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令和の災害新時代に備えた　ヘリコプター多機関連携
～ 「空の一元化」に向けて ～
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まずはドクターヘリの「見える化」から
スタート
　東日本大震災からまもなく9年が経とう
としていますが、当時、被災地へドクター
ヘリが参集する中で、ヘリが離陸して、無
線の届かない範囲に入ると、どこを飛行
し、どのような活動をしているのか、リア
ルタイムで把握する事が難しく、連絡が取
れない、戻ってくるまで安否がわからない
など「安全面」と「通信面」で課題が残り
ました。
　震災後この課題を解決すべく、運航会社
や医療関係の皆様と共に、まずドクターヘ
リの「見える化」に向けた技術開発と運用
を進めて参りました。

株式会社ウェザーニューズ　
航空気象コンテンツサービス グループリーダー　

気象予報士　髙森  美枝 氏
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図1  東日本大震災時福島県立医科大学CSルーム内の様子

　我が国のドクターヘリは、関係各位の大変なご努力により、令和2年1月1日現在、全国44の道府県に
53機が配備されるに至っている。未配備の3都県についても、1～2年の内には配備される目途が立って
いるようであり、HEM-Netが、設立当初から掲げてきた「少なくとも1機のドクターヘリを全都道府県に
配備する」という目標は、ほぼ達成されたと言ってよい状況が現出しつつある。まことにご同慶の至りで
ある。
　さて、こうしたドクターヘリの普及発展に伴い、我々の当面する新たな課題として浮上してきているの
が、ドクターヘリ相互の間およびドクターヘリと他機関ヘリの間における「連携」をいかに確保するかと
いう問題である。
　特に、最近は、地震・台風等の大規模な自然災害の多発に伴い、一時に多数機の出動が要請される事案
が増加しているので、この課題に真剣に取り組み、適切な解を用意することは喫緊の課題と言ってよい。
この課題の重要性の認識は、ドクターヘリ運用関係者の間において既に共有されているところであり、実
際にも、様々対応がとられているが、その多くは、関係府県間において、個別に「連携協定」を締結する
という形をとっておこなわれている。個別の協定であるから、協定の枠外に置かれる府県は多くあるし、
また、協定の内容も、府県によって様々である。
　そうした中で、法律の根拠をもって制度化された形をとっておこなわれているのが、当HEM-Netプラ
ザ第1号で紹介した「関西広域連合」におけるドクターヘリ広域運用である。「関西広域連合」は、我が国
で初めて、地方自治法に基づき都道府県域を超える意思決定機関として設立されたものであり、関西地方
の8府県が、徳島県を司令塔として、府県境を越えた「広域医療圏」を構成し、圏内に稼働する7機のドク
ターヘリを総合的に運用する体制がとられている。
　ドクターヘリの広域運用といっても、それが地域の特性にマッチしたものでなければ実効があがらない
のは当然のことであり、全国各地のドクターヘリ広域運用が、統一された基準に基づいて一体的に行われ
なければならないということはないであろうが、東日本大震災の時のように、多数のドクターヘリが、一
時に特定の場所に参集して、共同して救急医療活動に当たるケースが今後多くなっていくことが予想され
る現在、参集要領を含めた連携運用のシステムが、なるべく多くの道府県、基地病院等を巻き込んで共有
されるようになることが期待される。
　ドクターヘリと他機関運航ヘリとの間の連携の強化の問題も、ドクターヘリ相互間の連携の延長線上に
考えられてよいが、最近は、通信科学技術の目覚ましい発達により、全国どこのエリアでも、複数の機関
の航空機（および地上機関）を結んでのコミュニケーションを可能にするツールが開発されているので、
関係諸機関に連携の意思さえあれば、どのような連携をも可能にするインフラは整っている。もちろん、
各機関のヘリその他の航空機の飛行航路情報等は、開示に慎重を要するものがあることは当然のことなの
で、各機関の連携は、連携の意思さえあればできると言うような簡単なものではないが、南海トラフ地震
の発生や、昨年の台風19号を更に上回る大規模な台風の襲来等が、現実味をもって語られる今日、各機
関が小異を捨てて大同につき、一元化した航空機動態管理を可能にする最新のツールを駆使して、可能な
限り、ヘリコプター多機関連携の実をあげることが求められている。
　本稿の執筆者・髙森美枝さんは、ヘリ動態管理の一元化を実現したFOSTER-CoPilotを開発したウェザー
ニューズ社の現場責任者として、各地の災害・警備の現場で活躍し、知見と経験を積み重ねてこられた方
である。以下、「令和の災害新時代」に備えてヘリコプター多機関連携（空の一元化）の重要性を説く髙森
さんのご意見をとくと承ることとしたい。

令和の災害新時代に備えた　ヘリコプター多機関連携
～ 「空の一元化」に向けて ～

まえがき

HEM-Net 会長  國松  孝次

災害時ヘリコプター多機関連携　
これまでの取り組み1
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医療機器を沢山積んでいるドクターヘリ機内にも持ち込める小
型の衛星動態管理システム

図2  FOSTER-CoPilot（フォスターコパイロット）　震災当時はホワイトボードに地図を貼っ
て、その紙地図上に参集するヘリの位置
を、無線で聞きながらマグネットで示して
いた形であり、複数ヘリの位置をリアルタ
イムで把握する事は不可能でした。（図1）
　現在はウェザーニューズ社が開発した
FOSTER-CoPilot（フォスターコパイロッ
ト）（図2）という災害時も安定的に通信で
きる衛星の動態管理システムを介し、複
数のドクターヘリがFOSTER-GA（フォス
タージーエー）という1つのシステムに表
示できるようになり、その飛行位置から
「あと何分で到着するか」「隣の県は今出動
中か」、また雨雲レーダーなど気象情報を
重ね合わせる事で、「急な悪天候に遭遇し
ていないか」といった、ヘリ安全運航の為
のリアルタイムな状況把握が可能となりま
した。（図3）

車や他機関ヘリとの連携

　災害全体では空よりも陸路の支援が圧倒
的に多いという事で、車両にも同じシステ
ムを搭載し、空と陸の連携が実現したのが
2013年8月の事です。
　更に地上側でヘリの現在位置を確認する

図3  FOSTER-GA（フォスタージーエー）

CSルーム、救急外来、運航会社本社でドクターヘリの飛行位置と最新の気象情報が一元的に閲覧できるドク
ターヘリ運航管理システム。このシステムから機上ドクターヘリへメッセージを送る事もできる

 ヘリコプター機上側のメッセージ送受信システム。災害時によく使うキーワードを選択し、
地上とヘリコプター間での衛星テキスト通信を行う

図4  FOSTER-NAV（フォスターナブ）

だけでなく、広域災害時、数百キロ離れた
全国どのエリアでも、地上と飛行中のヘ
リ搭乗者（医療関係者）とのコミュニケー
ションが取れるよう、FOSTER-NAV（フォ
スターナブ）という送受信システムを使っ
て、メッセージやフリーテキストを地対空
でやり取りできるようになったのが2014
年8月でした。（図4）
　このように、ドクターヘリ間や医療関係
機関内での「空の連携」運用が、次第に広
がっていったのです。
　ただ、実災害時は当然、ドクターヘリ以
外の諸機関（消防防災、警察、報道、自衛
隊、海上保安庁など）も同時に被災地へ参
集し、それぞれの指示系統の元、平常時と
はまた違うシビアな環境下で、限られたリ
ソース内の安全運航管理を求められます。
　ヘリの飛行航路情報は、開示に慎重を期
しますが、同じ災害救援、救助ミッション
においては、むしろ互いを見える化した方
が安全運航上有効なケースも過去の災害実
績から多く見られます。まずその取り組
みとして、消防防災ヘリの動態管理シス

テムであるD-NETとドクターヘリの動態
管理システムである FOSTER-CoPilot を
繋ぐ事で、2016年熊本地震実災害におい
て、ドクターヘリと消防防災ヘリの連携が
可能となりました。次いで、警察へリに
も、FOSTER-CoPilot が配備されることに
なり、連携のウイングが広がりました。ま
た、発災直後の情報連携にかかる時間を少
しでも短縮すべく、熊本地震後、災害医
療センター、運航会社、JAXA、ウェザー
ニューズにて「災害時情報共有協定」を締
結し、2018年北海道胆振東部地震では1時
間以内に連携が可能になるなど、出動要請
後、ドクターヘリだけでなく、他機関との
情報連携迅速化が図れるようになりまし
た。
このように9年前と比較すると、
・ ドクターヘリ、各種ヘリコプター飛行位
置の見える化

・ 平常時の隣県ドクターヘリ、災害時全国
ドクターヘリ間の飛行位置情報連携

・ DMAT車両、ラピッドカーなど、車と
の連携
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ドローンとの連携

　一方で、この数年新たな課題も出てきて
います。それはドローンとの空域共有で
す。
　昨年も8月末の九州豪雨、台風15号、19
号、21号と広域水害や局地災害が頻発す
る状況下の中で、川の決壊や土砂災害で、
陸路が寸断された中での災害救援において
は改めて、空路による救援、救助の重要性
が認識されました。その新たな資源とし
て、ドローンの活用が進んでいます。
　実際日本でも台風19号で道路が寸断さ
れ、陸の孤島となった東京奥多摩ではド
ローンで生活必需品を運んだという実績が
あがり、今後は薬やAEDを運ぶ医療用途
が進む事が見込まれます。HEM-Net でも
昨年ドローンとドクターヘリのコラボレー
ションによる医療を検討するため「日本ド

ローン・エアレスキューコンソーシアム
（JDAC）」が立ち上がり、ドローンが航空
医療のスキームの一つに入りはじめていま
す。
　医療用途に限らず、ドローンの国交省
への飛行許可承認審査件数は平成30年度、
年間36,895件とその3年前に比べて約4倍
に増える中、これまでにできなかった空域
利用が期待される半面、低い高度を飛行
し、離着陸回数の多い「ドクターヘリ」に
とっては、衝突の危険性も懸念されます。
　このことについては、国交省の「航空
機、無人航空機相互間の安全確保と調和に
向けた検討会」において議論が重ねられて
きましたが、その危険回避を行うには、空
域を交通整理する為のドローンと有人航空
機、双方の運航管理システム連携が必要で
す。まず第一弾として、ドローンとドク
ターヘリの衝突回避に向けて、国交省が運
用する無人航空機飛行情報共有システム
（Flight Information Sharing System 以下
FISS）とドクターヘリの飛行位置連携を
2019年5月から開始しました。
　昨夏「無人航空機の飛行に関する許可・
承認の審査要領」が改正され、国交省が飛
行を許可した全てのドローンについて、飛
行前に、飛行日時・経路・高度・運航者氏
名・連絡先といった飛行計画をこの FISS
に登録するよう義務化されましたが、これ
に、ウェザーニューズの動態管理システ
ム FOSTER-CoPilot を搭載した全国ドク
ターヘリのリアルタイムな飛行位置情報を
連携する事で、ドローンの飛行計画エリ
ア9km以内にドクターヘリが接近すると、
ドローン運航者へ回避行動をとるよう注意
喚起のアラートを発信します。

　ドローン運航者は飛行中の場合、ドク
ターヘリが接近している事に気づき、見張
りを強化しながら、緊急着陸のアクションに
うつすことができます。まずは最低限、無
人機と有人機の「見える化」を行って、不意
の接近や衝突を、未然に防ぐ為のものです。
　このように、ドローンの飛行計画との情
報連携は既に社会実装されましたが、これ
で「空中衝突」を完全に回避できるかとい
うとまだ不十分です。特に、ドローン側の
リアルタイム位置情報集約はまだ限定的で
すので、その方法を確立すると共に、連携
自体の技術的な土台は見えてきましたので
今後の課題解決策としては、ドローンやド
クターヘリの飛行情報を誰に、どこまで、
どのように公開するか。
　安全運航、衝突回避とセキュリティ確保
のバランスを取りながらも、システム技術
開発だけでなく、関係者間の情報連携、開
示の範囲、事前協定締結など、「運用面」
での制度設計が急がれます。
　その目処は、「空の産業革命に向けたロー
ドマップ2019」における、ドローンの「レ
ベル4運航（有人地帯（都市部含む））での
目視外飛行」開始時期となる2022年です。
つまり、あと2年で日本のどこでもドク
ターヘリの基地病院周辺でも、ドローン運
航者から離れた所での目視外飛行、より遠
距離の飛行が始まる事となり、それだけニ
アミスや衝突の可能性も今より増えること
が想定されます。どの機関よりもいち早く
ドローンと連携が取れているのがドクター
ヘリです。ただ、このレベル4運航が始ま
る前に、更に技術面、そして運用制度設計
を備えて、不安の無い2022年を迎えられ
ればと考えています。

今後の「空の一元化」に向けて

　最後に、私は気象予報士という仕事の、
日々の業務や経験から、近年の傾向が示す
ように、極端化、広域化、複合化する災害
はこれから更に増えるものと予測していま
す。
　病院被災や孤立のケースも河川の氾濫、
土砂災害、大雪により近年多く発生してお
り、避難をしようとも陸路が寸断された
り、台風や大雨のあとの猛暑で、熱中症と
なる方が多数でたりと、既に影響が広がっ
ておりますが、2020年代は気象、天気も
激甚化、極端化が更に加速し、加えて、航
空機も有人航空機だけでなくドローンも
と、空がより「複雑」になっていきます。
　5G、AI 等日々進歩する最新の技術を駆
使し、一方で、電気やインターネット、携
帯通信網が突然遮断され、その状態が数日
間続く事も想定した「災害に強い情報通信
インフラ」を災害、航空医療にどう役立て
るか。
　今後起こり得る南海トラフ地震、首都直
下地震、また、東京オリンピックパラリン
ピック、大阪万博に備え、それらを平常時
のオペレーションから積極的に取り入れ、
想定外を少しでも多く「想定内」にするこ
と。
　また、自衛隊、海上保安庁等が他機関と
の情報連絡システムに参加してくることも
含め、官民更なる連携の枠を広げられる事
ができれば、空の安全、真の「空の一元
化」が実現でき、その仕組み自体、頻発す
る大規模災害、大きなイベントが重なる日
本だからこそできる、一つの「レガシー」
になると確信しています。

・ 消防防災ヘリ、警察航空隊等他機関との
災害時連携、サミットや即位の礼等行事
における連携
・ 無線不感地帯、遠方でも利用できる、地
上とヘリ間の双方向コミュニケーション
通信
といった環境が整い、大規模災害時、各機
関の相互連携や各種ヘリとの一体的運用、
有人航空機間の「空の連携」が進みまし
た。
　一歩一歩ではありますが、東日本大震災
の時の安全面、通信面の課題解消が図れて
います。

現在の課題と今後の
「空の一元化」に向けて2
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