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梅雨も明け、本格的な夏を迎えました。関東甲信地方では最も早い梅雨明けとなり、
厳しい暑さが続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは5月下旬、神戸事業所にて、アカギヘリコプ
ター株式会社のSA315B（ラマ）の飛来を歓迎しました。同機は1985年から同社に
よって運用され、現在日本で運航されている最後の機体です。山岳地域での木材およ
び物資輸送任務において長年活躍した同機は今年の夏退役します。同月、後継機とし
てH125が就航しました。今後も必要とされる幅広い任務に大きく貢献することを願っ
ております。

エアバス・ヘリコプターズの空の象徴のひとつである「フェネストロン」は、1968年
4月、Gazelleプロトタイプ2号機に装備され初飛行に成功しました。当初プロヴァン
ス語で「小さな窓」を意味する「フェネストゥル（Fenestrou）」と呼ばれていましたが、
その後「フェネストロン」へと名称が進化し、日本国内でも、警察、消防防災、ドクター
ヘリ、報道取材、ビジネス輸送等の分野で「フェネストロン」を装備したヘリコプター
が活躍しています。初号機の初飛行から50年後、新世代ヘリコプターのH160は最新
で最も大きい直径1,2メートルの「フェネストロン」を装備しています。引き続き「フェ
ネストロン」は、低騒音で安全な飛行を提供します。

エアバス・ヘリコプターズは、お客様の安全運航そしてサービスに対する満足度向上
に向けて日々取り組んでいます。2年に1度、皆様にご協力頂いております顧客満足度
調査では、お客様の視点を理解し、改善すべき分野を特定し、対応の強化に努めており
ます。今号では、その取り組みの進捗状況をご報告いたします。

皆様の日頃のご愛顧に感謝申し上げます。

ご健勝にて夏を乗り越えられますよう、お祈り申し上げます。

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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エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは5月21日、アカギヘリコプター株式会社
のSA315B（ラマ）の飛来を歓迎しました。1985年から同社によって運航され、長
年活躍したラマは、吉野基地より5名の同社社員とともに神戸事業所に到着しまし
た。同機は日本で運航されている最後の機体で、33年間の歴史を刻み2018年夏
に退役します。現在、アカギヘリコプターは2機のラマと4機のAS350シリーズを
運航しています。5月28日、H125が2機のラマの後継機として就航しました。
現在の総飛行時間15,000時間のうち、ラマ機7,500時間の操縦経験を持つア

カギヘリコプターの中島篤志取締役兼吉野基地長は次のように述べました。「同機
は約30年にわたって、吉野杉を輸送するという重要な役割を担い続けてきました。
安全は私たちの最優先事項です。チームで連携して行う精妙な作業任務中、横風
にも強い機体です。険しい山林地帯での高高度作業においても操縦性能の高さが
秀でており、まさに信頼のおける製品でした」
木材搬出事業のリーディングカンパニーであるアカギヘリコプターは、物資輸送と航空測量および航空撮影等の事業を展開していま

す。神戸事業所へ飛来したラマは同社の初号機で、同社は合計9機のラマを運航しました。 
同社運航部吉野基地の芹澤透機長は、「今年の夏ラマは退役します。任

務とともに様々な飛行経験をしました。磁気探査の任務では山の稜線に合
わせて飛行するという複雑な操縦もラマとともに遂行しました。同機の退
役はとても感慨深いです」と述べました。 後継機のH125は、日本国内で
最も人気があり実績のあるエキュレイユ・ファミリーの小型単発機で、現
在89機が運航されています。 導入にあたって中島取締役は、「高高度作
業での高い性能の発揮と幅広いミッションでの活躍を待ち望んでいます。
今後もミッションに応じた機材、サービスに関してエアバス・ヘリコプター
ズ・ジャパンとの活発な情報更新を期待しています」と述べました。 エア
バス・ヘリコプターズ・ジャパンは今後もお客様の安全運航のために尽力
いたします。

エアバス・ヘリコプターズ・スーパーピューマ・ファミリーのH225

は、世界中で230機以上が22ヵ国で運航されています。総飛行時間は
60万時間以上の実績があります。11トンクラスの双発ヘリコプターの
H225は最新の電子機器と最高レベルの4軸オートパイロットを備えて
います。H225のオートホバリング機能は正確な位置で空中停止を可能
とし、ノーズアップを回避しホイストミッション等で威力を発揮します。
世界各国での運航実績が実証する航続性能の高さと、同クラス最大級
の有効搭載量は人員・物資輸送や救難救助用途に最適なヘリコプター
です。また用途に応じた多様な装備品の搭載も可能です。
国内においては、11機のH225スーパーピューマが捜索救難救助、

消防防災、人員・物資輸送等で活躍しています。また要人輸送用ヘリコ
プターとして同ファミリー EC225が運用されています。大規模災害時
の防災活動や高速性能がもたらす迅速で安全な輸送実績が高く評価されています。
エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンはこのほど、海上保安庁と10機目となるH225の追加契約を締結しました。現在3機のAS332と

5機のH225を運航しています。2021年3月までに海上保安庁へ納入されるスーパーピューマ・ファミリーは合計13機に増加し、国内最
大の同ファミリー運航者となります。今後も同機は、高い多用途性と信頼性とともに海上保安庁のあらゆる任務に対応し続けます。エアバ
ス・ヘリコプターズ・ジャパンは、お客様の機体稼働率向上のために確実なサポート体制を提供し続けます。
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エアバス・ヘリコプターズはこのほど、H175パブリックサービス仕様を3機、香港政府フライングサービス（GFS）へ納入したことを発
表しました。GFSはH175のパブリックサービス仕様を運航する世界初のオペレーターとなります。同機は捜索救助（SAR）、救急医療
サービス、警察、消防、陸上および海上での国境警備など様々な任務を遂行する能力を備えています。

GFSは2015年にH175のパブリックサービス仕様のローンチ・カスタマーとして7機発注し、年内に残りの4機を全て受領予定です。
同機は、香港国際空港内の基地にて、現在24時間体制の緊急支援サービスを提供しているAS332 L2およびH155の更新機として今後
配備されます。
パブリックサービス仕様のH175はミッションに応じてキャビンを20以上の仕様から容易に再構成することが可能です。またキャビン内
のコンソールから操作可能な監視、追跡任務に対応した電子光学システムおよびデジタルマップ、デュアルホイストやサーチライト、赤外
線カメラなどおよそ70種のオプション装備によって同機の多用途性能が向上しました。さらに4軸オートパイロットとエアバス・ヘリコプ
ターズの最新鋭アビオニクスシステム「ヘリオニクス」を搭載したH175は、進化したSARモードによって移動中の船の上空を自動的に追
従しながらホバリングする機能を備えています。

H175はエアバス・ヘリコプターズのハイエンド新世代中型双発ヘリコプターで、標準定員は16名です（操縦士を除く）。現在、全世界で
23機がオイル＆ガス事業、ビジネス輸送、
民間SARミッションなどを強力にサポートし
ています。出力が高い「PT6-67E」エンジン
の搭載により高速性能、航続性能に優れ、
デュアルチャンネルFADEC（デジタル式電
子制御装置）を装備し、より安全な飛行が実
現可能です。また、同クラス最大級の燃料タ
ンクが装備され、航続距離と運航の柔軟性
が向上しました。H175は一刻を争うあらゆ
る任務の遂行を強力に支援します。

エアバス・ヘリコプターズはこのほど、200機目のH145をノルスク・ルフタンビュランス社（Norsk Luftambulanse）に納入しました。
今後同社は、ノルウェー国内の救急医療現場でHEMS機として同機を運用します。今回の引き渡しにより、同社は合計8機のH145と7機
のH135を保有し、それぞれエアバス・ヘリコプターズの最新鋭アビオニクスシステム「ヘリオニクス」を搭載しています。同社は、保有す
るすべての機体に「ヘリオニクス」を搭載する世界初のオペレーターとなりました。

H145//BK117D-2はエアバス・ヘリコプターズの双発多用途ヘリコプターのカテゴリーで最新鋭の機種です。H145ファミリー
（H145、EC145およびBK117）はこれまでに世界中で1,400機以上が納入され、総飛行時間は500万時間以上にのぼります。また、こ
のたび納入された200機目のH145（D2型）は2015年に運航開始して以来、総飛行時間が10万時間に達しています。高温・高高度に

おける飛行性能が格段に向上し、高機能でよりパワフルな
「ヘリオニクス」によって、パイロットのワークロードが大幅
に軽減され、安全性が向上しました。また、低騒音性能が
優れているため、都市上空の飛行および病院への着陸が
必要な救急医療任務においても最適なヘリコプターです。
メインローター、テールブームが高い位置にあり、フェネ
ストロン・テールローターを備えているため、ローターが
回転している場合でも患者をヘリコプターに収容すること
が可能です。さらにEMS キャビンのコンセプトは、搭乗す
る医師、乗務員にとって優れた人間工学を実現していま
す。整備費用は同クラス最安価のレベルで、高い運用効率
を可能にしています。今後も様々な任務での活躍が期待
されています。



2018 Issue 15  July/Aug/Sep
4

H I G H L I G H T

特集製品
P R O D U C T

1968年4月12日は、ポール・ファーブルとレネ・ムイユによって考案された初の「フェネストロン」装備の機体、Gazelleプロトタイプ2

号機が初飛行を行った日です。 以来、シュドアビエーション、アエロスパシアル、ユーロコプターそしてエアバス・ヘリコプターズ製ヘリコ
プターのエンブレムとなった「フェネストロン」は、新世代ヘリコプター H160にも採用され、低騒音で安全な飛行を提供します。
「フェネストロン」はテールブレードの露出部が少ないため、地上での作業時の安全性を高めます。救急医療現場でも患者をより安全に
ヘリコプターに収容することが可能です。また、高圧電力線を扱う作業環境下においてテールローターを保護し、電線や樹木と接触するリ
スクを軽減することができます。さらに、「フェネストロン」はトップフィンの面積が大きいため前進飛行時に反トルクの力を生み出すことが
可能で、エンジンがテールローターを回転させるために消費するパワーを抑えることができるため、低燃費で運用コストの低減に貢献して
います。Gazelleプロトタイプ2号機の初飛行から4年後、1972年に初めて金属製のテールブレード「フェネストロン」を装備したGazelle

が型式証明を取得しました。その後、同年6月に初飛行した単発機のドーファ
ン・プロトタイプ初号機に採用されました。第2世代の「フェネストロン」は、
1970年代後半にアメリカ沿岸警備隊の捜索救助任務のために高高度で運用可
能な機体を提供することがきかっけとなり、直径を20％増加させ1,1メートルま
で拡大したフルコンポジット製「フェネストロン」を新型ドーファンに向けて開発
されました。ローターの直径を拡大することによりテールローターの回転数を
落とし、またブレードの素材改良することで騒音レベルを下げることに成功して
います。沿岸警備隊のドーファンファミリーは現在も重要な役割を果たし続けて
おり、総飛行時間が150万時間を超えました。AS365N3以降のドーファンには
テールブレードの成形法にRTM（Resin Transfer Molding）成形が採用されて
います。また、これまで均等に配置されていたブレードを不均等に配置すること
により、さらなる騒音レベルの軽減を実現しています。

エアバス・ヘリコプターズは、ドイツ救急飛行隊（DRF）の運航を25年間HCare Smart

サービスを通じて確実なサポート体制を提供しています。DRFは、ドイツとオーストリアの31

拠点で、50機を超えるエアバス・ヘリコプターズ社製のヘリコプターを運航しています。救
急医療、集中治療室患者の病院間輸送など、年間出動件数は38,000件以上にのぼります。
救急医療現場での高い出動実績を保つために、出動要請への確実な即応力が求められます。
エアバス・ヘリコプターズのHCareはお客様の運航安全性が向上するために、マテリア
ル・マネジメントや、機体整備、技術支援、訓練運航支援、デジタル・アプリケーションなど、
あらゆるサポートを包括的に提供します。Parts By the Hour（PBH）は、年間飛行時間が多
く、稼働率向上が最優先のお客様に最適なサービスです。

DRFは複数のBK117、EC135、H135、EC145、そしてH145を運航しています。最高の結果と最大限の安全レベルを達成するために、
四半世紀にわたってエアバス・ヘリコプターズのPBHサポートを各機体に運用してきました。昨年、2,000件以上の部品発注を行い、DRF

が同サービスによって現在までに受領したパーツは38,000点を超えます。必要な時に必要な部品が入手可能となり、安定した運用予算計
画と管理の強化が可能となり、また計画的に部品交換を行えることで、運航の柔
軟性と即応性が向上されます。
日本国内では現在、HCare Smartサービスを官庁そして民間のお客様へ提供

しています。実際に導入されたお客様からは、「ひとつひとつの契約に関わる事務
作業の低減、スムーズで安定した部品発注が可能となった」、「これまで年度に
よって大きく変動していた整備費用を平準化できた」というお声を頂いておりま
す。お客様が運航中の機体の年間飛行時間、運航状況、サイクル数などに合わせ
て、サービス内容がカスタマイズ可能です。エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン
はお客様の安全運航と機体稼働率の継続的な向上のために、万全な体制で最高
水準のサポートサービスを提供いたします。
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ブレード断面の形状を最適化し、特に飛行中のある段階の騒音レベル低減のための研究は継続して行われています。1987年から1991

年の間には、エキュレイユ・ファミリーでの開発試験も成功しました。1994年、第3世代「フェネストロン」がH135シリーズに装備されま
した。H135には強度が高い金属製のブレードが10枚配置されており、ブレードが引き起こす空気の流れを変化させることで騒音レベル
を下げる静翼（ステータ）が採用されています。同機は、世界で最も厳しい騒音基準を設けている米国グランド・キャニオン国立公園の基
準を満たしています。H135シリーズに採用された「フェネストロン」の技術は、H120、H130、H145シリーズに受け継がれています。

初号機の初飛行から50年後、新世代ヘリコプター H160は最新で最も大き
い直径1.2メートルの「フェネストロン」を装備しています。12度まで傾斜され
た「フェネストロン」は、より高い有効搭載量と低速での安定した飛行能力をも
たらします。「フェネストロン」を装備したヘリコプターは、警察、消防防災、ドク
ターヘリ、報道取材、ビジネス輸送等、様々な分野で活躍しています。エアバ
ス・ヘリコプターズのマリニャンヌ本社入口には、1987年から1991年の間に
エキュレイユ・ファミリーで「フェネストロン」の開発試験を行った当時のプロト
タイプ機が現在も展示されています。「フェネストロン」の歴史をまとめた英語
の動画は以下リンクよりご覧いただけます。

Le Fenestron – Les origines : https://youtu.be/QmrdbSghCn0

エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンでは全社を挙げて顧客満足度向上に向けた取り組みを行っており、その進捗状況をご報告いたします。

1. 2017年～ 2018年 お客様の満足度向上に向けた取り組み

2.進捗状況
1）価格設定の見直し
・お客様のご要望をもとにした価格設定の検討を実施しています。

2）整備・改修サービス
・業務プロセスを分析し、品質、納期、価格に関わる問題の特定し対策を立案しました。今後その対策を実行する中で、改善を行い、効
率的な業務プロセスを策定して行きます。

3）コンポーネントの修理・オーバーホールサービス
・各修理ベンダーと直接契約をし、お客様により短いTATでのサービスも選択いただけるよう、準備をしています。
・エクスチェンジ在庫を香港カスタマーセンターに設置するための準備を実施しています。
・修理・オーバーホール後のディスクレ品の分析を実施し、エアバス・ヘリコプターズ社に、品質改善のための情報提供を実施しています。

4）テクニカルサポート・技術図書サービス
・ORIONとWebTEKの操作説明動画をYoutubeに掲載予定です。お客様のフィードバックおよびご要望をお伺いし、内容の充実を
はかります。　　本件に関する問い合わせ：営業企画部　小野寺 03-5414-3408 

新しい取り組み 継続する取り組み

1）価格設定の見直し

2）整備・改修サービスの改善
・TATの短縮 ・品質の向上　

3）コンポーネントの修理・オーバーホールサービスの改善 
・TATの短縮 ・品質の向上
・エクスチェンジ在庫の拡充 ・納期の遵守

4）テクニカルサポート・技術図書サービスの改善　
・回答時間の短縮
・ WebTEK機能の改善と啓蒙
・ ORION機能の改善と啓蒙　

・正確かつ迅速な情報提供
・訪問の充実
・窓口の明確化
・ご要望への的確な対応
・お客様の声を製品・サービスに反映
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エアバス・ヘリコプターズは、Information Notice No. 3192-I-00 “Rules for change of shelf lives on the spare parts”でご案内
しましたとおり、保管期限条件の合理化と延長に向けた取り組みを行っております。「保管期限が短すぎる」、「保管期限が不明瞭である」、
「保管期限に一貫性がない」等、保管期限に関するお客様からの声（※）をうけ、2017年より改善に向けた取り組みを始めました。保管期
限の見直し対象部品（35,000品目）に対して、2017年末までには10,000品目の分析を行い、保管期限の解除、整合性改善、延長を施し
ました。2018年5月末時点では、さらに10, 000品目への分析が完了しています。
今後、部品保管期限の一覧が定期的に更新され、今夏より弊社お客様専用サイトにて情報共有させていただく予定です。なお、本取り組
みによる保管期限の見直し・延長は、お客様に納入される部品に加え、お客様が既に保管されている部品に適用されます。
詳細につきましては、カスタマーサポート部担当者にお問い合わせください。

※エアバス・ヘリコプターズは、2016年よりヨーロッパ、アメリカ、アジア地域を含む主要な国々において、2年に1度の顧客満足度調査
を補完する取り組みとして、カスタマー・フォーカス・グループを開催しております。このカスタマー・フォーカス・グループでは、エア
バス・ヘリコプターズの各分野の責任者を囲み、お客様とヘリコプター運用に影響を及ぼす課題や優先すべき解決事項等について意見
交換、議論を行います。ご参加いただいているお客様には各地域および国内での代表メンバーとして大変重要な役割を担っていただい
ております。部品保管期限に関する課題は、当カスタマー・フォーカス・グループでも取り上げられました。

エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは、エアバス・ヘリコプターズ・カナダにてエキュレイ
ユ・ファミリー（H125/H130/AS355）のダイナミックコンポーネントの修理・オーバーホール・
エクスチェンジサービスを提供しております。エアバス・ヘリコプターズ・カナダはエアバス・ヘ
リコプターズ・グループにおけるエキュレイユ・ファミリーの主要拠点として高品質かつ、広範な
サポート＆サービスを実現します。2018年にはMGB Assyも当メニューに追加されました。
エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは該当するサービスの価格設定を独自＊に行い、日本の
お客様にご提案しています。2018年は、修理・オーバーホール価格の高騰があったものの、コス
トの見直しにより、国内販売価格の上昇を最小限にしております。また、当社にご発注いただくこ
とで以下のメリットを享受いただけます。

●  日本国内に常駐する日本人技術担当者によるサポート
●  充実したワランティ条件（ヘリコプターに搭載されてから500飛行時間または6ヶ月以内、修理・オーバーホール・エクスチェンジが完
了しお客様に引き渡されてから12ヶ月以内のいずれかに該当）

●  ヘリコプター・メーカーならではの最新情報と高い技術水準に基づくサービス
本件に関する詳細はカスタマーサポート部へお問い合わせください。

＊ 他機種の修理・オーバーホールに関してはエアバス・ヘリコプターズが価格設定をしています。

これまでエアバス・ヘリコプターズ・ジャパン・ロジスティックスセンター（ALC）より出荷するEASA Form1付き部品にはCertificate 

of Conformity （COC）を添付せずに出荷しておりましたが、2018年8月1日以降にALCへ入庫されたEASA FORM１付き部品にも
COCを添付し出荷へ変更となりました。なお、2018年7月31日以前に入庫された部品には従来通りCOCを添付せずに出荷いたしま
す。ALC入庫時期によってEASA FORM1のみ添付される部品と、EASA FORM1とCOCの両方が添付される部品が混在する場合がご
ざいますので、何卒ご了承願います。EASA FORM1が発行されないスタンダード部品は、従来通りCOCのみを添付し出荷いたします。
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お客様より過去にお問い合わせのあったKeycopterアカウントのパスワードのお忘れ、またアカウントがロックされてしまった際の、対処
方法をご案内いたします。

■パスワードが分からなくなった場合：仮パスワードの発行
●方法１：Keycopterログイン画面から仮パスワードの発行＊1

●方法２：お客様の代表者アカウント＊2からの仮パスワード発行＊3

●❶

●❶

●❷

●❷

❶ Keycopterログイン画面で“Forgot 

your password?”をクリックする。

❷ アカウントに関する必要事項を入力
し、“SUBMIT”をクリックすると、登
録されているメールアドレスに仮パ
スワードが送られます。次回ログイ
ン時は、この仮パスワードを使用し
ます。

❶ お客様の代表者アカウントでログイ
ンし、My Profile>MyContactsから、
対象のユーザーアカウントを選択し
ます。

❷ ユーザー情報詳細画面の“RESET 

PASSWORD”ボタンをクリックし
ます。仮パスワードが発行され、当
該アカウントのメールアドレスに送
信されます。次回ログイン時は、こ
の仮パスワードを使用します。

注： 対象のアカウントがロック状態の場合、先に
ロック解除操作が必要です。

 代表者アカウントがロックされてしまった場合
は、本操作ができないため、弊社担当者まで
お問い合わせください。

エアバス・ヘリコプターズはお客様の運航に関わる安全性および有用性の向上のために、
運航に関わるプロセスのデジタル化に積極的に取り組んでいます。HCareコネクテッドサー
ビスは、デジタル化に伴うソリューションの総称で、その中のいくつかのツールをご紹介いた
します。

FleetKeeperは航空日誌を電子化するためのシステムです。現在、書類で管理されている
飛行記録・整備記録をデジタルデータとして、クラウド上で管理することができます。パソコ
ンやタブレット端末から容易にアクセスすることが可能で、運航に必要な情報をリアルタイム
に共有することができます。現在、世界中で約120機がすでにFleetKeeperのシステムで運
用管理されおり、本ツールの導入により航空日誌のペーパーレス化が実現されている実例も
あります。

eLogCardも同様にこれまで紙で管理されていたログカードをクラウド上で管理するシス
テムです。お客様が書庫でログカードを管理する作業負担を減らし、また、ログカードへの記
入漏れなど、後に膨大な時間と人件費がかかるリスク等を軽減することが可能となります。日
本国内では今年7月からテスト運用を開始する予定です。

Rusada ENVISIONは整備情報管理システムです。将来発生しうる整備案件の予測や機体
の形態管理などを統合的に行うことが可能です。FleetKeeper、eLogCardとの連携運用が
可能で、インプットされた整備、SB、飛行時間などの情報を基に次に必要な整備内容を事前に通知します。また、各機体に搭載されている
装備品を管理することも可能なため、本ツールの導入によってお客様の運航機体全体の整備計画を包括的に最適化することができます。
詳しい内容についてのお問い合わせ、デモ操作のご要望等がございましたら、カスタマーサポート部担当者までお問い合わせください。

Keycopterアカウントのアクセス復旧方法について

HCareコネクテッドサービス
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１）安全ロードショー開催のご紹介
本活動は、エアバス・ヘリコプターズ社の航空安全促進活動の一環として、主要都市、各お客様および大学等へ訪問させて頂き、「事故
統計、安全概要、Safety Management System（以下SMS）の概論と実践（不安全事象報告 /リスク分析 /対策等）、リスクマネジメント、
新技術等」の紹介や「Workshop：参加者による意見交換等」を実施しております。（平成28年度からの開催実績：23回 / 参加者437名）
今年度は、すでに主要６都市で開催し、多くの方々にご参加頂きました。下記のとおりご意見・ご要望等を頂戴しましたので、一部ご紹介

させて頂きます。また皆様からのお声を今後の取り組みに活かして参ります。安全ロードショー開催に関して、個別開催へのご要望も頂い
ており、お客様と日程等を調整しながらご案内いたします。

2018年開催の一例　上：松本市、下：名古屋市

【ご意見・ご要望等の一部抜粋】
●SMSの活動がマンネリ化しており、問題点の抽出・分析等に今回の内容を活かしていき
たい。

●安全推進活動の不足点や他社・他団体の活動状況等が認識でき、今後の取り組みに活か
せる内容であった。

●地方では安全に関する取り組みが少ないことから、このような取り組みは継続的に実施し
てもらいたい。

●同様の取り組みを少人数の組織にも展開して頂きたい。
●SMSの導入や安全文化の醸成等の取り組みに対する支援をお願いしたい。

2）安全情報のご案内
HAI（Helicopter Association International）が
発行している安全の心構えに関連するポスター
（Safety Tip of the Week）の一部をご紹介させ
て頂きます。詳細に関してご要望等ございました
ら、担当者までご連絡をお願いします。
耐空性管理・コネクトサービスグループ：
竹内 078-306-4476

■アカウントのロック解除
●方法：お客様の代表者アカウント＊1からのロック解除

＊1 本手順により仮パスワードの発行ができるのは、
アカウントがロック状態でない場合に限ります。

＊2 代表者アカウントは、お客様内でののアカウント
管理（新規作成等）を目的に、お客様毎に一つ
付与されています。

 お客様の代表者アカウントは、Keycopterにログ
インし、My Profile>My ContactsからFocal Pointとして確認できます。

＊3 対象のアカウントがロック状態の場合、先にロック解除操作が必要です。代表者アカウントがロックされてしまった場合は、本操作ができませ
ん。弊社担当者へお問い合わせください。

操作方法についてご不明点等ございましたら、お気軽に弊社担当までお問い合わせください。
テクニカルサポート室 Keycopter担当：眞鍋 078-306-4495

●❶

●❷

❶ お客様の代表者アカウントでログイ
ンし、My Profile>MyContactsから、
対象のユーザーアカウントを選択し
ます。

❷ ユーザー情報詳細画面の“UNLOCK

 USER”ボタンをクリックし、ロックを
解除します。これで今までと同じパ
スワードでアクセスできるようにな
ります。

航空安全に関する取り込み
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１）2019年度操縦士・整備士訓練カタログ
2018年6月より順次、2019年度の操縦士・整備士訓練カタログを配付しております。2019年度
版では訓練内容の一層の充実と訓練効果の更なる向上を目指し、一部のコースで訓練シラバスや訓
練時間の見直しを行いました。訓練カタログはエアバス・ヘリコプターズ・ジャパンのウェブサイト
www.airbushelicopters.co.jp内にてダウンロードいただけます。

手順： 「サポート・サービス」→「7．訓練」→「操縦士・整備士訓練」→
 「機種別訓練カタログ（操縦士・整備士）」
 訓練カタログに関するご質問は、カスタマーサポート部へお問い合わせください。

２）Threat and Error Management（TEM）訓練について
エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン・トレーニングセンターはエアバス・ヘリコプターズ社の認定トレーニングセンターとして、訓練プ
ログラムを限定変更試験や運航事情に合わせてアレンジして提供しています。マルチメディア教材、フル・フライト・シミュレーター、アビ
オニクス・トレーナー、整備訓練用モックアップ等、メーカーならではの最新鋭の教材を使用し、本社より認定を受けた日本人教官が日本
語で訓練を提供し、高い訓練効果を実現いたします。
昨年からTEM訓練の提供を開始しました。航空局の模擬飛行装置レベルC認定を受けたEC135P2+型フル・フライト・シミュレー

ターを活用し、「ドクターヘリ、消防・防災ヘリ操縦士の乗務要件および訓練プログラム」で推奨される訓練項目のうちフル・フライト・シ
ミュレーターで行うと効果的な訓練項目を集約して実施しています。TEM訓練は、EC135以外の型式のヘリコプターを運航しているお客
様も受講可能な訓練です。EC135型非常操作訓練には、既にTEM訓練で扱う訓練項目を取り入れて、非常操作訓練の一部として提供し
ています。ヘリコプターの安全運航のために、操縦士の非常操作訓練と併せてTEM訓練を是非ご検討ください。TEM訓練の内容に関す
るご質問は、カスタマーサポート部へお問い合わせください。

TEM訓練項目

＊ 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。

●①

●②

●③

●④

予期せぬフラットライト＊状態

予期せぬ IMC

内　　容 訓練概要

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

ダウンウォッシュの危険性

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

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）

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

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

2019年度訓練カタログとTEM訓練のご紹介
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インフォメーション
I N F O R M A T I O N

特集

■国際航空宇宙展2018東京  
JAPAN INTERNATIONAL AEROSPACE EXHIBITION 2018 TOKYO

日程：2018年11月28日（水）～ 11月30日（金）      
場所：東京ビッグサイト　東7. 8ホール 
URL: http://www.japanaerospace.jp/jp/index.html

エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンはこのほど、神戸事業所のトレーニングセンターにてオーストラリアのクイーンズランド州マッカ
イに在籍するアビエーター・グループの操縦士2名に対し、EC135非常操作訓練を提供しました。アビエーター・グループは捜索救助
（SAR）、人員または旅客輸送、および空撮・報道取材など様々な事業を展開しています。
今回来日した2名の操縦士、アンドリュー・ムトン氏、トラビス・フロンタンロレ氏は2日間にわたり、フル・フライト・シミュレーター 

（FFS）を活用した訓練を受講しました。両氏は大型船を安全に航行することができるマリーン・パイロット、およびリーフ・パイロットと呼
ばれる水先人を外航船へ輸送するマリーン・パイロット・トランスファーを主なミッションとしています。クイーンズランド州内マッカイ、お
よびグラッドストーン、そして西オーストラリア州内ポートヘッドランドの 3つの貿易港を拠点に6機のH135と、3機のAS350が24時間
体制で人員輸送ミッションを遂行しています。

VIP輸送やインストラクターとして活躍し、総飛行時間7, 500時間の経験を持つムトン氏は、「FFSを活用する事により、飛行中に起こり
うる様々な状況下での非常操作の対応手順を効率的に学ぶことができた。悪気象条件下の運航や、多様なミッション環境を想定した訓練
をとおして、それらに対応できる能力を向上させる良いトレーニングであった」と訓練後に語りました。また、民間旅客機の操縦士からヘリ
コプター操縦士へ移行した経歴を持つフロンタンロレ氏は、「エアバス・ヘリコプターズ本社認定の日本人教官の訓練は、技量が高く、幅

広い質問にも即座に対応できる知識を備えており、大変有益な訓
練であった」と述べました。
日本の約20倍の国土面積を誇るオーストラリアは、世界有数の
ヘリコプターの登録機数を持ち、ヘリコプターを活用した牛追い
などユニークなミッションが多く存在します。オーストラリアは、毎
年パイロットライセンスの発行数も多く、ヘリコプター市場は非常
に活発です。世界標準の訓練を提供するエアバス・ヘリコプター
ズ・ジャパンのトレーニングセンターでは同社から昨年は11名の
操縦士に対してH135に付随した訓練を提供しました。また、
2012年4月に開設してからこれまでに国内外の約400名の操縦
士および、500名の整備士に訓練を提供しました。日本の制度や
各オペレーターの運航事情に合わせてアレンジしたプログラムを
ご用意しています。

■第25 回 日本航空医療学会総会
日程：2018年11月3 日（土）～ ４日（日）
場所：川﨑祐宣記念講堂 川崎医療福祉大学
URL: http://www.convention-w.jp/25jsas/index.html

■第54 回2018年国際放送機器展
日程：2018年11月14日（水）～ 16日（金）
場所：幕張メッセ
URL: http://www.inter-bee.com/ja/

参加・出展予定イベント

アビエーター・グループへFFSを活用した訓練を提供
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