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C O N T E N T S

木々の梢も色づく今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。

8月に発生した群馬県防災ヘリコプターの犠牲者に哀悼の意を表しますととも
に、ご遺族、関係者の方々にお悔みを申し上げます。

今夏は記録的な暑さに見舞われました。また台風や北海道胆振東部での地震な
ど自然災害が相次ぎました。被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。皆
様の安全と被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。災害救助・復
旧活動において、全国のヘリコプターが唯一無二のツールとして日本社会に貢献し
ています。エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは引き続きオペレーターの皆様の
多種多様な任務においてヘリコプターの安全かつ効率的な運航のために尽力いた
します。弊社は2016年よりお客様のもとで航空安全ロードショーを開催しており
ます。これまで国内延べ25か所、約550名の安全管理・安全推進に携わるご担
当者にご参加いただいており、今後も皆様の安全推進活動のお役に立てるよう努
めてまいります。

エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは11月28日～30日、東京ビッグサイトにて
開催される「国際航空宇宙展2018（Japan International Aerospace Exhibition）」 
にエアバス民間旅客機部門と防衛・宇宙部門とともに出展致します。製品の最新
情報やバーチャルリアリティ（VR）体験のご案内、最新鋭アビオニクスシステム
「ヘリオニクス」のトレーニングデバイスも会場にてご紹介予定です。皆様のご来
場を心よりお待ち申し上げます。

時節柄、ご多忙のことと存じます。体調などお崩しになら
れぬようお気をつけくださいませ。本年中の皆様のご愛顧に
心より御礼申し上げます。

来る年が、幸多き一年でありますようお祈りいたします。

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8月31日、ヒラタ学園様に2機目
のH145//BK117D-2を引き渡しました。同学園は現在、14機のH135に
加え、昨年末に受領したH145//BK117D-2を1機運用しています。今回納
入された2機目のH145//BK117D-2は今後、ドクターヘリの運航支援任
務や人員物資輸送などに携わる予定です。初号機は、今年6月より国立病
院機構長崎医療センターにてドクターヘリとして活躍しています。
ドクターヘリは、2001年に救急医療サポートとして正式に国内に導入さ
れて以来、2018年9月現在、43道府県に53機のドクターヘリが配備中で
す。ヒラタ学園様は関西広域連合の自治体および、国内にて16機のドク
ターヘリを運航しています。
納入に際し、ヒラタ学園の平田光弘航空事業本部本部長は次のように述

べました。「一刻を争う救急医療の現場では、安全で優れた任務遂行能力持
つヘリコプターを必要とします。 私たちは、20年近くにわたってエアバス・ヘリコプターズの機体を運航しサポートを受けております。ま
た日本国内で初めてH145//BK117D-2をドクターヘリとして導入しました。2機目のH145//BK117D-2も、今後必要とされる航空医療
現場において、優れた飛行安全性とともに国内で活躍する事を確信しております」

H145シリーズは世界で1400機以上納入されており、総飛行時間は500万時間に到達しています。エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン
は、日本国内の救急医療サービス（EMS）に貢献できることを大変嬉しく思い、引き続き万全な体制で安全な運航をサポートいたします。

H135 P3Hが国内の型式証明を今年8月20日に取得しました。H135シリーズは最も
機体稼働率が高く、環境に配慮した設計により救急医療や報道、警察など幅広い分野で活
躍しています。現在国内では合計88機が運用されており、世界60ヶ国でおよそ1,300

機が運航されています。H135シリーズの総飛行時間は400万時間以上にのぼります。
今回国内の型式証明を取得したH135 P3Hは、メインローターブレードが延長され

飛行性能が向上したH135 P3に、Helionixを搭載しています。型式のPはプラットアン
ドホイットニー社製のエンジンを、Hは最新のアビオニクスであるHelionix搭載を表しま
す。Helionixはパイロットのワークロードを軽減し、安全性を向上させるだけでなく、現在
エアバスが推し進めているコネクテッドサービスと近い将来強力に連携するプラット
フォームでもあります。今後展開される新たなサービスにご期待ください。

2018年7月、スペイン、アルバセテで製造されたH160のテール部位がフラ
ンス、マリニャンヌ本社に到着し、ドイツ、ドナウワースの施設から今年初めに搬
入された胴体部分に取り付けられました。H160は各製造拠点の作業効率を最
大限活用するエアバス・ヘリコプターズの戦略に基づき、3ヶ国で主要構造部
品の製造を分坦する方式を採用しています。

H160プレシリアル機は今回初めて主要機能部品がその方式に基づいて製造
され、フランス本社施設にて1機目の組立が開始されました。量産前のプリシリ
アル機として今後10機製造予定です。試験的に10機を連続して製造すること
で、各製造ラインで改善できる箇所を洗い出し、量産開始に向けて最終調整を行
います。H160の最終組立ライン（FAL）はフル稼働時の作業期間を40日間と目
標設定しています。FALでの作業期間を短くすることで各任務に応じた機体の仕

様変更にも柔軟に対応可能となります。H160は機体性能のみならず製造工程においても革新をもたらし、お客様のニーズに応えます。
H160組立に関する動画（Building Blocks H160）: https://www.airbus.com/newsroom/news/en/2017/07/the-h160-leads-

the-way-in-the-industrial-transformation-at-airbu.html
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エアバス・ヘリコプターズとサフランはこのほど、H125およびH130に搭載されたサフラン製エンジンArriel 2Dに関して改善点を発
表しました。新規機体そして現在運航中の機体に対して、エンジンのオーバーホール間隔（TBO）を25％増加し、5000時間に延長しまし
た。これにより同機体にかかわる運用費用を低減することが可能となります。
エアバス・ヘリコプターズは、お客様満足度の向上と製品の競争力を最優先事項のひとつとしています。TBOの延長により世界中の

H125とH130のオペレーターは、より効率的な運用ができるようになります。また、これまでリペアセンターで15年点検が必須でしたが、
飛行時間にかかわらずエンジンのカレンダーリミット（暦日期限）を排除しました。Arriel 2Dの耐久性の向上により、モジュール1、2、4、5

に対するカレンダーリミットが無くなり、モジュール3に対してはメンテナンスセ
ンターでの定期点検の際にリコンディショニングが可能になりました。

H125およびH130は過去5年間にわたり同クラス納入数の約70％を占めて
います。まさに小型単発機市場をリードしているヘリコプターです。H125は高
温、高高度における飛行柔軟性、多用途性、整備費と取得費用の費用対効果に
おいて優れています。H125シリーズは日本国内で最も人気のあるエアバス・
ヘリコプターズの小型単発機で、現在89機が運航されています。

H130シリーズは、同クラスNo.1の低騒音でその操縦性能と安全性が高い
ヘリコプターです。世界で340社以上によって運航されており、主に人員輸送
任務において活躍しています。Arriel 2D搭載のH125およびH130は世界で
1000機以上が運航されており、総飛行時間は100万時間以上にのぼります。

世界中でEMSヘリコプター配備の動きが勢いを増しています。
アジア地域では現在各国の空域規制、インフラストラクチャやヘリ
コプターの運用にかかわる資金調達制度を整え、急速に配備態勢
を補完しています。人口約14億人の中国そしてインドでは、それ
ぞれ700機のEMS機配備が今後必要になると予測されています。
インド政府は、2016年中頃に初めてEMSヘリコプターのニー
ズに合わせた飛行規程を整え、救急医療専用ヘリコプター市場
の発展とサービス普及の拡大を後押ししました。2018年1月、新
たに勧告が提出され、搭載機器、運航機種別の役務（単発または
双発機）そして運航条件（飛行計画書の必要性の有無、夜間飛行
の際の飛行速度制限）に関する要件を定めました。中国政府は
2014年より軍用目的に管理された空域規制の緩和を始め、その
結果ヘリコプターの運航機数が拡大しました。2014年に北京赤
十字財団の補助団体である北京999緊急救助センター（Beijing 

999 Emergency Rescue Centre）へEMS初号機としてH135

が1機納入されました。

アジア地域でのEMSヘリコプター市場を発展させるためにはヘリコプターの運用費用にかかわるビジネスモデルを確立することが重
要な課題です。日本国内では国と都道府県が半分ずつ負担することが基準と定められていますが、ブータンでは政府の完全な支援体制で
運用されています。また豪州では銀行が主要な出資者となり企業と政府間の資金調達を行っています。そのおかげで、サーフ・ライフ・
セービング・クイーンズランド（Surf Life Saving Queensland）は42年間にわたって救難救助のサービスを提供しています。タイでは、
バンコク・ヘリコプター・サービス・カンパニー（BHS）がバンコク病院と契約し、2機のH145を運用しEMSサービスを運営しています。
インドでは、2017年より米国のエア・メディカル・グループ・ホールディング（AMGH）によって設立されたアビエーターズ・エア・レス
キュー（Aviators Air Rescue）が、3機のH130導入しEMSサービスを開始しました。続いて2018年末までにターボ・アビエーション
（Turbo Aviation）がインド南部のハイデラバード市を拠点に1機のH135を運航開始し、そして2019年インド中西部のマハラシュトラ州
でもH145が投入されEMSミッションが始動します。一方で、インド民間航空管理局（DGCA）が採択した政策はまだ完全には実現されて
おらず国内全域をカバーするには今後600機以上のEMSヘリコプターを必要とします。
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機体の導入とともにパイロットおよび整備士の確保は、急速に成長するEMS

市場に必要不可欠です。ネパール国内の民間市場でH125は80％のシェアを
占め、救命ミッションにおいて25機のH125が20,000フィートを超える空域で
日々 8時間以上運航されています。パイロットや整備士のサポートのもと毎年
数千人の救命に貢献しています。日本国内では、EMSパイロットの3分の2以
上が50歳を超え、若手パイロットの養成・確保が大きな課題となっています。
こうしたなか、アジア地域の運航機数は確実に成長しています。2015年末、ア
ジア地域のEMSヘリコプターは202機に到達し、運航機数は10年前と比較し
3倍に増加しました。日本国内では、2016年に初めてドクターヘリ年間出動回
数が25,000件に達し、今後も救急医療の高度化が求められています。

近年の全世界のヘリコプター納入機数のおよそ3分の1はアジア地域が占め、今後もアジア地域での救急医療ヘリコプターの飛躍が
期待されています。

エアバス・ヘリコプターズは2018年2月より「Voom

（ブーム）」を正式な運用パートナーとして迎えました。
オンデマンド・ヘリコプターサービスを提供している
「ブーム」は2017年にブラジル・サンパウロでサービ
スを開始しています。「ブーム」のサービスは、携帯電話
のアプリケーションでヘリコプターの手配を可能としま
す。大都市での移動手段として利用客の増加と、空のタ
クシー・サービスへの関心度の高さから同サービスは
急速に拡大しています。今年初め、サンパウロに続い
て、メキシコシティの市場に進出しました。
「ブーム」は、日常的なヘリコプターの移動を可能と
し、空中移動によって都市の交通渋滞への新たな解決
策をもたらします。エアバスは、既存の製品の改良とと
もに、より安全で環境に優しく、経済性の高いヘリコプ
ターを提供するとともに、都市でのモビリティ・ソリュー

ションを構築するための輸送システムの開発に取り組んでいます。エアバスと「ブーム」は、既存のヘリコプターの稼働率を増やし、人々
の移動をより効率的に、生活をより快適なものにします。　Voom ウェブサイト：https://www.voom.flights/

英国の慈善団体ウェールズ・エアー・アンビュランス（Wales Air Ambulance以下WAA）は、3機のH145と1機のH135を運用してい
ます。H145はEMS機として運航され、H135はチルドレンズ・ウェールズ・エアー・アンビュランス（Children’s Wales Air Ambulance）
の救急医療ヘリコプターとして活躍しています。

WAAはウェールズ北部のカーナーヴォン、南部ラネリーとカーディフ、そしてウェルシュプールをベースに20,700 km2にわたる広域救
急医療体制を配備しています。年間の出動件数は約2,500件、山や海岸線、地方都市な
ど変化に富んだ地形をエアバス機がカバーしています。

WAAは英国では双発機を運航する数少ないEMSオペレータです。H145はストレッ
チャーの出し入れが容易なクラムシェルドアやEMS仕様の室内を備え、安全で効率的に
救命治療を行いながら患者を搬送し、救命率の向上に貢献しています。99%の機体稼働
率を誇り365日出動可能な体制のもと、いち早く現場に駆けつけます。
小児および新生児の救急搬送を専門とするH135は、2017年には332名の救命に貢
献しました。WAAの公共サービスは、オンライン基金などで得た、年間約650万ポンド
の寄付金によって運営されています。
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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H225の機体維持にかかわるFull By the Hour（FBH）サービスを今後
5年間にわたり提供する契約を締結しました。現在、同庁が運航中の5機および今後納入される予定の5機、合わせて10機のH225に適
用されます。

HCare Smartの１つ、FBHサービスでは必要な部品に関わる包括的なサポートが提供されます。特に官公庁においては部品の個別購
入契約が省け、必要な部品をより早く受領することができます。例えば、重要部品が突然故障した際にも早急に手配が可能なため、機体の
ダウンタイムを低減することができます。すでに導入されたお客様からは「部品を入手するまでに要する時間が非常に短くなった」と評価
をいただきました。また、不定期整備に特化したExchange By the Hour（EBH）をご利用のお客様からは、「今までは修理で工面してい
た部品を思い切って交換できるようになりました。また、社内で稟議を回すプロセスが低減し加入して良かった」とお声をいただきました。
HCare SmartサービスはFBHとEBHのほか、定期整備品・不定期整備品をカバーするParts By the Hour（PBH）や修理対応する
Repair By the Hour（RBH）があります。どれも飛行時間に応じた料金をお支払いただくサービスで、不定期整備などで大きな変動があ
り得る機体維持費を平準化できます。サービス内容はカスタマイズが可能で、お客様の運航状況に合わせて最適なパッケージをお選びい
ただけます。詳細は弊社カスタマーサポート部担当者にお問い合わせ願います。

Production Maintenance Planning（以下PMP）と呼ばれる整備・点検方式が適用されている場合の点検間隔に関してご案内します。
コンポーネントやダイナミック・アセンブリの点検間隔は、通常最初に機体に取り付けられた日を起点日としますが、機体納入前の製造ラ
インにおいてPMPが適用されている場合、メンテナンスプレートまたは機体の IDプレートの日付が起点日となります（一部例外を除く）。
PMP方式を採用することによって、整備間隔の起算日を取り付け日より後ろにずらすことが可能となり、その他の整備実施のタイミングと

最大限揃えることが可能となります。PMPはスーパー・
ピューマ系列機に導入されており、適用は Individual 

Inspection Log Book（RIC）に記載されています。詳
細は 2016年4月19日発行の IN 2791-I-00 Revision 

1をご参照ください。

エアバス・ヘリコプターズは、主要コンポーネント（ダイナミックコンポーネントおよびブレード）の修理・オーバーホール・エクスチェン
ジサービスに対するお客様のニーズにお応えするため、世界各地域におけるサービスの最適化を目指しています。修理・オーバーホールに
関して、ブレードは神戸事業所、エキュレイユのダイナミックコンポーネントはカナダの事業所など、機種やコンポーネントごとに主要拠点を
割り当て、より専門性の高い技術者が迅速に対応できる環境を整えております。
エクスチェンジサービスでは、従来フランスとドイツで在庫を一元管理してきましたが、日
本を含めアジア各国のお客様へ最短で部品を提供できるよう、香港カスタマーセンターに
エクスチェンジ在庫拠点を設置しました。アジア地域の50%以上のエクスチェンジ需要に
対応すべく現在準備を進めております。サービス開始は2019年を予定しております。
エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは、エアバス・ヘリコプターズの安全基準に基づい
た調達先を選定しお客様に質の高いサービスを提供いたします。お客様にご安心いただけ
るよう、以下のサポートもあわせてご案内しております。ご用命の際は弊社カスタマーサ
ポート担当者までご連絡願います。
●日本国内に常駐する日本人技術担当者によるサポート
●お客様の各機体コンフィギュレーションに合わせたご提案
●充実したワランティ＊

●最新のスタンダードコンフィギュレーションに基づいたエクスチェンジ品および修理・オーバーホールのご提供

＊ワランティ条件の詳細は、当社の標準販売条項（Standard Conditions of Sale）をご覧ください。

メンテナンスプレートの例 機体 IDプレートの例



2018 Issue 16  Oct/Nov/Dec
6

H I G H L I G H T

特集
H I G H L I G H T

特集

エアバス・ヘリコプターズは約70年にわたるブレードの開発と改良とともに、サポート体制も強化してきました。現在、世界12ヶ所に認
定リペアセンターを設け、世界中のお客様をサポートする体制を構築しています。国内の神戸事業所も本社からブレード・リペア・セン
ターとして認定を受けており、幅広い機種のブレードの点検・修理を行うことが可能です。また多様化するお客様からのご要望に応えるた
めに施設、供給能力ともに拡充が進んでいます。例えば、温度管理されたブレード修理専用のショップを設け、本社で訓練を受けたブレー
ドリペアのスペシャリストがお客様のブレードをひとつひとつ入念に点検・修理しています。該当機種は下記ブレードリペアの一覧表をご
参照願います。ブレードの点検・修理に関するお問い合わせは弊社カスタマーサポート部担当者にお問い合わせ願います。

Advanced Composite Structures（ACS）および関連会社によるブレード修理に関する通知
エアバス・ヘリコプターズは、Advanced Composite Structures（ACS）および関連会社によるブレード修理に関して注意を促す通知
を発行しました。ACSは北米とニュージーランドを拠点にエアバス機AS332/SA330/AS350/AS355/Gazelleを含む機体にかかわるブ
レード修理を提供していますが、エアバス・ヘリコプターズの認定ネットワークに属しておりません。またエアバス・ヘリコプターズから
技術文書を購読せずにブレード修理を行い、使用される部品もエアバス・ヘリコプターズから供給されたスペアパーツではありません。
ブレードはダイナミック・コンポーネント、機体フレーム、その他の装備品と同様に複雑な構造のもと、精密な許容閾値により製造されて
います。事故やインシデントによる損傷は外観から確認できない場合もあり、修理の際見落された箇所が重大事故につながる危険性があ
ります。安全はエアバス・ヘリコプターズの最優先事項です。エアバス・ヘリコプターズではACSおよび関連会社で修理されたブレード
をスタンダード・エクスチェンジのコア部品として引き受けることができません。また、同社で修理されたブレードをエアバス・ヘリコプ
ターズに依頼する場合、再作業に関する費用をお見積りに含めさせていただきます。
エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンはお客様の安全運航を第一に考え、お客様からブレードのスタンダード・エクスチェンジや修理を受
注する際、あらかじめブレードの修理履歴を確認させていただく場合がございます。詳細につきましては、カスタマーサポート部担当者ま
でお問い合わせ願います。

エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンのブレードリペア認定範囲

O& I
レベル

COV
 レベル

BOV
 レベル

H120

H125
AS350
AS355
H130

EC130

H135
EC135 H145 AS365 H155 AS332 L

AS332 L1
H225

EC225

＊1 New high visibility painting & static balanceに限る
＊2 2019年1月以降から対応、New high visibility painting & static balanceに限る
＊3 2019年1月以降から対応
＊4 AS332 L1のメインローターの修理はBOVレベルまで、テールローターの修理はCOVレベルまで実施可能
＊5 H225, EC225のメインローターの修理は2018年10月以降に実施できるよう準備中

－ －

－ －
（＊1） （＊2） （＊3） （＊4）

（＊4） （＊5）
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問合せ種類

AOG

通常の問い合わせ

回答種類

AOGの一次回答

AOG最終回答

一次回答

最終回答

指標

3時間以内

3日以内

7日以内

24時間以内

7日以内

14日以内

2018年1月～ 8月までの実績

100%

86%

91%

95%

81%

89%

・最新版マニュアルと旧版マニュアルにアクセス可能
・O.R.I.O.N Light（USB）の内容をダウンロード可能

・オフラインでPCやWindowsタブレット上で閲覧可能
・旧版のバックアップとして保管可能
・コピー可能
・紙媒体より安価

電子マニュアル（媒体） 有償／無償 契約更新期間

無償 なし
（自動更新）

有償 1年または3年
選択可

特　徴

O.R.I.O.N. Online
（オンライン）

O.R.I.O.N. Light 
（USB）

【お問い合わせ先】  マニュアルに関するお問い合わせ ：テクニカルサポート室  眞鍋 （078-306-4495） 
 ご契約に関するお問い合わせ ：カスタマーサポート部  担当者 （03-5414-3339） 

お客様からの技術的問い合わせと回答について
エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンでは、お客様からの技術的問い合わせに対する回答率向上を全社共通目標として設定し、WebTEK＊

においてAOGおよびAOG以外の問い合わせについて、一次回答＊＊及び最終回答を3日、７日、14日の単位で回答率をモニターしておりま
す。2018年1月から8月までの実績は以下の表の通りです。今後も、より迅速にお客様のご要望にお応えできるよう、努力してまいります。

＊ WebTEKは、お客様と弊社テクニカルサポート担当との技術的問い合わせ専用ツールで、Keycopterからアクセスできます。この中で行われた
連絡は、記録され、いつでも参照できる便利なツールですので、ご活用をお勧めしております。

＊＊ 一次回答とは、お問い合わせを受領した旨をお知らせするものです。

WebTEKをご利用になる際、お問い合わせの緊急度に応じてAOG、Critical（その日までに回答が来ないとAOGになる場合）、Routine

（AOG、Critical 以外）を選択し、回答期限を設定します。また、最終回答に対するお客様満足度をモニターしております。評価基準は1から
5までの5段階で、4及び5が満足、1から3は不満足の評価となります。サービスの向上のために、評価、ご意見をいただければ幸いです。

本件に関するご意見、お問い合わせ：
営業企画部 小野寺（03-5414-3408）、テクニカルサポート室　伊藤 東京本社（03-5414-3467）、神戸空港事業所（078-306-4624）
Keycopter、WebTEKへのアクセス、利用方法に関するお問い合わせ：
テクニカルサポート室　東京本社（03-5414-3467）、神戸空港事業（078-306-4683）

2019年1月より2019年度以降のマニュアルサービス更新の申込み受付を開始予定です。エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは、お客様
に電子マニュアルを推奨しております。紙媒体のマニュアルよりも安価で、差し替え作業が不要です。更新時にご検討いただければ幸いです。
なお、マニュアルは1年または3年ごとの更新が可能です。3年契約では、契約期間中の価格上昇がなく1年契約と比較し安価で、1年

ごとの契約更新を省け手続きが簡素化されますので、ぜひご検討下さい。
次回更新時期になりましたら弊社カスタマーサポート担当者より価格と共に詳細をご案内致します。2019年度分の請求は、2019年6月

に実施させていただきます。何卒ご了承のほどよろしくお願いいたします。
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航空安全
A V I A T I O N  S A F E T Y

運航中のリスクの特定やインシデント等の予防のため、内蔵カ
メラ及びセンサーによって、操縦室内の映像・音声、及び飛行
パラメーターを記録するものであり、飛行後必要に応じて確認
することが可能です。

地表・既知の障害物との衝突を防止するため、異常接近する恐
れがある際に警報を発する装置です。

TCAS等を装備した他機と位置情報を交換し、衝突の恐れがあ
る際に回避指示を出し空中衝突を防止します。

衝撃の検知又は手動操作により救難信号を発射し、自機の位
置を電波で発信します。

O.R.I.O.N.電子版 WebTEK

安全運航のための装備品の例

Vision 1000

EGPWS
（HTAWS）

TCAS

ELT

インシデント・アクシデント発生後の調査のため、操縦室内の
音声と機体各所からのデータを、耐火性・耐衝撃性を備えたメ
モリーに記録します。

CVFDR

概　　要装備品

整備マニュアルO.R.I.O.N.の電子版およびオンラインの問い
合わせツールWebTEKに関して、各種使用方法をご紹介する動
画の日本語版を現在準備しております。2018年末までに
YouTube上に専用チャンネルを設けて掲載予定です。　詳細は
決定しだい別途ご案内させていただきます。

エアバス・ヘリコプターズは、標準装備または選択装備として、安全運航に資する各種装備品を搭載し機体を製造しています。これらは通
常、機体製造時に装備されますが、現在運航している機体に対しても追加装備が可能な場合があります。エアバス・ヘリコプターズ・ジャパ
ンはお客様の多種多様な任務において安全かつ効率的に運航出来るよう最適なソリューションを提案いたします。追加装備の場合、各機体
そして改修内容によって取付に関わる調査および査定にお時間を要します。詳細に関しましては弊社カスタマー・サポート担当者までご連絡
願います。



2018 Issue 16  Oct/Nov/Dec
9

航空安全
A V I A T I O N  S A F E T Y

航空安全の取り組みの中で必ず取り上げられるヒューマンファクターズに関連する情報として、Federal Aviation Administration（FAA）
が発行した資料をご紹介します。資料内では整備の不具合の約80%はヒューマンファクターズが関与し、エラーの背後要因と成り得る12

項目が明記されています。

これらヒューマンファクターズエラーや過去発生した事象のビデオ・判明した原因等については、安全推進活動（航空安全ロードショー
等）でご紹介させていただきます。エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは今後も安全文化の醸成をめざし、航空安全ロードショーの個別開
催へのご要望などお客様と日程等を調整しながらご案内いたします。詳細に関してご質問等ございましたら、担当者までご連絡願います。
エクスターナル・セーフティー・オフィサー ：竹内（078-306-4476）

原文資料（FAAウェブサイト内）へのリンク：
https://www.faasafety.gov/files/gslac/library/documents/2012/Nov/71574/DirtyDozenWeb3.pdf

コミュニケーション不足／自信過剰／知識不足／注意力散漫／チームワーク不足／疲労／リソース不足／プレッシャー／意思表現不足／
ストレス／認識不足／基準の12項目が明記されています。

過去に発生した事故等に関連する代表的な要因の一例を紹介します。

整備後の初回飛行試験で
墜落事故

注意力散漫：
作業中断時の不適切な
処置

基準：
規程不順守、社内手順が
不明確

認識不足：
関連する整備作業に
関する認識不足

Tail Rotor Control
不可状態後のクラッシュ

認識不足：
関連する整備作業に
関する認識不足

リソース不足：
Tail Rotor取り付け時の
検査未実施

基準：
規程不順守、社内手順が
不明確

Engine Power lossによる
Auto Rotation L/G時の
事故等

基準：
規程不順守

認識不足：
実施作業に関連する
影響の認識不足

知識不足：
関連する技術情報の
確認不足

事故情報 要因 １ 要因 2 要因 3
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2019年に開催する訓練コースをお知らせします。コースとして設定された訓練は、複数のお客様が参加されるグループ形式のため、低
価格でのご提供が可能です。ぜひこの機会にご検討ください。

2019年はより多くのお客様にご満足いただける訓練を提供できるよう、早めにお申し込みいただければ幸いです。何卒よろしくお願い
申し上げます。

2018年10月よりSingle-pilot Resource Management（SRM）をシングル・パイロット用シミュレーター訓練として提供いたします。
オペレーターの皆様のニーズに応えるため、非常操作の一部としてこの訓練を新たに設けました。訓練は空輸、報道取材など日々の運航
を模擬し、日々の飛行で起こり得るアクシデントを防止するための素地を身につけることが目的です。
エアライン等で用いられているCrew Resource Management（CRM）はデュアル・パイロットのためのものですが、その概念の多く

はシングル・パイロットにも利用可能なものです。これまでの間、数多くのCRM概念がシングル・パイロット訓練に応用され、それが
SRMの誕生に繋がりました。SRMは飛行準備及び飛行中に利用可能な全てのリソースを活用することと定義されています。リソースは機
内および機外にあるものに分けられ、それらを有効活用し安全な飛行を確かなものとします。SRMは以下の６つの概念から構成されます。
訓練を通してこれらのスキルを磨き日々の飛行をより安全なものとします。

開催日程は、前後する場合があります。最新の日程は、カスタマーサポート部担当者へお問い合わせ願います。
訓練カタログはエアバス・ヘリコプターズ・ジャパンWebサイト、訓練紹介ページからダウンロードいただけます：
http://www.airbushelicopters.co.jp/support-and-service/training/

EC135ガイドライン
〈学科〉

（4月コース）

2019年度カタログ
EC135  P18

2019年度カタログ
EC135  P18

2019年度カタログ
EC135  P14～ P15

二等航空整備士
〈学科〉

2019/4/8～ 4/17（8日間、55時間）

EC135ガイドライン
〈学科〉

（11月コース）
2019/11/11～ 11/20（8日間、55時間）

整備士

EC135ガイドライン
〈学科〉

2018年度カタログ
EC135  P16

2018年度カタログ
EC135  P5

EC135ガイドライン
〈学科〉

オートパイロットあり

2019/1/7～ 1/17（8日間、55時間）

2019/1/21～ 1/30（8日間、56時間）操縦士

整備士

技能証明 訓練コース 開催日程 掲載カタログ

2019/9/26～ 10/11（12日間、84時間）

航空上の意思決定Aeronautical Decision Making

Risk Management

Task Management

Automation Management

Controlled Flight Into Terrain
（CFIT）Awareness

Situational Awareness 

リスク管理

タスク管理

自動化管理

CFIT認識

状況認識
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訓練シナリオはお客様それぞれのご要望に応じたものをアレンジすることも可能です。お申し込みは随時お受けいたします。各訓練コー
スの内容など詳細につきましては、弊社カスタマーサポート部へお問い合わせ願います。

エアバス・ヘリコプターズが開発したLearning Management System（以下LMS）をご紹介いたします。LSMは訓練生、各国の訓練
センターおよびエアバス・ヘリコプターズ本社間で活用できる共通のシステムです。当システムによって情報提供や共有、そしてお客様が
受講された訓練の履歴管理が可能となりました。ご登録完了後、現時点でご利用可能なサービスをご紹介いたします。LMSは訓練の受講
有無に関わらず、どなたでもご利用いただけるシステムです。（システムは英語表示です）
● LMS登録後にお客様が受講された訓練の履歴確認
●海外訓練センターを含むエアバス・ヘリコプターズ訓練センターでの開講予定コースを機種ごとに検索いただけます
● LMS内ツールによる英語力チェックやオンラインコースが無料で受講できます
＊ 英語力チェックはエアバス・ヘリコプターズが独自に作成したテストです。海外での訓練ご参加前にご自身の英語力を客観的に測ることができます。
また通訳の必要性をご検討いただくためのツールとしてもご活用ください。

〈ご登録・ご利用方法〉
１．本システムのご利用には事前登録が必要です

ご登録方法は以下リンクよりアクセスいただき、表示された
画面左下をクリックしご確認いただけます。
LMS登録画面へのリンク：
https://ahlms.csod.com/default.aspx?c=%255e%

255e%255eNOyhUFvvfMsL8%252fdi8zb4I0pTRlQ

CCyyReM%252fovasN%252bqE%253d

リソースとは何か、それをどう活用するのか学ぶことを目的とします。
SRMでは、最大のリソースは操縦士自身（知識、経験、飛行に対する姿勢）と定義されます。ただ
単に他に頼ることを学ぶのではなく操縦士として自分自身の能力を高めるための動機付けを行い
ます。自分自身以外のリソースは何か、そのリソースをどのように活用するか具体例をもって分か
りやすく概念を学習します。また過去の事例をSRMの観点から考察し概念をより深く理解します。

乗員構成、飛行内容、気象、ノータム等具体的な想定を与え、実践的な訓練になるようブリーフィ
ングを行います。

飛行中の航空機不具合を主体とする想定を与え、不具合発生後着陸にいたるまでの手順・機長
判断をリソースとして実際に活用することを目標とします。

セルフ・クリティークとはSRMの6つの要素の観点からリソース活用法について自身で振り返るこ
とを指します。リソースは操縦士の知識、経験によって最大限に活用されます。飛行に対する姿勢
（意識）も重要な要素となります。セルフ・クリティークはリソース活用のみならずパイロット自身が
不足する知識を自覚し、自己研鑽の材料を探すことも目的としています。教官はその振り返りをサ
ポートします。訓練で培ったセルフ・クリティークは日々のフライト後の自己反省にも活用できます。

SRM座学

訓練前ブリーフィング

シミュレーター訓練

訓練後セルフ・クリティーク

訓練の流れ

２．ご登録後は設定された IDとパスワードでログインいただけます
ログイン後、ホーム画面のメニューよりLearn→Browse for trainingを選択しご希
望のカタログをクリックいただくと、コース詳細や開講が決定している日程が表示され
ます。カタログは機種ごとに分かれており、カタログ右側にコース開催国が記載されて
おります。また、Online Courseと表示されている項目は、LMSサイト内で該当する
カリキュラムを受講いただけます。訓練のお見積もりや実際のお申し込みなどにつき
ましては、弊社カスタマー・サポート担当者までご連絡ください。LMS登録に関してご
不明点等ございましたら弊社運航・訓練部までお問い合わせ願います。
 は ぶ た
運航・訓練部担当：土生田 （078-306-4654）
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2019年4月よりこれまで紙媒体で提供していた訓練マニュアルをE-manualシステムに移行し
完全電子化いたします。ドイツの訓練アカデミーでは長らくタブレット端末型の電子マニュアルが運
用されていましたが、2016年初めに全世界のエアバス・ヘリコプターズ認定訓練センターで運用
する方針が発表され、日本でもインフラ整備や一部訓練コースでの試験運用等を進めてきました。
現状では基本的に紙媒体のマニュアルを訓練初日にお渡ししておりますが、E-manualシステム

移行後は提供の流れが大きく変わります。
訓練マニュアルの事前提供
以前よりご要望の多かった訓練マニュアルの事前提供がE-manualにより実現します。
訓練契約と訓練参加者のご登録を完了いただいた時点でE-manualシステムのサーバー上に各訓練生の個人アカウントが作成され、マ

ニュアルデータへのアクセスが可能となります。訓練センターよりお知らせするログイン IDとパスワードを使用し、ウェブブラウザとPDF

ビューアの使える環境であればどこからでも無償でマニュアルの閲覧、ダウンロードが可能です。
訓練用タブレット
訓練期間中はトレーニングセンターのE-manual専用タブレット端末をご使用いただきます。この端末上ではE-manualアプリを使用し

たマニュアルへの描画や文章の書き込み等が可能で、入力したデータはリアルタイムでサーバーに同期されます。
訓練終了後のアクセス
訓練終了後も引き続きブラウザからのマニュアルへのアクセスが可能で、訓練受講中に入力した書き込み等もサーバーに同期された

データから反映されます。また、お手持ちのタブレット端末＊にE-manualアプリケーションをインストールすることにより、訓練中と同じ環
境でマニュアルを利用いただくことも可能です。

＊E-manualアプリケーションは iPad専用です。iPhone、Android、Windows端末等はご使用になれません。

2019年第1四半期に、AS365 N3/N3+のフル・フライト・シミュレーター（FFS）が現在設置されているエアバス・ヘリコプターズ・
シンガポールからマレーシア、クアラルンプールへ移転致します。今後、クアラルンプールではH225のFFSとともにAS365 N3/N3+の
FFSの訓練が受講可能となります。

■神戸空港「空の日」イベント
日程：2018年11月4日（日）
場所：神戸空港
https://www.kairport.co.jp/

■第25回 日本航空医療学会総会・学術集会
日程：2017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
http://www.convention-w.jp/25jsas/

■第54回2018年国際放送機器展
（Inter BEE 2018）
日程：2018年11月14日（水）～ 16日（金）
場所：幕張メッセ Hall 4 4309
http://www.inter-bee.com/ja/

■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、エアバスブース：東7ホール 7229
http://www.japanaerospace.jp/jp/index.html
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