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SWIM初期サービス説明会



はじめに － Web説明会の円滑な運営のために

1. “氏名（所属）”で入室下さい。
例： 航空太郎（航空局）

2. カメラ「OFF」、マイク「OFF」を基本設定として
ください。

3. 発言の場合は、その都度マイクを「オン」にして
ご発言下さい。

4. インスタントメッセージからの発言は随時可能です。
事務局で、確認し、対応します。



本日ご説明する内容

•これまでの経緯
•本説明会の目的
• SWIMの概要
•サービス概要（Service overview）について
• SWIM初期サービスについて（案）
•今後の予定
•質疑応答
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これまでの経緯
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SWIM説明会
（2017）

• 「SWIMとは？」についての概要説明
• 欧米における導入事例紹介
• アンケート調査

SWIM導入検討会
（2018）

• ユーザー・ニーズ調査
• 初期サービスの検討
• SWIM機器の検討
• 導入計画の検討、合意
→2024年（R6年）からサービス開始

《航空局》
SWIM構築のための
概略設計（2019）

• 初期サービスの設計
• SWIM機器の設計

Looking at 
beyond 2024!



説明会の目的
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•初期サービスについての理解
•初期サービス利用への第一歩



SWIMの概要
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• SWIMはデジタル化された情報を利用者に提供する「SWIM情報サービス」と、これらを利用者が安心して、
いつでも、どこからでも利用できるための「SWIM機能サービス」で構成されます。

• また、適正なサービスの提供や利用を確保するためのルールや運営が「SWIMガバナンス」として構築されます。

メッセージ
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サービス概要（Service overview）について
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• 「サービス概要」（Service overview）とは、情報サービスの利用（候補）者による情報
サービスの発見と情報サービスの特性を踏まえたサービスの利用についての初期評価を促進
することを目的とした“サービス・カタログ”です。

• ICAOの規則により、SWIMを導入する国や地域において、情報サービス毎に「サービス概
要」が準備される予定です。（そのため英語での記載が基本となりますが、日本語版も用意
する予定です。）

• 「サービス概要」の入手方法については各国のAIPで公示されます。

• 「サービス概要」は、情報サービスのライフサイクル（開発・運用・廃止等）に応じて記載
内容が更新されます。

• この情報により、情報サービス利用（候補）者は、自分のニーズを満たす可能性のある情報
サービスを発見することができます。

• 次ページ以降で「サービス概要」に記載される内容を記載例を用いて説明します。



サービス概要（Service overview）について
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NR 項目 記載内容とその意義 テンプレート 記載例

1 サービスの名称 情報サービスの名称 フリーテキスト
DONLON TargetOffBlockTimeSetting Service
（ドンロン空港TOBT設定サービス）

2 サービスのバージョン
消費者が情報サービスの異なるバージョンを区別
できるようにします。

n.n.[n] 1.0.0

3 サービス提供者
情報サービスを提供するために責任を負う組織の
名称で、サービス利用者が情報サービスを特定
し、情報サービスを理解することを支援します。

フリーテキスト
DONLON Airport Authority
（ドンロン空港会社）

4 サービス提供者の連絡先

特定の情報サービスの提供者組織の窓口に関す
る情報。サービス概要に記載される内容を超えて
情報サービスに関する情報を得るための消費者
の支援のために提供される。

フリーテキスト
To request access to the service
: www.donlon-airport.com/swim/service-request

5 サービスの概要

情報サービスの説明：情報サービスの利用目的
や情報サービスの対象となる情報領域を含む
サービスの簡単な概要を提供し、記述されたサー
ビスが特定の状況での利用に適しているかどうか
について消費者を支援するために提供される。

フリーテキスト
及び、以下の分類
FLIGHT INFORMATION;
and/or
AERONAUTICAL INFORMATION
and/or
METEOROLOGICAL INFORMATION
and/or
ENVIRONMENT INFORMATION
and/or
CAPACITY DEMAND & FLOW
INFORMATION
and/or
SURVEILLANCE INFORMATION
and/or
OTHER INFORMATION

The TargetOffBlockTimeSetting service supports
the Airport CDM concept and its implementation
by allowing A-CDM Partners, typically aircraft
operators and ground handlers, with the
capability to set the Target Off-Block Time
(TOBT) that indicates the target time for the
aircraft to be ready for Off-Block.

TOBT設定サービスは、空港CDMのコンセプトとそ
の実装をサポートするもので、A-CDMパートナー、
一般的には航空会社とグランドハンドラーが、航空
機がオフブロックに備えるための目標時間を示す
Target OffBlock Time (TOBT)を設定できるように
しています。

FLIGHT INFORMATION



サービス概要（Service overview）について
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NR 項目 記載内容とその意義 テンプレート 記載例

6 ライフサイクル情報
情報サービスの現状とタイムラインを示すサービ
スライフサイクルステージの情報。

PROSPECTIVE (PLANNED
OPERATIONAL BY) ddmmyyyy
or
OPERATIONAL SINCE ddmmyyyy
or
RETIRED

OPERATIONAL SINCE 01072018
2018年7月1日から運用中

7 情報の地理的範囲
情報サービスによって提供される情報の地理的
範囲の詳細についての記述；ICAO地域、FIR、飛
行場、多角形などで表現可能。

フリーテキスト
DONLON Airport
ドンロン空港

8 サービスの品質
情報サービスの性能特性に係る定性的情報及び
定量的情報に関する記述。

CAPACITY:
Free text (description of capacity)
and/or
TIME BEHAVIOUR:
Free text (description of time
behaviour)
and/or
AVAILABILITY:
Free text (description of availability)
and/or
RECOVERABILITY:
Free text (description of recoverability)
and/or
INTEGRITY:
Free text (description of integrity)
and/or
CONFIDENTIALITY:
Free text (description of confidentiality)

AVAILABILITY: 99.95 % outside the planned
outages

CAPACITY: 2000 service requests per hour

TIME BEHAVIOUR: 2s delay for 95% of messages

【参考】ISO/IEC 25010:2011
Systems and software engineering —
Systems and software Quality 
Requirements and Evaluation (SQuaRE) 
— System and software quality models



サービス概要（Service overview）について
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NR 項目 記載内容とその意義 テンプレート 記載例

9 アクセス制限

情報サービスへのアクセスに関する制約につい
てのフリーテキストの説明。消費者が情報サービ
スにアクセスする資格があるかどうかを理解する
のを支援するとともに、アクセスに関する関連する
セキュリティ上の制約についても理解する。

フリーテキスト

The service is targeting aircraft operators and
ground handlers for their flights at Donlon
Airport. The access to the service is subject to
the signature of a Service Level Agreement with
the Donlon Airport Operator. The access to the
service is based on user id and password.
The service may, as well, be used by the Donlon
Tower Controllers in specific circumstances,
such as under adverse conditions or other
special circumstances.

このサービスは、ドンロン空港でのフライトのため
の航空機オペレーターとグランドハンドラーを対象
としています。サービスへのアクセスは、ドンロン
空港運営会社とのサービスレベル契約の締結が
条件となります。サービスへのアクセスは、ユー
ザーIDとパスワードに基づいています。
また、悪条件やその他の特別な状況下では、ドン
ロン・タワー・コントローラーがサービスを利用する
ことがあります。

10 メッセージ交換パターン

情報サービスで使用されるメッセージ交換パター
ンの説明；消費者が情報サービスとの情報のやり
とりがどのように機能するかを理解するのを支援
する。

REQUEST/REPLY
or
ONE WAY
or
PUBLISH/SUBSCRIBE

REQUEST/REPLY

11 情報交換モデル
AIRMへの準拠情報を含む、情報サービスが準拠
する情報交換モデルについてのフリーテキスト解
説。

フリーテキスト
The service is using an information exchange
model aligned with the AIRM version 1.0.0.



【補足】情報交換モデルについて
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https://www.fixm.aero/ http://aixm.aero/ https://www.wmo.int/aemp/node/220

The ATM Information Reference Model (AIRM) 
is the ATM system-wide reference vocabulary 
for defining ATM information.

http://airm.aero/

ATM情報（運航情報・航空情報・気象情報）はそれぞれXMLベースのFIXM(Flight Information Exchange Model), 
AIXM(Aeronautical Information Exchange Model), IWXXM(ICAO Weather Information Exchange Model)で管理されます。

また、これらのXML情報を相互参照するためのAIRM(ATM Information Reference Model)  が活用されます。

【注意】これらのExchange Modelは、利用用途に応じて将来追加される可能性があります。また、技術の進歩により、
新たな形式の交換モデルが採用される可能性もあります。



サービス概要（Service overview）について
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NR 項目 記載内容とその意義 テンプレート 記載例

12 サービスの評価
サービスを評価するために適用された検証方法
についての説明。

INDEPENDENT VALIDATION:
Free text (validation result)
and/or
COLLABORATIVE VALIDATION:
Free text (validation result)
and/or
USER VALIDATION:
Free text (validation result)
and/or
SELF VALIDATION:
Free text (validation result)

SELF VALIDATION:
DONLON Airport tested the service in
accordance with its QMS based requirements

13 サービスの補足情報
情報サービスに関するより詳細な技術情報を含
む、より多くの情報を見つけることができる場所の
説明。

フリーテキスト（またはNIL） NIL

14 サービスの機能

情報サービス機能のビジネスレベルの特徴を説
明し、ビジネスおよび運用の専門家が、インター
フェースの詳細を見ることなく、情報サービスとの
相互作用のビジネスビューを持つことを支援しま
す。

フリーテキスト（またはNIL） NIL

15 有効なフィルタリング
プロバイダが情報サービスのために消費者に提
供するフィルタの説明。

フリーテキスト（またはNIL） NIL

16 情報源
情報サービスが提供する情報の出所を、その後
の修正の有無とともに説明します。

フリーテキスト（またはNIL） NIL

17 サポート情報
情報提供者が消費者に対して情報サービスに関
連するあらゆる面での支援を行っていることを説
明したもの。

フリーテキスト（またはNIL）
For Incidents on services in operation, contact
the Service desk [24/7]: +693 555 01 service-
desk@donlon-airport.com



SWIM初期サービスについて（案）
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B

B

AIXM情報サービス
提供者

情報サービス
消費者

SWIM
中央装置



AIXM

①デジタル・ノータム登録サービス、
②デジタル・ノータム配信サービス、③デジタル・ノータムリクエストサービス

【航空関係者（空港、無線関係管理者】 【航空情報センター】 【航空関係者】

142044 RJAAYNYX
(2957/19 NOTAMN
Q)RJJJ/QMXLC/IV/M/A/000/999/3
A)RJTT B)1903161500 C)1903312
D)16-18 21 23-25 27 28 30 31 150
E)RWY16L/34R-CLSD DUE TO C

専用様式に記入

依頼者 発行手続き（文書作成）

ノータム情報（テキスト）

情報利用者

メール、ＦＡＸにて送信

補足図面の作成
（手作業等）

ＷＥＢサイト・専用回線等
で配信

文字情報の解読

期間・閉鎖区域等

チャート作図
手作業

【課題】

航空交通量やドローンの増加により、ノータム発行件数（H30年は約13万件発行）が増加して
おり、2024年（R6年）には約19万件になる見込み。（国際ノータム発行空港を35空港から最大
95空港へ拡大予定）
生産年齢人口の減少が進む我が国において今後の航空需要に対応するためには発行手続
きの簡素化が必要。
また、ノータムの解読性を向上させ、内容の誤認等による安全リスクの低減を図る必要がある。

・空港や航空保安施設の管理者等（ノータム発行依頼者）は、必要事項（ノータム事項）を専用様式
に記入し、メールやＦＡＸで航空情報センターへ提出。

・航空情報センターは、必要事項をテキスト形式のノータム情報として作文し、情報利用者（管制機
関や航空会社）へ配信。

・情報利用者は、テキスト形式の情報を解読し、必要に応じて補足図面を作成し各々の業務に利用
している。

【現状】 【導入後】

【効果】
航空情報センターにおけるノータム発行作業が自動化され、ノータム発行までの時間が大幅
短縮（約３０分⇒数分へ短縮）
利用者はデジタル・ノータム配信サービス及びデジタル・ノータムリクエストサービスにアクセス
することにより、グラフィック情報が取得（または作成）可能となり、テキスト情報を解読し、補足
図面を作成する作業が不用となる
⇒ノータム情報の誤認や状況認識の迅速化が図られるほか、人為ミス削減による安全性が
向上。

・ノータム発行依頼者は、 Web画面（ノータム申請画面）による入力申請とする。（デジタルNOTAM登
録サービス）

・Web入力された情報によりノータム情報を自動的に生成する仕組みを航空局で構築し、航空情報
センターにおけるノータム作成作業を効率化。

・利用者へのノータムの提供は、デジタル情報（AIXM形式）によるデジタルNOTAM配信サービス
（Pub/Sub）及びWeb形式によるデジタルNOTAMリクエストサービス（Webサービス・Web API）によ
るものとし、システムによる解読や図化を可能とさせることにより、利用者による情報利用の利便
性を向上させる。

インターネット

Webサイトに入力

依頼者 自動作成

背景
切換

タイム
シフト

グラフィック選択

エラーチェック
機能

ノータム情報（グラフィック情報まで自動作成）

自動作成されたグラフィッ
ク情報により、テキスト情
報の解読が不用、状況認
識の迅速化
ノータ内容の誤認等軽減
補足図面の作成不用

航空局システム
（FACE）

デジタルNOTAM
配信サービス

デジタルNOTAM
登録サービス

デジタルNOTAM
リクエストサービス

ノータム情報（必要な情報を利用者側で選択・加工） 利用者の
システム



サービス概要（素案）

15

1 サービスの名称 デジタル・ノータム登録サービス
2 サービスのバージョン 1.0.0
3 サービス提供者 航空局航空情報センター
4 サービス提供者の連絡先 0476-33-5811(Help desk）

5 サービスの概要

デジタル・ノータム登録サービスは、ノータムの発行手続をWebベースで実
施できるようにするサービスです。WEB APIも提供されます。

AERONAUTICAL INFORMATION
6 ライフサイクル情報 計画中（2024年中に提供開始）
7 情報の地理的範囲 福岡FIR
8 サービスの品質 (今後記述）

9 アクセス制限

このサービスは、空港管理者や航空保安施設の管理者等、ノータムの発
行権限を有する関係者向けのサービスです。そのため、航空情報センター
への航空情報発行のための登録が必要となります。サービスへのアクセ
スは、ユーザーIDとパスワードに基づいて行われます。

10 メッセージ交換パターン REQUEST/REPLY
11 情報交換モデル AIXM 5.x
12 サービスの評価 (今後記述）
13 サービスの補足情報 NIL
14 サービスの機能 NIL
15 有効なフィルタリング NIL
16 情報源 NIL

17 サポート情報
航空局航空情報センター　ヘルプデスク
Tel: 81-476-33-5811　／　e-mail: helpdesk@ais.mlit.go.jp

※今後より具体的な記載とする予定です。
※AIC等での正式な公示も検討します。



サービス概要（素案）
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1 サービスの名称 デジタル・ノータム配信サービス デジタル・ノータムリクエストサービス
2 サービスのバージョン 1.0.0 1.0.0
3 サービス提供者 航空局航空情報センター 航空局航空情報センター
4 サービス提供者の連絡先 0476-33-5811(Help desk） 0476-33-5811(Help desk）

5 サービスの概要

デジタル・ノータム配信サービスは、航空情報センターから発行さ
れたノータムをAIXM形式で配信するサービスです。

AERONAUTICAL INFORMATION

デジタル・ノータムリクエストサービスは、航空情報センターから発
行されたノータムをリクエスト・リプライにより利用者が取得するweb
サービスです。WEB APIも提供されます。

AERONAUTICAL INFORMATION
6 ライフサイクル情報 計画中（2024年中に提供開始） 計画中（2024年中に提供開始）
7 情報の地理的範囲 福岡FIR 福岡FIR
8 サービスの品質 (今後記述） (今後記述）

9 アクセス制限
このサービスへのアクセス制限はありません。ただし、サービスへ
のアクセスは、ユーザーIDとパスワードに基づいて行われます。

このサービスへのアクセス制限はありません。ただし、サービスへ
のアクセスは、ユーザーIDとパスワードに基づいて行われます。

10 メッセージ交換パターン Pub/Sub Request/Reply
11 情報交換モデル AIXM 5.x AIXM 5.x
12 サービスの評価 (今後記述） (今後記述）
13 サービスの補足情報 NIL NIL
14 サービスの機能 NIL NIL
15 有効なフィルタリング NIL NIL
16 情報源 NIL NIL

17 サポート情報

〇サービス利用に関すること
SWIM管理者　ヘルプデスク
Tel: xxx-xxx-xxxx　／e-mail: xxxxx@mlit.goljp
〇ノータムに関すること
航空局航空情報センター　ヘルプデスク
Tel: 81-476-33-5811　／　e-mail: helpdesk@ais.mlit.go.jp

〇サービス利用に関すること
SWIM管理者　ヘルプデスク
Tel: xxx-xxx-xxxx　／e-mail: xxxxx@mlit.goljp
〇ノータムに関すること
航空局航空情報センター　ヘルプデスク
Tel: 81-476-33-5811　／　e-mail: helpdesk@ais.mlit.go.jp

※今後より具体的な記載とする予定です。
※AIC等での正式な公示も検討します。



情報利用者は、情報利用のための自動処理が可能となり、人間による作業の大幅削減が可
能となる。
さらに、自動処理の実現により、情報量に左右されない情報処理がシステム上で可能となり、
今後首都圏等において見込まれる滑走路の増設など、航空を取り巻く環境の変化に対して安
定した対応が可能となる。
航空情報センターは、現在個別Webサイトで提供しているPDFファイルのダウンロードサービス
をSWIMサービスとして集約することにより、維持経費を削減できる。

④AIPデータ配信サービス
⑤AIPファイルダウンロードサービス

【課題】

航空需要増に対応する空港拡張や飛行方式の新設・変更などに伴うAIP公示内容の変更に
管制機関や運航者として確実に対応するためには、現状のままでは情報処理に更なる人員の
増強が必要となる。
⇒生産年齢人口の減少が社会問題化している中、今後航空会社を中心に生産性の拡大を阻
害する恐れがあり、効率的なシステム処理とするための対応が強く要望されている。

・福岡FIRを飛行する航空機の運航に必要な航空路や航空保安無線施設等の情報を航空路誌
（AIP）で提供。

・AIPはテキスト情報であるため、情報利用者（管制機関や航空会社）は内容を確認し、情報利用の
ため利用者側のシステム等に情報を再入力している。

・入力作業による人為的ミス（確認漏れ、勘違い、写し間違い等）の発生防止のため、航空会社等で
は専属の職員を複数名配置させ対応する等細心の注意を払っている。

【現状】

どこが変わって
いるかな？

情報利用者

①変更内容
確認

②変更内容
入力

利用者システム

【導入後】

【効果】

・航空情報センターは、AIP変更内容をFACEシステム内のDBに登録し、DBから情報利用者システ
ムに反映させるためのデジタル情報（AIXM形式）を作成する。

・情報利用者へのAIP情報の配信は、デジタル情報（AIXM形式）によるAIPデータ配信サービス
（Pub/Sub）によるものとし、利用者側システムによる処理の自動化に対応させる。

・システムによる情報利用ができない情報利用者に対しては、 AIPファイルダウンロードサービス
（Webサービス）により、PDFファイルのダウンロードを可能とする。

＜機械のためのAIXM情報＞

システム上で展開
（自動化）

ダウンロード

＜人間のための文字情報
（PDFファイル）＞

情報利用者

利用者システム

PDF

航空局システム
（FACE）

AIXM



サービス概要（素案）

18

1 サービスの名称 AIPデータ配信サービス AIPファイル・ダウンロードサービス
2 サービスのバージョン 1.0.0 1.0.0
3 サービス提供者 航空局航空情報センター 航空局航空情報センター
4 サービス提供者の連絡先 0476-33-5811(Help desk） 0476-33-5811(Help desk）

5 サービスの概要

AIPデータ配信サービスは、航空情報センターから発行されたAIP
情報（AIP Dataset）をAIXM形式で配信するサービスです。

AERONAUTICAL INFORMATION

AIPファイル・ダウンロードサービスは、航空情報センターから発行
されたAIPを利用者がpdf形式で取得するwebサービスです。

AERONAUTICAL INFORMATION
6 ライフサイクル情報 計画中（2024年中に提供開始） 計画中（2024年中に提供開始）
7 情報の地理的範囲 福岡FIR 福岡FIR
8 サービスの品質 (今後記述） (今後記述）

9 アクセス制限
このサービスへのアクセス制限はありません。ただし、サービスへ
のアクセスは、ユーザーIDとパスワードに基づいて行われます。

このサービスへのアクセス制限はありません。ただし、サービスへ
のアクセスは、ユーザーIDとパスワードに基づいて行われます。

10 メッセージ交換パターン Pub/Sub Request/Reply
11 情報交換モデル AIXM 5.x PDF
12 サービスの評価 (今後記述） (今後記述）
13 サービスの補足情報 NIL NIL
14 サービスの機能 NIL NIL
15 有効なフィルタリング NIL NIL
16 情報源 NIL NIL

17 サポート情報

〇サービス利用に関すること
SWIM管理者　ヘルプデスク
Tel: xxx-xxx-xxxx　／e-mail: xxxxx@mlit.goljp
〇ノータムに関すること
航空局航空情報センター　ヘルプデスク
Tel: 81-476-33-5811　／　e-mail: helpdesk@ais.mlit.go.jp

〇サービス利用に関すること
SWIM管理者　ヘルプデスク
Tel: xxx-xxx-xxxx　／e-mail: xxxxx@mlit.goljp
〇ノータムに関すること
航空局航空情報センター　ヘルプデスク
Tel: 81-476-33-5811　／　e-mail: helpdesk@ais.mlit.go.jp

※今後より具体的な記載とする予定です。
※AIC等での正式な公示も検討します。
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⑥ATIS情報配信サービス
⑦ATIS情報リクエストサービス

【現状】

【課題】

本邦航空会社（運航管理者）等は、引き続き専用端末・回線の維持経費の負担が必要となる。
航空局は、情報提供のため古い（レガシー）技術を維持し、サービスを提供しなければならない。
情報入手のためのコストが割高なため、専用端末等を有しない外国航空会社（運航管理者）
は情報の取得ができない。
パイロットが情報取得に携帯するタブレット端末（iPadなど）で情報の取得ができない。
⇒情報取得のためには、操縦席に向かうか、専用端末が設置されている場所に出向く必要が
あり、パイロットの行動が制約される。

・各空港の使用滑走路や進入方式、気象状況
等の情報（ATIS情報という）を利用者（パイ
ロットや運航管理者等）が入手しようとする
場合、操縦席内の無線装置またはデータリ
ンク装置から入手するほか、日本国内の事
業所に設けられた専用端末により情報を取
得している。

本邦航空会社

データリンク
（テキスト）

VHF無線
（音声）

専用回線

航空官署
（空港）

ATIS情報
（テキスト）

パイロット

運航管理者

操縦席

専用端末航空局システム
（FACE）

【導入後】

【効果】
これまで専用端末等により情報を入手していた航空会社は、インターネット等の使用料だけで
情報の取得が可能となる。（他のサービスとあわせて専用端末等の廃止も可能となる。）
⇒航空局も、専用端末向け情報提供のためのシステム（機能）削減が可能となる。
海外の航空会社からもATIS情報の取得がインターネット等を経由して可能となる。
今後増加が見込まれる機内wifi環境を装備する航空機においては、飛行中の航空機からも携
帯端末を通じた情報利用が技術的に可能となる。

地上の運航管理者等へのATIS情報の配信は、インターネット等のIP回線を用いたデジタル情報
（XML形式）によるATIS情報配信サービス（Pub/Sub）によるものとし、専用端末等を有しない外国
航空会社からでも情報を利用しやすくする。
情報利用者（特にパイロットなどの航空機乗組員）へのATIS情報の配信に、インターネット等のIP
回線を用いたWebサービスを追加し、iPad等の携帯端末から情報の利用を可能とする。

本邦航空会社

データリンク
（テキスト）

航空官署
（空港）

ATIS情報配信サービス（XML）

パイロット

運航管理者

海外航空会社

Ｗｅｂサービスの提供により、iPad
など、最新かつ汎用性の高い通信
機器で情報の取得が可能となる。

運航管理者

パイロット

インターネット等（IPネットワーク）

WWW.

ATIS情報リクエストサービス（Web）

航空局システム
（FACE）

VHF無線
（音声）
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1 サービスの名称 ATIS情報配信サービス ATIS情報リクエストサービス
2 サービスのバージョン 1.0.0 1.0.0
3 サービス提供者 東京航空局東京空港事務省航空管制運航情報官　他 東京航空局東京空港事務省航空管制運航情報官　他
4 サービス提供者の連絡先 0476-33-5811(Help desk） 0476-33-5811(Help desk）

5 サービスの概要

ATIS情報配信サービスは、ATIS情報提供空港から発出された
ATIS情報をXML形式で配信するサービスです。

OTHER INFORMATION

ATIS情報リクエストサービスは、ATIS情報提供空港から発出され
たATIS情報をリクエスト・リプライにより利用者が取得するwebサー
ビスです。WEB APIも提供されます。

OTHER INFORMATION
6 ライフサイクル情報 計画中（2024年中に提供開始） 計画中（2024年中に提供開始）
7 情報の地理的範囲 福岡FIR 福岡FIR
8 サービスの品質 (今後記述） (今後記述）

9 アクセス制限
このサービスへのアクセス制限はありません。ただし、サービスへ
のアクセスは、ユーザーIDとパスワードに基づいて行われます。

このサービスへのアクセス制限はありません。ただし、サービスへ
のアクセスは、ユーザーIDとパスワードに基づいて行われます。

10 メッセージ交換パターン Pub/Sub Request/Reply
11 情報交換モデル XML XML
12 サービスの評価 (今後記述） (今後記述）
13 サービスの補足情報 NIL NIL
14 サービスの機能 NIL NIL
15 有効なフィルタリング NIL NIL
16 情報源 NIL NIL

17 サポート情報

〇サービス利用に関すること
SWIM管理者　ヘルプデスク
Tel: xxx-xxx-xxxx　／e-mail: xxxxx@mlit.goljp
〇ATISに関すること
東京航空局東京空港事務所航空管制運航情報官
Tel: 81-xxx-xxx-xxxx　／　e-mail: xxxx@mlit.go.jp

〇サービス利用に関すること
SWIM管理者　ヘルプデスク
Tel: xxx-xxx-xxxx　／e-mail: xxxxx@mlit.goljp
〇ATISに関すること
東京航空局東京空港事務所航空管制運航情報官
Tel: 81-xxx-xxx-xxxx　／　e-mail: xxxx@mlit.go.jp

※今後より具体的な記載とする予定です。
※AIC等での正式な公示も検討します。
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⑧C-PIREP登録サービス、
⑨C-PIREP配信サービス、⑩C-PIREPリクエストサービス

【現状】 【導入後】

・我が国では、航空機が遭遇した乱気流の情報を航空会社のシステムから航空局のデータベース
に登録し、各社の乱気流情報を各社で共有する仕組み（Common PILOT REPORT: C-PIREP）を
平成18年に構築し、現在19社（本邦航空会社のみ）が参画している。

乱気流情報の入出力には専用端末等が必要であり、本邦航空会社に比べ運航便数の少ない
外国航空会社からの利用には高コストとなる。そのため、情報共有のための枠組みに参画し
づらい 。
本邦航空会社にとっては、キスト形式で情報を入出力するため、人間による作業が必要となる。
⇒生産性向上に寄与する効率的なシステム処理への対応（デジタル化）が強く要望されてい
る。

【課題】

○×航空

航空局
乱気流‼

テキスト入力

××航空

テキスト出力

（専用回線）

（専用回線）

どこ？

欲しいけど、コストが
かかりすぎマス

外国航空会社

専用端末

専用端末

PIREP JAL 221046
ID/JAL3049 PN/RJAA-RJCC TP/B737 TM/221046
OV/NIRAX-NISEP FL/390 DU/MOD TO SEV TURB
SK/CLR
WV/278075KT TA/M53 SB/BELT OFF CS/SVC OK
CD/N37436E140224-N38160E140304

※C-PIREPの一例

航空局システム
（FACE）

【効果】
情報の入出力がインターネット等で可能となり、専用端末等を有しない外国航空会社との情報
共有も容易になる。
情報利用者は配信される乱気流情報を瞬時にグラフィック表示することが可能となり、テキスト
の解読や補足図面を作成する作業が不要となる。
本邦航空会社においても専用端末等からの情報入手が不要となり、他のサービスの利用とあ
わせて専用端末等の廃止が可能となる。
⇒航空局も航空局システムの関連機能を廃止できる。
乱気流情報の利活用が国内外の航空会社において促進されることにより、安全性が向上する。

・乱気流情報の登録は、C-PIREP登録サービス（Web, Web API）によりWeb画面からの入力等を可能
とする。

・利用者へ乱気流情報の配信は、インターネット等のIP回線を用いたXML形式によるC-PIREP配信
サービス（Pub/Sub）とし、利用者側での情報の自動処理（自動描画等）に対応させる。

・また、C-PIREPリクエストサービス（Webサービス、Web API）により、外国航空会社等の情報取得が
容易になるよう対応させる。

○×航空

航空局乱気流‼

WEB入力

××航空

XML出力

インターネット等

インターネット等

Webサービス

利用者側での情報の自動加工例
（色の違いで揺れの強さを識別）

外国航空会社

航空局システム
（FACE）

C-PIREP登録サービス

C-PIREP配信サービス

C-PIREPリクエストサービス
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1 サービスの名称 C-PIREP登録サービス
2 サービスのバージョン 1.0.0
3 サービス提供者 東京航空局東京空港事務所（FSC）　他
4 サービス提供者の連絡先 03-XXXX-XXXX

5 サービスの概要

C-PIREP登録サービスは、C-PIREPの登録手続をWebベースで実施でき
るようにするサービスです。WEB APIも提供されます。

OTHER INFORMATION
6 ライフサイクル情報 計画中（2024年中に提供開始）
7 情報の地理的範囲 福岡FIR
8 サービスの品質 (今後記述）

9 アクセス制限

このサービスは、「航空局と〇〇〇」に基づく情報共有の枠組みに参画す
る事業者向けのサービスです。そのため、「航空局と〇〇〇」に基づく登録
が必要となります。サービスへのアクセスは、ユーザーIDとパスワードに基
づいて行われます。乱気流情報を入手した航空局職員が本サービスを利
用する場合もあります。

10 メッセージ交換パターン REQUEST/REPLY
11 情報交換モデル XML
12 サービスの評価 (今後記述）
13 サービスの補足情報 NIL
14 サービスの機能 NIL
15 有効なフィルタリング NIL
16 情報源 NIL

17 サポート情報

〇サービス利用に関すること
SWIM管理者　ヘルプデスク
Tel: xxx-xxx-xxxx　／e-mail: xxxxx@mlit.goljp
〇C-PIREPに関すること
航空局交通管制部運用課　情報第4係
Tel: 81-03-XXXX-XXXX　／　e-mail: XXXX@mlit.go.jp

※今後より具体的な記載とする予定です。
※AIC等での正式な公示も検討します。
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1 サービスの名称 C-PIREP配信サービス C-PIREPリクエストサービス
2 サービスのバージョン 1.0.0 1.0.0
3 サービス提供者 東京航空局東京空港事務所（FSC）　他 東京航空局東京空港事務所（FSC）　他
4 サービス提供者の連絡先 03-XXXX-XXXX 03-XXXX-XXXX

5 サービスの概要

C-PIREP配信サービスは、C-PIREPとして登録された乱気流情報
をXML形式で配信するサービスです。

OTHER INFORMATION

C-PIREPリクエストサービスは、C-PIREPとして登録された乱気流
情報をリクエスト・リプライにより利用者が取得するwebサービスで
す。WEB APIも提供されます。

OTHER INFORMATION
6 ライフサイクル情報 計画中（2024年中に提供開始） 計画中（2024年中に提供開始）
7 情報の地理的範囲 福岡FIR 福岡FIR
8 サービスの品質 (今後記述） (今後記述）

9 アクセス制限

このサービスは、「航空局と〇〇〇」に基づく情報共有の枠組みに
参画する事業者向けのサービスです。そのため、「航空局と〇〇
〇」に基づく登録が必要となります。サービスへのアクセスは、
ユーザーIDとパスワードに基づいて行われます。

このサービスは、「航空局と〇〇〇」に基づく情報共有の枠組みに
参画する事業者向けのサービスです。そのため、「航空局と〇〇
〇」に基づく登録が必要となります。サービスへのアクセスは、
ユーザーIDとパスワードに基づいて行われます。

10 メッセージ交換パターン Pub/Sub Request/Reply
11 情報交換モデル XML XML
12 サービスの評価 (今後記述） (今後記述）
13 サービスの補足情報 NIL NIL
14 サービスの機能 NIL NIL
15 有効なフィルタリング NIL NIL
16 情報源 NIL NIL

17 サポート情報

〇サービス利用に関すること
SWIM管理者　ヘルプデスク
Tel: xxx-xxx-xxxx　／e-mail: xxxxx@mlit.goljp
〇C-PIREPに関すること
航空局交通管制部運用課　情報第4係
Tel: 81-03-XXXX-XXXX　／　e-mail: XXXX@mlit.go.jp

〇サービス利用に関すること
SWIM管理者　ヘルプデスク
Tel: xxx-xxx-xxxx　／e-mail: xxxxx@mlit.goljp
〇C-PIREPに関すること
航空局交通管制部運用課　情報第4係
Tel: 81-03-XXXX-XXXX　／　e-mail: XXXX@mlit.go.jp

※今後より具体的な記載とする予定です。
※AIC等での正式な公示も検討します。
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⑩フライトプラン登録サービス

【現状】 【導入後】

・我が国では、運航者から航空局への飛行計画（フライトプラン）の提出について、専用端末及び専
用回線を用いて実施している。

・利用が急増している海外ビジネスジェットや個人機等は電話やFAXで最寄りの航空局機関へ飛行
計画を提出している。

航空会社からのフライトプラン情報の入力に使用している専用端末と航空局システムとの通信
には 古い通信手順（インターフェース）を用いており、今後技術を維持するための費用が双方
で増大する。
ビジネスジェットなど、個人機からのフライトプラン情報の登録が今後も電話・FAXに限定され
る場合、さらなる利用増に応じた対応（システム入力）が航空局で困難になる。

【課題】

○×航空

航空局システム
（FACE）

航空会社

代
理
店

専用線

電話・FAX

航空局○○事務所

システム入力
（航空局）

専用端末

飛行計画（フライトプラン）作成
入力

飛行
計画書

個人
（ビジネスジェット等）

【効果】

・運航者からのFPL情報の登録を、インターネット等のIP回線を用いたフライトプラン登録サービス
（Web, Web API）として再構築し、いつでも、どこからでも飛行計画がXML形式で航空局に登録でき
るように対応する。

・航空会社などのヘビーユーザー向けにはWeb APIを提供し、航空会社の飛行計画作成システムか
ら直接飛行計画データが航空局システムに登録できるように対応する。

航空会社は、飛行計画の作成にあわせてXML形式による航空局システムへの登録が可能と
なり、他のサービスの利用とあわせて専用端末等の廃止が可能となる。
個人機からの飛行計画の登録がWebサイトからいつでも、どこからでも可能となる。
航空局は、全てのFPLをXML形式で取り扱うことが可能となり、デジタルノータム配信サービ
スや後述するPKGリクエストサービスとの併用により、更なるサービス向上が可能となる。

○×航空

航空局システム
（FACE）

代
理
店

Webサービス

FPL
登録サイト

FPL
登録
サイト

FPL
登録サイト

航空会社

飛行計画（フライトプラン）
作成システムから直接登録

フライトプラン登録サービス個人
（ビジネスジェット等）
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1 サービスの名称 フライトプラン登録サービス
2 サービスのバージョン 1.0.0
3 サービス提供者 東京航空局東京空港事務所（FSC）　他
4 サービス提供者の連絡先 03-XXXX-XXXX

5 サービスの概要

フライトプラン登録サービスは、飛行計画の提出手続をWebベースで実施
できるようにするサービスです。WEB APIも提供されます。

FLIGHT INFORMATION
6 ライフサイクル情報 計画中（2024年中に提供開始）
7 情報の地理的範囲 福岡FIR
8 サービスの品質 (今後記述）

9 アクセス制限

このサービスは、「航空局と〇〇〇」に基づく事業者等向けのサービスで
す。そのため、「航空局と〇〇〇」に基づく本サービスの利用登録が必要と
なります。サービスへのアクセスは、ユーザーIDとパスワードに基づいて行
われます。航空局職員が本サービスを利用する場合もあります。

10 メッセージ交換パターン REQUEST/REPLY
11 情報交換モデル FIXM
12 サービスの評価 (今後記述）
13 サービスの補足情報 NIL
14 サービスの機能 NIL
15 有効なフィルタリング NIL
16 情報源 NIL

17 サポート情報

〇サービス利用に関すること
SWIM管理者　ヘルプデスク
Tel: xxx-xxx-xxxx　／e-mail: xxxxx@mlit.goljp
〇飛行計画に関すること
航空局交通管制部運用課　情報第3係
Tel: 81-03-XXXX-XXXX　／　e-mail: XXXX@mlit.go.jp

※今後より具体的な記載とする予定です。
※AIC等での正式な公示も検討します。
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⑪ATS情報配信サービス
⑫ATS情報リクエストサービス

【現状】 【導入後】

・飛行計画（FPL）や出発、到着時刻など、航空局が有する航空機の運航に関する情報（ATS情報）
を航空会社や空港会社、関係省庁に配信する場合、航空局システムと関係機関システムを１対１
でその都度協議し、接続している。

生産性向上のため、航空会社や空港会社、関係省庁もICTの導入による情報のデジタル化を
進めて おり、航空局から配信する情報もデジタル対応とすることが求められている。
航空局からの情報がデジタル化されない場合、利用者の生産性が想定通りに向上しない。

【課題】

航空局システム
（FACE）

専用線

○×航空

空港会社

航空会社

関係省庁専用線

専用端末

専用システム

（利用用途）
・スポット使用計画
・利用者への時刻案内

（利用用途）
・運航管理、運航支援
・協力会社の支援

（利用用途）
・防空識別

専用線

【効果】

・航空局が有するATS情報をシステム処理が容易なXML形式でATS情報配信サービス（Pub/Sub）と
して、インターネット等のIP回線により配信する。

・航空局のFACE以外のシステム向けには、ATS情報リクエストサービス（Web, Web API）として、個
別フライトの運航情報照会に対応させる。

情報利用者は、ATS情報の取得がXML形式で可能となり、専用端末等による高コストの従来
方式かICTが活用できる新たな方式に移行できる。（情報利用者の生産性が向上する。）
航空局は、テキスト形式でのATS情報配信を終了させることが可能となり、そのための従来（レ
ガシー）機能を縮小・廃止できる。

航空局システム
（FACE）

○×航空

空港会社

航空会社

関係省庁

SWIM
性能向上

航空局システム
（他システム）

ATS情報配信サービス

ATS情報リクエストサービス

専用端末
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1 サービスの名称 ATS情報配信サービス ATS情報リクエストサービス
2 サービスのバージョン 1.0.0 1.0.0
3 サービス提供者 航空交通管理センター 航空交通管理センター
4 サービス提供者の連絡先 092-XXXX-XXXX 092-XXXX-XXXX

5 サービスの概要

ATS情報配信サービスは、航空局システムに登録された運航情報
をXML形式で配信するサービスです。

FLIGHT INFORMATION

ATS情報リクエストサービスは、航空局システムに登録された運航
情報をリクエスト・リプライにより利用者が取得するwebサービスで
す。WEB APIも提供されます。

FLIGHT INFORMATION
6 ライフサイクル情報 計画中（2024年中に提供開始） 計画中（2024年中に提供開始）
7 情報の地理的範囲 福岡FIR 福岡FIR
8 サービスの品質 (今後記述） (今後記述）

9 アクセス制限

このサービスは、「航空局と〇〇〇」に基づく事業者等向けのサー
ビスです。そのため、「航空局と〇〇〇」に基づく本サービスの利
用登録が必要となります。サービスへのアクセスは、ユーザーIDと
パスワードに基づいて行われます。航空局職員が本サービスを利
用する場合もあります。

このサービスは、「航空局と〇〇〇」に基づく事業者等向けのサー
ビスです。そのため、「航空局と〇〇〇」に基づく本サービスの利
用登録が必要となります。サービスへのアクセスは、ユーザーIDと
パスワードに基づいて行われます。航空局職員が本サービスを利
用する場合もあります。

10 メッセージ交換パターン Request/Reply Request/Reply
11 情報交換モデル XML XML
12 サービスの評価 (今後記述） (今後記述）
13 サービスの補足情報 NIL NIL
14 サービスの機能 NIL NIL
15 有効なフィルタリング 〇〇に関する情報は配信されません。 〇〇に関する情報は取得できません。
16 情報源 NIL NIL

17 サポート情報

〇サービス利用に関すること
SWIM管理者　ヘルプデスク
Tel: xxx-xxx-xxxx　／e-mail: xxxxx@mlit.goljp
〇飛行計画に関すること
航空局交通管制部運用課　情報第3係
Tel: 81-03-XXXX-XXXX　／　e-mail: XXXX@mlit.go.jp

〇サービス利用に関すること
SWIM管理者　ヘルプデスク
Tel: xxx-xxx-xxxx　／e-mail: xxxxx@mlit.goljp
〇飛行計画に関すること
航空局交通管制部運用課　情報第3係
Tel: 81-03-XXXX-XXXX　／　e-mail: XXXX@mlit.go.jp

※今後より具体的な記載とする予定です。
※AIC等での正式な公示も検討します。
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⑬空港プロファイルサービス

【現状】 【導入後】

・日本全国の空港の現況をエアラインなど空港の利用者が把握するためには、空港に関する航空
情報や気象情報をそれぞれシステムで収集するほか、航空局に直接問い合わせ、確認している。

本邦航空会社のハブ空港（特に首都圏空港）において天候不良時や滑走路閉鎖などのトラブ
ルが発生すると、当該事象による影響が全国の空港へ拡大する。
ハブ空港を中心に地方空港にも多数の路線を有する本邦航空会社は、影響を把握するため
電話による問い合わせを行うが、航空局（ATMセンターや各空港事務所）も影響が正確に把握
できず、回答が困難になる。
航空会社における影響便の判別が困難となり、状況次第では多数の欠航便を発生させかね
ない。

【課題】

○×航空

航空局
（ATMセンター
・空港事務所）

航空会社

空港管理者
または

航空情報センター

運航情報（問い合わせ）

航空情報（問い合わせ）

気象情報（問い合わせ）

テキスト情報（配信）

テキスト情報（配信）

運航情報（回答）

航空情報（回答）

気象情報（回答）

状況の把握に
時間がかかるなぁ・・・

支店担当現場担当

本社担当

【効果】

・XML化された「運航情報」や、「航空情報」、「気象情報」を合成し、任意時刻における日本国内の各
空港の運用状況や今後の空港利用予測をWebサービスとして提供する。

空港の運用状況や今後の混雑予測がWebサイトを通じて一目で可能となる。
トラブルの影響がリアルタイムに反映され、航空会社の迅速な意思決定が可能となる。
この結果、不必要な欠航便の発生を抑制することが可能となる。

○×航空

航空局

航空会社

航空情報センター

状況の把握が一瞬で
できるようになった！

SWIM

遅延の発生状況や航空交通の混雑
予測をグラフで一覧表示させる。

施設の状況や気象情報を空港毎に
表示させる。

Web
サービス

本社担当

＜ポイント＞

本サービスは全国の空港の運用
状況を一括して航空会社の運航
管理部門等に提供するもの。（航
空機の利用が多い一部の空港で
は更に詳細な情報が空港の関係
者に共有される。）

航空局システム
（FACE）

気象庁システム

空港プロファイルサービス
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1 サービスの名称 空港プロファイルサービス
2 サービスのバージョン 1.0.0
3 サービス提供者 東京航空局東京空港事務所（FSC）　他
4 サービス提供者の連絡先 03-XXXX-XXXX

5 サービスの概要

空港プロファイルサービスは、空港に関連した運航情報や航空情報、気象
情報を合成し、空港の「今」を利用者にスナップショット的に提供するWeb
サービスです。

OTHER INFORMATION
6 ライフサイクル情報 計画中（2024年中に提供開始）
7 情報の地理的範囲 福岡FIR
8 サービスの品質 (今後記述）

9 アクセス制限

このサービスは、「航空局と〇〇〇」に基づく事業者等向けのサービスで
す。そのため、「航空局と〇〇〇」に基づく本サービスの利用登録が必要と
なります。サービスへのアクセスは、ユーザーIDとパスワードに基づいて行
われます。

10 メッセージ交換パターン REQUEST/REPLY
11 情報交換モデル XML
12 サービスの評価 (今後記述）
13 サービスの補足情報 NIL
14 サービスの機能 NIL
15 有効なフィルタリング NIL
16 情報源 NIL

17 サポート情報

〇サービス利用に関すること
SWIM管理者　ヘルプデスク
Tel: xxx-xxx-xxxx　／e-mail: xxxxx@mlit.goljp
〇空港の情報に関すること
東京航空局東京空港事務所航空管制運航情報官
Tel: 81-03-XXXX-XXXX　／　e-mail: XXXX@mlit.go.jp

※今後より具体的な記載とする予定です。
※AIC等での正式な公示も検討します。
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⑭パッケージ（ＰＫＧ）リクエストサービス（メッセージ）

【現状】 【導入後】

・航空情報と気象情報など、複数の文字（テキスト）情報を参照する場合、人間による情報
の解読及び地図などへの描画作業が情報利用者において必要となっている。

参照が必要な情報が複数存在する場合、状況の把握に時間を要する。
人為的な描画ミスなどによる安全上のリスクが大きい。

【課題】

台風情報
○○○○○○
○○○○・・・・・

訓練空域情報
（ノータム）

○○○○○○
○○○○・・・・・

飛行計画情報
（フライトプラン）
○○○○○○
○○○○・・・・・

文
字
（

テ
キ
ス
ト
）

情
報

何度も内容
を確認

地図等へ描画

台

【効果】

・利用者からの検索要求に応じて、検索時間内に有効な航空情報や気象情報（メッセージ）を合成し、
Webサービスとし提供する。

・空港プロファイルサービス等との併用（図と文字の表示）を可能とする。

運航者においては、航空機の運航に必要な情報を一括で確認でき、飛行前の確認（ブリーフィ
ング）時間の短縮が可能となる。

SWIM

航空情報
気象情報
運航情報
地図情報

CAB12
3

CAB123

<TYPH INFO>
・・・・・・・・・・・・・

<NOTAM 
INFO>
・・・・・・・・・・・・・

<FLT INFO>
・・・・・・・・・・・・・

Web
サービス

航空局システム
（FACE）

PKGリクエストサービス
（メッセージ）

PKGリクエストサービス
（地図/GIS）
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1 サービスの名称 パッケージ（PKG）リクエストサービス
2 サービスのバージョン 1.0.0
3 サービス提供者 航空交通管理センター
4 サービス提供者の連絡先 03-XXXX-XXXX

5 サービスの概要

パッケージ（PKG）クエストサービスは、利用者からの要求に応じ、抽出す
る航空情報及び気象情報のテキストのみを合成し、提供するWebサービス
です。Web APIも提供されます。

OTHER INFORMATION
6 ライフサイクル情報 計画中（2024年中に提供開始）
7 情報の地理的範囲 福岡FIR
8 サービスの品質 (今後記述）

9 アクセス制限

このサービスは、「航空局と〇〇〇」に基づく事業者等向けのサービスで
す。そのため、「航空局と〇〇〇」に基づく本サービスの利用登録が必要と
なります。サービスへのアクセスは、ユーザーIDとパスワードに基づいて行
われます。

10 メッセージ交換パターン REQUEST/REPLY
11 情報交換モデル XML
12 サービスの評価 (今後記述）
13 サービスの補足情報 NIL
14 サービスの機能 NIL
15 有効なフィルタリング NIL
16 情報源 NIL

17 サポート情報
SWIM管理者　ヘルプデスク
Tel: xxx-xxx-xxxx　／e-mail: xxxxx@mlit.goljp

※今後より具体的な記載とする予定です。
※AIC等での正式な公示も検討します。
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⑮スロットリクエストサービス

【現状】 【導入後】

・現在、航空会社等が混雑空港の発着枠（スロット）や駐機場（スポット）を確保するためには、各空
港の施設管理者に電話やFAXでその都度空き状況の確認を行い、その後、必要書類を送付し、使
用の許可を得ている。

航空会社ではその都度情報の照会が必要となり、運航計画の作成に時間を要する。
インバウンド増加に比例して調整回数も増加しており、航空局の電話対応も煩雑になってきて
いる。
首都圏空港の機能強化による発着回数の増加も見込まれ、効率的な調整が求められる。

【課題】

○×航空

航空会社

発着枠や駐機場の
確保に時間がかか

るなぁ・・・

A空港

B空港

空いていま
すか？

今なら大丈夫
ですよ！

空いていま
すか？今は、空きが

ありません。

本社担当

支店担
当

調整

【効果】

・混雑空港の発着枠及び駐機場の空き状況をWeb上で公開し、調整を全てオンライン上で完結させ
る。

発着枠や駐機場の取得調整がオンライン化され、航空会社の運航計画の作成が効率化され
る。
航空局の電話対応も原則不要となり、発着枠の増加に増員せず対応可能となる。
また、情報が公開されることにより資源の有効活用が図られる。

○×航空

航空会社

状況の把握が一瞬で
できるようになった！

SWIM

予約申請を
行う

予約申請を
行う

到着 出発
運航日
便名
型式
経路
時刻

運航日
便名
型式
経路
時刻

線 線
目的 目的

2016/07/16 2016/07/16
CAB0001 CAB0002
CLEX CLEX
PHNL PHNL
1400 1800
I I
GA GA

Webサービ
ス

空き状況を公開

申請もオンラインで実施

A空港

B空港

○発着枠の状況
○駐機上の状況

○発着枠の状況
○駐機上の状況

本社担当

航空局システム
（統合スポット）

SLOTリクエストサービス
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1 サービスの名称 スロットリクエストサービス
2 サービスのバージョン 1.0.0
3 サービス提供者 東京航空局東京空港事務所（FSC）　他
4 サービス提供者の連絡先 03-XXXX-XXXX

5 サービスの概要

スロットリクエストサービスは、空港のスロット及びスポットの空き状況の確
認及び取得を可能とするWebサービスです。Web APIも提供されます。

OTHER INFORMATION
6 ライフサイクル情報 計画中（2024年中に提供開始）
7 情報の地理的範囲 福岡FIR内の空港（国管理空港に限る）
8 サービスの品質 (今後記述）

9 アクセス制限

このサービスは、「航空局と〇〇〇」に基づく事業者等向けのサービスで
す。そのため、「航空局と〇〇〇」に基づく本サービスの利用登録が必要と
なります。サービスへのアクセスは、ユーザーIDとパスワードに基づいて行
われます。

10 メッセージ交換パターン REQUEST/REPLY
11 情報交換モデル XML
12 サービスの評価 (今後記述）
13 サービスの補足情報 NIL
14 サービスの機能 NIL
15 有効なフィルタリング NIL
16 情報源 NIL

17 サポート情報

〇サービス利用に関すること
SWIM管理者　ヘルプデスク
Tel: xxx-xxx-xxxx　／e-mail: xxxxx@mlit.goljp
〇スポット及びスロットの情報に関すること
東京航空局東京空港事務所航空管制運航情報官
Tel: 81-03-XXXX-XXXX　／　e-mail: XXXX@mlit.go.jp

※今後より具体的な記載とする予定です。
※AIC等での正式な公示も検討します。



34

⑯メッセージWebメールサービス

【現状】 【導入後】

・上空通過の許可手続きなど、当該国の要求に応じてAFTN通報を航空会社等から送付する場合が
ある。

・日本の領空を通過する外国航空機についても、申請をAFTN通報で航空局が受け付ける場合があ
る。

世界各国がSWIMに移行しない限り、AFTN通報による海外との通信は完了できない。
そのため、古い技術を残置し続ける必要があり、維持管理等のコストが増加する懸念がある。

【課題】 【効果】

・WebメールサービスとAFTNのゲートウェイ機能を有する航空局システム（FACE）が連動し、メッセー
ジの変換を行う。

・航空会社や航空局は、専用端末による情報処理が不要となる。

航空会社は、他のサービスを併用することにより、航空局との専用線によるシステム接続から
解放される。
現在航空局システム（FACE）に接続する航空会社等がSWIM接続に変更が完了した後、航空
局も既存の機能や通信設備を統廃合することが可能となる。

航空局システム
（FACE）

○×航空

航空会社

専用端末専用線AFTN

AFTN

航空局システム
（FACE）

SWIM

○×航空

航空会社

Webサービス

メッセージWebメール
サービス

【国内→海外】
・WebメールをAFTN様式へ変換
【海外→国内】
・AFTN様式をWebメールへ変換



サービス概要（素案）
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1 サービスの名称 メッセージWebメールサービス
2 サービスのバージョン 1.0.0
3 サービス提供者 航空交通管理センター
4 サービス提供者の連絡先 092-XXX-XXXX

5 サービスの概要

メッセージWebメールサービスは、海外から受信した国内関係機関向け
AFTNメッセージをWebメールに変換するほか、国内関係機関からの本
サービスによるWebメールをAFTNメッセージに変換し、海外の管制機関等
とのAFTN通信を確保するためのWebサービスです。Web APIも提供されま
す。

OTHER INFORMATION
6 ライフサイクル情報 計画中（2024年中に提供開始）
7 情報の地理的範囲 福岡FIR
8 サービスの品質 (今後記述）

9 アクセス制限

このサービスは、「航空局と〇〇〇」に基づく事業者等向けのサービスで
す。そのため、「航空局と〇〇〇」に基づく本サービスの利用登録が必要と
なります。サービスへのアクセスは、ユーザーIDとパスワードに基づいて行
われます。

10 メッセージ交換パターン REQUEST/REPLY
11 情報交換モデル XML
12 サービスの評価 (今後記述）
13 サービスの補足情報 NIL
14 サービスの機能 NIL
15 有効なフィルタリング NIL
16 情報源 NIL

17 サポート情報
SWIM管理者　ヘルプデスク
Tel: xxx-xxx-xxxx　／e-mail: xxxxx@mlit.goljp

※今後より具体的な記載とする予定です。
※AIC等での正式な公示も検討します。



今後の予定
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• 各サービスについて、関心の高いものがございましたら、
当該サービス名をお知らせ下さい。
※ 8月末日までにお願いします。
※利用の決断（お約束）を求める訳ではありません。

• サービス毎に「想定利用者リスト」を作成し、詳細検討
の際に“ユーザーの視点”としての意見伺いを想定して
います。

• COVID-19の影響により計画等変更になる場合があります。
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