
海外で働く社員を守るために
渡航者追跡ソリューション 

- ベストプラクティスおよび主なテクノロジー要件



経済のグローバル化が進展し、従業員層の多様化と分散化が進んでいます。 
様々なビジネスシーンの中で、ますます海外とのつながりの中で働く社員が増え
ています。  

•  企業の82%が長期海外出張は増えると考えています1。 

•  海外出張費用は2016年から2020年の間に20%以上増加し、合計1.6兆USドルに達すると予測されています2。 

国境をまたいで働く社員が増える中、世界各地での新たな脅威の広がりが懸念されています。企業は渡航中の社員を
保護し、不測の事態が起きた際には、社員の安全と健康を守るサービスやリソースを提供できるようなシステムを備え
ている必要があります。 

こうした現状を反映して、世界中を移動する社員をリアルタイムで追跡し、事前に連絡やアラートを発する機能を持つ、
渡航者追跡および情報提供ソリューションへの関心が高まっています。必要な際には、現地のリソースやサービスと併
せて使用できれば、さらに有効性はアップします。    

2017年の5月から8月に、調査会社のIpsos MORIが海外で働く社員を守る責任を持つ28業界、446名の関係者や担当
者を対象に、渡航者追跡サービスを選択する最も重要な要因、市場に提供されているさまざまなソリューションとその
機能について把握するために、世界規模の調査を行いました。 調査は責任者が渡航者追跡サービスを検討するにあ
たって、どのような点を考慮しているかを明らかにし、非常に有益な情報が得られました。

また、渡航者追跡ソリューションを考えるにあたり、上記の調査結果に加えて、今後の取り組みを考える上で、欠くことの
できない情報技術の役割についても考慮しています。渡航者追跡ソリューションの機能は、最新のデジタル技術と、効
果的なソフトウェア開発および品質保証プロセスに支えられています。変更の反映の迅速性、地域で異なる規制要件
の組み込み、性能および精度の向上、適切なアラートや渡航者向けアドバイスに必要な複数のデータソースの統合と
いった、情報技術を活用した性能も極めて重要であるからです。   

注記：

回答者は世界中の28の異なる産業に従事。うち大半（64%）が意思決定プ

ロセスにおいて重要な責務を担う立場。回答者の91%はインターナショナ

ルSOSの会員。回答者の所属する企業や団体の渡航者数は150名未満か

ら1,000名超と幅広い規模に及ぶ。本調査はインターナショナルSOSの委

託により実施。同社は医療、臨床、渡航安全に関するアドバイス・アシスタ

ンスを提供し、海外勤務者や海外事業を有する企業・組織をサポートして

いる。
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1  KPMG Global assignment policies and practices survey（2016年）
2  Statista、Global Business Travel（2017年）



目次

3  |  海外で働く社員を守るために

注目のプロバイダー：インターナショナルSOS

インターナショナルSOSが1位を獲得 12

トラベルトラッカーについて 12

はじめに

「情報提供および追跡ツール」とは 4

このツールが必要な理由 4

渡航情報および追跡ツールのプロバイダー  5

渡航情報および追跡ソリューションの使用経験に関する調査

ツール選択時に考慮すべき最も重要な機能 7

渡航者追跡ソリューションで考慮すべき主な技術的仕様 8

プロバイダーのサービスに対する満足度 9

プロバイダーの特徴 10

プロバイダーの変更を検討するか？ 11

総合満足度および推奨度 11

4

6

12



4  |  海外で働く社員を守るために

はじめに

「情報提供および追跡ツール」とは

渡航者追跡の技術は、2000年ごろから使用されてきました。21世紀のデジタル技術の発達とともに、それは高性能かつ強固
なツールへと変貌を遂げました。旅程、個人情報、各国固有のデータといった多様なソースのデータを統合し、出張者や駐在
員など海外で働く社員をリアルタイムで追跡することができるようになりました。不測の事態が起こった場合は、社員の所在
を確認したり、社員との連絡や支援を行うこともできるようになっています。また、海外出張・駐在の全体的な傾向をモニタリ
ングするためにも使用されています。

このツールが必要な理由

社員の勤務地が世界中に広がる傾向は現在も続いており、海外への出張者数や駐在員数はこれまでになく増加しています。
これは社員の健康や安全を考える上で、環境が常に変化することを意味します。海外で働く社員や雇用主も従来より多くの不
確定な業務環境への対応を考えなくてはならなくなりました。ビジネスを中長期的に発展させるためには、事業継続性およ
び効率性を主眼に置き、これを支える社員一人ひとりの安全を確保することが必要です。ビジネスのグローバル化に対応し、
ビジネスを成功させるためのツールとして、企業は海外で働く社員のリスクを予防・軽減する情報提供および追跡ソリュー
ションに関心を寄せています。販売されている製品の利点と機能はさまざまで、自社のニーズに合ったものを選択することが
重要です。 

自社のニーズに合った 
ソリューションを選択すること
が重要です。



企業や組織は社内開発チームによる自社独自の渡航
者追跡ツールの開発にも目を向けています。独自開発
の渡航者追跡ツールの場合、機能を自社のニーズに合
わせてカスタマイズすることができますが、機能の拡張
が非常に難しい場合があります。渡航者の増加に伴い、
技術は進化し、企業の期待も高まっていますが、社内開
発ツールは日々変化していくニーズに対応するのが極
めて困難です。ツールを社内で開発した企業は、自社の
ニーズや問題が時とともに変化したため、最終的に第三
者プロバイダーを検討することになるケースも多く見ら
れます。
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渡航情報および追跡ツールのプロバイダー
渡航情報および追跡ツールを提供するプロバイダーは多岐にわたり、4つに分類することができます。医療および渡航安全アシス
タンス専門プロバイダー、旅行代理店、保険会社、テクノロジー企業、社内ソリューションやこれらの併用などが挙げられます。

医療および渡航安全アシスタンス専門プロバイダーは、
ウェブベースのコンテンツ、通知、アラートの組み合わせ
による情報、アドバイス、アシスタンスの提供や、「アシス
タンスセンター」への問い合わせ機能など、類似した主
なサービスを提供しています。 このようなプロバイダー
の大半は、出張に役立つ一般情報や滞在先に関連した
アドバイスなどの渡航前アドバイスの提供や、利用者の
関心が高い地域の情勢に関する最新情報などを提供す
るサービスを行っています。これらのサービスの質は実
にさまざまです。総合的なサービスプロバイダーは世界
に広く事業展開し、最新かつ適切な実績をもとに、多言
語によるサポートを行うとともに、ユーザーが幅広く利用
できるサービスを提供しています。

旅行代理店はフライト、ホテル、レンタカーの手配といっ
た主要サービスだけでなく、主に規定遵守の取り組みを
支援する目的で、渡航者位置情報サービスも提供してい
ます。世界規模の旅行代理店は24時間365日つながる
専用回線を持ち、オペレーターはフライト情報や宿泊施
設の空き状況などの情報にアクセスできます。オペレー
ターは特定の地域への渡航など移動の可否については
アドバイスできますが、医療の質や医療機関、または治
安状況の推移に関してはアドバイスや案内を行っていま
せん。一部の旅行代理店では、医療および渡航安全アシ
スタンス専門プロバイダーと提携し、両社のサービスを
併せて提供しています。

保険会社は、特定の渡航先における医療および安全リ
スクに関する情報を提供しています。緊急時に必要な多
くのサービスの対して保険金を支払う保険会社もありま
す。通常、保険会社は医療や安全リスクに対応するため
に第三者プロバイダーを利用していますが、しばしば契
約上、商取引上の理由からプロバイダーからのアドバイ
スの提供は制限されます。多くの保険会社は旅行代理店
と提携しています。渡航リスク管理の「ワンストップショッ
プ」として、医療および渡航安全アシスタンスプロバイ
ダーと提携している保険会社もあります。一般的には小
規模の集約型チームで対応しています。



渡航情報および追跡ソリューションの
使用経験に関する調査

Ipsos MORIは、2017年の5月から8月に、企
業の渡航者追跡および情報提供ツールの
購入者、使用者、責任者を対象に、世界規
模で調査研究を行いました。
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本調査は、以下の機能を持つ各種ツールを検討する際、企業
が最も重視する要素を把握するために実施されました。

•  渡航情報の提供

•  渡航状況のモニタリング

•   緊急事態発生時の海外出張者・駐在員の所在確認
および連絡

さらに、本調査では各ツールを比較して有用性についても検
討しました。

調査結果は、社員の安全を守る責任を持つ28業界、446名の
関係者や担当者の回答に基づいています。

データ元：Q2/Q3 渡航者追跡／情報提供ツールユーザー（399）

調査回答者の職務

セキュリティ
担当者

出張管理者／
出張手配者

出張者の管理者 海外人事 医療・安全部門 リスク／危機
管理部門

43%

26%

14%

9%
6% 5%



1
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ツール選択時に考慮するべき最も
重要な機能

渡航者追跡ツールを使用または検討した経験者に聞いた、 
渡航情報および追跡ツールの購入時に考慮する最も重要な
ポイントです。
自社に最適なツールを選ぶ際の参考に。

 渡航安全に関する分析
およびアドバイスの質は
高いか

適切な情報がタイムリー
に提供されるか

渡航先に関連するアラートを
渡航者に自動配信する機能が
あるか

複数のデバイスから 
サービスにアクセス 
できるか

旅程は簡単に登録できるか医療に関する分析および
アドバイスの質は高いか

医療および渡航安全の専門家の
サポートを受けるためのアクセス
ポイントは一つか

 渡航者への一斉通知 
機能があるか

すぐに必要な管理者用の
レポートが準備できるか

 データ保護および 
データプライバシー 
認証を取得しているか

サポートおよびトレーニングの 
水準が高いか

費用対効果はどうか

渡航者と管理者の 
双方向コミュニケー 
ションが可能か

現地従業員への一斉 
通知機能があるか

外部のデータソースと統合 
できる製品・サービスか

製品のアップデートや改良の 
頻度はどのくらいか

2

3

456

7 8

9

10

1112

13

14 15 16

データ元：Q8a 渡航情報／追跡ツールの全ユーザー（Q7bで過去にツールを使用または検討した経験があると回答した人を含む）（414）
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渡航者追跡ソリューションで考慮すべき主な技術的仕様

Manish Mathuria
Infostretch共同設立者兼CTO

テクノロジーの役割と運用方法は、渡航者追跡ソリューションの使用を進めていく上で見逃してはならない要素です。私たち
は長年、世界中のクライアントとともに、デジタル化が進む時代への事業の最適化に取り組んできました。その中で見いだした
重要な点は下記の通りです。

多種多様な地域における有用性
お使いのソリューションは真にグローバルに対応していますか？渡航者追跡ソリューション
は当然、多言語機能を備え、多数の異なるデバイス、プラットフォーム、オペレーティングシス
テム上で、世界中でシームレスに機能する必要があります。プロバイダーのソフトウェア開発
や検証プロセスが、グローバル化によって生じるすべての変動要素に対応していることを確
認する必要があります。 

統合性 
渡航者分析、人口統計システム、その他の社内システムおよび第三者プロバイダーのシステ
ムとは簡単に統合できますか？旅程の変更が即座に反映されますか？ 

市場投入までの時間
新しいサービスを実際に社員が使用するまでに、どのくらいの時間がかかりますか？あなた
の組織や契約しているソリューションプロバイダーは、新サービスやツールを更新し、最も効
率的かつ確実な導入プロセスを実行する、最新のソフトウェア開発、自動検証ツール、ベスト
プラクティスを取り入れていますか？

デジタルファースト
お使いのソリューションはデジタル仕様ですか？一部の渡航者追跡ツールは従来のウェブ技
術に基づいて作られています。このような設計では、海外勤務者の増減時や、最新のデジタ
ル技術を活用した新しい機能やサービスの導入時に、拡張性が大幅に制限されてしまうこと
があります。

セキュリティ
お使いの技術のセキュリティは万全ですか？社員の安全だけでなく、渡航者追跡技術のセ
キュリティも確保しなければなりません。特に海外において、デジタル技術へのリスクはこれ
までになく高まっています。



プロバイダーに対する 
満足度

調査したツール購入者の間で最も認知度が高かったプロバ
イダー3社は、Amex、Concur、インターナショナルSOSでし
た。グラフは3社の主な機能に対する評価を示しています。

データ提供：Ipsos MORI 
データ元：Q8b/c インターナショナルSOSの全評価（362）、 
American Expressの全評価（29）、Concurの全評価（34）
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プロバイダーの機能（重要度が高いと回答された順）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

5段階評価のうち4～5のスコアの割合（%）

渡航安全に関する分析およびアドバイスの質

適切な情報がタイムリーに提供されるか

複数のデバイス（例：スマートフォン、タブレット）
からのサービスへのアクセス

旅程登録の簡便性

渡航先に関連するアラートを渡航者に自動配信する機能

医療に関する分析およびアドバイスの質

医療および渡航安全の専門家のサポートを
受けるためのアクセスポイントは一つか

製品のアップデートや改良の頻度

サポートおよびトレーニングの水準

外部のデータソースと統合できる
製品・サービスか

渡航者と管理者のコミュニケーションの
双方向性

渡航者への一斉通知機能

費用対効果

すぐに必要な管理者用のレポートが準備できるか

現地社員への一斉通知機能

データ保護およびデータプライバシー認証を取得しているか

市場平均
（インターナショナルSOSを除く）

インターナショナルSOS American
Express

Concur



プロバイダーの特徴

下記は、各プロバイダーの特徴を示した図です。円の中心からの距離が、その特徴とプロバイダーの親和性を表しています。

まとめ：
•   「グローバル展開」は、Amex、Amadeus、Concurのツール

の最も基本的な特性です。

•   インターナショナルSOSは「費用対効果」および「革新性」と
最も強く関連したプロバイダーです。

•   iJetは「セキュリティ」と最も密接に関連しています。 

•   Europ AssistanceとインターナショナルSOSは「医療および
セキュリティの専門性の融合」と最も顕著に関連したプロ
バイダーです。 

•   AllianzとAxaは「確実性」および「信頼性」と最も強く関連し
ています。 
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*その他のプロバイダーは小規模であるため集約しています。 

グローバル
展開 信頼性

確実性

高品質の
製品および

サービス

*その他のプロバイダー

iJet

AXAAllianz

Europ Assistance

インターナショナルSOS

Amadeus
American Express

Concur
業界

主要な
プロバイダー

革新性

費用対効果

セキュリティ

医療および
セキュリティの

専門性の融合

医療
専門家



プロバイダーの変更を検討するか？

渡航者追跡ツールの利用者またはこのようなツール提供企業
を知っている人のうちの約半数は、過去に別のプロバイダー
を検討または実際に使用していたことがあります。「最初に思
い浮かぶ」プロバイダーとして挙げられた上位3社は以下のと
おりです。

現在使用しているツールの推奨度を回答者に評価してもら
いました。調査結果は以下のとおりです。

NPS（顧客ロイヤルティ指標）によると、インターナショナル
SOSのユーザーの83%がツールの推奨者（非常に推奨す
る、まあ推奨するの合計）です。2位にランクしたAmexでは、
推奨者はユーザーの27%でした。

インターナショナルSOSユーザーの46%がブランド支持者
（NPSにおける推奨者）であり、2位にランクしたConcurで
は15%でした。
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ツールを現在または過去に使用、あるいはツールに精通
している回答者に、ツールの満足度を評価してもらいまし
た。調査の回答者に最も認知度が高かったプロバイダー3
社の満足度は右に示すとおりです。

インターナショナルSOS

社内ソリューション

iJet

製品の総合満足度

推奨度

1

2

3

回答者のうち13%が、
渡航者追跡および情
報サービスを提供す
る社内ソリューション
を利用していました。

回 答 者 のうち 6 %
が、プロバイダー利
用から社内ソリュー
ションへ の 変 更を
検討したことがある
と答えました。

81%

38%
24%

5段階評価のうち4～5のスコアの割合（%）

社内
ソリューション

44%

インターナショナルSOS American
Express

Concur

46% 3% 15% 19%

10段階評価のうち9～10のスコアの割合（%）

社内
ソリューション

インターナショナルSOS American
Express

Concur
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データ元：Q7b 渡航情報／追跡ツールの全ユーザーおよびツールについて知っている人 
（過去の利用者を含む）（426）

データ元：Q9a/b 各サービスを現在／過去に使用していた全ユーザー、またはサービスを非常によく／まあまあ
よく知っている人。インターナショナルSOS（362）、Concur（34）、American Express（29）、社内ソリューション（54）

データ元：Q11a/Q12a 各サービスを現在／過去に使用していた全ユーザー、またはサービスを非常によく／
まあまあよく知っている人。インターナショナルSOS（362）、Concur（34）、American Express（29）、社内ソリュー
ション（54） 



インターナショナルSOSが1位を獲得

インターナショナルSOSは、ツール購入の意思決定時に考慮す
る上位4つの項目で1位を占めました。

1.   渡航安全に関する分析およびアドバイスの質

2.   適切かつタイムリーな情報提供

3.   複数のデバイスからのサービスへのアクセス

4.   渡航先に関連するアラートを渡航者に自動配信 
する機能

インターナショナルSOSが最も高い評価を受けた項目「渡航安
全に関する分析およびアドバイスの質」は、全体において最も
重要な要素です。また、特定の製品機能においても、インター
ナショナルSOSは全般にわたって最も優れたプロバイダーで
あると評価されました。

調査回答者のうち約3分の2が社内で意思決定プロセスの責
務を負う立場にいましたが、インターナショナルSOSを同様の
サービスの中で真っ先に思い浮かべるプロバイダーであると
回答しました。

インターナショナルSOSは、サービスの評価に最も強く影響す
るすべての項目、「渡航安全およびアドバイスの品質全般」、さ
らに「適切かつタイムリーな情報提供」、「複数のデバイスから
のサービスへのアクセス」において高い評価を受けました。

トラベルトラッカーについて

トラベルトラッカーは重大な事件や事故が発生した場合で
も、危険地域に滞在する社員を特定し、eメールやSMSを併用
することで、迅速に社員とコミュニケーションを取ることがで
きるツールです。緊急事態に速やかに初動対応をとることが
できます。管理者は社員の渡航状況を簡潔にまとめたウェブ
サイトに24時間365日アクセスできます。有事の際は、渡航旅
程を組み直すのに複数の旅行会社に問い合わせる必要はあ
りません。社員データは法人会員プログラムに完全に組み込
まれています。必要なときに、社員一人ひとりがアシスタンス
センターに電話をしてサポートを受けることができます。ウェ
ブ対応のモバイルデバイスからもトラベルトラッカーにアク
セス可能です。

トラベルトラッカーは、渡航リスク管理の全段階に対応し、企
業の社員に対する安全配慮義務をサポートするワンストップ
プラットフォームです。

「トラベルトラッカーの新たなコミュニケー
ション機能は大変心強い技術だ。さらに、
渡航経費の効率化にも非常に貢献してい
る。世界中のFacebook社員への心強いサ
ポートだ。」 
 

Erin L. Wilk、Facebookグローバルセキュリティ、グローバル 
渡航安全およびセキュリティ担当マネージャー
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注記：

本調査はグローバル・マーケティング・リサーチ会社のIpsos MORIが実施。企業が渡航情報および追跡ツールを検討する際に最も重視する要素を評価した結果。調査結果は、 
現在のニーズを明らかにし、渡航情報および追跡ツールの利用を検討している企業へ参考情報として提供される。

回答者は世界中の28の異なる産業に従事。うち大半（64%）が意思決定プロセスにおいて重要な責務を担う立場。回答者の91%はインターナショナルSOSの会員。回答者の 
所属する企業や団体の渡航者数は150名未満から1,000名超と幅広い規模に及ぶ。


