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親愛なるお客様
今年7月は例年になく梅雨寒が続きましたが、皆様お変わり
なくお過ごしでしょうか。8月に入り、日ざしもひときわ強く照り
つけ、夏真っ盛りの候となりました。暑中お見舞い申し上げます。
エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは6月、神戸事業所の増
築棟の起工式を執り行いました。2020年初めには新しい施設
とともに、より万全な体制で機体導入後のサポート、MRO、エ
ンジニアリング、テクニカルサポート、シミュレーター・トレーニ
ングなど包括的ソリューションを提供し、お客様の安全運航を
支援して参ります。また5月にはエアバス・ヘリコプターズ認定
のH145/BK117ヘリコプターのトレーニングセンターが川崎
重工業株式会社の岐阜工場に開設されました。引き続き、日本
および海外のオペレーターへ世界標準の訓練をより充実した
環境で提供いたします。今年秋には、H135テクニカルアップ
デートセミナー、また来春にはカスタマー・シンポジウムを開催
予定です。詳細に関しましては、あらためてご案内させていた
だきます。
さて、エアバス・ヘリコプターズの本社マリニャンヌは今年

80周年を迎えました。さきのパリ・エアショーでは、軍用機オペ
レーター向けに新デジタルサポートサービスSmartForceを
発表しました。また、今年3月にはヘリコプターメーカーとして
初めて電子ログカードを発表し、より簡便なデジタルデータサー
ビスへ移行するとともに、電子ログカードを採用したH125を2

機納入しました。引き続きイノベーションの精神とともに、空の
安全性、有用性、経済性を高め、進化する技術革新とともに安
全で効率性の高い製品を提案いたします。
夏の疲れが出やすい頃ですのでどうぞご自愛のうえお過ご

し下さい。
貴社のさらなるご発展を心より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
最高執行責任者・社長　ギヨム・ルプランス
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エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン株式会社は、中
日本航空株式会社に20機目のH135を引き渡しました。
これを記念し、安全祈願祭が6月上旬、中日本航空株
式会社第2格納庫にて行われました。
新型のH135はドクターヘリ等として運用されます。

中日本航空株式会社は国内最大級のオペレーターと
して事業を展開し、エアバス・ヘリコプターズ社製ヘリ
コプターを45機運航しています。その数は同社運航
総数のおよそ3分の2を占め、ドクターヘリ、報道取材、
物資および旅客輸送など幅広い任務にて活躍してい
ます。また同社はエアバス・ヘリコプターズ社認定の
メンテナンスセンターとして、H135（EC135）の機体
整備サポートを提供しています。

H135はコンパクトなキャビンをもち、救急医療、警
察、消防、ビジネスおよびVIP輸送など様々な任務に
対応します。新型のH135はアビオニクス「ヘリオニクス」を装備しています。「ヘリオニクス」は、ヘリコプター任務のために必要な柔軟
性と飛行安全性を向上させるためにエアバス・ヘリコプターズによって開発されました。オペレーターの要求を満たすために、飛行情報を
集約し、操作をより容易にするとともに、高機能で情報処理能力が高くよりパワフルなアビオニクスシステムを提供します。飛行中のパイ
ロットの状況認識を改良するために設計された、最大4つのディスプレイを備え（H135は3つ）、2基のコンピュータと独自のコックピットレ
イアウトで構成されています。現在H135ファミリーは世界中で1,300機以上がおよそ300のオペレーターによって運航され、日本国内
では92機運用されています。

エアバス・ヘリコプターズは今年5月、スイスのジュネーブ
で開催されたEBACE（ヨーロピアンビジネス アビエーション 
コンベンション＆エキシビション）に先駆けて、イギリスのオペ
レーターよりACH160の新規受注を発表しました。同機はイ
ギリスのマン島を拠点にVIP輸送を専門とするLuviairによっ
て運用されます。今回の受注により、エアバス・ヘリコプター
ズはイギリス国内で4機、世界で合計12機のACH160のオー
ダーを獲得しています。エアバス・ヘリコプターズの新世代ヘ
リコプターH160は2019年末にEASAの型式証明を取得予
定で、その1年後にACH160初号機が納入予定です。
エアバス・ヘリコプターズは2017年のEBACEにてVIPヘ

リコプターACHを発表し、同年54機、翌2018年に68機受
注を発表しました。ACHは、エアバスの民間旅客機部門の
ACJ（エアバス・コーポレート・ジェット）の姉妹ブランドとして

開発され、お客様にハイエンドなヘリコプターの導入から運航、そしてリセールの機会まで提案いたします。ACHは安全性、技術、VIP仕
様の快適さ、そしてサービスにおいて最高水準を提供します。オペレーターは、プレミアムサポートサービスのHCareFirstを通じて、飛
行時間と特定のニーズに応じて、ヘリコプターの稼働率を確保できます。
ヘリコプターブランドのACHには、ACH125、ACH130、ACH135、新しいACH145、ACH160、およびACH175の市場をリード

するエアバス・ヘリコプターズの小型および中型ヘリコプターファミリーで構成されています。オーダーメイドのソリューションを含む、幅
広いプレミアムデザインをすべてのモデルに提供しています。多様性と快適性を組み合わせたACHヘリコプターは、スタイリッシュなイ
ンテリア、革新的なヘリオニクス、デジタル・アビオニクスシステムを搭載し、スムーズで静かな乗り心地、そして最高レベルの安全性を備
えています。

中日本航空株式会社、20機目のH135を導入

ACH160新規受注を獲得
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エアバス・ヘリコプターズはこのほど、ACH145を1機、海外の
個人オーナーへ引き渡しました。続いて2機目のACH145とACH 
160が現在運航中の後継機として同顧客へ引き渡されます。同機は
今後主に地中海地域とカリブ海地域のラグジュアリーヨット専用の
ヘリコプターとして就航します。イギリスのマン島に本拠点を置く、
Luviairは、20年近くにわたってVIP仕様のエアバス製ヘリコプター
を運航し、ロンドン、地中海、カリブ海および世界最大級のラグジュア
リーヨットから飛行するVIPヘリコプター顧客の運航も管理してきま
した。今回納入されるACH145は、ロンドンに本社を置くラグジュア
リーヨットのデザイナーHarrison Eidsgaardによる機体のペイント
および、オーダーメイドのACH “ライン”のキャビンコンセプトを特徴
としています。

アフリカ南部のナミビアおよびボツワナ政府は、急増する密猟対策にH125
を運用しています。ボツワナの警察隊はH125を4機保有し、うち1機を警察任
務に加え、密猟対策に配備しています。H125は、アフリカの高温・高高度の環
境下においてもその多用途性能を発揮し、高度およそ3,200フィートから5,000
フィートを飛行し同警察隊の任務を遂行しています。また、ナミビアの環境観
光省は、鳥獣の捕獲、監視、個体数の集計および国立公園の管理にH125を運
用しています。空からの監視によって、外部からの侵入者を防止し、地上のスタッ
フの支援も可能にします。密猟監視のために、同環境観光省は野生動物の個
体数の確認を行います。あらかじめ定められたルートを500メートル間隔で飛
行し、150フィートほどの高さからすべての個体数の確認を行います。

エアバス・ヘリコプターズはこのほど、ノルウェーのHelitrans
へ電子ログカードを採用したH125を2機納入しました。
Helitransは機体装備品の整備記録を電子的に管理できる
H125の初の運航会社となりました。電子ログカード適用機
の導入によりオペレーターは、より高いデータ品質の維持、
データ管理にかかる時間の短縮および簡素化が実現し、飛行
安全性を強化することが可能です。Helitransは合計7機の
H125 を発注し、うちの最初の2機がこのたび納入されました。
続いて納入される5機を含む全ての機体に電子ログカードが
採用されます。HelitransのH125は送電線建設、消火活動
や遊覧飛行、旅客輸送、空撮、通信網の開発など幅広いミッ
ションに運用されます。

ログカードはヘリコプターの重要な構成部品のすべての整備記録を機体製造時から退役まで管理します。電子化されたログカードは、
紛失や誤記のリスクがあったこれまでの紙媒体のログカードに代わって、セキュリティで保護されたクラウド上に電子情報として保存します。
エアバス・ヘリコプターズは2019年3月に電子ログカードを発表し、より簡便なデジタルデータサービスへ移行した初のヘリコプターメーカー
です。Helitransはノルウェー国内最大級のオペレーターとして、およそ30年にわたりH125を運航しています。電子ログカードを適用す
る7機を含め、22機のH125とH130が今後も活躍します。単発機市場のマーケット・リーダー、H125とH130は過去5年間に世界でデリ
バリーされた機体の約70％を占めています。エアバス・ヘリコプターズのエキュレイユ・ファミリーは世界約1,900社のオペレーターによっ
て現在5,000機が運航されており、その総飛行時間は3,000万飛行時間以上にのぼります。

ACH145、ラグジュアリーヨットを拠点に就航

多様なミッションで活躍するH125

電子ログカードを採用したH125を
ノルウェーのHelitransへ納入
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エアバスは、軍用機オペレーター向けに７つの新デジ
タルサポートサービスSmartForceを立ち上げました。
新しいサービスとともにオペレーターは必要とする特定
の要件と複数の機体管理に最も適したサービスを選ぶこ
とが可能となります。SmartForceを導入することによ
り、メンテナンスの負担を軽減させ、機体稼働率の向上と
ミッションへの飛行準備の効率化を行うことができます。
SmartForceの7つの新しいサービスは、軍用固定翼機
向けに3つ、軍用ヘリコプター向けに2つ、そして軍用固定
翼機とヘリコプターの両方によって共有される2つのサー
ビスが含まれます。
エアバスは軍用機オペレーターの任務を支援するため

にビッグデータ分析を活用し、新しいデジタルサービスSmartForceを開発しました。新しいサービスはオペレーターと航空業界のサ
ポート体制を集約し、長期整備計画から予測整備、さらに機体サポートに関連する管理タスクの自動化にまで至ります。またエアバスは
フランスの装備総局（DGA-DirectionGénéralede l'Armement）の技術開発プログラムOptaforceを通じて、スタートアップ企業の
COSLINGと提携し、固定翼および回転翼の混合フリート管理そして長期的な整備計画のためのツールを開発および成熟させます。
軍用固定翼機およびヘリコプターのオペレーター向けのSmartForceサービスは、トラブルシューティングを改善し、整備作業を最適
化し、必要とする整備を予測し、そして資材需要を賢く計画します。 SmartForceは、軍事的なセキュリティ要件を満たすために、地理的
な隔離、認定された要員の動員、およびサイバーセキュリティ当局による監視などの強固なセキュリティ対策をとり入れています。

エアバス・ヘリコプターズの次世代ヘリコプターH160は2017年、フランス軍事省よりHIL
（Hélicoptère Interarmées Léger合同ライトリコプター）開発プログラムに選定されました。フラ
ンス軍事省のフロランス・パルリ軍事大臣はこのほど、HIL開発プログラムの開始を2021年に繰り
上げたことを発表しました。エアバス・ヘリコプターズは2026年にフランス軍へ最初のH160Mを
納入予定です。大臣はエアバス・ヘリコプターズ本社を今年5月に訪問し、パリ・エアショーに先駆け
てH160Mの原寸大モックアップを確認しました。同機は、フランス軍より “ゲパード（Guepard）”と
名称が与えられています。

H160の設計はモジュール
化されており、単一のプラッ
トフォームを使用しHIL開発
プログラムが進められます。
H160Mは敵地侵入から空中
要撃、火力支援や対艦攻撃ま
でフランスの陸軍、海軍、空
軍それぞれのニーズを満たし

ます。HILプログラムは2020年に民間機市場へ投入が予定されてい
るH160のプラットフォームをベースに開発が進められ、その多くのメリッ
トを受けます。特にサポートにおいて、整備プログラムが簡素化され、
同カテゴリーの既存機より運航コストが軽減される見込みです。

H125はその高い性能、多用途性、信頼性において他の単発ヘリコプターに勝り、主に物資、送電線パトロール、報道取材、旅客輸送
等の各種航空事業、警察任務、救急医療に使用されています。国内でも最も人気があり、実績あるエキュレイユ・ファミリーの小型単発
機で現在89機が運用されています。

ティリエ前社長（左）H160M/HILプログラム
責任者（右）。パリ・エアショーにて

フランス軍事省、H160Mの開発を推進

軍用機オペレーター向け、
新デジタルサポートサービスSmartForce
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エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは、安全運航に貢献すべく、関
連省庁と連携した各種取り組みに積極的に参画しています。また安全
文化を醸成する活動として、｢航空安全ロードショー｣を開催しSafety 
Management System（以下SMS）の概論や実践等について紹介
するとともに、SMS導入や推進の支援等を実施しております。

■「令和元年度 消防防災航空隊長会議」への参画
全国航空消防防災協議会主催の「消防防災航空隊長会議」が６月

に開催されました。2日間にわたる本会議には、全国の消防防災航空
隊の隊長、副隊長をはじめ多くの管理者の方（85名）が参加されました。
｢安全文化の醸成について｣として、エアバス・ヘリコプターズが推進
している航空安全ロードショー開催の背景や目的、SMSの概論と実
践等（リスク管理：不安全事象報告 /リスク分析 /対策等）について講演

いたしました。また講演後、安全ビデオ、訓練リーフレット、そして安全情報等の翻訳版等について、DVDにてご紹介しました。
本講演内での意見交換や講演実施後のアンケートを通じて、参加者の皆様の安全推進の重要性に対する強い意識や熱意をあらためて
実感しています。パイロット含む従事者の育成やCRM（Crew Resource Management）導入の重要性、シミュレーターを活用した訓
練の推進、航空隊の危機管理や安全文化の醸成について意識を強く持つことの重要性、さらに平時・非常時においてのリスクマネジメン
トやバランス感覚をもってのマネジメントの実施等、大変貴重なご意見をいただきました。今後も引き続き、各お客様をご訪問し｢航空安
全ロードショー｣の開催を計画しております。飛行前リスク管理、海外での整備に起因した事故やインシデント情報等の新たな安全情報も
ご共有させていただく予定です。開催日程等につきましては、お客様とご調整させていただきながら実施してまいります。

■今年度の関連省庁と連携した取り組み
● 国土交通省主催の小型航空機の整備に関する安全講習会への参画
詳細に関してご質問等ございましたら、エクスターナル・セーフティー・オフィサー：竹内（078-306-4476）までご連絡願います。

エアバス・ヘリコプターズは、サフラン・ヘリコプター・エンジン
ズと今後10年の間に実行計画されている「ホライズン・ヨーロッパ・
リサーチプログラム」に向けて、環境に優しく、騒音の少ないより
効率的な垂直飛行の将来を準備するための研究とイノベーション
協力協定を締結しました。6月に開催されたパリ・エアショーで基
本合意書が締結され、将来の垂直離着陸機開発のためのCO2排
出量と騒音レベルの削減に大きく貢献するための技術を共同で
実証する意志が表明されました。電動化、高効率ガスタービンま
たは代替燃料、さらにはエンジン騒音のおよぶ範囲をさらに削減
するための高度なエンジンの構造など、様々な技術的な側面が
今後調査研究されます。エアバス・ヘリコプターズとサフラン・ヘ
リコプター・エンジンズは、長年にわたり先進的な推進力ソリュー
ションの開発に取り組んできました。最近の例として、双発エンジ
ンのヘリコプターが飛行中にエンジンを電動で「スタート/ストップ」
を可能にする革新的な技術が挙げられます。この技術は燃料の節約と航続距離の延伸を目指し、欧州の「クリーン・スカイ2」プロジェクト
の一環として開発されている高速デモンストレーターRacerで実証予定です。

サフラン・ヘリコプター・エンジンズと
将来の垂直離着陸機開発のために協定を締結

｢航空安全ロードショー｣、2019年の取り組み
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5月10日、エアバス・ヘリコプターズ認定のH145/BK117ヘリコプターのトレーニングセンターが川崎重工業株式会社の岐阜工場に
開設されました。同トレーニングセンターはH145/BK117の実機ユニットを保有しており、同ユニットを借用することで今後弊社神戸事
業所のトレーニングセンターでもH135、AS365、AS350と同様にエアバス・ヘリコプターズが設定した世界標準のOEM訓練の受講が
可能となります。エアバス・ヘリコプターズ社認定教官を招聘し、日本のオペレーターだけでなく海外、特にアジア地域のお客様へより充
実した訓練を提供いたします。
今後も日本および海外のユーザーへ世界標準の訓練を提供し、日本の航空業界そして航空安全の増強に貢献できるよう尽力いたします。

6月より配布しております2020年度訓練カタログの内容において記載に誤りがありました。深くお詫び申し上げますとともに、以下の
通り訂正しあらためてご案内いたします。
1） 対象箇所：H125操縦士整備士トレーニングカタログ　4ページ 中段

 訂正箇所：学科訓練シラバス例（32時間 / 5日） ⇒ 正しくは：学科訓練シラバス例（21時間 / 4日）

2） 対象箇所：AS365 操縦士整備士トレーニングカタログ 5ページ 上段

 訂正箇所：学科訓練シラバス例（59時間 / 10日） ⇒ 正しくは：学科訓練シラバス例（59時間 / 9日）

ご不明な点がございましたら、カスタマーサポート部担当者までお問い合せください。

2020年度訓練カタログを6月より順次、配送・配付しております。本訓練カタログよりエアバス・ヘリコプターズが提供している世界標
準のOEM訓練をご紹介しております。昨年度版までと訓練の内容や時間が変更されておりますのでご留意ください。
ヘリコプター事故の約8割は人的要因に起因しており※1、いかなる環境でも正しい状況判断を行うためには飛行経験と同様に多様な訓
練が必要です。エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンでは経験豊富な教官が日本語で幅広い訓練を提供しております。皆様のより安全な運
航のために当社の訓練をご活用下さい。
提供可能な訓練はエアバス・ヘリコプターズ・ジャパンのウェブサイト※2からもご確認いただけます。訓練の時間や内容に関するご質問

やお見積り等につきましては、カスタマーサポート部担当者にお気軽にお問い合せください。
※1　平成13年～25年に発生した航空事故および重大インシデント統計
※2　http://www.airbushelicopters.co.jp/support-and-service/training/pilot2019/

H145/BK117ヘリコプターのトレーニングセンターが開校

新訓練カタログの誤記訂正に関するお知らせ

2020年度訓練カタログ発送
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エアバス・ヘリコプターズでは、2019年3月14日～5月16日、全世界のお客様を対象に顧客満足度アンケートを実施いたしました。
日本においては、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、2019年9月以降にご報告させて
頂きます。

マニュアルの閲覧にご利用いただいているO.R.I.O.N.のアップグレード版である、O.R.I.O.N. V2が順次利用可能となっています。
O.R.I.O.N. V2は、現行のオフラインバージョンであるO.R.I.O.N Lightを置き換えるもので、オフラインでの機能が改善されています。

■ダウンロードが容易に
■様々なデバイス（PC/Mac/タブレット/スマートフォン［iOS & Android］）で利用可能
■新たな検索エンジンにより、必要な情報へのアクセスが容易に

また、オンラインバージョンのO.R.I.O.N.についても、V2への移行が予定されています。

現在、O.R.I.O.N. V2が導入済みの型式は以下になります。
ダウンロード方法については、各 Information Noticeをご
覧ください。

● H125/AS350：IN 3330-I-00 / IN 3358-I-00
● AS355：IN-3359-I-00
● H130：IN 3328-I-00
● H145：IN 3329-I-00
● H135：IN 3361-I-00
● EC120：IN3357-I-00

顧客満足度アンケートご協力の御礼

O.R.I.O.N. V2 順次導入中
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前号のニュースレターに引き続き、「アナリティックス・サービシス（Analytics Services）」についてご紹介します。 現在9つのソリュー
ションをご用意しております。お客様の目的別に、単体もしくは複数のサービスを導入いただけます。

■ FLAM（Level 1）（Fleet Availability Management Level 1）
「フラム・レベル1（FLAM Level 1）」は、「アナリティックス・サービシス（Analytics Services）」の1つで、機体稼働率モニタリングを支
援するサービスです。

主に以下の特徴があります：
● 無料で利用可能 
● 正確かつ簡単に稼働率をモニター
● 非稼働原因の基礎分析＊（ATAチャプタ毎）によるスケジュール・メンテナンスの最適化を促進
＊ 非稼働率の詳細分析等は、別の「アナリティックス・サービシス（Analytics Services）」である「リライアビリティ（Reliability）」（有料）にてご確認
いただけます。 

● 非稼働状態における不足パーツ、リードタイムの分析を支援
● 部品調達スケジューリングの予測支援

機体稼働率モニタリングツールFLAM（Level 1）
（Fleet Availability Management Level 1）のご案内

データをフィルター＊＊して表示可能
（＊＊期間、型式名、バージョン、ミッションタイプ、国名、基地名、機体SNなど。）

NEWSLETTER
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非稼働要因に関するATAチャプタを表示

ATAチャプタ毎の非稼働日数

■H135テクニカルアップデートセミナー（時期：９月末開催予定／場所：東京・大阪他）

■第55回2019年国際放送機器展（Inter BEE 2019）
日程：2019年11月13日（水）～15日（金）
会場：幕張メッセ
https://www.inter-bee.com/ja/

■第26回 日本航空医療学会総会・学術集会
日程：2019年11月8日（金）～9日（土）
会場：富山県民会館
https://pcojapan.jp/26jsas/

■機体稼働率モニタリングの３ステップ
ステップ１ データ・コレクション

分析に必要なデータを収集・デジタル化します。本
ツールでは、KeyCopterからデータを入力または、
テンプレート（エクセル形式）を利用して登録が可能
です。

ステップ２ コンピューティング
取得したデータの各パラメータを整理し（クレンジング）、分析可能なデータセットを構築します。本ツールは、データを自
動的にクレンジング・最適化し、グラフ等で視覚的に出力します。

ステップ３ 分析・アクションプラン
コンサルティング・サービス（有料）にご加入の場合は、出力結果をもとに、FLAMスペシャリストによる分析、および稼働率
改善のためのアクションプランをご提案いたします。

「アナリティックス・サービシス（Analytics Services）」は、Keycopterポータルからアクセスが可能です。詳細につきましては弊社カス
タマー・サポート・マネージャー（CSM）までご連絡願います。

未入手パーツ毎の詳細および非稼働日数

参加・出展予定イベント
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RELY ON.

H160は、みなさまの
信頼を乗せて飛びます。
次世代ヘリコプターH160は、比類なき
安全性を誇ります。コックピットからの
幅広い視界を提供し、瞬時に状況把握が
可能な最新鋭アビオニクス「ヘリオニクス」
を搭載しています。さらに15%の燃費向上
により、高い航続性能を実現しました。
先進的なH160は革新的な機能を備え、
環境にも配慮したヘリコプターです。

私たちは、安全とともに飛ぶ。

FLY
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