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マイクロソフト社は今年 5 月 5 日に Windows 7 製品候補版（RC 版）を公開し、評価検証を進めてきましたが、
7 月 7 日、Windows の次期バージョン Windows 7 の発売日を 10 月 22 日とすることを正式に発表しました。
昨年 1月15 日に省令の一部改正によりオンライン登記申請が新たな段階を迎えましたが、その後のオンライン
登記申請は低迷しています。
原因は多々あると思いますが、法務省オンライン申請システムの整備が後手後手に回っていることは否めない
事実です。
法務省オンライン申請システムの Windows Vista サービス開始は今年 3 月 9 日にずれ込みました。日調連も、今
年 4 月 24 日付け日調連発第 30 号で、Vista 対応の PDF プラグインソフト及び XML 署名ツールの提供は行わない
ことを通知し、オンライン登記申請用としてパソコンを購入される場合には、Vista のダウングレード版である
Microsoft Windows XPとされるようお願いしてきました。また、日調連発第 43 号
（5 月12日付）
で Vista 対応策を
紹介しました。
（詳細は連合会会報 6 月号をご覧ください）
次期バージョンの Windows 7 では、このような混乱が生じないように早めの対応が求められます。
Windows 7 は、Vista の問題点を改善するために新しい機能が取り入れられています。そこで、公開されている
Windows 7
（RC 版）
を使って、オンライン登記申請環境設定ソフト
「らくらく」
による環境設定と甲号
（分筆）
・乙号
の申請を実地検証しましたので、その体験談を報告させていただきます。
※製品候補版
（RC 版）はベータ版による検証が終わった製品直前版です。実際に発売されるものと基本的には変
わりませんが、全く同一ということではありませんので、その点ご了承ください。

① Windows 7 で
「らくらく」
を使う

Windows 7 をインストールしたパソコンに「らく
らく 14」
をダウンロードしました。

Vistaで動くソフトは基本的にWindows 7でも大丈夫
と考えていいと思います。
（Windows 95 は Ver.4.0、
Windows 2000 は Ver5.0、Windows XP は Ver.5.1 で
した。
）

「らくらく 14」は正常に起動し、指示通りに操作

使用しているパソコンが Vista の場合、「らくら

することにより問題なくオンライン登記申請環境の

く 14」は PDF プラグインソフト及び XML 署名ツー

設定を完了することができました。

ルが Vista に未対応であるためにダウンロードとイ

1 ࡍࠫ⋡

ンストールをしません。そのため、別途インストー
ル作業が必要になりました。
そこで、『連合会会報 6 月号』で紹介されているよ
うにユーザーアカウント制御（UAC）をオフにして
環境設定をしていただくことになります。PDF プ
ラグインソフト等の Windows 7 対応版が提供される
と思いますが、それまでの間は引き続きこの方法で
環境設定をお願いすることになります。
この UAC に関しては評判が悪すぎたために、今
回の Windows 7 では改善が図られています。
Vista では［コントロールパネル］から UAC の無効

3 ࡍࠫ⋡ฝᲑ

Windows 7 は、バージョン番号としては Windows

化を行いましたが、Windows 7 では、［スタートボ

Ver.6.1 で す。Windows 7 は Windows Ver.6.0 だ っ

タン］⇒［はじめに］⇒［UAC 設定の変更］で UAC の

た Vista のマイナーバージョンアップということで、

操作画面に入ることができます。
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Windows 7 の初期設定は第二レベルです。プログ
ラムがコンピューターに変更を加えようとする場合
のみ UAC の確認通知が出て、デスクトップが暗転
して「セキュアデスクトップ」モードに入り、他の作
業を行ったりプログラムを実行することが不可能に
なります。
第三レベルはプログラムがコンピューターに変更
を加えようとする場合のみ UAC の確認画面が出ま
すが、セキュアデスクトップモードには入りません。
今回の検証では、この 4 つの各段階で環境設定作
業を行いました。
変更はスライドバーで段階を選択でき、操作しや

最高レベルと二番目のレベルに設定した場合は、

すくなっています。また、これまでは「オン」か「オフ」

法務省オンライン申請システムや申請書作成支援

かの二者択一でしたが、Windows 7 は 4 段階の設定

ソフト、PDF プラグインソフト、XML 署名ツール

になっています。

等をインストールする時にデスクトップは暗転し、

最高レベルは Vista の
「ユーザーアカウント制御

UAC の確認通知が出ます。

の有効化または無効化」の有効化にあたります。

最低レベルは Vista の
「ユーザーアカウント制御
の有効化または無効化」の無効化にあたります。
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「はい」
を選択すれば環境設定作業は続行し、作業
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は完了します。
ᬺߪㅴⴕߒ߹ߔޕ
三番目のレベルでは UAC の確認画面は出ますが
ԙ9KPFQYU ߢಽ╩⊓⸥ࠍ↳⺧ߔࠆ
デスクトップは暗転しません。

最低レベルにして環境設定作業をすると、UAC
9KPFQYU㧣ߢࠝࡦࠗࡦ⊓⸥↳⺧ⅣႺ⸳ቯ߇ᢛ߹ߒߚߩߢޔಽ╩⊓⸥ࠍࠝࡦࠗ
ߒߡߺ߹ߒߚޕ
確認通知画面は出ることなくインストール作業は進


行します。

② Windows 7 で分筆登記を申請する

Windows 7 でオンライン登記申請環境設定が整い
ましたので、分筆登記をオンラインで申請してみま
した。
その他に中間段階がふたつ設定されています。

添付書類を PDF 化し、SignedPDF で電子署名を
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Windows 7 の XP モードは、Windows 7 内の仮想

マシンで仮想の Windows XP Service Pack（SP）3
を走らせるというものです。写真のとおり画面の中
に仮想 PC の窓があり、その中で Windows XP が起
動します。
3 ࡍࠫ⋡ฝᲑ
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付与して添付情報を作成し、法務省の申請書作成支
ᚑᡰេ࠰ࡈ࠻ࠍ↪ߒߡ↳⺧ᖱႎࠍᚑߒ߹ߒߚޕ
援ソフトを使用して申請情報を作成しました。
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添付情報の作成過程で、XML
署名ツールを起動
ߣ߁ࠛ߇ߡޔᚑߒߚ
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しようとすると
「JavaVM が作成されません」という



エラーが出て、作成した XML 測量図に電子署名を

この XP モード内の作業は通常の Windows XP の

付与することができませんでした。この問題はすぐ

操作と全く同じで、「らくらく 14」を使用して環境

に解決できなかったので、いつもオンライン申請で

設定を検証しました。

使っている別のパソコン
（Windows XP）
に入っている

 ࡍࠫ⋡ฝᲑਅ

XML 署名ツールで電子署名し、それを使用しました。
オンライン申請システムへのログイン、作成した
申請情報の読み込み、送信という通常の流れはトラ
ブルもなく完了しました。登録免許税もネットバン
キングで電子納付できました。
申請後、法務局に行って Windows 7 で試験的にオ
ンライン申請した旨を伝えて確認してもらったとこ
ろ、いつもどおりで特に変わったことはないという
ことで一安心、翌日には登記が完了しました。


 ࡍࠫ⋡ᏀᲑ

③ Windows XP モードで
「らくらく」
を使う

Windows 7 の新機能に Windows XP モードがあり

XP モードですから当然かもしれませんが、これ
まで Windows XP での環境設定作業と同様で正常に
環境設定は完了しました。

ます。マイクロソフト社も、Vista と XP の互換性

なお、Acrobat6 や 7 の旧バージョンは Vista では

の悪さが Vista への移行を困難にしたと判断したよ

使用することはできませんが、この XP モードでは

うです。
「この機能によって、XP 用に作った業務

インストールして使用可能です。Vista に対応して

アプリなどを、予算不足で Windows 7 用に作り直せ

いない古いソフトも、この XP モードの中では基本

ない中小企業でも、安心して Windows 7 に移行して

的に使用できますのでありがたいです。

もらえる」
としています。

Windows 7 の [ スタートメニュー ] の [Virtual PC]

オンライン登記申請において Windows XP の使用

を見ると、先ほど「らくらく」でインストールした

を余儀なくされてきましたので、この XP モードは

IC カードドライバや IC カード切替ツールなどが登

大いに期待させるものです。

録されているのが分かります。
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 ࡍࠫ⋡ฝᲑ

XP モードの中で、申請書作成支援ソフトを立ち
上げて、申請書を作成、通常の手順で申請情報を送
信しました。トラブルもなく、無事、登記事項証明
書を取得することができました。
⑤終わりに

オンライン申請を始めた会員の皆さんから「一度
オンライン申請をやり出したら紙申請に戻れない」
という話をよく聞きます。
いわゆるパソコンマニア的な人でなくても、「躊
躇なくオンライン登記申請の世界に飛び込む」こと



ができるように、取っ掛かりになるオンライン登記

申請の環境設定がもっと容易にできなければなりま

環境設定完了後、実際に動作確認をしてみると
ⅣႺ⸳ቯቢੌᓟޔታ㓙ߦേ⏕ࠍߒߡߺࠆߣ +%せん。また、申請システム自体も、より使い勝手の
ࠞ࠼ߩ⼂ߢߩ࠻ࡉ࡞߇↢ߓ߹ߒߚޕ
いいものに改善していくことが求められています。
IC࠼ࠗࡃߪࠗࡦࠬ࠻࡞ߐࠇࠞࡔޔฬ߿ဳ⇟ߪ⼂ߒߡࠆࠃ߁ߥߩߢߔ߇ޔᱜᏱߦേߒ
カードの認識でのトラブルが生じました。
߹ߖࠎߢߒߚޕ
法務省は、「平成 22 年度末までに、不動産登記手
ドライバはインストールされ、メーカ名や型番は認識
 ࡑࠗࠢࡠ࠰ࡈ࠻␠ߩᗐ 2% ࠰ࡈ࠻㧔8KTVWCN2%㧕ߪߢ߹ࠇߎޔ
75$ ᯏེࠍࠨࡐ࠻ߒ
続、商業・法人登記手続、債権譲渡登記手続及び動
しているようなのですが、正常に動作しませんでした。
ߡ߅ࠄߕޔ75$
ࡑ࠙ࠬ߿
75$
ࠠࡏ࠼ߛߌߪ߃߹ߔ߇ࠇߘޔએᄖߩ
75$ ᯏེߪ߁ߎߣ߇
産譲渡登記手続の 4 手続を対象とする新オンライン
マイクロソフト社の仮想 PC ソフト（Virtual PC
ߢ߈߹ߖࠎޕ
登記申請システムを開発し、運用を開始する」とい
2007）
は、
これまでUSB機器をサポートしておらず、
 9KPFQYU ߩ :2 ࡕ࠼ߢߪߘߩὐᡷༀ߇࿑ࠄࠇߡޔ75$ ᯏེࠍࠨࡐ࠻ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߥߞߚ
う方針を打ち出しています。実際にオンライン申請
USB マウスや USB キーボードだけは使えますが、
ߣߪ߹ߔ߇ࠅߪ߿ޔቢోߢߪߥߩ߆߽ߒࠇ߹ߖࠎޕ
をする調査士の意見に耳を傾けていただき、新オン
それ以外の USB 機器は使うことができません。

ライン登記申請システムがより良いものになっても
Windows 7 の XPࡕ࠼ߢਸภ↳⺧ࠍߔࠆ
モードではその点改善が図られ
ԛ9KPFQYU:2
らいたいものです。
て、USB
機器をサポートできるようになったとは

いいますが、
やはり完全ではないのかもしれません。
 ࿁ߪޔ+%
ࠞ࠼ߩ࠻ࡉ࡞ߢ㔚ሶ⟑ฬ߇ߢ߈߹ߖࠎߩߢޔ:2 ࡕ࠼ߩ↳⺧ታ⸽ߪ㔚ሶ⟑
ฬ߇ᔅⷐߢߥਸภ↳⺧ߢߔࠆߎߣߦߒ߹ߒߚޕ

④ Windows XP モードで乙号申請をする

今回は、IC カードのトラブルで電子署名ができ
ませんので、XP モードの申請実証は電子署名が必
要でない乙号申請ですることにしました。
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