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『士協会ネットワーク構築について』 
―― 新スキーム体制整備に関連して ―― 

 
２００５年４月２２日    

(社)岐阜県不動産鑑定士協会 
不動産鑑定士  森島信夫   

 
一、序にかえて 

平成１７年４月１日をもって全面施行された「個人情報保護法」と「個人情報保護に関

するガイドライン」は、事務所にシュレッダーを設置することや、事務所のパソコンにパ

スワードを設定して管理することなどをはじめとして、我々不動産鑑定士や鑑定業者に

様々な対策を求めています。それは、法が情報漏洩後の救済を意図するものではなく、漏

洩という事態を起こさないように予防措置を講じることを求めているからです。 
同時に平成１７年度より試験施行が予定されている取引価格情報開示制度（通称新スキ

ーム）は、取り扱う個人情報（取引情報）の情報源が行政情報であることから当然のこと

として、個人情報並びに個人データ取扱に関して、専門職業家団体として一般企業以上の

安全対策が求められていると考えられます。 
 即ち取引事例新スキームに関わると否とにかかわらず、各都道府県士協会が従来方式に

よる事例収集を行う場合においても、個人情報保護法並びにガイドラインが示す様々な安

全管理措置の実施が求められているのです。 
 
 そこで、ガイドラインが求める組織的、人的、物理的、技術的安全管理措置を実施し、

コンプライアンスを強化してゆくためには、公示評価員のみをクライアントとする中央管

理サーバシステムに準拠し、同等以上の安全性が確保される全国士協会ネットワークの構

築が欠かせないものであると云えます。 
 
(注)国土交通省、個人情報保護に関するガイドライン（H16.12.02 国交省告示第 1500 号） 

鑑定協会、個人情報保護に関するガイドライン(H17.1.18 理事会承認) 

 

(注)「新スキーム」 

 そもそも、新スキームは「取引価格情報開示制度」(国交省土地情報課主管）の発足によるものであり、

主として土地取引価格情報を広く社会に開示するために、不動産取引価格を調査してＷｅｂにより公開し

ようとするものである。 

 「不動産取引価格情報の提供制度」（国交省）は「地価公示の枠組みによる取引事例の収集・提供制度」

を創設し、地価公示評価員の協力により取引価格情報開示に係わる取引事例の調査を行おうとするもので

あり、大都市圏域を中心にして平成１７年度より試験施行が開始される。 
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 新スキームには、不動産鑑定士が「地価公示の枠組みによる取引事例の収集・提供制度」事業への協力

を通じて公益事業に積極的に参加するという意義があると同時に、事業への参加は結果として鑑定評価の

基盤である取引事例収集に関して、安定的に持続する「取引事例収集システム」を構築することでもある。 

 

(注)「中央管理サーバシステム」 

 新スキームによる地価公示の枠組みによる取引事例の収集・提供制度」を実施してゆくために鑑定協会

に構築される SSL-VPN 方式【術語注.1】によるクライアント・サーバシステムである。 

この中央管理サーバシステムには調査対象区域に属する地価公示評価員に限ってアクセスが認められる。

公示評価員は USB トークン(暗号化キー) 【術語注.2】を利用して中央管理サーバシステムにアクセスする。

中央管理サーバシステムには、一次～四次データが保存管理される。 

※ 一次データ 異動通知データ(行政情報) 

※ 二次データ アンケートの結果、当事者より回収された調査票(ＰＤＦファイル化) 

※ 三次データ 公示評価員が指定される所要の調査結果を入力した事例データ 

※ 四次データ 地価公示事例カード(公示事例は中央サーバでも作成が可能である) 

 

二、士協会ネットワークシステムの必要性 

 士協会ネットワーク（以下士協会ＮＷと略称）がなぜ必要か云うと、専門職業家団体で

ある士協会においては個人情報の取扱に安全性が十全に担保される措置が必要だからであ

り、士協会及び会員のコンプライアンス向上と充実が求められているからである。 

別の観点から云えることは、取引情報に係わる一次～四次データの受け皿として、士協

会サーバにデータを保管して随時利用できる環境を用意することは、鑑定評価上重要且つ

有用である。一般に取引価格が含まれるデータのみを有用な取引事例データとして尊重し

がちであるが、価格の含まれない取引データも鑑定評価上とても有用である。 

狭義的には近隣地域や周辺地域における取引の発生状況を確認する上で、一次データは

とても重要である。即ち、標準地や基準地や評価対象地の周囲で取引が発生したか否かを

知ることは近隣地域分析や事例追跡調査に欠かせない事項である。 

広義的には、エリアにおける取引の発生件数及びその推移、取引物件の属性分析、当事

者の属性分析等は、一般的要因や地域要因の分析に欠かせない事項である。 

この士協会ＮＷシステムの概要図(ソラン提案)は、下記 URL から参照できる。 

http://www.morishima.com/cgi-bin/k_data/pdf/bin/bin050418151013004.pdf 

 

『地価公示業務等の現況』 

地価公示等業務において取引事例の収集、交換、配布、その他個人データの移送等を行

うに際して、多くの士協会や分科会ではＦＤ、ＭＯ、メール添付ファイル等が利用されて

います。また紙による移送・交換も多く行われています。さらに各都道府県士協会窓口に

おいて閲覧に供されている事例資料の多くは紙情報です。 
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『ＦＤ等携帯可能メデイアの使用停止』 

法並びに個人情報保護ガイドライン等は、このような携帯可能なメデイアや紙媒体によ

る個人データの移送、交換、配布、保管は好ましくないものとしています。特にＦＤの利

用や個人データのコピー配布は禁止する事業者が多くなっているのが社会の趨勢です。 

 

『トレーサビリテイの充足』 

地価公示業務等におけるＦＤ利用は直ちに違法とみなされるものではありませんが、コ

ンプライアンスが疑われるモノとは云えます。同時に本人よりの開示請求が発生した場合

には速やかに個人データの所在が確認できなければなりません。その為には個人データの

複写・移送・交換・配布の各過程が全て管理・記録されている必要があります。 

誰が何をコピーしたか、誰に何時、何を渡したかが管理されておらず追跡できない状態

では、安全管理措置を十全に講じたとは云えない状態にあります。 

 

即ち、個人データ管理に関して、ＦＤ等の利用を停止しトレーサビリテイを充足するに

は、士協会ＮＷ構築が最も近道であり、安全な対策なのです。そして利便性も高いと云え

ます。その観点からして取引事例をコンピュータ管理し、その Log【術語注.3】を保存する

ことが安全管理措置として重要であり、だからこそ安全で、廉価で、利便性の高い士協会

ＮＷ構築が求められているのです。 

 

(注)ガイドラインが示す安全管理措置 

 国交省並びに鑑定協会のガイドラインは、安全管理措置について詳細な説明はなされていない。 

しかし、経済産業省のガイドラインは四つの安全管理措置について詳細な説明を加えている。 

例えば、国交省ガイドライン第九条(安全管理措置)では、その５技術的安全管理措置第六で、「個人デー

タの移送・通信時の対策」と記述するだけです。鑑定協会ガイドラインも同様の記述がされるだけである。 

 ところが、経済産業省ガイドラインでは、技術的安全管理措置 (6)個人データの移送・送信時の対策の

なかで【各項目について講じることが望まれる事項】 という項があり、 (6)個人データの移送（運搬、郵

送、宅配便等）・送信時の対策の上で望まれる事項として、『移送時における紛失・盗難が生じた際の対策

（例えば、媒体に保管されている個人データの暗号化）』、『盗聴される可能性のあるネットワーク（例えば、

インターネットや無線ＬＡＮ等）で個人データを送信（例えば、本人及び従業者による入力やアクセス、

メールに添付してファイルを送信する等を含むデータの転送等）する際の、個人データの暗号化 』と、記

述しています。 

 多くの業界に関して云えば、個人データの移送に際して、ＦＤ、ＣＤ等の携帯可能メデイア及びノート

パソコンを安易に利用することは論外とする考え方が一般的になっています。 

特に個人データへのアクセス権限管理やアクセス記録の管理が問われる状況からすれば、それらの管理が

不可能なメデイアの利用は論外なのです。 
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 他にも、保有個人データの開示・訂正等・利用停止等を求められた場合には、政令で定める方法により

速やかに対応しなければなりませんが、その為には的確な個人データ管理が求められます。 

• 経済産業省 

「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」(PDF)  

2004 年 10 月 22 日経済産業省告示第 4 号 

http://www.meti.go.jp/feedback/downloadfiles/i41013fj.pdf 

 

三、士協会ネットワークシステムの構成 

 士協会ＮＷは、全く新しいシステムを構築するモノではありません。中央管理サーバに

準拠した安全で、廉価で、かつ利便性の高いシステムを構築しようとするものです。 

 

「安全性」 

中央管理サーバシステムと同じ SSL-VPN システム【術語注.1】を採用して、通信データを

暗号化することにより安全性を確保するものである。中央システムが採用するＵＳＢトー

クン【術語注.2】を併用し、中央サーバと同様に士協会サーバを一括ホステイング【術語注.4】

することにより、同等の安全性と管理状況を実現する。 

士協会サーバについて一括ホステイングを行うことは、サーバ管理に伴う物理的、技術

的安全管理措置対策が軽減されるものであり、士協会負担を軽減させる。 

 

「廉価性」 

・ 中央システムが採用する USB トークンを共用するものであり、新規にシステム構築を行

わないことから、システム構成費用が軽減される。 

・ 事例管理ソフトは中央管理ソフトと共通のソフトを採用し、新規開発は行わない。 

・ 中央管理ソフトは当初から PDF ファイルの管理機能を有することから、士協会において

も公示等事例カードの二枚目(位置図・地形図)を PDF ファイル化して管理することが容

易である。(事例カード二枚目のイメージデータ化) 

・ 全都道府県士協会サーバを一括共同ホステイングすることにより管理費用を軽減する。 

・ バックアップについても、中央システムに準拠併用する。 

・ パッケージソフトについては ASP 型ソフト【術語注.5】を採用して、ライセンス費用を低

額にする。 

・ ASP 型ソフトの採用は、管理費用も軽減するものである。 

 

(注)取引事例管理ソフトに関して 

事例管理ソフトは中央システムが採用するソフトをライセンス使用するものであり、一部のカスタ

マイズを除けば変更は加えない。同ソフトを利用して一次～三次データの管理を行うと同時に、四次

データ（地価公示等事例カード）の作成も可能である。 
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また、異動通知データを入力して従来方式のアンケート調査票の発送を行うことも可能である。 

 公示等事例カードの作成は、中央システム、士協会システムでも可能であるが、従来通り評価員の

公示評価ソフト上で作成後に士協会サーバに送付することも可能である。 

ユーザーインターフェース（検索・入力画面）については、中央システムが「代表幹事用、幹事用、

評価員用」と別れるのと同様に「士協会会長用（代表幹事用）、公示評価員用、一般会員用、事務局閲

覧用」に区分されるものであり、そのアクセス権限は会員に配布される「ＩＤ」により管理される。 

 

「利便性について」 

 士協会ＮＷシステムは、単に取引事例を管理することのみを目的とするモノではない。

士協会の自主性、独立性、自治を基礎とする様々な運用が可能であると同時に、迅速な意

志決定のもとで多面的な展開が可能である。 

 例えば、ASP 型グループウエア Web Box【術語注.6】の導入は、Web Box が用意する「ワー

クフロー、掲示板、電子フォーラム、スケジュール管理、電子ファイリング」等の機能を

利用することにより、士協会運営や公示分科会運営が機能的かつ機動的に行える環境が用

意される。 

 或いは、サーバ上に共有フォルダーを利用目的やグループ毎に用意すれば、様々なデー

タ管理やファイル管理が容易になる。例えば、全会員共有フォルダー、分科会共有フォル

ダー、役員会共有フォルダー、委員会共有フォルダー等の設置が考えられる。 

 同時に様々な組織単位での複雑なユーザー管理は、アクテイブデイレクトリー【術語注.7】

を採用することにより容易かつ効率化できる。 

 

四、一括ホステイング士協会ＮＷ構築の必要性 

 各都道府県士協会サーバを構築するに際して、一括ホステイングを採用することの利点

を考える上では、個々に士協会サーバを構築する場合の課題の検討が参考となる。 

『安全性』 

 士協会が独自にクライアント・サーバシステムを構築しようとすれば、先ず最初に安全

性を確保するシステムとしてどのような方式を採用するかが問われる。この場合に、鑑定

協会が採用するシステムと同じ「SSL-VPN システム」を採用するのが妥当であろうと考えら

れる。(小規模会では、IP-VPN 方式の採用も可能である。) 

 しかし、SSL-VPN システムは、一般的に基本費用が高額になるものであり、小規模会では

会員一人あたりの負担が多額になる。（仕様によるが、一式、数十万円～数百万円必要） 

鑑定協会の SSL-VPN システムに相乗りしてネットワークを構築すれば、多額の新規費用発

生がなくて、少なくとも鑑定協会と同等の安全性は確保される。 

『廉価性』 

 独自構築の場合は、ネットワーク構築費用が多額になるだけでなく、事例管理ファイル

の新規作成費用も必要になる。事例のテキストデータだけに限ってみれば、ファイルの基
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本フォーマットに準拠した独自設計ファイルの作成も可能であるが、中央管理ファイルか

ら提供されるＰＤＦファイルを管理するためには相応のシステムが必要になるのである。 

また、中央管理ファイルと同じファイルソフトを利用するに際しても、基本とするパッケ

ージソフトのライセンス取得費用が割高になる。例えば、中央管理ファイルが採用するオ

ラクル【術語注.8】を同じく採用しようとすれば、1CPU あたりで 190 万円前後、１ライセ

ンス(１ID)あたりで 37,500 円前後となる。他の ASP 型ソフトを利用するに際しても同様で

あり、独自構築は一定の規模以上に達しないと多くの経費が割高になるのである。 

『利便性』 

 いうまでもないことであるが、一括ホステイング方式により士協会ＮＷを構築すれば、

設計・構築・管理に関して手間入らずとなるだけでなく、会員サポート、システム設計及

び導入に係わる費用、維持管理費用、運用に係わるノウハウの交換等、利点は多い。 

 同時に基本設計を共通にする全国士協会ネットワークの存在は、取引事例等個人データ

管理の安全性や利便性を確保するだけでなく、全国の不動産鑑定士を重層的に連結するネ

ットワークを構築することともなる。 

『構築費用見積』 

 全国の都道府県士協会ＮＷ構築に関する経費は、ＮＴＴコミュニケーションズ(ハード)

並びにソラン（株）(ソフト)の両社が提案する第一次見積書では初期費用総額約 35,000 千

円、（参加会員数を 5,000 名とすれば、一名あたり約 7,000 円）である。月額の維持費はオ

プション次第で変わるものの会員一名あたり（１ID あたり）2,000 円～3,000 円である。 

 初期費用の数千万円はいかにも多額であるというお考えもあろうと思いますが、初期費

用全額を一度に支出すれば資産勘定が増えるだけであり、公益法人としてはリース方式が

好ましいという考え方もあります。リースにして月額維持費に加算し会員が負担する。会

員の負担を軽減するためには事例閲覧料のなかで処理するという考え方もあり得るのです。 
 

五、士協会ネットワークシステムの将来展望 

 士協会ＮＷを構築すれば、直ちに利便性の高いネットワーク環境が実現するというモノ

ではない。どのように高度な環境を用意しても、会員が日常的に利用しなければ絵に描い

た餅なのである。 

 会員が士協会ＮＷシステム利用に習熟し恒常的に利用するに至るには、相応の期間を要

するものである。しかし、地価調査のメモ価格の提出とか事例カード交換などのように、

期日を定めて利用を求めることが日常的になれば、会員の利用習熟度は日ならずして高ま

ると云える。 

 

 さらにネットワークの充実とその多面的な活用は、取引事例作成の効率化や事例閲覧の

安全性強化、さらには会員の参加する地価公示等の協働業務の効率的かつ安全な運営にと

どまらず、様々な情報を共有化する或いは共同利用を可能にするものであり、士協会が設
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置する Web Site と併用すれば、公益的活動の拠点として有効な社会的発信も可能にするも

のであると同時に、不動産鑑定士のプレゼンスを向上させるものである。 

 同時に士協会におけるナレッジマネージメント【術語注.9】の端緒となり、ネットワー

クの活用は、それを向上されるものとなろう。 

 

 士協会事務の効率化という面からは、事例管理ＬＯＧの保存はトレーサビリテイの確保

だけに留まらず、閲覧料等の課金システムに発展して事例作成者と閲覧利用者の負担の衡

平化を図ることが可能であるとともに、事務局の閲覧事業の管理事務負担を軽減する。 

あるいは会員証をＩＣチップ搭載型に変更することにより、会員の閲覧記録を簡易に管理

したり、より広範囲の会員が資料を共同利用することをも容易にするものである。 

 

 見逃されがちなことであるが、USB トークン利用による SSL-VPN アクセスは、インターネ

ット接続環境さえあれば何処でも士協会ＮＷにアクセスが可能となり、事務所以外にも自

宅接続や、移動先におけるモバイルアクセスを実現することでもある。 

 

 

六、術語について 

「マイクロソフト単語帳より http://www.microsoft.com/japan/Terminology/ 」 

1.ＳＳＬ－ＶＰＮ 

SSL 【 = Secure Sockets Layer 】 

暗号技術を用いて、クレジット カード番号などの重要な情報の傍受を防ぎ、安全な通信チャネルを確立す

るために提案された暗号化プロトコルの公開標準規格。 

主として、 World Wide Web 上においてセキュリティで保護された電子商取引などを実現する用途で使用

されているが、 World Wide Web 以外のほかのインターネット サービスでも同様に機能するように設計さ

れている。 

VPN 【 = Virtual Private Network, 仮想プライベート ネットワーク 】  

インターネットや電話回線など公衆回線を、あたかも専用線であるかのように利用するための技術。安全

なリモート アクセスの環境を実現するデータ通信網 ( ネットワーク接続 ) の形態の 1 つ。 

仮想プライベート ネットワーク接続の技術を利用したネットワークのことで、企業内の LAN (= ローカル 

エリア ネットワーク ) などで運用されているのと同等レベルの高度なセキュリティを、インターネット

や電話回線網などの公衆通信網 (大衆網) にまで拡張して使用可能にするネットワークのこと。あるいは、

その技術のこと。 

 

2．ＵＳＢトークン 

USB トークンでセキュリティ対策を確実に。 ～Pentio PKI USB トークン～ 

http://www.pentio.com/service/pki_token.html 
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Token 英単語としては「象徴、証拠(品)、記念品、代用貨幣」といった意味になる。もっとも一般的に使

われると思われるのは、このうちの代用貨幣の意味から転じた用法であろう。何らかの権利などを有する

ことの証明として使う例が多い。 ネットワークに関する用語では、トークンリング(Token Ring)がある。

これは、ネットワークの方式の 1つで、ネットワークにデータを送出する権利を Token と呼ばれる特殊な

データで表現する。Token はネットワーク上にただ 1つ存在し、順次各ノード間で手渡されている。ある

時点で Token を所有しているノードだけがネットワークに対する送信権を持つわけである。 

 

3.ＬＯＧ 【 ログ 】 
コンピュータの利用状況や通信の記録をファイルやデータベースに残すこと。またはその記録自体のこ

と。 

 
4．ホスティング サービス 【 = hosting service 】  

メール サーバー、 Web サーバー、ファイル サーバーなど各種サーバー コンピュータの運用管理等を

行う代行サービス。 単に、コンピュータの機器を稼動させるだけでなく、ホスティングを行うコンピュ

ータ システムをインターネットにつなぐ場合には、それに必要な IP アドレスやドメイン名の取得の代行

業務も請け負うなど、本来は自前でシステムを運用する場合には自らが行わなければならないサービスを

付加的に提供してくれる業者も多い。 

 

5.ＡＳＰ型ソフト  アプリケーション サービス プロバイダ 【= Application Service Provider 】 

ビジネス用のアプリケーション ソフト ( 業務ソフト ) をサーバー コンピュータ上で稼動させ、その

機能をネットワーク ( インターネット ) を介して顧客にサービスすることを生業とする企業のこと。単

に 『 ASP 』 と略して呼ばれることも多い。 

 ユーザーは、 Web ブラウザや専用のクライアント ソフトを用いて、当該の ASP が運営するサーバー コ

ンピュータ システムに接続して、その上で稼動するアプリケーション ソフトを利用する形態の商用サー

ビス。 

 主に、企業が大規模な情報システムの管理運用コストを下げるために、その運用を外部に委託する (外

注する) 目的で利用されることも多い。そのため、 ASP のサービス範囲は、大規模な業務ソフト (例えば、 

ERP ( Enterprise Resource Planning ) や CRM (Customer Relationship Management) など) の運用から、

ワープロや表計算ソフトなどの日常的に使用されるアプリケーション ソフトまで幅広い。 

 

6.グループウエア ＷｅｂＢｏｘ (NTT コミュニケーションズ) 

グループウエアとはネットワークを活用して情報共有やコミュニケーションの効率化をはかり、グルー

プによる協調作業を支援するソフトウェアである。 

主な機能としてはメンバー間でスケジュールを共有するスケジューラ機能、電子メール機能、電子会議室

機能、電子掲示板機能、文書共有機能、ワークフロー機能などがある。 

グループウェア「WebBOX」  http://www.webbox21.com/ 
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7.アクテイブデイレクトリー  【 = Active Directory 】  
マイクロソフトが開発したディレクトリ サービス。大規模なコンピュータ ネットワークを一元的に管

理するための統合技術。 

サーバー コンピュータ向けの Windows オペレーティング システムである、 Windows 2000 や Windows 

Server 2003 に組み込まれている機能で、ディレクトリ データベースを構築し、企業や組織内のネットワ

ークに接続されている資源 ( ネットワーク リソース ) を管理する機能を提供するもの。ネットワーク 

リソースに関するすべての情報を保持し、それらに対する一元的なアクセスを実現するためのもの。 

企業や政府機関などの大規模な組織のネットワーク環境において、ネットワーク全体の一元管理に用いら

れている。 

また、堅牢なセキュリティ保護環境を構築するために必要なネットワーク セキュリティ情報を統括して、

組織がネットワーク リソースやユーザーに関する情報を集中して管理および共有することを可能にする

機能などによって、複数のドメインを 1 つの大規模ネットワークとして扱うことができる。 

 システム管理者の負担を大幅に軽減するために、企業に必要なシステム運用のための各組織を表すディ

レクトリの分離や移行、集中管理、そしてディレクトリ数の削減などの作業を 1 か所に統合するように設

計されているのが大きな特徴。 

 

8.オラクル Oracle 

 データベースソフト 

http://www.oracle.co.jp/database/index.html 

 
9.ナレッジ マネージメント 

Knowledge Management（アスキーデジタル用語辞典） 

データとして表わされる単なる情報から、ビジネスに役立つ知識をいかにして得るかという管理プロセ

スのこと。また、それを実現するアプリケーション。元々「ナレッジマネージメント（知識管理）」は学

術的に研究されていた分野だが、ロータスがグループウェア（ノーツ／ドミノ）の発展形として唱え始め、

今ではすっかり IT 業界のマーケティング用語になっている。 

ナレッジマネージメント（KM）では、知識を「暗黙知」と「形式知」という 2種類に分類する。暗黙知

はいわゆる職人のノウハウと呼ばれるもので個人の中に蓄積される知識、一方形式知は誰でもが参照でき

るマニュアルといった体系化された知識である。この 2つの知識を相互に移転し合い、結果として質の高

い情報活用を行なうプロセスが KM である。 

データベース／検索エンジン技術をベースに、ユーザーがポータルを使って情報や知識を「know who（誰

が持っているかを知る）」と、「know where（どこにあるかを知る）」という 2つの切口で引き出すこと

が可能なソリューションを展開することである。 
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『備考』 

  Web Site 『鄙からの発信』には、本小考に関連する多くの記事を掲載しております。 

 また、文中で引用するサイト URL は『鄙からの発信』に同時掲載する記事より閲覧ができます。 

 『鄙からの発信』URL http://www.morishima.com/kantei/index.html 


