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主な仕様

・LED プロジェクターによる高精細ビジュアルシステム 視界=水平 240°×垂直 80°(+30/-50°)

・振動（3 軸）及びサラウンド音響装置

・6 軸フルモーションシステム

EC135 P2+ フル・フライト・シミュレーター（神戸）

トレーニングセンター

様々なシナリオベースの訓練を実現

2014 年に神戸空港事業所内 トレーニングセンターに導入された EC135 P2+のフル・フライト・シミュレー

ターはエアバス・ヘリコプターズグループ内 EC135 シミュレーターで最高レベルの Level C の仕様です。

シミュレーターの活用により、実機では実施することが難しい多様な系統の非常操作や悪気象条件下の

運航、整備士の試運転その他様々なミッションを想定した効率的で低コストの訓練を提供することが可能

になりました。

184 種類の故障模擬又は非常操作訓練（同時に複数設定可能）が可能で、操縦士・整備士ともに実機で

はリスクの高い、又は実施不可能な訓練を安全に実施することができます。さらに多発タービン機・グラス

コックピットへの初期移行訓練やオートパイロット慣熟、他機種の操縦士の計器飛行や技量維持訓練にも

応用可能です。

ビジュアルデータベース

・3D の地表および高解像度 3D 環境

・神戸空港、関西空港、八尾空港、但馬空港、鳥取空港及び東

京ヘリポートをデータ化

・オイルリグ及び探査船「ちきゅう」のヘリパッド

・地表付近の雪や砂塵の巻き上げを模擬

高度なデブリーフィング機能

・飛行全体をレビュー可能 ・コックピット内の映像

・機内外交話の再生 ・計器盤の表示

フル・フライト・シミュレーターによる操縦士訓練

・等級限定変更（陸上多発タービン機） ・計器飛行証明取得

・計器飛行最近の飛行経験の充足 ・特定操縦技能審査

・非常操作 ・CAT-A 運航

・その他の訓練例

-夜間運航 -悪天候運航

-タービン多発機への初期移行訓練 （タービン機、多発機の基本運航、

グラスコックピット、オートパイロット・SAS、GPS ナビゲーション等）

フル・フライト・シミュレーターによる整備士訓練

・地上試運転・機能チェック * ・地上試運転非常操作

・FCDS（Flight Control Display System）機能チェック

*ホットスタート、マニュアルエンジンコントロール、フライトアクチュエーター

暴走、エンジン火災、ハングスタート、フライトコントロール操作によるマスト

モーメントチェック等

様々なシナリオで意思決定の訓練が可能

実機のミッション使用を妨げずに訓練が可能

実機では危険を伴う訓練をリスクなしに実施が可能

多様な気象環境と機体条件の組合せで効果的な訓練が可能

整備士の訓練及び実地試験の受験が可能

EC135 アビオニクス・トレーナー（AVT）による訓練

・システムの理解を深めるための教材

・学科訓練で学んだ知識・操作手順の定着を図るのに効果的

・空力、エンジンモデルは実機を模擬

・GNS430（実物）又は CMA3000/9000（タッチパネル操作）

・リアルなコックピット（実機サイクリックとコレクティブを使用）

タッチパネルによるアビオニクスの操作

＜アビオニクス・トレーナーを用いた訓練事例＞

フル・フライト・シミュレーター訓練の前に各種操作手順に慣熟

・操縦士：通常操作、非常操作、計器飛行、アビオニクス訓練等

・整備士：アビオニクス、オートパイロット、GPS、試運転訓練等
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操縦士訓練の概要
＊EC135FFS = 神戸 EC135 フル・フライト・シミュレーター AVT=EC135 Avionics Trainer（アビオニクス・トレーナー）

訓練名 学科訓練 シミュレーター訓練 実地試験 掲載ページ

TEM

(Threat and Error Management）
2 時間（0.5 日）

2 時間（0.5 日）

EC135FFS
なし 4-5

多発タービン機非常操作 2 時間（0.5 日）
2 時間（0.5 日）

EC135FFS
なし 6

計器飛行証明 受験準備

*学科試験合格者対象
70 時間（10 日）

20 時間（2 週）

AVT+EC135FFS
なし 7

計器飛行技量維持 3 時間（0.5 日）
3 時間 （2 日）

AVT+EC135FFS
なし 8

多発タービン機初級 7 時間（1 日）
10 時間（5 日）

EC135FFS
なし 9

特定操縦技能審査 ①②
口述審査・実技審査・講評

①EC135FFS ②お客様実機
10

整備士訓練の概要

訓練名 学科訓練 実技訓練 実地試験 掲載ページ

多発タービン・グラスコックピット機基礎 21 時間（3 日）
1 時間 （学科に含む）

EC135FFS
なし 11

■ ご不明な点、ご要望などはお気軽に担当営業までお問い合わせください。

シミュレーター訓練の有効性

1. EASA における実地試験・技量維持訓練での活用状況

EASA 加盟国では回転翼航空機タイプレーティング取得時にシミュレーター訓練の時間の多くを飛行訓練の代わりに算入することが可能となって

おり、シミュレーター訓練の有効性が公式に認められています。算入可能時間はシミュレーターのレベル別に規定されています。EASA 法定の技

量維持訓練（リカレント訓練）では、非常操作を含めたプログラムで多くの運航者にシミュレーターが利用されています。

2. 操作手順及び非常操作訓練

飛行規程に記載された通常操作手順の他、シミュレーターでは、LTE（テールローター機能の喪失）、ボルテックスリング、ダイナミックロールオー

バー、視程低下の環境など様々な不利な条件での訓練が可能です。実機では危険を伴わずに訓練することが困難な非常操作を、シミュレーター

ではじっくりと練習することが可能です。

3. 現実に起こりえる異常事態を想定

実機で実施する非常操作の場合、機体故障は仮想又は不具合により発生する効果の再現（ペダルを踏んでテール機能の喪失を模擬等）で模擬

されます。シミュレーターでは、エンジンの出力限界を超える恐れのあるガバナー故障の非常操作訓練やテールローターの故障を想定した対処

訓練を安全に行うことができます。また、実機訓練の過程では、実務上起こりえる緊急事態をリアルに経験する機会がないため、状況判断力を向

上させることが困難です。シミュレーターでは、安全上の不安なしにこれらの訓練を実施することができるので、不意打ち、状況判断、エラーから

学ぶ能力を含むリアルな訓練を実施することができます。シミュレーター訓練では、さらに下記のメリットがあります。

・トラフィックの混雑による遅延がない

・実際の天気に関わらず、VMC/IMC、昼間/夜間、アイシングコンディション等の飛行条件を設定可能

・稼働率が高い

4. 経済的利点

高価な実機を 2 名のパイロットで訓練に使用した場合の機体償却、運航にかかる人件費、燃料代その他のコストと比較すると、シミュレーター訓

練は大変経済的です。さらに、本来の業務の遂行を妨げることなく、また、整備時間間隔を気にせず訓練を実施することができます。

5. 環境への配慮

近年においては、騒音や窒素酸化物等の排出物が環境に与える影響を無視するわけにはいきません。特に夜間での実機による訓練の際には

大きな問題になりがちですが、シミュレーター訓練では時間や環境を気にせず訓練することが可能です。

6. ハイテク機への順応と技量維持

技術の発達とともに計器類やそれに伴う装置が益々複雑になってきており、緊急事態ではより複雑な状況下での操縦士の判断と処置を余儀なく

されています。最近の事故の傾向を見ると、航空機のシステムの理解不足が原因で、緊急事態に正しく対処できないために、さらに状況を悪化さ

せている事例が増えています。ハイテク機操縦の安全運航及び技量維持のため、シミュレーター訓練は、世界的に欠かせない訓練ツールとなっ

ています。
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TEM（Threat and Error Management）

操縦士を対象にした、各種飛行状態において意思決定に必要な経験を積む訓練を EC135 フル・フライト・シミュレーター（FFS）で

実施する訓練です。厳重な TEM が要求される様々な状況下の意思決定と飛行要領を経験し、操縦士の総合能力を効率的に向

上させる訓練を実施します。

■受講要件 ： 多発タービン回転翼航空機の操縦技能証明

■使用教材 ： EC135 FFS

■訓練場所 ： [学科訓練] 神戸 [実技訓練] 神戸

訓練期間

訓練名 学科訓練 シミュレーター訓練 期間

EC135FFS TEM

学科＋EC135FFS
2 時間 2 時間 1 日

訓練内容

学科訓練シラバス例

訓練内容

2 時間
・オリエンテーション、安全ブリーフィング、EC135 コックピット慣熟

・訓練項目に係る基礎知識（危険性、考慮事項、対処要領等）

実技訓練シラバス例

訓練内容 使用機材

1 回目 ・次に示す訓練項目ごとに危険状態等の体験、回避操作又は適切な手順・操作の訓練 EC135 FFS

実施可能な訓練項目

内容 訓練概要

予期せぬフラットライト*状態
飛行中のフラットライト状態において、姿勢・高度の保持が困難である危険状態を確認、その後対処方法

を訓練

予期せぬ IMC
急激な天候悪化による IMC（雲中飛行を含む）を体験後、予期せぬ IMC 遭遇時の手順を訓練

（手順は、計器飛行証明の有無により区別して訓練）

適切な降下レートの進入着陸

適切な離着陸経路の設定と運航

高降下レートの進入着陸を体験してその危険性を確認、その後、適切な降下計画（適切な進入角度/速度

と降下レートの関係）による進入着陸を訓練

ダウンウォッシュの危険性
ホバリング不能なブラウンアウト/ホワイトアウトを体験後、その可能性のある着陸場への進入要領、進入

復行要領を訓練

*フラットライト：明暗（コントラスト）の極めて少ない飛行環境において水平線の視認が困難となり、機外の物標を目視して得られる高度及び姿勢に関する視覚情報が

少なくなり、計器に頼らなければ安定した飛行を保てなくなる状況。曇天時の積雪地、海上又は湖面の低視程時など。

■訓練終了時には、エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンより修了証が発行されます。

TEM 訓練では、各状況下で起こり得るエラーを実体験することによって、運航に潜む危険を認識し、エラーを誘発する状況に陥らないようにスレ

ット・マネージメントを行える能力を身につけます。

操縦士訓練

ブラウンアウト模擬フラットライト模擬 ホワイトアウト模擬
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TEM（Threat and Error Management）の概念

日本におけるヘリコプター事故の傾向

平成 13 年～25 年に発生した航空事故及び重大インシデント統計（2013 年 12 月発行運輸安全委員会ダイジェスト等より）

TEM の構成要素

TEM の実施要領

スレット
操縦士が関与できない領域で発生

し、運航を複雑にする事象

予期できるスレット 悪天候、電線/障害物、追風・横風、高密度高度、重重量等

予期できないスレット 飛行中の機体の不具合、予報されない悪天候、電線/障害物等

潜在的なスレット 組織の安全文化、運航の重圧、疲労・ストレス、練度不足等

エラー 操縦士の行動（無行動）

機体の操作 不適切な操作、誤った機器の設定・入力、誤った滑走路進入等

手順 チェック項目漏れ、誤った重量重心位置計算、誤ったコールアウト等

コミュニケーション クルー間、ATC での誤った解釈等

UAS

操縦士の行動（無行動）の結果、安

全マージンが低下している状態

(UAS=Undesired Aircraft Status)

機体の操作 運用限界超過、ボルテックス・リング状態、LTE、不必要な雲中突入等

地上誘導 誤った滑走路やヘリポートへの進入等

機体の不適切な形態 システム、操縦装置、自動装置、エンジン、重量・重心位置等

人的要因区分別件数

注意不足、確認省略、
粗雑な作業等

思い込み、憶測等

注意灯や注意
事項の軽視等

送電線等必要なも
のが発見できない

気を取られたこと
等による

世界的にもヘリコプター事故の約8割が人的要因に

より発生しています（うち行動エラーは約 3割に及び

ます）。

航空機事故防止のために、1970 年～80 年代にか

けては、 「エラーの撲滅」 を目的とした CRM

（Crew Resource Management）訓練を行っていま

したが、人はエラーをするものという概念に立ち戻っ

て、90 年代からは、「エラーへの対処」へ概念が変

わってきました。

Threat and Error Management

操縦士はエラーの結果発生するアクシデント・インシデントを引

き起こす要因となるスレット（乗員が関与しないところで発生）、

エラー、UAS（航空機の望ましくない状態） の検知と対処を行う

必要があります。

UAS まで陥ると、より回復が困難になりますので、エラーの誘発

や、UAS に陥らないように、スレットの段階から早期マネージメ

ントを行う必要があります。

国際航空民間航空機関（ICAO）はヒューマンファクター及び

TEMをすべてのパイロット訓練に導入するように求めています。

マネージメント

マネージメント

マネージメント

失敗

失敗

失敗

アクシデント

エアバス・ヘリコプターズ・グループは、European Helicopter Safety Team（EHEST）等の主要安全組織

に参加し、産業界との緊密な連携のもと安全に関する取り組みを主導・推進しています。

EHEST の研究によると、クルーの誤った判断と不適切な対応に起因する航空機事故数が増え続けていま

す。これらを受けて EHEST Training Team では、運航関係者に事故防止の一助となるための安全教育訓練

用リーフレットをトピック別に用意しました。

エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンでは、本リーフレットの和訳を進めており、Asia Pacific Helicopter

Safety Team （AHeST） の HP で公開しています。

URL: http://www.asiahst.org/safety-resources.html


