
第⚙版はしがき

〔司法書士アシスタントへのメッセージ〕
本書は初版から数えてざっと20年が経ちました。

第⚘版では、①2002年（平成14年）公布の改正司法書士法のもと、簡易裁

判所の訴訟等代理権が付与され、念願の憲法が試験科目に加えられたことか

ら、新進の司法書士、補助者、受験生にとって司法書士の仕事について関心

が高まっていること、②ここ数年間の民事法制の改正はすさまじく、とりわ

け手続法とはいえ、2005年（平成17年）⚓月施行の新不動産登記法はオンラ

イン申請中心の法体系に組み立てられたことで特化したスキルが強く求めら

れること、③法科大学院（ロースクール）卒の新しい弁護士が誕生した2007

年以降、隣接法律専門職種の⚑つである司法書士制度の将来像に興味が寄せ

られていること、④弁護士養成制度に比べて司法書士のそれは未だ法制化が

十分でない中で、司法書士試験合格後登録前の「司法書士となる資格を有す

る者」と司法書士事務所を職場とする「補助者」の執務技法等々について実

務メソッドが期待されていること、そのいくつかの視点をふまえて、できる

だけわかりやすく、かみくだいて司法書士の仕事の実際を知ってもらい、こ

れから先の制度の展望を見い出すよすがになれば、という思いをこめてあれ

これの見直しをしました。

「少年老い易く学成り難し」（朱子の詩句）といいます。月日の経つのは早

く、自分はまだ若いと思っていてもすぐに老人になってしまう。それに反し

学問の研究はなかなか成し遂げがたい。だから寸刻を惜しんで勉強に励みな

さいという意味ですね。また「少年よ大志を抱け」（米国人ウイリアム・スミ

ス・クラーク博士）は、若者よ、大きなこころざしをもって遠大な望みを抱

いて前進しなさいという意味でしょう。ごく当たり前のようですが、この⚒

つの言葉をかみしめたいと私は思います。

ところで、わが国のさまざまな分野における法制がきわめて動的な変化を

続けていることはあなたもご存じのことでしょう。たとえば、司法書士の仕

事に縁の深い法令をいくつか掲げてみましょうか。

司法書士にとって最大の出来事は2003年（平成15年）施行の改正司法書士
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法ですが、消費者契約法はその前々年に、個人情報保護法は2003年（平成15

年）、総合法律支援法は2004年（平成16年）、平仮名現代語化された破産法と

不動産登記法と民法は2005年（平成17年）、会社法は2006年（平成18年）、改

正信託法は2007年（平成19年）、旧本人確認法を衣替えした犯罪収益移転防

止法も2007年に施行というように、まさに新法と改正法ラッシュの中で法律

実務にたずさわる司法書士もてんてこまいの慌ただしさです。

これらの諸法は司法書士の仕事をするうえで知っておく必要のある基本

法・手続法ですが、ＩＴ（新情報技術）国家論を唱える「e-Japan 計画2004」

によって、行政手続のオンライン化社会が到来し、パピルスに源泉のある紀

元前30世紀から用いられてきたペーパー情報に代わり、インターネット利用

のパソコンによる情報伝達手段が主流になりつつあります。これらの背景に

は、事前規制の緩和とこれに伴う制裁強化によって、消費者本位の自己責任

社会に変質しつつある幾多の現象をみなければなりません。

そのことを司法書士の職業に当てはめて考えてみましょう。僅か十数年前

のことですが、それまでの長い制度史にあって、司法書士報酬は法務大臣の

認可にかかる基準によらなければならないとする大変厳しい規制があったの

に、それが廃止されたために、いわば「蓼食う虫も好き好き」のような報酬

自由化への政策転換があります。もちろん依頼者には、その合理的な根拠を

説明し、その合意を得ることが前提ですから勝手気ままに請求すれば、あと

あと制裁処分を受けることになることから職業倫理が問われます。

また司法書士の仕事を補助する「補助者」（司法書士法施行規則25条）は、

所属司法書士会に事後的に届出義務のある特異な制度です。私が司法書士に

なりたての頃は、事前許可制（たとえば、過去⚑年間にこれだけの仕事量があ

りました。そこで資格者⚑人では処理しかねるので⚕名以内の補助者を雇用した

く許可してくださいという趣旨の申出をする）でした。そうすると監督官庁
（法務省の出先機関である法務局または地方法務局）が「そういう事情ならやむ

を得まい。認めてあげましょう」という許可をもらって初めて雇用契約を結

べるというシステムでした。

今では何人使用しても司法書士会に事後的に届け出る方式のため別段の前

提条件はなくなりました。事前規制が緩和された典型例といえるのですが、
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補助者の不祥事について使用者責任を問われるのは基本的には民法に定めて

あるとおりです。司法書士は自己責任の下に補助者の養成教育、指導監督に

努めるべき職責は一段と厳しくなりました。したがって、主役司法書士の右

腕、左腕になって活躍してもらうあなた自身にも、自己責任において日々勉

励していただく必要があるわけです。

手をとり足をとるような仕方で仕事のコツを教えるという、その昔の江戸

時代の徒弟制度（技能の後継者の養成制度で親方のもとで見習いをした）のよう

な考え方は、影をひそめて、山ほどの法令情報、書式集などをパソコンを

使って身に付け実践をつむ時代に私たちは生きています。そんな社会環境の

もとで、これまで司法書士の仕事の経験がないまま資格を取得され、または

司法書士事務所に勤めることになり、あるいはこれから司法書士資格を得よ

うとするあなたにとって、かたくるしくない「親方」の話を気軽に読めて、

少しでも役立ち、将来のヒントにできるようなサブ教材を作れないものかと

思案しながら書いたのが本書なのです。

長い司法書士生活の経験をもとに、できるだけわかりやすさをモットー

に、この仕事に携わるための執務情報を提供したいと心がけましたが、いか

んせん生来の筆不精と浅学非才のため、頭の中で描くほどあなたの心に強く

響くレベルに仕上げられなかったのは無念でなりません。それでもあなたに

は、平均的な司法書士の仕事の実像を少しでも知ってもらい、そして将来ビ

ジョンをふくらませるための一助になることを切望しつつ、厳しいご批判を

お願いできれば幸いです。

なお、本書では司法書士の仕事のうち大きな比重を占める不動産登記手続

に関して相当の頁数を割きましたが、登記制度はブックシステムからコン

ピュータシステムに移行されたものの、現在、オンライン申請と書面申請が

混在しているため、参考文例類も後者に力点をおいたものにならざるを得な

いことをお許しいただきたい。

ところで私はいま、やや鬱屈した心情の真っ只中にいます。

それは、地球温暖化現象にみられる環境問題、宗教観、歴史観、国民感情

の違いによる地域紛争が絶えない問題、新自由主義のもとにはびこる格差の

拡大と貧困の問題、超高齢社会の波に飲み込まれる老世代の身の回り問題、
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裁判員制度の定着など山積する諸問題に当事者意識をもたないできたことへ

の不甲斐なさに苛
さいな

むからです。

確かに信頼される法律実務家をめざして馬齢を重ねるうちに、半世紀もの

歳月が流れました。その道程で自分の職業生活のありようにこだわり続けて

きたこと自体は許されるとしても、自分を客観視して社会一般の共通問題に

対し複眼思考することができないまま、日常性に埋没し過ぎたのではないか

という自己嫌悪の感情におそわれるのです。リーガルプロフェッションに問

われる資質とは何か。人々の幸福につなげる仕事とは何か。それは、一口に

説明できるほど軽くはないけれども、少なくとも社会性を身に付けるために

は、普段から社会のさまざまな矛盾や問題を自らの目で見つけ、考えて、判

断して、なにがしかの努力を傾注しなければなるまい。そんな思いが脳裏を

かけめぐったがために、やや理解しづらい法律用語を並べる筆致になった章

のあることをお詫びするとともに読者諸賢のきびしい叱声を傾聴しつつ、さ

らに第10版に向けて微力を尽くしたいと思います。

なお、本書における不動産登記法関係の条文表記として、「法」・「現行法」

あるいは「旧法」という表現を用いていますが、法、現行法とは、2005年
（平成17年）⚓月⚗日施行の新しい不動産登記法を指し、旧法とはそれ以前

の不動産登記法を指しています。

本書第⚙版を上梓できたのは、法律専門図書の出版社として名高い民事法

研究会のご厚意と励ましの賜
たま

物
もの

であり心からお礼申し上げます。

とりわけ良書づくりのためドンパチ口論にいつも寛容な盟友として40年

来、なみなみならぬ交誼をいただいてきた同社プレジデント（会社法上は代

表取締役）田口信義氏の変わらぬ有情と、いろいろ指導と助言をいただいた

編集部の雪野奈美さんをはじめ、版を重ねるごとに支援をいただいた歴代の

チームメイトのみなさんにつつしんでお礼を申し上げたい。

さらに本業のかたわら書き綴ってきたため、何かにつけバックアップして

くれた事務所のスタッフに感謝したい。

2017年（平成29年）11月吉日

大崎晴由
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推薦のことば
(初版によせて)

司法書士中央研修所所長 細 田 長 司

正確な統計資料がないので定かではないが、司法書士事務所に勤務する人

は全国で⚓万人を超しているものと推測される。司法書士法施行規則20条
（編注・現25条）において、これらの人を「補助者」と規定している。この規

定を受けて、各司法書士会の会則や補助者規則、さらには執務要綱等におい

て、補助者を雇用する場合の所属司法書士会への届出や適正な指導、監督を

行う義務など細かな規定を置き、その運用の適正を期している。

これらの諸規定からも明らかなように、補助者は司法書士と一体となって

司法書士業務を担う重要な職業であり、現実に日々事務所を陰で支えてくれ

ているのも彼らである。

ところが、司法書士制度や司法書士業務の内容あるいは事務処理の指針や

書類作成の基本的知識など、補助者にとって日常の執務で参考となる適当な

手引書がこれまでなかったため、新しく補助者となった人や補助者を採用し

ている司法書士からもかねてから強い刊行の希望が寄せられていたところで

ある。

そんな中、愛知県司法書士会会員の大崎晴由氏が、多忙な執務の合間を

ぬって自らの補助者体験を活かして本書を刊行されたことは、まことに時宜

を得たものであるとともに、補助者にとっては長年の待望の書といえるもの

である。加えて本書は、新しく司法書士になられた人にとっても極めて有用

な書である。

そこで、本書が広く活用され補助者の日常業務の指針となることを願い、

併せて司法書士制度の発展に寄与することを祈念して、ここに推薦をする次

第である。

1996（平成⚘）年⚖月吉日

推薦のことば(初版によせて)
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初版はしがき

私は、司法書士事務所の「補助者」として社会人としての第⚑歩を踏み出

しました。昭和38年のことです。私は、司法書士の仕事を手伝いながらいろ

いろなことを学んできました。いま青春時代の⚑コマ⚑コマを思い出してい

ます。

世の中には沢山の職業がありますが、司法書士事務所のスタッフの仕事も

れっきとした職業だと思います。他の華やかにみえる職業に比べれば、どち

らかというと地味で目立たない職業かもしれません。それなのに私の心をと

りこにしたのは、広い意味での法律問題の解決のために悩んでいる多くの人

たちに役立っていると思えたからです。

そのことに感銘を受けた私は、一念発起して司法書士資格を取ろうと決心

して⚒回目の挑戦で運よく合格することができました。28歳のときでした。

それから30年近い歳月が流れました。私のささやかな事務所にもこれまで

何人もの青年を迎えて、それこそ私の手となり足となって事務所を支えてい

ただいてきましたが、自分自身のことを考えるだけで精いっぱいだった私

は、縁の下の力持ちとして支えてくださるスタッフの身分の確立や待遇改善

や執務のあり様をきちんと考えてこなかったことを反省しています。アシス

タントにとって働きがいのある、そして生きがいのもてる職業観を打ち立て

ることができるように激励し鼓舞することを怠ってきたように思います。

人生の第⚓コーナーに入りかけている今こそ、私の最初の職業であり、私

の人生の進路に大きなインパクトを与えてくれた「補助者」の仕事について

一度は整理しておきたい、そして後に続く世代のためにほんの少しでも役に

立つ言葉を捧げたいという気持が募っていた、そんな矢先のことです。

旧知の司法書士のＫ先生から次のような照会を受けたのです。

「数年ほど患っていたがようやく社会復帰ができました。司法書士事務所

を再開したいのだが、手指を満足に動かすこともできない、そのうえ言語障

害にかかっていて、折角若い人に勤めてもらっても十分な指導をすることも

できない。そういう不自由をしている自分になり代わって、新人スタッフが

仕事をするため役立つ本はないだろうか」というお尋ねでした。
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私はＫ先生の苦境をお察ししてあちこち探し回りました。確かに全国の司

法書士会の中にも、司法書士の仕事に携わるための入門的な実務書はわずか

ながら出版されていました。弁護士界にも法律事務職員向けに書かれた参考

書がございました。けれども、その多くは専門的な法律知識と必要な書式な

どを登載した技術的な執務テキストで、Ｋ先生のもとで働く新人にはたして

ピッタリするかどうか迷ったのです。

このときです。私自身が補助者としての駆け出し時代に、登記申請の意義

も登記簿謄本の見方も知らないばかりに毎日ひにち泣きながら過ごした日々

を回想しながら、なんとかＫ先生の事務所の新人と同じようなフレッシュマ

ンを激励してあげられないかという気持にかられたのです。

それなりに法律上の地位が明定されているにもかかわらず、独立した職業

としての社会的地位が十分でないと思われる現在の補助者（この言葉に抵抗

感を覚えるとおっしゃる畏友の司法書士澤浦健さんは、これからの補助者の

ことを「事務職員」と呼ぼうではないかといわれました。その指摘に共感を

覚えた私は、この本の中でアシスタントと呼んでみたりスタッフと呼んでみ

たりやたらに英語を使ってしまいました）制度のために何かメッセージを贈

りたい衝動にかられたのです。

書店をのぞいてごらんなさい。司法書士の仕事をするうえで役立つ実用的

な専門書は沢山あります。けれども、あなたの現在の立場や心境を察してあ

なたの心を鼓舞する本はそれほど多くはないように思います。

司法書士資格を取ろうとして猛勉強している人も補助者の中には少なくな

いと思います。資格を取ったものの実務を見習うために先輩事務所で研修し

ている人もあろうかと思います。この本の中で私は、司法書士の仕事をする

ことになったみなさんに、少しでも司法書士事務所の実情や仕事の中身を

知っていただいて、その重要性を認識され、勇気と希望をもってアシスタン

トの仕事に励んでほしいという思いを伝えたいと考えましたが、非力なため

にその意図を十分に表すことができなかったのが無念でなりません。それで

もぜひあなたに読んでいただいて、いろいろな角度からのご批判やご叱正を

お寄せいただければ幸いです。さらに内容の充実に努めたいと思います。

Ｋ先生のエピソードを話した⚑人に、民事法研究会の田口信義社長がい

初版はしがき
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らっしゃいました。田口さんから「それはユニークな考えです。ぜひとも司

法書士事務所に勤める新人職員のみなさんに読んでもらえる本を書いてはど

うですか。司法書士会にも教科書がありましょうが、補助者経験をもつ個人

としての司法書士の肉声で伝えるメッセージもよいではありませんか。わが

社もできるだけ応援しましょう」という厚意あるお言葉をいただけたため

に、その気になって、それこそ日々の仕事の合間、わずかなすき間をぬって

書いてきました。稚拙な文章のうえ十分な推敲も文献資料の検索もおろそか

になってしまいましたが、テーマ設定の助言から文章作法の助言まで脱稿に

こぎつけるのに青息吐息の私を終始激励していただき、出版の労をとってく

ださった田口信義社長には心から敬意を表します。

この原稿を書いているさ中に出会った新進気鋭の司法書士中村幸世さん

が、イラストレーターとしても優れた作品を創られていることを知ってイラ

ストの挿画をお願いしたところ快く引き受けてくださったお陰で、文章の稚

拙さと硬さを補うように紙面に明るく楽しいイメージがでたようです。中村

さん、ありがとう。

司法書士試験に合格したあと私の事務所で実務研修に励んでいる司法書士

研修生（司法書士となる資格を有するも登録前のためつけた私的呼称です）

らの真摯な力添えで日々の仕事に支障を来すことなく原稿書きに打ち込めた

こと、そのうえ文章の整理、原稿の校正まで手伝ってくれた回りのみなさん

にもお礼を申し上げます。

1996（平成⚘）年⚖月吉日

大崎晴由

初版はしがき

8





⚑ 登記することの意義を知る

司法書士の主な仕事の⚑つに不動産の権利に関する登記手続の代理をする

事務があります。なぜ不動産に関して登記手続をするのでしょうか。素朴

な、しかし本質的な疑問であると思います。

何年か前に知人から聞いた話ですが、ある地方では土地の売買をしても売

主から買主に所有権移転登記をしない風習が根強く残っているそうです。ど

うして登記をしないのかというと、売主も買主もずっと昔から同じ地域で一

緒に暮らしている、いわば隣同士・親戚同士のような強い信頼関係がある。

そのため、売った買ったという事実に間違いさえなければ、土地の引き渡し

と売買代金の授受をすませればそれでお互いに安心できる。

そういう信頼関係のある仲では所有権移転登記などはしないわけです。お

互いに登記をする必要性を感じない。したがって、司法書士に登記手続を依

頼することもないということになります。現在の私たちの常識では考えられ

ないようなエピソードですが、確かに所有権移転登記をすれば登録免許税、

不動産取得税がかかります。司法書士に支払う報酬も少なくない。そう説明

されてみると、なるほど売主と買主の間では登記手続を省いても、留保して

おいても何の不都合もないという結論に達するのでしょう。その考え方も一

理あるかもしれません。

ほかにも司法書士が日々経験する事例に金銭貸借にからむ登記がありま

す。なお、平成29年⚕月26日改正の民法（債権法）は、⚓年後には施行され

る予定ですから、そろそろ予習をしておきたいですね。

マイホームを手に入れるために、住宅ローンを借りる場合を想定してみて

ください。お金の貸し借り、すなわち金銭消費貸借契約（民法587条）をした

債権者としては貸金を確実に返済してもらいたい。そのために何か保証がほ

しい。担保となるものがほしい。担保にもいろいろありますが、できること

なら財産的な価値の高い土地や建物などの不動産の担保がほしい。

債権者からそういう注文をつけられた債務者としては、所有する不動産に

抵当権（民法369条）を設定することになります。抵当権設定契約をして「抵

当権設定登記」までするのは、「万一の場合に備える」というのが債権者の
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言い分でしょうが、心の底には、債務者の約束ごとはあてにならないという

不信感とか規定外の事故の不安感があるためでしょう。こと債権債務に関す

る当事者の人間関係というものは、基本的には相手方は信頼できないという

人間性悪説がビジネス界では前提認識としてあるのかもしれません。

そのためでしょうか。民法は、物権の設定・移転は当事者の意思表示に

よって効力を生ずると定め、当事者間で「売りましょう、買いましょう」と

いう約束さえできれば原則として所有権移転の効力は発生するのです（民法

176条）。あらたまって売買契約書を交わす必要もない。口約束だけで所有権

は移転するのです。ところが民法177条は、当事者の間では必ずしも登記を

することは要しないけれども、他人に対し「この不動産はＡさんから買った

もので現在は私の所有物です」とＢさんが主張するためには、不動産登記法

に基づき登記を経なければならないと定めています。

このため不動産物権は、自己の権利を他人に主張するため、すなわち「第

三者に対抗する」ために登記をしなければならないのです。お互いがお互い

を信頼できないから登記をしておく、というよりも信頼しあっているからこ

そ、あとになって「君の方こそ信頼を破ったではないか」というような非難

合戦をしたくない、修復できないほど信頼関係を壊したくないためにこそ、

登記は必要なことなのです。だから「親しい仲にも礼儀あり」という諺にな

らって、ハプニングが起きないように、不動産売買や抵当権設定契約が成立

したときはすみやかに登記手続をする。そのほうが、結果的にお互いの信頼

関係を長持ちさせることにつながるという発想です。せっかく手にした不動

産に対する権利について、他人からクレームがついたり、他人に先を越され

ないようにするのは大切なことだという認識をしているからこそ、その道の

専門家に依頼して登記手続をしておこうという不動産取引の当事者が、私た

ち司法書士事務所を訪ねてくるわけです。

したがって、「土地の売買をしたので所有権移転登記をしたい」と訪ねて

くるお客さんを前にして、その登記手続について十分な知識がなくてマゴマ

ゴするようでは、頼りがいのあるスタッフとして信頼を寄せてもらえませ

ん。もちろん訪ねてきたお客さんからいろいろと契約内容を聞いて、間違い

のない登記ができるように準備万端を調えるのは司法書士の仕事です。それ
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にしてもお客さんから具体的なケースについて見解を聞かれてもチンプンカ

ンプンという知識不足では、信頼を勝ち得ることができないのではありませ

んか。

⚒ 初めの登記簿は大福帳式だった

最初の不動産登記法は、はるか昔といってはオーバーですが1886年（明治

19年）に施行されました。実体法である民法施行に先立つこと12年前のこと

です。それほど長い歴史を有する不動産登記制度ですが、当時の登記記録は

大福帳式の帳簿式でした。大福帳すら見かけなくなった昨今では廃語化して

いますが、項目を分けずに登記順に棒づけして記帳するもので、登記用紙に

記入するのはすべて人の手書き（硯ですり出した墨汁をひたした筆を使って

いたのがその後ガラスペンを使うようになる）による人海戦術でした。

昭和30年代になってようやくタイプライターを用いるのが一般化するよう

になり、帳簿も登記用紙の取り外しができるバインダー式に変わりました。

⚓ バインダー式登記簿の弱点

ところが容易に取り外しができることから登記簿の閲覧を装って特定の用

紙を抜き取って持ち帰り、実際に申請のないでたらめな登記事項を勝手に記

入して、再び閲覧を装って元のバインダーに綴じ込むのも簡単なことだった

のです。

そんな不祥事があったとは露知らない登記所では、ニセの事項が書き込ま

れた登記用紙をコピーして認証印判を押して登記簿謄本の交付をします。そ

の交付された登記簿謄本を見せて、事情の知らない者に「これは私の所有す

る不動産である」と嘘をついて金銭を詐取する地面師と呼ばれる犯罪が横行

することをマスコミは盛んに報じました。これでは登記簿の信用はガタ落ち

です。こんな不祥事の続発をなんとか防止しなければならないという関係者

の問題意識がきっかけとなって、登記のコンピュータ化が始まりました。

昭和40年代後半のことです。コンピュータ研究の専門家が英知を絞って実

現したことが、現在の電子登記申請のオンライン化につながっています。そ

の技術革新の成果が実り、これまでの紙登記簿に記載された山のような登記
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事項のうち、現に有効な事項だけをピックアップしてコンピュータに入力す

る方式に変えたのです。手でさわり目に見えるブック式帳簿のバインダー登

記簿は、平成時代に入り徐々に姿を消して平成21年度中になくなりました
（閉鎖登記記録は閉鎖日から、土地につき50年、建物につき30年保存されます）。

コンピュータ登記への政策転換の原点は、地面師による不動産犯罪から登

記の信頼を防衛することにあったのです。今では当たり前になった銀行の

ATM にみられるような利便化、効率化、合理化を目標とする登記簿コン

ピュータ化の陰にそんな動機もあったのです。司法書士が登記申請書を書く

ための筆記用具は、そもそも登記制度が始まったころから登記所と同じよう

に墨汁を使う筆とガラスペンが主流でした。

どこの事務所にもタイプライターが置かれるようになったのは昭和40年代

に入ってからのことです。今では保存期間の定めは30年の登記申請情報です

が、その時代は永久保存の登記用紙と同じ強靭な和紙を用いることとされ、

筆記用具に退色しやすいボールペンを使うことは禁じられていました。

⚔ コンピュータ登記記録式（登記簿）の時代に

昭和60年代を迎えると、いわゆる日本語ワープロが量産化され、ファクシ

ミリと同じように司法書士界をも席巻し、我も我もとワープロで登記申請書

を作成するようになり和文タイプライターは次第に衰微していきます。

単一機能のワープロは、「消しゴムのいらないタイプライター」ともては

やされるうちに日進月歩の情報機器の技術革新はとどまることを知らず、つ

いに多機能を内蔵するパソコンを駆使してインターネットを利用する時代へ

と変革していきます。

具体的にいえば、バインダー式の紙登記簿を閲覧するにはその不動産を管

轄する登記所へ生身の人間が直接出かけなくてはなりませんが、コンピュー

タ登記所になって、インターネットを利用すれば、名古屋に住んでいる者が

北海道の稚内であろうと沖縄県の石垣島であろうと全国いたるところの土地

建物の登記情報の現在事項を、いながらにして自分のパソコンにダウンロー

ドすることができます。「登記情報」という言葉が何の抵抗もなく使われる

ようになりました。
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コンピュータ化前は不動産取引に伴う登記申請手続に際して、登記所の閲

覧窓口に申請するとバインダーが手渡されます。指定された閲覧席で登記簿

用紙を⚑枚⚑枚めくって、どんな事項が登記されているかを調べる閲覧作業

は、司法書士ならずとも登記利用者はみな経験してきたところです。

今では登記用紙の抜き取り犯罪を監視する大きなバックミラーのような鏡

の前での閲覧行為は、遠い昔のことのように思えてきます。おそらくピンと

こないと感じる世代が増えつつありますが、現在はコンピュータシテスムに

移行したものの権利変動の来歴を調べる必要があって、閉鎖登記簿用紙その

ものを閲覧することと、交付を受けた登記事項要約書を読むことの両方に対

処するスキルが引き続き求められます。

ところで、現在は、取引事実のあったことを登記所に申請して登記簿に記

載してもらうという従来の発想を大きく転換しました。IT（高度情報技術）

利用の国家政策のもとで取引事実に関する情報を登記所に提供するという、

オンライン（電子）システムによる申請方式を主流にしたわけです。

その仕組みを利用する申請が完全に実現するまでにはいろいろな理由で相

当の時日を要するとみられますが、前述したような紙に手書きをする登記申

請は「昔むかし、ある国ではこんな仕方でやっていたそうだ」という民話の

ように扱われる時代がついにやってきたと言うべきでしょうか。

⚕ 登記の仕組みを知る

司法書士が登記の仕事をするというときは、主として不動産取引によって

物権変動のあったことを第三者に対抗するためです。だからこそ、その登記

手続の具体的な仕組みや方法を知っておく必要があるのです。

登記事務を扱う国家機関のことは「登記所」（法⚖条⚑項）と呼ばれます。

国家行政組織法では法務省の所管に属する登記所は、法務大臣が行政区画を

基準にして決めます。官庁名は法務局、その支局、出張所と呼ばれ、基幹の

法務局と地方法務局の本局・支局・出張所に分類されます。基幹局として全

国には⚘法務局と42庁の地方法務局があり、本局・支局・出張所があり、そ

の元締めの中枢指令部として監督機能をつかさどるのは法務省本省です。し

たがって官庁名を表示するときは、「どこそこの登記所」とはいわずに「岐
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阜地方法務局」「津地方法務局伊勢支局」「名古屋法務局名東出張所」と称し

ます。

登記所における登記事務は、法務局に勤める法務事務官という名称の公務

員の中から、法務局または地方法務局の長が指定した「登記官」をキャップ

にして行われます。だからあなたが登記所へ登記申請に出かけたときに、登

記所の庁舎内で忙しそうに働いている法務事務官の全員が登記官というわけ

ではありません。司法書士は、登記代理人として登記所の窓口へ登記申請に

出かけるのがこれまでのやり方でしたが、2005年（平成17年）⚓月⚗日から

は郵送も認められる仕組みになりました。これまでは、その申請の仕事をア

シスタントに補助してもらう多くの司法書士事務所では、それは日課のよう

になっていました。それほど司法書士は、これまでは登記申請手続のために

あちこちの登記所に足しげく通うことが多かったのです。

笑い話のような話ですが、ある司法書士と雇用契約を結んで入所した新人

アシスタントの青年が朝から晩まで登記所通いをさせられて、「いったい登

記所が職場なのか司法書士事務所が職場なのか」と嘆息していました。これ

まで司法書士が登記代理人として登記所へ出頭するのは大原則でした。しか

し、あちこちの登記所回りに専念していると、肝心の事務所を⚑日中留守に

しなければならなかったのです。「留守番役がいればよいではないか」とい

う意見もありますが、どんなお客さんがどんな用件でいつ訪ねてくるかもし

れません。そういう場合にアシスタントが、司法書士のいない事務所でお客

さんと面談して事件の内容を聴き取る仕事は非違行為につながりかねませ

ん。

だから司法書士は、登記所への出頭義務と事務所に常駐する必要性とのジ

レンマに落ち入りがちでした。今では、必ず出頭することは義務でなくなっ

たので、ケースバイケースですが、第三者対抗要件を特に気にしないですむ

登記では郵送申請の利用が盛んになりつつあります。それにしてもです。ア

シスタントがいなければ司法書士事務所の経営は事実上マヒしてしまうこと

は必定です。

そこであなたを補助者に迎えて所属司法書士会に届け出て、司法書士の仕

事を補助するために登記所へ出かけてもらうことになるわけです。司法書士
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がその仕事をするには、全国にある司法書士会のいずれかの会に入会しなけ

ればなりません。入会が強制されているのです。司法書士事務所はスタッフ

を雇用するのに、いちいち所属の組織団体に届出を要するというきびしい制

約があります。そういう制約のある職業は、不動産法律関連の「さむらい

族」の中では法務省が監督する司法書士と土地家屋調査士くらいでしょう

か。登記所へ登記申請をするという行為は重要なことなのです。それだけに

司法書士の名代として登記所へ出かけてもらうアシスタントには、高いレベ

ルの登記知識、事務能力を備える必要性があります。そうでなければ登記代

理人の司法書士はもとより、肝心の登記手続の当事者のお客さんが困ってし

まいます。

登記記録の権利部に記載される抵当権登記は、実質的な順位番号が第⚑順

位か第⚒順位かによって大きな利害得失が生じることになります。だから第

⚑順位の抵当権設定登記になるよう申請してほしいと頼まれると、何が何で

も何時までに登記所へ申請しなければ約束が果たせないという事件が往々に

してあります。もし訪ねる登記所を間違えて申請したらどうなるでしょう。

その登記申請は受理されないことになります。

不受理になったため、あわてて申請し直したものの、他の債権者に先を越

されて第⚒順位の抵当権になってしまっては、依頼された抵当権の優先順位

を確保できなくなり、あとになってお客さんから「どうしてくれるのか」と

ねじ込まれないとも限りません。ほんの、ちょっとした不注意がもとで、取

り返しのつかない事故につながる可能性がつきまとっているのが司法書士の

仕事です。そのことをぜひとも心に刻んでおく必要があるように思います。

登記事項要約書は、コンピュータ化後はインターネットを利用して全国ど

この登記所の管轄に属する土地建物の登記情報でも瞬時に入手できることは

ご存知でしょう。現行法は登記申請人本人または代理人が登記所に出かける

というこれまでの出頭主義の原則を廃止したのです。

法制改正のアイデアの兆しはすでにありました。あなたは「債権譲渡」と

いう言葉を知っているでしょう。たとえば、債権者Ａ（法人）が債務者Ｂに

対して有する貸付金債権をＣに債権譲渡した場合は、Ｂに確定日付ある通知
（一般的には内容証明郵便による）をしなければならない（民法467条）とされ
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ているところ、その特例として債権譲渡登記に代えることで対抗要件を備え

ることができる特例法があります。注目されるポイントは、この登記の申請

方法の特例です。申請人と登記所が使用する電子計算機とを電気通信回線を

通じて直接送信する方式が採用されたことです（動産・債権譲渡登記令⚗条⚕

項）。

この申請方法が不動産登記にも採用されて、登記申請のために登記権利者
（たとえば買主）と登記義務者（たとえば売主）が一緒に、または双方の登記

代理人である司法書士が、直接登記所へ出かける必要がないというオンライ

ン申請です。明治期以来昭和期を出頭主義の順守をモットーにしてきた世代

には、まさにコペルニクス的な変革です。

⚖ 新しい登記申請システムを知る

⑴ 登記申請方法が⚒つになった

本書ではあちこちで同じ用語を繰り返し使いますが、主に現在の不動産登

記法以外は旧法と称してお話しをしています。

現行法の登記申請は⚒つ方法のいずれかを選択することができます。その

⚑つはオンライン（法18条⚑号は「電子情報処理組織」（登記所の使用にかかる

電子計算機と申請人またはその代理人の使用にかかる電子計算機とを電気通信回

線で接続した電子処理組織をいう）を使用する方法という表現をしています）に

よる登記申請方法です。他の⚑つは従来どおりのペーパー（法18条⚒号は、

申請情報を記載した書面を提供する方法と表現しています）による登記申請方法

です。したがって、後者のペーパー申請によること、すなわち、これまでど

おりの登記申請書によることもできます。

オンライン申請か、ペーパー申請かのいずれを選べる⚒本立てですから、

オンライン登記申請が全国津々浦々までこぞって利用されるかどうかは可能

性の問題であり、現在は全登記所で一律に申請されているわけではありませ

ん。そこで本書ではペーパーによる申請方法、つまり「申請情報を記載した

書面を提出する方法」による登記の説明を進めていますが、オンライン申請

方法についても後述します。
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⑵ 申請は登記所に出かけなくてもよくなったが……

ご承知のとおり旧法は1898年（明治31年）⚗月16日に施行された法律で

す。たとえば「登記ハ登記権利者及ヒ登記義務者又ハ其代理人登記所ニ出頭

シテ之ヲ申請スルコトヲ要ス」（旧法26条⚑項）という片仮名まじりの親しみ

にくい表現でしたが、全体が平仮名口語体になったのでわかりやすく読むこ

とができるのが特徴です。

ところで当事者出頭主義に関する新旧対照条文を探してみるのですが、

「登記権利者および登記義務者又はその代理人が登記所に出頭して申請しな

ければならない」という趣旨の条文が見当たりません。確かに「登記は、法

令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱

託がなければ、することができない」（法16条⚑項）という条文があるもの

の、「出頭して申請しなければならない」という部分が消えています。

このことは「当事者出頭主義」が廃止されたことを意味します。オンライ

ン申請を主流にしようというのが現行法ですから、いつでもどこからでも登

記申請ができるというシステムのもとでは、生身の人間が直接登記所に出頭

する行為はナンセンスということでしょうか。それでは「申請情報を記載し

た書面を提出する方法」による場合はどうなのでしょうか。

オンライン申請とペーパー申請の場合の出頭義務に差異を設けていないの

で、ペーパー申請の場合にも従来どおり登記所の窓口まで当事者本人同士が

揃って持参するもよし、双方が⚑人の司法書士に委任してもよし、郵便局か

らの郵送もよし、信書便業者に頼むもよしというわけです。手段は不問です

から一見便利になったようにみえます。

⑶ 申請書に不備があったときは……

登記所に直接出かけなくてもよくなったのは大いに結構なことと思いたい

のですが、問題はその申請に不備があった場合の処理の仕方です。

法25条（旧法49条）は、登記官から不備を指摘されて、一定の期間内に補

正ができない場合には申請を却下すると定めています。管轄違い、申請情報

の内容が登記記録と符合しないとき、登録免許税を納付しないとき等々13項

目の却下条項が列挙されました。代理人司法書士の連絡先を記載することに

なったため、登記所から補正告知をするサービスが増えています。
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登記代理人司法書士の提供する申請情報は常に完全無欠とは限らず、登記

官から不備を指摘されることがあります。そうなると、これまでどおり補正

のため登記所に出かけなくてはなりません。

⑷ 権利書を廃止したが……

不動産登記制度が始まって以来、永年にわたって「権利書・権利証」と呼

ばれてきた「権利に関する登記済証」（旧法60条）が現行法施行とともに本

則上は廃止されて「登記識別情報」（法21条）という新しい概念のものが導

入されたのです。

次頁の見本①は初期の目隠しシールをはがしたものですが、この情報管理

には神経過敏になります。②は切り取り前の新型目隠しシールです。登記識

別情報について、「登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登

記名義人になる場合において、当該登記を完了したときは、速やかに、当該

申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない」
（法21条本文）と規定して、さらに「登記権利者及び登記義務者が共同して権

利に関する登記の申請をする場合その他の場合には、申請人は、その申請情

報と併せて登記義務者の登記識別情報を提供しなければならない」（法22条

本文）と定めたことから12桁の英数字が本人確認データになるためです。

⑸ 旧法の「権利書」は生きている

ところがです。全国の登記所が2005年（平成17年）⚓月⚗日を期して一斉

にオンライン登記所に移行されたわけではないので、現行法下の登記識別情

報と同視される「権利書」は過渡期的には旧法が混在する事態が今も続いて

います。したがって、次の⚒つの点が重要です。

① 旧法時代の権利書（登記済証）は依然として有効に機能すること。

② 特定の不動産を譲渡処分して失効しない限り（相続が開始した場合は

その時点で失効するのは従来と同じです）、依然として効力があること。

つまり、これまでの権利書がすべて無効になるわけではないことです。現

在でも、売主はこれまでどおりに手元の旧法下の権利書を提供して登記申請

をすることができます。「司法書士は登記の神様」とおだてられることがあ

るように、登記手続の専門的な知見は一般市民に比べればすぐれているとい

う社会的な評価があるだけに、執務現場では登記手続の仕組みを依頼者にわ
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かりやすく説明する専門家責任が問われます。

現行法の「登記識別情報」の用語の意味をはじめ、その適用の可否・時期

について、有資格者はもちろんのことアシスタントも正確な知識を身に付け

ておく必要があるといわなければなりません。

⑹ 「登記識別情報」を提供できないときは

新しい不動産登記法により創設されたのが「登記識別情報」（引き続き旧法

の権利書は有効に機能することは前述したとおり）ですが、旧法44条の保証書

制度の廃止によって、後記⑻の特定資格者による情報提供を除き、すべて以

下に述べる事前通知（前住所あての事例を含む）による登記申請方法によらな

ければなりません。

およそ次のとおり定めています。「登記官は、申請人が前条に規定する申

請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供する

ことができないときは、法務省令で定める方法により、同条に規定する登記

義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料

するときは法務省令で定める期間内に法務省令で定めるところによりその旨

の申出をすべき旨を通知しなければならない」（法23条⚑項参照）。

これは「受付」の時期を除けば、旧法時代の所有権に関する登記（抹消登

記を含む）の保証書制度と実質的な差異はみられないと考えるものです。他

方、次の条文はフレッシュな規定です。いわゆる「事前通知」です。
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「登記官は、前項の登記の申請が所有権に関するものである場合において、

同項の登記義務者の住所について変更の登記がされているときは、法務省令

で定める場合を除き、同項の申請に基づいて登記をする前に、法務省令で定

める方法により、同項の規定による通知のほか、当該登記義務者の登記記録

上の前の住所にあてて、当該申請があった旨を通知しなければならない」
（法23条⚒項）。なお、住所変更登記がなされた時期が、所有権移転登記申請

前⚓カ月を経過していない場合には前住所へも通知されます（不動産登記規

則71条⚒項⚒号）。

⑺ 虚偽・不実登記を許さない

私には過去に次のような個人体験があります。不動産所有者Ａの住所を無

断で転居届けをした者が、Ａの印鑑証明書の発行を受けて、新住所（本来の

所有者に無関係の場所）をもとに保証書により別人Ｂあての所有権移転登記

をすませた後、素知らぬ顔をして元の住所に戻してしまう公正証書不実記

載、私文書偽造の犯罪に出会ったことです。もちろん、その罪状の本体は他

人名義の不動産を詐取する犯罪です。

司法書士が登記代理人と保証人を引き受けた事例でしたが、おそらく犯罪

を企む者が、いわゆる他人に「成りすまし」て登記義務者Ａを装ったので

しょう。転居届け・転入届けを受理した市区町村役場の担当職員もまんまと

騙されたわけです。登記簿上は、本人Ａから別人Ｂに所有権移転登記がされ

たため、詳しい事情を知らない債権者ＣがＢに金銭を融資して抵当権設定登

記をしたところ、Ｂが債務不履行になったのでＣが抵当権実行としての競売

申立てをしたために、物件の現況調査に訪れた裁判所執行官から不法占有者

扱いされたＡがびっくり仰天して私の事務所に駆け込んできた事件でした。

とりあえずＢに対しては処分禁止の仮処分、債権者Ｃに対しては強制執行

停止命令の申立てをして、本案訴訟を提起してＢの所有権移転登記が無効で

あることを主張し、いずれの登記も抹消登記をしてことなきを得ましたが、

本来の所有者であるＡは無用な労力と費用の負担をさせられました。

そんな経験を有する私には、法23条⚒項で前住所にも通知をするという二

重のガードをして虚偽登記の横行を防止せんとする意図がよくわかります。
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⑻ 司法書士の重要な職責は真実性を確認すること

法23条⚔項は、前述の登記義務者に対する通知に代えて、司法書士・土地

家屋調査士・弁護士および公証人に対して登記義務者の確認権限を付与しま

した。条文の概要は次のとおりです。「登記識別情報を提供できない者に対

する登記官の通知規定は、当該申請が登記の申請の代理を業とすることがで

きる代理人によってされた場合であって、登記官が当該代理人から所定の登

記義務者であることを確認するために必要な情報の提供を受けて、かつ、そ

の内容を相当であると認めるとき及び公証人が同旨の認証をして登記官がそ

の内容を相当と認めるときは23条⚑項本文の通知規定を適用しない」。

この規定の意味するところは重要です。職業資格要件不問の旧法時代に司

法書士は、権利登記のプロフェッションとして、登記義務者の人違いなき保

証人を引き受ける事例は多々ありました。その中には、初対面の替え玉とお

ぼしき人物の口車に乗せられ、成りすまし人間を本人であると勘違いするな

ど明らかに「人違いがあるのに保証人になる例」をはじめ、たとえ登記義務

者が本人であることを確かめても、その本人の意思表示に欠缺があるとか、

成年被後見人など制限能力者であることを見過ごし、あるいは自称代理人の

巧言を軽信して無権代理行為をさも真正であるかのように錯誤してしまい、

不動産取引の相手方（買主、債権者などの登記権利者）から委任契約上の債務

不履行、不法行為上の過失責任を問う民事訴訟の被告にされた事例は公刊さ

れた判例集に数多く登載されています。

これまで絶対多数の司法書士は、登記義務者本人が本人であること、登記

意思が真正であることを確認する作業には慎重にも慎重を期す執務態度で臨

んできました。その永年の実績が、前述の資格者代理人の⚑人として本人確

認情報提供権限が認められたものと私は考えています。

⑼ 具体的に真実性を確認する方法

個人的な経験をふまえて登記義務者の確認法を紹介しましょう。旧法時代

に被保証人から権利書をなくしてしまい、差し迫った所有権移転登記の申請

ができないので人違いなき保証人を引き受けてほしいと頼まれた事例では、

その人に直に面接をしても印鑑・印鑑証明書・住民票・名刺の類の提示を受

けただけでは本人であることが確信できないことがありました。現在は
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「人」の確認のためには、顔写真付き公的証明書（運転免許証・パスポート、

運転経歴証明書、住基カードなど）の提示を求めて、失礼をかえりみず「じろ

じろ」と面前の「本人」と証明書上の写真とを照らし合わせるのが典型的な

本人確認法です。

それでも、中にはクルマに乗らない、外国旅行の経験がない等々の理由で

顔写真付き証明書を携帯しない人もいます。その場合には、健康保険証、国

民年金手帳、後期高齢者医療被保険証、その他の公的身分証明書など⚒つ以

上の資料の提示をもって代用することになります。けれども、顔写真がない

だけに氏名・住所・生年月日が記載されていてもこれらの資料は本人確認の

決定打に欠ける証明資料です。

そういう場合は、アルバムの提供、戸籍謄本の交付、自宅・職場訪問をす

るとか近所の人に聞き合わせをすることにします。

自称代理人から被保証人のために保証引受けを依頼される場合もありまし

た。この場合は、本人との往復書簡、電話照会、FAX 交換によって代理権

付与の事実を確認するとともに代理人自身については代理権限証書（委任

状、業務権限付与証書など）を求めるほか、前述の本人確認と同様の措置を講

じることにしていましたが、現在は必ず本人面接をするのが原則です。

次に「登記意思」の確認も重要です。ついつい「人」の確認に気をとられ

て手を抜きかねない問題です。誰のため、何の登記のために、どの不動産を

目的にその登記申請をするのかが不詳の場合に問題が起きやすいようです。

たとえば、提示された差し入れ式の抵当権設定契約書を見ると、抵当権者の

氏名・住所、債権契約日、債権額・利率、目的不動産の表示の一部または全

部が白地である等々の場合には、「はい、そうですか」といって、司法書士

が依頼者のいうがままに白地部分を埋めることを手伝って、形ばかりを調え

ることですませようとするのは、はたして登記意思の真実性を充足したこと

になるでしょうか。

そこで依頼される登記の内容について根ほり葉ほり依頼者（中には弁識力

に欠ける高齢者がいる）、とりわけ登記義務者（抵当権設定登記の場合は担保提

供者です。債務者イコール担保提供者の事例ばかりではなく、第三者が担保提供

者になることが往々にしてあります）が本当に登記意思があることが契約書上
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認定しかねる場合には、たとえ「しつこい司法書士だな」とみられても、専

門家の目から見て納得できるまでとことん精査する必要があります。

上述の「人」の確認はこれまでも実践してきた執務作法ではありますが、

現行法ではその日時・場所・手段・状況など具体的な事実・事情までを正確

に調査した報告情報の提供を法制化したわけです。さらに2008年（平成20

年）⚓月⚑日完全施行の犯罪による収益移転防止法の下で非常に厳しくなり

ました。

⑽ うその本人確認情報提供による刑事罰

登記義務者の確認は、個々の司法書士が好き好きのレベルの適当なやり方

ではすまないことに注意しなければなりません。司法書士が資格者代理人と

して登記識別情報を提供できない者のために、事前通知手続を省いて一刻も

早く登記申請をしてあげようというサービス精神から出た善意の行為であっ

ても、登記義務者の「人・意思」の真実性を確認する際にいい加減な調査で

お茶をにごして、登記所に虚偽（完全なウソでなくても真実性が疑われる）の

情報を提供すれば、⚒年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる刑

事罰が科されることを覚悟する必要があります（法160条）。すなわち、旧法

時代の保証書の保証人引受けによる「確実な知識がないのに保証をした者は

⚑年以下の懲役又は50万円以下の罰金を課す」（旧法158条）規定に比べると

厳格になりました。

旧法時代のことですが、「司法書士が保証人引受けを渋るので自分たちで

保証書を用意する。それなら文句はないだろう」と語気を荒らげる関係者が

いました。形式の整った他人が作成した保証書を準備してくれば、司法書士

に責任がなさそうに見えますが、その書面の真実性を本人に確かめなければ

登記委任契約上の債務不履行責任は免れなかったのです。

ところで現在は、旧法時代と違い法定資格者以外の者による確認情報の提

供を一切認めません。したがって登記識別情報を提供できない者のためにす

る本人確認情報提供の仕事には一段と厳しい姿勢が求められます。少なくと

も「知らない仲ではないし、まあ、この程度でいいか」というような安易な

態度をとれば、のちのち司法書士業務の禁止処分を覚悟しなければなりませ

ん。
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法律違反容疑で懲役⚑年⚒カ月の罪に処された、ある刑事裁判事件を要約

して紹介しましょう。それは2005年（平成17年）12月21日のことでした。そ

の事件の事実関係のあらましを説明しますと、「被告人司法書士は、共犯者

のＢが、その実父Ａが高度の痴呆のため事理の弁識が極めて困難な状態に

陥っていることを利用して、Ａが所有する土地をＡに無断でＣ会社に売却し

ようと企てていたことから、Ｂの依頼により、その売却に伴うＣ会社に対す

る所有権移転登記を完遂すべく、その登記申請に必要なＡ名義の関係書類を

偽造・行使するとともに登記官に虚偽の本人確認を提供しようと企て、Ｂと

仲介業者らと共謀のうえ、2005年（平成17年）⚕月19日ころＡが入院してい

る病院において、行使の目的で、意思能力が欠如したＡの右手にボールペン

を握らせて、ＢがＡの右手をとり、本件登記申請に関する一切の件を被告人

司法書士に委任する旨の委任状の委任者欄と登記原因証明情報と題する書面

の売主欄に勝手に署名し、無断で印鑑を押捺して偽造した。

被告人司法書士は数日後に前記委任状・登記原因証明情報とともに『本人

確認情報』と題する書面を登記官に提出してＡに関する情報を提供したが、

Ａと面接した折りには高度の痴呆により意思能力を欠いていて、本件登記申

請について権限を有することの確認ができなかったのに、被告人司法書士の

本人確認情報には、Ａが自己の住所・氏名・年齢・干支等につき、正確に回

答したこと、権利取得原因と周辺事情に関するＡの回答に特段の疑うべき事

情がなかったなど虚偽の情報を登記官に提供した」という事件です。

裁判所が有罪と認定した量刑の理由は、「被告人司法書士は、Ａが高度の

痴呆のため自己の財産を処分する能力を失っていることを十分に認識してい

たのであり、Ｂらの強い働きかけを断りきれず、表沙汰にならなければよ

い、という安易な考えから、司法書士としての職責を放棄し、Ｂから高額の

報酬の申出にも目がくらみ、本件犯行を敢行したもので、もとより、その安

易かつ利欲的な動機には何ら酌むべきものを見出し得ない。被告人司法書士

らの犯行の結果、本件土地は何らＡの意思に基づかずに⚑億円で勝手に売却

されてしまい、所有権移転登記がされた。このことは、登記名義人の本人確

認事務につき、司法書士等に一定の公証機能まで付与した改正不動産登記法

を悪用したものであり、⚑年⚒カ月の実刑は免れない」というものです（最

⚖ 新しい登記申請システムを知る
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高裁判所ホームぺージより）。

現行法が施行されてまもない時期に発生したこの刑事事件に震撼とさせら

れた思いの司法書士（当然に私も含みます）としては、あらためて「本人確

認情報」を提供することの重要性を認識して「他山の石」にしなければなり

ません。

⑾ 登記原因証明情報の提供義務

法61条は「権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段

の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提

供しなければならない」と定めました。旧法時代には、「登記原因を証する

書面」（旧法35条⚑項⚒号）の添付をしない事例では「申請書副本」（旧法40

条）で代用できましたが、申請書副本制度の廃止に伴い、従前の原因証書の

有効要件を加重した「登記原因証明情報」は、電子申請であろうと書面申請

であろうと権利の登記申請においては必ず提供しなければならないことを頭

の中に叩きこんでおく必要があります。

永年にわたって司法書士の仕事をしてきた者にとっては想定外の変革に見

えますが、特に注意を要するのは、この登記原因証明情報は、いったん登記

申請情報（申請書）とともに登記所に提供すると返還されないことになった

ことです。もっとも原本還付の扱いは認められます。旧法時代の原因証書は

登記が完了すると登記済印判を押捺して還付される仕組みでしたから、それ

に比べると大きな違いのあることがわかります。

⑿ 要するに何に留意すべきか

あれこれ（法改正）の仕組みの主な特徴について概説してきましたが、要

するに2005年（平成17年）⚓月⚗日以降の書面による登記申請はどうなった

のか、それが執務上の関心事かもしれません。さしあたって留意すべき点と

しては、

① 登記申請方法にオンライン申請が創設されたものの、旧法時代と同じ

ように書面申請ができること

② 申請人また代理人の直接出頭主義が廃止されたものの、受付番号・順

位の確保のためと補正・登記完了による登記識別情報通知書の受領行為

のためには出頭方式または書留郵便等による方式の利用が安全なこと

第⚗章 いよいよ本番、登記所の仕事
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