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このたび、エアバス・ヘリコプターズのEC155を含むドーファンシリーズに
対して、国土交通省より耐空性改善通報TCD-8985-2017が発行されました。
お客様及び多くの方々に多大なるご迷惑をお掛けしていますことを、ここに
深くお詫び申し上げます。エアバス・ヘリコプターズは引き続きお客様と密接
に連携し、1日も早い当該機の運航維持のための最善を尽くします。

さて今号では、6月19日～25日に開催されたパリ国際航空ショーの最新情報
からお届けします。1909年にスタートしたパリ国際航空ショーは、航空、防衛、
宇宙分野を中心とする約2300社が出展します。イギリスのファンボローと1年
おきに開催し、出展総面積は約32万平方メートル、出展航空機は150機にの
ぼります。毎年会期中の来場者数は業界関係者が15万人、一般は20万人とな
ります。

弊社は今後ともお客様のご要望と信頼にお応えし、安全運航のためにより一
層尽力して参ります。 “空の安全性、有用性、経済性を高め、社会に貢献する” 
世界No.1のヘリコプターメーカーであり続けるために、引
き続き日本国内でAviation Safety のための活動をより積
極的に行って参ります。詳細は追ってご案内申し上げます。 

皆様の日頃のご愛顧に感謝し、期待に応えるべくさら
に努力して参ります。

エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン株式会社
営業本部長　ギヨム・ルプランス
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特集

エアバス・ヘリコプターズはパリ国際航空ショーにて、VSR700 OPV（Optionally Piloted Vehicle）デモンストレーターの自律飛行試
験を開始したことを発表しました。VSR700は、カブリG2ヘリコプターを製造しているギンバル社との共同開発によるもので、2018年に
予定している実際のVSR700試作機による初飛行への道を切り開くことになります。

有人による飛行試験フェーズでは、OPVに搭載されているエアバス・ヘリコプターズの自動飛行制御システムの改良に重点を置き、
最終的には無人による完全な自律飛行に至ることになります。VSR700の飛行制御システムは、完全デジタル方式で、高い冗長性を

もったマルチ・チャンネルシステムであり、エアバス・ヘリコプ
ターズの優れたデジタル自動操縦の技術が生かされています。ま
た最近では、海上オペレーションにおける飛行性能を評価するた
め、フランス海軍フリゲート艦の支援のもと、有人のカブリG2を
使用した試験も実施しました。

VSR700は、幅広いミッション機器を最大250キログラムまで
装備可能、任務に応じて、航続時間は10時間を超える能力を備え
ることになります。海軍からの要求を満たした、有人ヘリコプター
を補完するように開発されるため、光学センサーや海上／陸上
レーダーを使用した ISTAR（情報収集・監視・目標補足・偵察）
任務を行う陸上でのオペレーションにも活用されることが期待さ
れます。さらに、民間機ベースの航空機で、かつディーゼルエンジ
ンであること、また運航整備に必要な人員・リソースを抑えられる
ことにより、ヘリコプターよりも低いコストで運用されます。

VSR700デモンストレーター、初の自律飛行を実施

２０１７年６月１９日～２５日パリ国際航空ショーがフランス・パリ郊外のル・ブル
ジェ空港にて開催されました。エアバス・ヘリコプターズが期間中に公開しました最
新情報をご紹介致します。

第52回 パリ国際航空ショー開催
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特集

製品
P R O D U C T

パリ航空ショー期間中、高速デモンストレーター Racerの仕様を公開しました。これは、Clean Sky 2 欧州研究プログラムの一部とし
て開発中のものです。Racer と呼ばれる、高速で費用対効果の高いヘリコプターは、革新的な機能を搭載し、時速400km 以上の運航速
度へと最適化されます。速度、コスト効率、持続可能性、ミッション・パフォーマンスにおいて最適なトレードオフを達成することを目指し
ます。最終組立工程は2019年に開始され、翌年初飛行が予定されています。

Racer デモンストレーターは、安全性とコスト効率を確保するためのシンプルな構造をベースに構築されます。革新的な「ボックスウイ
ング」と呼ばれるデザインは、航空力学を最適化したもので、クルーズモードでは揚力を生成します。また、前方飛行中に推力を生成する
ように設計された「プッシャー」と言われるサイドローターから地上運転中に乗客を保護します。

サイドローターとメインローターは、2 つのRTM322 エンジンによって駆動され、パフォーマンスと低音響シグネチャーが最適化され
ます。「エコモード」と呼ばれる、飛行中に1 つのエンジンを電動で「スタート／ストップ」するシステムの実証試験がエンジンメーカーに
よって進められます。これにより、燃料の節約と航続距離の向上をもたらします。Racer デモンストレーターは、軽量で運用コスト軽減の
ために設計されたハイブリッド金属複合
材製のエアフレームのメリットも享受し
ます。また、軽量化に大きく貢献する新
しい高電圧直流発電機も装備されます。

スピードと運航効率の向上がオペレー
ターと利用者に大きな付加価値をもたら
し、救急医療、捜索救助、その他公共
サービス及び、民間事業、旅客輸送やプ
ライベート・社用機などの様々なミッ
ションに対応します。

高速デモンストレーター Racerのご紹介

エアバス・ヘリコプターズは今年５月、700機目のH130のロールアウトを祝う式典をフランス、マリニャーヌで開催しました。700機目
のH130は、プライベートのお客様によって運航される予定で、大きな節目を迎えました。

世界中で愛用されている小型単発エンジンのH130は、現在までに340

のオペレータ―によって運用され、飛行時間は180万時間を達成しました。
旧型のEC130の初号機が2001年に市場に投入されて以来、H130はお
客様のご期待に応えるために進化を続けて参りました。大幅なコスト削減を
実証し、最新型は、グラスコックピットを標準装備しております。これにより、
パイロットの視認性と安全性が大きく向上しました。
快適なキャビンと低い騒音レベル、そして乗客一人当たりのオペレーティ

ングコストが最も低いH130は、主に人員輸送や遊覧飛行として世界的に
運用されています。また、ドクターヘリ、ビジネス輸送、高所作業など様々
な任務に引き続き対応していきます。

700機目のH130がロールアウト
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エアバス・ヘリコプターズは、フランス本社近郊の街、サン＝ヴィクトレにある航空博物館でGazelle（SA341/SA342）の初飛行から50

周年を記念するイベントを行いました。

1967年4月7日の初飛行から50年、Gazelleは現在も34ヶ国の約100のオペレー
ターによって運用されています。1960年代終盤よりイギリスと連携し、開発および生産
され、その整備性と信頼性が高く認められており、これまで1,250機以上納入されてい
ます。現在もフランス陸軍の100機を含む、470機が活躍しています。

Gazelleは、現在のエアバス社製の小型、中型ヘリコプターの象徴とも言えるフェネス
トロン型テールローターを初めて装備したヘリコプターです。この技術は、新世代ヘリコ
プターの「H160」にも継承されています。この大きな技術革新は、地上でのテールロー
ター周囲の安全性を向上させ、ヘリコプターの騒音レベルの低減を実現しました。また
Gazelleは、ドイツのBölkow社と共同開発した、ガラス樹脂性のブレードが装備された最初のエアバス社製ヘリコプターです。さらに、
FAA（アメリカ連邦航空局）より、IFR（カテゴリー１／１名の操縦士による計器飛行方式）の承認を受けた世界で初めてのヘリコプターです。

1971年5月にはスピードの世界記録を3つ樹立するなどその高性能ぶりも証明されました。

また、Gazelleは軍用機として大きな成功も収めており、現在運航中の約80％は世界中の軍隊によって運用されています。2016年末、
Gazelleの総飛行時間は700万時間以上に達しました。最大飛行時間を有するSA341（14,200時間）とSA342（13,100時間）は、現在
もアメリカで現役のヘリコプターとしてその役割を果たし続けています。

Gazelle 初飛行50周年記念

2017年6月より順次、2018年度開講予定の整備士・操縦士訓練カタログを送付および配布致しております。
弊社のフル・フライト・シミュレーター訓練施設は2014年に運用開始しました。これまで操縦士と整備士の皆様には、フル・フライト・

シミュレーターを用いた幅広い訓練を提供して参りました。
2018年度は新たに操縦士向けにTEM（Threat and Error Management）訓練をご用意しました。この訓練では、飛行中に起こり得るエ

ラーをEC135フル・フライト・シミュレーターで実体験することによって、実際の運航に潜む危険を認識し、エラーを誘発する状況を防ぐス
レット・マネージメントを行える能力を身に付けることが可能です。訓練に関する詳細は、カスタマーサポート部担当者までお問い合わせ下さい。

2018年度操縦士・整備士訓練カタログ送付のご案内

2017年3月15日～ 5月10日の期間に、エアバス・ヘリコプターズでは全世界のお客様を対象に顧客満足度アンケートを実施し、
1,613名の皆様からご回答を頂きました。日本においては、ご協力を頂いた98名のお客様からご回答を頂きました。ご多用の中、ご協力
頂きまして、誠にありがとうございました。
お客様から頂いた貴重なご意見は、今後のサービス品質の向上のために活用させて頂きます。アンケートの結果は、2017年9月11日～

12日に開催する弊社カスタマー・シンポジウムにて、ご報告させて頂きます。

顧客満足度アンケートへのご協力の御礼
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6月17日、エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは中日本航空が保有するAS332L1型JA6717 のメジャー点検を実施し、同社に納入
しました。約6ヶ月間に及ぶ作業は必要点検作業に加えて、構造修理、神戸空港事業所内での機体全面再塗装作業等を含んでいます。昨
年の JA9965に次いで、2機目となる今回のメジャー点検ですが、予定工期で作業を完了しました。日本における海外メーカーとして唯一
国内に整備施設を有する、弊社ならではの確実な情報共有、お客様のご事情に精通した的確なサービスを提供しました。

今回のメジャー点検に関して、中日本航空の鬼頭取締役より次のようにお言葉を頂きました。「昨年メジャー点検を実施したJA9965は
領収後、円滑に500時間以上飛行しています。また、T点検を一度、当社で実施しましたが特に問題もありませんでした。全面塗装も完了
し、トータルでサポートして頂けるメリットを感じています。エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは当社の運航事情をよく理解されており、

色々提案を頂きながら、コミュニケー
ションも取れてサポートして頂いていま
す。今後もお互いWin-Winの関係を築
いていきたいです。当社の2機の主力
機の整備が完了しましたので、機会があ
れば物資輸送の現場も見て頂きたい」
弊社は、今後も万全な体制で最高水

準のサポートサービスをお客様に提供
出来るようさらに努力して参ります。

中日本航空JA6717のメジャー点検を実施

■SB AS332-63.00.81 MAIN ROTOR DRIVE - MGB intake draining cases on firewall
■SB EC225-63-021 MAIN ROTOR DRIVE - MGB intake draining cases on firewall

上記AS332/EC225に関わるSBは、目盛り付きドレンケースの取り付けに関するものです。
目盛り付きドレンケースを機体に装着することで、23,000rpm input部からのオイルリークによるシール交換の
判断を容易にします。

SB AS332-63.00.81、SB EC225-63-021のご紹介

AS332/EC225共通部品

必要部品： MGB draining cases kit

 （P/N 332A07-2893-0072）
概算工数： 標準形態Mechanical Technician 

 約5時間
部品納期： 通常納期 約3週間
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エアバス・ヘリコプターズは IHST及びEHEST（European Helicopter Safety Team）の主要機関として、ヘリコプターオペレーション
の安全性を高める活動に参画しており、NEWSLETTER Issue8に引き続きツールキット等をご紹介致します。

EHESTのウェブサイトで、Safety Management Toolkitや訓練リーフレット等が無料で提供されています。また、日本ヘリコプタ協会
及びAHEST（Asia Pacific Helicopter Safety Team）のウェブサイトでは、翻訳版の訓練リーフレットが提供されています。

EHEST ツールキット、訓練リーフレットのご紹介

Aviation Safety Roadshow（航空安全ロードショー）
2015年以来、エアバス・ヘリコプターズは、Aviation Safety Roadshowを含む航空安全を促進するネットワークプログラムを強化し

ています。2016年7月に発行しましたNEWSLETTER Issue7でもご紹介しました通り、エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは、IHST

（International Helicopter Safety Team）そして 日本ヘリコプタ協会のメンバーと共に、国土交通省航空局やJAXA等の関連機関を訪
問し、日本でのAviation Safety の活動推進について協力要請を行いました。
現在の活動として、運航オペレーターの皆様をご訪問し、「事故の統計、安全の概要、セーフティ・マネージメント・システム（Safety 

Management System）の概論と実践、リスクマネジメント等」の内容を紹介すると共に、職場安全推進活動の側面としてワークショップ
を実施させて頂いております。

参加頂いたお客様からは、「会
社の安全方針及び個々人の安全
意識を再確認する良い機会と
なった。定期訓練の一部として
検討したい等」のご意見を頂き
ました。今後の活動予定に関し
ましては、10月に東京と大阪で
Aviation Safety Roadshowを開
催させて頂く予定です。詳細は別
途ご案内致します。

［ 英語版：Safety Management Toolkit ］
https://essi.easa.europa.eu/ehest/

［ 翻訳版の訓練リーフレットへのリンク ］
日本ヘリコプタ協会
http://helijapan.org/index.html
AHEST

http://www.asiahst.org/safety-resources.html
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世界の風力発電市場は成長を続けており、2015年末における累計発電量は世界の電力需要の約4％を供給するに至ります。2001年以
来15年間の市場の平均成長率は年23％、このトレンドを牽引してきた欧州は2020年までに電力需要の20％を風力発電で供給する目標
を掲げています。そのため、新設電源の20％以上が風車という状況が過去10年以上続いています。その欧州の勢いを累計、新規導入量
共に追い越したのが中国で、近年では新規風車の約50％が中国に建てられています。

洋上風力発電では、デンマークやイギリスが2000年代初頭から開発を始め、ドイツ、アメリカ、中国などが続いています。先行してい
る欧州では、着床式風車が主流です。一方で、日本は近海の海底地形が急深なため浮体式の導入を進める傾向にあります。2010年から
は長崎県、2011年からは福島県沖で実証研究が進められています。福島県沖では世界最大級の風車を用いたり、世界初の浮体式洋上
変電設備の開発をしています。さらには世界初の浮体式洋上観測システムを構築するなど、福島県は風力発電関連産業の一大集積地と

なることを目指しています。（出典：平成28年3月「風力発電
関連機器産業に関する調査研究」一般社団法人　日本産業機
械工業会）

エアバス・ヘリコプターズは世界のオフショアおよび風力発
電市場で人員輸送用ヘリコプターを供給して40年以上の実績
があります。中でもコンパクトな機体外形と、同クラス最大の機
内容積の組み合わせによって、H145//BK117 D-2はオフショ
アミッションに最適なヘリコプターと評されています。H145//

BK117 D-2は飛行性能が向上し、2017年3月にEASA（欧州
航空安全庁）の承認を得ました。具体的には、OEI（One Engine 

Inoperative）出力が大きく向上し、2分間OEI出力中のホバリ
ング能力が約9％、有効搭載量は40％向上しました。これによ
り、オペレーターに更なる高い安全性を提供します。

海外における洋上風力発電のトレンド

エアバス・ヘリコプターズはこのほど、企業やVIPプライベート向けのヘリコプターブラ
ンドACH（Airbus Corporate Helicopters）を立ち上げました。5月末、スイスのジュネー
ブで行われたEBACE（欧州ビジネス航空コンベンション＆エキシビション）にて発表され
ました。ACHロゴで識別されるこのブランドは、プライベート・ビジネス航空機市場におけ
るエアバス社のACJ（Airbus Corporate Jet）のビジネスモデルを基盤としています。

ハイエンドな製品をお探しのお客様に対して、職人技が光る高品質
仕上げ、そしてACHならではのカスタマーサービスが特徴です。大
きく3タイプの特注機のご案内が可能となります。ACH Lineは高級
な内装仕上がり、ACH独自のデザインが特徴です。ACH Exclusive

は最高級のVIP仕様。ACH Editionsはこれまでにも実施した他社と
のコラボレーションタイプです。過去にエルメス、メルセデス・ベン
ツ、 さらに有名なデザイナーのペデル・アイズガード氏と取り組んだ
実績があります。
今後プライベートやビジネス向けのお客様に特別なVIP仕様をご

案内することが可能になります。

エアバスのヘリコプターブランドACH
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HIFLYER 2017年第1号の読者クイズに日本のお客様2名がご当選されました。
HIFLYERはAsia Pacificエリアのお客様向けにエアバス・ヘリコプターズより、四半期に一度発行しているニュースレターです。
今回、株式会社ディーエイチシーヘリコプター事業部の鈴木様と朝日航洋株式会社の長津様がご当選されました。景品の受け渡し当

日、ご多忙の中、ご丁寧に格納庫や社内
施設をご案内して頂きました。弊社の製
品をご愛用され、安全な整備・運航体制
へのお取り組みを日々努められている様
子を拝見でき、喜びを感じると共に、大
変貴重なお時間頂き心より御礼申し上
げます。

HIFLYERのご購読登録がまだお済で
ないお客様で、配信登録をご希望のお客
様は information.ahj@airbus.comまで
ご一報願います。

2017年第1号 HIFLYERの景品贈呈
HIFLYL ER 2017年第1号の読者クイズに日本のお客様2名がご
HIFLYLL ERはAsia Pacificエリアのお客様向けにエアバス・ヘリ
今回、株式会社ディーエイチシーヘリコプター事業部の鈴木様

日、ご多忙の中
施設をご案内
品をご愛用され
へのお取り組み
子を拝見でき
変貴重なお時
げます。

HIFLYLL ERの
ないお客様で、
様は informati

ご一報願います株式会社ディーエイチシーヘリコプター事業部
鈴木様、朝倉様、伊藤様

朝日航洋株式会社
長津様

エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは、2017年9月に第４回目となるカスタマー・シンポジウムを開催致します。
日程：2017年9月11日（月）～ 12日（火）
場所：ステーションコンファレンス東京（JR東京駅日本橋口直結）　https://www.tstc.jp/tokyo/access.html
（詳細は別途ご案内致します）

カスタマー・シンポジウム開催

■Demo Tour in China in Lijiang（中国、麗江市）
　中国の雲南省麗江市にて、H215 のデモフライトツアーを開催致します。消防
と物輸ミッションをメインテーマとし、初日の 18 日には、シンポジウムとワーク
ショップが行われます。ワークショップでは、各ミッションにおける安全とトレーニ
ング、サポート＆サービス等が取り上げられる予定です。2 日目の 19 日には、お
客様に搭乗頂けるデモフライトに加え、消防デモンストレーションが行われます。

日程： 2017年 7月 18日（火）～ 19日（水）
場所： 中国、麗江市（シンポジウム開催会場：
 インターコンチネンタル麗江）

参加・出展予定イベント
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お客様が所有・運航する機体のお写真を募集します。最優秀作品は弊社2018年
カレンダーへ掲載させて頂きます。候補作品の選出は、2017年9月11日（月）～
12日（火）開催の、カスタマー・シンポジウムにて行います。皆様のご応募お待ちし
ております。

● 応募条件： 応募者又は応募組織が保有・運航する機体写真で、
  カレンダーへの掲載承諾頂けるもの
● 応募締切：2017年8月末日
● 写真送付先： information.ahj@airbus.com
● 担当者：エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン株式会社  営業企画部 直江
● 備考： 高画質設定で撮影された画像データをお送りください。
  （目安：画像解像度350dpi）

お客様の機体写真募集

■Kid’s Workshop　
オリジナル飛行機が空を飛ぶ 紙飛行機「A380」をつくろう！
飛行機好きは集まれ！世界最大の旅客機「エアバスA380」を組み立てる映像を見ながら、A380デザインのオリジナル紙飛行機を作

りましょう。さらに、飛行機のことがよく分かるクイズ大会も開催します。飛行機についての知識も身につく楽しいワークショップです。

日程：2017年8月5日（土） 13：00～ 14：00 ,15：00～ 16：00

場所：六本木ヒルズ、ウェストウォーク2階南側吹き抜け
参加費：無料（推奨年齢6歳～12歳）
定員：各回20名
【問合せ先】 TEL: 03-3581-3522

 キッズワークショップ事務局 http://www.roppongihills.com/workshop/

■Aerial Firefighting Europe 2017（フランス）
日程：2017年10月16日（月）～ 17日（火）
場所：ニーム空港
URL：http://tangentlink.com/event/aerial-firefighting-europe-2017/

■第24回 日本航空医療学会総会・学術集会
日程：2017年11 月10 日（金）～ 11日 （土）
場所：八戸グランドホテル

■第53回2017年国際放送機器展
日程：2017年11 月15日（水）～ 17日 （金）
場所：幕張メッセ
URL: http://www.inter-bee.com/ja/



It’s no surprise the H145 is the helicopter 

of choice for rescue missions. Whether 

at sea, on a mountain or in a blizzard, 

it can bring help to where it’s needed. 

Compact and versatile, it provides 

outstanding flight performance under  

the most extreme conditions.

Resilience. We make it fly.

FLY
WE MAKE IT

Resilience. We make

A BREEZE.
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