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欝：髄．瓢

醒離象握調査士のための法律学（4）

16年不動産登記法改正の全容

1　改正点はオンライン申請

　　だけではない

　本連載では、前々回（587号）・

前回（603号〉と、平成16年法改

正（新「不動産登記法」（平成16

年法律第123号）の制定）の中で

も、オンラインによる登記申請手

続について話をしてきた。

　だが、第1に、平成16年法改

正においては、オンライン申請以

外にも重要な改正点が存在する。

第2に、平成16年改正の後、今

　　　　　　　　　　　　　　灘灘欝…㌧

　　　　　　　　　　　　　　餐響　　講蘇竃

九州大学大学磯研轟十

日に至るまでの3年間に、新不動

産登記法（新法）は、4度の改正を

受けている。後者の改正に関して

は、次回以降の連載で説明するこ

ととして（なお、本稿末尾で、そ

の概要のみ記載しておく〉、今回

は、平成16年改正における、オ

ンライン申請以外の重要な改正点

について述べることにしよう。

　平成16年改正の立法担当官の

解説書によれば、主要な改正点は、

【資料1】のようになる（「改正の目

七戸　克彦

的」①～④に関しては、清水響（編

著）「一問一答・新不動産登記法』

（商事法務、2005年）2頁「Q1今

回の不動産登記法の改正の目的

は何ですか。」、「主要な改正点」

1～10に関しては、清水・前掲

書3頁「Q2今回の改正における

主要な改正点は何ですか。」、1～

15に関しては、河合芳光『逐条・

不動産登記令（きんざい、2005年）

4頁以下）。

（1）申請情報・添付情報の整備

　いうまでもなく、平成16年法

【資料1】　平成16年改正における主要な改正点

改正の目的 主要な改正点

1iオンライン申請（電子申請）の導入（18条1項）

2i出頭主義（旧法26条1項）の廃止

　i　　　　　　　　　i　：　　　　　　　　　　　　　　　：

@i　　　　　　　　　i
@i　　　　　　　　　　；
@l　　　　　　　　　　i

@i窩晶晶）i蘇イン申請の
@i　　　　　　　　　　i
@i　　　　　　　　　i
@i　　　　　　　　　i
@i　　　　　　　　　i　：　　　　　　　　　　　　　　　1

　i登記済証→登記識別情報（21条、22条）
Ri鍛欄醐明（規則68条）　　　　　　　（規則181条。なお、別記第6号様式）　i　＊完了証

4i翻認乱調繍矯本人確認情報（23条）

5i登記原因証書→登記原因証明情報の必要的提供（61条）

②轟雲霧タ庁へのi臨窺登言己 　：

③i地図整備の必要性　i地図等の電子化 7i地図等の電磁的記録化（14条6項）

④糊峯藷般の現代語i法文の現代語化 　：

gi予告登記（旧法3条）の廃止

10i登記官による職権更正手続の整備（67条2項ただし書）

11i審査請求手続の合理化（129条1項）

i
i
i
i
i
そ
の
他
の
i
改
正
事
項
i
i
i
i

　圏@i不動産を識別するために必要な事項（法18条柱書、27
P2i条4号）＝不動産識別事項（令6条1項柱書）＝不動産

13i登記官の除斥事由の変更（10条）

14i補正の手続の変更（25条ただし書）

1覗糊雛翻錦灘螺奮雪謝Fサ
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改正の眼目は、【資料1】掲記の諸

点の中でも、①政府のe－Japan戦

略を受けた不動産登記申請のオン

ライン化にあった（【資料1】1）。

その結果、従来型の書面申請にお

ける申請書・添付書面の内容・形

式も、オンライン申請対応型へと

変更されることとなったが、しか

し、新法の解説等においては、そ

れら新法の定める申請情報ならび

に種々の添付情報の中でも、とり

わけ以下の2つの添付情報ばかり

が注目を浴びている。

　その1は、登記識別情報の導入

である（【資料1】3）。平成16年

改正法は、本人確認の領域におけ

る真実性担保制度に関して、旧法

の登記済証を単純廃止するのでは

なく、オンライン申請対応の代替

制度として登記識別情報の制度を

導入し（なお、この制度の付随的

制度として、有効証明・受領証・

完了証といった新制度も導入され

た）、また、登記識別情報が提供

されない場合についても、旧法の

保証書の制度を廃止する一方、旧

法の制度を厳格化した新・事前通

知の制度に加えて、新たに資格者

代理人による本人確認情報の制度

を設置している（23条）。さらに、

権利に関する登記について出頭主

義が廃止されたことを受けて（【資

料1】2）、登記官による本人確認

権限に関して、別途新たな規定が

設置された（24条。【資料1】4）。

　その2は、取得原因の有効性確

認の領域に関して、権利に関する

登記につき、従来の登記原因証書

に代わる制度である登記原因証明

情報に関しては、その提供が必須

化されるとともに、情報の内容に

ついても精緻化が図られることと

なった点である。

　添付情報の種類・内容は、登記

申請の違いによって千差万別であ

り、その各々に関して、オンライ

ン申請に対応した重要な変更がな

されている個所が存するのである

が、その中でも、上記登記識別情

報と登記原因証明情報ばかりが論

じられる理由は、それら2つのみ

が、新「不動産登記法」が直接規定

している法律事項の添付情報だか

らである。

　なお、平成16年改正における

法文整理の基本方針は、旧法で法

律事項として規定されていたもの

のうち、①登記制度の骨格に関す

る基本的事項（登記所・登記記録・

申請人・登記記録など）のみを新

法でも法律事項として規定すべき

ものとし、②登記申請の手続に関

して必要な事項（旧法における申

請書の記載事項や添付書面に相当

する事項）については政令（「不動

産登記令」）に委任し（新法18条・

26条等）、また、③登記の事務に

関して必要な事項（登記記録の記

録方法その他）については法務省

令（「不動産登記規則」）に委任する

（新法15条）というものであった

から（【資料2】。清水・前掲書11頁、

河合・前掲書20頁参照）、この

基本方針との関係では、添付情報

であるところの登記識別情報・登

記原因証明情報に関しても、本来

ならば政令事項として規定するの

が筋であった。

【資料2】　平成16年改正における法律事項・政令事項・省令事項の再配置

旧　法 新法

法律 不動産登記法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不動産登記法

政令
不動産登記法施行令

③
不動産登記令

省令（法務省令） 不動産登記法施行細則 不動産登記規則

塵
不動産登記事務取扱手続準則 不動産登記事務取扱手続準則

旧法の規定のうち、

①登記制度の骨格に関する事項のみを法律事項とし、

②申請情報・添付情報の具体的内容については政令に委任し、

③登記事務に関し必要な事項は法務省令に委任する。
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　ともあれ、平成16年改正にお

いては、旧法において①法律事項

とされていたものが、②政令事

項・③省令事項へと降ろされたも

のが多く、そして、この②政令事

項・③省令事項とされたものの中

にも、重要な改正点が存在してい

る。土地家屋調査士の業務との関

連では、①法律事項の添付情報で

ある登記識別情報が、所有権の登

記がある土地の合筆の登記、所有

権の登記がある建物の合体による

登記等、所有権の登記がある建物

の合併の登記について問題になる

ほか（令8条2項1号・2号・3号〉、

②政令事項としては、電子申請の

場合の表示に関する登記の添付情

報の特番（令13条）、③省令事項

としては、地積測量図の内容の精

緻化（規則77条）、土地家屋調査

士作成に係る不動産の調査報告情

報が提供された場合の登記官の実

地調査の省略（規則93条ただし

書）、共同担保目録の提供の不要

化（登記官が作成することとなっ

た。規則102条・128条・130条・

166条）につき、旧法からの変更

が存する。

（2）登記簿・地図等の電子化

　一方、【図表1】②の磁気ディス

ク登記簿への一本化とは、昭和

63年改正によって導入された磁

気ディスク登記簿に関する規定

が、それまでの紙の登記簿に関す

る規定に対する例外規定の体裁を

とっていたことを改め、磁気デ

ィスクをもって調整するものを登

記簿と呼ぶこととしたものである

（新法2条9号）。その背後には、

昭和63年法改正以後の磁気ディ

スク登記簿の未導入庁（ブック庁〉

から導入庁（コンピュータ庁）への

移行が、ようやく完了へと近づき

つつある事情が控えている。

　この点との関係で、行政手続の

電子化全般に関して、その一般的

な進展過程を確認しておくなら

ば、【資料3】左欄のようになる。

①その第1段階は、従来の紙の帳

簿等への記録から、コンピュータ

処理による磁気ディスク等への電

磁的記録・保存への移行であり、

②第2段階は、帳簿等の閲覧なら

びに謄抄本発行の電子化（コンピ

ュータ画面での閲覧、ならびに、

電子情報をプリントアウトした書

面ないし電子情報そのものを交付

するシステムの導入）である。そ

して、③第3の段階に位置するの

が、申請手続の電子化であるが、

その方法としては、申請人が必要

事項を磁気ディスク等に収めて当

該官庁に出頭ないし郵送で提出す

る方法もあり得るが、最も利便性

が高いのは、申請人のコンピュー

タと当該官庁のコンピュータを電

気通信回線で接続し必要事項を送

信する方法である。もっとも、こ

の点は、上記①②の事務に関して

も同様であって、電子化の内容は、

①②③の全領域につき、オフライ

ン型からオンライン型へと進化す

る。そして、そのさらに先には、

④当該官庁のみならず他の諸官庁

の有する多種多様な情報をも統合

し、それらを一元的に管理するこ

とが、最終到達目標として控えて

いる。

【資料3】登記簿・地図の電子化の進展過程

不動産登記簿・地図の電子化　　　　行政手続の電子化一般

s政情報化推進基本計画→e－Japan戦略
〔A〕帳簿（登記簿）

@　登記情報システム

〔B〕地図および図面

@　地図情報システム

電磁的記録 数値地図管理システム（平成5年度）

昭和63年不動産登記法改正
オ
フ
ラ
イ
ン

① 地図管理システム（平成7年度）コンピュータ画面での閲覧

vリントアウトによる証明

曹ﾌ発行
登記情報提供システム（平成12年度）

② オンラインによる情報提供
登記情報交換システム（平成12年度）

オ
ン
ラ
イ
ン

③ オンラインによる申請 平成16年不動産登記法改正

地図情報システム（平成18年度）

④ 情報の一元化 不動産情報システム（計画）
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　さて、以上の行政手続の電子化

の一般的な進展過程に則して、わ

が国の不動産登記簿・地図の電

子化の進捗状況を述べるならば

（【資料3】右欄参照）、昭和63年

法改正により〔A〕登記簿の①磁気

ディスクへの保存と登記簿の閲

覧・証明書交付事務（乙号事務）に

おける電子情報のプリントアウト

形式による登記事項証明書の交付

制度を導入した段階において、日

本は、世界のトップランナーであ

った。ところが、その後の日本に

おける不動産登記制度の電子化

は、一気に減速する。①登記所の

コンピュータ庁への移行は遅々と

して進まず、②登記簿の閲覧・証

明書交付事務につき、オンライン

閲覧制度（登記情報提供システム）

と管轄の異なる登記所での証明書

交付制度（登記情報交換システム）

は、平成12年になって実施に移

された。そして、平成16年改正

により、③申請事務（七号事務）の

側面におけるオンライン化が実現

し、登記情報システムは、ようや

く一応の完成を見ることとなった

のである。このように、かつては

世界の最先端を走っていた日本の

登記制度の電子化が、今や政府の

e－Japan戦略の足を引っ張るまで

停滞してしまった背景には、バブ

ル経済の崩壊がある。

　一方、〔B〕地図の電子化に関し

ては、加えて、コンピュータのハ

ード面における技術開発の後れが

影響を及ぼした。その結果、①電

子化の第1段階の、磁気ディスク

への記録・保存システム（数値地

図管理システム）は、平成5年に

なってようやく導入されたが、そ

の頃にはもう、他府省や市町村で

は数値データの利用は実用化され

ていた。その後、平成7年には、

②電子化の第2段階であるコンピ

ュータを用いた地図の閲覧・交付

システム（地図管理システム）が導

入され、また、平成9年前は、「今

後の地図整備の方向について」と

題する民事局長通達が発出され、

地図の電子化についても、その作

業を加速する旨が掲げられるに至

るが、しかし、システム開発は困

難を極めた。

　こうした事情から、旧法では、

地図に関しては、これを電磁的記

録として保存する旨の規定が存在

しておらず、その結果、たとえ地

図等を電子化したとしても、制度

上は、これをわざわざ紙にプリン

トアウトして、そのプリントアウ

トした紙の側を「原本」として保管

しなければならないという、ある

意味本末転倒な状況が生ずること

となっていた。

　しかし、平成15年になって、

上記③電子化の第3段階に相当す

る〔B〕地図と、上記〔A〕登記申請

の側で要求されている図面（土地

所在図・地積測量図・地役権図面

等）を一括・統合管理するシステ

ム（地図情報システム）の実験シス

テム（パイロットシステム）がよう

やく完成を見るに至った。そこで、

こうしたシステム開発の進捗を受

けて、平成16年改正では、地図

および地図に準ずる図面を磁気デ

ィスクに保存できる旨の規定が新

設され（14条6項）、これにより、

法制直上、電磁的記録を原本と

評価できることとなったのである

（【資料1】③）。

　さらに、地図等の訂正の手続に

関しても、詳細な規定が設けられ

るに至っている（規則16条）。

（3）法文の現代語化その他

　なお、立法担当者の挙げるその

他の改正点のうち、【資料1】④の

法文の現代語化は、最近の傾向で

あるように思われるかもしれない

が、しかし、この方針は、終戦直

後の昭和21年4月17日公表の

憲法改正草案を受けて翌18日に

開催された次官会議決定「各官庁

における文書の文体等に関する

件」に基づくものであり、最初の

ひらがな・口語体表記の法律は、

郵便法の一部を改正する法律（昭

和21年7月23日法律第3号）で

ある。また、条文の前に「見出し

書」が付されるようになったのも、

昭和22年、23年制定の一部法令

および昭和24年以降の全法令か

らである。ただ、カタカナ・文語

体の法令を改正する場合には、法

令の全部改正の場合および特定の

編・章の新設ないし全部改正の場

合には、ひらがな・口語体による

ものの、それ以外の場合には、改

正条文も、他の旧来の条文に合わ

せて、カタカナ・文語体とする方

針がとられているため、これまで

の不動産登記法の改正において

は、改正法文もカタカナ・文語体

表現になっていたものである。

　また、新法では、現代語化に際

して、用語に関しても若干の整理

を行っており、たとえば表題部に

なされる登記に関して、旧法が、

「表示ノ登記」という表現と「表示

二関スル登記」という表現を、統

一性なく用いていたのを改め、冒

頭の定義規定（2条）において、「表

示に関する登記」については、「不

動産の表示に関する登記をいう」

と定義され（同条3号。なお、同
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条7号で、「表題部」が、「登記記

録のうち、表示に関する登記が記

録される部分をいう。」と定義され

ている）、他方、「表示に関する登

記のうち、当該不動産について表

題部に最初にされる登記」のこと

を「表題登記」と呼ぶ旨が定められ

た（同条20号）。

　もっとも、新法の文言が、一般

市民にも読みやすい日本語になっ

ているかというと、そうでもない

ようで、試みに筆者が今使用し

ているワープロソフト（Microsoft

Word　2003）の文章校正コマンド

を使用すると、49条1項1号、2

号、4号、6号につき、助詞「が」

が連続している旨の警告が表示さ

れる（たとえば1号「合体前の二以

上の建物が表題登記がない建物及

び表題登記がある建物のみである

とき」）。新令3条7号ロ・8号ロ、

令別表28申請情報ロ・添付情報

ホについても同様であるほか、令

別表13申請情報二（「存続登記の

登記の目的」）についても警告表示

が出る。

　なお、【資料1】右欄掲記の「そ

の他の改正事項」9～15のうち、

12は、電子化との関係で新たに

設けられた制度であるが（ここで

も条文の分かりやすさに関して付

言すれば、新法・新令・新規則の

それぞれで概念・用語が少しずつ

異なるのは、非常に紛らわしい）、

その他の改正事項は、旧法下で問

題となっていた点を、新法制定を

機に解消するものである。

　以上のように、平成16年改正

の内容に関しては、オンライン申

請制度の導入以外にも、論ずべき

点は多々存在するのであるが、以

下では、前示（1）申請情報・添付

情報の整備、（2）地図等の電子化

のうちから、土地家屋調査士の業

務との関係でとくに重要と思われ

る変更点をいくつか拾い上げて見

てゆくことにしたい。

2　申請情報・添付情報

　まず、申請情報・添付情報関連

では、（1）令13条の電子申請の

場合における表示に関する登記の

添付情報の特則、（2＞規則77条

の地積測量図の精緻化、（3）規則

93条の調査士作成の調査報告情

報の3つを取り上げよう。

（1）令13条

　新令13条1項は、表示に関す

る登記を、電子申請の方法で行う

場合に関して、添付情報が書面に

記載されている場合には、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して

提供することができる旨を規定す

る。しかも、この電磁的記録は、

書面に記載された事項のすべてを

記録する必要はなく、当該書面の

うち添付情報として必要な部分の

みを抜粋した要約型の記録で差し

支えないとされる（河合・前掲書

97頁（注1））。また、この電磁的

記録に関しては、これを作成した

者の電子署名のみで足り、基とな

った書面の作成者の電子署名は不

要とされている（令13条1項後
段）。

　このような処理は、権利に関す

る登記については認められていな

い。表示に関する登記に限っての

み、このような制度を設けた趣旨

は、立法担当者によれば、以下の

3点に求められている（河合・前

掲書96頁以下）。①表示に関す
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る登記の申請の添付情報には、所

有権証明情報など書面に記載され

ることが多く、かつ、作成者が多

数となることが想定されるものが

ある。②表示に関する登記につい

ては、登記官に実質的審査権が認

められているので（新法29条）、

登記情報・申請情報と添付情報以

外の情報を審査の対象とするこ

とが予定されている。③表示に関

する登記については、権利に関す

る登記ほど受付の順位が重要では

ない（権利に関する登記につき20

条参照）。

　だが、これらの論拠のうち、①

は、権利に関する登記についても

等しく成り立つ事柄である。また、

②③の論拠は、昨年（平成18年）

6月より、横浜地方法務局横須賀

支局および平塚出張所において、

表示に関する登記・権利に関する

登記の別なく、令13条とほぼ同

様の処理であるところの「別送方

式」が実施されたことで、説得力

を失うに至っている。

　一方、この制度において、添付

情報となるのは、あくまでも書面

の側であって、電磁的記録は原本

たる書面の写しにすぎず、したが

って、登記官が定めた相当の期間

内に原本たる書面が提示されない

場合には、添付情報の提供がな

いものとして、新法25条9号に

より登記申請が却下される（令13

条2項。河合・前掲書97頁以下
参照）。

　しかしながら、結局は原本たる

書面を提示しなければならないの

ならば、申請人は二度手間を避け

て当初より書面申請を行うだけの

話であり、敢えて電子申請を行う

だけのメリットは見当たらないこ



とになる。

　したがって、電子申請の利用率

向上との関係では、①2項の規定

は削除して、1項の電磁的記録に

記録された要約型の情報を端的に

申請情報と認め、②もしその内容

に関して疑念がある場合には、登

記官の実質的審査権の行使の内容

として、書面の提示を求め、ある

いは実地調査権を行使する一方、

③後述の土地家屋調査士による規

則93条の調査報告書が提出され

た場合には、②の実質的審査を省

略する、という形に、条文を改正

するのがよいように思われる（な

お、権利に関する登記についても、

同様の処理が考えられてよい）。

（2）規則77条

　一方、添付情報であるところの

地積測量図の記録事項に関して、

新規則77条1項は、地積及びそ

の求積方法（5号）のほか、新たに

筆界点間の距離（6号〉および基本

三角点等に基づく測量の成果によ

る座標値（7号）を記録すべきもの

とした。なお、7号にいう「基本

三角点等」の文言に関しては、地

図に関する規則10条3項に定義

があり、「測量法（昭和24年法律

第188号〉第2章の規定による基

本測量である三角点及び電子基準

点、国土調査法（昭和26年法律

第180号）第19条第2項の規定

により認証され、若しくは同条第

5項の規定により指定された基準

点又はこれらと同等以上の制度を

有すると認められる基準点」とさ

れている。

　ただし、7号のかっこ書は、「近

傍に基本三角点等が存しない場合

その他の基本三角点等に基づく測

量ができない特別の事情がある場

合にあっては、近傍の恒久的な地

物に基づく測量の成果による臨界

点の座標値」で足りるとする。こ

れは、基本三角点等が近くに存在

しない場合には、測量費用が膨大

になることを考慮したものである

が、しかし、この例外規定が過度

に拡張運用された場合には、地積

測量図の精度が向上しない。

　一方、分筆の登記の申請に関し

て、旧準則123条ただし書は「分

割後の土地のうち1筆について

は、必ずしも求積及びその方法を

明らかにすることを要しない」と

し、昭和53年3月14日民三第
1479号民事局第三課長回答は「分

筆後の土地のうちいずれか一筆に

ついては、いわゆる概測による

ものであっても差し支えなく、ま

た、いわゆる残地については、必

ずしも、求積及びその方法を明ら

かにすることを要しない」として

いたが、これは、単に求積方法を

明らかにすることを要しない旨を

述べたにとどまり、測量それ自体

の省略を認める趣旨ではなかった

とされている。だが、旧法下の実

務においては、分筆後の墨筆につ

いて求積方法を明らかにしている

地積測量図はむしろ少なく、これ

に起因する境界紛争や地図混乱が

生じ、その是正措置がかねてより

求められていた（以上につき、中

村隆二中込敏久監修・荒堀稔穂編

集代表『新版Q＆A表示に関する

登記の実務（第1巻）』（日本加除

出版、2007年）250頁以下参照）。

　そこで、新準則72条2項は、「分

筆前の土地が広大な土地であっ

て、分筆後の土地の一方がわずか

であるなど特別の事情があるとき

に限り」例外的に前示規則77条1

項5号のうち求積方法、6号の筆

界点間の距離、7号の筆写点の公

共座標を省略できるとして、全筆

測量が原則であることを明確化し

た。

　しかしながら、この新準則72

条2項に関しても、前示新規則

77条1項7号かっこ書と同様、

その拡張運用により、残地求積が

行われる場合がなしくずし的に広

がる危険を内包している。

　この問題状況は、権利に関する

登記における最重要の添付情報で

ある登記原因証明情報につき、新

法下で、その内容の精緻化が図ら

れたにもかかわらず、旧法時代の

売渡証書と大差ない不正確な情報

が依然として提供される現状と類

似している。

（3）規則93条

　さらに、規則93条の定める土

地家屋調査士（または土地家屋調

査士法人）による代理申請の場合

において、当該土地家屋調査士が

作成した「申請に係る不動産の調

査に関する報告その他の申請と併

せて提供された情報」（法文には

「情報」とあるが、一般には「規則

93条不動産調査報告書」と呼び慣

わされている）に関しても、それ

が任意的添付情報にすぎないこと

を理由に、作成に消極的な向きも

見受けられる。

　しかしながら、この規定は、新

法・新令・新規則の中にあって、

「土地家屋調査士」の職名が登場す

る唯一の条文である（なお、新法・

新令・新規則において、「司法書士」

という職名が記載されている条文

は存在していない）。そして、こ

の規定は、土地家屋調査士の調査

報告に対して、登記官の実地調査
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と同等の価値を付与する点におい

て、調査士がこれまで長年にわた

って職務を適切に遂行してきた結

果、社会からの厚い信頼を得たこ

との証左であることから、今回立

法に至るまでの先輩調査士の地道

な努力に報い、土地家屋調査士の

社会的地位の一層の向上を図るた

めにも、この制度を積極的に運用

していく必要があろう。

　この制度の運用に関する積極・

消極両派の存在は、登記識別情報

の提供がない場合の資格者代理人

による本人確認情報制度の活用に

関する見解の対立状況と類似して

いる。すなわち、その作成にかか

る労力の問題と、労力に応じた報

酬の問題が、ここでの論点となっ

てくるのであって、不動産調査報

告情報（報告書）の様式（記載事項）

を詳細にすればするほど、調査士

の社会的地位向上につながる反

面、労力と費用の問題が重くのし

かかってくることになる。

　この点に関して、日調連は、昨

年（平成18年）7月に導入した「不

動産登記規則第93条不動産調査

報告書異調連様式」を改訂し、本

年（平成19年）4月1日より改訂

様式の運用を開始した（この新様

式は、本誌602号（本年3月号）

20頁以下に掲載されている）。

　平成19年2月14日日調連発

第431号法務省民事局長聖日調

連会長照会「『不動産登記規則第

93条に関する土地家屋調査士又

は土地家屋調査士法人が作成す

る調査に関する報告書に関する

様式』の改訂について」によれば、

旧様式は、「不動産登記規則第93

条の規定の趣旨のみならず、近年

の不動産登記法関連法規の改正に

伴う土地家屋調査士のさまざまな

業態の変化に即応し、業務環境の

将来的な発展を意識したもの」で

あった。これは、筆界特定や電子

申請の制度をも広く視野に置いた

ものと解される。

　だが、これに対して、新様式は、

「『表示に関する登記における実地

調査に関する指針』（平成18年8

月25日法務省民二第1997号民

事局民事第二課長通知）の趣旨に

従い、各法務局・地方法務局にお

ける登記官の実地調査省略の方針

等に基づいた実務慣行及び従前全

国各地で使用されていた調査書の

運用実績及び効率性等を再検討

し」策定したものであるという。

　すなわち、旧様式が「不動産登

記規則第93条の規定の趣旨のみ

ならず」、土地家屋調査士の職域

に関する将来展望に基づき策定さ

れたのに対して、新方式は、規則

93条の趣旨に忠実に、もっぱら

登記官の実地調査との関係で、調

査報告情報（調査報告書）の内容を

決定したものである。

　私見は、土地家屋調査士の進む

べき方向性との関係では、旧様式

の視点が、基本的には正しいよう

に思う。上記新様式の枠組みでは、

調査士は、結局のところ登記官に

従属する、いわば補助者的な地位

にとどまるからである。

　もっとも、この制度の運用が開

始されて問もない現段階において

は、今回改訂の方針もまた、完全

に固定化しているとは思われな

い。それゆえ、運用の方向性にあ

る程度の目処が立った段階におい

て、よりよい制度の構築に向けて、

この制度の目的および内容に関し

て、柔軟な微調整が行われてよい
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であろう。

3　地図等の電子化

　一方、地図等の電子化に関して

は、再び前記【資料3】の登記簿・

地図等の電子化の進展過程を参照

していただきたい。

　すでに触れたように、〔A〕登記

簿に関する「登記情報システム」の

導入に比して、〔B〕地図等に関す

る「地図情報システム」の導入は大

幅に遅れたが、その結果として、

〔A〕登記簿に関する新法2条9号

が「磁気ディスクをもって調整す

る」とだけ規定し、磁気ディスク

登記簿への移行の済んでいない登

記所（ブック庁）に関しては、法附

則3条の経過措置に関する規定

に委ねているのに対して、〔B〕地

図等に関する新法14条6項は「電

磁的記録に記録することができ

る」と規定し、磁気ディスクへの

記録がされない場合を、法文自体

が当然に予定している。

　なお、以上の「保存」の側面にお

ける電子化のほか、地図の「作成」

の側面に関しても、電子化に対応

した規定の整備がなされているが

（規則12条）、同条もまた、電子

データでの地図作成を原則としつ

つも、電子データで作成できない

場合に関しては、従来型のポリエ

ステル・フィルムによる作成を認

める旨を併記する体裁となってい

る。

　一方、【資料3】③の電子化の第

3段階であるところの地図情報シ

ステムの本システムは、平成19

年になってようやく水戸地方法務

局を皮切りに運用が開始されたば

かりである。全国の登記所におけ



る同システムの導入完了は、5年

後の平成22年度末が予定されて

いるが、しかし、電子化の発展過

程は、それで終了するわけではな

く、それが達成された後には、さ

らに、【資料3】④の電子化の最終

段階一すなわち、登記情報・地

図情報に法務省以外の府省の保有

する種々の情報を加えた不動産に

関する全情報を一体化したデータ

ベースを作成し、その閲覧や申請

を一元的に処理するシステム（不

動産情報システム）の構築が控え

ている。

　だが、わが国においては、主と

して府週間のセクショナリズムが

災いして、この最終段階が実現す

る見通しは、まったく立っていな

い。この問題を解消して、各由仁

の保有する不動産情報を効率的に

活用するための共通基盤たる「地

理情報システム（GIS：Geographic

Information　System）」を構i冠すべ

く、平成7年には、内閣に「地理

情報システム関係省庁連絡会議」

が設置されたが、しかし、その後

すでに10年以上が経過した今日

行われている作業内容（「GISアク

ションプログラム2002－2005」な

ど）も、自省間のセクショナリズ

ムを解消するには至っていない。

　こうした状況において、今般の

地図情報システムの運用開始が、

官庁間の主導権争いにおいて大き

く遅れをとった法務省の失地回復

をもたらすかについては、かなり

疑わしい。もっとも、法務省が「時

すでに遅し」と諦めて、虎の子で

ある登記情報を国土交通省に献上

するとは到底考えられず、結局、

不動産情報の一元化という最終目

標の達成に関しては、悲観的な予

測ばかりが提示されている。

4　新法のその後の改正

　以上、本稿では、平成16年法

改正に関して、前回連載までの説

明で積み残した電子申請以外の改

正点とその問題点について説明を

加えてきた。

　しかしながら、新法は、その公

布（平成16年6月18日）から現

在に至るまでの3年余の間にも、

計4回の改正を受けている。

　そのうちの2回は、施行（平成

17年3月7日）前の法改正である

が（【資料4】参照）、他方、施行後

に行われた2回の改正のうち、土

地家屋調査士の業務内容に大きな

影響を与えたのは、不動産登記法

に関して筆界特定の制度を新設す

る一方、土地家屋調査士法を改正

して調査士に新たに民間ADR権

限を付与した平成17年改正（【資

料4】3）であるが、その内容の詳

細に関しては、次回以降の説明に

回すことにしよう。

【資料4】新不動産登記法の改正

1

2

3

4

「民法の一部を改正する法律」（平成16年12月1日法律第

147号）附則102条による新不動産登記法の一部改正

「民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正す

る法律」（平成16年12月3日法律第152号）附則37条に
よる新不動産登記法の一部改正

「不動産登記法等の一部を改正する法律」（平成17年4月

13日法律第29号）による新不動産登記法・司法書士法・

土地家屋調査士法の一部改正

「信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（平

成18年12月15日法律第109号）71条による新不動産登
記法の一部改正

現代語化された民法の条文等の表記に、不動産登記法の条

文を揃えるための改正（改正された条文は、78条、80条、

81条、88条、89条、90条、92条、93条）。

公示催告手続二関スル法律（明治23年法律第29号）の廃
止と非訟事件手続法（明治31年法律第14号）「第4編
公示催告事件」の新設に対応する条文改正（70条、108条）。

「第6章　筆才特定（123条～150条）」制度の新設。なお、

土地家屋調査士法に関しては、筆界特定手続代理関係業務、

民間紛争解決手続代理関係業務に関する権限付与。

信託法の全面改正（平成18年12月15日法律第108号）
に伴う新不動産登記法の信託の登記に関する規定の改正（17

条、97条、98条、100条、101条、102条、103条、104条、
104条の2新設、120条）。
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