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【HEADLINE NEWS】

★AGI、民間と防衛で宇宙システムの日本市場へ
米国で積み上げた技術反映、誰もがSSA実施可能に
今後の日本の防衛における新領域への取組みは、脅威が多様
化・深刻化している現在、日本政府として“死活的に重要”と
まで位置付けられている。中でも宇宙領域については、近隣国
をはじめ各国が衛星による情報収集などの活動を活発化してい
る。さらにそれらの技術・規模とも日進月歩で拡大しているこ
ともあって、もはや“待ったなし”の状況だ。防衛省では
2019年度概算要求で、厳しい予算環境の中でも、宇宙状況監
視（SSA）を含む宇宙関連経費としておよそ925億円を求め、
本格的に取り組む構えを示す。こうした日本市場に注目する
Analytical Graphics Inc（AGI）のPaul Graziani（ポール・グ
ラジアーニ）CEOはインタビューを通じ、日本市場へ質の高
い宇宙システムを提供していくことに自信を見せた。
AGIは米国ペンシルバニア州を拠点とする民間企業で、防
衛・宇宙システム向けソフトウェア（STK）など汎用製品を提
供する。同社のソフトウェアは、米国NASAをはじめ、日本の
機関としてJAXA、そのほか欧州宇宙機関（ESA）、フランス
国立宇宙研究センター（CNES）など、宇宙・防衛に携わる政
府機関や民間企業など、世界中で4万以上の顧客が利用してい
て、高い信頼性を持つ。
同社が日本のマーケットに参入したのは約20年前からだが、
SSAとしては5年ほど前からTravis Langster（トラビス・ラン
グスター）バイスプレジデントが活動する。SSAについては、
日本において民間と防衛の2つの面で展開していく考えで、ソ
フトウェアについては特にデータの解析・処理について自信を
見せる。光学センサ、レーダ、RFアンテナなど、これらのセ
ンサから得られた情報を解析し、データベース化して処理する
という技術で「日本市場の力になれると考えている」と、ポー
ル氏は述べた。
さらにAGIでは、ComSpOC（Commercial Space Operations Center）というサービスを行っている。これは独自に
SSAを行っているセンターになる。このComSpOCの中には、
独自に契約したセンサ、望遠鏡、RFアンテナ、レーダも含
め、全世界のセンサネットワークから宇宙の情報を取り入れ、
独自の処理センタでデータを解析し、データベース化を行って
いる。これは政府機関が行うような観測とは異なるものだ。例
えば、日本の政府・民間の顧客が独自にSSAのセンサを持っ
て、同じような活動を行うときに、このComSpOCの情報を顧
客へ渡す、といったデータ提供サービスを展開している。
このComSpOCのサービスのメリットについて、ポール氏は
「仮に経験値が低いとしても、導入することで米国並みの能力
を得ることができる」と語る。例えば、民間・政府機関がSSA
を開始しようとしたとき、SSAは非常に複雑で、高い経験が必
要になるという。ただし、AGIが提供するComSpOCのサービ
スや様々なソフトウェアによって、すでに蓄積した経験に基づ
いた情報を提供することになる。かつ、特段に専門のシステム
や能力がなくても、すぐにSSAを行うことができるとのこと。

AGIの創始者でありCEOのポール・グラジアーニ氏（写真右）
と、AGIとしてSSAの日本市場を監督するバイスプレジデント
のトラビス・ラングスター氏（左）

投資省いて米国レベルも
日米情報交換にも貢献
積み上げた経験という面では、米国政府は毎年、SSAのため
に1ビリオンドルもの予算を確保している。AGIでは、民間企
業として米国のSSAをサポートしているが、その多額の予算に
よって築き上げてきた技術がベースとして成り立っているとい
う。「AGIのサービスを使うことで、投資を省いて直ちに米国
のレベルに辿り着ける可能性があると考えている」とポール氏
は話す。
また、もう1つの捉え方として、日本は米国にとって重要な
同盟国であることだという。情報を日米でシェアすることに
は、米政府も積極的だと見ている。米国ではバーデンバーグ空
軍基地に、SSA情報を各国と共有するための新しい組織として
CSpOC（Combined Space Operations Center）を設置した。
そのCSpOCを介して、例えば日本のセンサ情報を送ること
や、米国の情報を日本が受け取るなど、SSAによる関係が今後
発展していく見込み。そのときに、日本も米国並みに取組みが
追い付いていることが非常に重要との見解を示した。
AGIが自信とするデータの解析・処理について具体的にいえ
ば、非常に特異な動きをする衛星に対する未知のマニューバー
（機動）の追跡だとする。中国のSJ-17衛星や、ロシアの衛星
などは、様々な衛星に対して敵対的とも取れる情報収集活動を
行っている。これまでの衛星追跡の観測システムでは、対象の
衛星の既知もしくは未知のマニューバーを追跡することが難し
かったという。しかしAGIでは、マニューバーを検知・解析・
処理を行うための情報を得ることができる。非常に特異な動き
を行う衛星が、いつ、どのように動いたか、これからどう動く
のか。AGIの技術を使うことで、こうした衛星の追跡が技術的
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日本の地政学的優位を宇宙監視に活かす協力

ComSpOCのイメージ図（提供：AGI）

に可能となる。
AGIは民間企業として、商業ベースのソフトウェアを発売し
ている。この顧客は全世界に広がる。ソフトウェアの開発は、
それらのユーザーからの要求を取り込んで行っている。そのた
め、1つの製品をつくるコストという意味では、負担する顧客
が複数存在するため、ソフトウェアの価格を非常に抑えられ
る。比較的低コストながら、技術面でも優れたソフトウェアに
よって、日本におけるSSAの技術は、米国に追い付くことがで
きるという。
社内のSSA運用者は3人
実動1万4000基衛星に対応
SSAについては、必要な人的リソースも重要なところ。まし
てや、日本では少子高齢化が進む中で、省人化はあらゆる事業
において重要なテーマの一つとなっている。ポール氏によれ
ば、米国でさえSSAオペレーションには300人ほど、宇宙分野
全体でも650人ほどだという。一方でAGIが独自に行っている
SSAでは、たった3人で運用しているというのだ。この差につ
いて、米国では使用するソフトウェアのベースが非常に古いも
ので、改修や拡張を行うに当たり、手間と時間がかかるため、
多くの人材が必要になるという。一方、AGIではコマーシャル
ベースのソフトウェアで日々改修しているため、運用性が高い
ものとなっている。そのため、日本政府の人的リソースで十分
に運用できるとの見方を示した。
現在、地球を周回する衛星の数は非常に多くなっている。か
つ、今後は新しい衛星も増えていくことになる。運用中の衛星
だけでも1万3000基から1万4000基とも言われている。これが
将来的に増え、さらには不要となった衛星などによるスペー
ス・デブリも増加が予想される。こうした監視対象の増加にも
AGIでは対応しているとのこと。2センチほどの大きさのデブ
リを含めると、将来的にはSSAの対象となるものが20万にま
で上る数になる可能性がある。この小型のデブリの脅威は、特
に人が滞在しているようなスペース・ステーションへのダメー
ジが深刻だ。それを考えれば、今すぐにでも20万ものオブジェ
クトを監視する能力を持たなくてはいけないと考えている。
AGIでは、すでに運用中の衛星についてはすべて追跡が可能
であり、小型のものも含む20万ものデブリについても、トラッ
キングできるまでの能力を持とうとしている。これは常にアッ
プデートされ、その時点で最高の技術を利用することができる
ことになる。

ポール氏は日本の技術をどのように見ているか。今後防衛の
面では本格的に宇宙分野の体制整備を行っていくが、日本が特
別遅れているという認識はないという。やはり、多額の予算と
時間を投じている米国が飛び抜けて進んでいるとの見方を示
す。特に米国の宇宙状況監視多国間机上演習「グローバル・セ
ンチネル」では、日本が主要5ヵ国に入っているため、友好国
の中では遅れてはいない見解だ。しかしロシアや中国について
は、米国と比較すれば非常に近い技術力を持っていると見られ
る。それらと日本を比較すれば、やはり遅れを取っている感は
否めないという。
日本政府として、SSAの運用、米国政府との関わりの中でど
ういった役割を持つべきか。これは、多国間演習の中などで各
国と話合いが行われているものと思われる。ポール氏から見
て、日本は地政学的に米国よりも優位な点があるという。それ
は、米国には置けないセンサを日本の領域内に配置するという
こと。それによって、例えば注意するべき北朝鮮、中国といっ
た国の衛星を集中して監視する。米国は特定の地域に集中する
ことよりも、地球上を全球で監視しなくてはいけない。そのた
め、「米国側から見れば、日本に対して地政学的な協力を求め
ているのではないか」との見方を示した。
そうした中でAGIでは、日本で重要だと考えていることは、
日本企業による協力態勢だという。AGIでは日本の企業とも多
く提携している。そのため、将来的に日本側との協力態勢を重
要視して、関係企業とのチームによって普及と発展に取り組む
姿勢を示した。
※動画＝宇宙オペレーションの概要（提供：AGI）
http://jwing.net/w-daily/pict2018/1811/1113agi3-w.mp4
【航空関連ニュース】

★ANA、マイルで国際線PYへのアップグレードが可能に
全日本空輸（ANA）は11月12日に、国際線プレミアムエコ
ノミー（PY）を、マイルを活用した特典航空券および国際線
エコノミークラスからのアップグレードを、PYサービスの設
定がある全ての便で利用できる様にすると発表した。マイルを
活用した特典航空券での利用は2019年4月1日搭乗分から、国
際線エコノミークラスからのアップグレードは2020年4月1日
搭乗分から開始する。
2018年11月現在、ANAは羽田-ロンドン、ニューヨーク等
をはじめとする59機・30路線でPYサービスを提供しており、
2019年春からは成田-ホノルル線で就航予定のA380型機でも
PYサービスを開始することになっている。ANAでは今回の
サービス開始で利用者のマイル活用の利便性を更に高めていく
としている。
なお利用条件等サービスの詳細はANAウェブサイトを参照
のこと
※参照URL＝https://www.ana.co.jp/ja/jp/amc/promo/
py_flightawd/
〔ANA、マイルで国際線PYアップグレード概要〕
（PY特典航空券予約）
▼利用開始時期：2019年4月1日搭乗分から
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▼第1部清掃CSコンテスト
・時間：14：00～15：30
・場所：関西空港駅南広場
▼第2部表彰式
・時間：18：40～19：10
・場所：ホテル日航関西空港白鳥の間
▼実施内容：制限時間10分以内に床面の清掃作業を実施。液
状・泥状汚れの処理と旅客対応が発生する想定で行い、清掃能
力と旅客対応能力を競う

★「JAL DREAM EXPRESS 90」特別塗装機就航
ミッキーマウスデビュー90周年記念で国内線に
PY特典航空券予約の必要マイル数（提供：全日本空輸）

▼予約開始日：2018年12月5日15：00から
▼対象便：ANAグループ運航便（ANA/エアージャパン）で
PYサービスの設定がある全便
▼対象者：ANAマイレージクラブ会員および特典利用者登録
済みの2親等以内の家族
（国際線エコノミークラスからPYアップグレード予約）
▼利用開始時期：2020年4月1日搭乗分から
▼予約開始日：2019年9月下旬予定
▼対象便：ANAグループ運航便（ANA/エアージャパン）で
PYサービスの設定がある全便
▼対象者：ANAマイレージクラブ会員および特典利用者登録
済みの2親等以内の家族
※「ダイヤモンドサービス」「プラチナサービス」「ブロンズ
サービス」「スーパーフライヤーズ」会員はANAアップグ
レードポイントでの利用も可能
▼対象予約クラス：日本発着路線共通 Y/B/M/U/H/Q/V

★「2018関西国際空港清掃コンテスト」開催
関西エアポートは11月12日に、関西国際空港で清掃行う世
総会社7社の代表者がその技術や品質を競う「2018関西国際空
港清掃コンテスト」を開催した。
このコンテストは、参加者が日頃の業務で磨き上げたスキル
を発揮し競い合うことで、清掃員の意識向上と関空における清
掃技術の向上を図ることを目的にしたもの。
今回は関西空港駅南広場を会場として、制限時間の10分以内
に床面の清掃作業を実施する。液状・泥状汚れの処理と旅客対
応を行い、清掃能力と旅客対応能力を競った。

日本航空（JAL）は11月12日からミッキーマウスのスクリーン
デビュー90周年を記念した特別塗装機「JAL DREAM EXPRESS 90」を国内線に就航した。これはウォルト・ディズ
ニー・ジャパンとのプロモーション契約によるもので、今回の
特別戸早期は1994年就航の初代「JALドリームエクスプレス」
（5機）、2001年就航の「JALドリームエクスプレス21」（4
機）に続き10機目になるとのことだ。
特別塗装機には、様々な表情をしたミッキーが機体の左右に
描かれ、ヘッドレストカバーや紙コップ等の機内備品にも特別
デザインのミッキーが施されているほか、搭乗証明書も記念と
してプレゼントする。
さらにJAL国内線では、機内限定グッズを販売。第1段は特
別塗装機をイメージしたデザインのステンレスボトルを11月～
2019年2月（予定）で販売し、2019年3月以降も2カ月毎に新
たなオリジナルグッズを販売するとのこと。
なお機材等の概要は以下の通り。
〔「JAL DREAM EXPRESS 90」概要〕
▼初便：11月12日JAL317便 羽田12：15発、福岡14：10着
▼運航期間：11月12日から2020年3月頃まで予定
▼機材：767-300ER（機体番号JA602J）
▼運航路線：767-300ER型機運航路線
※具体的な路線・便名は運行前日夕方にJALのHPにて告知

〔「2018関西国際空港清掃コンテスト」概要〕
▼実施日：11月12日

10機目となる特別塗装機「JAL DREAM EXPRESS 90」のイ
メージ（提供：日本航空）

【航空工業/宇宙関連ニュース】

★ダイフク、新千歳に手荷物搬送システムを導入
同社の国内初受注、海外だけでなく国内にも進出
清掃コンテストの実施要領、規定の床面清掃を与えられた想定
を行いつつ、時間内に実施するというもの（提供：関西エア
ポート）

各種搬送システム大手のダイフクは11月13日に、最新の手
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【防衛関連ニュース】

★F-15の味方識別改修40機を発注
三菱重工と約196億円で契約

海外空港で導入されているダイフクのBHS。新千歳でも構成を
最適化したものを導入するとのこと（提供：ダイフク）

防衛装備庁は先頃、「F-15の次期味方識別方式への適合化
改修」40機について三菱重工と196億9056万円で契約した。
次期識別方式は通称モード5と呼ばれ、NATO諸国、米国で
2020年より採用されるため、自衛隊でも対応が求められてい
るもの。
防衛省では2014年度に「F-15の次期味方識別方式への適合
化改修（その1）」契約が行われて以降、2016年度に「F-15
の時期味方識別方式への適合化改修及びプロビジョニング改
修」契約が行われるなどしている。2016年度契約では定期修
理を合せて実施している例が含まれることが防衛調達審議会議
事録で明らかになっており、定期修理と合せて適合化改修を行
うことが効率的なため、今回も定期修理が含まれていると見ら
れる。なお、2020年という期限があるため、陸海空自衛隊の
全航空機についての適合化改修が進められている。プロビジョ
ニング改修というのは、新たな味方識別装置の搭載は行わない
が、配線など一部先行的に準備改修を行うもの。

新千歳ではカメラ式バーコードスキャナーを導入、タグのバー
コードだけでなく手荷物の色や形を認識して最後まで追跡可能
とのことだ（提供：ダイフク）

荷物搬送システムを新千歳空港国際線旅客ターミナルビルに納
入すると発表した。海外市場が中心のダイフクの空港システム
事業としては、これが国内初の受注となる。
今回新千歳に納入するシステムは、各種コンベアのほか、最
新のカメラ式バーコードスキャナーや搬送中の手荷物を常時監
視・追跡するソフトウェア等で構成されている。従来型システ
ムと比べると、手荷物タグの読み取り精度が向上しているほ
か、3次元リアルタイムでの手荷物情報管理が可能となってお
り、常に手荷物が空港のどこにあるかを追跡できるとのこと。
ダイフクは、「本システムでの導入で、受託手荷物の遅延・
未着を未然に防止し、管理コストの低減を図るだけでなく、利
用者の顧客満足度向上にも寄与する」としている。また今回が
国内初受注となったダイフクは、「これを契機に海外での納入
経験を活かした先進的な空港向けシステムを、国内空港に向け
て導入展開を積極的に進めていく」としている。
ダイフクの空港システム事業は、2007年に買収した海外
メーカーを中心にスタートした事業で、2018年現在では米国
Jervis B.Webb社、英国Daifuku Logan社、ニュージーランド
BCSグループといった海外会社が連携して展開している。既に
世界で500以上の空港に手荷物搬送システムをはじめとする各
種システム、運用や保守・管理サービスを展開しており、世界
トップクラスのシェアを持っている。

航空自衛隊のF-15J戦闘機（提供：航空自衛隊）

★岩屋防相、玉城沖縄県知事へ基地負担軽減約束
集中協議で県と政府の「実りある成果期待」
普天間飛行場の辺野古移設を巡る問題で、岩屋毅防衛大臣は
就任後初の沖縄県訪問を行い、11月10日には玉城デニー県知
事をはじめ、関係自治体首長らと会談を行った。岩屋大臣は玉
城知事との会談後、戦後70年以上経った今も、県の基地負担が
大きいとして「何としてもこれを軽減していかなければいけな
いという思いを新たにした。これは、政府の責任」と、考えを
述べた。そして改めて、普天間返還のため「辺野古への移設を
実現したい」ことを強調。さらに、在日海兵隊のグアムなどへ
の移転も着実に進めていくと話した。
政府は玉城知事の要請を受けて、約1ヵ月間かけて杉田和博
官房副長官と謝花喜一郎副知事が協議を行う。ただし、政府側
と県側とでは意見が異なり、政府としては辺野古移設を進めて
いくとし、県としては国地方係争処理委員会で申立てを行う構
え。その上で、両者が協議を行っていくことになる。
また、集中協議が行われる中でも、事業者によって辺野古で
は作業が進められる。今は、工事を再開するための海上作業を
行っているところ。しかし現在、土砂を搬出するために必要な

WING DAILY（毎週月−金曜発行、祝日休刊）

岩屋大臣が沖縄で玉城知事らと会談した（提供：防衛省）

本部港が台風被害によって使用できない状況だ。自治体から許
可が得られなければ、埋立て工事に着手できない。事業者と本
部町では、岸壁使用許可申請に関する協議を行っている。政府
側は、適切に許可が得られるよう、十分に調整を行っていくと
している。
岩屋大臣は集中協議について、「政府と沖縄県の相互理解に
ついて実りある成果が生まれることを期待したい」と、考えを
述べた。さらに今後、辺野古への移設を実現し、普天間の全面
返還を成し遂げる。米海兵隊の海外移転を実現する、という目
標に向かって努力することが「最終的には沖縄の気持ちに沿う
ことになるのでは」と話し、あくまで辺野古移転を目指すとし
た。
また岩屋大臣は、普天間飛行場の固定化を絶対に避けるべき
との認識を示しながら、特に南西地域の安全保障環境を考えれ
ば、同飛行場の抑止力を地域に維持する必要もあるとした。そ
のためにも、辺野古移設の実現が必要だと説明した。
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に負担軽減のための会議は設置されているものの、地元から国
が進めている作業について理解が得られる、その上で新たな負
担軽減・地域振興のプランがつくれる、といった環境を実現し
たいとの意向を示した。そのため、「国も誠心誠意、努力をし
ていかなければ」と話した。
渡具知市長との会談では、地域振興の要望を受けると同時
に、キャンプ・シュワブの騒音や交通渋滞など米軍基地に関係
する諸問題を受けたという。「地域振興については、できる限
り協力したい」考えを示し、また基地問題については、住民の
懸念や不安を取り除くよう、誠心誠意取り組むとした。
松川市長との会談では、普天間飛行場の危険性除去など米軍
基地の諸問題について話をしたという。普天間飛行場を視察し
た際に「これだけ多くの学校に取り囲まれているということを
痛感した」と述べ、飛行場の固定化を避けるべきとの姿勢を改
めて実感したという。また以前に、防衛省への地域振興の様々
な要望を受けたとして、それに協力する姿勢を示した。
スミス四軍調整官とは大臣就任後初めて会うとし、会談では
自衛隊と米海兵隊との協力など意見交換を行ったとした。また
岩屋大臣から、事件・事故の防止、安全な運用確保を要請する
とともに、防衛省として普天間移設の考えに揺るぎがないこと
を示し、移設へ向けた作業を進めていく考えを示した。

★海自、ロシア海軍艦艇と海賊対処訓練実施
統合幕僚監部は11月12日、海賊対処行動を実施中の海上自
衛隊の護衛艦「いかづち」とロシア海軍ウダロイI級駆逐艦
「セヴェロモルスク」が海賊対処訓練を実施したと発表した。
今回の訓練は海賊対処に係る連携要領の向上とロシア海軍と
の連携強化を目的に、両艦が展開しているアデン湾で11月10
日に行われ、通信訓練や戦術運動等のほか、写真撮影、クロス
デッキや人員輸送等を行ったとのことだ。

2月に迫る5年以内の普天間停止
状況移り変わり「難しい」
岩屋大臣はこの度の沖縄訪問で、県知事のほか名護市の渡具
知市長、宜野湾市の松川市長、エリック・スミス四軍調整官と
も面談を行った。その後の会見では、2019年2月に迫る普天間
飛行場の5年以内の運用停止について「状況が移り変わってき
た」として、移設作業の遅れなどもあるため「当時の約束で
あった『5年以内の運用停止』は難しいところにきている」と
の考えを示した。その一方で、改めて一日も早い運用停止の実
現に向けて努力すると述べた。
岩屋大臣はこれまでの状況の変遷について、埋立承認が一旦
撤回になったこともあると説明した。その上で防衛省では、普
天間の危険性除去について「できることを精一杯やってきた」
と話した。その例として、空中給油機の岩国への移転や、オス
プレイの訓練移転、さらには大臣の地元の大分県にある日出生
台の演習場では「すでに県道越えの実弾射撃を受け入れ、やが
てはオスプレイの訓練も受け入れることになる」として、全国
の演習場などで訓練移転の受入れを行っているとした。今後も
可能な限り取組みを進めるとし、危険性の除去に積極的に取り
組む考えを示した。
岩屋大臣は、来年2月までとした普天間飛行場の運用停止目
標が「難しい」との見解を示したが、新しい目標の設定につい
ては「ぜひ、新たな目標を国と沖縄が共に設置できるような環
境をつくっていかなければ」と、前向きな姿勢を示した。すで

戦術運動訓練中の海自「いかづち」と露海軍「セヴェロモル
スク」（提供：統合幕僚監部）

「いかづち」に着艦する露海軍「Ka-27」2重反転ローターが
特長だ（提供：統合幕僚監部）

WING DAILY（毎週月−金曜発行、祝日休刊）
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★「防衛装備庁技術シンポジウム2018」開催
様々な先進技術の研究発表会、民間から公演も
防衛装備庁は11月13・
14日の2日間、「防衛装備
庁技術シンポジウム
2018」を東京・市ヶ谷の
「ホテルグランドヒル・
市ヶ谷」で開催する。こ
のシンポジウムは、防衛
装備庁が取り組む様々な
防衛装備技術研究開発の
成果や進捗を一般に公開
し防衛技術に対する理解
を得てもらうためのも
の。
今年は「将来有望な革
新的技術」に注目し、
「国内外関係機関等との
連携」「先進的な民生技
術の積極的な活用」の2つ
をテーマに掲げ、国立研
究開発法人の情報通信研
展示物の一つの高軌道パワード
究機構（NICT）と宇宙航 スーツ、各展示物には担当官が付
空研究開発機構（JAXA） いており、質問にも答えてくれる
から講師を招くほか、エ
アバスや新日鐵住金、福井大学等の民間企業や大学等も、各々
の先進的技術・研究を出展している。
なお入場は無料だが、防衛装備庁ホームページから事前登録
の必要がある。
〔防衛装備庁技術シンポジウム2018」概要〕
▼開催日：11月13・14日（2日間）
▼時間：09：30～17：00
▼場所：「ホテルグランドヒル・市ヶ谷」
▼参加費：無料（装備庁HPから事前登録が必要）
▼装備庁HP＝https://www.mod.go.jp/atla/research/
ats2018/index.html

ベルヘリコプターのODMシステム提案である「ベル・エアタ
クシー」のイメージ図（提供：ベルヘリコプター）

【海外エアラインニュース】

★タイ国際航空、中部−バンコク線にA350型機
名古屋路線初投入、座席数321席
タイ国際航空（THA）はエアバス350-900XWB型機を中部
−バンコク線に投入した。中部線に同機材を使用するのは今回
が初めて。
同社のA350−900XWB型機は座席数がロイヤルシルククラ
ス（ビジネスクラス）32席、エコノミークラス289席の全321
席となっている。ロイヤルシルククラスはフルフラットシート
を採用。座席は1-2-1のスタッカード型の配列となっており、
どの席からも通路に直接アクセスできるようになっている。ま
た、エコノミークラスは3-3-3の配列とするとともに、スリム
シートを装することで足元スペースがより拡大されている。
このほか、リアルタイムでニュース番組やスポーツの試合な
どを視聴可能な「LIVE TV on board」やWi-Fiサービスなど最
先端の機内環境を導入している。
運航スケジュールは以下の通り。
▼TG647便＝中部0:30発−バンコク5:10着
▼TG646便＝バンコク−10:45発−中部18:10着
▼TG645便＝中部11:00発−バンコク15:40着
▼TG644便＝バンコク0:05発−中部7:30着
※毎日運航

【海外メーカーニュース】

★ベルヘリコプター、ODMシステムで各社と着々協力
タレスに次いでEPSとも協力合意に調印
ベルヘリコプターはこのほど、EPS（エレクトリック・パ
ワー・システムズ）社と将来の垂直離着陸（VTOL）航空機お
よびオンデマンド・モビリティー（ODM）ソリューション
（いわゆるベル・エアタクシー）のためのエネルギー貯蔵シス
テム開発に関する協力合意に調印したことを発表した。ベルは
去る10月23日にタレスとも、VTOLおよびODMのための飛行
制御システム開発について協力合意に調印している。
EPSはバッテリー、電力エレクトロニクス、熱制御システ
ム、電池制御システムを開発することになる。

中部−バンコク線に投入したエアバス350−900XWB型機

【旅行関連ニュース】

★JNTO、外国人向け観光案内所の質的向上へ
直営案内所と地方の認定案内所との連携一層強化
日本を訪れる外国人観光客の増加や観光客の求めるニーズが
日々変化する中で、受け入れる日本側の観光案内所に求められ
るサービスも大きく変化している。そうした中で日本政府観光
局（JNTO）は東京・丸の内で展開する直営の外国人向け総合

WING DAILY（毎週月−金曜発行、祝日休刊）
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観光案内所「JNTOツーリスト・インフォメーションセンター
（TIC）」を7年ぶりに一新した。この7年間における外国人観
光客の需要変化にあわせて、文化体験機能や防災関連機能の強
化を図った。
訪日外国人旅行者の訪問先が従来のゴールデンルートから地
方へ広がる中で、リニューアルしたTICでは、地方へのゲート
ウェイとして、日本の津々浦々に関する情報提供能力の向上に
も注力する。このほか、地方にあるJNTO認定観光案内所から
の相談窓口機能を強化するとともに、情報共有を今まで以上に
緊密に行っていくことにより、全国の観光案内所のさらなるレ
ベルアップにつなげる。
丸の内TIC、7年目で初のリニューアル
文化体験コンテンツの拡充や防災機能強化
東京・丸の内のTICは2012年1月にオープンして以来初めて
となる大規模改装を行い、11月12日からサービスの提供を開
始した。
丸の内TICは三菱地所に運営を委託し「日本の魅力発信拠
点」をテーマに、外国人旅行者に対してさまざまな情報を提供
してきた。TICへの訪問者数は年々増加傾向にあり、今年は昨
年に比べて7～8％程度増えているという。丸の内TICの運営を
担当する三菱地所 街ブランド推進部の大谷典之統括は「外国
人観光客の動きが多様化するなかで、東京の観光スポットにお
ける訪問者数の増加率が鈍化傾向にある中で、比較的高い水準
で伸びている」と強調する。
訪問者数の中身にも変化が現れているという。従来TICを訪
問する人の8割は欧米豪からの観光客で構成されていた。現在
でも欧米豪関連の訪問者の比率は高いものの、年々アジア圏の
訪問客も増加傾向にある。アジアからの旅行者のFIT化が急激
に進んできたためだ。
アジア系の旅行者は日本の文化体験にいち早く触れたいとい
う思いや地方で行われているローカルイベントへの訪問意欲が
高いという。大谷総括も「特に東南アジアからの旅行者は日本
の文化体験への関心が非常に高い」と話す。
そうしたことから、リニューアルしたTICでは、外国人訪問
客から特に人気の高い、着物の着付け体験のスペースを拡充す
るとともに、着物タンスを新設し、試着可能な着物を増やし
た。また、最近はムスリム（イスラム教徒）の観光客も増加傾
向にあるため、多目的スペースで礼拝を行うことができるよう
にした。
さらに、TIC周辺の「大丸有（大手町・丸の内・有楽町）エ
リア」におけるエリアツアーの内容も充実。現行の皇居ボラン
ティアツアーや丸の内ウォークガイドに加えて、ナイトア
ミューズメント強化の一環として「丸の内ナイト人力車ツ
アー」を新設した。
TIC、人や文化交流の場として存在価値発揮へ
地方の機能向上が今後のテーマ、相談体制強化
文化体験スペースやエリアツアーの内容に関して大谷統括は
「外国人訪問者が多く滞在する宿泊施設からの情報も収集しな
がら、内容を検討してきた。今後も、近隣のホテルのコンシェ
ルジュなどと定期的に情報交換をしながら内容を充実させてい
きたい」と話す。
コンテンツの拡充とあわせて、今回のリニューアルで取り組
みを強化したのが外国人観光客への防災機能だ。丸の内TICで

11月12日にリニューアルした東京・丸の内のJNTO丸の内・
ツーリスト・インフォメーションセンター（TIC）

は、ムスリム向けのハラルフードの非常食を新たに用意したほ
か、スマートフォンの充電器の数を増やした。このほか、災害
時の情報収集機能を強化するため、災害専用電話を設置した。
災害時対策に関しては今年発生した一連の自然災害による外国
人観光客への情報発信に対して一定の課題があったことから
JNTOでも災害専用ツイッターアカウントを新設するなど、対
応を強化したところ。そうした中で観光案内所についても災害
対応機能を充実させていく方針だ。
インターネットやSNSの普及などにより、外国人観光客が日
本の観光情報に触れる機会が多様化する中で、今後の観光案内
所のあり方が求められている。そうした中で大谷総括は「確か
に情報はさまざまな所から入手することができるが、日本人や
日本の文化との触れ合いの場として観光案内所の存在価値があ
るのではないか」と指摘する。外国人観光客の動き方が従来の
ゴールデンルート中心から地方都市に広がりを見せていく中で
「今後は地方の観光案内所の受入環境の拡充が大切となってく
る」と大谷総括は話す。
JNTOと三菱地所では毎年全国のJNTO認定観光案内所の関
係者を集めて研修会を開催し、丸の内TICでの運営状況を
フィードバックする取り組みを展開している。これに加えて、
定期的に地方の観光案内所からの相談を受け付け、各地方の案
内所で発生した課題解決に向けた協力体制を一層強化していく
考え。
加えて、外国人観光客から質問を受ける内容も地方の細かな
イベントなどに及ぶなど広がりを見せていることから、地方の
観光案内所と二人三脚で情報収集に取り組み、案内内容の充実
化につなげていきたい考えだ。
JNTOの認定観光案内所は多言語対応やWi-Fi環境の拡充な
どで一定の条件を設けてカテゴリー化されている。今後はこう
した条件とあわせて、質的向上につながる取り組みについても
それぞれの案内所が連携を強化することで、外国人観光客のさ
らなる受入能力の向上を目指していく。

