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表示登記の申請はオンラインで〔第6回〕

―土地家屋調査士のためのオンライン申請―

はじめに
第1回から第3回まで担当しておりました中原です。合筆の登記についてもご要望があるとのことで急遽再登板するこ

となりました。十分な肩慣らしができておりませんので多少球筋（論旨）のコントロールが定まらないかも知れません。そ
れでもどうか最後までお付き合いください。

さて、オンライン登記申請に関するスキルアップ研修会が各地で盛んに行われております。大変喜ばしいことと思いま
す。しかしながら、スキルの向上のみにとらわれて「何故オンライン申請をしなければならないか」という問題を考えるこ
とを忘れてはなりません。

数年前、当時の経済財政担当大臣が国会演説で「日本経済はもはや一流とはいえない」と発言したことは記憶に新しいと
ころです。ついこの間まで、日本は経済大国である、一流の国家である、ということを信じていたものにとっては大変ショッ
クな言葉でした。それ程までに国家間の競争、新興国の追い上げは激しく、急速なものと思えます。それでは、これまで
どおり我が国の繁栄を維持し、今後も発展していくためにはどのようにしたらよいのでしょうか。そのことに対する一つ
の処方箋が平成12年11月27日付けのIT戦略会議による「IT基本戦略」にあります。そこでは将来における我が国の経済
的な繁栄と、国民全体のより豊かな生活を実現するために知識創発型社会の実現が標榜され、具体的には5年以内の世界
最先端のIT国家建設が目標と定められました。事実その後、IT基盤の確立と機器の普及には一定の成果を得ることがで
きました。さらに、平成18年1月19日付けのIT戦略本部による「IT新改革戦略」においては、ITを利活用したユビキタス
社会の実現と持続的なIT国家の維持が謳われました。また、平成20年9月に内閣官房IT担当室から「オンライン利用拡
大行動計画」が示され（千葉和信「オンライン利用拡大行動計画の概要について」株式会社テイハン発行「登記研究」730号
1ページ以下参照）、ここでは登記など、国民生活に密接に関連ある重点手続の3年後、5年後のオンライン利用目標値が
設定されました。加えて、目標達成のための具体的な取り組み手法まで明らかになりました。本年6月に示されました「新
オンライン登記申請システム骨子案」（「登記研究」736号187ページ参照）についてもユーザビリティ向上など、この考え
方の延長線上にあるものと考えられます。不動産登記の申請はその多くが資格者代理人を通して申請されます。システム
自体のオンライン化が進んでも、その利用率が向上しないとしたら、その責任の多くは私たち資格者代理人にあると申せ
ましょう。昨今のオンライン申請推進の盛り上がりを機に、是非、もう一回り大きな私たち土地家屋調査士の社会的使命
にも思いを馳せていただきたいと思います。

少々迂遠なお話しをしてしまいました。本題に入りましょう。今回は趣を変えて、ベテラン調査士の古山さんと合筆の
登記の依頼をされるお客様（乙林さん）との会話ではじまります。合筆の登記は土地家屋調査士にとって数少ない権利に
関わる重要な登記ではありますが、必ずしも取り扱う事件数は多くありません。そこで、普段の経験の不足を申請人の目
線からお話しを起こすことで補いつつ、基本的知識を再確認しながらお話しを展開してまいります。

なお、意見にわたる部分は筆者の個人的見解でありますのであらかじめお断り申し上げます。また、パソコンの取扱い
に関する記述には、必ずしも一般的でない表現があるかもしれませんがあらかじめご容赦のほどお願いします。
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日本土地家屋調査士会連合会オンライン登記推進室　委員　中原照泰
	

合筆の登記編

【古山事務所にて】

顧客（乙林）：こんにちは。昨年、新築した共同住宅
の登記でお世話になった仲町の乙林です。その節は
大変お世話になりました。

今日お邪魔したのは、そのアパートの敷地が二筆
になっているものですから管理上不便で仕方がな
い。一体として利用しているものですし、一筆にま
とめることはできないかという御相談なのです。

古山：こちらこそお世話になりました。昨日お電話
いただいたそうですね。ご依頼の内容は補助者から
聞いております。あの土地の件は良く覚えています
よ。お隣の家の飼い犬が喧しくて建物調査の時に苦
労しました。確か一筆は10年ほど前に相続で取得
されて、もう一筆は昨年隣地を分割して、買い増し
をされた土地でしたね。
乙林：そうです。相続した土地の上には古い貸家が
あり、それを取壊して共同住宅を新築しました。昨
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日お電話で補助者の方からお聞きしたところ、二筆
を一筆にまとめる登記を「合筆の登記」と言うそうで
すね。ご案内いただいた必要書類は持参しました。

その中で、10年ほど前に父から相続で取得した
土地の権利証はおなじみの「登記済証」なのですが、
昨年売買で取得した土地については「登記識別情報
通知書」なのですね。
古山：そうです。司法書士の方から「登記識別情報
通知書」を渡されるときにご説明があったと思いま
すが、オンライン申請の導入を大きな柱とする新し
い不動産登記法ではそれが従来の「登記済証」のよう
な役割を果たします。大切にしてくださいね。

ところで合筆の登記にはいろいろと制限（法第41
条各号）があります。事前に調べさせていただいた
ところではいずれの土地も合筆の登記の制限には抵
触しません。ご希望にそった登記処理が可能と思え
ます。
乙林：オンライン申請の導入が柱とおっしゃいまし
たが先生もパソコンをやられるのですか？
古山：もちろんです。これまで長くこの業務に携
わってきました。大波小波の苦難をどれほど乗り越
えてきたかわかりません。それに比べればオンライ
ン申請など楽なものです。安心してお任せください。
乙林：頼もしいですね。それでは私の合筆の登記も
オンラインで申請するのですか？

お差し支えなければ見学させていただけないで
しょうか？
古山：良いですよ。この間、新川君に教えてもらっ
たばかり、いや、どうぞカウンターの中にお入りく
ださい。
乙林：持参しましたのは先ほどの書類と実印、印鑑
登録証明書です。これでよろしいでしょうか？
古山：結構です。委任状は作成しておきましたので
内容をご確認の上、署名捺印願います。所有権の登
記ある土地の合筆の登記には合筆する土地の登記名
義人の登記済証若しくは登記識別情報が必要です。
しかし、必要とされるのは合筆する土地のうち、ど
れか一筆のもので差し支えありません。紙媒体の登
記済証はオンラインでは送信できません。昨年1月
からの「特例方式」という制度を利用して法務局へ送
付又は持参する方法もありますが、他の一筆には登
記識別情報があることから今回はこれを使いオンラ
インで申請してみましょう。いかがでしょうか？
乙林：わかりました。委任状の委任条項中に「登記

識別情報の暗号化に関する一切の権限」とか「登記識
別情報の復号に関する一切の権限」などと書かれて
います。暗号化、復号など、平和な今の時代には不
似合いな違和感のある言葉です。先の大戦中には日
本軍が「紫暗号」（パープル暗号ともいう。）という難
解な暗号を使用したと本で読んだことがあります。
その解読の成否が勝敗の帰趨を決めたとか、穏やか
ではありませんね。
古山：「暗号化」とは第三者に通信内容を読まれても
内容が理解できないようなものにすることです。「復
号」とはそれの逆で、暗号化したものを元に戻すこ
とを言います。合筆の登記のオンライン申請では通
常のオンライン申請で送信するファイル以外に登記
識別情報に関する3つのファイルを送信します。1
つ目は登記識別情報提供様式（以下「提供ファイル」
という。）で、現在ご所有の登記識別情報を暗号化し
て送信するためのものです。2つ目は登記識別情報
通知用特定ファイル届出様式（以下「通知ファイル」
という。）で、法務局から送られてくる登記識別情報
を暗号化するための「鍵」を入れてあります。3つ目
は登記識別情報をダウンロードする際に取得者を特
定するための取得者特定ファイル（以下「特定ファイ
ル」という。）です。1つ目と2つ目のファイルは申請
情報とともにオンライン申請システムに送信します
が、3つ目のファイルは登記が完了した後に登記識
別情報のダウンロード申請時に添付して送信しま
す。

先ほど、この登記識別情報が大切なものであるこ
とは申し上げました。しかしながら、この登記識別
情報通知書を所持していることが大切なのではな
く、この目隠しシールを取り除いた下に記載され
ている12桁の英数字（パスワード）が大切なのです。
このパスワードを法務局に直接送信したのでは不用
心きわまりないこととなります。インターネット上
では誰がどのような手段で通信を盗み見しているか
分かりません。法務局から送られてくる登記識別情
報についても同様です。それ故に登記識別情報の送
受信については暗号化と受領者の特定を図るため
に、このような3つのファイルを作成する必要があ
るのです。本来、この3つのファイルは申請人が作
成しなければならないのですが、実際問題として申
請人が作成するには無理があります。そこで申請人
から「特別な委任を受けた場合」は資格者代理人であ
る土地家屋調査士などの代理人が登記識別情報の暗
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【図1】

「提供」ファイル作成の要否 
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「通知」ファイル，「特定」ファイル作成の要否 
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号化や復号をすることができることとなりました。
「提供ファイル」や「通知ファイル」への電子署名は私
たちのICカードによって付与することとなります。
これが委任状に記載されている内容です。
乙林：良く読ませていただき署名捺印いたしまし
た。登記識別情報はPDFファイルや画像データな
どで送信するわけではないのですね。この「登記識
別情報通知書」をスキャニングしてPDFファイルと
し、それに電子署名を付与して送られるのかと想像
しておりました。

ところで、登記識別情報を紛失した場合やそもそ
も発行もされていない場合などもあるとお聞きしま
した。そのような場合はどうされるのですか。昔は
保証書制度などと呼ばれるものがあったような気が
するのですが今もあるのですか。
古山：そのような場合は私たち資格者による乙林さ
んの「本人確認情報」の提供など、他の手段で本人確
認をする道が残されています。ご安心ください。

また、当分の間、登記識別情報はオンラインで受
け取るだけではなく、法務局で受け取る方法や送付
により受け取る方法もあります（詳しくは「登記識別
情報の通知の方法について」を参照http://www.moj.
go.jp/MINJI/minji144.html）。そのような場合は「復
号」に関する委任条項は必要でなく、書面申請と同
様に「登記識別情報の受領に関する一切の権限」とい
う条項が必要となります。
乙林：昨年取得した土地を隣地の所有者が分筆する
際、土地家屋調査士である新川さんの事務所で分筆
の登記のオンライン申請を見せていただきました。
その時の印象として、手続が簡単かつスピーディー
で時代の進化を実感しました。これからはこういう
時代になるのですね。
古山：乙林さんは好奇心旺盛ですね。新川君はまだ
若いながらなかなか見所のある人間です。将来が楽
しみです。オンライン申請では私たちのようなベテ
ランから離れることなく、しっかりついてきて欲し
いですね。

さて、合筆の登記です。これは分筆の登記などの
ように簡単にはいきません。先ほど登記識別情報に
関するファイルを3つご紹介しましたが、必ずすべ
て作成する必要があるとは限りません。3つのファ
イルの要否はケースバイケースです。図にまとめま
したので御覧ください【図1、図2】。

乙林：これを見ますと3つのファイルを全く作成し
ないケースもありますね。たとえば登記済証を所持
していて、合筆後の土地の登記識別情報を窓口で受
け取る場合などがそれに当たりましょう。
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ところで、「登記識別情報」を提供しない正当な理
由がある場合とはどんな場合ですか？
古山：登記識別情報の不通知、申出に基づく失効、
失念、さらに登記識別情報を提供することにより登
記識別情報を適切に管理する上で支障が生ずる場合
と、登記識別情報を提供したとすれば当該申請に係
る不動産の取引を円滑に行うことができないおそれ
がある場合です。
乙林：「通知ファイル」には法務局から登記識別情報
を送信する際に登記識別情報を暗号化するための

「鍵」を作成、添付するそうですが、送信途上で他人
に盗み見され悪用されませんか？
古山：「通知ファイル」にはこちらが生成した「鍵」が
入っています。この「鍵」は2つの鍵を一組として生
成され、一つの鍵からはもう一方の鍵は決して類推
できず、どちらかの鍵で暗号化されたものはもう一
方でしか復号できない仕組みのものです。この内、
一つ鍵を送信し、登記完了後にダウンロードできる
登記識別情報はこの鍵によって暗号化されて送られ
てきます。復号するためには手元に残っている鍵の
みが可能となります。

いずれにいたしましても、これらは登記識別情報
をオンラインで受領するためのファイルですから、
登記識別情報通知書を法務局の窓口で受領したり、
代理人あてなどに送付してもらう場合には不要とな
りますので注意が必要です。
古山：それでは早速、登記識別情報に関するもろも
ろのファイル作成とまいりましょう。ファイル作成
についても流れ図を作成しました。御覧ください

【図3】。法務省オンライン申請システムのサイトか
ら詳しい登記申請書作成支援ソフトウェア操作手引
書（http://shinsei.moj.go.jp/usage/zyunbi_shougyou.
html）がダウンロードできます。これを見ながら操
作すればまず間違いはありませんが、若干異なると
ころもあります。合筆の登記の場合は義務者、権利
者の区別は不要ですから、申請者情報フォルダは一
つでも良いでしょう。「提供ファイル」にしても「通
知ファイル」にしても、「申請者情報の設定」部分は
共通です。ここから始めます。よろしいでしょうか。
乙林：どうぞお願いします。
古山：新川さんの事務所で御覧になったように事件
フォルダを作成することは分筆の登記などと同様で
す。さらに合筆の登記ではそのフォルダの中に「申
請者情報」というフォルダを作成します。このフォ

ルダの作成方法、場所、数については色々な考え方
があり、これがベストであるとは申し上げられませ
ん。一例と言うことです。作成される方の考え方で
色々と工夫する余地があると思います。

次に、登記申請書作成支援ソフトウェアを起動さ
せます。その中で、「登記識別情報関係様式作成」ボ
タンをクリック【図4】。さらに「登記識別情報関係様
式の作成」【図5】、「申請者情報の設定」とクリックし
ます【図6】。申請者情報の格納フォルダを尋ねてき
ますので、先ほど作成しておいた「申請者情報」を選
択します【図7】。表示される申請者情報設定画面で
氏名、住所を入力し「設定」をクリックします【図8】。
住所は全角で入力することを忘れないでください。

「Info」画面が出ましたら「了解」をクリックし、関係
様式作成画面に戻ります。

ところで、【図8】の画面下段で「暗号化鍵の生成」
ボタンが表示されています。これは「通知ファイル」
を作成するときに使用します。「提供ファイル」の作
成では使用しませんが、「通知ファイル」の作成も必
要であればここで合わせて作成してしまうこともで
きます。この画面【図8】で「暗号化鍵の生成」ボタン
をクリック。パスワード設定画面にて任意のパスワー
ドを2回入力します【図9】。このパスワードは決して
忘れないようにしてください。あとで法務局から送

【図3】

登記識別情報に関するファイル作成の流れ 
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られてくる登記識別情報を復号するのに必要となり
ます。暗号化鍵が生成された旨のメッセージが出ま
す。「了解」をクリック。申請者情報設定画面に戻り
ますが、下段の暗号化鍵の生成状況が「生成済」とな
りました。「設定」をクリック【図10】。関係様式作成
画面に戻ります。これで申請者情報は完成です。

次に「提供ファイル」の作成です。登記識別情報関
係様式作成画面【図6】から「登記識別情報提供様式の
内容入力」をクリックします。入力画面が表示されま
したら登記の目的欄に「合筆」、登記権利者欄に「乙林
次郎」と入力。さらに下段左側の「物件追加」ボタンを
押して物件詳細設定画面を表示させます【図11】。登
記識別情報を提供する土地の表示等を入力した後、
下段にある登記識別情報「入力」ボタンを押します

【図12】。入力画面が開きましたらご持参いただいた
登記識別情報通知書の目隠しシールを剥がさせてい
ただいて記載されている登記識別情報（パスワード）
を入力します【図13】。誤入力しないように入力した
文字の表示方法が選択できます。「確定」ボタンを押
します。物件詳細設定画面に戻り、登記識別情報の
状態が「入力済」となっていることを確認して「設定」
ボタンを押します【図14】。登記識別情報提供様式内
容入力に戻ります【図11】。物件の情報が表示されて
いることを確認してください。他に追加する物件が
なければ「設定」ボタンを押して「登記識別情報関係
様式作成」画面に戻ります【図6】。中段の「登記識別
情報提供様式の出力」をクリックします。署名情報
元選択画面となります。土地家屋調査士ですから「IC
カード」を選択【図15】。パスワード設定画面からPIN
コードを入力して「設定」ボタンを押します【図16】。「提
供ファイル」を格納するフォルダを尋ねてきますので
先ほど作成したフォルダを選択し「決定」ボタンを押
します【図17】。出力が終わりましたら「了解」ボタン
を押します。「申請者処理の終了」ボタン、「終了」ボ
タンと順に押して作業を終了します。

【図4】

【図5】

【図6】

【図7】

【図8】
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【図9】

【図10】

【図11】

【図12】

【図13】

【図14】

【図15】

【図16】
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古山：これを開くとこんな感じです【図20】。この
XMLファイルこそが「提供ファイル」なのです。後
で申請するときには忘れずにこのファイルを添付し
なければなりません。

次に「通知ファイル」の作成に移りましょう。こち
らも申請者情報の作成から行いますが、先ほど「提
供ファイル」の作成時に暗号化鍵まで作成してしま
いました。「提供ファイル」が必要なく、「通知ファ
イル」のみが必要な場合は申請者情報の作成を初め
から行ってください。

今回は暗号化鍵は生成済ですので「登記識別情報
関係様式作成」画面から始めます。中段「登記識別情
報通知用特定ファイル届出様式の出力」をクリック

【図21】。署名情報元選択画面があらわれます。土
地家屋調査士ですから「ICカード」を選択。PINコー
ド入力後、「設定」ボタンを押します。「通知ファイル」
格納先フォルダについて尋ねてきますので先程から
使っています申請者情報フォルダを選択。出力が完
了したら「了解」ボタンを押します。これで「通知ファ
イル」は完成です。

引き続き「特定ファイル」の生成について尋ねてき
ます。続けて処理してしまいましょう。「はい」をク
リック【図22】。「特定ファイル」の格納先フォルダ
を尋ねてきますので、これまでと同様、申請者情報
フォルダにして「決定」ボタンを押します。出力完了
となれば「了解」ボタンを押します。申請者処理の終
了ボタンを押して一連の作業は終了です。

乙林：先ほどの画面中段に「登記識別情報提供様式
の表示」がありますね【図18】。そう。それです。そ
れをクリックして作成した提供様式を見ることはで
きるのでしょうか？先ほどの申請者情報のフォルダ
内にofferform_○○○○○○.xmlというファイルが
あらわれましたね【図19】。

【図17】

【図18】

【図19】

【図20】
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乙林：ここでも先ほどと同様に作成したファイルを
見ることができるのでしょうか。たとえば登記識別
情報関係様式作成の画面、下から2段目の「登記識
別情報通知用特定ファイル届出様式の表示」ボタン
がありますね【図23】。

古 山：ここですね。申請者情報フォルダにある
claimform_○○○○○○.xmlを開いてみましょう【図24】。
直近に処理した他の申請者情報フォルダを開いてし
まうこともありますので、該当する事件のフォルダか

否かよく確認して開きます。これが「通知ファイル」で
す【図25】。先ほど申請者情報で生成した一組の鍵の
うち、一つをここに納めます。登記識別情報をオンラ
インで取得する場合、この鍵で暗号化してもらいま
す。復号は残ったもう一方の鍵、こちらの鍵でしか
できないこととなります。お分かりでしょうか？

【図21】

【図22】

【図23】

【図24】

【図25】

【図26】

【図27】

乙林：ぼんやりと。ところで「特定ファイル」はどのよう
なものなのですか？クリックして見せてください【図26】。

古山：同様です。rightspecific_○○○○○○.xmlが
取得者特定ファイルです【図27】。開いてみるとこん
な感じです【図28】。

【図28】
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【図29】

乙林：ようやく3つのファイルが完成しましたね。
「提供ファイル」のファイル名が「offerform」、「通知
ファイル」のファイル名が「claim	form」、「特定ファ
イル」のファイル名が「rightspecific」とすべて横文字
です。苦手だな。先生方は大変ですね。依頼する立
場で助かりましたよ。この先も棘の道でしょうか？
古山：次は申請情報作成です。これは分筆の登記と
同じようなものですから簡単です。ただし合筆の登
記用の申請様式は用意されていません。登記申請書
作成支援ソフトウェアを起動し、代表的な様式を変
形して作成します【図29】。

注意すべきところは、申請人の「名義人情報追加」
ボタンです。横のプルダウンリストから「識別情報区
分」をクリックして「名義人情報追加」ボタンを押しま
す。提供の有無が出ますので今回の場合は「有り」を
選択。さらに、もう一度プルダウンリストから「識別
情報発行区分」をクリックして「名義人情報追加」を
クリックします。登記識別情報通知希望の有無が出
ますので今回は「希望する」となります【図30】。それ
から土地の表示についても若干書面申請と異なると
ころがあります（本誌734号198 ～ 199ページ参照）。
そんなところでしょう。そうそう、「提供ファイル」
と「通知ファイル」を申請情報に添付することを忘れ
てはなりませんね。

【図30】

乙林：たとえば、登記識別情報がなくて、登記済証
のみの場合はどのように記載するのですか。
古山：登記識別情報の提供の有無を「無し」にします。

登記識別情報を提供できない理由欄が出ますが、添
付情報欄に「登記済証（特例・持参・送付）等」と記録
することから、理由欄には何も記録しなくとも良い
こととされています。
乙林：昨年、新川さんの事務所で体験した分筆の登
記とはずいぶん趣が違いましたね。慣れるまでは苦
労されましたでしょう。
古山：申請後、登記識別情報の受領までの流れもお
見せしましょうか。ちょうど研修資料として作成し
たものがあります。
乙林：乗りかかった船です。見せていただきましょう。
古山：登記が終わりますと登記完了証が発行される
ことは分筆の登記と変わりありません。それをダウ
ンロード後、新たに登記識別情報を受け取る申請を
してから登記識別情報をダウンロードします。

先ずは登記申請書作成支援ソフトウェアを起動し
ます。「新規作成」から様式集の「02.登記識別情報通
知ダウンロード様式」を選択、フォルダは事件フォ
ルダの下に新たな入れ物として「登記識別情報通知」
フォルダを作成、指定しましょう【図31】。申請情報に
申請番号、申請人、代理人項目を入力します【図32】。
あとはいつもと同じような申請ですから難しいこと
はないのです。注意すべきことは、ログイン後の「申
請データ作成メニュー」で「通知ファイル」とともに
作成した「特定ファイル」を忘れずにそこで添付する
ことです【図33】。

申請後、しばらくすると公文書が発行された旨の
表示が「処理状況一覧」に表示されます【図34】。こ
れをダウンロード。再び登記申請書作成支援ソフト
ウェアを起動して「登記識別情報通知の表示」をク
リック。「申請者情報の読込」で「申請者情報」フォル
ダを続けてクリック。登記識別情報表示の画面に移
ると「通知（公文書）の読込」ボタンがアクティブに
なります【図35】。このボタンをクリックしてダウ
ンロードした「discriminfo_0001」なるフォルダをク
リック。ここでパスワードを尋ねてきますので「通
知ファイル」の作成時に入力したパスワードを入力。

「登記識別情報表示」の画面に戻って登記識別情報欄
に情報が表示されていることを確認します【図36】。
この表示をクリックして反転表示させ、さらに横の

「通知表示」ボタンを押すと通知書（PDFファイル）
を表示させることができます。登記識別情報を取り
込んで表示しますとこんな感じです【図37】。
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【図31】

【図32】

【図33】

【図34】

【図35】

【図36】

【図37】
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乙林：法務局で交付される登記識別情報通知と変わ
りませんね。公印が無いだけです。
古山：ここで注意したいのは、これを薄い紙に印字
すると、たとえ市販の目隠しシールを上から貼って
も明るい光源にかざすと文字が透けて見えてしまう
ことです。登記識別情報は秘匿性の高い情報ですか
ら、のぞき見られるようでは意味がありません。工
夫が必要です。また、申請人に対して、この登記識
別情報を渡して、パソコン上のデータを削除しただ
けではデータは消えていません。いわばインデック
スを削除しただけですので、削除状態から復元する
ことは可能です。パソコンから完全に抹消するため
にはデータの上書きが必要です。
乙林：色々とセキュリティに注意しなければならな
いのですね。データのバックアップも必要でしょ
う。それにしても合筆の登記はなかなか厄介なもの
です。
古山：6月には「新オンライン申請システム骨子案」
が公表されました。これは一口に言って、使い勝手
の向上を目指したものと考えられます。これまでの
申請システム上の不具合、問題点を大きく改善して
いただけるものでしょう。たとえば、今見ていただ
いた合筆の登記のファイル作成や送信方法について
もより簡便になることを期待したいですね。

また最近の話題として、これまでオンライン申請
を利用し、電子納付した登録免許税について、申請
の取下げなどした場合には申請人に還付されること
となっていました。このことは資格者代理人が登録
免許税を立替えているような場合にあっては大変不
都合です。そこで6月22日からこの還付金を申請
代理人が受領できる道が開けました（平成21年6月
16日付け法務省民二・民商第1440号法務省民事局
民事第二課長及び法務省民事局商事課長依命通知）。
このようにオンライン申請の障壁となっていたもの
が一つ一つ取り除かれつつあります。いずれにして
もこのシステムが常に進化、発展を続けるものであ
ることは間違いありません。

ところで、問題は資格者代理人である土地家屋調
査士にあるのではないでしょうか。オンライン申請
について、不平、不満を言っているだけではなく、
投げ返されてきたボールをしっかり打ち返さなけれ
ばなりません。しかもオンライン申請事件数の増加
という確かな実績をもって…。
乙林：それは責任重大ですね。

古山：どんなシステムでも完璧ということはありま
せん。あとは「足らぬ足らぬは工夫が足らぬ」の精神
でオンライン申請を進めていただくほかありませ
ん。国も竹槍で飛行機を墜とせと言っているわけで
はないのですから…。
乙林：すいぶんと時代がかったお話しになりました
ね。「紫暗号」を持ち出したのが悪かったのかな。

結局、あの暗号は連合国側に解読されてしまった
のでしょうかね。そうだとすると、絶対に解読でき
ない暗号などないのではないでしょうか。このシス
テムのセキュリティも心配です。
古山：時代の進化とともにセキュリティも向上させ
る必要がありましょう。土地家屋調査士が電子署名
に利用しているICカードは日本土地家屋調査士会
連合会特定認証局が発行しています。この認証局の
運営、管理は厳格を極めるとともに、5年毎の更新
も法律で義務づけられています。

さらに先ほどおっしゃった意味での暗号強度を高
める必要にも迫られており、更新に要する大きな経
済的負担をどうするか、これも喫緊の課題であると
聞いています。
乙林：認証局が維持できなくなればオンライン申請
の基盤が崩れてしまいます。それは一大事だ。

それにしても先生のようなベテランの土地家屋調
査士がオンライン申請の先頭に立って若い人たちを
リードされる姿は頼もしい。俗に「情報（IT）弱者」
なる言葉があります。私たちならいざ知らず、国民
が杖とも柱とも頼む土地家屋調査士が「情報（IT）弱
者」では困ります。これからも頑張ってください。

ところで話は変わりますが、合筆の登記の際、私
が提供した登記識別情報が偽りであったり、失効し
たものであったりした場合はどうなるのでしょう
か。申請した後で「これは違いますよ」では困りま
しょう。
古山：お褒めにあずかり光栄です。ご質問について
は、登記申請前に登記識別情報の有効証明を得るこ
とで確認できるようです。乙林さんが今度いらっ
しゃるまでに新川君に良く聞いておきましょう。

（この記事は、株式会社テイハン発行「登記研究第
738号平成21年8月号」に掲載されたものです。）




