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01 
はじめに 

 
私たちの協会は長い間の研究過程を経

て資格者代理人(弁護士・法務士)による委

任者等の確認制度を導入する内容が含ま

れた「不動産登記法」改正案草案を用意、

大法院に立法建議した。大法院はこれを基

礎として「不動産登記法」一部改正法律案

を成案、去る 8.17.法務部に送付して早急な

立法を要請した。 
大法院は上の改正案を成案して主務部

署の立法予告手続きを通じて各種意見を

取りまとめ、反映したのであるが、私たち

の協会でも当時意見を提出したことがあ

る。 
「不動産登記法」は法務士業務とも多くの

関連があるだけでなく、特に今回改正案の

場合は本人確認制度の導入の他にも多く

の内容の改正が規定されていて法務士会

員たちがその内容に対して心配しており、

また自らの意見があると考えられる。 
これに対しまだ国会を通過した最終法

律は違うのであるが法務部に送付された

改正案に対して大法院が用意した解説資

料を中心に簡略に要約説明しようと思う。

その他必要な部分に対しては筆者の意見

も一部陳述して理解を助けた。 
上の改正案に対して事項別に個別意見

がある方は今後国会での立法過程にそう

いう意見を提示して反映されるようにす

るのも良いだろう。今回の一部改正案の全

文は本文末に別紙として収録した。 
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02 
改正法律案の主要内容 

 
１ 法院行政処法院書記官の登記所登記官

兼任制度新設(案第 11条第 2 項新設) 

登記事務処理の専門性と効率性を向上

するために法院書記官の登記官兼任発令

制度を新設した。これは法院行政処で勤め

る法院書記官などにとって各登記所の登

記官を兼任するようにして△登記事項が

多すぎて有効事項の把握が難しい場合や

不可能な登記記録を整理して、△共有持分

が 1 にならないなど誤りがある登記記録を

更正するなど専門的な分析・検討を必要と

する登記事務を処理することができるよ

うにするためである。 
現行法制の下では甲区または乙区の登記

事項が多すぎて有効事項の把握が難しい

場合や不可能(例えば、登記事項が多すぎ

て AROS により不動産登記業務を処理で

きない時に Text 形態で処理して生成した

電算登記簿[仮訳者注：「AROS TEXT 登記簿」と

いう。AROS TEXT 登記簿というのは新しい類型の

登記が発生した場合など

AROS(AutomatedRegistryOffice Systems 不動産

登記システム)で不動産登記業務を処理できない

場合に、TEXT(テキスト)形態で処理して生成した

電算登記簿をいう。不動産登記簿の電算移記等に

関する事務処理指針(登記例規第 1630 号)参照]の

場合、有効事項の抜粋が不可能である)あ
る場合、または共有持分の合計が 1 にな

らないなどエラーがある登記記録の場合

には AROS で処理される一般的な登記記

録と同じ公示機能を遂行できなくて国民

の財産権行使に不便が持続している。 

すなわち、上のような登記記録の処理や

更正事務は性質上専門的な分析や検討を

必要として、それと同様の業務は法院行政

処司法登記局内の登記記録整備事業所で

担当しているが、該当登記事件の処理は管

轄登記所の登記官だけが可能になること

だと考えると、やむを得ず登記記録整備事

業所は事前調査だけを完了して管轄登記

所に通知、管轄登記所で再調査をした後に

校合する実情なのである。 
このように同じ業務が登記記録整備事

業所と管轄登記所で重複処理されること

によって登記事務の効率性が低下して、管

轄登記所で日常的な登記事件を優先する

ことによってその処理も遅滞していて改

善が必要な状況である。 
これに対して、今回の改正案では法院行

政処に勤める法院書記官などによって各

登記所の登記官を兼務するようにして、前

述した類型の登記事務を直接処理するこ

とができるようにすることによって迅速

で専門的な登記事務の処理により国民不

便を解消しようと考えた。 
 
２ 共有物分割判決による登記の単独申請

根拠明文化(案第 23 条第 4項改正) 

共有物を分割する判決は登記手続きの

履行を命じる判決ではないが、判決が確定

すれば既存の共有関係が廃棄されて新し

い所有関係が創設される形成的効力があ

るのに伴い、登記申請の便宜を考慮し実体

関係に符合する登記を速かに公示するた

めにこれによる登記の単独申請が許され

てきた。今回の改正案では「不動産登記法」

(以下‘法’という)にその根拠を置くことに

よってこれを明確にしようと考えた。 



本人確認方法、規則用意時に添付情報と明示しなければ 
大韓法務士協会「法務士」2018 年 10 月号 

[司法書士長谷川清仮訳] 

 3 / 10 
 

本来「不動産登記法」第 23 条第 4 項の

‘判決’は登記申請意思の陳述を命じる判

決、すなわち登記手続きの履行または引き

受けを命じる判決を意味する。したがって

形成判決である共有物を分割する判決に

よる登記は登記義務者と登記権利者が共

同で申請し、または登記権利者(または登記

義務者)が登記義務者(または登記権利者)
を相手に共有物分割判決による登記手続

きの履行(または引き受け)を命じる別途の

判決を受けて単独で申請をしなければな

らないことが原則である。 
しかし共有物分割判決は「民法」第 187

条の登記を要しない不動産物権取得理由

に該当して、その判決が確定すれば登記な

くとも既存の共有関係が廃棄されて新し

い所有関係が創設される形成的効力があ

るので、登記申請の便宜を考慮して実体関

係に符合する登記を迅速に公示しようと

登記例規によって登記実務においては共

有物分割判決による登記の単独申請を許

容してきていた[仮訳者注：共有物分割の判決が

確定し、または裁判上和解が成立すれば共有者は

各自分割された部分に対する単独所有権を取得す

ることとなるものであるから、その訴訟の当事者

はその確定判決や和解調書を添付して登記権利者

単独で共有物分割を原因とした持分移転登記を申

請することができる。(1994.3.25.登記 3402-250

質問回答)]。 
今回の改正案ではこのような登記実務

の立場を反映して共有物分割判決による

                                                   
1 [仮訳者注]不動産登記法第 24 条(登記申請の方

法)①登記は次の各号のいずれか一つに該当する

方法で申請する。<改正 2016.2.3.> 
1．申請人またはその代理人が登記所に出席して

申請情報および添付情報を記載した書面を提出す

登記をその当事者が登記権利者または登

記義務者として単独で申請することがで

きるという明文の規定を法に置こうとす

るものである。 
 
３ 弁護士や法務士による委任者等の確認

制度導入(案第 28条の 2 新設) 

登記申請の真正性を担保して誤った登

記申請の代理慣行を改善するために弁護

士や法務士(以下‘資格者代理人’という)が
代理人として権利に関する登記を申請す

る場合、登記申請を委任されるときに委任

者の登記申請意思を直接確認するように

して、具体的委任者確認方法、登記所に提

供しなければならない添付情報等施行に

必要な細部的事項を「大法院規則」 に委任

するための規定を新設しようとするもの

である。 
登記申請の真正性を担保するために現

行「不動産登記法」は出席主義(法第 24 条

第 1 項第 1 号)に関し規定している 1。しか

し登記権利者や登記義務者でない代理人

が登記所に出席することができるように

例外を許容していて(法第 24 条第 1 項第 1
号)、代理人が登記官に代わって委任者をど

のように確認するのかについては何の規

定も置いていなくて登記申請の真正性担

保に不足するところがある。 
また、いわゆる‘ブローカー事務長’が

資格者代理人の関与なしに登記申請を独

自に委任されて処理することが頻繁な現

る方法。ただし、代理人が弁護士[法務法人、法

務法人(有限)および法務組合を含む。以下同じ]や
法務士[法務士法人および法務士法人(有限)を含

む。以下同じ]である場合には大法院規則に定め

る事務員を登記所に出席するようにしてその書面

を提出することができる。 
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在の事情を考慮すれば、登記申請の真正性

を実質的に担保するためには資格者代理

人による委任者確認は必ず資格者代理人

が直接するように制限することが要請さ

れる。 
したがって資格者代理人が権利に関す

る登記申請を代理する場合には登記申請

を委任される時に委任者が本人またはそ

の代理人なのかどうかを直接確認するよ

うにして、合わせて委任者を確認して登記

原因による登記申請意思も共に確認する

ようにしたのである。 
その場合、資格者代理人が委任者本人ま

たはその代理人を確認する方法および登

記所に添付情報として提供しなければな

らない‘委任者を直接確認したことを証明

する情報’等は「大法院規則」に定めるよ

うにされた。 
今後この改正法律案の施行と関連して

具体的な内容を規定する「不動産登記規則」

および登記関連例規等が用意されるはず

であるが、この時、私たちの協会が深い関

心を持って資格者代理人の確認方法と確

認書等が登記申請書の添付情報と明示さ

れるように努力するべきである。 
 
４ 合筆・合併制限事由の緩和(案第 37 条

第 1 項) 

登記事項が同じ信託登記がなされた数

個の土地・建物はこれを合筆・合併しても

信託目的に反することや委託者・受託者・

受益者等の信託関係人の利益を害する心

配もないにもかかわらずにも合筆・合併を

許容しなくて国民の財産権行使に不便が

あった。したがって今回の改正案では登記

事項が同じ信託登記を合筆・合併制限事由

から除外するようにした。 
信託財産は信託目的による拘束を受け

ることになるので(「信託法」第 2 条)、信

託登記は処分制限の登記と類似の登記と

考えられ、また信託財産は分別して管理し

なければならないという点(「信託法」第 37
条)を理由に信託登記がなされた土地・建物

の合筆・合併が制限されることにより国民

の財産権行使に不便があった。 
しかし法第 81 条第 1 項各号の登記事項

が同じ信託登記がなされている数個の土

地・建物は合筆・合併を許容しても信託目

的に反することや委託者・受託者・受益者

等の信託関係人の利益を害すると考えが

たい。上のような事情を考慮して第 81 条

第 1 項各号の登記事項が同じ信託登記を合

筆・合併制限事由から除外したのである。 
法第 81 条第 1 項各号の登記事項が同じ

信託登記がなされている数個の土地・建物

に対して合筆・合併登記をするためには先

に土地・建築物台帳に合併登録されなけれ

ばならないので、法第 81 条第 1 項各号の

登記事項が同じ信託登記を「空間情報の構

築および管理等に関する法律」の合併制限

事由から除外することが必要である。した

がって附則において「空間情報の構築およ

び管理等に関する法律」一部を改正(同法第

80 条第 3 項第 2 号に라目新設)するように

した。 
 
５ 賃借権等の登記事項補完(案第 74 条) 
賃借権も用益権として地上権、地役権、

伝貰権等の他の用益権と同様に不動産の

一部に成立することがあるのでその‘範囲’

を登記事項に追加するようにした。 
賃借権も目的物の使用・収益をその内容に
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するので、地上権など他の用益権と同じよ

うに不動産の一部に成立することができ

る。 
しかし‘範囲’を登記事項としている地

上権等の他の用益権と異なり賃借権は‘賃

借権設定または、賃借物転貸の範囲が不動

産の一部である時にはその部分を表示し

た図面の番号’は登記事項としていて‘範

囲’は登記事項としていないので、‘範囲’

を賃借権の登記事項に追加した。 
 
６ 仮処分登記の抹消手続き補完(案第 94

条第 2項) 

仮処分登記以後になされた登記がなく

て登記官が仮処分債務者を登記義務者と

する権利の移転、抹消または設定の登記の

みをする時、この時も国民の財産権行使の

便宜のためにその仮処分登記を職権で抹

消することができるようにした。 
現行法では第 94 条第 2 項において仮処

分登記以後に仮処分債権者の権利を侵害

する登記がある場合の仮処分登記抹消に

関してのみ規定しているだけで、仮処分登

記以後に仮処分債権者の権利を侵害する

登記がなく登記官が仮処分債務者を登記

義務者とする権利の移転、抹消または設定

の登記のみをする場合、その仮処分登記を

職権で抹消するのかの可否に対して実務

上大いに争いがあった。 
仮処分登記以後において仮処分債権者

の権利を侵害する登記がなく仮処分債権

者が仮処分債務者を登記義務者として権

利の移転、抹消または設定の登記のみを申

請する場合、‘仮処分に基づいたという旨’

                                                   
2 [仮訳者注] 仮差押さえ登記等が抹消された場

合の執行法院に通知 

を申請情報として提供すれば登記官は当

該権利の移転、抹消または設定の登記が仮

処分の被保全権利を実現する登記という

点を簡単に判断することがあるので、その

仮処分登記をあえて嘱託により抹消する

ようにする必要がない。 
したがって今回の改正案において仮処

分登記以後に仮処分債権者の権利を侵害

する登記がなくて登記官が仮処分債務者

を登記義務者にする権利の移転、抹消また

は設定の登記のみをする場合にもその仮

処分登記を登記官が職権で抹消すること

として明文の規定を置いたのである。ただ

し、法第 94 条第 3 項は“登記官が第 1 項

の申請により仮処分登記以後の登記を抹

消した時には直ちにその事実を抹消され

た権利の登記名義人に通知しなければな

らない。”と規定しているが、登記官が職権

で抹消した仮処分登記を嘱託した執行裁

判所に通知しなければならないという明

文規定を置いていないので、実務的には登

記例規(第 1368 号)により抹消通知をして

いる実情である 2。 
それなら抹消された権利の登記名義人

に抹消事実を通知する場合と同一に仮処

分の執行裁判所にも抹消事実を通知しな

ければならないという旨を明文で規定す

ることが均衡にも合って、このような法的

根拠により登記例規で具体的な通知方法

を定めたと解釈することが合理的であろ

う。 
したがって筆者は改正案の内容に登記

官が職権で仮処分登記を抹消した時には

仮処分登記を嘱託した執行裁判所にもそ

改正 2011.10.11.[登記例規第 1368 号、施行

2011.10.13.] 
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の抹消された事実を通知しなければなら

ないという内容を追加することが望まし

いと考える。 
 
７  公売公告登記の抹消手続き補完(案第

97 条) 

 「国税基本法」第 31 条第 3 項により納税

担保目的で抵当権が設定された不動産に

対する公売公告登記は登記記録甲区に主

登記で記録されて官公庁が公売処分によ

る登記を嘱託する時に抹消嘱託を脱落す

る場合が多い。これに対して改正案ではこ

れもまた抹消嘱託の対象であることを明

確にした。 
公売公告登記を差し押さえ登記に付記

する場合には公売処分による権利移転の

登記を嘱託する時に差し押さえ登記の抹

消だけ嘱託すれば良くて、公売公告登記の

抹消を別に嘱託する必要はない。 
しかし「国税基本法」第 31 条第 3 項に

より納税担保で提供された不動産に対し

甲区に主登記で実行された公売公告登記

の抹消嘱託はこれを別にしなければなら

ないにも関わらず漏れる場合が多かった。

このような事情を考慮して公売公告登記

もまた抹消嘱託の対象であることを明確

にするようにしたのである。 
 
８ 管轄法院の命令による登記の登記事項

補完(案第 107条) 

管轄法院の命令により登記をする時に

は管轄法院の決定書謄本に受付年月日と

受付番号を付与して登記をするので、登記

官が職権で登記をする時に記録する‘登記

の年月日’は登記をする必要がない。した

がって改正案では‘登記の年月日’を管轄

法院の命令による登記の登記事項から除

外した。 
 
９ 登記事務の処理に必要な電算情報資料

の提供要請(案第 109条) 

現行法第 109条が電算情報資料の“要請”

と登記情報資料の“提供”という相異なっ

た性質の内容を規定していて、改正案では

これを“要請”(改正案第 109 条)と“提供”

(改正案第 109 条の 2)に分けて規定した。 
改正案第 109条では行政機関等の行政情

報共同利用に関して規定している「電子政

府法」の態度のように行政機関および公共

機関の長に登記事務処理に必要な電算情

報資料の提供を要請することができるよ

うにして、行政機関等の長は特別な理由が

ない限りこれに対し従うようにした。 
 
10 登記情報資料の提供等(案第 109 条の 2

新設) 

多様な形態に加工した登記情報資料の

需要が増加しているが、△財産照会の要請、

△課税業務の便宜等の行政的な目的のた

めの場合だけでなく△相続財産の確認、△

集合建物の再建築など私的な領域に登記

名義人別登記情報資料を必要とするのを

その一例として上げることができる。 
しかし現在の登記簿は物的編成主義に

より開設されているので、このような需要

に効率的に対応しにくいだけでなく多様

な形態に加工された登記情報資料を利用

して政策決定の資料にしようと考える国

家機関やこれを基に新しいサービスを提

供しようとする民間の要請を満足させる

こともできない。 
今回の改正案はこのような点等を考慮
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して法院行政処長が登記情報資料の効率

的な提供とその利用活性化のためにこれ

を登記名義人別に作成することやその他

に多様な形態で加工して保有・管理するこ

とができるようにした。誰でも「大法院規

則」に定める手続きにより第 1 項の登記情

報資料を提供されるようにして、多様な形

態で加工した登記情報資料に対する利用

を保障するものの、登記名義人別に作成す

ることやその他に登記名義人を調べてみ

ることができる事項を含んでいる登記情

報資料は当該登記名義人やその包括承継

人だけが提供されるようにして個人情報

保護を粗雑にすることがないようにした。 
行政機関等の長が所管業務の処理のた

めに必要な場合、登記情報資料の提供を要

請する場合には関係中央行政機関の審査

と法院行政処長の承認を受けるようにす

る等の現行法第 109条と同じ手順を踏むよ

うにした。 
一方、登記情報資料の提供手続き、手数

料金額とその免除範囲は「大法院規則」に

定めるようにした。 
 
11 予告登記の抹消手続き改善(案法律第

10580号「不動産登記法」附則第 3 条) 

旧「不動産登記法」(2011.4.12.法律第

10580 号で全部改正される前のもの)第 4
条によりすでになされている予告登記を

登記官が職権で抹消することができるよ

うにした。予告登記制度は執行妨害の目的

で行われるなど悪用による弊害が多くて

2011.4.12.法律第 10580 号で「不動産登記

法」が全部改正される時に廃止された。 
しかしすでになされている予告登記の

抹消手続きに関しては従来の規定に従う

ようにして、すでに予告登記がなされてい

る不動産の登記名義人が受ける取引上の

不利益が解決されることができず、予告登

記抹消嘱託により受訴法院が負担する業

務も軽減されなかった。 
このような事情を考慮して今回の改正

案ですでになされている予告登記を登記

官が職権で抹消することに予告登記の抹

消方法を改善したのである。 
 

03 
おわりに 

 
今まで大法院が用意して法務部に立法

要請した「不動産登記法一部改正法律案」

の内容に対して条文の順に要約整理して

みた。今回改正内容はこの間に登記実務処

理過程で提起された改善が要請される事

項と新しい登記制度を用意する必要があ

る部分はそのような制度を新設するのを

主な内容としている。 
上の改定内容中で私たちの協会がこの

間心血を注いで新設の必要性を提起して

関連研究資料等を提供して改正案に含ま

れた“資格者代理人の本人確認制度”導入

は、今後登記の真正性確保と登記業務の大

部分を引き受けて処理している法務士の

本業中心の業務処理方式そして事務室運

営体制の大変換をもたらすものと展望さ

れる。 
私たち皆は今回の改正案が一日も早く

国会を通過して早く施行されることを深

い関心を持って見守らなければならない

だろう。(※紙面の関係で改正案の新旧条文

対比表は残念だが省略する。) 
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法律第   号 

不動産登記法一部改正法律案 

不動産登記法一部を次のように改正する。 
 
第 11 条第 1 項中“含む”を“含んで、以下“法院書記官等”という”として、同条第 2
項から第 4 項までをそれぞれ第 3 項から第 5 項までとして、同条に第 2 項を次のように

新設する。 
②大法院長は第 1 項にもかかわらず、法院行政処に勤める法院書記官等によって各登

記所の登記官を兼任するようにして登記事項が多すぎる登記記録の整理、エラーの

ある登記記録の更正等の大法院規則に定める登記事務を処理するようにすること

ができる。 
 
第 23 条第 4 項中“判決”を“登記手続きの履行または引き受けを命じる判決”と、“単

独”を“単独で申請して、共有物を分割する判決による登記は登記権利者または登記義

務者が単独”とする。 
 
第 28 条の 2 を次のように新設する。 
第 28 条の 2(弁護士や法務士による登記申請)①弁護士や法務士が代理人として権利に関

する登記を申請する場合には登記申請を委任される時に委任者が本人またはその代理

人で登記原因による登記申請意思があるかを直接確認しなければならない。 
②第 1 項による委任者確認の方法、登記所に提供しなければならない添付情報とその

他に必要な事項は大法院規則に定める。 
 
第 37 条第 1 項ただし書中“登記原因およびその年月日と受付番号が同じ抵当権に関す

る”を“次の各号のいずれか一つに該当する”として、同項に各号を次のように新設す

る。 
1．登記原因およびその年月日と受付番号が同じ抵当権に関する登記 

 2．第 81 条第 1 項各号の登記事項が同じ信託登記 
 
第 74 条に第 1 号の 2 を次のとおり新設する。 

1 の 2．範囲 
 
第 94 条の題名“(仮処分登記以後の登記の抹消)”を“(仮処分登記以後の登記等の抹消)”
として、同条第 2 項に後段を次のとおり新設する。 
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仮処分登記以後になされた登記がなく登記官が仮処分債務者を登記義務者とする権利

の移転、抹消または設定の登記のみをする時もまた同様とする。 
 
第 97 条第 3 号中“差し押さえ登記”を“差し押さえ登記および公売公告登記”とする。 
 
第 107 条中“年月日、”を“年月日および”と、“旨と登記の年月日”を“旨”とする。 
 
第 109 条を次のとおりとする。 
第 109 条(登記事務の処理に必要な電算情報資料の提供要請)法院行政処長は登記事務の

処理のために必要な場合「電子政府法」第 2 条第 2 号による行政機関または同条第 3 号

による公共機関(以下“行政機関等”という)の長にその行政機関等が職務上作成し、ま

たは取得して管理している電算情報資料の提供を要請することができる。この場合資料

の提供を要請された行政機関等の長は特別な理由がなければこれに対し従わなければ

ならない。 
 
第 109 条の 2 を次のように新設する。 
第 109 条の 2(登記情報資料の提供等)①法院行政処長は登記情報資料の効率的提供とそ

の利用活性化のためにこれを登記名義人別で作成し、またはその他に多様な形態で加工

して保有・管理することができる。 
②誰でも大法院規則に定める手続きにより第 1 項の登記情報資料を提供されることが

できる。ただし、登記名義人別に作成されたものやその他に登記名義人を調べてみ

ることができる事項を含んでいる登記情報資料は該当登記名義人やその包括承継

人だけが提供されることができる。 
③行政機関等の長は所管業務の処理のために必要な場合に関係中央行政機関の長の

審査と法院行政処長の承認を受けて第 1 項の登記情報資料の提供を要請することが

できる。ただし、中央行政機関の長がこれを要請する場合には法院行政処長と協議

が成立した時にその承認を受けたものとみなす。 
④登記情報資料の提供に対する手数料の金額とその免除範囲は大法院規則に定める。

法律第 10580 号不動産登記法附則第 3 条の題名“予告登記に関する経過措置”を

“予告登記の抹消”として、同条の題名外の部分のうち“予告登記の抹消手続きに

関しては従来の規定に従う”を“予告登記は登記官が職権で抹消する”とする。 
 

附 則 

第 1 条(施行日)この法は公布後 6 か月が経過日から施行する。ただし、第 109 条および
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第 109 条の 2 の改正規定は 2020 年 1 月 1 日から施行する。 
 
第 2 条(他の法律の改正)空間情報の構築および管理等に関する法律の一部を次のとおり

改正する。 
 
第 80 条第 3 項第 2 号に라目を次のとおり新設する。 
라．「不動産登記法」第 81 条第 1 項各号の登記事項が同じ信託登記 

 


