
企業を取りまく環境

社会や企業の経済活動に甚大な影

響を及ぼす脅威として，テロ等の人為

的災害，地震等の自然災害に加え，

近年，新型インフルエンザ等の感染症

の世界的な大流行（パンデミック）の

リスクが高まっています．企業の事業

継続計画（BCP: Business Conti -

nuity Plan）においても本リスクに対

する対策が喫緊の課題となっています．

本年４月に発生した新型インフルエン

ザ（H１N１型）の世界中での感染拡

大において，WHOはパンデミック警

戒フェーズ６を宣言しました．また，

日本国内でも感染が拡大し，厚生労

働省の新型インフルエンザ発生段階は

国内発生早期となっています．本ウイ

ルスは現在のところ（2009年６月現

在）弱毒性であり，社会や経済活動

への影響は限定的なものとなっていま

すが，H１N１型の新型インフルエン

ザウイルスの発生は今後の新型インフ

ルエンザ発生についてその時期や地域

の予測が難しいこと，また世界規模で

の感染スピードの速さを改めて示しま

した．

新型インフルエンザに対する企業

の対策

新型インフルエンザの発生に対し，

企業は従業員とその家族の健康・安全

の確保および事業継続のための対策を

取ることが必要となります．新型イン

フルエンザ発生時には従業員とその家

族への感染拡大等の影響により，企業

は業務の縮小や停止を余儀なくされる

可能性があり，こうした状況下でも重

要業務を継続するための対策を取る必

要があります．また，対応が適切でな

い場合は，自社のみでなく社外に感染

を拡大させてしまうリスクがあり，社

会的役割（CSR: Corporate Social

Responsibility ）の観点からも適切

な対応を取ることが求められます．

企業における新型インフルエンザへ

の対策としては，主に①危機管理体制

の整備，②感染防止策の実行，③

BCPの実行，④教育・訓練の実施，

が挙げられます．

① 危機管理体制の整備において

は，企業は経営者をトップとした

危機管理組織を設置し，感染防

止策の実施や，事業継続に関す

る意思決定体制を構築します．ま

たサプライチェーンを確保するた

めに，関連事業者との協議や，情

報共有体制を整備することが必要

となります．

② 感染防止策の実行においては，

企業は従業員に対するマスクの着

用や手洗い・うがいの励行等の注

意喚起や職場への入場制限，清

掃・消毒等の対策を実施します．

また，従業員やその家族の健康状

態の確認を行い，感染した従業員

や感染の疑いがある従業員を把握

することが必要となります．

③ BCPの実行においては，新型イ

ンフルエンザを対象とするBCPは，

従来の地震災害を対象としたもの

とは異なる要素を持つため，その

特性に合わせた計画の策定が必要

となります（表１）．地震災害に

対しては，重要業務の選定を行い

それらの中断を防止することやで

きる限り早期の復旧を図ることが

事業継続の方針となる一方で，新

型インフルエンザに対しては，感

染リスク，社会的責任，経営面

を勘案し，事業継続のレベルを決

定する必要があります．また，被

害が国内全域・全世界的となり，
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モバイルコネクト安否確認/一斉通報サービス
新型インフルエンザ対応機能

社会や企業の経済活動に甚大な影響を及ぼす脅威として，地震等の自然災
害に加え，近年新型インフルエンザ等の感染拡大のリスクが高まっています．
モバイルコネクト安否確認/一斉通報サービスは，新型インフルエンザ発生
時の各フェーズにおける企業の情報連絡，従業員の状況確認等を行う機能を
強化しました．
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代替施設での操業や取引事業者

間の補完が困難となるほか，被害

の期間も長期化することが見込ま

れます．企業は新型インフルエン

ザ発生時でも継続を図る重要業務

を発生段階ごとに特定し，従業員

の交替勤務や時差通勤・在宅勤

務等の実施等を含めた人員計画

を立案します．

④ 教育・訓練の実施においては，

企業は従業員１人ひとりに対し，

新型インフルエンザに対する正し

い知識の習得，感染防止策や

BCPの円滑な実行のための教育・

訓練を行います．

モバイルコネクト安否確認/一斉

通報サービスにおける新型インフ

ルエンザ対応機能

モバイルコネクト安否確認/一斉通

報サービスでは，企業の新型インフル

エンザに対するこれらの対策を以下の

機能でサポートします（図１，表２）．

（1） 一斉通報機能

新型インフルエンザ発生時には，企

業は国内外の感染状況等，正しい情

報を入手するとともに発生段階や状況

に応じて，従業員に対する行動指示

（感染予防策の徹底，発生都市への出

張制限，時差通勤や在宅勤務の実施

指示等）を迅速に行うことが必要とな

ります．例えば，事業所内で感染者が

確認された場合には，感染被害を最

小限に抑えるため発生情報を従業員

に迅速に共有し，事業所の一次閉鎖

や濃厚接触者への自宅待機，経過観

察指示等の措置を行う必要がありま

す．また新型インフルエンザにおいて

は，被害エリアが国内全域となり，連

絡や管理対象となる従業員の数も広

範囲かつ多数に及びます．一斉通報

機能はこれらの従業員に対する情報連

絡や指示伝達の円滑な実施をサポート

する機能です．

一斉通報機能では，管理者が従業

員に対するメッセージおよび設問（任

意）を管理画面上で登録し，システム

が事前に登録された従業員の電話番

号・メールアドレスに対して発信を行

います．システムは従業員が情報を確

表１　BCPにおける地震と新型インフルエンザの違い

項　目

事業継続方針

被害の対象

地理的な影響範囲

被害の期間

地　震 新型インフルエンザ

できる限り事業の継続・早期復旧
を図る

主に社会インフラ（施設・設備等）

地理的・局所的
（代替施設での操業や補完が可能）

過去事例等からある程度想定可能

感染リスク，社会的責任，経営面を
勘案し，事業継続のレベルを決める

主に人

国内全域，全世界的
（代替施設での操業や補完が困難）

不確実性が高く予測が困難

出典：「新型インフルエンザ対策ガイドライン」（新型インフルエンザ及び鳥イ
ンフルエンザに関する関係省庁対策会議　2009年2月17日）より作成

図１　新型インフルエンザ状況確認フロー 
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認するまで，自動的に発信を繰り返し

ます．従業員は情報受信後，電話・

PC・携帯Webを利用してメッセージ

を確認し，設問への回答や会社へのコ

メント入力を行います．管理者機能は

PC・携帯Webに対応しているため，

管理者は自宅や外出先からでも，情報

連絡の実施や各従業員の確認状況を

タイムリに把握することが可能です．

（2） 新型インフルエンザ状況確認

機能

新型インフルエンザの感染拡大期・

蔓延期においては，従業員やその家族

の感染の影響により欠勤率は20～

40％となると想定されています．企業

は感染の拡大防止および事業継続の

観点から，従業員に対し毎日出勤前に

本人およびその家族の発熱の状況や健

康状態，出社可否等の報告を要請し

管理することが必要となります．

新型インフルエンザ状況確認機能

は，この日々の従業員やその家族の健

康状態および感染状況等の確認をサ

ポートする機能です．本機能では管理

者が設定した設問に対し，従業員が電

話・PC・携帯Webを利用して設問へ

の回答や会社へのメッセージを登録し

ます．未登録の従業員に対して，管理

者から登録要請を行うことも可能です．

また，登録の受付開始・完了処理を

あらかじめ指定した日時にシステムが

自動的に行うことができ，毎日の状況

確認の確実な実施や管理者の作業負

担を軽減します．なお実行日時は日時

指定のほか，期間指定・曜日指定等

による設定が可能です．

さらに，地震災害等と異なり，新

型インフルエンザにおいては，発生

フェーズや感染状況の推移によって従

業員へ確認する内容が異なってきま

す．新型インフルエンザ状況確認機能

では，設問項目を管理者が管理画面

上で自由に編集できるため，新型イン

フルエンザ発生フェーズの変化や企業

の状況に応じた柔軟な状況確認を実

現します．

（3） 二次通報機能

感染した従業員や感染の疑いのある

従業員に対しては，感染の拡大を防止

するため自宅待機等の指示を行う必要

があります．本人のみでなく，濃厚接

触した可能性がある者に対しては健康

状態の詳細確認や自宅待機・在宅勤

務等の指示を迅速に行うことが必要と

なります．また感染拡大期や蔓延期に

おいては，重要業務を継続するために，

出社可能な従業員を把握し，あらかじ

め決定した人員計画の出社基準に応じ

て，個別に出社要請や在宅勤務等の

指示を行います．二次通報機能は，こ

れらの従業員の状況確認結果をふまえ

た情報連絡や指示伝達をサポートする

機能です．二次通報機能では，新型

インフルエンザ状況確認機能の「感染

状況」等の回答内容や「所属組織・

勤務地・役職などの属性情報」の条

件を組み合わせて抽出された対象の従

業員に対し，新たな一斉通報を行う

ことが可能です．これにより従業員の

状況確認後の迅速な対応をサポート

します．

例えば，「体温が38度以上」と回答

した従業員に対し出社しないよう通知

する，新たな感染者が発生した組織の

従業員に対し在宅勤務を指示する，

「出社可能」と回答した従業員に対し，

事前に決めた役職ごとの出社基準に応

じて個別に出社要請や在宅勤務などを

指示するなどの利用が可能です．

また地震災害等とは異なり，新型イ

ンフルエンザ発生時には長期間にわた

り全社単位のみでなく，各個別の部署

単位で状況確認や指示伝達を行うこ

とが必要となります．モバイルコネク

ト安否確認/一斉通報サービスは，管

理者機能の利用権限を各組織階層単

位で設定することが可能です．各部署

やグループ単位で各機能を利用するこ

とができるため，企業の管理や業務体

系に応じた柔軟なシステム活用を実現

します．

モバイルコネクト安否確認/一斉

通報サービスのシステム運用

モバイルコネクト安否確認/一斉通

報サービスの特徴として，S a a S

（Software as a Service）型の提供
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表２　新型インフルエンザ発生フェーズにおける利用シーン例

発生フェーズ

海外発生期
（第一段階）

国内発生早期
（第二段階）

感染拡大期・国内
蔓延期・回復期
（第三段階）

サービス利用シーン例

・海外発生情報の連絡
・対策本部の招集
・海外渡航制限等の指示
・海外渡航予定有無の確認・海外帰国者の経過確認　等

・国内発生情報の連絡
・感染予防策の実施指示
・出張制限・時差通勤等の実施指示
・事業所内での感染者発生連絡，事業所一次閉鎖指示　等

・毎日の出社前の検温・健康状態等の確認
・感染状況・出社可能者の確認
・感染者の濃厚接触者への自宅待機指示
・出社基準に応じた出社要請や在宅勤務等の指示　等
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形態である点が挙げられます．企業は

システムの初期導入投資を抑えること

ができるほか，導入後のシステムの監

視や保守等の運用をアウトソースする

ことで，システムの管理コストを軽減

することができ，少ない投資で高機

能・高品質のサービスを利用すること

が可能となります．

ここでは高い品質水準を維持するモ

バイルコネクト安否確認/一斉通報サー

ビスのサービス運用について紹介しま

す（図２）．

（1） ファシリティ

安否確認システムは災害時に利用

するという特性から，システム自体に

高い対災害性が要求されます．モバイ

ルコネクト安否確認/一斉通報サービ

スは，システムの設備を耐震性・耐火

性を備えた高信頼のNTTコミュニケー

ションズのデータセンタに設置してい

ます．さらに，センタを２拠点に分散

配置し，常時２拠点が稼働する構成

（Active-Active構成）にて提供して

います．これにより万が一，片方の拠

点が被災した場合でもサービス断なく

サービス提供を継続することを可能と

しています．また，首都圏直下型地震

発生時のシステムへのアクセス集中を

想定した負荷試験の定期的な実施や

収容ユーザ数拡張に応じた設備増強を

行うことで，システムの信頼性を維持

しています．

（2） ネットワーク

モバイルコネクト安否確認/一斉通

報サービスでは，音声網・携帯Web

網・インターネット網の３つのネット

ワークを用意し，それぞれ独立した網

構成とすることで，ネットワークの信

頼性を高めています．また音声網は

Arcstarダイレクトサービス〔NTTコ

ミュニケーションズ網（県間網）に直接

収容するISDNサービス〕をお客さま

ごとの専用回線として提供しています．

（3） オペレーション

モバイルコネクト安否確認/一斉通

報サービスでは，24時間365日の保守

運用体制で，システム障害監視やセ

キュリティ監視を専門の保守員が実施

しています．また，ヘルプデスクを用

意し24時間365日対応でお客さまの運

用をサポートしています．

（4） セキュリティ

モバイルコネクト安否確認/一斉通

報サービスでは，システムへの物理

的・論理的な不正アクセス対策ととも

に，情報セキュリティマネジメントシ

ステム（ISMS: Information Secu-

rity Management System）に則っ

た運用で万全のセキュリティ対策を実

施しています．

今後の展望

モバイルコネクト安否確認/一斉通

報サービスでは，これまで主に災害や

新型インフルエンザ等の発生における

従業員等の人的リソースの状況を確認

するサービスとして，各種機能拡張を

行ってきました．今後は確認・管理の

対象を，従来の人的リソースのほか，

ファシリティやシステム運行状況等に

拡大し， BCPの初動における各種リ

ソースの確認やコミュニケーションを総

合的にサポートするサービスとしてさら

なる機能強化を行っていきます．

倉持 桂子

安否確認/一斉通報サービスは，2004年
のサービス提供開始以来業種・業界を問わ
ず多くのお客さまにご利用いただき，お客
さまニーズの進化・多様化に対応した機能
拡張を行っています．事業継続におけるサ
ポートツールとしてぜひご活用ください．

◆問い合わせ先
NTTコミュニケーションズ
プラットフォームサービス部
TEL 03-6733-8340
FAX 03-5439-0495
E-mail mobileconnect ntt.com

図 ２ 　 モ バ イ ル コ ネ ク ト 安 否 確 認 / 一 斉 通 報 サ ー ビ ス 構 成  
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