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親愛なるお客様
新型コロナウイルス
（COVID-19）の世界的拡大により影響を受
けられた皆さまに、心からお見舞い申しあげます。エアバスは従業
員の健康と安全確保とともに、お客様と航空業界のエコシステムの
維持に少しでも貢献できますよう、より一層尽力してまいります。
エアバスは民間航空機部門、ヘリコプター部門、防衛・宇宙部門
にわたって、重要かつ多種多様な任務を担うお客様とお取引してお
ります。現在の世界的な危機へ取り組むお客様、サプライヤーの皆
様をサポートするため、専門知識とノウハウを集結し、これまでにな
い方法で様々な組織と連携しています。エアバスのスペインの工
場内では、3D プリンターを活用し医療用バイザーのフレームの製
造を開始し、医療現場に保護具の提供協力を行うことを発表しまし
た。また革新的な企業が集まる共同事業体とともに人工呼吸器の
生産を開始しました。またエアバスのパイロットが A330-800neo
や A400M 輸送機などを操縦し、支援物資の空輸等も実施していま
す。ヨーロッパでは NH90、H135および H145が国境を越えて救
急サービスをサポートしています。
エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは、引き続きお客様と迅速に
連携し、皆様のオペレーションへの影響を最小限にとどめるべく最
善のサポートを供給し、一刻も早い終息に向け、一層の対策強化に
取り組む所存です。そのため、今年４月下旬に神戸にて予定してお
りましたカスタマーシンポジウムの日程を延期することにいたしました。
私たちの使命である空の安全性、有用性、経済性を高め、社会に
貢献するために、感染拡大の抑止とお客様・お取引先様や従業員の
安全確保に努めます。

各国で輸送任務にあたるエアバス機
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警察、消防、防災、報道取材、救急医療、救難救助、人員輸送、物
資輸送等、日本社会を支える唯一無二の任務に日々貢献されてい
るヘリコプターオペレーターの皆様を、従業員が一丸となりサポー
トの充実を可能な限り継続してまいります。今後も、状況に応じて
対応を実施してまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い
申し上げます。
日ごとに過ごしやすくなってまいりますが、お体には十分お気を
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付けてお過ごしください。貴社のさらなるご発展と皆様の健康と安
全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・ヘリコプターズ販売代理店契約締結から60周年
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エアバス・ヘリコプターズは、国内最大のスーパー
ピューマ・オペレーターである海上保安庁と H225
を2 機追加受注契約を締結しました。今回の追加発
注を含め、13 機の H225と2 機の AS332、合計 15
機のスーパーピューマ・ファミリーが海上保安庁によっ
て運用されます。同機は治安維持、領海警備、海難
救助、災害対応などの多様な任務での活躍が期待さ
れます。
エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンのギヨム・ルプ
ランス最高執行責任者兼社長は次のように述べまし
た。
「海上保安庁の多様な任務において、スーパー
ピューマ・ファミリーが信頼されていることを感謝い
たします。H225 は捜索救難救助、領海警備の任務
において高く評価され、引き続き国内で活躍するこ
とを大変嬉しく思います。エアバス・ヘリコプターズ
は最近、海上保安庁へ H225を3 機予定どおり納入
しました。現在運航中の機体の高い稼働率の確保を目指すとともに、今後予定されている納入機に関しても、万全な体制でサポートいた
します」
（FBH）
サービスにより支援されているため海上保安庁はその運航に注力し、
海上保安庁の H225は HCare Smart Full By-the-Hour
エアバス・ヘリコプターズは必要な部品の供給に関わる包括的サポートを行っています。

H225はエアバス・ヘリコプターズのスーパーピューマ・ファミリーの中で、最も新しい11トンクラスの双発ヘリコプターです。最新の
電子機器と最高峰のオートパイロットを備え、あらゆる天候下での運用能力を備えています。特に高速性能、航続性能に優れており、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28機のスーパーピューマ・ファミリーが防衛省や官公庁、民間において、捜索救難救助、洋上運用、VIP 輸送、消防防災、
人員・物資輸送等で活躍しています。

エアバス・ヘリコプターズは今年 3 月、総飛行時間が

1 億時間に到達しました。エキュレイユ・ファミリーの
総飛行時間はシリーズ内最長を記録し3,500 万時間
にのぼります。民間機および軍用機のカテゴリー別で
は、それぞれ7,000 万時間と3,000 万時間飛行してい
ます。世界の地域別では、ヨーロッパ内で 4,300 万時
間と最も長く、続いて北アメリカ大陸で 2,800 万時間
に到達しました。
フランス軍はエアバス機を464 機運航し、オペレー
ター最長の 880 万時間を記録しています。続いて、ア
メリカの民間ヘリコプターオペレーターのエア・メソッ
ドが 300 機以上を運航し、その総飛行時間は430 万時
間です。
エアバス・ヘリコプターズは、世界中で様々なミッショ
ンを日々遂行されているお客様と記念すべき1 億総飛
行時間を迎えることが出来、心より感謝申し上げます。
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エアバス・ヘリコプターズは2019 年、369 機
（純受注 310 機）受注したことを発表しました。サポート・サービスと合わせて70 億ユーロ
以上の受注を獲得しました。納入に関しては1,000機目となるスーパーピューマを含めて332機を引き渡し、市場シェア54％を獲得しま
した。引き続きマーケット・リーダーとして世界の民間および官公庁市場を牽引しています。
民間機市場においては H125および H145が2019年も引き続きベストセラー機として、それぞれ130機、91機の受注契約を締結しま
した。また防衛市場において、スペインより NH90を23機、ハンガリーおよびインドネシアより H225M を合計25機受注しました。サポート・
サービスにおいては、
ドイツ国防省の NH90、フランス国防省のティーガー、クーガーおよびカラカルの運航にかかわる包括的サポート契
（Armed Reconnaissance Helicopter）
については、5 年間のサポート契約
約を締結しました。オーストラリア陸軍のティーガー ARH
の更新を行いました。また250機におよぶ民間機が HCare のサポート・サービスに加わりました。
エアバス・ヘリコプターズは、継続的に技術革新および投資を行い、競争力のある製品ラインナップを維持しています。HAI ヘリ・エキ
スポ2019にて初公開した5 枚ブレードの新型 H145は2020 年中に認証を取得予定です。また最新の H125は、外部および内部の有効
（Alternate Gross Weight–AGW）
をそなえた最新型 H135は、離
搭載量が最大190キログラム増加しました。さらに、新しい代替重量
陸重量と有効搭載量が120キログラム増加します。
まもなく認証予定の H160は、より簡素化されたメンテナンス・エコシステムと燃料効率の向上により作業効率化が図られるとともに、
ヘリオニクス搭載により飛行中のパイロットの状況認識を改良することで飛行安全性が向上、さらに高機能で情報処理能力が高くよりパ
（Hélicoptère Interarmées Léger
ワフルなシステムを提供します。H160は軍用機としての開発も進められ、フランス軍事省より HIL
合同ライトリコプター）
開発プログラムに選定されています。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。
エアバスのイノベーションの歴史からみても2019 年は、自律飛行、電動化への試み、デジタル化など次世代の VTOL
（ 垂直離着陸機）
の開発へと大きく前進しました。完全電動式の CityAirbus デモンストレーターが初飛行を達成し、VSR700プロトタイプも複数回の離
着陸と最長約10分間にわたる自律飛行に成功しました。
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エアバス・ヘリコプターズはこのほど、
ドイツ
と3 機の H135および 15 機
救急飛行隊
（DRF）
の H145の追加受注契約を締結しました。さら
に、DRF が現在保有する20 機の H145を5 枚
ブレードへ改造する契約を締結しました。これ
により、同救急飛行隊 が 運用する H145 は合
計 35 機となり、世界最大の新型 H145を運航
するオペレーターとなります。エアバス・ヘリコ
プターズは、2019年に DRF と HCare Smart

PBH サービスを更新し、今後も8年間にわたり
全保有機へ同サービスを提供します。

DRF はヨーロッパ最大のドクターヘリ運航
会社 のひとつです。DRF グ ル ープはドイツ、
オーストリア、リヒテンシュタインの 35 拠点に
おいてエアバス・ヘリコプターズ製ヘリコプターを50機以上運航しています。夜間の運用を含む救急医療や集中医療輸送を行っています。

2019年にはグループ全体で40,738回の輸送ミッションを遂行しました。
エアバス・ヘリコプターズのベストセラー機である H145の最新型は、HAI ヘリ・エキスポ 2019にて初公開しました。多用途機 H145に
革新的な5枚ブレードを備え、有効搭載量が150kg 増加しました。ベアリングのない新しいシンプルなメインローター設計は、メンテナン
ス作業を容易にし、ベンチマークとしての H145の実用性と信頼性をさらに高め、同時に乗客と乗員へ快適な乗り心地を提供します。

エアバス・ヘリコプターズはこのほど、タイ王国空軍
から H135を6機受注しました。同機はパイロットトレー
ニングの強化プログラムの一環として、訓練機として
導入されます。

H135はタイ王国空軍の訓練ヘリコプターの初号
機として 選定 さ れ、今後 Ab-initio 飛行訓練 を 含 む
一連 の 訓練任務に運用 されます。タイ 王国空軍 は

H225M および今回の新規発注を含め18機のエアバ
ス・ヘリコプターズ機を運航します。

3トンクラスの H135は軍事訓練用ヘリコプターと
して、また日本国内においては練習機として130 機以
上が運用され、その総飛行時間は32 万時間を達成し
ています。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 H135は、
高度なミッショントレーニングにおいても最適で安全
な飛行を提供し、より複雑な操縦を要するヘリコプターへの移行を安全に行うための理想的なプラットフォームです。
タイ王国空軍に納入される H135には2つの外部カメラが装備され、パイロットは360度視野を確保することが可能となります。加えて、
戦術システムと Euronav7の運航キットが装備され、状況認識を強化しながら、空軍の厳しいミッション要件を満たす最高レベルの機能、
インターフェース、飛行柔軟性を提供します。さらに、同機には、空調システム、着色窓、高さが調整可能なパイロットシートが装備され、
快適性がさらに向上します。
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エアー・センター・ヘリコプターズはオイル＆ガス事業で運用されていた H225
を17 機導入し、機体改造を経てアメリカ政府向け輸送および多用途ヘリコプター
として H225 を運航しています。高 い 稼働率を維持するため、2019 年 10 月に

HCare Smart サポート契約を締結しました。
エアバス・ヘリコプターズのスーパーピューマは、多用途ミッションに適した最
大離陸重量を備え、またミッションごとに多様な装備品の搭載が可能です。17 機
の H225は、オイル＆ガス事業から多用途ミッションに適したカーゴフック、ホイス
（ NightVisionGoggle ）
対応型のコックピットなど12 項目の改造を経て、
ト、NVG
幅広いミッションに対応します。同機は HCare Smart サポート契約にもとづいた、
必要な部品の迅速な供給により99％の高い稼働率を維持しています。また飛行
時間に応じた料金体系のサービスにより、予算管理の負担も軽減されます。
エアー・センター・ヘリコプターズは多用途ミッションに加え、救難救助、消防そ
して建設事業協力のミッションなど、経済や政策等の変化に迅速に適応できるよ
うに事業を拡大しています。エアバス・ヘリコプターズの H225は航続性能に優れ、
このような多様なニーズに応える主要な戦力としてオペレーターの更なる活躍を
支えます。

フランス国防省装備総局 DGA（ Direction générale de l'armement ）はこのほど、エアバス・ヘリコプターズおよびバブコック、
サフラン・ヘリコプター・エンジンズとのパートナーシップを通じ、フランス海軍の捜索救難救助任務に H160を4 機配備することを発表
しました。フランス海軍は2022 年より10 年間、同機を運用します。4 機の H160は、フランス海軍の Alouette III の後継機として、また
（ Hélicoptère Interarmées Léger 合同ライトリコプター）開発プログラムにおける H160M
（通称ゲパード
フランス軍事省との HIL

Guépard ）納入までのあいだ、同軍の重要任務に運用されます。エアバス・ヘリコプターズはパートナー企業とともに、同機の高い稼働
率とパフォーマンスの確保に務めます。また、フランス海軍の運用時における評価がモニターされ、軍用の H160 ヘリコプターおよび
サポート体制構築へ役立てられます。
は次のように述べました。
「 H160 がフランス海軍の捜索救難
エアバス・ヘリコプターズのブリュノ・エヴァン最高経営責任者（ CEO ）
救助任務に運用されることを大変誇りに思います。同機は運航時の状況認識の改良、操縦性能の向上、可視性などを備え、同軍の最重
要ミッションにおいてその優れた能力を発揮すると確信しています」
。また、
「バブコックおよびサフラン・ヘリコプター・エンジンズとの産
業パートナーシップによって最高レベルの稼働率を
実現します。エアバス・ヘリコプターズはフランス海
軍からこの度の任務を託されたことを光栄に思います」
と付け加えています。

H160 は、Arrano エンジンを搭載し、次世代の中
型双発機として、洋上での人員輸送、ビジネスおよび

VIP 輸送、救急医療、そして公共サービスなど様々な
ミッションへ対応するため、機体設計がモジュール化
されています。2020 年後半に初号機の納入を予定
しており、2026 年に同じくモジュール式の軍用ヘリ
コプター H160M（通称ゲパード Guépard ）の納入
を計画しています。フランス軍事省との HIL 開発プ
ログラムにおいて169 機の H160M が、現在運航中
の 5 種のヘリコプターの後継機として納入される予
定です。
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現在開発中の H160はオペレーターによる機体運用に焦点を合わせ、搭載
機器と関連するサービスの組み合わせや、デジタル・エコシステムに基づいて
設計されています。

H160は、整備手順にデジタルソリューションを完全に統合し、機体の運用
開始時点から完成度の高い技術環境を提供し、各機能が確実に相互連携する
ことを目指しています。
デジタル化は機体整備をはじめとした航空機の運用における様々な段階に
（不具合特
影響を与えます。新たな3D 技術文書に加え、H160は従来の FIM
定マニュアル）のツリー構造の代わりにデジタル化された不具合を検知する
ツールも備えています。この耐空性の管理は、ログカード
（部品管理）
やログ
ブック
（整備記録）
から機体管理に至るまで、整備と耐空性の一連の流れがデ
ジタル化されます。エラーの原因となりうるデータの手入力も不要となりま
（Health and Usage Monitoring
す。現在では同カテゴリーの航空機に標準装備となっている機体の健全性をモニターする HUMS

System）が開発当初より H160に装備され、より精確な整備、機体管理を実現します。
フライト・アナライザーとフライ・スキャンサービスを組み合わせ、飛行と機体のデータを共有および分析し、運航予定やニーズに合わ
せて整備等のスケジュールを調整します。これにより、メンテナンス手順をより適切に調整出来、飛行安全性の向上と運用コストの低減を
もたらします。このように、デジタル化によりミッションの準備段階から飛行管理まで、オペレーターは多大な恩恵を受けることができます。
認証されたデジタル版の飛行規程は、その日の気象条件、装備品、飛行プロファイルなどに応じた機体のパフォーマンスに関するすべて
の情報を提供します。運航者は複数の飛行チャートを手にし比較する従来の作業負担を軽減することが出来ます。

エアバス・ヘリコプターズは、運航および整備にかかわるデータ共有を開始し、
わずか1年でその運用機数がおよそ2倍に到達したことを発表しました。現在
では165を超えるオペレーターと1,000機を超えるヘリコプターにデータ共
有が活用されています。この進歩により、エアバスのコネクテッド・サービス
と連動したヘリコプターのエコシステムの生成が促進され、異なるソースのデー
タの共有および分析が進み、オペレーターの事業へ役立てることが出来ます。
ハンガリーの航空救急隊はこのほど、コネクテッド・サービスの運用を開始
し、エアバスのデジタルソリューションと分析サービスの幅広いサポートを活
用し、日々の運航のデジタル化を進めています。また、フライト・アナライザー・
サービスを導入し、機体とフライトデータを飛行後に分析することでインシデ
ントや事故につながるリスクを事前に特定し運用上の安全を確保しています。
ヘリコプターの整備情報は、データ分析に不可欠な重要なデータのひとつです。そのためエアバスは、整備情報管理システム
（ MIS ）
のデータベースとエアバスのシステムの接続を可能にする MIS プロバイダーとのデータ共有にかかわる契約を締結しました。この契
約により、リアルタイムでの整備データ収集が可能となります。エアバス・ヘリコプターズは、MRX Systems 、Rusada 、Ramco 、

Traxxall 、Lundin Software 、Aircraft Maintenance Systems とデータの共有に加えて、今年の HAI ヘリ・エキスポ 2020にて4 社
（ ADMS 、IXARYS 、2MoRO 、135ACM ）
と契約を新たに結びました。
の MIS プロバイダー
フライ・スキャン予防整備サービスは、すでに成果を出している分析サービスのひとつです。 2017 年のサービス開始以降、フライ・スキャ
ンはおよそ 100 機のヘリコプターの HUMS データを分析しています。オペレーターは同サービスによって、1 機あたり年間で平均 6 つ
の整備推奨項目を受領し、年間で2 回の AOG を回避出来ています。この数は今後さらに増えるとエアバスは予測しており、オペレーター
によっては AOG を回避することで、1日あたり35,000ユーロの節約につながります。
さらに、フライ・スキャンで予測可能な分野は少しずつ拡張され、振動データ
（ダイナミック・コンポーネントの状態管理）
、フライト・デー
タ・レコーダーを経由した飛行パラメータやアビオニクスも含まれるようになりました。エアバスは新たにモジュール式コンプライアンス・
モニタリングシステムを追加し、フライタスティックと呼ばれるデジタル化されたプラットフォームに、航空日誌、資格管理、運航状況の
管理、コンプライアンス・モニタリングをすべて1つに集約しました。
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現在開発中の空飛ぶクルマは、高度な自律
飛行を目指し設計されています。堅固で信頼
できるコネクティビティ
（連結性）
とインフラ
の構築は、安全かつ効率的な運用に欠かせま
せん。2025 年までにおよそ3,000 台のドロー
ン型の旅客輸送機、または空飛ぶタクシーが
世界中で運用され、さらに持続可能なマルチ
モーダル・モビリティが実現すると、2050 年
までに10 万台に増加するとエアバスは予測
しています。
空飛ぶクルマは、アーバン・エア・モビリティ
（ UAM ）という新たな産業を生み出し、未来
の都市交通に新しい局面をもたらします。す
べてのサービスプロバイダーを相互接続し、
優れた運用性を実現するために、高速で安全な通信システムが不可欠です。都市の航空機は今後、自動操縦または地上からの遠隔操
縦によって事前に決められた飛行方式に基づいて運用され、航空交通管理に大きな変化をもたらします。都市の空域を多様に運用す
るためには、安全に管理するためのより高度なソリューションが必要となります。飛行ルートに関連するデータを即座に伝達する高速
かつ遅延の少ないコネクティビティが、重要な役割を果たします。
また自動操縦および遠隔操縦の航空機がパフォーマンスを最大限に発揮するためには、複数のサービスプロバイダーから膨大なデー
タを受信する必要があります。このデータには、地図、航空データベース、気象情報、リアルタイムの交通情報、状況認識情報が含ま
れます。一方、航空機は、位置情報やパフォーマンスデータを把握し、送信可能な状況であることが求められます。
通信システムは、異なるパフォーマンスレベルを必
要とする2つのグループに分類されます。制御・非ペイ
ロード用通信、そしてペイロード通信です。制御・非ペ
イロード用通信は、ミッションに不可欠な制御コマンド
を航空機に送信します。これには、運航状況、ナビゲー
ションおよび遠隔測定のデータが含まれ、高い信頼性、
遅延の少なさ、通信妨害やハイジャックに対するセキュ
リティの確保が最も重要となります。ペイロード通信
には、予防整備のための Web ブラウジングや機体の
運用状況など任務遂行までの残りのミッションおよび
乗客に関連したデータが含まれます。

UAM を実現するためには、これらの事項をサポー
トする適切な通信インフラが重要な鍵です。エアバス
（Unmanned
のアーバン・モビリティは、エアバス UTM

Trafﬁc Management）によって設計されたデジタル
航空交通管理ソリューションとともに、次の3つのフェー
ズに分けて開発を進めています。

1. UAM 初期：
規定された少数のルート上を短距離かつ限られた航空機がパイロットによる操縦によって飛行します。航空交通管理は、現在の運用
方法と同様に提供されます。

2. UAM 中期：
中距離かつ複数機の UAM 飛行が限られた離着陸エリアにおいて提供されます。一部は地上から遠隔操縦される航空機も出てくる
でしょう。航空機は UTM システムと直接連携し運航します。

3. UAM 成熟期：
長距離、複数機の UAM 飛行は複数の拠点と繋がり、すべて自動操縦になります。このフェーズでは、統合された通信システムが運
用されます。
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HELICOPTERS

製品

PRODUCT

エアバスはこのほど、3D プリンターを活用しスペインの工場内
で医療用バイザーのフレームの製造を開始し、医療現場に保護具
の提供協力を行うことを発表しました。20 台以上の3D プリンター
を昼夜を問わず稼働させ、すでに数百を超えるバイザーがスペイ
ンのエアバスの施設近郊の病院に配備されています。エアバスは、
特許取得済みの設計をもとに、PLA プラスチックを使用したバイ
ザーのフレームを製造しています。
さらに「 Mobility Goes Additive 」と呼ばれる多国籍企業が協
力する3D プリンターのネットワークとともに、ドイツのエアバス
でも医療用バイザーの収集と輸送に協力しています。

HELICOPTERS

サービス

SERVICE

１．最小注文数量
（MOQ）
削減の取り組み
これまで、お客様から多くのご意見をいただいた最小注文数量
（MOQ）設定部品について、エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンでは各
種取り組みを実施しております。
●

国内に在庫がある場合：ご希望の数量で部品を販売しております。

●

海外に在庫がある場合：MOQ を廃止または減らす取り組みを実施しています。

2018年より、1パッケージ価格35,000円以上の部品約4,000品目のうち、４分の１に相当する約1,000品目について MOQ を廃止し、
残り3,000品目のうち2,000品目のパッケージ価格を35,000円以下に設定しました。残る1,000品目については2021年までにパッケー
ジ価格を30,000円以下に設定する予定です。
２．お客様アンケートでいただいたご意見に対する改善の取り組み
現在、お客様には、新規機体納入時、整備・改修作業完了時、および訓練サービス完了時に、アンケートをお願いしております。これま
で多くのご意見をいただき誠にありがとうございました。
いただいたご意見については、全社にて改善の取り組みを実施しております。改善例としては、神戸空港事業所エントランスにおける
お客様専用 PC およびプリンターの設置、各会議室へのコーヒーメーカーの設置、座学訓練用の新規 iPad、Apple pen の導入、お弁当
（Learning Management System）
での神戸市内ホテル情報のご紹介等があります。
の種類の増加、LMS
なお、上記お客様アンケートの他に、神戸空港事業所各会議室に、
「ご意見箱」を設置しております。ご意見・苦情専用窓口も設けており
ます。引き続き、製品・サービスの改善・向上のため、お客様のご意見をお寄せいただければ幸いです。
ご意見・苦情専用窓口：
顧客満足に関するお問合せ：営業企画部
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2020 年度マニュアル更新サービスのお申込み、誠にありがとうございました。おかげさまで、すべてのお客様の更新を完了すること
ができ、お客様のご理解とご協力に感謝申し上げます。前回のニュースレター Issue21 号等でもご案内させていただきましたが、お申
込み分の請求書は6月頃に送付させていただく予定です。
【お問合せ先】
ご契約・請求に関するお問合せ：カスタマーサポート部
（ 03-5414-3339 ）
マニュアルに関するお問合せ：テクニカルサポート部

眞鍋
（ 078-306-4495 ）

2021年4月より、1回あたりの部品のご注文金額を30,000円（税別）以上に設定させていただくこととなりました。ご注文金額が設定
（税別）
を請求させていただきます。部品をご注文の際
金額に満たない場合は、手数料および送料を含み最低注文金額として30,000 円
は是非、品目をおまとめのうえ、ご発注願います。
この度の変更へのお客様のご理解、ご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。

（ エアバス・
エアバス・ヘリコプターズは昨年 12 月18日に、H215
ヘリコプターズ式 AS332 L1型
［Advanced Helicopter Cockpit

Avionics System 装備 /AHCAS 装備］）の日本における型式証明
を取得しました。AS332 L1 型（ AHCAS 装備 ）は従来 の AS332

L1 の優れたプラットフォームを引継ぎながら、実績のある H225と
同様のアビオニクスおよび 4 軸オートパイロットを備えています。
なお、日本ではすでに従来装備の AS332 L1 型が運航されていま
すが、この度の型式証明では AHCAS 装備の AS332 L1 型のみが
対象であり、従来の AS332 L1 型に影響はございません。すでに
設定されている原飛行規程などはこれまで通りご使用いただけます。

日本での各型式の取り扱いに関して
該当する型式
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日本における型式証明番号57

エアバス・ヘリコプターズ式EC225系列型
EC225 LP型
AS332 L1型（AHCAS装備）

日本における型式証明未取得

AS332 L型
AS332 L1型（AHCAS装備でない）
AS332 L2型 等
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HELICOPTERS

サービス

SERVICE

エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンの技術部
（設計部門、耐空性管理部門、フライトテスト部門、生産技術部門）
は、アジア太平洋地域
のハブとして、同地域におけるエンジニアリングの中心的な役割を担っています。エアバス・ヘリコプターズ本社との連携強化、および

EASA の要求事項への迅速な対応を目指し、今年度より設計体制（ Design Organisation ）を一新し、本社と同様の組織体制を導入し
ました。
（ JAA TO ）
など、幅広い訓練カリキュラムのもと、技
本社での訓練や On-the-Job Training 、そして欧州航空安全機関の訓練コース
術者の育成に注力しています。トレーニング完了時には修了証を発行しています。
さらに強化された新たな設計証明プロセスに基づき、今後もより一層、世界水準の設計および安全性の向上に努めてまいります。

チーフ・エンジニアリング

仕様・リソース

リード・ファンクション

基本設計

構造設計
電気設計
フライトテスト
生産技術

耐空性管理

プロジェクト・マネジメント

詳細設計
製造
試験・実証

証明計画

適合性確認

エアバス・ヘリコプターズの設計証明のプロセス

本社から専門家を招き、設計証明の技術者
（CVE、CQE）
養成のトレーニングを実施
（2020年1月）
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HELICOPTERS

航空安全

AVIATION SAFETY

１．安全推進活動について
エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは、今年度も引き続

｢航空安全ロードショー｣ の実施状況
2016年〜2020年

き安全運航の確保に貢献すべく、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。安全文化の醸成
活動として、｢航空安全ロードショー｣を2016年より開催し、

航空安全ロードショー開催回数

実施年

N：初回開催
R：繰り返し開催
A/C：各協会や各都市開催等
（回）

Safety Management System の概論や実践について、
また安全情報等も提供しております。
ご要望に応じてヒューマンファクターズ訓練や安全文
化の醸成に関するコンサルティング等を実施しております。
今後もお客様と日程等をご相談させていただき、実施に
向けて調整して参ります。

参加者数
（延べ人数）

2016 -17

12

N：8，R：0，A/C：4

269

2018

17

N：4，R：3，A/C：10

480

2019

23

N：10, R：9, A/C：4

677

2020

9

N : 6，R : 1，A/C：2

205

２．ヒューマンファクターに関連する Safety Promotion Notice（ SPN ）の紹介
European Safety Promotion Network Rotorcraft（ESPN-R）の分析データによると、ヘリコプター事故の約 12% が整備に起
因しており、事故分析
（ヒューマンファクター分析含む）
と推奨される整備手順等について、SPN を用いて紹介しています。今回は、SPN
（3344-P-00）
の一部を抜粋し、
「整備に起因した2件の事故事例と実施事項等」をご紹介致します。
●

重整備実施後の初回飛行における Main Rotor Control 機能の喪失（事故事例 1：EC155B1 型式機）
（1）原因
と Bell Crank
（B）
の未接続
RH Main Rotor Actuator を作動させる Flexible Rod（A）

（2）その他の要因
・頻繁な作業中断と中断後の必要作業の未実施
（AMM の不順守）
・独立した検査担当者による点検記録の欠如
・運航担当者への整備実施内容の未伝達
・飛行前の地上運転中、運航担当者による Main Rotor の傾き
（異常）
の未認識
・整備後の飛行実施項目の未認識、ホバリング点検の未実施
・整備後の飛行に必須でないメンバーの搭乗
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HELICOPTERS

航空安全
●

AVIATION SAFETY

飛行中の Tail Rotor Control 機能の喪失（事故事例 2：AS350BA 型式機）
（1）原因

Tail Rotor Hub と drive shaft の不適切な組み立て（Key の不適切な装着、または締め付けトルクの不良）による
Tail Rotor コントロールの喪失

（2）その他の要因
・整備士および他者による点検不備
・点検実施記録の欠如
（7日 /10時間 /25時間 /30時間 /50時間、および飛行前点検）
・Tail Rotor Control 機能喪失発生時、対処の必要性認識の不足と緊急着陸の未実施
・飛行規程の手順
（オートローテション）
の未実施
（操縦士のリカレント訓練の必要性）
・操縦士の疲労
●

実施事項の紹介
「いくつかの安全バリアーの欠如、または機能していなかった」
「 整備プログラムに従って整備すること、および
上記 2 件の事例から、
整備内容を記録することの重要性」がポイントとして挙げられます。エアバス・ヘリコプターズは現在、ヒューマンファクター分析キャンペー
を展開しております。引き続
ン
（不適切な整備のリスク軽減を目的とした整備項目の見直し、Tool 設計や人間工学的な業務の検討等）
き以下の項目のご確認と実施をお願い致します。

（１）重要な整備に対する確実な点検、もしくは別の技術者による点検の実施
（地上試運転や作動試験等）
の実施
（２）運航前に要求されている整備項目
（３）整備担当者から運航担当者に、すべての整備実施内容の伝達
（４）操縦者が危険な状況になることを防ぐ、確実な整備の実施
（IHST）
推奨 ]
（５）FAA 発行の２種の書類の活用促進 [International Helicopter Safety Team
・整備者に適用する個人的なチェックリスト：Before and After task completion
・リスク軽減に貢献する12項目のヒューマンファクター：FAA leaﬂet called "The dirty dozen"
（６）整備担当者による安全ブリーフィングの実施
・整備に関連する変更点の確認とその適用
（O.R.I.O.N. tool の活用が有効）
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3 ．エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンからの安全情報等の提供について
安全運航に寄与する安全情報等が、各関連機関や製造会社より多く提供されております。エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは、その
中から皆様にご活用いただきたい内容を以下準備し、提供しております。

安全情報等

提供方法

訓練用冊子
（EHEST発行）
HE1-13（日本語版）

※

（日本語ナレーション版）
安全ビデオ
（EHEST発行）
Decision Making（意思決定）
Degraded Visual Environment（視界の低下）
安全ポスター
（HAI発行）
Weekly Safety Poster（日本語追記）

DVD（エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン作成）
※日本ヘリコプタ協会ホームページのJHSTタブからも入手
可能
（無料）

飛行前チェックリスト
（サンプル版）

Dirty Dozen（FAA発行）
ヒューマンファクターズエラーの原因
（12項目）
飛行前リスク評価アプリ
（エアバス・ヘリコプターズ作成）
Before your Flight（日本語版）

iOSまたはAndroidデバイスにて
アプリをダウンロードし利用可能
（無料）

地上救助活動用e-learning Tool
（エアバス・ヘリコプターズ作成：H135型）
Ground Rescue Interactive Booklet（日本語選択可） 下記Websiteにアクセスし利用可能（無料）

https://www.airbus.com/helicopters/safety/
SafetyVideo-e-learnings.html

各種取り組みや安全情報のご提供に関しまして、ご質問等がございましたら担当者までご連絡お願い致します。
エクスターナル・セーフティー・オフィサー：竹内
（078-306-4476）

HELICOPTERS

訓練

TRAINING

2020 年 6 月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
プ形式です。ぜひこの機会にご検討ください。
訓練コースに関するお問合せ：カスタマーサポート部

訓練コース

開催日程

残席

AS350整備士
OEM訓練

学科：6月3日〜12日
実技：6月15日〜17日

2名

（03-5414-3339）
訓練販売担当 西岡

HELICOPTERS

インフォーメーション INFORMATION

■カスタマーシンポジウム
日程：2020年度 第４四半期、開催予定
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Airbus Helicopters
Coloring Book
Fun & Games

Airbus Helicopters
Coloring Book
お子様とご自宅で楽しめるヘリコプターのぬり絵をご紹介します。
下記リンクよりダウンロードいただけます
（英語、フランス語、
ドイツ語、スペイン語版）
。
完成品を #AirbusDiscoverAtHome とともに世界中に発信してみてください♪

https://www.airbus.com/helicopters/activities-at-home.html
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