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スキャン提出で 

電子申請活性化?

本人確認制 

定着が先 
  

 
第 2 回登記制度政策協議会、 
協会提案案件と議論結果 
 
 
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第 2 回登記制度政

策協議刺身で大韓法務士協会は △電

子登記申請制度改善意見、△電子出入証

監督強化方案用意、△共同賃借権公示方

案用意などを提案したこと、ここで議論

された内容を整理して変化する登記制

度、特に電子申請改善法案であるスキャ

ン提出方式に対して問題点と改善法案

に対して整理する。 
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01 
はじめに 

 
電子時代をむかえて大変革を予告して

いる登記制度の未来構想と改善方案に対

して法院行政処、大韓法務士協会、大韓

弁護士協会の三機関の主な役員陣が一か

所に集まって議論する‘登記制度政策協

議会’第 2 回会議が 2019.8.27.午前 10
時大韓法務士協会 7 階大会議室で開催さ

れた。 
今回の協議会は去る 4.30.法院行政処

が主管した第 1 回登記制度政策協議会に

続き二番目に大韓法務士協会で主管して

進行された。 
当日の協議会にはチェ・ヨンスン大韓

法務士協会長が参加して歓迎挨拶をして、

法院行政処キム・ウヒョン司法登記局長

を含む 5 人、大韓法務士協会キム・テヨ
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ン常勤副協会長を代表とする 5 人、大韓

弁護士協会チョン・ヨンシク第 1 法制理

事を含む 4 人が参加して各機関が提案し

た案件に対して議論した。 
法院行政処は電子登記申請活性化方案

の必要性を提示して 2019.8.23.電子出入

証制度全面施行にともなう協力および要

請をした。大韓法務士協会は電子登記申

請活性化方案で議論されるスキャン提出

方式制度に対する改善意見と電子出入証

監督強化方案を要請したし、数個の不動

産を一つの賃貸借契約で締結したとき、

現在は共同賃借権登記が許されないでい

るところ公示方法用意の必要性を提起し

て共同賃借権登記の導入を建議した。 
本文では私たちの協会で提起した電子

登記申請活性化方案と関連して電子申請

で導入されるスキャン文書提出方式に対

する危険性に対する指摘と意見を中心に

調べようと思う。 
 

02 
電子登記申請活性化のための 

スキャン提出方式の問題点と改善

意見 

 

가．裁判所行政処の電子申請活性化方案

アンケート調査 

 
現在の登記申請類型は e フォーム申請

が約 86%を占めていて電子申請比率は

約 14%である。電子登記申請の類型のう

ちでは根抵当権抹消が 67%で大部分を

占める。所有権移転は最近 3 年間にただ

736 件だけが成されて 0%に近く、根抵

当権等変更・更正が 22%、根抵当権設定・

移転は 11%に過ぎない。 
電子申請は e フォーム申請に比べて利

用率が 14%と低調で、その上に電子申請

を利用する事件類型が根抵当抹消・移転

などに限定されている。電子申請を活性

化するためには所有権移転および根抵当

権等設定登記申請類型で電子申請比率を

向上できる方案を模索しなければならな

い。 
法院行政処は第 2 回登記政策協議会を

控えて、2006 年から施行された電子申請

の利用現況を調べて、電子申請が活性化

しなかった理由は何で、電子申請が活性

化されるために改善しなければならない

点は何かアンケート調査を行った。 
アンケート調査結果、電子申請が活性

化されない最初の理由として“義務者・

権利者から委任状添付書面に対して公認

認証書で承認を受けることがわずらわし

くて不便で”という公認証明書による承

認手続きの困難が一番高い比率を占めた。 
次に“銀行等金融機関の根抵当権登記と

異なり売買契約書のような登記原因証書

をスキャンして電子申請をすることが許

されないので”が二番目の比率を占めた。 
結局、法院行政処は①公認証明書承認

手続き、②原因証書スキャン提出不許容

が電子申請活性化の主要障害要因である

ことをアンケート調査で確認して電子申

請でスキャン文書提出の導入を準備して

いる。ただし、法院行政処も上の障害要

因改善にともなう電子申請活性化が不実

登記発生につながってはならないので資

格者代理人の本人確認制度など登記申請

の真正性確保のための補完策を用意しよ
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うとしている。 
 

나．スキャン文書提出方式の副作用およ

び防止対策 

 
電子申請時スキャン文書を提出する方

式は①スキャン方式が持っている偽・変

造に対する脆弱性、原本でないスキャン

文書の流通等による登記真正性の後退、

②資格者代理人の公認証明書貸与方式、

資格者代理人の役割形骸化など登記ブロ

ーカー (事件事務長 ) 親和的市場形成加

速化③これに伴う無分別な事件誘致や出

血競争にともなう薄利多売式・登記工場

型運営で資格者代理人の役割の形骸化な

どの副作用が予想されて、それによる不

実登記の危険性と不動産取引安全の危険

が増加する問題を抱いている。 
これに対し協会はスキャン提出方式に

対する制度改善のために次の三つの意見

を提示した。 
 

①登記ブローカー親和的なスキャ

ン方式の副作用を除去するために資

格者代理人の登記申請手続参加を実

質的に保障できる方案を制度化しな

ければならない。その方法で本人確認

制度立法化および実効性保障手段の

用意が必要である。 
②委任者や登記意思を確認しない

で‘薄利多売式’で事件を受任して資

格者代理人 1 人の名義を借りて‘登記

工場型’で運営することを防ぐための

装置を用意しなければならない。1 個

の ID 当たり同時接続数と場所を制限

するなどの方法が必要である。 
③書面登記申請と均衡および不実

登記を防止して資格者代理人の業務

危険を減少させるために、電子申請時

に資格者代理人が原本を交付しても

らってこれを電子化して (スキャンし

て )提出できる根拠規定を用意しなけ

ればならない。 
不動産登記規則または例規で“資格

者代理人は登記申請添付書類の原本

を交付してもらってこれを確認後ス

キャンして提出しなければならない”

等の義務を規定する必要性がある。資

格者代理人の原本確認義務を規定す

るのは他の一方で委任者に原本提示

を要求することができる根拠に作用

できて文書の偽、変造を予防すること

ができる。 

 
法院行政処は協会の問題提起に対する

返事を通じてスキャン提出方式には作成

者の電子署名がなされておらず偽・変造

に脆弱だという短所があるが現在の国会

に係留中である「不動産登記法」改正案

では権利に関する登記を受任した資格者

代理人に委任者および登記申請意思を直

接確認するように強制する規定を置いて

いるところ、“資格者代理人の委任者確認

制度”が施行されるならば専門資格者本

人による確認過程を経ることになるもの

であるから上のような憂慮を相当部分払

拭させることができると説明した。 
また、“資格者代理人の委任人者確認制
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度”の成功的な安着と登記申請市場の混

濁防止のために電子申請時重複ログイン

を制限する機能(仮称“ワンポート ワン

ログイン制度”)およびコピーが不可能な

登記申請用証明書を法院で発行する方案

もまた考慮していると明らかにした。 
法院行政処は“電子申請の活性化およ

びスキャン提出方式の短所克服のために

持続的な努力と多様な方法を摸索してい

る”としながら、一緒に健全な登記市場

の定着および専門資格者制度の正しい運

用のために資格者本人をはじめとする協

会次元での努力を切実に要請した。 
 

03 
電子出入証制度全面施行とそれに

ともなう協力 

 
電子出入証制度が去る 8.23.全面施行

されることにより法院行政処は協会の会

員管理システムと大法院電子出入証発行

システムとの電子的連係システム構築な

ど協力を要請した。これに対し協会では

協会統合電子システムで申請して大法院

電子出入証発行システムと関連して処理

するシステム構築のために早急な期間内

に業務協力ができるように措置する予定

である。 
また、協会は電子出入証の導入趣旨を

効果的に生かすために資格者代理人が受

任しなかった事件に事務員が関与できな

いように電子出入証を通した受付行為と

復代理申請を含む申請事件を連係するこ

とによって簡単に監督できる方案を用意

してほしいと再度要請した。 

 

04  
「不動産登記法」上、共同賃借権登

記導入建議 

 
協会は賃貸借において隣接した数個の

不動産を一つの賃貸借契約で締結したと

き、不動産登記簿に適切に公示できる方

法を用意して賃貸借契約と不動産登記簿

の公示が一致するように伝貰権のように

抵当権の共同担保規定を準用する方案な

どの検討を建議した。 
実際の隣接した数個の区分建物である

商店街店舗や土地を賃借権の目的物とし

て賃貸借契約書を作成しても登記実務に

おいて関連法規が用意されていなくて賃

貸借登記命令の必要なときにこれを実現

できない事例が多い。 
この場合賃借権登記をするには不動産

ごとに賃借保証金を分割する方式で賃貸

借契約書を作成して、これを原因証書に

して登記申請をせざるを得ない。結局こ

うする方法によって賃貸借保証金を分割

して記入したり、賃貸借目的の各不動産

に全体保証金額を記入するのは賃貸借の

実質と不動産登記の公示が不一致になる

ことによって登記の真正性を侵害するこ

とになる。 
また、不動産競売手続きで賃貸借の目

的物である不動産全体が一括売却された

り数個の不動産のうち一部だけ売却され

る場合、競売手続きで配当される保証金

の基準をどのようにするかが問題となる。

すなわち賃貸借目的物全部が一括して単

一な賃貸借関係が成立したことから見て
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全体保証金を基準にするのか、でなけれ

ばそれぞれに対し別個の賃貸借関係が成

立したことから見てそれぞれの目的物別

に保証金を算定するのかが問題となる。 
これに対し協会では改善意見として共

同担保目録のように共同伝貰目録を登記

するようにこれを準用して共同賃貸借目

録を新設して公示する方案を提示した。

「不動産登記法」第 74 条(賃借権等の登

記事項 )には数個の区分建物や不動産を

賃貸借の目的物にする登記事項を規定し

ないでいる。それで「不動産登記法」第

72 条(伝貰権等の登記事項)第 2 項のよう

に「不動産登記法」第 78 条を準用して公

示をしようということである。 
これに対して法院行政処は「不動産登

記法」に共同賃借権登記を反映する必要

性はあると見られるが、「不動産登記法」

に様々な不動産を目的とする共同賃借権

登記を導入するのかどうかは共同抵当と

共同伝貰に対し規定している現行「民法」

と「不動産登記法」、そして「民事執行法」

まで合わせて検討するべきで、抵当権、

伝貰権および賃借権の法的性格に対して

も深く検討して慎重に接近しなければな

らないことと判断されると答えた。 
 

05 
結びに 

 
法院行政処が最近実施した「電子申請

サービス改善のための資格者代理人アン

ケート調査」は登記申請人の公認電子署

名を省略して、スキャン文書提出を許容

する方式に対する資格者代理人の選好度

を調査したものと見られる。 

 
 

スキャン提出方式の許容は電子申請の

便利性を大きく改善して登記の類型と関

係なく幅広く電子申請が利用されると予

想される。だが、この方式が全面許容さ

れる場合、法務士の選好度とは別個で深

刻な短所と副作用が予想されるので、こ

れを防止する制度的方案の用意が必要で

ある。 
すなわち、資格者代理人の本人確認義

務制度の定着と本人確認補助手段用意な

どこれをシステム的に補完することがで

きる補完策の用意と共に施行されなけれ

ばならないことである。そうしてこそ登

記の真正性担保と電子申請の活性化とい

う所期の成果を達成できるものと考える。 
一方、登記政策協議会は三機関が順次

開催することにしたところ、次の会議は

来る 11.26.大韓弁護士協会主管で開催さ

れる予定である。 


