に対する進行同意をすれば委任人が同意したこととみなします。 

 

事件登録を完了すれば書類提出が可能です。提出時に添付書類で提出委任状を添付しなけ

ればなりません。また、法務士本人が署名をされた場合には法務士法第 25 条による確認

を履行したという旨の誓約書を添付しなければなりません。 

 

9) 法人会員の所属使用者のうち支配人、法律上代理人と所属職員の差異点は

何ですか? 

法人会員の場合、所属使用者で支配人、法律上代理人、専務、常務、所属職員を登録でき

ます。 

1．支配人、法律上代理人、専務、常務 

法人が進める訴訟の代理人資格がある所属使用者類型です。例えば支店に勤める支配人が

法人の訴訟代理人になる場合、支配人類型で登録します。 

 

この類型の所属使用者は本人が代理人で進めている事件に対してだけ閲覧と送達確認が可

能で、支配人等が電子訴訟を進めている場合に法人 ID でと他の所属職員 ID では送達確

認が不可能です。 

 

2．所属職員 

法人が代理人選任なしで当事者訴訟を遂行する場合、訴訟業務を担当するための職員類型

です。この類型は訴訟代理人になれなくて、法人が進める事件の閲覧と送達確認が可能で

す。(支配人、法律上代理人等が進める事件 

 

【原文 7 頁】 

 

に対しては権限がありません。) 法人 ID と所属職員の ID は同じ事件を照会できます。 

 

10) 法律上代理人を補助して訴訟費用納付、送達文書確認等の業務を遂行す

る所属職員を該当職員が担当する法律上代理人または、支配人の下位で使用

者登録ができますか? 

法人会員の所属職員は法人の下位使用者概念であり、法律上代理人の業務を担当する所属
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職員を指定することはできません。 

このような場合、法律上代理人の補助 E メールを所属職員のメールアドレスで入力すれ

ば所属職員も送達通知を受けることができます。 

 

11) 公認認証書でログインするのと、ID/パスワードでログインする場合、

差は何ですか? 

電子訴訟ホームページで書類提出、送達確認、記録閲覧サービスを利用するためには必ず

公認認証書でログインしなければなりません。 

ID /パスワード ログインは公認認証書を更新する場合や新規発給を受けた時に新しい認

証書を登録するために必要です。ID /パスワードでログインすれば私の情報管理、電子

納付、内訳照会など業務処理が可能です。 

 

2.会員加入 

가．認証書 

 

1) 既存汎用公認認証書を大法院電子訴訟用公認認証書でどのように更新する

のですか? 

大法院電子訴訟ホームページで使用可能な公認認証書は汎用公認認証書と電子訴訟用公認

認証書です。 

汎用公認認証書と電子訴訟用公認認証書のうち便利な認証書を大法院電子訴訟ホームペー

ジ公認認証書更新ページで登録してご使用になればよいです。 

電子訴訟用公認認証書は韓国情報認証（株）の電子訴訟用公認認証書発行のサイ 

 

【原文 8 頁】 

 

ト(http://scourt.signra.com/)で発行を受けた後に大法院電子訴訟ホームページ

(http://ecfs.scourt.go.kr/)で ID とパスワードでログインして‘ホーム>私の電子訴訟>会員

情報管理>公認認証書更新’ページで会員名と会員加入時入力した住民登録番号、事業者

登録番号等の固有番号を入力して確認ボタンをクリックすれば汎用公認認証書で電子訴訟

用公認認証書と登録されます。汎用公認認証書と電子訴訟用公認認証書のうち最も最近登

録された公認認証書でだけ使用が可能です。 

 

2) 大法院電子訴訟用公認認証書はどこで発行されるのですか? 

大法院電子訴訟用公認認証書は韓国情報認証（株）の電子訴訟用公認認証書発行サイト

(http://scourt.signra.com/)で認証書申請書作成と手数料決済後申請書を出力して最寄りの



大法院電子訴訟ホームページ使用者マニュアル 
2011.05 法院行政処 

[司法書士長谷川清仮訳] 

 345 / 360 
 

書類提出機関(全国郵便局)を直接訪問して申込書と提出書類を受け付けて、発行案内 E
メールの添付ファイルを通した電子訴訟用公認認証書を発行されることができます。 

電子訴訟専用公認認証書は個人が使う“電子訴訟個人用”と事業者(法人)が使う“電子訴

訟事業者用”の二種類があって、法院の電子訴訟サービスを利用する用途でだけ使用でき

ます。 

 

●電子訴訟用公認認証書発行機関(全国郵便局) 

* 韓国情報認証（株）の電子訴訟用公認認証書発行サイト 

(http://scourt.signra.com/) 
 

3) 行政電子署名(GPKI)認証書が必要な会員類型は何ですか? 

下記会員類型は会員加入時行政電子署名認証書を登録しなければなりません。 

● 国家、地方自治体、行政庁(電子官印用機関認証書) 

● 訴訟遂行者(個人認証書) 

国家、地方自治体、行政庁の所属使用者は行政電子署名個人認証書を使います。 

 

【原文 9 頁】 

 

行政電子署名認証書発行に関連した詳細問い合わせは各所属機関の認証担当者または行政

電子署名認証管理センター(www.gpki.go.kr)に問い合わせしてください。 

 

4) 公認認証書はどこで発給を受けるのですか? 

公認認証書は電子署名法により厳格な審査を経て国家で指定した公認認証機関で発行され

て法に基づいて日常生活の署名、署名捺印または、記名捺印と同日の法的効力を持ちま

す。現在のインターネットバンキング、サイバー証券取引、電子民願、電子入札等の広範

囲な取引で必須的に使われています。 

汎用公認認証書がない場合には銀行、証券会社等の金融機関でも、国内公認認証機関で認

証書申請と発行を受けられればよいです。公認認証書の有効期間が満了した場合にも認証

書の発給を受けた金融機関、公認認証機関のホームページで認証書の再発行を受け、また

は有効期間を延長しなければなりません。 

 

●国内公認認証機関(各金融機関は発行代行機関です。) 

* 韓国情報認証 http://www.signgate.com 
* 韓国証券電算 http://www.signkorea.com 
* 韓国電子認証 http://www.crosscent.com 
* 韓国貿易情報通信 http://www.tradesign.com 
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* 金融決済院 http://www.yessign.com 
 

電子訴訟用公認認証書は個人が使う“電子訴訟個人用”と事業者(法人）が使用する“電

子訴訟事業者用”の二種類があって、法院の電子訴訟サービスを利用する用途にのみ使用

できます。韓国情報認証（株）の電子訴訟用公認認証書発行サイト

(http://scourt.signra.com/)で認証書申請書作成と手数料決済後申請書を出力して最寄りの

書類提出機関(全国郵便局)を直接訪問して申請書と提出書類を受け付けて、発行案内 E
メールの添付ファイルを通した認証書を発行されられればよいです。 

 

【原文 10 頁】 

 

●電子訴訟用公認認証書発行機関(全国郵便局) 

* 韓国情報認証（株）の電子訴訟用公認認証書発行サイト 

(http://scourt.signra.com/) 
 

나．会員類型 

 

1) 法人認証書がない合同法律事務所の場合、代理人会員に加入できません

か? 

合同法律事務所の場合'電子訴訟管理アカウント登録申請書'を作成された後に関連添付書

類とともに下記住所に郵便で送ってください。(申請書は会員加入メニューでダウンロー

ド可能) 

申請書が受け取られれば書類審査後に電子訴訟ホームページ会員加入に必要な登録情報と

'接続認証番号'を E メールで発送して差し上げるようにします。 

 

●住所 

京畿道城南市盆唐区野塔洞 346 番地 裁判所電算情報センター 

電算情報管理局[電子訴訟担当者]宛(郵便番号:463－828 ) 
電話番号：02-3480-1715 
 

●注意事項 

登録申込書の申請人は合同法律事務所の弁護士等の管理アカウント登録を承認した方が記

名捺印しなければなりません。 

 

2) 法定代理人で訴訟を進めようとします。どんな会員類型に加入しなければ

なりませんか? 
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電子訴訟ホームページの代理人会員は弁護士、弁理士等の資格を持つ代理人を意味しま

す。 

法定代理人の場合、訴訟の代理人だが、個人会員に加入しなければなりません。 

 

【原文 11 頁】 

 

ただし、訴状を提出する場合には‘書類提出’メニューで訴状を選択して'代理人作成'ボ

タンをクリックします。訴状作成段階のうち代理人入力画面で本人の情報を登録してくだ

さい。 

 

1．書類提出 

가．電子提出 

 

1) 特許訴訟で電子提出案内書を受けた証人、鑑定人、専門審理委員、嘱託を

受けた機関等の場合、どのように電子文書を提出するのですか? 

法院から送達された文書に電子提出案内書が含まれた証人、鑑定人、専門審理委員、被嘱

託機関等も法院に訪問なしで、電子訴訟ホームページで関連書類の提出が可能です。 

 

次の手続により書類を提出してください。 

1．書類提出のためには必ず事前に会員加入が必要で、会員類型は個人の資格である場合

には個人会員で、法人(行政庁含む)資格である場合には法人会員で会員加入をすることが

できます。 

 
2．会員加入を完了してホームページに公認認証書でログインされた後、'書類提出>特許

書類'メニューに接続します。 

 
3．特許書類画面で'特許訴訟書類全体表示'をクリックした後に本人が提出する書類名を

選択します。提出する書類名がない場合には'その他'を選択します。 

 
4．法院、事件番号、登記番号(電子提出案内書参考)を入力して確認ボタンをクリックし

ます。 

 
5．事件基本情報を確認した後にあらかじめ準備した電子文書ファイルを添付します。 

書類提出 
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【原文 12 頁】 

 

を誰の名義でするのか‘書類名義人’を入力して、次のボタンを押します。 

 
6．次の画面に移動して作成完了ボタンを押した後に再び次の画面で本人が添付した文書

を確認します。 

 

7．文書確認を完了すれば次の段階に移動して提出ボタンをクリックして公認認証書で電

子署名をします。 

 

2) 民事訴訟で電子提出案内書を受けた証人、鑑定人、嘱託を受けた機関等の

場合どのように電子文書を提出するのですか? 

 

次の手続きにより書類を提出してください。 

1．書類提出のためには必ず事前に会員加入が必要で、会員類型は個人の資格である場合

には個人会員で、法人(行政庁含む)資格である場合には法人会員で会員加入をすることが

できます。 

 
2．会員加入を完了してホームページに公認認証書でログインされた後、'書類提出>民事

書類'メニューに接続します。 

 
3．民事書類画面で'民事訴訟書類全体表示'をクリックした後本人が提出する書類名を選

択します。提出する書類名がない場合には'その他'を選択します。 

 

4．法院、事件番号、文書提出番号(電子提出案内書参考)を入力して確認ボタンをクリッ

クします。 

 

5．事件基本情報を確認した後あらかじめ準備した電子文書ファイルを添付します。書類

提出を誰の名義でするのか‘書類名義人’を入力して、次のボタンを押します。 

 

【原文 13 頁】 

 

6．次の画面に移動して作成完了ボタンを押した後再び次の画面で本人が添付した文書を

確認します。 

 
7．文書確認を完了すれば次の段階に移動して提出ボタンをクリックして公認認証書で電
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子署名をします。 

 

3) 動画や音声資料を提出するにはどのようにすべきか? 

1．提出可能なファイル形式と容量次のファイル形式だけで提出可能です。 

● ファイル形式：AVI、WMV、MP4、MPG、MPEG、ASF、MOV、PPT、MP3、

WMA 

● ファイル容量：50 Mbyte 以下 

上のファイル形式と違って容量が大きいファイルはやむをえず法院に直接訪問して提出し

なければなりません。 

 
2．提出方法 

(民事訴訟) 

－証拠資料：訴状、準備書面、答弁書、書証メニューでファイルを添付して提出します。 

－主張資料：'書類提出>民事書類'メニューで'マルチメディア主張資料'を選択して提出

します。マルチメディア資料を主張資料で提出する場合には法院の許可を受けて初めて主

張資料と認定されます。 

 

(特許訴訟) 

書類提出メニューの各書類作成段階のうち添付ファイル段階で提出するファイルを添付し

て登録後提出します。 

 

4) PDF 形式でない文書ファイルは提出が不可能なのですか? 

PDF 形式でない文書ファイルの場合にも原本そのまま提出が可能です。 

 

【原文 14 頁】 

 

● 提出可能なファイル形式：PDF、HWP、DOC、DOCX、XLS、XLSX、TXT 
 

もし、PDF 形式でない HWP、DOC 等を添付した場合には自動で PDF ファイルに変換

されて、このような場合には変換時間が長くなることもできるのではやい処理のためには

使用者 PC で直接変換して添付した方が良いです。 

 
PDF 変換プログラムが本人のコンピュータに設置になっている場合にはそのまま使用可

能で、該当プログラムがない場合には‘利用案内>プログラム設置’メニューで'PDF 変

換プログラム'をダウンロードして設置して使用できます。 
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※電子訴訟ホームページで提供する PDF 変換プログラムを使って変換された PDF ファ

イルは一般 Acrobat Reader プログラムなどでは見られなくて、変換プログラムのファイ

ル見る機能を使わなければなりません。 

 

5) 紙書類になっている書証や添付書類はどのように提出しなければなりませ

んか? 

紙書類はコンピュータと連結されたスキャナ(または、スキャン機能がある複合機)を使っ

てスキャンした後に提出可能です。スキャンしたファイルが JPG、TIFF、GIF、BMP
等のイメージ ファイルである場合には PDF 変換プログラムを利用して PDF ファイルに

変換した後提出しなければなりません。 

2 ページ以上の書類をスキャンしてページ別にイメージ ファイルが生成された場合には

PDF 変換プログラムの PDF 結合機能を利用して、一つの PDF 書類に変換された後提出

しなければなりません。(一つの書類は一つのファイルでなければなりません。) 

 

※ファイル一つの大きさは 10 メガバイト(MB)を超過できなくて、10MB を超過する場合

にはいくつかのファイルで分離して提出することができるが添付ファイルの総容量は

50M 以下に制限されます。 

 

【原文 15 頁】 

 

6) 既にハングル(hwp)や MS-Word(doc)を使って訴状を作成していました。

現在のように作成された文書をすぐに添付して訴状提出が可能なのですか? 

大法院電子訴訟で電子文書を提出する方式は二種類があります。 

 

1．空欄補充方式の文書作成 

訴状(反訴状、再審訴状含む)の場合、作成が完成されたファイルをそのまま添付する機能

は提供されません。電子訴訟ではホームページで案内する手続により訴状に必要な基本事

項を入力すれば自動で訴状文書が PDF 形態で自動生成されて、生成された文書を確認後

で提出できます。 

 

訴状作成時入力する項目のうち請求趣旨の場合、必須入力事項で完成された訴状でコピー

して入力して、請求趣旨ファイルを添付することができます。 

請求原因の場合には内容を直接入力し、または別途の請求原因ファイルを添付する機能も

サポートします。(ファイルの形式は PDF、HWP、DOC、DOCX、TXT 形態にしなけれ

ばならず、添付容量は 10M 以下だけ可能で添付ファイルの総容量は 50M 以下に制限さ

れます。) 
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この他にも空欄補充方式の文書作成機能が提供される書類は住所補正書、上告状、印紙払

戻請求書です。 

 
2．作成が完了した文書を添付する方式 

準備書面、答弁書、各種申請書等の書類は作成が完了した書類をファイルで添付して提出

可能です。この時には PDF 変換プログラムを利用して PDF ファイルに変換した後提出

しなければなりません。 

PDF 変換プログラムがない場合にはホームページ‘利用案内>プログラム設置’メニュー

で該当プログラムをダウンロードしてご使用になってください。 

 

【原文 16 頁】 

 

7) 訴訟委任状にも当事者の電子署名が必要なのですか? 

代理人が添付書類で提出しなければならない訴訟委任状には当事者の電子署名が必要では

ありません。 

ただし、当事者が作成した訴訟委任状をスキャンする時には必ず当事者の印章イメージが

含まれた状態であるべきで、PDF ファイルに変換して提出しなければなりません。 

 

訴訟委任状にも他の書類提出時と同じように代理人の電子署名は必要です。 

 

8) 訴状提出を委任された法務士です。電子訴訟を進めたいがどんな手続が必

要ですか? 

1．会員加入 

先に電子訴訟ホームページで会員加入をしなければなりません。会員類型は法務士会員に

加入してください。 

 
2．委任人の会員加入 

事件の当事者または代理人である委任人が電子訴訟ホームページに会員加入をしなければ

なりません。委任人は個人会員に加入しなければなりません。 

 
3．訴状提出 

委任人が事件の当事者なら当事者訴訟で、代理人なら代理人訴訟で訴状を作成されればよ

いです。 

電子署名は委任人に要請して受け、または委任人の電子署名が不可である場合には法務士

法第 25 条にともなう確認を履行したという旨の誓約書を添付して法務士の電子署名で提
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出可能です。 

 

【原文 17 頁】 

 

9) 所属使用者のうちで所属職員の場合、本人の電子署名で文書を提出するこ

とができるのですか? 

所属職員の場合'電子提出'権限を付与した場合、書類作成および提出が可能です。だが、

該当書類に本人が直接電子署名するのは不可能なので、電子署名段階で必ず法人の電子署

名を要請しなければなりません。法人 ID で電子署名が完了した状態だけで書類提出が可

能です。 

 

10) 訴訟費用決定申請、諸証明(執行文、送達証明、確定証明)申請も電子訴

訟で可能なのですか? 

申請事件と諸証明申請は 2011.5.2 施行範囲に含まれません。今後施行範囲を段階的に拡

大する予定です。 

 

2．電子送達 

가．電子送達 

 

1) 電子送達された送達文書を閲覧しなければずっと送達にならないことに処

理されるのですか? 

電子訴訟では法院で文書を送達してその送達事実を通知受けて 7 日が過ぎれば自動で送

達文書を確認したこととみなします。 

送達通知を受けても 3 日間送達文書を確認しなかった場合には送達文書の確認を案内す

る E メールと携帯電話短文メッセージ(SMS)がもう一度転送されるので参考にしてくだ

さい。(お知らせサービス提供は申請人に限って提供されます。) 

 

2) 紙訴訟を進行中です。電子訴訟に同意しないで判決文だけを電子送達で受

けることができますか? 

電子訴訟ホームページの'送達文書確認>判決文電子送達申請'メニューで事件番号を入力

して判決文電子送達を申請すれば判決文(判決に代える決定、調書含む)を電子送達受ける

ことができます。 

 

【原文 18 頁】 
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電子訴訟進行に同意した事件や送達対象者でない場合には申請が不可能です。 

 

3) 電子訴訟で電子送達受ける送達受領者を指定できるのですか? 

電子訴訟でも送達受領者指定が可能で、送達受領者に指定する対象は事前に電子訴訟ホー

ムページに会員加入になっていなければなりません。送達受領者が指定された以後にすべ

ての電子送達と通知は送達受領者にのみ発送されます。 

送達受領者の指定方法は'書類提出>民事書類'メニューで'民事訴訟書類全体表示'をクリ

ックした後に'送達場所および送達受領者申請書'を選択して作成提出します。(この時、

送達受領者の会員 ID 入力が必要です。) 

 

4) 電子訴訟義務者と指定された公共機関が被告になる場合、原告が訴状を紙

で提出した場合にも送達は電子送達で受けることになるのですか? 

国家、地方自治体、電子訴訟義務対象公共機関が被告になる場合、原告が紙で訴状を提出

した場合にも該当事件の記録を電子記録で管理されて、被告に対する送達は原告の同意の

有無と関係なく電子送達でなされます。 

 

3．閲覧/発行 

가．記録閲覧 

 

1) 代理人が電子訴訟を進めています。当事者も事件記録を閲覧できるのです

か? 

代理人が電子訴訟を進行中である事件に対しては当事者も記録閲覧をすることができま

す。ただし、訴状提出時に当事者の住民登録番号や事業者登録番号が法院に受け取られて

当該事件の当事者として身元が確認される場合にだけ記録閲覧が可能です。 

事件記録閲覧は'閲覧/発行>私の事件閲覧'メニューで利用可能です。 

 

【原文 19 頁】 

 

나．発行 

 

1) 電子送達された送達文書が閲覧/発行>正(謄)本発行リストで照会されませ

ん。 

正(謄)本文書リストには送達確認された送達物だけ照会されます。先に‘送達文書確認>

未確認送達文書’メニューで送達確認手続を遂行して問い合わせてください。 
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2) 正(謄)本文書の発行を受ける途中でプリンタ エラーが発生しました。こ

の場合再発行が可能なのですか? 

一般的に正(謄)本文書の発行は制限なしで可能だが、判決に代える正(謄)本の場合には 1
回に限って発行が許されます。 

万一、1 回発行制限がある文書の再発行が必要な場合には‘閲覧/発行>正(謄)本発行’画

面で照会された文書の[再発行要請]ボタンを押して、再発行理由を入力して申請すれば裁

判所[仮訳者注：原文ママを仮訳した。] 担当者の承認手順を踏んで再発行を受けること

ができます。 

 

● 発行回収が 1 回に制限される文書 

－判決正本 

－控訴取下書副本－民事 

－上告取下書副本 

－異議申請取下書副本 

－弁論調書謄本(訴訟取下) 

－訴訟取下書書副本 

－和解調書正本－民事 

－認諾調書正本－民事 

－放棄調書正本 

－調停調書正本(調停成立) －民事 

－調整に代える決定調書正本(強制調停) －民事 

 

【原文 20 頁】 

 

－調停不成立調書謄本(調停不成立) －民事 

－調書謄本(調停しない決定) －民事 

－調書謄本－特許 

－和解勧告決定調書正本－民事 

－和解勧告決定正本－民事 

－控訴状却下命令正本 

－上告状却下命令正本 

－判決更正決定正本 

－移送決定正本－民事 

－調停に代える決定正本(強制調停) －民事 

－訴状却下命令正本 

－決定更正正本(終局に代える) 
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－訴状副本/訴訟案内書/和解勧告決定正本－民事 

－調停期日調書謄本(訴訟取下) －民事 

－履行勧告決定正本－民事 

 

4．納付/払い戻し 

나．電子納付 

 

1) 口座振り替え選択して入れば電子財布ポップアップウィンドウが浮かび上

がる前に‘要請されたページと連結できません。’というメッセージが現れま

す。 

次の通り遂行してください。 

1．ツール→インターネット オプション→終了する時に検索記録削除チェック→削除後

設定でページを開くときごとでチェック 

2．インターネット オプション→セキュリティー→信頼できるサイト→最小に設定 

3．https://ucesspay.lgcns.com:8443 に接続されるのか確認 

4．上のように(1,2)遂行した後接続(3)が不可能な場合、ネットワーク担当者に https プロ

トコルと 8443 ポートを開いてほしいと要請 

 

【原文 21 頁】 

 

2) 口座振り替えセキュリティープログラムインストールになりません。 

口座振り替えのためのセキュリティープログラムが正常に設置されない場合‘顧客サポー

トセンター>プログラム設置’メニューを利用してプログラムをダウンロードされた後実

行させて下さること望みます。口座振り替え決済中持続的に問題が発生する場合、金融決

済院(1577-5500)で問い合わせしてください。 

 
1．‘顧客サポートセンター>プログラム設置’を選択します。 

2．'Bank Pay 電子財布ダウンロード'をクリックした後'実行'あるいは'保存'というウ

ィンドウで'保存'を押します。 

3．保存場所は任意に選択可能か'待ち受け画面'に保存することを推奨します。 

4．保存が完了すれば実行中であるすべてのインターネットブラウザを閉じます。 

5．待ち受け画面(あるいは保存場所)で保存したファイル(BankPayEFT.exe)をダブルク

リックです。 

6．'次へ'あるいは'継続'を押して設置を進めて設置が終わればコンピュータを再起動し

ます。 
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7．再起動後電子訴訟システム ホームページの'顧客サポートセンター>プログラム設置'

を選択します。 

8．'Yessign 認証モジュール ダウンロード'を押した後‘実行’ボタンを押します。 

9．'次へ'あるいは'継続'を押して設置を進めて設置が終わればコンピュータを再起動し

ます。 

 
3) 正常に口座振り替え決済にならなくてエラーコードが発生します。 

電子財布ウィンドウの'決済'ボタンを押した後に結果ウィンドウに決済要請に対する応答

メッセージが出力されるので正常に出給ならない場合にはメッセージにともなう措置を取

られることができます。 

個人が解決できないエラーに対しては結果応答ウィンドウに現れる PG サービス取引番号

(エラーコード)、取引銀行を確認された後に大法院電子訴訟使用者サポートセンター(02-
3480-1715)で問い合わせしてください。 

 

【原文 22 頁】 

 

4) 納付取消が失敗されたというメッセージが出てきます。 

インターネット ブラウザを終了して暫くして再び納付取消を試みてください。引き続き

失敗される場合、使用者サポートセンター(02-3480-1715)で連絡してください。 

 

5) 電子納付時クレジットカード有効期間が間違ったと出てきます。 

有効期間の年と月の順序を確認してください。[はい：03/14：2014 年 3 月] 

 

6) 口座振り替えを選択して入れば電子財布ウィンドウが起動する前にエラー

メッセージが現れます。(ジャバスクリプト エラー.'クラスが登録されなか

ったです') 

次のとおり遂行してください。 

1．ツール→インターネットオプション→一般→ (検索記録)設定で'ページを開くたびに

'を選択します。 

2．ツール→インターネットオプション→一般で'削除'ボタンをクリックする。 

'全部削除'ボタンを押します。。 

3．ツール→インターネットオプション→詳細で'本来のとおり'ボタンをクリックしま

す。 

4．http://www.bankpay.or.kr/customer/page01.do に接続します。 

5．プログラム手動設置メニューのプログラムを全部ダウンロードした後ウェブブラウザ

を全部終了した後設置します。 



大法院電子訴訟ホームページ使用者マニュアル 
2011.05 法院行政処 

[司法書士長谷川清仮訳] 

 357 / 360 
 

6．コンピュータを再起動した後再び電子訴訟ホームページに接続して口座振り替えで決

済をします。 

 

7) 現在のカードが使わないカードだと出てきます。 

1．カード有効期間入力エラー：'年度'と'月'を変えて入力してください。 

2．カード番号入力エラー：カードに表記された番号を確認してください。 

3．使用停止あるいは延滞カードなのか確認してください。 
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8) 事業者登録番号 3 回入力エラーによってクレジットカード決済になりま

せん。 

誤った事業者番号を入力して該当カードが使用不可能な状態になった場合で該当カード会

社に直接問い合わせしてカードを使用可能な状態になるよう要請してください。 

 

9) 口座振り替え納付をするのにセキュリティー警告ウィンドウ"現在 Web サ

イトで該当サイトを開くように許容しますか?"と表示されて'はい'を選択し

ても決済ウインドウが浮かび上がらないでエラーが発生します。 

ウィンドウ アップデートと関連して信頼できるサイト登録されない現象です。 

1．インターネットの上段にメニューのうち'ツール'を選択 

2．'ツール'メニューのうちに'インターネットオプション'を選択 

3．インターネットオプションで'セキュリティー'タブを選択 

4．上段の図のうちに'信頼できるサイト'を選択 

5．図の下'サイト'ボタンを押す 

6．ウェブ サイト項目に見ればいくつかのサイトアドレスが見えます。 

下二つの住所があるのか確認してないものを追加してください。 

http://ucesspay.lgcns.com 
http://ecfs.scourt.go.kr 
7．追加方法はウェブ サイトの上に'領域にウェブ サイト追加'欄に上の住所の中でない

ものを記載して右側に'追加'ボタンを押す 

8．追加になったら'確認'ボタンを続けて押して出る。 

以後必ずブラウザを終了して再び実行して電子訴訟ホームページに接続した後に口座振り

替え決済を再び利用することができます。 
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10) 訴訟書類が正常に受け取られなかったが、決済になったというメッセー

ジ(信用カード会社、銀行などの携帯電話 SMS サービス使用)がきました。 

電子納付は正常処理されたが訴訟書類提出が正常に処理されなかった場合です。このよう

な場合‘納付/払い戻し>電子納付内訳’メニューの‘納付未処理’タブ画面で未処理内訳

を問い合わせて決済当日電子納付利用時間までは直接納付取り消し処理をすることができ

ます。直接納付取り消しをしなくても納付当日電子納付利用時間終了後自動で納付取り消

しが処理されているので参考にしてください。 

 

11) 法人カードを使っているが法人番号を入力しても登録番号が相異すると

現れます。 

法人カードをご使用になる場合、カード類型を法人で選択された後に登録番号はカードの

発給を受けられる時に登録された'事業者登録番号'を入力しなければなりません。納付の

ために入力した事業者登録番号と該当カード会社に入力された事業者登録番号が一致する

のかカード会社に問い合わせしてください。また、一部支店性格の事業場では発給を受け

た法人カードの事業者登録番号が本店の事業者登録番号と登録される場合もあるので先に

主事業場の担当部署で問い合わせしてください。 

 

12) 住民登録番号を正確に入力しても入力された住民登録番号と一致しない

といいます。 

先にカードの類型が共用法人カードなのか指定法人あるいは個人カードなのか確認してみ

なければなりません。 

◇ 共用法人カードの場合 

カード類型に法人項目を選択して事業者登録番号入力欄に事業者登録番号 10 桁を入力し

て納付してください。 

◇ 個人あるいは指定法人の場合 

カード類型に個人項目を選択して住民登録番号入力欄に住民登録番号の後 7 桁を入力し

てパスワードの前 2 桁入力後決済してください。 

上のように 
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入力されても住民番号相異エラーが発生すればカード会社に連絡して使用中であるカード

が発行される当時に登録された登録番号を確認しなければなりません。 

(例：法人－本店の事業者登録番号なのか支店の事業者登録番号なのか確認) 

 

13) 電子納付手段はどんなものが許されるのですか? 
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大法院電子訴訟では電子納付手段でクレジットカード、銀行口座振り替え、仮想口座番号

納付方式を利用することができます。(仮想口座番号納付は民事訴訟だけ使用可能) 

クレジットカードと口座振り替えは必ずログイン使用者のクレジットカードや口座ではな

くても使用可能です。この時には決済に必要なクレジットカード情報や口座情報を事前に

把握しなければなりません。 

 

● クレジットカード類型：個人カード、法人カード、海外で発行したカード 

(VISA、MASTER、JCB) 
● 金融口座類型:個人口座(住民登録番号)、法人口座(事業者登録番号) 

 

14) 仮想口座納付というのは何ですか? 

民事訴訟に対する費用(送達料、印紙額、保管金)納付手段で仮想口座納付が可能です。 

 
1．仮想口座納付とは? 

仮想口座納付というのは使用者が取引する銀行の口級口座を要請して、該当口座番号で費

用を納付すれば自動で訴訟費用納付が処理される方式のサービスです。 

 
2．仮想口座を利用した費用納付方法 

1) 費用納付画面で納付方式を'仮想口座'で選択します。 

2) 決済情報および手数料項目で入金銀行を選択して納付ボタンを押します。 

(本人取引銀行を選択すれば振り替え手数料を節約できます。) 
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3) 書類提出が完了すれば受付内訳と共に仮想口座番号と納付金額が告知されます。 

4) 直ちに本人の取引銀行を通じて仮想口座番号で該当金額を納付します。 

 

※仮想口座番号が告知された状態では訴訟費用を納付しなかったと見なされるので必ず書

類受付直ちに取引銀行を通じて費用を納付してください。 

 
3．利用手数料 

他の納付手段(クレジットカード、口座振り替え)に適用される電子納付手数料が別に賦課

されません。ただし、他銀行振り替え取り引き時に発生する振り替え手数料は発生する可

能性があります。 

 

15) 保管金も電子納付が可能なのですか? 
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保管金(民事予納金)の場合、現在の民事訴訟の場合にだけ電子納付が可能です。(特許訴

訟は今後サポート予定)また、納付方式は仮想口座納付だけサポートされるので参考にし

てください。(クレジットカード、口座振り替え方式は今後サポート予定) 

 

16) 電子納付(クレジットカード、口座振り替え)した決済内訳を取り消し可

能なのですか? 

大法院電子訴訟では電子納付が成功した決済内訳に対しては取り消しが不可能だから、納

付時に必ず納付金額などを正確に確認して納付しなければなりません。 

 

ただし、システムのエラー発生によって、納付金額に対する決済が完了した状態で該当内

訳が法院に正常に受け取られなかった場合には該当決済内訳を未処理件と見なして取り消

しが可能です。 

このような未処理決済件に対する取り消しは‘納付/払い戻し>電子納付内訳’メニューで

納付未処理タブを選択して該当内訳を問い合わせた後に納付取り消しを処理することがで

きま 
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す。 

※未処理件を取り消さなかった場合には、当日電子納付運営時間以後に決済が自動で取り

消しになるので参考にしてください。 

 

17) 訴訟費用納付領収書を発行されることができるのですか? 

大法院電子訴訟では納付領収書の代わりに納付内訳を確認できる‘納付確認証’を出力で

きます。 

納付確認証は‘納付/払い戻し>電子納付内訳’メニューまたは‘書類提出>提出内訳’メ

ニューで出力できます。 

出力される納付確認証は法的な効力がない確認用です。 

 

仮想口座番号で費用を納付した場合には電子訴訟ホームページで納付確認証を出力できま

せん。 

 

（了） 


