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はじめに

租税特別措置法84条の5による減税が平成22年
1月1日より施行になることから、その減免措置を
受けるためには建物の表題登記申請をオンラインに
よる申請で行うことが条件となりました。おそらく、
全国の会員の皆様は12月初旬頃から、建物の表題
登記申請をする場合、オンラインによる登記申請を
された方が多いことでしょう。

私が所属する東京会でも、11月末頃より、オン
ラインによる登記申請の環境設定から甲号申請まで
の質問が急に増加しました。今まで、書面による申
請しかしていなかった会員が、急にオンラインによ
る登記申請に切り替えるのですから、当然にその手
順等に苦労されておりました。また、質問を受ける
担当者も、思いもよらない状況や単純なミスによる
不具合等に困惑する毎日でした。しかしながら、一
度オンラインによる登記申請にチャレンジし、不具
合や操作に苦労し、何度も質問を繰り返された会員
は、登記申請の完了に達成感を持たれ、「登記完了
しました」という報告の際、その声が快く聞こえま
した。

私が各所で研修会等を担当させていただき、「3
度申請すればもう書面申請には戻れません」と必ず
申し上げさせていただきましたが、その感覚を持た
れた会員の皆様は多いことでしょう。

そこで、本稿では、租税特別措置法84条の5の
施行に伴い、最近、オンラインによる登記申請を始
められた会員の皆様も多いことと思いますので、こ
れまでに私が担当させていただいた質問等、また、
経験させていただいた事例の中から、注意点等をつ
づらせていただき、会員皆様の今後の業務にお役に
立てばと思います。

なお、記載の表現、意見等については筆者の個人
的な見解であることをあらかじめお断り申し上げま
す。また、その説明、名称等に一般的ではない表現
等があるかもしれませんがあわせてご容赦ください。

オンライン申請体験談

オンライン登記申請の注意点等

申請の方法

さて、おそらく会員の皆さんがはじめにご苦労さ
れたのは、いったいどうすればその登記申請がオン
ラインによる登記申請として成立するのか？或いは
何が必要なのか？ではないでしょうか。別紙1に申
請の流れをわかりやすく記載しました。

これは、オンラインによる登記申請の際にどのよ
うな電子情報、添付情報等に電子署名をするかしな
いか、どこに気をつければよいかを私なりに一覧化
したものです。

一番上の段がいわゆる①完全オンライン方式、中
段が推奨方法である②委任状のみを特例方式で提出
する方法、下段が③申請情報のみを電子情報で送信
し、その他の添付情報は全て特例方式となっていま
す。（当然ですが、ぞうさんは送りません。）

この①の方法は、登記令第12条に則った申請方
法で、申請人も電子署名を行って申請する方法です。
私自身もまだ1度だけしか利用したことがありませ
ん。将来、国民の皆さんが電子証明書を利用して気
軽に電子署名ができるようになるか、或いは登記令
第12条の弾力的な運用方法等の改正等がされれば
この方法が推奨方法となることでしょう。

次に②の方法ですが、現行法で私が推奨方法とし
てお勧めしている方法で、①の登記令第12条によ
る申請人の作成による添付情報である委任状のみを
登記令附則第5条による特例方式を利用した申請方
法です。スキャナとAdobe Acrobat等のPDF化ソフ
トをお持ちならばこの方法が現実的で、かつ、会員
の皆さんにとって一番楽な方法です。まだPDF化
ソフト等をお持ちでない会員の皆様は、連合会の交
渉により安価でAcrobatが手に入れられるようです
ので、是非この機会にお求めになっては如何でしょ
う。（私は決して販売元の回し者ではありません。）

そして③の方法が登記令附則第5条を目一杯利用
した方法で、申請情報のみを電子情報で申請します。
その他の添付情報は今までどおり、書面にて提出し、
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オンライン登記申請の注意点等
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原本還付を受ける場合は、規則第55条による手続き
も必要になります。事務所の設備環境等の事情もあり
ますが、どうやらこの方法が一番簡便な方法として誤
解されているようですが、個人的な意見では一番面
倒な方法です。

以上、3つの方法を紹介しましたが、現在準備が
進められているオンライン登記申請の新システムが
稼働するまでは、申請情報等の最大容量が4メガバ
イトとなっていますので、その容量を超えてしまっ
た場合には②と③の混合方法により送信情報の容量
を少なくするテクニックもあります。詳細について
は、所属の土地家屋調査士会、支部等のオンライン
申請ご担当者にお問い合わせください。

登記令第13条の利用

さて、申請方法を述べさせていただきましたが、
先の②の方式にて申請する場合、その添付情報が書
面に記載されているときは、不動産登記令により下
記のように規定されております。
不動産登記令（表示に関する登記の添付情報の特則）
第十三条　前条第二項の規定にかかわらず、電子情
報処理組織を使用する方法により表示に関する登
記を申請する場合において、当該申請の添付情報
（申請人又はその代表者若しくは代理人が作成し
たもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図
面、建物図面及び各階平面図を除く。）が書面に記
載されているときは、当該書面に記載された情報
を電磁的記録に記録したものを添付情報とするこ
とができる。この場合において、当該電磁的記録
は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名
が行われているものでなければならない。
2　前項の場合において、当該申請人は、登記官が
定めた相当の期間内に、登記官に当該書面を提示
しなければならない。
この規定は、我々土地家屋調査士が行う表示に関

する登記にのみ、与えられた特則です。（「特例」と
違いますので、ご注意ください。）

この方法により添付された情報は原本扱いですの
で、当然に登記規則第55条の取扱いはありません。
このことが②方法を推奨する理由となっております。

そこで混同しがちなことが、同条第2項に記され
ている当該書面の提示（以下「原本提示」という。）と、
登記令附則第5条第1項による当該書面の提出（以下

「原本提出」という。）です。登記令第13条2項の原
本提示はスキャン等により電磁的記録（PDFファイ
ル）になった添付情報に土地家屋調査士が電子署名
をすることにより、その電磁的記録（署名済みPDF
ファイル）が原本扱いになりますが、後者の原本提
出は元の書面が原本なので、登記規則第55条の規
定に拘束されます。言い換えれば、登記令第13条
を利用するのであれば、特別の事情がある場合を除
き、申請後に書面である原本を「見せるだけ」で済み
ますし、例えば合筆登記の際に添付する印鑑証明書
も「見せるだけ」で担当者が確認後、持ち帰りができ
ます。しかし、登記令附則第5条では、原本還付を
受ける場合は登記規則第55条に拘束されますから、
原本と相違ない旨の謄本も必要ですし、前述の印鑑
証明書原本も提出しなければなりません。このこと
が、先に述べました③の方法が一番面倒な方法であ
る理由です。

このように、せっかく我々土地家屋調査士が関与
する、「表示に関する登記」に与えられた「特則」です
から、十二分に利用しないことは損です。最近はス
キャナ等も安価になりましたので、③の方法で行う
例えば契印やコピーをする手間暇、謄本作成のため
のコピーカウンター料金等を考慮すれば、スキャナ
やPDF化ソフトウエアの設備投資も惜しくないか
もしれません。また、登記令第13条によるPDFファ
イルを作成する際は、書面一つひとつごとを単独
ファイルにする必要はなく、全ての添付情報（登記
規則93条による報告書、同第73条による土地所在
図等を除く）をまとめて数ぺージにし、電子署名を
一か所すれば足ります。このときに、できれば委任
状も一緒にスキャンして作成、送信することにより、
すべての申請情報が電磁的記録にて送られるわけで
すから、受け取った登記所担当者は原本提示がされ
る前でも当該申請の調査に入ることができます。ひ
いては、速やかな登記完了を望むことができます。

なお、1点だけご注意いただきたいのが、合筆等
の場合に添付する登記識別情報の送信については別
に定めがありますので、決して登記令第13条を利
用して送信しないようにお願いいたします。（登記
規則第66条）

登記規則第73条による土地所在図等

ここまでで、概ねオンラインによる登記申請はど
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のようにするかのイメージはつかめたでしょうか？
もちろん、既にオンラインによる登記申請をされて
いる皆様は、「今更そんなこと書いたって遅いぞ!!」
と思われていることでしょう。しかし、本稿は、ま
だ最近になってオンラインによる登記申請を始めら
れた会員の皆さんにお役に立てばと思い、書かせて
いただいておりますので、ご容赦ください。

さて、ここまでのご説明は、いわゆる添付情報に
ついて書かせていただきました。このあたりまで来
ると、今度は「じゃぁ、図面はどうするの？」とか、

「図面は今までどおり紙で出せば良いんだよね」と聞
かれます。いえいえ、せっかくですから図面も電磁
的記録で送信いたしましょう。

図面については、登記規則第73条以降にて定
められておりますが、詳細については法務省ホー
ムページ「不動産登記規則第73条第1項の規定に
より法務大臣が定める土地所在図等の作成方式」

（http://www.moj.go.jp/MINJI/minji101.html）を ご
覧になっていただき、その規則をご確認ください。
本稿では、私が多く聞かれる土地所在図等の作成に
あたっての注意点等を、紙面の都合もありますので
少しだけ書かせていただきます。

図面については、書面での提出はもちろん可能で
すが、電磁的記録にて申請する場合、XML形式又
はTIFF形式のいずれかの形式で作成することにな
ります。法務省的にはXML形式が推奨です。

XML形式は、図面ファイルの中に各種図面の点
や線等の属性情報を持たせることが可能で、なおか
つベクターデータ形式になるので、図面情報をプリ
ントアウトした際の仕上がりが綺麗になります。

もう一つはTIFF形式です。こちらは地図情報シ
ステムを用いて、電子申請を取り扱っている登記所
においてのみの取扱いですので、ご注意ください。
簡単に表現すると、皆さんが使われているFAXの
データ形式と同じものです。ですから、ご存じのと
おり斜めの線等はギザギザした表現になります。ま
た、文字も同様にギザギザ感のある表現になります。
コンピュータから直接作成したTIFF形式図面はま
だ綺麗ですが、紙に出力した図面をスキャナで読み
取った場合は精度も落ちますし、あまり綺麗ではあ
りません。もっとも、今まで紙で提出された図面は
順次スキャナで読み込んで、証明等に利用されるの
ですが…。

話がそれましたが、TIFF形式にて作成される場

合も、可能な限りコンピュータから直接出力して作
成されますようお願いいたします。

ところで、それぞれの図面はどのように作成する
のでしょう。

まずは、TIFF形式から説明します。各社ソフ
トベンダーより販売されているCADソフト等で最
近のものは、TIFF形式のファイルを作成できる
ようになっているソフトが多いようです。お持ち
のCAD等が対応しているかどうかについては、ご
利用されている各CAD等の販売元等にお問い合わ
せください。また、TIFF形式のファイルを作成
する専用ソフトも安価にて販売されておりますし、
PDFファイルを作成するAdobe Acrobat7.0以降か
らも作成できます。その手順等については紙面の都
合がありますので、所属の土地家屋調査士会のご担
当者等にお問い合わせください。本稿では、よく見
受けられる作成時のミスについて触れさせていただ
きます。

TIFF形式ファイルを作成し、申請先登記所にお
いてよくある事例が、「図面を見ることができない」
です。これは、先にも述べた「不動産登記規則第73
条第1項の規定により法務大臣が定める土地所在図
等の作成方式」に合致しない形式になってることが
ほとんどです。中でも一番分かりにくく、多くある
エラーは、画素の記録方向が、「左上から水平方向（オ
リエンテーションタグ＝1）」になっていない、とい
うものです。このチェックをするには専用のソフト
ウエアが必要ですが、なかなかこの確認機能が付い
ているソフトウエアがありませんでした。

去る11月に開催された、関東ブロック協議会の
オンライン登記申請担当者会同終了後の雑談の中
で、新潟県土地家屋調査士会所属の本間清弥先生よ
り、ご本人が作成されたフリーソフトウエア「Tif_
CHK」をいただきました。
（http://www.vector.co.jp/soft/winnt/business/

se479953.htmlよりダウンロード可能）
この「Tif_CHK」は簡単にTIFF形式ファイルの形

式確認ができますので、スキャナ等からTIFF形式
図面を作成された場合、この「Tif_CHK」で申請前に
チェックをすると安心です。ただし、ヘルプファイ
ルにも記載されていますが、巾と高さについては、
換算値の関係でエラー表示になる場合があるようで
すが、問題はないようです。（本間先生、便利なソフ
トウエアをご提供いただきありがとうございました。）
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次に、XML形式です。こちらは本来の推奨形式で、
専用のソフトウエアが必要になります。また、三斜
求積の方法は選択できませんのでご注意ください。
各社ソフトベンダーより販売されているものと、日調
連が無償で配布しているものがありますが、販売さ
れているものについては各販売元にご確認ください。

日調連がホームページにおいて配布しているもの
は、無料だけに若干使い勝手が悪いですが、現在は
若干修正が加えられ、慣れればそこそこ利用できる
と思います。ただし、XML形式については現在の
ところ、そのチェックソフトウエアが無いので、問
題なく法務省システムに受け入れられるかを事前
チェックすることができません。今後はこの方法
についてもう少し検討しなければならないと思いま
すが、1月からは、各登記所のシステムにワーニン
グチェック機能が導入されるようなので、申請後に
なってしまいますが、図面ファイルが開けない等の
原因について各登記所にて確認ができるようになる
ようです。

どちらの形式を利用されるかは、各事務所の環境
等があると思いますので、それぞれ選択していただ
きたいと思います。

図面ファイルを作成時によくある間違いがもう一
つあります。どちらの図面形式にも共通して、今ま
での職印を押していた代わりに、XML署名ファイ
ルというファイルを作成し、一対にして添付情報と
します。これは、土地家屋調査士が図面情報を作成
し、そのファイルの改ざん等がされていないことを
証明するためのもので、作成後にはファイル名の変
更はもちろん、内容変更等をした場合は再度署名
ファイルを作成しなければなりません。

この手順等を間違えるとエラーになってしまいま
すのでご注意ください。

おわりに

先日、新入会員の方から連絡があり、オンライン
による登記申請について教えて欲しいということで
した。快く引受け、内容を聞いてみたところ、完全
オンラインによる建物表題登記がしたいということ
で、申請人委任状はもちろん登記令第12条、図面
も日調連XMLソフトウエア（修正β版）にて作成、
そして申請しました。提出された登記所も慣れてい
なかったようで、何度か電話連絡をしたものの、幸

か不幸か補正まで経験でき、無事に登記が完了しま
した。本人曰く、なんと土地家屋調査士になって初
めての申請だそうで、「今後は書面での申請はしま
せん」とのことでした。時代はもう書面で申請した
ことがない土地家屋調査士が登場してきているので
す。書面で申請をしていたことが懐かしく思える時
代が、もうそこまで来ているのかもしれません。

以上、私が最近多く説明した要点等をつづらせて
いただきましたが、紙面の都合もあり、物足りない
ところがありましたことをお詫びいたします。

本年度になってから、口を開けば「オンラインに
よる登記申請」と連呼してまいりましたが、なかな
か会員の皆様には受け入れていただけませんでし
た。しかし、今回の租税特別措置法84条の5の改
正により、オンラインによる登記申請の申請率が格
段にアップされることと思います。業務の都合上、
コンピュータとは今まで早くから馴染んできた我々
土地家屋調査士ですから、あとは慣れと、きっかけ
だけだと思いますので、一人でも多くの会員の皆様
のオンラインによる登記申請率アップにお役に立て
ばと思い、寄稿させていだきました。

会報が発行される頃には、皆さんすでにオンライ
ンによる登記申請を数多く申請されているかもしれ
ません。システム上の問題等により、新システムが
稼働するまでは、簡単なようで意外と奥が深く、面
倒なことを強いられることもあるかもしれません
が、今後ともオンラインによる登記申請にチャレン
ジ、継続、そしてご理解くださいますようお願いし
ます。結びに、慣れないオンラインによる登記申請
が登記完了になった夜は、フカヒレを肴に紹興酒で
打ち上げが良いかもしれません。
 （会報7月号、8月号参照）




