
法院・法務士・弁護士が共にする登記システムの未来は? 
出典：大韓法務士協会「法務士」2019 年 6 月号 

[司法書士長谷川清仮訳] 

 1 / 7 
 

 

法院・法務士・弁護士が 

共にする 

登記システムの未来は? 

 

  

第 1 回登記制度政策協議会開催の 

意味と展望 

 
 
 
 
電子時代をむかえて大変革を予告してい

る登記制度。大法院は法院行政処と大韓

法務士協会、大韓弁護士協会三者が共に

する登記制度政策協議会を構成して、国

家登記体系改編に対する議論と意見取り

まとめを始めた。第 1 回協議会で議論さ

れた内容を整理して変化する登記制度に

備えて私たちの協会が推進しなければな

らない準備と計画に対して整理する。<編

集者注> 

 

 

 

 

 

 

キム・テヨン 

大韓法務士協会 

常勤副協会長 

 
 
 
 
 
０１ 

はじめに 

 
去る 4.30.大法院庁舎(404 号室)で大韓法

務士協会、法院行政処、大韓弁護士協会が

一か所に集まって第 1 回登記政策協議会を

開催した。この日会議には法院行政処で司

法登記局長を代表とする 5 人、大韓法務士

協会で常勤副協会長を代表とする 5 人、そ

して大韓弁護士協会で副協会長を代表と

する 5 人が協議会の構成員として参加した。 
当日会議では法院行政処で△未来登記

システム構築事業など懸案に対する説明

があり、大韓法務士協会が提示した△登記

の真正性強化のための登記申請人本人確

認補助手段用意方案等の制度改善方案な

どが議論された。 
登記制度は電子時代をむかえて大変革

をむかえている。大法院が推進する‘未来

登記システム’が構築されれば専門資格者
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にも十分に想像できないほど甚大な影響

を及ぼすことは自明である。この日法院行

政処と大韓法務士協会、大韓弁護士協会三

者が集まって協議会を開催したのもこの

ような国家登記システム改編を控えて業

務遂行当事者団体の意見を取りまとめて

協調を求めるためである。 
本文では先に法院行政処で提起した案

件を検討して私たちの協会で提起した案

件に対して紹介して協議会開催の意味と

今後の展望に対して調べようと思う。 
 

０２ 

法院行政処の協議会案件 

 
法院行政処は現在推進中である主な懸

案として△未来登記システム構築事業、△

登記ビッグデータシステム構築事業、△電

子出入証制度施行、△法人登記事項証明書

上代表者等の住所公示制限方案、△「不動

産登記法」一部改正(登記申請時本人確認義

務等)推進等に関し説明した。 
以下その要旨を調べて簡単な意見を陳

述する。 
 

가．未来登記システム構築事業 

 
大法院は未来型登記電算化事業として

△管轄と関係なく登記申請が可能な、地域

無関係登記サービス、△登記書類準備のた

めの他機関訪問なしでワンクリックで処

理可能な、登記情報統合共有システムの構

築、△企業競争力強化のための法人登記ワ

ンストップサービス構築、△登記所間業務

偏差を解消して登記官の専門性を強化す

る電子広域登記システムの構築、△登記調

査のシステム自動調査を支援する知能型

登記業務環境構築、△使用者オーダーメー

ド型サービスで気楽で容易な登記サービ

スを実現する登記統合民願チャネル構築

等を推進している。 
未来登記システムは次世代システム構

築を通じて、登記における不良登記発生の

可能性を遮断して公信力に基づいた国家

登記システムに改編しようとするものと

見られる。ただし、登記真正性強化、対国

民サービス強化のためには受付前段階に

おいても高度化が同時に進行されなけれ

ばならないという点を指摘したい。 
大法院が推進する未来登記システムは

すでに非常に高道化されつつあるがこれ

は登記受付後審査・校合の段階に限定され

ている。しかし電子登記活性化と登記の真

正性保証等は登記所に受け取られる情報

の正確性から出発する。未来登記システム

構築による登記電算化事業は登記受付の

真正性を担保にする時にはじめて安定的

に推進されることができるだろう。 
 

나．電子出入証制度 

 
去る 2.22.登記所出入証の名義を盗用し

て悪用することを防止して登記申請の信

頼性と安全性を確保するために‘電子出入

証制度’が導入された。これに伴い来る

8.23.からは既存登記所出入証を使用でき

なくなる。 
電子出入証は移動通信端末装置で使わ

れるアプリケーションを通じて出入り事

務員に電子出入証を発行して、バーコート

リーダー機を利用して確認する方式で構

成された。これに対し法院行政処は両団体
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に制度の成功的な安着のために全面施行

以前に電子出入証の申請・発行比率を高め

ることを要請した。 
電子出入証の導入で提出事務員制度の

趣旨を効果的に生かすことができるもの

と期待される。ただし、提出事務員制度の

強化で復代理申請が増えていて、本職の管

理外の受付事件も発生する恐れがある。 
これに対し申請事件はもちろん、復代理

受付事件の受付内訳お知らせ、受付・申請

事件との連係情報機能等アプリケーショ

ンの機能を拡張して提供するなどの対策

準備が必要だろう。登記受付内訳お知らせ

機能等の登記実務に必要な機能を電子出

入証のアプリケーションに持続的に追加

してアップグレードすることが要求され

る。 
 

다．「不動産登記法」一部改正 

 
法院行政処は“弁護士や法務士が代理人

として登記を申請する場合、委任者を直接

確認するようにして登記申請の真正性を

向上する一方、旧「不動産登記法」第 4 条

による予告登記を登記官が職権で抹消す

るようにするなど現行制度の運営上現れ

た不備点を改善・補完するための「不動産

登記法」一部改正法律案を推進”していて、

現在の立法予告を経て法制処に送付され

る予定である。 
弁護士や法務士による委任者本人確認

制度導入により①本人確認義務の法的根

拠確保、②本職中心の業務環境改善、③事

務員中心、名義貸与、リベート提供等の非

正常的市場環境の画期的改善、④電子登記

申請等新しいローン業務処理方式への転

換などの基盤が用意されることと見られ

る。 
また、委任人が本人またはその代理人な

のかどうかの可否確認および登記原因に

基づく登記申請意思があるのかどうかを

直接確認するようにした立法趣旨を反映

して実務において実効性あるように定着

できるよう制度の完成度を高めなければ

ならない。このために登記実務過程におい

て制度が形骸化されないように実効性あ

る本人確認の具体的方法等が「大法院規則」

を通じて用意されなければならない。 
実効性確保のためには電子的方法を利

用する等の本人確認補助手段の運営によ

る事前的検証手続が用意されなければな

らないだろう。 
 

０３ 

大韓法務士協会の協議会案件 

 
大韓法務士協会は協議会の案件として

△登記申請人本人確認補助手段用意、△登

記事項閲覧・発行後一定期間内登記申請事

件受付時変動事項お知らせサービス導入、

△抵当権の設定登記の場合にも登記名義

人表示変更制度改善等を提案した。 
 

가．本人確認補助手段の用意 

 
未来登記システムの活性化のためには

登記前受付段階で‘登記の真正性’と‘取

引の安全’が保障されなければならない。

このためには安全で便利な本人確認補助

手段が必須である。信頼に値する電子的補

助手段が導入されれば電子的本人確認記

録確保により今後紛争時に権利者を保護
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して登記業務の対国民信頼性向上と客観

化された本人確認情報の生成・記録・提出

の電算化により業務便利性が強化される

だろう。 
具体的施行方法としてすでに普遍化し

たモバイル文字認証および身分証スキャ

ン等を本人確認補助手段として開発・サー

ビス提供して、電子出入証等の資格者代理

人用アプリ(App)を活用すれば良いだろう。

私たちの協会においてはこの日協議会で

最も日常的に使われる簡単な本人確認方

法から、登記業務の固有な特性を考慮して

考案された方法まで 3 段階の本人確認シス

テムを提案した。 
 

나．閲覧・発行後受付事項お知らせサービ

ス導入 

 
現行の登記過程を調べれば、登記簿を閲

覧して権利関係を確認した後に登記を受

け付けるまで相当期間の時間差がある。万

一、その間に権利変動が発生した場合なら

ば、登記事故につながることになる。不動

産売買の場合はもちろん、賃貸借契約の場

合においても賃借人が対抗力を得る前に

賃貸人が同意なしに先順位抵当権を設定

して権利変動が発生する場合がある。 
このような場合に備えるために閲覧発

行後申請者に対し変動事項お知らせサー

ビスの導入が必要なものである。このサー

ビスが導入されれば、実務上登記事故に最

も脆弱な空白期を効果的に補完して過失

はもちろん、故意事故の危険も効果的に減

少させるだろう。 
その具体的施行方法は登記簿閲覧・発行

後一定時間(24 時間、3 日)内に当該不動産

に事件が受け取られた場合、変動事項があ

るというお知らせをあらかじめ入力した

携帯電話で SMS 文字伝送またはインター

ネット登記所用アプリおよび登記所出入

証アプリを通じて提供することである。 
 

다．取引の安全のための表示変更登記制度

の改善 

 
「不動産登記規則」第 122 条(住所変更の職

権登記)によって所有権移転登記の場合、登

記名義人の住所変更事実が明白ならば、登

記名義人の表示中‘住所’の変更登記は登

記官が‘職権で’することができる。 
しかし根抵当権設定登記を申請する場

合は上の規定が適用されないので必ず先

行で所有者の登記名義人表示変更登記を

申請しなければ「不動産登記法」第 29 条第

7 号によって却下される結果が発生する。 
この後、登記名義人表示変更登記申請と

共に受付された後行の根抵当権設定登記

申請や仮差押等の申請がある場合、根抵当

権設定登記は結局取り下げや却下される

ほかなくて事故と損害賠償につながる。 
根抵当権設定登記と伝貰権設定登記の

場合にも登記名義人の住所変更事実が明

白な場合、住所変更登記を職権でできるよ

うに法規定が改善されれば取引安全と権

利保護がなされることができる。 
 
０４ 

協議会開催の意味と展望 

 
未来登記システムが構築されれば管轄

と関係なく全国どこでも登記申請が可能

で関連機関と情報が関連して登記添付書
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類準備のために他機関を訪問する必要な

くワンクリックで登記申請および処理が

可能となる。 
また、単純な事件はシステムが自動調査

して、複雑な事件は登記官が深層調査する

ようにして登記人材を効率的に運営する

知能型登記業務環境も構築される。 
しかしこのような登記申請後の自動校

合の段階に行くためには登記申請行為以

前の準備段階で資格者代理人の役割を強

化して登記の正確性を高めて登記の真正

性を担保しなければならない。 
本人確認システムは本人確認情報の真

正性を担保して、資格者代理人の対国民信

頼度を高めることができるだけでなく登

記業務における登記事故危険を効果的に

下げて、究極的に登記の真正性を担保する

ことによって未来登記システム構築にあ

って必須の前提条件といえる。 
また、これを通じて名義盗用、名義貸与、

リベート提供等の非正常的登記市場の正

常化も可能だろうと考える。 
この日、登記政策協議会は実務陣次元の

懇談会でなく法院行政処と大韓法務士協

会、大韓弁護士協会の主な役員陣が一か所

に集まって司法登記制度改善法案に対し

て長時間深みのある議論を進めた。 
したがって当日の 1 回性行事でなく各機

関が戻って持続的に会議を準備して議論

を継続する予定である。 
 今後三つの機関が共にする登記政策協

議会は未来登記システムと本人確認等の

登記システムの大変革を控えて信頼性が

                                                   
1 事後的な‘変更’だけが該当するので原始的に

登記名義人の住所に錯誤・遺漏がある場合に

あり安全が担保された国家登記システム

を作るための疎通と意見取りまとめの窓

口として‘開かれた司法行政’の模範とな

ることと期待する。 
 
[仮訳者注：上記「다．取引の安全のための表示変

更登記制度の改善」については、試友会研究叢書

2016 金佑鍾著「法務士“危険事例集”」第 2 章第 2

節（134 頁以下）を参考として以下に引用します。] 

 
第 2 章 不動産登記制度の欠陥による危  
 険 
第 2 節 登記名義人表示変更、更正登記

制度の問題点と改善方案 

1．法規定及び実務 

不動産登記規則第 122条【住所変更の職

権登記】登記官が所有権‘移転’登記を

する時に登記名義人の‘住所変更’によ

り申請情報上の登記義務者の表示が登

記記録と一致しない場合でも添付情報

として提供された住所を証明する情報

に登記義務者の登記記録上の住所が申

請情報上の住所から‘変更’になった事

実が明確に現れれば職権で登記名義人

表示の変更登記をしなければならない。 

上の規定は実務上非常に頻繁に使われ

る規定ながらも法務士を非常に困難にす

る規定である。上の規定は‘所有権移転登

記’の場合に限って、登記名義人の住所‘変

更 1’事実が明白ならば、登記名義人の表示

(氏名、住所、住民登録番号)中‘住所’の変

更登記だけを登記官が‘職権で’すること

ができる。法人の場合にも職権変更登記が

は所有権移転登記申請をする前に先に登記義

務者の表示‘更正’(住所更正)登記を先に申

請しなければならない。 
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できてこのためには申請人は法人の本店

移転の日付が記載された法人登記簿謄本

を提出すれば、別途の登記名義人表示変更

登記を先行するということがなしで所有

権移転登記ができる。したがってこのよう

な場合には申請情報上の登記義務者の表

示が登記記録と一致しない場合でも不動

産登記法第 29 条第 7 号によって却下され

ない結果になる。 
 上の規定が適用される範囲は思ったよ

り非常に狭い。実務上上の規定で最も多い

事故が発生する場合は所有者の住所が変

更されたが、登記名義人表示変更登記を先

行しないで根抵当権設定登記を申請する

場合である。この場合は上の登記が適用さ

れないので必ず先に根抵当権設定者であ

る所有者の登記名義人表示変更登記を申

請した後に根抵当権設定登記申請をしな

ければ不動産登記法第 29 条第 7 号によっ

て却下される結果になるので根抵当権設

定登記申請後に他の事件が続けて申請さ

れた場合には非常に困ったことが発生す

ることとなる。 
 伝貰権登記設定も根抵当権設定登記と

同じように危険な場合がしばしば発生す

る。伝貰権設定登記当日の日に住所変更さ

れた住民登録謄本を持ってきたりもする

など法務士では登記名義人の住所変更可

否を予測できない場合が多くて法務士に

損害を発生させる原因になって、究極的に

は国民にも被害をもたらせる原因になっ

ている。 
2．損害賠償事故事例 

損害賠償事例で、依頼人が○○建設所有

                                                   
2 ソウル北部地方法院 2009.9.18.宣告

不動産に債権最高額 7 億ウォンの根抵当権

設定登記を急いで申請してくれと言って

2006.7.3.法務士事務員が急いで登記所に

受け付けた。ところで登記官が添付書類を

検討する過程で○○建設の不動産登記簿

上法人の住所と法人登記簿上法人住所が

それぞれ違ってそのまま修理できないと

いうことを発見して 2006.7.3. 15:43 頃イ

ンターネット登記所に補正理由を登録し

た。しかし事務員がインターネット登記所

に補正理由が登録されたのを確認できな

かった間に、他の者が同一不動産に○○建

設の不動産登記簿上住所を変更する登記

名義人表示変更登記申請と共に債権最高

額 6 億 6,000 万ウォンの根抵当権設定登

記申請を 2006.7.4. 10 時頃受け付けた。こ

のようになるとすぐに登記官は他の根抵

当権設定登記申請が受け付けられてこの

事件の登記申請を却下するほかはないと

いう通知をして、結局取り下げ後再受付し

て次順位で根抵当権設定登記になった。そ

の後、依頼人が競売手続で全く配当されな

くなって、法務士を相手に 348,010,525 ウ

ォンの損害賠償請求の訴えを提起して、 2 
控訴審では 2 億ウォンで調停・成立した。 
 金融機関の根抵当権設定の場合はこの

ような理由で設定登記が却下されればす

ぐに事故に規定されてすでに実行した貸

出金を回収して再び貸出を起こさなけれ

ばならない。この過程で危険負担と損害を

法務士が抱え込むことになる。 
3．改善法案 

最も頻繁に事故が発生する(根)抵当権設

定と伝貰権設定の場合にも不動産登記規

2008가합 874 判決 
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則第 122条規定の趣旨を準用するようにす

ることが不動産取引の安全のために必要

だと考える。 

不動産登記規則第 128条【伝貰権設定登

記の申請] 

④登記官が伝貰権設定登記をする時に

規則第 122 条を準用する。 

 

不動産登記規則第 131条【抵当権設定登

記の申請】 

④登記官が抵当権設定登記をする時に

規則第 122 条を準用する。 
上のように所有権移転登記と根抵当権

設定登記、伝貰権設定登記でだけそれぞれ

別途の規定を置くのではなく、さらに一歩

進んでもう少し広い範囲でこのような趣

旨が適用されるように‘住所変更の職権登

記’が可能なように通則的な規定を新設す

ることが必要だと考える。 
 
 


