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はじめに 

安否確認サービス（以下、「安否１」という）から安否確認サービス２（以下、「安否

２」という）に移行するにあたり、考え方の違いやオススメの運用法など、必要な情報

を記載しております。 

ご一読の上、運用方針をお決めいただいた上で、データ移行についてご検討いただけま

すようお願い申し上げます。 
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１．安否１と安否２の違いについて 
 
安否 1 と安否 2 にはいくつかの機能に違いがございます。以下の違いを必ずご確認くださいま

せ。 

 
余震判定の機能をカットしました 
安否1では連続する地震を余震と捉え、メールの連続送信を防ぐ機能を取り入れており
ましたが、安否2ではこの機能をカットしました。 
仕様変更の背景には、お客様が自動送信の設定をされる際、長期に渡って断続的に余震
が発生することや、本震と余震が別地域において発生することなど、想定しなければい
けない事項が多岐にわたり、理想通りの設定が極めて困難な点にあります。 
次項以降で説明する「上書き回答」と「回答の合算」を実装したことにより、どのよう
なケースにも柔軟に対応できるようになりました。 
 
複数の一斉送信への回答が後から上書き回答されます 
安否2では、同一の設問フォームが設定された一斉送信への回答は、同一の事象として
扱い、回答を上書きします。同一の設問フォームで、2回の一斉送信があった際、連絡
状況への反映内容を下記に例示します。 
 
・前提条件 

13:00 一斉送信Aを送信し、連絡状況A’が生成されます。 
15:00 一斉送信Bを送信し、連絡状況B’が生成されます。 
 
・ケース 1 

13:30 に一斉送信Aに回答した場合 
→連絡状況A’に回答が登録されます。 
 
・ケース 2 

15:30 に一斉送信Aに回答した場合 
→連絡状況A’、B’両方に回答が登録されます。 
 
・ケース 3 

15:30 に一斉送信Bに回答した場合 
→連絡状況A’、B’両方に回答が登録されます。 
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これにより、一般ユーザーは「最新の通知に回答しなければいけない」等と意識するこ
となく、その時気づいた通知に回答さえすれば、現時点で生成されている最新の連絡状
況にも回答が反映されます。 
 
複数の連絡状況を合算機能で合わせて確認できるようになりました 
安否2では、別の一斉送信であっても同一の設問フォームであれば、後から合算集計す
ることが可能です。これにより、例えば最初に関東で本震が発生し、その後関西で余震
が起きた場合でも、一括して状況を確認することが可能です。 
 
連絡状況を閲覧できるユーザーが変わりました 
安否1では、全ての危機管理責任者・マネージャーが連絡状況を閲覧可能ですが、安否 
2では、一斉送信の際、「連絡状況の閲覧者を設定」として設定されたユーザーしか連
絡状況を閲覧できません。 
※例外として、全体を管理する危機管理責任者は、全ての連絡状況を閲覧可能です。 
 
地域情報が編集不可能になりました 
安否1では、地域を任意に作成できましたが、安否2では気象庁が発表する全国188
個の地域で設定する仕様になりました。そのため、安否２では、地域の作成・編集はで
きません。 
 
メッセージ・掲示板内でのファイル添付機能が標準機能になりました 
安否1で「特別プラン」として、別途料金をいただいておりましたファイルの添付機能
が、安否2では標準機能になりました。プレミアプラン以上であれば、別途料金の追加
が必要なしにご利用いただけます。 
 
アプリが高機能になりました 
安否1でのアプリは通知を受け取るだけで、その後のアクションは全てブラウザに遷移
して操作していましたが、安否2では、通知を受け取るだけではなく、設問への回答や
掲示板、メッセージなどの機能がアプリ内で操作できるようになりました。 
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２．自動送信の設定に関する注意 
安否 2では所属する地域が気象庁の地域情報とリンクしているので、「所属地域(所在
地)に設定している場所で災害が起きたら自動送信を行う」という設定が可能になりまし
た。 
設定できる地域が、任意のグルーピングではないことにご注意ください。自動送信の設
定は下記2種類から選択し、設定することが可能です。下記では地震時の説明を行いま
すが、津波、特別警報時の設定でも同様です。 
 
地震が発生した地域に所属しているユーザーに送信する（オススメ） 
これは、前述の通り、「所属地域(所在地)に設定している場所で災害が起きたら自動送
信を行う」設定です。所属している地域で地震が起きたら、そのユーザーに対して自動
送信を行います。ですので、管理者が意識するのは「誰をどの地域に所属させるか」の
みとなり、所属地域さえ設定がされていれば、自動送信はその情報に基づいて、送信さ
れます。 
※「安否2で追加された機能」に記載しておりますが、ユーザー自身に所属地域を設定
させることも可能です。 
 
地震発生地域と、宛先となるユーザーをそれぞれ選択する 
これは、安否1と同じく「どこで地震が発生したら」「誰に送信するか」をそれぞれ設
定する必要があります。例えば、「関東で地震が発生したら、関東のユーザーに送信す
る」「関西で地震が発生したら、関西のユーザーに送信する」という設定をしたい場合、
自動送信の設定は2つ必要になります。管理者は地震発生地域と、それに対応する送信
対象を全て管理しなければいけません。 
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3.安否 2で追加された機能 
安否 2では、安否 1で多くご要望をいただいた機能を追加実装しております。 
 
さらに柔軟に権限設定ができるようになりました 
安否2では子会社を含めた分散管理ができるようになりました。権限を自部門に限定さ
れた「部門システム管理者」「部門危機管理責任者」を設定できるようになりました。 
※エンタープライズのみ対応 
 
社内の人事情報と自動連携を行うためのAPI を公開しました 
ユーザー情報の二重管理を防ぐため、ユーザー情報連携のためのAPI を公開しました。
お客様側で開発が必要になりますが、社内の人事情報を安否2のユーザー情報へ自動的
に連携を行うことが可能になりました。 
※エンタープライズのみ対応 
 
「システム設定」に IP アドレス制限を設けることができるようになりまし
た 
ユーザー情報を取り扱う「システム設定」に、IPアドレスの制限を設定することができ
るようになりました。「システム設定だけは社外からのアクセスを禁じる」等の運用が
可能になりました。 
※エンタープライズのみ対応 
 
ユーザーが自身で地域を設定できるようになりました 
ユーザー自身が自分の地域を設定できるようになりました。これにより、勤務地のみな
らず、自身の居住地や親族の居住地なども自由に設定が可能になりました。 
※ プレミアプラン以上で対応 
 
複数の「連絡状況」を合算できるようになりました 
「安否１と安否２の違いについて」にも記載をしておりますが、複数の連絡状況を後か
ら合算して集計、確認できるようになりました。複数の一斉送信が送信された場合でも、
後からまとめて状況確認することができるので、回答がバラけることが管理者に与える
負担が限りなく小さくなりました。 
※ 全プラン対応 
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役割に「部門マネージャー」を追加しました 
安否1では、「マネージャーの閲覧権限」に関しての設定は、システム設定から別途、
設定する必要がありました。 
安否 2では、「マネージャー」という役割の他に「部門マネージャー」を設定できるよ
うになりました。 
2つ役割の違いに関しては、「マネージャー」は、登録されている全てのユーザーの閲
覧権限を有し、「部門マネージャー」は、自分の管理している部署を含めた配下に所属
するユーザーのみに限定した閲覧権限を有します。 
※ 全プラン対応 
 
地震発生時のシミュレーションができるようになりました 
安否1、2ともに地震に連動した自動送信に対応しております。安否2ではこの設定に
対し、地震が起きる想定地域を指定することで、その際の送信人数や対応する自動送信
の設定数を確認することができるようになりました。「自動送信設定がちゃんとできて
いるか不安」や「複数の自動送信設定をしているが、重複無く設定できているだろうか？」
等の不安もこちらの機能で払拭することが可能です。 
※ プレミアプラン以上で対応 
 
全ユーザー対象の一斉訓練を実施します 
安否1での訓練は、管理者が手動での一斉送信か予約送信で実施していたと思います。
安否2では、利用しているお客様全員を対象にした一斉訓練を年1回実施します。 
管理者も何時に送られてくるかまではわからないので、より災害時に近い形で訓練を実
施できます。その上、実施後には全体のレポートとお客様単位での個別レポートを作成
して配布しますので、他社に比べてどのくらいの回答率なのか等、訓練の振り返りもで
きます。 
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4．移行できるデータについて 
安否 1から安否 2へは、全てのデータを移行できるわけではありませんが、ユーザー情
報関連のほとんどを移行することが可能です。移行ができない項目、例えばユーザーの
所属地域や自動送信の設定などは、再度行っていただく必要がございます。 
 
 移行について 
システム設定 一部のデータが移行可能 
  ユーザー情報 CSVファイルによるデータ移行が可能 
  部署情報 CSVファイルによるデータ移行が可能 
  ユーザーの所属部署情報 CSVファイルによるデータ移行が可能 
  地域情報 移行できません 
  ユーザーの所属地域情報 移行できません 
  役割 移行できません 
  その他の設定 移行できません 
個人設定 一部のデータが移行可能 

プライベート 
メールアドレス 

CSVファイルによるデータ移行が可能 
※ 暗号化されており、視認不可 

アプリの設定 移行できません 
Twitter の設定 移行できません 
その他の設定 移行できません 

家族メッセージ 移行できません 
運用設定 移行できません 
掲示板 移行できません 
メッセージ 移行できません 
連絡状況 移行できません 
連絡網 移行できません 
一斉送信 移行できません 
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5．データ移行の操作説明 
安否 1から安否 2へデータの移行方法を説明します。 
5-1 ユーザー情報の移行方法 
ユーザー情報を、安否1からCSVでの書き出しを行います。出力されたCSV内でのパ
スワードはアスタリスク(*)になっており、そのままでは安否 2に読み込みできません。
ですので、パスワードだけ管理者側で任意の値を入力し、保存します。 
※パスワードは半角英数字で6～20文字で設定できます。 
その後、安否2のシステム設定にアクセスし、ユーザー情報の読み込みを行います。 
 

 
 
5-2 プライベートメールアドレスの移行方法 
①下記にアクセスし、暗号化されたプライベートメールアドレスを含むデータを安否1
から書き出します。 
https://www.anpikakunin.com/御社のディレクトリ/systemsetting 
/privateaddresstocsv 
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②下記にアクセスし、システム設定パスワードを入力し、システム設定にログインしま
す。 
https://cloud.anpikakunin.com/御社のディレクトリ/system-setting/ 
 
③下記にアクセスし、①で書き出したCSV をそのまま安否2に読み込みます。 
https://cloud.anpikakunin.com/御社のディレクトリ
/system-setting/csv-import/anpi1-private-email-address 
 

 
 
5-3 部署情報の移行方法 
安否1から部署情報をCSVで書き出します。安否2からも部署情報を書き出します。
安否2から出力したCSVに安否 1から出力したCSVを貼り付けます。 
その際、既に存在する「最上位部署(部署コード：top)」は削除しないようにしてくださ
い。また、安否1から貼り付けた部署情報で「親部署コード」が存在しない部署に関し
ては、「親部署コード」に topに記入します。その後、保存したCSVを安否 2に読み
込みます。 
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5-4 ユーザーの所属部署情報の移行 
安否1から「ユーザー所属部署」をCSVで書き出します。そのまま安否2に読み込み
が可能です。 
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6．データ移行後の推奨作業 
安否 2に移行後、推奨される操作を下記に記載致します。必須ではありませんが、今後
スムーズに運用するために、ご検討ください。なお、6-1～6-3 の作業は、1つにまと
めて同時に行っても問題ありません。 
 
6-1 ユーザーへのパスワード変更依頼案内 
パスワードに関しては、移行ができておりません。「5-1ユーザー情報の移行方法」で
操作したように、管理者が新たに設定した内容になっており、ユーザー自身が再度設定
したほうが良い状態にあります。ですので、パスワード変更を促す通知を行うことを推
奨します。下記を参考に、全ユーザーに一斉送信を行うことでパスワード変更依頼が容
易に可能です。 
 
例) 
標題：安否確認サービスのパスワード変更のお願い 
本文： 
お疲れ様です。 
総務部の◯◯です。 
 
当社で利用中の安否確認サービスですが、大型のバージョンアップを行ったため、一部
引き継がれていない情報があります。 
引き継がれていない情報の中にパスワードがございますので、ログインの上変更をお願
いします。 
 
以下の URL にアクセスしてください。 
https://cloud.anpikakunin.com/◯◯◯ 
ログイン名とパスワードを入力し「ログイン」ボタンをクリックしてください。 
ログイン名：社員番号 
初期パスワード：社員番号 
各自ログインのうえ、パスワードの変更をお願いします。 
「個人設定」→「パスワードの変更」の順でクリック後、パスワードの変更が可能です。 
※ 今後、パスワードを忘れた場合はログイン画面の「パスワードを忘れた方はこちら」
をクリックしてください。 

以上̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
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6-2 ユーザーへのスマートフォンアプリインストール依頼案内 
安否2ではスマートフォンアプリを刷新し、別のアプリとして提供しております。安否
1アプリへの通知は行われないので、改めて安否2のアプリをインストールする必要が
あります。下記を参考に、全ユーザーに一斉送信を行うことでパスワード変更依頼が容
易に可能です。 
 
例) 
標題：安否確認サービス2のスマートフォンアプリ案内 
本文： 
お疲れ様です。 
総務部の◯◯です。 
 
当社で利用している安否確認サービスですが、通知の確実性を増すために、皆さんには
スマートフォンアプリのインストールをお願いしたいと考えております。 
以前の安否確認サービスでアプリをインストールしていた方も、必ずインストールし直
してください。 
 
iOS(iPhone、iPad)の方は下記からインストールしてください。 
https://tinyurl.com/anpi2ios 
 
Android の方は下記からインストールしてください。 
https://tinyurl.com/anpi2android 
 
以上̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
 
 
6-3 家族ユーザーの再登録依頼案内 
安否2には、家族のメールアドレス情報は引き継げておりません。安否1をファミリー
プランでご利用のお客様はこちらの案内をすることもご検討ください。 
 
例) 
標題：安否確認サービス2の家族メールアドレス登録案内 
本文： 
お疲れ様です。 
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総務部の◯◯です。 
 
当社で利用している安否確認サービスですが、家族の安否確認も可能となっております。
登録にするにあたって、家族のメールアドレスや家族間でのコミュニケーションを行う
「家族メッセージ」に関しては、管理者であっても閲覧不可能となっておりますので、
ご安心ください。緊急時の連絡ツールとしてご利用ください。 
以前の安否確認サービスで家族のメールアドレスを登録していた方も、必ず登録し直し
てください。 
 
https://cloud.anpikakunin.com/◯◯◯ 
 
ログイン後、「個人設定」→「家族メールアドレスの設定」に進みます。最大8つのメ
ールアドレスが登録可能です。 
以上̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
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7．移行後のオススメ運用 
安否２では、自動送信の設定で、「地震が発生した地域に所属しているユーザーに送信
する」の設定が断然オススメになっています。 
一斉送信の対象者を会社で完全に管理したい場合は、所属地域の編集許可をしないで運
用でき、完全に柔軟な運用をしたい場合は、所属地域の編集許可をすることで各ユーザ
ーに運用を任せることもできます。 
また、所属地域は、システム管理者から設定が行えるため、会社や工場・支社など、影
響が予想される地域は、あらかじめ登録することもできます。システム管理者が設定し
た地域を各ユーザーが編集で削除することはできませんので、ご安心ください。 
 
また、安否２では、同一の設問フォームが設定された一斉送信への回答は全て上書きで
再回答されるため、確認が終了した安否確認の連絡状況は、受付を終了する必要があり
ますので、ご注意ください。 
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8．移行に当たっての注意点 
・安否 1 と安否 2 は基本的には別システムとなりますので、メール設定の見直しが必要となる

場合がございます。ご注意ください。 

メールが届かない場合は、以下のページをご参照ください。 

https://anpi.cstap.com/mailtrouble.html 

 

・動作保証環境が変更になっています。詳しくは以下をご確認ください。 

安否 1（https://anpi.cstap.com/ver1/function/environment.html） 

安否 2（https://anpi.cstap.com/function/environment.html） 
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