
2013年２月に東京・新宿で，電子

的なヘルスケア（e-Health）に関す

るITUのワークショップと，ITU-Tの

災害対応に関するフォーカスグルー

プ（FG）が開催されました．これら

のITU関連イベントを連続して実施

することにより，遠隔医療・健康管

理分野と災害対応分野の相互理解の

促進，これらの分野でのNTTのプレ

ゼンス向上を目指しました．ここで

は，本イベントのそれぞれの主な結

果を紹介します．

はじめに

2013年２月４～５日に，e-Health
ワークショップが開催されました．本
ワークショップは総務省がホストし，
20カ国以上から約130名が参加しまし
た．また，e-Healthに関する開発途
上国の期待と要求事項や将来の標準

化検討が必要になると考えられる先進
技術の紹介がありました．
さらにこのワークショップに連続し，
災害対応のFG-DR&NRR（Focus
Group on Disaster Relief Systems,
Network Resilience and Recovery）
の第４回会合が開催されました．本会
合はNICTがホストし，電子会議によ
る遠隔参加を含め15カ国から約80名
が参加しました．また，通常の標準化
議論だけでなく，東北地域での被災地
見学とNICTの耐災害ICT研究センタ
を見学しました．
今回のITU関連イベントの全体スケ

ジュールを図に示します．ワークショッ
プの一部（５日の午後）を「災害時
のe-Healthに関する講演」を企画し，
遠隔医療・健康管理分野と災害対応
分野の相互理解を促進しました．

ITU e-Healthワークショップ

■開催の背景

日本を含む先進国は，超高齢化社
会を迎え慢性的な医師不足が課題と
なっています．一方，途上国では，医
療サービスの普及が進んでいないとこ
ろが多く，慢性的な医師不足と同じ
課題があります．これを解決するた
めに，遠隔医療（Tele-medicine）や
e-Healthの検討が進んでおり，ITU-T
SG16やITU-D SG2でe-Healthの標
準化検討と途上国への普及検討が進
められています．2012年11月には，
ITUとWHO（World Health Orga-
nization）の間で非感染症を対象と
し，携帯電話を活用したm-Health
（mobile Health）に関する協調につい
て調印されています（1）．また，ITU-T
ではe-Healthをマシン間通信（M2M:
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Machine-to-Machine）の１つのア
プリケーションととらえ，e-Healthに関
する標準化検討がFG-M2M（Focus
Group on M2M Service Layer）
で2012年から始まっています．
今回開催したワークショップ（2）は，

今後のe-Healthに関する標準化活動
を円滑に進めることを目的に開催し，
主なテーマを資源が少ない中でのe-
Healthの実現とし，途上国の特別な
要求条件の明確化，先進的な技術を
用いたe-Healthの実現に向けた将来
の標準化項目の特定を目指しました．
■ワークショップの開催概要

（1） オープニングとキーノート
総務省の田中総務審議官（写真１）

およびITU事務総局長の代理として
ITUアジア太平洋事務所のシャルマ氏
から開会の挨拶がありました．これに
引き続き，キーノート講演として総務
省の阪本統括官より日本の電子医療
政策に関する説明，政策研究大学院
大学の黒川教授から「福島後の世界
がやるべきこと」というタイトルで東日
本大震災後の日本だけでなく世界が考
えなければならない事項の提言があり
ました．そこでは，さまざまなリスクを

想定したレジリエンス（復元力）の重
要性が強調されています．また，フィ
リピンから遠隔でWHOのランドリー
氏が講演し，アジア地域におけるe-
Health政策の例，およびWHOとの連
携の現状についての説明がありました．

（2） 開発途上国からの要求条件
資源が少ない中でのe-Healthの実

現というテーマで，インド，スーダン，
ウガンダ，アルジェリア，アラブ首長
国連邦，バングラデシュ，ベトナム，
ミャンマーからの代表が，各国のe-
Healthの現状と抱える課題や要求条
件についての講演を行いました．途上
国の要求条件の特徴は，医療だけでな
く保険・衛生・健康管理のインフラ整
備が遅れていること，教育環境の乏し
く医療従事者が不足していることが挙
げられています．高度なe-Healthシス
テムではなく，Webによる医療情報の
共有や教育，TV会議を用いた医師の
連携，携帯電話を活用した医療コン
サルティング（m-Health）などの事
例の紹介もあり，広い意味でe-Health
への期待が示されました．

（3） 先進事例からの標準化項目案
日本，韓国，シンガポール，米国か

らe-Healthの先進事例の紹介と，e-
Health実現に対する課題などが紹介
されました．NTTデータからは，日本
でのm-Healthの例として携帯電話を
使った個人の健康記録（PHR: Per-
sonal Health Record）管理やモニ
タリングのユースケースなどが紹介さ
れ，セキュリティやプライバシ保護の
重要性が指摘されました．シンガポー

ルからは，ITU標準に基づいたスマー
トTVによる健康管理システム実験が
紹介され，高齢者でも使いやすいTV
のリモコンを用いたインタラクティブな
e-Healthが超高齢者社会への適用可
能性が示されました．また，米国から
障がい者向けの考慮の必要性，NICT
から身体に身につけた健康機器を接続
するためのBAN（Body Area Net-
work）の可能性，富士通から医療技
術の向上を目指す心臓シミュレータの
可能性などが紹介されました．これら
の講演から，PHRなどのデータ流通に
必要なデータ構造とプロトコル，携帯
端末，無線端末，固定端末をまた
がったアプリケーションインタフェース
や通信方式，PHRのデータ交換時に
必須なセキュリティに関し，標準化の
必要性が示されました．

（4） 災害時のe-Health
後述するFG-DR&NRRの一環とし

て，災害時のe-Healthの活用などに
関する東日本大震災の経験が紹介さ
れました．エー・アンド・デイから，実
際に東日本大震災で活用された被災
者の健康管理のため血圧などのモニタ
リングシステムの紹介がありました．ま
た，ITU-Dのe-Hea l th関係の副ラ
ポータで，今回のワークショップの共
同議長でもある東海大学の中島教授か
ら，原子力発電所の事故に関連し，e-
Healthと放射能災害における検討す
るべき項目が提案されました．e-Health
の災害時の有効性が示され，非常時で
も相互運用性を保つために標準化が必
須といえると考えます．
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（5） ITUとしての今後の方向性
今回のワークショップの共同議長を

務めた筆者（川森）が，本ワークショッ
プの結果としてITUにおけるe-Health
標準化の今後の方向性について，以下
のようにまとめました．
・e-Healthの普及には途上国との
認識のズレをなくすために教育が
重要．
・標準化のポイントは，要求条件，
用語定義，データセットとアプリ
ケーション，関連機関との連携．
・特にe-Healthに関する技術用語
が医療，健康，ICTなど多岐に
わたるため，語彙データベースが
必要．
・高齢者，災害時の被災者，障が
い者への対応の検討．
・今後，今回のワークショップの講
演内容を含めたITU Webサイト
での情報提供やWHOとの共同の
啓蒙イベントの開催の必要性．

■その他の関連イベント

ワークショップのサイドイベントとし
て，m-Healthに関連するNTTセキュ
アプラットフォーム研究所からの展示

出展がありました（写真２）．携帯電
話のショートメッセージ（SMS）や血
圧計などの健康機器を用いる簡易な健
康管理方式について紹介し，初期投資
を抑えたm-Healthの例を紹介しまし
た．本展示には，アフリカなど途上国
から強い関心が寄せられました．

ITU-T 第4回FG-DR&NRR会合

■開催の背景と目的

2011年３月の東日本大震災・津波
被害の経験から，ICTが果たすべき災
害時の役割の明確化，ITU-Tでの国
際標準化の必要性の検討を行うため，
2012年６月にITU-Tで時限検討組織
であるFGが設立されました（3）．FG議
長には，筆者（荒木）が就任していま
す．日本における耐災害研究を広く世
界にアピールすることを目的に，通常
のFG会合に加えて，前述のとおり
ワークショップの一部として災害時に
必要なe-Healthの取り組みの紹介，
東日本大震災の被災地見学や災害関
連研究開発プロジェクトの研究視察を
実施しました．
■FG会合開催概要

（1） 特別セッションでの講演
最初にIETF（Internet Engineering

Task Force）から，緊急・災害通信
向けの技術仕様（RFC: Request for
Comments）に関する情報提供と，
優先度の高い通信に遅延を発生させな
い技術のデモンストレーションが行わ
れ，災害時の輻輳回避に有効であるこ
とが提案されました．次に東京大学地

震研究所から，海底光ファイバケーブ
ルを用いた地震・津波観測システムの
提案があり，新三陸沖システム（総延
長120 km，ノード間距離25～40
km）の設置とその観測計画が報告さ
れました．最後にNTTドコモから，早
期警報システム「エリアメール」の紹
介があり，CBS（Cell Broadcast
Service）を利用して，指定した地域
にあるすべての端末に警報とともに警
戒メールの送信が可能であることが報
告されました．これらの技術は，本FG
で継続的に議論を進めるとともに，検
討内容を要求条件等の成果文書に反
映していくことが合意されました．

（2） 日本における災害対応の研究
東日本大震災後に総務省の研究開

発として実施されている耐災害性強化
のための技術に関し，NTT，東北大
学，スカパーJSAT，NEC，NTTド
コモ，KDDI研究所などから災害時に
通信を早急に復旧・回復するための技
術について提案がありました．TTC
（情報通信技術委員会）から提案され
た障がい者向け緊急通報システムは，
本技術の情報提供を目的として，
JCA-AHF（Accessibility and Human
Factor）などにリエゾンを送付するこ
とが合意されました．また，NTTから
提案されたリソースユニット構築・再
構成技術を用いたネットワーク構成に
関しては，災害時の通信手段を提供す
るための要求条件をさらに明確化する
ため，議論を継続することになりまし
た．これらの情報については，一部を
Overview，要求条件等の成果文書

NTT技術ジャーナル 2013.646

グローバルスタンダード最前線

ITU-T 第4回
FG-DR&NRR会合

写真２　NTTからのm-Healthの

デモ展示



に反映していくことが合意されました．

（3） 成果文書の更新
前回会合および本会合の議論に基

づき更新されたOverview文書のドラ
フトが議論され，IETFの緊急・災害
通信向けの技術仕様一覧，携帯災害
伝言板・音声メッセージサービスの要
求条件，およびリソースユニット構
築・再構成技術に関する要求条件が
追加されました．また，要求条件文書
の初期ドラフトが議論され，目次案を
合意し，避難ガイダンスシステムを含
む携帯災害伝言板の要求条件が追加
されました．
■テクニカルビジット

本FGの一環として，震災で被災し
たNTT局舎の見学，NICTの耐災害
ICT研究センタへの見学のためのテク
ニカルビジットを企画しました．雪の
降る寒空の下，被災地を訪問すること
で災害の恐怖と対策の必要性が再認識
され，災害後の迅速な復旧に対する取
り組みがアピールできたと考えます（写
真３）．東北大学構内のNICTのセン
タでは，総務省とNICT等の大規模災
害を想定した研究開発の取り組みが紹

介され，災害後の地域通信確保のた
めの通信装置や衛星通信機器などの研
究状況に関心を集めました（写真４）．
■今後の予定

今後は，第５回会合を2013年５月
にタイで開催予定です．その後も，洪
水，ハリケーン，地震，津波等の大災
害経験国での開催を検討しています．

おわりに

e-Healthは，途上国や先進国の区
別なく世界的に必要性が認識されてい
る医療・健康管理のソリューションで
あり，今後さらに発展が期待できる分
野です．今回のワークショップの開催
により，ITU-Dの範囲である医療健康
管理ソリューションの途上国への展開，
ITU-Tの範囲である高度なe-Health
の実現や安心・安全な提供に必要な
標準化策定がより一層発展すること
が期待されます．
一方，地震，台風，洪水，津波，

土砂崩れなどの災害も途上国や先進国
の区別なく世界各国で発生しており，
世界各国で利用できる災害時の避難誘

導や安否確認の各種ソリューションの
検討が必要です．災害対応のための
ICTの国際標準の策定は，安心な社会
の構築に必須であるため，本FGへの
期待は大きいと考えられます．
今後のNTTグループのe-Healthや

災害対応などの社会インフラのグロー
バル展開を円滑に進める一助となるよ
う，今回のようなITU関連イベントの
積極的な活用を考えていきます．
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写真３　被災地（野蒜）の見学

模様

写真４　NICTの耐災害ICT研究センタ

（東北大学内）での見学模様


