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救急自動通報システム（D-Call Net）とドクターヘリの連携
― シンポジウムの趣旨 ―

シンポジウム次第

趣 　 旨…:……　交通事故から国民の尊い命を守り、後遺症を軽減する方策の一つとして、HEM-Netでは、

これまでの緊急通報システム（ヘルプネット）をさらに発展させたドクターヘリ等の出動を目指す

『救急自動通報システム（D-Call…Net）』を検討してきた。

　このシステムは、交通事故時に車両から自動発信される車両情報から車内乗員の被害程度

を予測し、一定以上の傷害が予想される場合には、救命救急に係わる関係機関の救助活動を

早期に起動させることによって、交通事故時の救命率を向上させ、後遺症発生リスクを低減さ

せることが可能であり、今秋から試験運用が開始される。

　本シンポジウムでは、「救急自動通報システム（D-Call…Net）とドクターヘリの連携」
と題して、D-Call…Netにおける傷害予測手法とその検証結果及び効果予測、ドクターヘリとの
連携等について、救命救急に係わる消防機関や医療機関、緊急通報の仲介を行うコールセ
ンター、D-Call…Net搭載車両の開発・普及に係わる車両メーカー、その他関係機関から報告
していただき、D-Call…Netの理解とさらなる普及促進を図る。

日 　 時…:… 2015年11月30日（月）　13:30~17:00
会 　 場…:… メガウェブ（東京都江東区青梅1-3-12）

総 合 司 会…:……石川　博敏（HEM-Net理事）

開会の挨拶…:……篠田　伸夫（HEM-Net理事長）

基 調 講 演…:……「自動事故通報システムに関する海外の動向と国内の検討状況」
講師…久保田　秀暢（国土交通省自動車局技術政策課国際業務室長）

パネルディスカッション :救急自動通報システム（D-Call…Net）とドクターヘリの連携
パ ネ リスト: …

久保田　秀暢…（国土交通省自動車局技術政策課国際業務室長）
亀山　大介… （厚生労働省医政局地域医療計画課救急・

… 周産期医療等対策室…救急医療対策専門官）
上條　美昭… （総務省消防庁救急企画室…課長補佐）
益子　邦洋… （HEM-Net 理事…D-Call…Net研究会会長）
菖蒲　正和… （日本緊急通報サービス（HELPNET）常務取締役）
宇治橋　貞幸…（自動車技術会交通事故傷害予測と自動通報に関する検討委員会委員長）
西本　哲也… （日本大学工学部…教授）
本村　友一… （日本医科大学千葉北総病院救命救急センター助教）
佐藤　　泉　…（（一社）日本自動車工業会…安全環境技術委員会安全部会…副部会長

… 　医工連携WG 主査・トヨタ自動車（株）製品企画本部……安全技術企画主査）
上地　幸一… （（株）本田技術研究所…上席研究員）

コーディネーター :
岩貞　るみこ（HEM-Net理事）
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開会の挨拶

認定NPO法人…救急ヘリ病院ネットワーク（HEM-Net）理事長

篠田 伸夫

皆さん、こんにちは。HEM-Net理事長の篠

田でございます。開会に当たりまして一言ご

挨拶を申し上げます。

　本日、HEM-Netと日本航空医療学会の共

催で、シンポジウム「救急自動通報システム

（D-Call…Net）とドクターヘリの連携」を開

催いたしましたところ、月末の何かとお忙し

いところ、またいつもと会場が違うにもかか

わらず、大勢の方々にご出席をいただきまし

た。まことにありがとうございます。心から

御礼申し上げます。

　HEM-NetがAACN、つまり先進事故自動

通報システムでございますが、この先進事故

自動通報システムが起動する、ドクターヘリ

システムによる交通事故死亡削減効果につい

て研究を始めましたのは、平成22年4月の

ことでございました。これは平成23年度か

ら27年度までを計画期間とする第9次の交

通安全基本計画において、緊急通報システム

の普及とドクターヘリ事業の推進が、道路交

通安全にかかわる施策として取り上げられる

という情報を得たことをきっかけといたした

ものでございました。

　その後、研究を進めた結果、ドクターヘ

リとの連携を効果的なものとするためには、

AACNの研究を一段階格上げすることが必

要とわかりまして、平成24年度からは関係

省庁、大学、研究機関、民間企業等、産官学

から成るオールジャパンの態勢でAACN救

急医療支援サービス研究会を組織し、研究を

強化いたした次第でございます。

　このAACN、各種衝突データをもとに、一

定のアルゴリズムによって乗員の傷害程度を

推計し、それによってドクターヘリを起動さ

せるという研究であります。爾来今日まで、

鋭意研究を進めてきたところでございます

が、おかげさまで研究は順調に推移し、いよ

いよこの秋から試験運用を開始できるまでに

至ったわけでございます。ここに至るまでの

間、熱心に研究を重ねてくださいました関係

者の皆様に心から感謝申し上げるところであ

ります。

　今、私はAACNと申しましたが、我々関

係者はAACNというのは意味がわかります

が、一般の方々はAACNって一体何だとい

うことで、皆目わからないということだと思

います。そこで、何かわかりやすい、いい表

現はないものかなと、関係者で検討いたしま

した結果、ここに書いてございますように、

救急自動通報システム、そして呼称をD-Call…

Netといたしたものでございます。D-Call…

Netにつきましてはただいま商標登録を申請



3

中でございますが、今後は救急自動通報シス

テム（D-Call…Net）とお互いに呼びたいもの

と思っております。

　さて、本日のシンポジウムでございますが、

救急自動通報システムに関する産官学の10

人の専門家、権威の方々にパネリストとなっ

ていただいております。それぞれ大変お忙し

い中にもかかわらず、快くお引き受けをいた

だきまして、まことにありがとうございます。

　シンポジウムには、まず国土交通省の久保

田秀暢国際業務室長さんから「自動事故通報

システムに関する海外の動向と国内の検討状

況」と題しまして基調講演を賜り、その後、

救急自動通報システムの傷害予測の手法、そ

の検証結果と効果予測、ドクターヘリとの連

携等につきまして、HEM-Netの岩貞理事の

コーディネートによりまして、各パネリスト

の皆様にご発表とディスカッションを行って

いただくことにしております。

　本日はせっかくこうしてD-Call…Netにか

かわる最高の権威がそろっていらっしゃるわ

けでありますので、フロアの皆さんからもぜ

ひ活発なご質問、ご意見を賜れれば幸いだと

存じております。

　以上、簡単でございますが、開会のご挨拶

とさせていただきます。よろしくお願いしま

す。（拍手）

【司会石川】　　どうもありがとうございまし

た。

　続きまして、国土交通省自動車局技術政策

課国際業務室長の久保田様より、「自動事故

通報システムに関する海外の動向と国内の検

討状況」と題しまして基調講演をお願いいた

します。

　久保田様をご紹介させていただきます。平

成4年、1992年に運輸省、現在の国土交通

省に入省されまして、その後、自動車基準認

証国際化センター、いわゆるJASICのジュ

ネーブ所長として、2008年から3年間、国

連欧州経済委員会WP29における自動車の

基準調和活動に、日本を代表して参画されて

います。その後、2011年から近畿運輸局自

動車技術安全部長、そして本省自動車技術政

策課技術企画室長を経まして、今年2015年

7月より現在の技術政策課国際業務室長をさ

れています。

　現在は、基準策定、ASV推進計画、自動

車アセスメントを担当し、総合的な自動車の

安全対策を推進するとともに、国連の自動車

基準調和世界フォーラム、UNECE／WP29

の自動操舵分科会の議長を務められておりま

す。現在、自動運転に関する国際基準づくり

をリードしている方でございます。

　それでは久保田様、よろしくお願いいたし

ます。
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基調講演

自動事故通報システムに関する海外の動向と国内の検討状況

国土交通省自動車局技術政策課国際業務室長
久保田  秀暢

　ただいまご紹介いただきました、国土交通

省で国際業務室をやらせていただいておりま

す久保田でございます。きょうはこのような

機会を賜りまして御礼申し上げます。

　今ちょっとご紹介いただきましたが、簡単

に自己紹介をさせていただきますと、国土交

通省のほうで、交通安全対策といいますと、

人・道・車の3つでやっていくわけですが、

私のほうはその中の車、自動車側の安全対策

というものを担当しております。自動車側の

安全対策、後で簡単に触れますが、いろいろ

な、車がぶつかったときの安全基準、あるい

はブレーキの性能でありますとか、いろいろ

な安全基準というものがあるわけですが、最

近、今ご紹介いただきましたように、いろい

ろな技術が出てきています。最近話題のもの

で言いますと自動運転。こういった自動運転

技術をどうやって基準化して、安全に普及し

ていくかというようなこともやっております

が、きょう、こちらのほうでお話しさせてい

ただきます、これまではなかった、自動車分

野が医療現場であるとか、医学のほうと連携

していく。我々は医工連携と通称呼んでいま

すが、こういった医工連携した安全対策、複

合的な安全対策というのも、いろいろな車の

安全対策を進めていく上で非常に大切な仕事

の1つになってきています。

　というわけで、きょうはその医工連携の中

の1つの大きな柱であります、こういった自

動事故通報システムについて、現状あるいは

検討状況、今後の課題について、簡単に説明

させていただければと思います。時間のほう

を30分ほどいただいておりますので、順次

説明させていただきたいと思いますが、きょ

うは5つの観点から順次説明させていただき

たいと思います。

　1つ目は、まずもって交通事故がどのよう

な状況になっているのかという全体の話で

す。それから、きょうお話しするテーマを含

めた、車両安全対策全体がどういう状況にあ

るのかということ。それから、その中で自動

事故通報システムというのがどういう位置づ

けになっているのか。そして、それらが国内

外でどのように検討されているのか。この4

つの柱から順番に説明させていただいて、最
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後にそれらをまとめてお話しさせていただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

　まず、交通事故の現状でございます。何度

もごらんになられている方も多いかと思いま

すが、交通事故そのものはここ数年減少傾向

にございます。昨年の交通事故死者数（24

時間以内）は4,113人で、ピーク時に比べれ

ば4分の1以下になっています。ただ、負傷

者数もピーク時に比べれば4割減ですが、ま

だまだ4,000人以上の方が亡くなっている。

それから、負傷者数も70万を超えるという

高い水準にあるということで、減ってはいる

ものの、まだまだ対策というのを講じていかな

いといけないと考えている分野でございます。

　じゃあ、一体どういう対策を講じていけば、

車側から見た交通事故対策というのが進んで

いくのか。どういう必要性があるのかという

視点から、少し触れたいと思います。

　これは、どういう状況でお亡くなりになら

れているのかということです。基本的に、全

ての状態、例えばここに書いてありますが、

車に乗られているとき、それからバイクに

乗っているとき、それから自動車、それから

歩いているときと、状態別で分けると、全て

の分野で当然ながら減り続けてはいるもの

の、ここのところ、やはり歩行中の事故がな

かなか減らないということと、もう1つは、

非常に大きくは減ってはいるのですが、自動

車乗車中、車に乗っている状態でお亡くなり

になるというのが、全体の中ではやはり1位

2位を占めているということで、この2つを

合わせると死亡事故の大体3分の2を占める

という状況にございます。

　それからもう1つの大きな視点として、年

齢別というので見ると、これは青い線が65

歳未満の方、それから赤い線が65歳以上の

方で、要は赤い線が高齢者ということですが、

当然、高齢者の方の免許人口、あるいは人口

もふえているということで、これは運転して

いる場合だけではなくて、当然歩いていると

きにお亡くなりになるというような、先ほど

の状態別も全部入ります。ということで見る

と、今、65歳以上の方のお亡くなりになる

割合が非常に多い。全体の大体半分を占める

というところまで来ているということで、一

つ大きな柱が、やはり人が歩いているとき、
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あるいは車側に乗っているときにお亡くなり

になる方をどうやって防ぐかということ。そ

れから、高齢者の方が関与する事故というの

をどうやって減らしていくか。これが交通事

故対策を進めていく上での非常に大きなテー

マになっています。

策を講じていく。その中で車として車両安全

対策を進めていくということが重要になって

きます。

　こういう現状を踏まえて、車両安全対策と

いうのがどうやって進められていくのか、ど

うやって進めていけばいいのかということで

すが、冒頭ちょっとお話しさせていただきま

したが、人・道・車の3つをリンクしながら

安全対策を進めていくことになります。車に

ついては車の安全基準を定めるわけですが、

人の面で言えば免許制度とか、あるいは交通

標識、交通ルールを守りましょうと。道で言

えば道の整備をする、歩車を分離するといっ

たような、ハード・ソフト面からいろいろ対

　実際にどうやって進めているのかというこ

とですが、1つは、やはり交通事故環境問題、

どういうところに問題があるのか。先ほど簡

単に、乗っている方が亡くなる場合が非常に

多い、あるいは歩いている方が多い、65歳

以上の方が最近は多くの割合を占めていると

いったような、まず事故の分析をする。それ

から、具体的にどんな対策があり得るのかと

いうことを分析する。それで基準化に向けた

取り組みということで、いろいろ研究機関や

自動車メーカーの協力、あるいは国際的動向

を踏まえながら、どういった基準が成り立つ

のかということ、どういう基準ならつくれる

のか、あるいはどういう基準を策定すると効

果があるのかということを考えて基準をつく

る。それで、基準を運用しながら、その効果

評価も行っていって、これが十分であればそ

れは1つの解ですし、不十分だということで

あればもう一度交通事故分析を行うという、

いわゆるPDCAサイクルを回しながら交通

安全対策を進めていくというのが1つの柱で
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まれる車もあれば、低速でしか止まれない車

もある。そういったものを点数化して評価し

ていくという枠組みを1つ持っています。も

う1つがASV、Advanced…Safety…Vehicleの

略です。先進安全自動車ですが、そういった

将来技術でどんなものが想定されるのかとい

うことを考えながら、自動車メーカー、ある

いは大学の先生、産学官が連携して具体的な

将来技術の開発の方向性、その方向性を後押

しするためのガイドラインづくり、こういっ

たことを含めて検討していく。この3つを、

先ほど言いましたPDCAで言うところのD、

実施の分野で、この3つのツールを使って車

両安全対策を推進しているという状況がござ

います。

　こういった国内の取り組みとあわせて、も

う1つ重要になってくるのが、国際的な取り

組みということでございます。もう1つあり

ますのは国際的な基準調和という活動も進め

ております。

　日本車と言っても、いわゆる日本車が日

本で走っている割合というのは大体全体の

20%です。大体4割が日本でつくられていて、

6割は日本以外の現地生産。その4割のうち

の半分は海外に輸出されているので、大体世

界中で走っている日本車の約2割しか日本で

走っていない。残り8割は海外で走っている

という状況です。

ございます。

　このPDCAを回していく上で、どんな対

策があり得るのかということですが、1つは、

ピンクで書いていますが、車の安全基準を

決めます。要は、車がこれぐらいの速度で、

50キロでぶつかっても中の人を守るぐらい

の性能がないとだめとか、あるいは濡れた路

面でもこれぐらいでとまるブレーキがついて

いないとだめだとか、そういった基準を一つ

決めていくということがあります。

　通常、車の安全対策というと、多分これを

想像されると思うのですが、それ以外にも

我々は車の安全対策を進めていく上で2つの

方法をとっております。1つは自動車アセス

メント。市販されている車、基準に合ってい

る車が売られているわけですが、実際にどれ

ぐらい性能が高いのか。基準は満たしている

けれど、さらにその上乗せでどれぐらいの基

準があるのか。あるいは基準は決まっていな

いけれど、実際に安全装置がどんなものがつ

いているのか。例えば、自動ブレーキって最

近ありますが、あれは安全基準としてはまだ

義務づけされていません。いろいろな性能が

あるので、どれがいいのか。60キロから止

　そういう状況を踏まえたときに、車の安全

基準も、やはり日本の中だけで考えるのでは

なくて、国際的な視野で考えていくことをす
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れば、自動車ユーザーにとってもより安全で

環境性能にすぐれた車を購入できるのではな

いか。メーカーにしてもより安全な車を、で

きるだけ低いコストでグローバルな形で展開

できるのではないか。あるいは行政側として

も、外国によりよい基準を提案できますし、

逆に言えば外国のよりよい基準をもとに審査

をすると、効率的かつより安全な審査ができ

るのではないかということがあるということ

で、実際には国連の中で自動車の安全の基準

の国際基準調和活動というものをやっており

ます。安全性能について、ブレーキの基準を

決める分科会、騒音、あるいは灯火器、それ

から排ガスといったそれぞれの分野ごとに6

つに分かれて車の安全基準を決めているとい

う状況がございます。

　これが簡単に申し上げる車両安全対策の現

状でございますが、こういった枠組みの中で、

自動事故通報システムはどういう位置づけに

あるのかというのを、次に少し簡単に触れさ

せていただきたいと思います。

　先ほどちょっと申し上げましたが、人・道・

車、これが一緒になって車の安全対策をやっ

ていく。それぞれの円が別に独立した円に

なっているわけではなくて、図で書くと必ず

こういうかぶっている分野があるのですが、

医工連携、今までの主戦場というのは、青い

線のほかともかぶっていないところ、車両安

全対策、車の安全対策は車だけで完結すると

いう部分がどうしても多かったのですが、こ

れからは、例えば車と道の連携、車と人の連

携といった、こういったお互いに連携しなが

ら安全対策を講じていくというのが大事に

なってきています。

　ほかの分野でいくと、例えば車と道、お互

いに例えば通信でそれぞれの状況を把握しな

がらやるという自動運転には欠かせないよう

な分野というのも、車と道の間で検討も今進

んでいますが、同じように医工連携について

も、やはり医学側、それと車側が連携すると

いう意味で、人と車、それぞれが今まで別々

に検討してきた分野を、より協力して検討し

ていこうというのが医工連携の対策というこ

とになってきています。これは、やはりこれ

から安全対策を進めていく上で、なかなか車

だけ、あるいは人だけ、道だけの対策では、

これ以上進めるのが難しい。もっと言うと、

より一層安全対策を進めていこうと思うと、

こういう協力関係というのが非常に大事だと

いうことになっています。

　先ほどの、この赤の矢印のところを、車側

から見たイメージで簡単に申し上げますと、

政府は車の安全対策で、10年間で1,000人

死者数を減らしましょうと。これは車の安全

対策だけです。死者数を減らしましょうとい
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う目標を掲げていますが、その中で、今まで

やってきたことというのはオレンジのところ

と青いところです。オレンジのところは一体

何かというと、衝突後被害軽減対策による削

減。これは車がぶつかっても中の人を守りま

しょうと。例えば歩行者とぶつかっても、歩

行者がけがをしないように、バンパーやボン

ネットをやわらかくするようにしましょうと

いったような、車がぶつかった後の安全対策

ということを指していますが、それに加えて

予防安全対策による削減。自動ブレーキをつ

けて車がぶつからないようにしましょうと

か、あるいは車線からはみ出してガードレー

ルにぶつからないように、車線をはみ出しそ

うになったら自動でハンドルを戻してやると

いった技術も入れてやろうとか、予防安全対

策と言われる分野には最近の先進技術がいろ

いろと入ってきています。

　こういったことを組み合わせて、今まで交

通事故の死者数を削減してきたわけですが、

それに加えて、1,000人という削減目標を達

成するためには2つ、医学と工学分野で連携

していく必要がある分野があるのではないか。

　1つは、やはり医療データです。実際に入

院された方の事後のけがの程度とかを分析し

て、よりリアルな車の安全対策につなげてい

けないかということで、ちょっと上側に書い

ていますが医工連携の事故分析を反映した車

両安全対策。それに加えて、やはりきょう、

このメーンテーマになっています救助・救急

体制と連係した医工連携というものも、車側

の安全対策、我々は1,000人という削減目標

を持っていますが、この1,000人を達成する

ために、やはり救助・救急体制と連携した事

故通報システムを活用した車両安全対策、こ

ういった機能を車側に持たせて安全対策を進

めていく必要があるのではないかと、我々の

ほうでは位置づけているという状況です。

具体的に、これは先ほどからビデオが流れて

おりますし、午前中にもいろいろディスカッ

ションもありましたので今さらという感じは

ありますが、簡単に自動事故通報システム、

我々の考えているシステムを申し上げます

と、まず交通事故が発生した際、エアバッグ

の展開情報をトリガーとしてオペレーション

センターへ自動通報される。通報を受けて、

オペレーションセンターは救急車やドクター

ヘリ等に出動を要請する。エアバッグの展開

情報をトリガーとする自動通報のほか、ドラ

イバーが手動で操作する手動通報もあるとい

うことで、ここの自動通報の場合、オペレー

ターを関与するのかしないのかとか、多分い

ろいろなやり方があると思いますが、エア

バッグが開いた、あるいは事故が起きて身動

きがとれないというのを、こういう緊急通報、

音声、あるいは衝突信号を通じて、救急機関、

病院に通知して、そこから現場の救急活動に

当たっていただくということを想定している

わけです。

　国内では、こちらのHELPNETさんが運営

されているものとして、緊急事態が発生する

と、車載器のボタンを押すだけでHELPNET
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に接続して、24時間、これは日本緊急通報

サービスさんのホームページにあるデータで

すが、出動命令によりパトカー、救急車、ロー

ドサービス等が駆けつけるということで、今

申し上げた自動通報、オペレーションセン

ターの役割をHELPNETさんが担っておられ

るというケースが非常に多いということでご

ざいます。

ければいけないですよというのが、EUから

加盟国各政府に指令が出されているという状

況です。

　したがいまして、先ほど国内で検討されて

いるものと同様な枠組みが、ヨーロッパにお

いても今まさに義務化が実施されようとして

いて、その準備をまさに今やっているという

状況でございます。

　こういった位置づけのものを国内外でどう

いった検討をしているのかということについ

て、少し触れてみたいと思います。次にお見

せするのは、国内の医工連携、交通事故詳細

調査分析検討会というものを我々のほうでも

やっておりますが、そこでの資料ですが、実

際にこのeCallシステムを仮に使ったとした

ら、普通であれば、けがをして、それを認識

して現地を確認して、それから到着して病院

まで運ぶというのに、仮に32分かかるとす

ると、まずACNの通知というので自動通報

ということで、ここが短縮されるだろうとい

うこと。それから、GPSで現地がどこかす

ぐわかるということで、現地に到着する時間

も短くなって、大体4分ぐらい短縮されるだ

ろうという検討結果も出ています。

　海外の状況ではどうなっているのかという

ことですが、海外では、やはりそちらに絵は

ありますが、事故が起きれば手動または自動

で、これは日本で言う119番に自動的にコー

ルされて、それで救急活動に向かうという、

彼らはeCallと言っていますが、eCallを使

えば50%から60%、時間が削減されると。

緊急通報の時間が50から60%削減されると

いうことで、非常に大きな期待があって、当

初2015年10月の開始予定、この義務づけで

すね、車側に自動通報システムを載せましょ

うというのが、ことしの10月からスタート

する予定で法案もできていたところですが、

インフラの整備が間に合わないとかいろいろ

あって、今のところ2018年4月の新型の乗

用車や軽貨物車から、車側にeCallシステム

を搭載しなければならないというふうに、今、

延期はされています。さらに、その2018年

4月に導入されれば、そこから3年以内に大

きい車にも義務づけを検討しなければいけな

いということが、この法案の中で決まってい

ます。このために、その規制が実施される半

年前までに、インフラ側もちゃんと整備しな

　それからもう1つ、これが仮に医師が直接

現場へドクターカーで出動した場合は、運ぶ

時間がなくなるので17分ぐらい短縮される

のではないかという検討結果も出ています。

　もうちょっと詳しい話は後でパネルの中で

いろいろお話があると思いますが、医療の開

始までの時間を非常に短くできるのではない
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かということで、我々のほうでも非常に期待

をしているところでございます。

　こういった救命効果がどれぐらいあるのか

もものすごく上がってきていますから、この

安全対策が上がった中で、さらにこういった

200人とか300人規模で人が助かる対策とい

うのは、我々としても非常に期待の大きい分

野であります。

　同じ認識は海外でもあります。先ほど、

EUの中では基準の義務づけを、3年後の

2018年からやろうということで、今、法案

が決まっていると。ずっと延びてきて2018

年というところまで決まっていますが、これ

と同じように、先ほど申し上げました国連

の中で安全対策を考える中で、やはりこう

いった自動事故通報システムの国際基準案と

いうものが検討されています。グループは、

Automatic…Emergency…Calling…Systemとい

うことで、AECSと国連の中では呼んでいま

すが、これの基準づくりというものが検討さ

れています。ということですが、きょう、この後パネル

でいろいろ出てこられる先生方の検討結果、

JARI、JAMAの研究資料をちょっと拝見し

ますと、先ほど4分と17分と申し上げまし

たが、4分の場合で大体66人、17分の場合

で282人の方が年間助かるのではないかと

いう結果が出ている。これは非常に大きな数

字です。先ほどちょっと申し上げましたが、

1年間で1,000人、交通事故死者数を車両安

全対策でなくそうとすると、いろいろな安全

対策を我々は積み上げて考えます。大体1つ

の対策が30人とか50人、例えば自動ブレー

キ一つとっても、あれで50人、年間に人が

助かればすごい効果のある対策です。中には

数人という安全対策もあります。そういうの

も組み合わせていって、何とか1,000人を達

成しようとしていますが、こういった、1つ

の安全対策で場合によっては280人助かる

というのは、なかなか今はないです。当初は、

車の衝突安全対策といえばこれぐらいの効果

はあったのですが、今はもう車の安全性能

　今、検討されているのは、具体的にいうと

国連の中に、一番左端に「安全一般」と書い

ていますが、この中の下に1つ、この基準の

策定のための分科会ができて、この基準を実

際に今いろいろ検討されていますが、今考え

られているのは、国連の規則は、基準ができ

たからといって各国に義務づけが即スタート

するわけではなくて、基準が決まりましたと。

それを義務づけするか、国内で任意の規定と

して運用するか、それは各国の自由だし、各

国がそれを採用しないということもあり得ま

す。ただ、これはロシアが中心となってやっ

ています。日本も積極的に参加していますが、
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こういった基準をつくった場合どうなるのか

ということを考えている。

　もう1つは、各国でやはり通信方法、イン

フラの部分が違う。例えば緊急の電話連絡先

も、日本だと119ですがヨーロッパだと911

だったり、連絡先が違うといった、インフラ、

救急体制の違いがあります。先ほど言いまし

たが、日本だったらHELPNETを使っていま

すが、外国だとそのまま消防署に電話が入る

という場合もあります。

のではないかといったことも提案をしており

ます。

　もう1つは、欧州勢は自地域の基準・規格

を前提とした国際基準化を目指しています。

当然、自国の衛星、EUだとガリレオが飛ん

でいますし、ロシアだとグローナスが飛んで

いますが、こういったものを前提にした基準

を今、考えているのですが、日本としては、

今の国内、HELPNETさんが運用されている

ような現状のシステムとの整合を図りつつ、

この活動に積極的に参加しているという状況

でございます。

　じゃあ一体どんなことをやっているのか

ということですが、第1回の会議がちょうど

2年前に始まっていますが、それから、日本

から、第2回、第3回、第4回の会議のとこ

ろに書いてありますが、実際に救急車に直接

電話するのではなくて、オペレーションセン

ターとしてHELPNETさんのような民間団体

も位置づけられるような仕組みをちゃんと設

けておいてくださいねというような提案をし

ております。それから、通信方式に関しても

フレキシブルなことをやっていく必要がある

　それから、実際にGPS、ガリレオ、グロー

ナス以外のものにも汎用的に対応できるシス

テムでないといけない。実際に衝突を検知し

て通報するといっても、どういった条件で通

知すればいいのかとか、実際の車室内のイン

ジケーターはどういう種類にすればいいのか

とか、まだまだこういった細かい議論をして

います。

　こういった議論をしていく中で、今出てい

る法案の概要というのは、大体、対象の車種

としてはまずは乗用車、軽貨物車からスター

トして、通信方式は各国の方式に委ねましょ

うと。それから衛星要件については各国の状

況に対応したものを全てカバーできるよう

に。それからコールセンターについても、公
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的機関のみならず、各国である程度自由に決

められるようにしましょうと、こういったこ

とを今のところ検討をされているところでご

ざいます。

　国内におけるシステム普及に向けた課題と

して、ほかにもまだいろいろあります。効果

はものすごく高いということが期待されてい

　こういった国際的な検討に加えて、もう1

つが、一番最初にちょっと申し上げましたが、

自動車のアセスメントというのがあると申し

上げました。既に売られている車を、安全性

能を点数化してユーザーにわかりやすくお伝

えするというものですが、今やっているのは、

車を実際にぶつけて、その安全性能を評価す

る。前からぶつけたり横からぶつけたり、あ

るいは人の頭を模擬するダミー、あるいは人

の足を模擬したダミーをぶつけて、その安全

性能を評価するというものに加えて、昨年度

から自動ブレーキ、あるいは車線逸脱、車線

からはみ出しそうになったときの警報装置、

こういったものを評価の対象として点数評価

しています。今年から、後ろの視界、バック

モニターの評価を開始したり、来年からは自

動ブレーキの、今度は歩行者をどれぐらいの

速度から検知できるのかというのを加えて、

こういった予防安全分野の評価を充実させて

いこうということをやっていますが、この中

で、新しく再来年度、2017年度から、自動

事故通報装置の評価ができないかということ

で、まさに今、検討を開始しようとしている

ところでございます。きょう、いろいろとこ

の後ご説明いただけると思いますが、宇治橋

委員長をヘッドに、まさに調査検討を来年度

行う予定にしているところでございます。

ます。残された交通安全対策の大きな柱の1

つだと思っています。ただ一方で、こういっ

た非常に効果の高いものほどいろいろ課題も

多いので、それらをどうやって解決していく

のか。一番大きいのは、やはり全車に義務づ

けた場合の費用対効果、特に通信を使います

ので、ランニングコストがそのままだとかかっ

てしまうということで、こういったコストの

分析みたいなものを今年度から始めておりま

す。それから、先ほどの国際基準づくりの中

で、我々の意見をどれだけ反映させていくの

かということ。それからもう1つは、こういっ

た場をおかりして、救急機関、病院の方とも

連携をしながら話を進めていきたい。それか

ら、あとはプライバシーの問題とか、いろいろ

な問題をどうやって解決していくのかという

課題は残されているとは思っています。

　まとめます。交通事故による死傷者は近年

減少傾向にありますが、まだ4,000人以上の

方がお亡くなりになっているということで、

我々は車両安全対策というものは非常に大事
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なことだと考えております。車両安全対策を

担当します我々は、今までの安全対策に加え

て、救助・救急体制との連携など、いわゆる

医学分野との連携というのは非常に大事であ

りまして、こういった自動事故通報システム

というものは大きな期待が寄せられていま

す。これは国際的にも非常に議論がされてい

る分野でございますので、まだまだ、非常に

効果が大きい分野であるがゆえに、それら課

題を1つずつ解決していきたいと思っています。

　まずは、こういった問題を解決する1つと

して、自動車アセスメントという手法を使っ

てまずは評価をしてみる。そして普及を促す

という方法をとりながら、一方でそういった

課題も解決していく。そういったことを多角

的にやりながら、自動事故通報システムにつ

いて積極的に取り組んでいきたいと考えてい

る次第です。

　ご清聴ありがとうございました。（拍手）

【司会石川】　　久保田様、どうもありがとう

ございました。

　質疑応答のほうは後でパネルディスカッ

ションの際にお願いいたします。

　続きまして、パネルディスカッションをこ

れから始めますが、まず初めに、パネルディ

スカッションのパネリストの方から、幾つか

の視点で講演をお願いいたします。まず初め

に、認定NPO法人救急ヘリ病院ネットワー

ク理事で、今度新しくD-Call…Net研究会とし

ますが、この研究会の会長をしております益

子理事のほうから説明をお願いいたします。
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　HEM-Netの益子でございます。それでは

HEM-Netの取り組みということでお話をさ

せていただきます。

　この事故自動通報についてのHEM-Netの

取り組みは、今から11年前の2004年のITS

世界会議愛知にさかのぼります。このとき、

事故自動通報システム（ACN）とドクター

ヘリの連携による交通事故負傷者救護という

ものを、HELPNETと共同でデモンストレー

ションいたしました。

　そしてその後、2010年10月に、ITS世界

会議が釜山で開催されたときに、eCall及び

ACNの実用化に向けた世界の専門家との意

見交換会を開催いたしました。

　さらに2011年8月、HEM-Netシンポジウ

ム「交通事故自動通報システムと傷害予測の

最前線」ということで、これはACNに関す

る世界的な権威でいらっしゃるディゲス教授

とオーガスティン教授をお招きしてシンポジ

ウムを開催いたしました。

パネリストスピーチ

HEM-Netの取り組み
認定 NPO 法人救急ヘリ病院ネットワーク理事

D-Cal l…Net 研究会…会長
益子　邦洋
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　そのような成果を踏まえまして、2011年

12月20日、AACN搭載車両を用いた実証実

験というものを、筑波の日本自動車研究所で

行いました。

　これは、そのときのデータの時間経過の結

果でありますが、それまでのドクターヘリに

よる現場医療開始の時間が交通事故発生から

38分後だったのですが、この事故現場、ド

クターヘリ基地である千葉北総病院から40

キロ離れていたにもかかわらず、21分後に

医師が現場で治療を開始することができまし

た。このことから、この17分間の治療時間

の短縮により、大量出血等についての死亡率

の大幅な低減が期待されるということで、翌

2012年から、AACN救急医療支援サービス

研究会（AACN研究会）を組織して、合計

12回の研究会を開催してまいりました。

　この研究会は先日、D-Call…Net研究会に名

称を変更いたしました。これは産官学医が連

携して、救急自動通報システムを継続的に研

究・推進し、救急自動通報システムを構築す

る提案書を取りまとめることを目的としてい

ます。事務局をHEM-Netが務めまして、内

閣府、警察庁、国土交通省、消防庁、厚生労

働省、経済産業省という中央官庁並びに医療

機関、大学研究機関、ITARDA、HELPNET、

JARI、JAMA、JAXA、そして自動車会社、

システムメーカー、損保関係が一堂に会する、

官民挙げての組織をつくり、ここで研究を進

めてまいりました。

　そして2013年10月、ITS世界会議東京が

開催されたときに、ショーケースとスペシャ

ルインタレストセッションに参加いたしま

した。

　そしてその後も研究を続けまして、本日、

この救急自動通報、D-Call…Netの試験運用開
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始を迎えたわけでございます。2018年中の

本格運用開始に向けて、本日から試験運用を

開始するということでございまして、全国9

つの基地病院から研究を進めてまいります。

なお、D-Call…Net対応可能なドクターヘリ基

地病院は、今後、通報訓練や実動訓練を通じ、

次々と増やしていく計画でございます。そし

て、試験運用の期間中に、D-Cal…Netの効果

を検証し、死亡重傷推定アルゴリズムを評価

し、ドクターヘリ起動のための閾値や救急オペ

レーションの運用を評価し、D-Call…Net対応

病院の拡充を進め、カーメーカーに対しては

対応車両の拡充を働きかけていくことにして

います。このようにして、2018年からの本格

運用につなげたいと考えております。

　これは、今、全国で運用していますドク

ターヘリの出動形式でございます。1つ目は、

消防本部の指令センターで通信指令担当者が

通報内容からドクターヘリが必要と判断した

場合、2つ目は、現場救急隊長が現場で傷病

者を観察してドクターヘリが必要と判断した

場合、そして3つ目は、医療機関の医師が処

置困難で高次病院への転送が必要と判断した

場合に、ドクターヘリの出動要請がかかるわ

けですが、4つ目の出動形式として、D-Call…

Netコールセンターの配信データに基づく出

動というものを今後進めてまいりたいと考え

ております。

　以上で発表を終わります。ご清聴ありがと

うございました。（拍手）

【司会石川】　　益子先生、どうもありがとう

ございました。

　続いて、日本医科大学千葉北総病院救命救

急センターの本村先生のほうからお願いいた

します。
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　日本医科大学千葉北総病院の救命救急セン

ターの本村といいます。ふだん、私はドク

ターヘリに乗っておりまして、現場に向かっ

ている救急の医者なのですが、3月にこのイ

ンフラが整って、いざD-Call…Netが実動する

という体制が整ったのですが、現場で実際に

これを有効活用していく上でどのような課題

があるかということを少し整理させていただ

きたいと思います。ちょっとほかの発表とか

ぶるところもあるかと思いますがご了承くだ

さい。

HELPNETでこの情報を介して死亡重傷率を

自動計算して、ドクターヘリの基地病院、そ

して救急指令センターに情報が行くというこ

とになります。3つ目、③実際に緊急車両や

ドクターヘリが動くという部分になるかと思

います。この①、②、③に関して、少しフロー

チャートを見ながら、現状の問題点というか

課題点というか、今後の課題ということをお

話ししたいと思います。

　一番最初となる自動通報が飛ぶところ①で

すが、これは現在では携帯電話も使用するこ

とになっておりますので、事故地点がこの携

帯電話網の圏外であれば飛ばない可能性があ

るという問題点が存在しております。

パネリストスピーチ

救急自動通報システム（D-Call Net）が起動する
ドクターヘリ運用上の課題と対策

日本医科大学千葉北総病院救命救急センター…助教
本村　友一

　この通報のフローチャートとしましては、

①事故の車両から自動通報でHELPNETに入

るということになります。続きまして、②
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　我々は日大の西本先生方と交通事故のミク

ロ調査、詳細な調査を行っているのですが、

特殊な事故形態、例えば車が何かに乗り上げ

る事故だったり、電柱にぶつかる、非常に狭

い衝突、このような場合などでは、正確な事

故の工学的情報の取得が行われないというこ

とがありますので、実際は重傷症例でも軽傷

とみなされたり、もしくはその逆、このよう

なことがあり得るということがあります。

　現状まだD-Call…Netの対応車数が少ない

ということがあります。

　また、現状では乗員の年齢取得をする方法

がないので、今のアルゴリズムでは一番リス

クの高い65歳以上の方が乗員として乗って

いるということを仮定して、一番死亡重傷率

が高い数値を反映させているということがあ

ります。

　前席の乗員の有無、死亡重傷率の算出はで

きますが、現状、着座センサーが後部座席に

ない関係上、前席の情報しか送られないとい

うことがあります。これらは工学的な技術の

進歩を待つしかないところかと思われます。

　続きまして、HELPNETから基地病院、も

しくは救急センター、通信指令センターに情

報が飛ぶ部分②になりますが、基地病院には、

全ての基地病院にこのタブレットが配備され

ることが決まっておりますが、現状、全国に

あります約750カ所の消防本部へは、予算の

都合上、この受信用タブレットを配置するこ

とができておりません。これは今後、予算の

確保と、ぜひ消防の本部にもタブレットを入

れて、迅速な活動を行う必要があると思って

おります。

　また、受信用のタブレット、きょうは、受信

したら気づくように改良をしております。午

前中、皆さんにお見せしたのですが、パトライ

トとアラーム音で受信が確実に関係者に伝わ

るような工夫をしております。

　もう1つは、事故の発生場所でどのドクター

ヘリを呼ぶかということは、地域、地域で決

まっております。千葉県の事故なので千葉県

のドクターヘリが行くとか、茨城県なので茨

城県が対応するとか、必ずしも県境で全てが

決まっているわけではありませんで、基地病

院が実際に対応しているエリアを反映したシ

ステムに改良を行っている最中でございます。

　実動するところ③ですが、死亡重傷率とい

うものがタブレットに表示されるのですが、

ドクターヘリ起動の閾値は幾つにするべきな

のか。ほかの研究で、死亡重傷率5%以上で

はドクターヘリが行くことが望ましいという

ことを提言させていただいているのですが、
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ポンスカー、きょう後ろにありますが、これ

とか救急車を使ったドクターカー、このよう

なほかの医師派遣システムへの応用。また、

久保田さんのお話にもありましたとおり、歩

行者とか自転車、自動二輪車という、乗用車

乗員以外へのシステムの応用、こういうもの

が必要かと思っております。

　現状のアルゴリズムの精度検証。消防、医

師派遣システムの起動閾値の再検討。このよ

うなことが今後の課題かと感じております。

　以上です。（拍手）

これに関しても地域による状況の違いがあり

ますので、全国画一というわけにはなかなか

いかない事情もございますので、今後まだ検

討が必要だということになっております。

　また、消防出動の閾値も同様に、消防も含

めたディスカッションが必要だということに

なっております。

　ドクターヘリの起動が早まったのはいいの

ですが、実際には着陸する前に消防の支援隊

がランデブーポイントの安全確保をすること

が必要なのですが、早く呼ばれたのはいいの

ですが、下の準備が整わないとドクターヘリ

は上空までは行ったけれど患者に接触できな

いという可能性がありますので、これに関し

ても、安全を十分考慮した上で、早く着陸し

て患者に接触するという工夫をしていく必要

があるかと思います。

　その他としましては、先ほどの益子先生の

お話のとおりなのですが、システムの全国拡

大、全車種への拡大。そして、今はドクター

ヘリによる医師派遣についての議論をしてい

るところなのですが、実際にはラピッドレス

【司会石川】　　本村先生、どうもありがとう

ございました。

続きまして、日本緊急通報サービス

HELPNETの菖蒲様からお願いいたします。



21

　今ご紹介にあずかりました、日本緊急通報

サービスHELPNETの菖蒲と申します。本日

は私どもの日本緊急通報サービスの仕組み

と、サービスの内容について若干ご説明させ

ていただきたいと思っております。

パネリストスピーチ

緊急通報サービス「HELPNET」

（株）日本緊急通報サービス（HELPNET）常務取締役
菖蒲　正和

　私ども日本緊急通報サービスは、ITS構想

の中で、1つの項目であります緊急車両の運

行支援というものをどう実現するかという中

で議論がなされまして、警察、消防といった

関係機関との検討会を経て設立された会社で

ございます。

　2000年からサービスをさせていただいて

おりますが、現在会員数は65万名、トヨタ

様、ホンダ様の車両約50万台以上の車両か

らの通報を受け付けているという状況にござい

ます。

　簡単に私どもの仕組みをご説明したいと思

います。今、本村先生からもご指摘がありま

したが、移動体通信網を使いまして、車から

の通報を受けております。この位置情報を通

知されまして、それが私どものオペレーショ

ンセンターのほうに上がります。基本的には

エアバッグが展開したときに通報もあります

し、また、簡単な操作で手動で通報すること

も可能でございます。

　オペレーターと会話をさせていただきまし

て、基本的にはここで必要な情報に基づきま
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して、事故場所に対応します消防本部及び警

察本部への連絡といったものをさせていただ

いております。

　自動通報の場合、意識を失ってしまったと

いうようなことも含めて会話ができないと

いった場合が考えられますので、この場合に

は直ちに消防本部のほうへ出動をお願いする

という形になっております。

　会話ができないという形ですが、私ども

の昨年度の自動通報の実績をそこに挙げさ

せていただいております。大体通報は年間

に9,000件強あるのですが、そのうち昨年で

414件の自動通報を受理させていただきまし

た。この中で、実際に会話ができなかった、

再度呼びかけしても出ないというのが40件

ございます。このうち31件につきましては

救急搬送していただいたということで、自動

通報で会話ができないというのを確認した

後、すぐに消防のほうに接続いたしますので、

約30秒で消防のほうに出動していただきま

す。こういった意味では、事故覚知の時間が

非常に短縮できるということも含めて、31

件と数は少ないですが、救命救急についての

お役立ちをさせていただいているのかなと

思っております。

　また、公共機関への伝達の迅速化、今回は

D-Call…Netへの接続ということもございます

が、特に救命救急に関して、全国の消防本部

に音声とFAXでは通報することができてお

りますが、やはり救命救急は一分一秒を争い

ます。このときに、少しでも早く正確な情報

を消防本部のほうにお伝えするといった目的

がございますので、上がってきた情報をIP-

VPNも使いまして消防本部にデータで送る

というような形の取り組みもしております。

これによって、そこにもありますが、データ

で送っていない消防本部に比べますと平均で

約20秒間の時間の短縮ができます。また最

短では約50秒で、車の情報ですとか、どう

いう状況になっているかといった状況につい

て、消防本部にお伝えできるということがで

きております。

　今回、さらにこのHELPNETのセンターの

ほうから、位置情報やセンサー情報、デル

タVですとかシートベルトをしていたという

ような話ですが、及び、どちらの消防本部に

連絡したかということも含めて、D-Call…Net

の試験運用サーバのほうに送らせていただい

ております。こちらのサーバのほうから、該

当の病院にデータ、位置の情報及び重傷率の

データ、演算された結果が送られ、タブレッ

トのほうに配信されます。これによって救急

出動がよりできるという形になっていると

思っております。

　データ通報を進めることによって、少しで

も早くということになるのですが、現在デー

タ接続消防の状況について簡単にご説明しま

すと、私どもは2008年から2年間、消防本

部で運用試験を実施して、このデータ接続を

させていただいております。

消防の指令台に直接データの状況が出る、位

置情報等々を表示するということですので、

2010年から試験運用が終わった後、拡大さ

せていただいていますが、今年度には半分以

上の消防本部にデータで送る形ができると

思っております。
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　これがなかなか、消防の指令台にデータを

つなぐということで、簡単にいつでもできる

ということではないので、指令台の更新とか

そういったタイミングを合わせて運用させて

いただいております。ゆっくりですが着実に

進めています。

　今回、9病院、参加していただけるところ

があるのですが、ここの管轄の消防本部につ

きましても若干ばらつきがあります。全ての

消防本部で対応させていただけているところ

もあれば、3割程度というところもあります。

こういったばらつきもありますので、こう

いったことについても今後改善して、より活

躍できるようにしたいと思っております。

　終わりになりますが、消防本部とのデータ

接続は私どもでさらに普及させていきたいと

思っております。また、対象車両が普及するこ

とによって多くの方々に安心安全をお届けし

たいということで進めていきたいと思います。

　どうもありがとうございました。（拍手）

【司会（石川）】　　菖蒲様、ありがとうござ

いました。

　続きまして、自動車技術会のほうでも、こ

の事故自動通報や傷害予測の委員会を数年前

から設置しておりまして、そこの委員長であり

ます宇治橋先生のほうからお願いいたします。
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　ただいまご紹介いただきました、日本文理

大学の宇治橋です。私からは、自動車技術会

としての取り組みについてお話をいたします。

パネリストスピーチ

交通事故傷害予測と自動通報に関する
検討委員会の取り組み

自動車技術会交通事故傷害予測と自動通報に関する検討委員会委員長…
宇治橋　貞幸

　自動車技術会では、昨年の5月、春の大会

において、この事故自動通報システムの重要

性を訴え、かつこれを実現・普及させるため

に、1つの方策として国土交通省の事業であ

ります自動車アセスメント事業に取り入れる

べきであるという提言を行いました。

　この方向でより確実にこの方策を実現する

ために、新たに去年の10月から、ここに名

簿が出ております委員会を立ち上げまして、

活動を続けてきております。特に業界と協力

がなければいけないものですから、主な自動

車会社と自動車工業会、それから大学の先生

方、国土交通省の方に参加をいただいて事業

を進めてきております。

　この委員会の目的は、主に2つ目標を掲げ

ておりまして、1つは交通事故自動通報シス

テムの根幹となる傷害予測アルゴリズムの構

築、精度アップ、検証。それとこれを普及さ

せるための方策について検討を行うという

ことで、こちらのHEM-Netさんとの連携に

よってこの目的を達成しようということで、

委員にはHEM-Netの理事の石川さんにも参

加いただいております。
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　交通事故の状況については既に久保田さん

のほうからお話をいただきましたので、これ

はスキップしたいと思います。

　自動車交通事故における死者数の削減の方

策と効果ですが、従来は自動車アセスメント

事業では、1番目の被害を軽減する自動車の

開発、それから昨年から始めた2番目の事故

そのものを防止する予防安全技術の評価とい

うことを開始してきておりますが、3番目の

救命救急活動の効率化についてはまだ自動車

アセスメントの対象外となっておりますの

で、こちらをぜひとも進めたいということで

活動しております。

　ところが、ACN・AACNの効果予測として、

大体これぐらいの死者の人数が削減できると

いう効果予測がなされているわけですが、実

際は、このシステムが普及した場合の効果で

ありまして、何よりも現状の状況では普及を

第一に進めないと、この効果が発揮できない

わけです。

　一方、海外の状況ですが、先ほど久保田さ

んからもお話がありましたように、ヨーロッ

パにおけるeCallが2018年から義務化にな

る。既にロシアでは今年から義務化が始まっ

ているという状況です。アメリカではまだ義

務化のような動きはなく、個社対応になって

いるようですが、一方アジア・オセアニアの

状況としては、韓国がアセスメント事業化を

するという話も聞いておりますが、まだ具体

的には進んでいないという状況です。

　日本におけるACNの現状ですが、今ご紹

介がありましたように、HELPNETさんが

2000年からACNの運用を開始しています。

ここには40万台搭載と書いてありますが、

今ご紹介いただいたところによると50万台

まで増えているようです。でも実際は、日本

国内で走っている自動車6,000万台に比べる

と、50万台というのはまだ1%以下というこ

とで、ここが増えないと、せっかくのこの体

制が有効利用されないということで、この普

及をぜひとも図っていかなければいけないと

考えております。
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　一方、BMWさんは日本国内で2013年か

ら独自にコールセンターを持って運用してい

て、新車には全てACNが搭載されていると

伺っています。

　傷害予測アルゴリズムのスライドについて

は、また後で、私の次の西本先生のほうから

詳しくご紹介があると思いますので省略した

いと思います。自動車技術会の取り組みの1

つの柱として、傷害予測アルゴリズムの精度

アップ、検証についても西本先生から詳しく

紹介があると思います。

思っております。来年、再来年にフォーラム

を開いて啓蒙活動を行いつつ、2017年から

の自動車アセスメントの評価項目化がロード

マップ化されておりますので、こちらについ

ても自動車技術会として全面的に協力してい

きたいと思っております。

　簡単ですが以上です。どうもありがとうご

ざいました。（拍手）

　今後、自動車技術会は、こちらのHEM-

Netさんと連携を保ちながら、このシステム

の実用化、普及に向けて活動していきたいと

【司会石川】　　宇治橋先生、どうもありがと

うございました。

　続きまして、日本大学工学部教授で、傷害

予測アルゴリズムの開発を長年行っておりま

す西本先生のほうから、傷害予測アルゴリズ

ム関係のお話をいただきます。
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　それでは、救急自動通報システムに適用す

る傷害予測アルゴリズムについてということ

で、日本大学の西本から紹介させていただき

ます。

　救急自動通報システムですが、全部の事故

を、例えばドクターヘリが行く、あるいはド

クターカーが行くというのは、これは非現実

的でありまして、119番が入ったときに、ど

の事故を優先して救済しなければいけないの

だろうかとか、それから軽傷よりも先に重傷

のところにドクターが行くようにという、そ

ういうシステムが重要なわけです。

　ACNとして考えると、ここに書いてある

現場到着時間短縮というのは、これは必ずで

パネリストスピーチ

救急自動通報システムに適用する
傷害予測アルゴリズムについて

日本大学工学部　教授
西本　哲也

きるのですが、もう1つ重要なのは、ここの

下のところに書いてあるのですが、傷害予測

アルゴリズムをつくって、重傷程度を数量化

してやろうと。数値であらわしてやって、重

傷死亡率が10%なのか20%なのか30%なの

か、数値で表してやろうと。では何パーセン

トのときにドクターが行けばいいのだろうか

というところのアルゴリズムづくりをやって

いるわけです。

　もともとつくった傷害予測アルゴリズム

は、交通事故総合分析センターという機関が

ありまして、ここで日本で発生した全部の交

通事故のデータを集めていまして、その全部

の交通事故のデータ、10年間、約280万件

のデータを利用して、傷害予測アルゴリズム

を構築しました。

　そのアルゴリズムは妥当性があるのだろう

かということで、我々と日本医科大学、当時

の益子先生や今の本村先生等にお世話になり

まして、一緒にこのアルゴリズムが合ってい

るのかどうかという検証を実施してきまし

た。
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　そして、重傷度判定のための閾値（しきい

ち）、お医者さんですと「いきち」と呼ぶよ

うですが、閾値の設定をして、ここへアンダー

トリアージ10%というのが出ていますが、

これは後で説明しますが、アンダートリアー

ジを10%以下に抑えるようなアルゴリズム

をつくってきました。最初の発表は2008年

ごろからアルゴリズムの発表をしまして現在

に至っており、主には自動車技術会論文集に

投稿している状況です。

　予測のアルゴリズムではリスクファクター

というのが必要でして、1つはデルタVとい

う、衝撃の大きさと考えていただければいい

と思います。走っている速度ではなくて、衝

撃の大きさです。デルタVという速度の変化

量。それから衝突方向、前か横か、しかも自

分が乗っている側か反対側かといったような

情報。それから、何歳の人が乗っていたのか

という年齢情報です。今の段階では54歳以

下、55歳から64歳、それから65歳以上と

いう3区分に分けています。それからシート

ベルトをしていたかどうか、着用有無。

それから多重衝突があるかどうか。それから

車両クラス、普通車か軽自動車か。こういっ

たことをもとにしまして、これらの事故情報

から重傷死亡、警察のデータに基づいていま

すので、30日以上の治療を有するかどうか

というのを予測します。

　これは過去につくったアルゴリズムを米

国のものと比較したものですが、バージョ

ン2012というのが初期段階につくったアル

ゴリズムでして、現在はバージョン2015に

なっています。URGENCYというアルゴリ

ズムはアメリカで作られたもので、縦軸が重

傷死亡率、横軸が速度の変化量、デルタVに

なります。必ずしも、最初につくったバー

ジョン2012というのが、これはステップ状

になっていて、悪いわけではありませんで、

どこのところでこの重傷死亡の閾値を決めて

あるかというところにアルゴリズムの精度と

いうのが係わってくるわけです。

　ここが重要なスライドなのですが、死亡重

傷の閾値というのを横軸にとってあって、縦

軸にトリアージ率というのをとってありま
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す。この閾値がゼロのときは、全部の事故を

通報してやろうということで、全てオーバー

トリアージということになるわけです。それ

では、救急車が行く、あるいはドクターヘリ、

ドクターカーが行くというときに、これは非

効率的でして、どうしても重傷患者さんのと

ころに早く行ってやるということから、この

曲線を見ていただくと、閾値をどんどんどん

どん上げていくと、オーバートリアージ率が

下がってアンダートリアージが上がるとい

う、こういう関係にあります。

　これを交通事故の実態調査に基づいて研究

しておりまして、閾値を下げるとアンダート

リアージが減るのだけれどオーバートリアー

ジばかりになる。これだとリソースが足りな

いということで、閾値を少しずつ上げていっ

て、オーバートリアージとアンダートリアー

ジのころ合いのところを見つけてやるという

ことです。

　一般的にはアンダートリアージを5~10%

以下に抑えて、オーバートリアージが50%

以下にするのが望ましいと言われています。

これは日本、ドイツ、アメリカで言われてい

る値になります。

　それに基づいて、これが日本医科大学と日

本大学で実施している交通事故の実態調査に

基づいて決めた、そのアンダートリアージと

オーバートリアージの曲線ですが、アンダー

トリアージというのを10%のところに持っ

てきてやると、大体閾値が8%となっていま

すが、5から8%ぐらいの値をとってやると、

アンダートリアージが10%。つまり、10人

いたら9人まではちゃんと予測が当たるとい

うことです。1人だけはどうしても予想外の

ことが起こるということなのですが、そうい

うところを決めてやります。

　これは一例ですが、時速55キロでぶつかっ

ていまして、55キロの速度変化量がありま

して、65歳の人が乗っていて、腹部等の傷

害でかなり重傷になっています。そのときの

死亡重傷率が79.6%で、一番左が一番新し

い我々がつくったアルゴリズムでして、こう

いうふうに出てきます。

　これをお医者さんが指令センターで、救急

自動通報システムのセンターで見たときに、

これは行くべきだという判断をしていただく

というシステムとなります。

　以上、傷害予測アルゴリズムについて紹介

させていただきました。ありがとうございま

した。（拍手）

【司会（石川）】　　西本先生、どうもありが

とうございました。

　続きまして、日本自動車工業会（JAMA）

の医工連携ワーキングというものがありまし

て、そこの主査をしております佐藤様のほう

からは、JAMAのこの分野の取り組みと、ト

ヨタ自動車としてのこのD-Cal…Netの取り組

み、この2つについてお話しいただきます。
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　JAMAの医工連携ワーキングの主査をして

おります佐藤でございます。

　JAMAのほうからは、日本でのACN・

AACNにおける効果予測について研究をし

てまいりましたので、ここで報告をさせてい

ただきたいと思います。

　はじめに、AACNの世界の動向でござい

ます。先ほどからございますように、ヨーロッ

パではeCallの法規が確定しまして、2018

年の4月からと。そしてロシアでは2015年、

ことしの4月から法規化されております。

　そのときの効果ということで、EUのほう

では救命効果として2,500人がこのシステム

で救命されると。またロシアにおいては約3

パネリストスピーチ

日本での ACN（AACN）による効果予測
（一社）日本自動車工業会　安全環境技術委員会/安全部会…副部会長
医工連携WG主査・トヨタ自動車（株）製品企画本部安全技術企画主査

佐藤　泉

万人の死亡の中で4,000人が救命されるとい

う効果予測が出ています。

　また、BMWの報告によりますと、2013

年のITSのフォーラムでは、ヨーロッパの

eCallに対して、さらにAACNにした場合に、

効果としては4,000人の救命ができるという

報告がなされております。

　そこで、ヨーロッパ、ロシアとはインフラ

の救急システム等も違いますので、日本とし

てどれだけの効果があるのかということで、

救命効果を求めてまいりました。

　日本でのデータといいますと、こちらにご

ざいますJTDB、Japan…Trauma…Data…Bank

というところに、搬送のデータ、さらに乗員
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の傷害のデータ、患者さんのデータがござい

ます。これを使わせていただくということで、

搬送時間と死亡率の関係を求めること。そし

て、ACN・AACNによる搬送時間の短縮に

よる死亡者の低減数を求めるという手法で、

効果数を見積りました。

　手法としては、こちらのグラフにございま

すように、覚知から病院に到着というものに

対して、それぞれの傷害のケースにおいて、

時間に対する傷害の程度、重さについて傾き

を求めて、それぞれに対して、時間がかかっ

たらどれだけ救命できるかということで算出

をいたしました。

たように、日本の中ではいろいろな研究がな

されておりまして、現在の救急の覚知におい

ては約5分かかるのが1分でできるというこ

とから、4分の時間短縮ができると。これに

よりますと、救命効果としては66名になり

ます。さらに、先進事故通報の実証実験の中

では、17分の低減ができるということでご

ざいましたので、その係数を掛けますと282

名の救命効果があるということになります。

　では、この救命効果の数は、どのくらい

の位置づけになるかということで、こちら

のほうにASVにおける死亡者の低減効果予

測というのと比較をしてみました。どちら

も100%の普及となったときにどれだけの救

命効果になるかということでございますが、

ACN・AACNの数字というのはこちらと比

べましても大変大きい値になるということ

で、大きな効果になるものと考えております。

　まとめますと、JTDBを活用いたしまして、

日本でのACNの効果、AACNの効果を整理

してみますと、ACNの4分短縮で66名、17

分短縮のAACN相当ですと282名の救命効　先ほどの国土交通省様の例にもございまし
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果ができるという結果ができたということで

ございます。

　それでは、今度は帽子をかぶらせていただ

きまして、トヨタ自動車の佐藤としてご報告

をさせていただきたいと思います。本日は救

急自動通報システムD-Call…Netのトヨタ自

動車の取り組みについてご紹介をさせていた

だきます。

　まず最初に、トヨタが考える安全な車とは

何かをまとめたのが、こちらの統合安全コン

セプトでございます。

全、そして事故後の救助と、それぞれの運転

シーンで最適なシーンを行うということであ

り、そのためにそれぞれの交通安全システム

が単独で機能するだけでなく、相互に連携し

合うことでより安全な車を目指すという考え

方でございます。

　その考えを具現化したのが、車と救助の

機関を連携させた救急自動通報システムの

HELPNETであります。トヨタ自動車として

緊急通報システムHELPNETを2000年から

提供しており、エアバッグが展開するような

事故が発生した際に、確実に接続が可能な車

載された通信機で、事故の位置などをオペ

レーションセンターに自動配信し、救助機関

に連絡、早期の救命救助活動を可能としてま

いりました。そして現在、50万を超える会

員の方々にお使いいただいております。

　こちらは、2012年の1年間に350件の自

動通報があった場合、うち151件の人身事故

でHELPNETを通じ救助機関へ要請がなされ

たというデータでございます。

　さらに、このHELPNETを発展させ、車と

　この統合安全コンセプトとは、駐車場から

通常の運転中の安全、事故直前の予防安全、

プリクラッシュセーフティ、事故時の衝突安
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教授と議論をさせていただくなど、死亡重傷

発生確率アルゴリズムの開発に参加してまい

りました。また、アルゴリズムで算出された

結果の情報伝達の手法についても、日本医科

大学千葉北総病院と議論をさせていただき、

KDDI様のご協力のもと、ここにございます

表示例のような結果の配信システムの開発に

も参加をさせていただきました。

医療がつながる技術で接続し、医工連携を進

めていきたいと考えております。このように、

医療を初めインフラや社会と車をつなげる技

術の通信がますます重要性を増してきている

と考えております。トヨタでは、車とつなが

る技術、GリンクやTコネクトを通じ、より

安全安心な社会の実現に向け貢献したいと考

えております。

　これは、何度もこの場で説明されておりま

すD-Call…Netでございますが、このD-Call…

Netの実現には、事故が起こったという情報

を車から送る、車側だけの対応だけでなく、

事故時の車両情報をどう医療機関に連携させ

るかというインフラ側の仕組みについても、

関係機関と連携をさせていただき、研究開発

に参加をさせていただきました。

　今回は参加させていただいております産学

連携の2つの研究について紹介をさせていた

だきます。事故時の車の情報を医療側に伝え

るには、医療側で理解できる情報に変換する

ことが重要です。1点目としては、工学から

医学へ、情報変換について、日本大学の西本

　最後に、D-Call…Netへの車両側の対応に

ついてお話をさせていただきます。トヨタ

では2015年現在、ここに示します6車種が

D-Call…Netに対応しております。レクサス

車種とクラウンマジェスタにおきましては、

D-Call…Netの対応を標準装備しております。

今後も上級モデルよりD-Call…Netの対応車

種を拡大し、普及・拡大に努めてまいります。

本格運用が開始される2018年中には40万

台になる見込みと考えております。

　本日はD-Call…Netへの取り組みについて

ご紹介をさせていただきましたが、引き続き

統合安全コンセプトのもと、さまざまな安全

技術を提供し、より安全安心の車社会への実

現に貢献していきたいと考えております。

　ご清聴ありがとうございました。（拍手）

【司会（石川）】　　佐藤様、どうもありがと

うございました。

　最後の講演になりますが、本田技術研究所

の上地様より、ホンダ様の取り組み状況につ

いて報告をいただきます。
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　本田技術研究所の上地と申します。きょう

は時間をいただきまして、ホンダのAACN

の安全での位置づけと、そのシステムの紹介

をさせていただきます。

　ホンダではパーソナルモビリティの自動車

ということで、自由な移動を確保する。その

ために、その間の安全を全てのロードユー

ザーのために確保するということで、セーフ

ティー・フォー・エブリワンとして進めてお

ります。

　その中で、全体の位置づけとしましては、

まず衝突させない、ぶつからない。さらに被

害軽減する。それから漏れた、もし万が一衝

突した場合には、エアバッグやコンパティビ

リティボディなどによって乗員を守る。それ

によっても重篤な傷害を負われた方、それを

救急医療の手助けをいただいて命を守るとい

うところで、このAACNというのは最後の

とりでと考えております。

　そのシステムですが、エアバッグのユニッ

トから直接衝突信号をナビユニットに飛ばし

まして、その後、ネットワークを通じて衝突

のデータを持ってきます。それをお客様の携

帯・スマートフォンなどを通じましてコール

センターのほうに送らせていただきます。そ

れによって、より早い消防等の出動を願うと

いうことになっております。

　これは、前の先生方からいろいろ出てきま

パネリストスピーチ

「自由な移動の喜び」と「豊かで持続可能な社会」の実現

（株）本田技術研究所　上席研究員
上地　幸一
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したが、まず短時間で自動通報することに

よって、現場活動までの時間を短縮します。

その後、救命活動において、事前の衝突デー

タを消防本部に送ることによって、救急医療

を早くします。これは2013年にHELPNET

のご協力をいただきまして、事故のデータを

消防本部にいち早く送るというシステムが確

立できました。

とが考えられます。その他、手動通報も交じっ

ておりますが、自動通報が多くを占めており

まして、それぞれ、お客さんに、1番のケー

ス以外はコミュニケーションをとりまして、

救急車の出動が必要かどうか、それから警察

への通報が必要かどうかということが確認さ

れております。

　今後、搭載車種が増加、さらには今回、

D-Call…Netさんとの協力におきまして、直

接医療の現場にこのようなデータが送られる

ことによって救われる生命、さらには後遺傷

害の低減ということにも役立つのではないか

と考えております。

　今後、ホンダも搭載車種をふやしまして、

このアプローチに協力していきたいと考えて

おります。

　ご清聴ありがとうございました。（拍手）　今、このシステムは、2013年に出しまして、

純正ナビ、ナビゲーションのシステムがついて

いるものは、全て衝突データが送れるように

なっておりまして、今後、D-Call…Netの対応

に生かしていただくことになっております。

　実際、2013年から出しましたこのシステ

ムで、HELPNETさんのほうで、消防本部の

ほうにデータを送られた実例をご紹介させて

いただきます。

　ここにありますように14件ございまして、

この1番目につきましては、実際には応答が

なかったということで、デルタVにつきまし

ても、前後方向で36キロということで、比

較的シビアリティの高い衝突だったというこ

【司会（石川）】　　上地さん、どうもありが

とうございました。

　それでは、ここで一旦休憩に入りたいと思

います。パネルディスカッションは15時30

分から開始いたしますので、20分少々休憩

といたします。

　なお、後ろのほうに車、ヘリ、このシステ

ムにかかわる車両展示もありますので、どう

ぞご覧いただきたいと思います。
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パネルディスカッション
パネリスト
久保田　秀暢　（国土交通省自動車局技術政策課国際業務室長）
亀山　大介　　（厚生労働省医政局地域医療計画課救急・周産期医療等対策室救急医療対策専門官）
上條　美昭　　（総務省消防庁救急企画室…課長補佐）
益子　邦洋　　（HEM-Net 理事、D-Cal l…Net 研究会…会長）
菖蒲　正和　　（日本緊急通報サービス（HELPNET）常務取締役）
宇治橋　貞幸　（自動車技術会交通事故傷害予測と自動通報に関する検討委員会委員長）
西本　哲也　　（日本大学工学部教授）
本村　友一　　（日本医科大学千葉北総病院救命救急センター助教）
佐藤　　泉　　（（一社）日本自動車工業会　安全環境技術委員会安全部会…副部会長
　　　　　　……医工連携WG主査・トヨタ自動車（株）　製品企画本部安全技術企画主査）
上地　幸一　　（株）本田技術研究所　上席研究員

コーディネーター
岩貞　るみこ　（HEM-Net理事）

【司会石川】　　それでは時間になりましたの

で、これから最後のセッションになりますが、

パネルディスカッションを開始いたします。

コーディネーターの岩貞るみこさん、よろし

くお願いいたします。

です。ここから約1時間20分ぐらい、パネ

ルディスカッションをさせていただきたいと

思います。

　現在、日本で38県46機のドクターヘリが

飛んでいます。昨年のデータですと、約2万

2,000件出動しています。そのうちの約4分

の1が交通外傷になります。もちろん、病気

の方、いろいろいらっしゃるのですが、交通

外傷の1つの特徴は、若い方も非常に多いと

いうことです。たった1つの事故で運命が変

わってしまう、そういった若い方たちを含め

て、交通外傷の人たちを何とかして助けたい、

そういった思いでD-Call…Netを開発、こち

らの皆さんを含め開発をしてまいりました。

　ただ、このたび試験運用が9病院で始まり

ますが、このD-Call…Netは完全なものとし

てリリースし、始まるわけではありません。

むしろ、まだまだ問題がたくさん残っていま

す。

　今回のこのパネルディスカッションでは、

いろいろな問題点、検証すべきポイント、そ

ういったものをいま一度掘り起こして、皆さ

んと一緒に共有し、これからいかに育ててい

【岩貞】　　皆さん、こんにちは。HEM-Net

理事をさせていただいております岩貞るみこ
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くべきなのか、そういったところを皆さんと

一緒に考えていきたいと思います。

　こちらに、今回のパネルディスカッション

の皆さんにご登壇いただきました。通常のパ

ネルディスカッションに比べて、非常に多く

の方に座っていただいています。これを一つ

ごらんいただくだけでも、いかに多くの業種

の方たちがこのD-Call…Netに対して力をか

してくださっているかということがわかると

思います。

　今回は、1時間20分の時間の中で、大き

く3つに分けて進めさせていただければと

思っています。初めは、まずこのD-Call…Net

のシステムそのものについて、もう少し精度

向上をどのようにしていくべきなのか、ウ

イークポイントはどこなのか、そういった部

分を掘り起こします。2つ目は、今度は実際

に、いかに使っていくか。使いこなしていく

ためにはどこをどう強化し、どのように進め

ていけばいいのかという部分です。3つ目、

最後は、やはりこれはシステムが普及しない

と意味がありません。先ほどのご発表の中に

も、282名の方が救われるという試算があり

ましたが、乗用車の全車がつけてこその数字

になっています。ですから、いかに普及を進

めていくかというのも大きなポイントになっ

てきます。そういった流れでもって今回は進

めていきたいと思います。

　それでは、まずシステムをいかに向上させ

るか。つまりウイークポイント、改善点はど

こにあるか、そういった部分を、先ほどのご

発表の中ではちょっと読み取れなかった部分

を深めていきたいと思います。

　まず、本村先生のほうから、先ほど課題点

ということで幾つか挙げていらっしゃいまし

たが、65歳以上の方を対象にということで

システムを開発してきたと。なぜ65歳以上

というところに閾値があるのでしょうか。

【本村】　　西本先生の発表の中にあった、年

齢別で大分死亡重傷率って変わってくるので

すが、3つに分けたときに、当然高齢のほう

が死亡重傷率が高くなるのですが、現状、例

えば運転席に免許を入れるとかで年齢がわか

るとか、そういうシステムはないですよね。

なので、乗員の方の年齢がわからないので、

アルゴリズムに正確に反映ができないという

ことがあります。だとすれば、表示される数

値はどれに設定したらいいのかというとき

に、死亡重傷率が低い数字が出てしまうと、

我々はそれを軽いほうに解釈してしまって、

本当に重傷だった場合にその人が死んでしま

うなどということが起こってしまいますの

で、なるべく死亡重傷率が高い表示にするよ

うに、65歳以上ということを仮定して数値

を出しているという現状があります。

【岩貞】　　今回は一般の方にご参加いただい

ているので、ちょっと素人的なことも聞かせ

ていただきますが、65歳と35歳だとかなり

違うのでしょうか。

【西本】　　日本大学の西本です。通常、重傷

死亡率というのは55歳を境にどんどん上が

ると言われていまして、一般的には55歳以

上で区分けするのがいいのですが、それでは

ちょっと非現実的でして、65歳になるとか

なり上がってきますので、65歳のところを

閾値として年齢区分をしています。

　ただし、全部65歳以上でいいのかという

と、これがまた問題がありまして、今のシス
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テムだと18歳から54歳とか、55歳から64

歳という区分なのですが、実際にはもっと、

6歳とかの小さな子供が乗っていたときも考

えなければいけないわけです。だから、すご

く高齢の方と、幼児というか小学生ぐらいの

方と、両方考えるシステムに、今後どんどん

改善していかなければいけないというのが1

つの問題点だと思います。

【岩貞】　　それは技術的には打開策という

か、そういったものは見えているのでしょう

か。先ほど本村先生がおっしゃったように、

やはり個人個人の情報を乗っている車に入れ

ていく必要があるということですね。

【本村】　　正しく死亡重傷率を算出するため

には必要なのだと思うのですが、車側でその

技術がないことには、ちょっとそこは改善し

ないのかなと思うのですが。

【岩貞】　　車側はいかがですか。

【上地】　　どうしても不特定多数が乗られる

場合があるので、なかなか、一回の乗車でそ

の人が何歳ということは、現実には難しいの

と、あと、今、本村先生が65歳以上なり55

歳以上と言われましたが、我々が気にしてい

るのは、それ以下であっても個人差というの

が非常に大きくて、そこの部分までカバーす

ると、かなりさらに難しくなる。

　なので、一般的には65歳以上が、実際の

事故のデータを見ても、重傷死亡率が高く

なっていますので、まずプライオリティはそ

こというところで、誤報になるかもしれない

けれど、助けるためにはまずそこでスタート

させていただくのが一番、現実にはちょっと

今、手がないかなというところです。

【岩貞】　　ありがとうございます。

　ちなみに本村先生、55歳以上になるとな

ぜ急に率が上がるのでしょうか。

【本村】　　医学的にいうと、どうしても一番

は、血管が固くなったりとかそういうことで、

非常に血がとまりにくくなったりとか、傷つ

きやすくなったり、またご高齢の方は、例え

ば脳梗塞や心筋梗塞を起こされた後の方だっ

たりということで、結構血液さらさらのお薬

を飲んでいる方がいらっしゃって、そういう

ことで、けがを起こしたときに非常に血がと

まりにくくなってお亡くなりになる確率が高

いなというのを肌で感じています。

【岩貞】　　ありがとうございます。

　HELPNETの菖蒲さん、個人情報というこ

とでは、トヨタの車などですと、オーナーの

方が登録をされているときに、ある程度情報

が入っていると思うのですが、そのあたりは

どのような感触を持っていらっしゃいますか。
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【菖蒲】　　HELPNETは会員制でございます

ので、一応登録させていただいております。

ただ、年齢については入っていない場合がほ

とんどでございまして、やはり年齢というの

は多少個人情報に触れる部分があるのかなと

思っております。

　ですから、会員のほうで全てのことが把握

できるかというと、そこまではいかないかな

と思っています。

【岩貞】　　ありがとうございます。

　そして、今現在は前席、前のシートだけを

情報として出しているということですが、恐

らく日本の場合はミニバンですとか、当然後

ろにも座席があるわけですから、後ろの方た

ちの情報も欲しいところですが、そのあたり、

西本先生、どのような技術があると後ろの方

たちの情報もとれるようになりますか。要は、

座っている、座っていない。

【西本】　　それは自動車メーカーさんのお答

えになることかもしれませんが、シートにセ

ンサーがあって、後ろに乗っているというこ

とがわかれば、今までの統計データに基づい

て傷害予測アルゴリズムをつくってあれば、

前席と後席の受傷程度の違い等まで予測する

ことはできると思います。

　現状では、前に乗っている席ということに

なります。

【岩貞】　　という西本先生のリクエストを受

けて、今度は佐藤さん、後ろの席に乗ってい

る人も、技術的には可能ですよね。重量セン

サーをつければ。

【佐藤】　　おっしゃるとおり、車に乗ってお

られる乗員の方全てを予測できるというのが

理想的な形だと思っています。

そういう中で、後席に乗員の方が乗っている、

乗っていないというセンサーを、これから設

定していくというのも1つの手だと思ってお

りますが、今回、我々の中で提供させていた

だいているのは、ホンダさんもトヨタも同じ

なのですが、まず一番乗っている確率が多い

運転席、その次に、10人ドライバーが乗っ

ていたら5人は助手席の人。後席の人は大体

1というのが一般的な形ですので、まずは大

きなところから順番にスタートさせていただ

きまして、それをトヨタやホンダさんだけで

はなくて、全てのカーメーカーがそういう形

で大きなところからアプローチをしていくと

いうことで、今回は運転席と助手席。将来的

にはどんどんそれを広げていくという形にな

ると思います。

【岩貞】　　ありがとうございます。

　そして、先ほど本村先生のご発表の中に

あった、特殊な事故については非常に検出

が難しい。乗り上げたり、ポール衝突です

ね、側面からばーんとスライドしていって、

例えば電柱とか標識のポールにぶつかってい

く。そうすると、衝撃よりも、くの字型に車

が入る。あとはウインドウに対して頭の位置

がすごく近いところにあるので、往々にして

重傷外傷になりやすいという事故なのです

が、これはやはり難しいのでしょうか。西本

先生。

【西本】　　細かい事故の状況までを予測する

アルゴリズムには今はなっていませんので、

今おっしゃったような状況まで判断するとな

ると、すごく、もうちょっと先の段階かと思

います。今は統計的に見てこの人は重傷にな

るだろうというような判断をしておりまし
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て、実際には、本村先生がおっしゃるような

ケースがあると思います。

　私が知っている中では、先ほどの、年齢が

すごく若い場合とか、あるいはすごくお年寄

りで、85歳とかのお年寄りの場合に重症化

しているという例がやはりありまして、衝突

状況、それから年齢というのが、やはり予測

をする上での精度を上げる重要なファクター

になると思います。

【岩貞】　　側面衝突的には、今後どういう情

報があると、そのあたりはアルゴリズム的に

つくっていけるのでしょうか。

【西本】　　今は、側面でも、自分が乗ってい

るすぐ近くの側面なのか、あるいは運転して

いて後ろ側の側面なのかとか、それから力が

入ってくる方向が実は重要でして、どちらか

ら力が入ってきてどの位置に、というような

情報が重要でして、そういうところまで正確

に判断できるようになると、より予測する精

度というのは上がってくると思います。

【岩貞】　　それはやはり、そういった事故の

データをもっと積み重ねていって検証してい

く必要があるということですね。

【西本】　　統計的なデータを、280万件とい

うような大規模なデータ、ビッグデータを

使ってアルゴリズムをつくっているのです

が、実際には一件一件の事故を見て、詳細な

事故調査によって精度を確かめていくという

ことが重要であると思います。

【岩貞】　　あと1つ、システム上の精度のこ

とでお伺いしたいのですが、車の車種によっ

て、同じようにぶつかっても、例えばボン

ネットの長い車の場合ですと、クラッシャブ

ルボディになっているので衝撃をうまく吸収

してくれる。それに対して、例えば今、日本

ではもう軽自動車の販売台数が非常に伸びて

いて、売られている販売台数、乗用車の中の

3分の1から2分の1に行こうという勢いで

ふえているわけですが、そういった車はボン

ネットが短いので、ぶつかったときの衝撃が

ロングノーズの車に比べると乗員にかかりや

すいと言われています。そういった場合は、

車の車種を検出するというのは可能なので

しょうか。

【西本】　　飛んでくるデータでそれがどの車

というのがわかるので、将来は車種によるリ

スクの違いということができると思います。

　現状では、普通乗用車か軽乗用車かという

区別をしておりまして、どうしても軽自動車

のほうがリスクが少し高い。皆さんがご想定

のとおり少し高くなるというのが現状で、乗

用車の中でさらに細かく見る場合には、車種

情報まで入れればできると思います。

　ただ、その事故データをどんどん集めなけ

ればいけませんので、それによってアルゴリ

ズムがつくられるのは何年かかかると思いま

す。

【岩貞】　　軽自動車から大きな車までつくっ

ているホンダでは。

【上地】　　車種によって厳しさが違うという

話がありましたが、実際には今、この判断基

準に取り入れているデータの中で、デルタ

Vって、一般の方はあまり聞いたこともない

ようなデータですが、そのデルタVを、例え

ば軽い車と重い車が当たったときには、軽い

車のほうが厳しい場合にはデルタVが高くな

るので、ある判別はそのまま、今のデルタV

の情報でできると思います。
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　なので、ある意味で、今言われたことは今

のデータの中で取り込まれていると考えてい

ます。

【岩貞】　　ありがとうございます。

　それでは次に、実動訓練を8病院、通報訓

練を含めて今年行ってまいりました。その中

で、やはり実際にシステムを使いこなしてい

く上での問題点、課題などが浮き彫りになっ

てきたと思うのですが、本村先生、大分いろ

いろなものが洗い出されてきた中で、ヘリが

早く着き過ぎると。これに対してどのように

していけば、この問題には対応できるとお考

えですか。

【本村】　　ヘリが早く着くのは、一応言いま

したが、ぜいたくな悩みというか、まずその

後を考えればいいことかなと実際は思うんで

す。現状、支援隊が地上の安全を確保して着

陸しないといけないということですので、そ

れは当然やらないといけなくて、その支援隊

が事故発生現場を早く認知して、ヘリポート

を決めて、そこの支援に走れば、下の準備と

いうのは早くなるのかなと思いますので、こ

のD-Callシステムが使われれば、底の部分

というのは大分改善されるとは思います。

　ただ、まだ使いなれていないので、そう

いう問題がしばらくは続くかなというのを

ちょっと懸念していますが。

【岩貞】　　おそらく、基地病院がカバーして

いるエリアが広い場合、例えば基地病院から

50キロ、100キロと離れたところであれば、

こういった問題は起こりにくくなってくると

いうことですね。

【本村】　　そうですね。

【岩貞】　　逆に、そうなると、例えば山の中

のワインディングロードを飛ばしている車が

クラッシュか何かした場合、救急隊が到着す

るよりも圧倒的に早くドクターヘリが現場に

着いてしまう。そういったことが考えられる

と思うのですが、今の現状では消防隊の安全

確保がないとおりられないということです

ね。

【本村】　　そうですね。これは、このD-Call…

Netの話というよりはドクターヘリそもそも

のところかなと思うのですが、やはり現場が

危険なところには現状はおりられないという

システムです。

【岩貞】　　そうすると、例えばこれはイギリ

スなどだと、消防の確保がなくてもどんどん

町なかにもドクターヘリが、機長がおりられ

ると判断すればどんどんおりていますが、希

望としては、ドクターとしては早く傷病者に

接触したいということでは、そういった感じ

ですか。

【本村】　　当然、純粋に医師として患者を治

すということだけ考えれば、早くおろして接

触させてくれという正直な気持ちがあるので

すが。

【岩貞】　　益子先生、そのあたりはいかがで

しょうか。

【益子】　　おっしゃるとおりで、1分でも早

く傷病者に接触したいという思いはみんな一

緒だと思うのですが、一方で、早く現場へ行っ

ても着陸できないで上空待機しているのでは

何にもならないという問題があります。例え

ば3月に千葉県で実働訓練を行った際には、

事故現場を基地病院から約10キロのところ

に設定したのですが、事故から8分後にはヘ

リがランデブーポイント上空へ着いているの
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ですが、患者さんが到着したのは16分後だっ

たので、この間、約8分間は上空待機を余儀

なくさせられました。

　その様な訳で、それぞれのドクターヘリ基

地病院が、どの事故現場であれば何分後に救

急隊とランデブーできるかを事前にマッピン

グしておき、効率的なドクターヘリ運用を図

る必要があると思います。それとともに、事

故現場とランデブーポイントが離れている

と、どうしても医師接触までの時間がかかっ

てしまいますので、着陸現場の安全確保を十

分図った上で、なるべく事故現場付近に着陸

する仕組みを構築することも大切だと考えて

います。

【岩貞】　　その点につきまして、消防庁の上

條さん、ご意見があればお願いします。

【上條】　　ドクターヘリが私たち救急隊より

早く到着してしまう。やはり現状の中でもあ

るかと思うのですが、そういう場合はいろい

ろ工夫の中で、現場で救急隊が1隊行って、

れているんです。ただ、実際にはあまり使わ

れないところがあったり、こういうD-Call…

Netを使う中では、さらに事故現場に近づく

ためにそれをもう一回見直したりとか、数を

ふやすような検討というのも、この機会に必

要なのかなということを感じました。

【上條】　　まさしく現場の管轄の消防本部

等々と基地病院との連携を、まさに強くして

いくというところにキーポイントがあるのか

なと思います。

【岩貞】　　もう1つは、今回、実動訓練と通

報訓練を行ったわけですが、ドクターヘリ以

外、要はドクターヘリの場合、どうしても有

視界飛行ということで、夜は飛んでいません。

でも当然、夜でも交通事故は起こります。ま

た、雨でも飛べますが、霧が出るとやはり有

視界飛行なので飛べません。そういった場合

は、救急車を使ったドクターピックアップの

ドクターカー方式ですとか、北総病院でやっ

ていらっしゃるラピッドレスポンスカーなど

で出ていくということなのですが、ドクター

ヘリに固執しているわけではないわけですよ

ね。益子先生。

【益子】　　おっしゃるとおりで、これはス

タートの部分がドクターヘリというだけで

あって、ドクターヘリで間に合わない場合、

即ち、夜間帯や悪天候のときはどうするのか

ということは、それぞれの基地病院が真剣に

考えなければならない問題です。基地病院が

ドクターヘリの代替手段としてラピッドカー

やドクターカーを活用するというのは、差し

当たり一番良い選択肢だと思いますので、そ

の普及を図る必要があると思います。

　一方で、総務省消防庁は、全国に76機あ

る消防防災ヘリに対して夜間運航の実現に向

けて検討するよう指導しておられます。つま

り、ドクターヘリは夜間飛べないけれど、消

防防災ヘリが夜間飛行可能なエリアがありま

ドクターヘリも早くおろすために支援隊が行

き、そこにもう1台車を出してドクターを

ピックアップして、例えばランデブーから現

場にも投入してしまうとか、いろいろな工夫

は各地域でやられていると思いますので、ま

た工夫の中で話が進めていければいいと思っ

ています。

【本村】　　ちょっと1つだけ追加なのです

が、今、千葉県内に、ドクターヘリが着陸で

きるランデブーポイントは1,200カ所設定さ
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すので、消防防災ヘリの夜間救急運用という

ものも、今後の検討課題ではないかと思って

います。

【岩貞】　　ありがとうございます。

　要するに、ドクターヘリが非常にキャッ

チーな言葉であり、ものすごく皆さんの気持

ちを引きつけるものなので、どうしてもドク

ターヘリというふうに引っ張られがちなので

すが、このシステムが目指しているのは、ど

うすればドクターが1秒でも早く交通事故の

患者さん、けがをしている人に接触できるか

ということで、ドクターヘリはあくまでもそ

の手段の1つでしかなく、そのためにはドク

ターカーだったりラピッドレスポンスカー

だったり、そういったものを活用しながら

行っていく、そのためのD-Call…Netという

ふうに考えています。

　次に、これは自動車メーカーの方に伺いた

いのですが、先ほど、午前中のセッションの

ほうでも少し話題になりましたが、やはり搭

載車が少ない。今、トヨタさんの車で50万台、

ホンダさんの車で大体今……。

【上地】　　今、このAACNに対応したシス

テム、D-Call…Netに対応したシステムでい

くと約10万台強です。

【岩貞】　　ということで、どうしても搭載車

を上げていかなければいけないということな

のですが、トヨタさんの場合は自動で行くの

ですが、ホンダさんの車の場合は自分の携帯

電話、もしくはガラケーをブルートゥースで

つながなければいけないということで、ひと

手間加わります。それを選んだ理由は、安く

できる。要は、普及するためには価格という

のはすごくシビアな問題になりますので、ト

ヨタさんが搭載しているシステムに対して、

ホンダさんのほうはシステム自体は非常に安

くつくれます。そのかわり、携帯電話を使っ

てつながないと電波が飛ばないということ

で、携帯電話代が非常に気になるのですが、

そのあたりはどのようになっているのでしょ

うか。

【上地】　　基本的には、携帯電話代といって

も、先ほどの事故データを送る少量のパケッ

ト代と、HELPNETさんからコールバックし

たときの通話料だけなので、ランニングコス

トという意味では非常にライトだと思いま

す。

【岩貞】　　実はユーザーの方にいろいろとリ

サーチをかけていくと、携帯電話をつなぎっ

放しにしておくと携帯の料金、パケット通話

料ともどもすごくお金がかかるのではないか

というふうに誤解をされていて、なかなか携

帯電話をつないでいない方が多いというデー

タもあるのですが、実際に事故を起こすまで

はお金はかからないということでよろしいで

すか。

【上地】　　そうです。

【岩貞】　　なので、お使いの方がいらした

ら、ぜひ、乗ったらセットアップをして使っ

ていっていただきたいと思います。

　つないでいない方、この中にも。

【本村】　　つないでいます。

【岩貞】　　大丈夫ですね。

　あとは、もう1つありますのが、今後、ど

ういった車に展開をしていくかということな

のですが、実証実験の結果の中でも出てきま

したのが、歩行者、バイク、自転車といった

ものにやはり今後対応していきたいような気

がするのですが、それは技術的には難しいの

でしょうか。

【佐藤】　　今のシステムでも、歩行者もしく

は自転車という、車からすると弱者の立場の

方との衝突ということであるならば、車に

乗っている方はしっかり意識もあるというこ

とです。それがなくてもボタンを押せばすぐ

「事故です」というのは言えるということだ
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と思います。

　しかしこの先、歩行者の方を自動で判別し

て、運転手の人もそのときは事故を起こした

という非常に大きな動揺がある中で、ボタン

を押す、電話をかけるということはなかなか

難しいと思いますので、そこにも挑戦してい

きたいと思います。

【岩貞】　　どうしても、スマートフォンを取

り出して119番通報をするというのが、車

の運転をしているとかばんの奥深くに押し込

んでいるケースもあるので、そういった意味

では手の届くところにスイッチがあってとい

うことで、何秒でも稼げれば、その分早く通

報ができるというようなシステムになります

が、オートバイに対してはどのようにお考え

ですか。

【上地】　　バイクに車がぶつかったケースで

すか。

【岩貞】　　いえ、バイクが一当（第一当事者）

の場合。バイクの自爆ですね。

【上地】　　バイクのほうも、衝突して重篤と

かそういう大きな被害になるようなケースを

見きわめるというところが、なかなかバイク

単品で判別するのは今、難しいところです。

　おそらく今、いろいろな、単独でいくと一

部エアバッグなどを装着しているものもあり

ますので、ああいうもので可能なケースもあ

るのではないか。ただ、どうしても、今はエ

アバッグとかは非常に少量の機種しかありま

せんし、それからナビゲーションがついてい

るような、位置を確認するようなシステムも

なかなかないものですから、四輪である程度

簡単なシステムが確立できて、その後二輪の

ほうにシフトできればなと思っています。

【西本】　　最初の、歩行者と自転車について

は、5月の自動車技術会でも発表させていた

だいているのですが、アルゴリズムの研究を

始めておりまして、自動車メーカーさんが搭

載するのはまだ先のことかもしれませんが、

研究としては、歩行者と自転車というのを取

り組んでいます。これは、死亡率を見ると歩

行者のほうが、ご存じのとおり乗用車乗車中

よりも高くて36%ぐらいでして、それから

自転車も13%、14%ありますので、取り組

んでいます。

　それから二輪車についても、これは今、検

討を始めている段階で、やはり事故に対して

全方位で攻めていかなければ、アルゴリズム

をつくらなければいけないと思っていますの

で、その準備をしている段階です。

【岩貞】　　宇治橋先生、ここまでのところで

ご意見があればお願いしたいのですが。

【宇治橋】　　自動車技術会の取り組みは、私

の話の中で触れたのですが、私の立場からす

ると、普及が一番大きな今の課題かなと思っ

ています。HELPNETさんが、ご紹介があり

ましたようにもう2000年に運用を開始され

ているわけです。もう15年もたっている。

けれども、その15年の間に、ACNを搭載し

た車がなかなかふえないんです。この状態を

何とかしなければ、せっかく傷害予測アルゴ

リズムもほぼ完成していますし、HELPNET

さんという先駆的な運用もなされているわけ

で、まさに宝の持ち腐れ状態になっているの

かなと思っています。

　そのために、普及をどうすればいいのかと

いうことを考えたところ、1つは、ヨーロッ

パで今計画されているような義務化という方
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向があるのですが、義務化にしてしまえばも

う100%普及してしまうのですが、日本の現

状ではいきなり義務化というのはなかなか難

しいのではないかということで、そこで私が

考えたのは、自動車メーカーにインセンティ

ブを与える。アセスメントの項目に取り入れ

てもらって、ACNを搭載している車には何

かポイントを与える。そうすると、自動車業

界としてもそれを搭載しようという機運が高

まるのかなと思って、今それを進めようとし

ています。

　まだ現状は一部のメーカーさんしか参加し

ていないです。車も現状では限られている。

ほかにも自動車会社はたくさん日本はあるの

ですが、搭載している車を出しておられない

んです。そこを打破する一つの考え方として、

アセスメント化を推進しようと。これが普及

のきっかけになってくれればと私は思ってい

るところです。

【岩貞】　　久保田室長、アセスメントでイン

センティブをつける。ユーザーの反応をごら

んになっていて、アセスメントの効果という

のはどのくらい感じていらっしゃいますか。

【久保田】　　まず結論を言うと、すごく感じ

ています。例えば直近の話であれば、最近、

衝突被害軽減ブレーキ、いわゆる自動ブレー

キですが、先ほどの私のプレゼンでもちょっ

とお話しさせていただきましたが、自動ブ

レーキは乗用車については義務づけはまだし

ていません。大型車には義務づけていますが。

これは、国際的にもいろいろ議論しています

が、いわゆる費用対効果で見たときに、大型

車ほど大きな効果が、義務づけるまでの効果

はないというのが国際的な大きな流れの中に

あって、義務づけはやっていませんが、アセ

スメントで昨年から入れたのですが、思った

以上にその効果が大きくて、1つは一気に標

準装備みたいなのがふえたということです。

それは、ことしに入って新車の大体7割に自

動ブレーキがついています。それが1つ。

　もう1つは、ついている自動ブレーキの性

能がものすごく上がっています。去年までで

あれば、例えば軽自動車についている自動ブ

レーキって、20キロとか30キロからしかと

まれなくて、60キロぐらいのスピードを出

すとセンサーが検知できなくて能力が発揮で

きない。いわゆるちょっと安目の自動ブレー

キだったのですが、ことしに入ってアセスメ

ントで調査すると、60キロぐらいからでも

びたっととまってしまうような、そういうい

い自動ブレーキをつけるという、軽の自動ブ

レーキが普及しているということで、自動ブ

レーキがアセスをやることで量だけではなく

て質も向上しているというのはあります。

　ということで、先ほど宇治橋先生がおっ

しゃったように、再来年から自動通報システ

ムを何とかアセスメントで入れられないかと

いうことは検討していますが、その効果で期

待するのは、まず義務づけについて言うと、

先ほどもちょっとプレゼンでも申し上げまし

たが、外国でもインフラの問題とか、あるい

はランニングコストの問題とか、いろいろ課

題はあることはあります。ただ、アセスメン

トでやることで、いろいろな課題が普及とと

もに軽減していくという効果は、例えばラン

ニングコストは普及すればするほどどんどん

下がっていくわけで、そういう問題を普及と

ともに少しずつ軽減していくという相乗効果
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も得られるのかなと思っていますので、まさ

に、アセスメントは宇治橋先生が委員長でい

ろいろ進めていただいていますので、来年度

いっぱいの中でいいものが検討できればと

思っております。

【岩貞】　　宇治橋先生、今、久保田室長のお

話の中で、やはりシステムの性能が上がると

いうポイントがあったのですが、今回、この

D-Call…Netのようなものを評価するに当た

り、何をどう評価していくのでしょうか。

【宇治橋】　　それは非常に難しい問題なので

すが、アセスメントで今、昨年から始めた予

防安全、それからもう20年近くやっている

衝突安全、これについてはどう評価していく

のかというのは固まっていますのでいいので

すが、救急医療のほう、ACNのほうは、ま

だ初めてここに手をつけるので、具体的にど

ういう形でアセスメントに組み込むことが可

能なのかというのは、まさに来年度から調査

研究をする予定で、その中で詰めていくこと

かなと思っております。

　それから、一つ、ACNとAACNの効果予

測も出されていますが、あれはあくまでも

100%普及したときの数字で、まずは普及し

なければいけないということと、ACNは手

動のコールも可能なので、これは必ずしも

乗員保護だけではなくて、例えば運転者が

ちょっと人をぶつけてしまったとか自転車を

ぶつけてしまったというときにも活用できる

のではないかなと。ボタンを押せばすぐに位

置情報は飛びますし、どこでもすぐに場所が

特定できるわけです。そういう意味で、手動

も含めれば効果はもうちょっと考えられるの

かなと思っています。

【益子】　　自動車アセスメントの件ですが、

今、久保田室長がおっしゃったように、自動

ブレーキが自動車アセスメントによって急速

に普及したことは、本当にすばらしいことだ

と思っています。ですので、2017年度の自

動車アセスメントにACNを入れていただけ

れば、事故自動通報システムの裾野は間違

いなく広がり、対応車種を増やすだけでな

く、カーメーカーの数も増やしていく効果が

期待でき、とても大きな一歩になると思いま

す。その一方で、傷害予測機能が付加された

D-Call…Netが今日から試験運用に入るという

状況を考えますと、2年後にはこのシステム

がより普及していると思いますので、アセス

メントの中で単なるACNではなく、D-Call…

NetはACNプラスというような評価をして

いただけないかと思います。そのことによ

り、自動車ユーザーは、もう1つグレードの

高いACNとしてD-Call…Netを理解し、車両

を選択する際の参考にして頂けるのではない

かと期待しているのですが、その辺はいかが

でしょうか。

【久保田】　　おっしゃるように、アセスメン

トのそもそもの意味は、よりよい車をわかり

やすく情報をユーザーに提供して、より良い

ものを買いたい人がちゃんとそれを買えるよ

うにするというのが大きな目的だと思ってい

ますので、おっしゃるような、よりグレード

の高いものをいかにわかりやすく、例えば数

字であらわすのか。アセスメントでよくやる

のは、ブレーキの性能がいいやつは満点で、

ちょっと落ちるのは半分で50点ぐらいで、

廉価版は20点とか、点数でわかりやすく評

価するのですが、この自動通報が点数化でき

るかどうかというのはまだこれからやってみ

ないとわからないですが、いかにわかりやす

く、しかもよりよい性能のものがユーザーに

どうやったらうまく伝わるかということは一

番大きな課題だと思っています。これから導

入に向けて、今、益子先生がおっしゃったよ

うな点が一番大事なところだと思いますの

で、よく検討していきたいと思います。
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【岩貞】　　ぜひよろしくお願いします。

　私はHEM-Netの理事をさせていただいて

いますが、本職が自動車のジャーナリストを

しておりまして、ユーザーにつながっている

ポジションにいる人間からすると、義務化さ

れてしまうと車両がどんどん高額になってし

まう。地方都市で生活をされている方にとっ

て、車は1人1台なので、何台も購入しなけ

ればいけないものが軒並み価格が上がってし

まうのはやはりつらい。あと、農家の方など

は、もちろん安全に関しては皆さんに意識を

高く持ってもらいたいのですが、日常使いで

農道を走っているような車で、しょっちゅう

がたがたやっているような車にまでつけられ

てしまうのはつらいというようなところもあ

りますので、できればやはりアセスメントの

ようなもので、本当に必要で、お金を出して

もこの装置が欲しいという人たちに、しっか

りと手に届くような形にしていっていただき

たいなという気持ちが強くあります。

　アセスメントが非常にメーカーに対してイ

ンパクトがあるということだったのですが、

そのあたりはいかがですか。

【上地】　　普及という観点でいきますと、私

はかなり前にエアバッグの黎明期の開発をし

ていたことがあるのですが、その当時でいく

と、やはりエアバッグは買ってもらえなかっ

たんです。なかなか、オプションでつけても

買ってもらえなかった。その理由というのは、

自動ブレーキとか、ふだんの使用する機会が

多いものから、衝突してからエアバッグが開

くというのは、非常に機会が少なくなってく

る。そうすると、このAACNも、ひょっと

するとそれと同じような位置づけにあるのか

なと思っています。

　その後、エアバッグがなぜ普及したかとい

うと、やはりいいものだと。万が一のための

保険みたいな形で、いいものだということが

だんだんユーザーに浸透していって、最終的

には今は当たり前の装備になっています。

　やはりこういう機会とか、さらには今後、

この研究を含めて、どれだけ効果があるとい

うのがはっきりとお客様に伝わることによっ

て、買ってもらえるシステムにしていきたい

なと思っています。

　だから、あまり義務化というよりも、押し

つけられるユーザーではなくて、自分から

買ってもらえる、価値のあるシステムという

のをちゃんとお客様に伝えて、お客様みずか

ら買っていただくようにプロモートするとい

うのを、業界とあわせてやれればいいかなと

思っています。

【岩貞】　　価値のあるものだとわかってもら

うためには、これから始まる試験運用などが

非常に重要になってくると思うのですが、益

子先生、やはりシステムが幾らできても、ヘ

リコプターもしくはドクターカーなどを呼ぶ

のは消防になりますから、消防を含めた医療

機関ともども全部の連携が大切ということに

なってきますね。

【益子】　　全くおっしゃるとおりです。消防

抜きにこのシステムはあり得ませんので、消

防との緊密な連携があって初めて効果的なプ

レホスピタルケアにつながるわけですから、

そこはしっかりしなければならないと考えま

す。

【岩貞】　　総務省の上條さん、いかがですか。

【上條】　　益子先生がおっしゃるとおりで、

今までも、当然のことながら基地病院等々を

含めてドクターヘリの関係者の皆さんと消防

と、非常に緊密な連携をしてきたところです

が、このように新しいシステムがまた1つふ

えることによって、より近い関係、そして緊

密な関係が成し得ていくのだろうと思ってい

るところでございます。

【岩貞】　　厚労省の亀山さん、今後基地病院
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をどんどんふやしていくに当たり、タブレッ

トの予算などの問題が、先ほど本村先生のほ

うから出ていましたが、そういった問題も含

めてご意見があればお願いしたいのですが。

【亀山】　　厚生労働省の亀山です。ドクター

ヘリ、今46カ所ございますが、これは当初の

目的は日本全体をドクターヘリの翼でカバー

するということで、大体28年には51機にな

りまして、ほぼ列島を覆えるような形になっ

てきていますので、今後はそれをいかに活用

するかというところが課題になってきます。

　まさにこのD-Call…Netのような形の活用

というのは新しい形でして、ぜひ進めていた

だきたいと思っていますが、重要なのは、こ

れは全ての人が同じように医療にアクセスで

きるというのが目的ですので、ぜひ、それを

全車に搭載していただくのを目指していただ

きたいというところが非常に、公平性の観点

から重要ではないかなと考えております。

【岩貞】　　要は医療格差がある、それをでき

るだけこういったシステムをうまく運用しな

がらなくしていきたい。

　久保田室長にお伺いしたいのですが、先ほ

どのご発表の中で、バス・トラック関係につ

いてはヨーロッパのほうでも今後検討してい

くという状況だと伺ったのですが、日本の場

合も、乗用車はもちろん台数が多いので、こ

ういったD-Call…Netで助けていかなければ

いけないのですが、トラックやバスの場合、

どうしてもものが大きいのでエネルギーが高

く、1つの事故がものすごく大きな事故にな

りがちです。最近は夜間バスなどを初め、乗

客の方がたくさん乗っていて、1回の事故で

多数傷病者が出るようなケースも非常にふえ

ていて、こういった大きなエネルギーを持っ

ている車にも、早々のD-Call…Netのシステ

ムを導入できないのかなと考えているのです

が、ヨーロッパでおくれるというか、3年間

かけて考えるという理由は何か聞こえてきて

いますか。

【久保田】　　そこは明確ではないですが、や

はり技術的に、これは私の理解ですので誰か

訂正があれば訂正していただきたいのですが、

技術的に先に進んでいる乗用車からこういう

ことをやっていくということだと思います。

　特に、自動通報になるとエアバッグの展開

とリンクさせているとなると、大型車はエア

バッグがないですから、そうするとどういう

条件で自動通報するのかというと、多分大型

車のほうは非常に難しいのかなと思います。

　それからもう1つは、大型車は大型車で対

策というのが、被害者対策というのと加害者

対策で見たときに、乗用車のように連絡した

くてもなかなか連絡できないというシチュ

エーションがどれぐらいあるのかなというの

が一つあります。もう1つは、バスなどで乗

客が急な運転者の病気で事故ったときにどう

するのかという話がありますが、そういうの

は逆に大型車のバスなどだと、今、デッドマ

ンシステムといって、運転者に異常があった

ら車をとめるという技術開発などが進んでい

たりするので、大型車は大型車の側面で、別

のアプローチで大型車のことが進んでいると

いうことで、まず安全対策をカテゴリーごと

に、小さい車、大きい車というカテゴリーご

とに、それぞれ今一番何が必要かというとこ

ろで考えているというのが1つの側面と、や

はり技術的にトリガーになるところをどう
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やって設定するのかと考えたときに、乗用車

のほうが取り組みやすいというのがあるのだ

ろうと思いますが、メーカーの方で訂正等が

あれば教えてください。

【岩貞】　　それでは自工会の立場から佐藤さ

んと、あと自技会の立場から宇治橋先生に、

ご意見があればお願いしたいのですが。

　今現在、トラックメーカーなどからは動き

は出ているのかも含めて、もし情報があれば

お願いします。

【佐藤】　　大型については情報を持ち合わせ

ていないというところがあるのですが、久保

田室長がおっしゃるように、どう判別するか。

今回ご紹介をしているのはエアバッグのオン

オフでやっている。それを大型になったとき

にそういうことができるかというところの課

題はあるかなと思います。

　ただ、ボタンのタイプであればそれはでき

るだろうと思っていますので、そこのあたり

はもう少し、技術的なところの調査が必要か

なと思っています。

【宇治橋】　　大型車はACNを起動しようと

思った場合何をトリガーにするかという話で

すが、それは別として、ちょっと奇抜なア

イディアかもしれないのですが、大型車に

ACNがついていて、例えば、このドライバー

は何かおかしいなと思ったときに乗客がボタ

ンを押せるようなことができたら、事故を未

然に防ぐことができるのではないか。ちょっ

と奇抜な考え方ですが、それはいろいろ障害

があるかもしれませんが、そんなことも考え

てみてはどうかなと思ったりしました。

【岩貞】　　ありがとうございます。

　HELPNETの菖蒲さん、今のご意見につい

て、いかがでしょうか。

【菖蒲】　　私どもでは、手動通報ということ

で、いろいろ実際に通報をいただいておりま

す。そういった中には、実際に車を運転して

いてぐあいが悪くなってボタンを押された。

急病ですね。これは事故ではなくて急病なの

ですが、こういうパターンですとか、実際に

事故を起こしたのだけれど、自分は大丈夫だ

けれど相手の車のほうが大問題ですと。こう

いった通報も実際にいただいています。

　ですから、今いただいたように、ボタンを

押して何かの情報を知らせるということは、

今度のD-Call…Netとはちょっと違うかもし

れませんが、そういった中で新たな取り組み

というのは何か考えられるかもしれません。

【岩貞】　　菖蒲さんにお話が行ったところで

もう1つ伺いたいのですが、携帯電話の圏外

という問題が1つあるのですが。上地さんの

ところも関係してくると思うのですが、機種、

auなのかソフトバンクなのかNTTなのかに

よってもエリアが違ってくる、あの問題とい

うのは解決しそうなのでしょうか。できそう

なのでしょうか。

【菖蒲】　　これは通信キャリアさんに答えて

もらいたいような問題なのですが、要する

に、かなりの部分で、各通信キャリアさんも

道路のあるところですとか、トンネルの中な

どは通常もう使えるようになってきています

ので、かなり不感知の部分はなくなってきて

いるのかなと思います。

　ただ、やはり日本全国100%、どこでも携

帯電話を使えるかというと、そこまではいっ

ていないのかなと思いますので、そこの部分

については、これは手段がないというか、何
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かやりたい方法の置きかえがあればいいので

すが、残念ながら今のところそういう手段は

ないのかなと思っています。

　ただ、かなりもう、道路を走っている上で

つながらないのは本当に一部だというふうに

は認識しています。

【岩貞】　　携帯電話をつないで使うシステム

を使っているホンダの上地さんのところで

は、つながらないとかそういったトラブルは

聞こえてきたりしますか。

【上地】　　今のところはあまり聞いておりま

せんが、どうしてもキャリアさんのほうは、

やはり設備対効率で考えたときに、どうして

も人口集中エリアというか、人口のカバー率

で考えられていますので、今回、道路という

観点でいくと、ちょっとプライオリティが下

がるのかもしれません。

　ただ、最終的には、それを対応するには衛

星電話とかそういう話になってしまうので、

とんでもないことになって。完全ということ

だけを目指していくと重くなるシステムに

なってしまう。そうすると普及がとまってし

まうということもあり、完全を目指すのか、

相乗的に効果と普及の掛け算で大きくしてい

くのかという、そういう戦術を考えた上でい

くと、今の携帯キャリアを使ったシステムと

いうのが一番、お客様のためにもいいのでは

ないかと思っています。

【岩貞】　　それでは、残り時間があと20分

少々となりましたので、少し会場の皆さんか

らご意見、それからご質問があればお受けし

たいと思います。

　今、通信キャリアの話になりましたが、通

信会社の方、もしおいででご意見があれば、

まずお伺いしたいと思うのですが、いらっ

しゃいますか。

　いらっしゃいませんね。それでは、どなた

からでも結構ですので、ご意見、ご質問など

あればぜひお願いいたします。

　通報訓練に参加された前橋赤十字病院の町

田先生がいらっしゃるのですが、ぜひご意見

をいただければと思います。

【町田】　　娘が岩貞さんの書いた本を学校か

ら借りてきたので、きょうは当たるんじゃな

いかなと思っていたら当たりました。いつも

お世話になっております。前橋赤十字病院救

命センターの医師の町田と申します。

　群馬県も今回の試験運用の1病院に選んで

いただいて、まずそれについてHEM-Netの

皆さんにお礼を申し上げたいと思います。

　群馬県では、あえて実機訓練を行わず、通

報訓練で基地病院と通信指令課を横並びにし

て、実際に事故を発報してもらったら、明ら

かに基地病院と消防での時間差というのがす

ごく、手に取るようにわかって、あとは消防

さんに入る情報の質と、病院に入るタブレッ

トの質の差というのも感じたので、それをど

うやって共有していこうかということで、実

は先日、群馬県の11消防本部さんと群馬県

の方と、基地病院で実際の試験運用の方法を

話しました。

　今、いろいろな先生からもお話がありまし

たが、やはりなかなかドクターヘリだけに特

化してというところは、これは消防さんにし

ても県にしてもやりにくいと。ちょっとこれ

は半分、今後お願いしたいことなのですが、

消防さんや県庁に入る情報が大分少なかった

みたいで、どうも基地病院先行型と若干目を
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つけられまして、会議の最初の雰囲気はとて

も悪かったのですが、1時間15分アイスブ

レーキングして、その後は仲よくできたので

すが。

　なので、どうしてもドクターヘリ、特に群

馬県ですと、やはり消防の方のご協力は、ど

の県もそうですが、消防に話がちゃんと行っ

ているとすごく協力的で、すごくありがたい

県なのですが、話が行っていないととても大

変なので、その辺のところを、基地病院と同

じぐらいの情報量が消防さんにも県庁さんに

も伝わっていくと、恐らく今後の展開、群馬

県はものすごくよくなると思うので。

　ちょっと、どれぐらい向こうに入ったかは

僕もわからなかったので、寝耳に水的なこと

を言われて。案内は行っていたみたいですが。

ちょっと、そういう現状があったので。

【益子】　　大変貴重なご意見をありがとうご

ざいました。

　消防本部のほうにあまり連絡が行っていな

かったというお話ですが、篠田理事長と私が

全国消防長会を訪問し、全国消防長会から全

国の消防本部に通報訓練や実働訓練に協力し

て頂きたい旨の通知を出していただいており

ますので、消防本部が全く知らないというこ

とはないと思います。ただ、消防組織では、

上に届いた通知が末端の消防職員にまで行き

渡るかどうかはまた別問題ですので、引き続

き全国消防長会と緊密に連携して参りたいと

考えています。

【町田】　　そうですね。通達は来ていたと聞

いていたのですが、具体的な話を。多分、期

間も結構早くて、僕らのところに来てから消

防に行って会議するまでも数日しかなくて、

なかなか。多分これはうちの県の特徴なので

すが、会議の前に打ち合わせがないとなかな

か動かない県なので、僕みたいな性格だと結

構苦労するんです。でもまあ、それでうまく

いったので、とりあえずは。

　群馬県に関しては、とにかくこの情報を基

地病院の医者が消防本部に伝えるという形

で、タブレットが光ったらすぐに、そこにい

る医者が外線で電話をかけて、その情報を

持って、今の時点では消防さんの判断という

形になりました。ただ、せっかくいいシステ

ムなので、医者が直接向こうの通信司令課

の方と話すので、その2人の話で「ドクター

ヘリだよね」となったらそのままドクターヘ

リの要請になるという仕組みにはしましたの

で、恐らくそこでうまくマッチングすれば、

皆さんが期待している時間短縮の効果は得ら

れるかなと思います。

　もう一個だけいいですか。実は、早くドク

ターヘリが着いてしまう件に関しては、この

話し合いの中に群馬県は、警察の方も来てい

ただいてやっていたら、警察官の方、僕らの

ほうが一番早く現場に着くので、パトカー5

台でヘリをおろす場所を確保しますと言って

くださったので、恐らくこの話、多分今後各

県でも、警察をとにかくどんどん巻き込んで

いくと、もしかしたら安全確保に関しては、

あとはその県で警察がオーケーというルール

さえできればできると思うので、警察の方が

すごく前向きに考えていたので、群馬県では

今後、全ての会議に警察の方に来ていただい

てやるようにしようと思います。何とか皆さ

んにいい報告ができるように、ちょっと群馬

県は頑張ろうと思いますので、またご指導の



52

ほどよろしくお願いいたします。どうもあり

がとうございました。

【岩貞】　　乗用車の1軒当たりの保有台数が

非常に多い群馬県から、非常に心強いお話を

伺わせていただきました。

　ほかにご質問、ご意見などはありますで

しょうか。

【A】　　元製薬メーカーの立場でちょっとお

伺いしたいのですが、きょう、この席に出て

きて、医工連携という言葉を初めて聞いたの

ですが、私が思っている医工連携というのは

どちらかというと血液浄化の世界で使われて

いるのが多かったり、ほかにも人工血管とか

あるのですが、例えば一例として、ETCが

非常に普及しているわけです。そういう中

で、今、厚労省さんもおいでになっています

が、高齢者のための例えばお薬手帳だとか、

そういう情報というものをインプットされる

ことによって、例えば運転している人がワー

ファリンを常に持っているとかいう形で、本

村先生たちの対応が早くできるとか、何かそ

ういうところで、今度は自動車メーカーさん

が我々製薬メーカー、ないしは例えばTOTO

さんが昔、便を落とすと便潜血がわかるよう

なものを開発したりとか、私のようにかつて

潰瘍性大腸をやっていた人間から見ると、呼

気でヘリコバクターピロリが見れるみたい

な、そういういろいろなものがあるわけです。

そういうところで何か連携できるようなこと

はないでしょうか、本村先生。

【本村】　　実は内服情報とか既往歴とか、乗

員の病気に関する情報がすぐわかるために、

何か特別なカードを持たせたりとか、スマー

トフォンに読み込ませたりとか、そういう意

味での医工連携というのは図られているので

すが、なかなかそれも全国普及には至ってい

ないような状況です。それをみんな狙って何

とかやろうとはしているのですが、マイナン

バー制度も始まりますので、それも絡めてぜ

ひ、その辺が整理できて、全国誰しもそうい

う情報を、必要な人には正しく伝わるという

ことをやっていかないといけないなとは考え

ております。

【A】　　ぜひ、高齢者がふえてきて、保険料

も高くなってくるとなると、例えば夫婦二人

の限定だと自動車保険も安くなってくるとい

うことがあるもので、そういう情報を、個人

情報の問題もあるでしょうけれど、データが

インプットされていけば、何らかの対応が、

逆に医療を提供する側として、対応が早いの

ではないかと。エピペンの問題もあるかもし

れませんけれども。と感じております。

【本村】　　そのとおりだと思います。その

ニーズはすごく感じているのですが、なかな

か具体的なものに落とし込むところで、いろ

いろな方法はあるのですが、これというのが

まだ見つかっていないというのが現在の状況

ではないかなと思っています。何かアイディ

アがあったらまた教えてください。

【岩貞】　　あとは、やはり今もおっしゃって

いましたが、個人情報がすごく入っているも

ので、特に傷病歴みたいなものはものすごく

センシティブな部分なので、それをどう扱う

かということで、HELPNETさんでも非常に

いろいろ、個人情報の管理などは苦慮してい

らっしゃると伺っているのですが。

【菖蒲】　　基本的に個人情報の管理というの

は、会員情報の管理はしっかりしないと、こ
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れは大変なことになりますので、それは非常

にしっかり管理させていただいています。

　会員の情報を全て持っているわけではなく

て、私たちは事故があったときに通報するた

めに必要最低限の情報に限って持っておりま

すので、そういう意味では個人情報管理は重

要かなと思っています。

　今後、どういうふうにその情報をふやして

いくかというのは、さっき、アイディアとし

ては、車にもし、マイナンバーカードを入れ

ないとエンジンがかからないのであれば、運

転者の情報が全てわかりますので、そこで

送っていただいても構わないかなと思います

けれど。

【岩貞】　　あと、今回、このアルゴリズムを

つくるに当たって、西本先生は随分研究をさ

れたわけですが、その中でもやはり個人情報

の扱いにはものすごく苦慮されていたと伺っ

ていますが。

【西本】　　今のアルゴリズムには、年齢以外

の、まあ年齢も個人情報と言えばどうなのか

というところはありますが、そういう区分し

か入っていなくて、当初は、10年ぐらい前

に考えたときには、男女、それから身長、体

重、臓器提供のありなし、かかりつけの病院、

それから事故を起こしたときの家族の連絡

先、既往症という項目まで入れられるように

したのですが、それは研究段階であって、現

実にはそれは難しいですので、きょう講演さ

せていただきました6つのリスクファクター

によってアルゴリズムをつくっているという

のが現状です。

【岩貞】　　ほかにどなたかありますか。

　広島の多田先生、今回の実証実験等々、試

験運用には残念ながら広島は入っていないの

ですが、絶対に多田先生は狙っていらっしゃ

ると思うんです。特に広島の場合はマツダが

ありますので、車に関しては非常に積極的な

ポジションになると思うのですが、多田先生、

もしご意見などがあればお願いします。

【多田】　　ご指名ありがとうございます。県

立広島病院救急科の多田と言います。

　僕がこの場に参加させていただいたのは、

うらやましいなというのが正直な気持ちで、

広島県はそんなに医療事情も潤っているわけ

でもないですし、ドクターヘリとしても後進

県であります。なかなか要請件数がふえな

かったりという問題があるのを、D-Call…Net

が解決してくれるのではないかなと期待を込

めて、自県でも導入できたらいいなと考えて、

切り込み隊長的にきょうはシンポジウムに参

加させていただきました。

　広島はマツダがありますので、恐らく話は、

僕が何もしなかったとしても進んでいくのだ

ろうと思ってはいます。

　実は僕が今、質問したかったことは医療と

関係ないことなので、医者がこんな話をする

のはどうかと思うのですが、自動運転の話が

今、進んでいると聞いているのですが、これ

だけ各業界の方々に集まっていただいている

ので、自動運転とD-Call…Netの展望という

のが何かあれば、僕はそっちのほうが知りた

いなと思っています。ちょっと、医療と関係

ないことで申しわけないのですが。

【岩貞】　　では久保田室長、いかがでしょう

か。

【久保田】　　自動運転とこの自動通報の接点

みたいなイメージでいいんでしょうか。
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　基本的には、私は別な話だと思っています。

自動運転は自動運転だし、例えば自動運転技

術がなくても、このeCallみたいなシステム

というのは動くわけなので、エアバッグが開

くか開かないかで携帯か何かを使って飛ばす

というシステムなので、技術的には、基本的

には別なものだと思っていますが、もちろん、

車の技術って基本的にいろいろなところでつ

ながっているので、あるメーカーの方もおっ

しゃっていましたが、自動ブレーキの技術が

入るためには、車の横滑り防止装置、ESCと

かABSがついていないとものにならないし、

あるいは自動ブレーキのためにカメラをつけ

ることで、例えばふらつきの防止につながっ

たり、ある目的のために開発した技術がいろ

いろなところに転用されるということは多分

いっぱいあると思うんです。

　そうすると、さっきちょっと話題に出てい

ましたが、歩行者を検知するような自動通報

はできませんかとか、いろいろな要望がある

ときに、例えば歩行者用の自動ブレーキがで

きると、歩行者は車として検知できるように

なって、それでとまる。とまれないときはぶ

つかってしまって、それは歩行者と認知して

自動ブレーキをかけているわけだから、事故

を起こした場合でもそれは自動通報できるか

もしれない。多分、技術っていろいろなとこ

ろでそうやってつながっていくのだと思うん

です。

　だから、見かけ上は全く違う技術だと私は

思いますが、ただ、これから医工連携なりが、

自動通報が発展していく中で、当然自動運転

技術というのがどんどん発展していくから、

パラレルで発展していったときに、それぞれ

がリンクしてよりよい自動通報システムがで

きるというのは、今、歩行者を検知するとい

うのは1つの例ですが、それは十分あり得る

話だとは思います。

【岩貞】　　自動車メーカーの立場から、いか

がですか。

【上地】　　恐らく自動運転は、事故を起こさ

ないものを目的にやっているので、完璧な自

動運転になったら多分D-Call…Netは要らな

くなるかもしれないのですが、途中段階で混

合交通の場合ですとやはり事故が起きる可能

性はあるのと、それから、今、久保田さんが

言われたように、自動運転のためにはいろい

ろな、インフラと呼んでいますが、センサー

技術、外を見る、それから内部を見るような

ことも必要になってきて、そうなりますとこ

のD-Call…Netに上げる情報が多岐にわたっ

て、先ほど年齢とかそういうのもありました

が、多少、推定でもそういう情報も上がる可

能性があって、確度が上がるという期待はあ

るかもしれません。

【佐藤】　　もう少し補足させていただきま

す。D-Call…Netはどうやってつながってい

るかということなのですが、今は通信でつな

がっています。自動運転も、実はインフラと

つながりながら動いたりするわけです。例え

ば自動運転で走るためには、どこを走ってい

るんだという地図の情報、地図といってもす

ごく正確な地図じゃないと、道の幅がわかっ

ていてというところがあります。ですが、道っ

てどんどん変わっていくんです。新しい道が

できてくる。そういったときに、やはりそれ

を、通信をしながら新しい情報にバージョン

アップしていくというようなことにもなって

いきますので、そういう意味で、今使ってい

る通信という仕組みが自動運転にもつながっ

ていくというふうに考えております。

【岩貞】　　済みません、ジャーナリストの立

場として、情報としてあるのが、今、コネク

テッドカーという考え方が出てきていまし

て、要は、欧州のほうで1つの例として挙げ

られているのが、例えば霧のようなところを
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走っていて、5台10台先の車がもしクラッ

シュをした場合、それを、コネクテッドカー

なので全部の車がつながっているので、後方

の車に、10台先、1キロ先で事故が起こって

いるよというのを伝えてあげるというような

システムを検討したりしています。

　ですから、そういった観点からいくと、も

しかして、前の車が事故っているということ

を、その車ではなくてほかの車がいろいろす

るとか、バイクが事故っているとか、先ほど

上地さんが言ったように、カメラ技術がすご

くあるので、バイクが転倒していたときに、

それをカメラ技術で見て、何らかの形で処理

して送るというような技術の可能性もあるか

もしれません。

　ほかに。パネラーの皆さんの間で、この方

に何かを聞いてみたい、もしくはこれをもう

少し言いたいということがあれば、手を挙げ

ていただければと思うのですが。

【益子】　　益子です。久保田室長にお願いな

のですが、D-Call…Netは今日キックオフし

たばかりなので、これが本当に国民のために

役立つかどうかは、これから実事故事例を検

討してからの話だろうと思うのですが、これ

が交通事故死亡者数の削減や後遺症の削減に

効果があることが明らかになった場合には、

以前やっていたエコカー減税みたいな形で、

D-Call…Net減税というようなシステムをつ

くって普及を促進していただけるととても有

難いのですが、その辺はいかがでしょうか。

【久保田】　　おっしゃるような話の可能性と

いうのはあるのかなとは思いますけれど、車

も今、もともと取得税や重量税がどうなるか

わからないような状況ですから。という問題

はあると思うのですが、税金にかかわらず、

税金という1つの枠組みも可能性としてはあ

りますし、それ以外にも、アセスメントもそ

うだと思いますが、当然、効果があって、こ

れを普及することで事故削減に効果があると

いうことが、まずは明確にしていく必要が

あって、おっしゃるようにそれが明確になっ

て、普及段階に入っていったときにどう普及

するか、どうやってインセンティブを持たせ

るかという仕組みは、それは行政の責任で考

えていかないといけないなと思っています。

　ですので、それが税なのか何なのかという

のはいろいろ手段があると思いますので、そ

ういうフェーズに早く入れるように、我々も

一生懸命頑張っていきたいなと思います。

【岩貞】　　ほかにパネラーの皆さんでありま

すか。

【益子】　　ではHELPNETの菖蒲さんにお尋

ねいたします。今現在、D-Call…Net搭載車両

とACN搭載車両を含めて50万台とか60万

台というレベルなので、HELPNETへの事故

発生通知件数もそれほど多くはなく、ホーム

セキュリティのオフィスに間借りしたコール

センターで十分間に合っているのだろうと思

うのです。しかしながら、D-Call…Net搭載

車両が増加し、事故情報がHELPNETのコー

ルセンターに次々と入ってくるようになった

ときには、HELPNETコールセンターを独立

させる必要があると考えているのですが、如

何でしょうか。

　もう一点、今後、コールセンターには重要

な医療情報が送られてくるわけですから、そ

こにメディカルコントロールの視点を是非組

み入れて頂きたいのです。具体的に申し上げ
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れば、看護師または救急救命士をコールセン

ターに24時間体制で常駐させ、通報者との

交信や消防への通報に際して、医療面のサ

ジェスチョンを与えていただく必要があると

思うのですが、その辺はいかがでしょうか。

【菖蒲】　　そうですね。現在は、今、新しい

システムに変えまして、大体300万から400

万ぐらいの加入であれば問題なく対応できる

態勢になっています。また当然、数がふえて

くれば拡張するということも考えますし、セ

ンターの複数化ということも考えていきたい

と思います。

　お医者様や看護体制をセンター側に置くと

いうのは、将来的には、遠い将来はちょっと

可能性があるかなとは思うのですが、何せ

365日24時間そういう体制をとるというこ

とになると、非常にコスト的にもかかってく

るということもありますので、ちょっと将来

の課題として捉えさせていただければと思い

ます。

を持った方も来ていただけるのであれば、ま

たそれも考えていくことは可能だと思います。

【岩貞】　　厚労省の亀山さん、ご発言の機会

が、私の回しの不手際で少なくなってしまっ

たのですが、もし何かあれば。

【亀山】　　車の安全も非常に大事なのです

が、ドクターヘリの安全もぜひお願いしたい

と思っています。今、オーバートリアージの

話とかも出ておりましたが、ぜひ、精度を高

めていただいて、本当にここぞという場面で

ヘリが行ける、そういう体制にぜひしていた

だいて、上空待機、あるいは空振り出動といっ

たものが少なくなるといいなと、これは個人

的な意見ですが思っておりますので、ぜひよ

ろしくお願いいたします。

【岩貞】　　そうですね。ドクターヘリの運航

会社の方、いらっしゃればぜひご意見をいた

だきたいのですが。

【石黒】　　中日本航空の石黒と申します。

きょうの機会、非常に勉強になっております。

と同時に、先ほどの群馬の事例としても出た

ようでございますが、こういうすばらしいこ

とを推進しようとしたときに、ちょっと落と

し穴かなと感じたところがございます。ドク

ターヘリというのは各道府県の事業という部

分がございまして、その中にはドクターヘリ

運航調整委員会というのが設置されておりま

す。その中で、テーマとして扱っていただい

て進めていくというあたりも必要なのではな

いかなと感じました。

　それから、これは個人的な、素朴な疑問で

ございます。ここにトヨタさんとホンダさん

がお見えになりますが、もう1社、やっちゃ

え何とかという会社がいないのは、ちょっと

なぜかなと思いました。

　以上です。

【岩貞】　　質問に対して、研究会のリーダー

の益子先生、お答えいただける範囲で。

【本村】　　北総の本村です。HELPNETに医

学的なことを知っているオペレーターがいな

いということですが、例えば消防のOBの方

とかが働く場としてそういうところを提供す

るというのはいいのではないかなと思ったり

しているのですが、いかがでしょうか。

【菖蒲】　　実際にHELPNETには東京消防

庁のOBの方も来ていただいていますし、そ

ういう意味ではオペレーターの教育も含めて

やっておりますから、そういうところに資格
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【益子】　　その質問に対しては答えを持って

いないです。石川さん、お答え頂けるようで

あればお願いいたします。

【司会石川】　　今、運航調整委員会という

キーワードが出ましたが、何カ所かでは説明

させていただいています。できる限りそうい

う機会を、我々も情報をいただければ積極的

に出て、情報を提供していきたいと思ってお

ります。

【岩貞】　　あともう1つ、日産自動車はなぜ

いないのかと。

【司会石川】　　それはコメントできないですね。

【岩貞】　　済みません、私のほうから、席が

もうこれ以上ふやせなかったからということ

でおさめていただければありがたいです。

　それでは、時間になりましたので、こちら

のパネルディスカッションのほうを締めさ

せていただきたいと思います。このD-Call…

Net、まだ生まれたばかりです。まだまだ未

熟なところもありますけれども、これから関

係される皆さんに、ぜひ、よい子に育ててい

ただいて、ぜひ1人でも交通外傷の人を救っ

ていけたらと思います。死者数ばかり着目さ

れていますが、やはり、早く医師が接触する

ことによって後遺傷害が非常に少なくなりま

す。入院日数も少なくなります。ユーザーに

とってこれほどすばらしいことはありませ

ん。ぜひ皆さんのご協力をお願いできればと

思います。今日はありがとうございました。

（拍手）

【司会石川】　　どうも岩貞さん、ありがとう

ございました。

　これをもって本日のHEM-Netシンポジウ

ム「救急自動通報システム（D-Call…Net）と

ドクターヘリの連携」を終わりにしたいと思

います。

　最後に登壇されておりますパネラーの皆様

に盛大な拍手をお願いいたします。



58





HEM-Net シンポジウム

救急自動通報システム（D-Call Net）と
ドクターヘリの連携

2016年3月

認定NPO法人
救急ヘリ病院ネットワーク

（HEM-Net : Emergency Medical Network of Helicopter and Hospital）

理事長　篠  田  伸  夫

事……務……局
〒102–0082

東京都千代田区一番町25番（全国町村議員会館内）
TEL:03-3264-1190
FAX:03-3264-1431

e-mail:hemnetda@topaz.plala.or.jp
ウェブサイト :http://www.hemnet.jp/






