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親愛なるお客様

急に初夏を感じるような気候が続き、暑さ厳しき折ではございま
すが、お変わりなく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、このたび7月上旬の記録的な大雨によって被災された
方々に、心よりお見舞い申し上げます。皆様の安心安全と一日も早
い復興を心よりお祈り申し上げます。

エアバス・ヘリコプターズはこのほど、多用途双発機のH160の
型式証明を欧州航空安全庁より取得し、開発プロジェクトは新たな
一歩を踏み出しました。H160は次世代の中型双発機としてエアバ
ス・ヘリコプターズの最新のイノベーション技術を投入し、洋上で
の人員輸送、救急医療、ビジネスおよびVIP輸送、そして公共サー
ビスなど様々なミッションへ対応します。最新のアビオニクス「ヘリ
オニクス」がパイロットの操作をサポートし、自動化機能を備えた
革新的な安全機能と、フライトエンベロープ保護機能を装備してい
ます。また、H160は、低騒音のBlue Edgeブレードと視界の広い
キャビン設計により、乗客とパイロットにより快適な飛行を提供しま
す。初号機の納入は2020年内に米国の顧客へ予定しており、米連
邦航空局（FAA）からの認証を今後取得予定です。

エアバス・ヘリコプターズは今年、日本国内での販売代理店契約
締結から60周年を迎えました。1960年、エアバス・ヘリコプター
ズの前身である仏シュドアビエーション社が野崎産業と同契約を
締結し、翌1961年に「アルウェットⅡ」を国内で初めて納入しました。
お客様そしてビジネスパートナーの皆様のお力添えとともに、60
周年をむかえることができ、心より感謝申し上げます。国内での販
売代理店との契約締結に始まった私たちのビジネスはその後、整
備そして訓練施設の開設まで長年にわたって成長し、今日ヘリコプ
ターの運用にかかわる包括的ソリューションを提供できるようにな
りました。いつも皆様の温かいご支援を賜り、誠にありがとうござ
います。エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンはこれからも、国内の
官公庁や運航事業会社をはじめとするお客様、重工業等の航空産
業界との強い協力関係を深め、お客様のミッション成功と安全なヘ
リコプター運用のために、最善のサポートを提供し続けます。

なお新型コロナウイルス（COVID19）の感染が拡大している状
況を鑑み、今年秋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2021年開催へ延期することにいたしました。新し
い日程が決まり次第、改めてご案内申し上げる所存です。

夏空がひときわまぶしく感じられる季節となりました。どうか皆
様お元気でお過ごしくださませ。貴社のさらなるご発展と安全を
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

H160、EASA認証を取得

1985年、小型機整備500号機 達成
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、警察庁が機体更新にともな
いH225を1機およびH135を4機、新規発注したことを発
表しました。
国内の警察関係機関は現在H135を12機、H155を4機
そしてAS365を6機運航し、警察任務、人員輸送、物資輸
送、災害派遣、広域応援等で活躍しています。
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。「30年以
上にわたり警察航空隊任務においてエアバスの小型双発
機、中型機そして今後大型機が運航され、誠に光栄に思い
ます。長年にわたって構築された警察庁との信頼関係に感
謝いたします。そして警察庁がスーパーピューマ・ファミリー
の新しいオペレーターとして加わる事を大変嬉しく思います。
今回の発注により運用機数が増加するだけでなく、大型双
発ヘリコプターの高い多用途性が加わり、ヘリコプターで
の警察任務が強化されると確信しています」

H135は、コンパクトなキャビン、優れた操縦敏捷性と信
頼性を備え、市場をリードする多用途向け小型双発ヘリコ
プターです。その高い稼働率は警察任務において最適な
特性を発揮します。エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは、
神戸事業所内のトレーニングセンターにて、日本国内外の
お客様に対してEC135P2+フル・フライト・シミュレーター
の訓練を提供しています。現在、日本国内では合計94機の
H135ファミリーが運用されています。エアバス・ヘリコプ
ターズはこれまで、世界300近くのオペレーターへ1,375
機以上の同ファミリーを納入し、その総飛行時間は540万
時間以上にのぼります。

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、クラス最高
のパフォーマンスを発揮します。世界中であらゆる天候下で運用され、総飛行時間は570万時間以上にのぼります。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、VIP輸送、消防防災、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、多用途双発機のH160の
型式証明を欧州航空安全庁（European Aviation Safety 
Agency、略称：EASA）より取得し、開発プロジェクトは新たな
一歩を踏み出しました。初号機の納入は2020年内に米国の顧
客へ予定しており、米連邦航空局（FAA）からの認証を今後取得
予定です。

EASAのレイチェル・デーシュラー認証ディレクターは次のよ
うに述べました。「H160の型式証明の取得は、EASAとエアバ
ス・ヘリコプターズの技術チームの豊かな協力精神とともに達
成しました。これは、数年にわたる多大な努力と最高の安全基準
を確実に達成するための徹底的な設計とテストを重ねた結果で
す。H160のデザインは、幅広い用途のミッションに適しています。
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また、燃料消費において最も環境に優しく、同クラスで最も静か
なヘリコプターのひとつです。この型式認証プロジェクト特有
の課題を克服するために建設的な協力、そして強い責任感を持っ
て継続的に尽力した技術スタッフに私の個人的な感謝と祝辞を
伝えたいと思います」
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）は次のように述べました。「H160がEASAの型式証明
を取得しことを大変誇りに思います。今回の成果は長年にわた
る設計、製品化、そしてサプライヤーやパートナーとのサポート
エコシステムの構築など長年の努力を表しています。この次世
代ヘリコプターを市場に送り出すために時間とエネルギーを費
やしてくれたすべての人に感謝いたします。H160の運用を開
始し、快適な飛行性能と安全、そして革新的な機能を世界中の
お客様に提供することを待ち望んでいます」

エアバス・ヘリコプターズは、3つのH160プロトタイプ機、最初の量産型機、お
よび2つの追加のテスト用ダイナミック・ヘリコプター・ゼロとシステム・ヘリコプター・
ゼロを通して開発と認証準備を行い、初号機就航に向けて航空機の精度を成熟さ
せます。同機はこれまで、飛行試験とデモ飛行をあわせて1500時間以上飛行し、
H160がミッションにもたらす革新と付加価値をオペレーターへ実際に証明してき
ました。

H160は、次世代の中型双発機としてエアバス・ヘリコプターズの、最新のイノベー
ション技術を投入し、洋上での人員輸送、救急医療、ビジネスおよびVIP輸送、そし
て公共サービスなど様々なミッションへ対応します。最新のアビオニクス「ヘリオニクス」
がパイロットの操作をサポートし、自動化機能を備えた革新的な安全機能と、フライ
トエンベロープ保護を装備しています。また、H160は、低騒音のBlue Edgeブレー
ドと視界の広いキャビン設計により、乗客とパイロットにより快適な飛行を提供します。
またH160は、乗客とパイロットのみならず、オペレーターによる機体運用にむけ
て設計されています。燃料効率の向上と簡素化されたメンテナンス・エコシステムに
基づき、ヘリコプターの最適化された設計により搭載機器への作業が容易になります。
H160の整備作業はエアバス・ヘリコプターズのオペレーター・ゼロキャンペーンによっ
て徹底的に検証され、同機は新たな3D技術文書ツールを備えています。

エアバス・ヘリコプターズはこのほど、ノルウェーの運航会社
ヘリトランス社がeデリバリープロセスを利用し、H125を2機受
領したことを発表しました。eデリバリープロセスは、新型コロナ
ウイルス（COVID-19）の感染拡大防止と安全にかかわる制限を
遵守し、機体の納入が行えるように考案されました。
ノルウェー中部の都市トロンハイムに拠点を持つヘリトランス
社はeデリバリーの初めての顧客として、対面での会議や実際の
訪問をせず、通常のデリバリープロセスで必要なすべての要件
を満たし、今回の受領を達成しました。

eデリバリーは、認証を受けたエアバス・ヘリコプターズのスタッ
フが受領者に代わり、飛行試験および検査事項を行います。主
要項目は、受領試験を含むテストフライト、ビデオによる実機検
査や異物確認、全アイテムの消毒作業、機体書類の承認などが

含まれます。エアバス・ヘリコプターズは、ヘリトランス社の代表者とのオンラインビデオ会議を介し正式な引き渡し手続きを終え、同機
はフランスからノルウェーまで陸路で輸送されヘリトランス社へ納入されました。
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UH-13として知られるブラジル海軍の2機のH125は、5ヶ
月におよぶブラジル南極プログラム「PROANTAR」にて、
ブラジル海軍の海洋調査船のひとつである「Ary Rongel」
船および、砕氷船「Almirante Maximiliano」とともに運用
され、そのミッションを達成しました。
ブラジル南極プログラム「PROANTAR」は、海洋学、生
物学、氷河学、化学、気象学などの分野におけるブラジル
の研究開発プロジェクトのひとつです。ブラジル海軍は、
1981年よりPROANTARプログラムの運用サポートを行
い、2機のH125は合計33回の南極ミッションを成功に導
いています。
同機は、南極大陸への人員、機材および物資輸送だけで

なく、ブラジル南極基地内の研究所や救護施設を含む施設
の維持も行っています。南極での厳しい気候条件下で、ヘ
リコプターの多用途性能、高い信頼性とパフォーマンス性

能は、ブラジル海軍の貴重な手段となります。船から研究現場への物資や人員の輸送や救急医療や捜索救助だけでなく、古生物学に関
連する研究プロジェクトでは、ウェッデル海域を航行する際、ヘリコプターが流氷野を進む船を導き、さまざまな任務でヘリコプターを活
用しています。
南極プログラムは気温 - 10°C程度の夏季に実施されるものの、南極
の気象条件は1日を通して大きく変動します。突然の降雪、強風、視界不
良が頻繁に発生し、日によっては数日間待機を余儀なくされることもあり
ます。一方、気象条件が整えば、南極の日照時間の長さを利用し、1日で
最大12時間の運用が可能です。前回のミッションでは、2機のH125はお
よそ150飛行時間を達成しました。2019年10月25日から2020年4月8
日まで行われたブラジル南極プログラム「PROANTAR」では、23の科
学プロジェクトに250人の研究者が参加しました。ブラジルは南極条約
協議国として「PROANTAR」を推進しています。

「エアバス・ファンデーション」（エアバス基金）はこのほど、
エアバス・ヘリコプターズおよびエアバス・ディフェンス＆スペー
スとともに、ケニア赤十字社（KRCS）へ、緊急支援活動を行
いました。今年3月から5月にかけての大雨により、ケニアの
多くの地域で洪水や地滑りが発生し、数千世帯が孤立しまし
た。ケニアでは毎年、4月から5月下旬が激しい雨季として知
られています。今年は同国西部で集中豪雨が年間平均を上
回り、洪水と地滑りを引き起こしました。6月上旬までに、国
内43の郡で約17万人が避難し、西部、沿岸部、中央地域な
ど被災地の多くは遠隔地のため、KRCSによる地上からの
救援のアクセスが制限され、救援物資の配布が困難な状況
でした。エアバス・ファンデーションは、エアバス・ヘリコプター
ズおよびエアバス・ディフェンス＆スペースと協力し、支援が
必要な地域を特定し、ヘリコプターでの物資輸送によるサポー
ト体制を提供しました。
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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H155限定変更学科訓練を実施し、来年にH155
を導入予定の大阪市消防局の整備士の方々にご参加いただきました。
西日本最大の消防局である大阪市消防局の航空隊は今年5月26日、
発足から50周年を迎えました。
大阪市消防局は、1976年にSA316Bアルウェット3を導入以来、

SA365N、AS365N2そしてAS365N3を導入してきました。現在は、
AS365N3を2機（「おおさか」および「なにわ」）運用しており、2005
年に導入された「おおさか」の後継機として、昨年H155が選定され
ました。救急医療装置、投光装置、ヘリテレシステムなどを装備した
H155は、大阪市内にとどまらず府内全域を網羅し、消火活動や救助
活動に貢献します。
発足から50周年を迎えるにあたり、大阪市消防局の井上航空隊長

へお話をお伺いしました。井上隊長は1987年4月に航空隊に配属さ
れて以来、消防ヘリコプターの担当となり、大阪市民、府民の安心安
全の確保に努め、日々の任務を遂行されてきました。また、50年の大
きな歴史の中で、同航空隊は、国際消防救助隊の一員として、1991
年にバングラデシュ人民共和国、そして2004年にタイ王国に派遣され、
救援活動に従事しました。国内においては、1995年阪神・淡路大震
災そして2011年の東日本大震災など、大規模な自然災害発生時には、
ヘリの機動性をいかした消防活動を実施してきました。常に安全運航
に向けた取り組みを行い、発足以来、無事故の運航を継続しています。
エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは、大阪市消防局航空隊のこれま
でのご功績に敬意を表し、50周年を心よりお祝い申し上げます。
来年導入予定のH155はキャビンスペースが現有のAS365N3よ

り一回り大きく、機内での活動をさらに効率的に行うことが可能です。
また同機はメインローターブレードを5枚備え、優れた飛行能力を発

揮し、低振動と低騒音の快適性を実現しています。大阪市消防局のH155は新たに機体後方確認用カメラやヘリテレシステムなどが装備
され、任務に応じた最適なパフォーマンスを発揮します。
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用に尽力して参ります。

エアバス・ディフェンス＆スペースエアバスは、ESA Sentinel-1および2とエア
バスPléiades衛星からの画像を利用し、被害を受けた地域の特定を行っています。
同衛星画像によって、孤立した地域の洪水被害の全容を知ることが可能となりました。
その結果、KRCSは孤立した地域へのアクセス可能なルートと支援を優先する地
域を検討し、対策プランを迅速に立ち上げ、災害レベルを確定することができました。
エアバス・ヘリコプターズは、ケニアのオペレーター、トロピック・エアー・ケニ

アと協力し、KRCSのスタッフおよび救援物資をH125で輸送しています。また、
200世帯以上が2週間以上孤立した地域に、シェルターや物資およそ2トンを輸
送しました。　
エアバス・ヘリコプターズおよびエアバス・ディフェンス＆スペースの協力体制

により、災害時に関連するあらゆる複雑な課題に対処しながら、効率的かつ効果
的にサポートを提供できることが実証されました。

NEWSLETTER
2020 Issue 23  Jul/Aug/Sep

50周年 ANNIVERSARY

HELICOPTERS

5Airbus Helicopters Japan



エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンはこのほど、東北エアサー
ビスのAS332に対する改造作業を完了し、機体を引き渡しま
した。同機はオイル＆ガス向けの仕様で国外から輸入されま
したが、神戸事業所での機体改造により物資輸送向けの仕様
に生まれ変わりました。今回の改造では固定式ミラー、荷物監
視モニターなど当社独自の追加型式設計（STC）を含む複数
の装備品を新たに搭載するとともに、大型スポンソンなど物資
輸送に使用しない装備品を撤去しました。新型コロナウイルス
（COVID-19）の世界的拡大による工期への影響を最小限に
とどめ、従業員が一丸となり改造作業を完遂いたしました。

東北エアサービスは現在、受託機を含め、BO105（1機）、H135（3機）、AS365（1機）、AS332
（2機）、BK117Ｂ-2（1機）およびBK117-Ｃ2（1機）を運航し、物資輸送、送電線巡視、調査・空撮、
ドクターヘリ、消防防災ヘリコプターの受託運航など幅広い分野で地域の生活を支えています。
AS332の改造作業を終え、同社の高橋理事にお話をお伺いしました。「国内の送電線の多くは山
岳部に建設され、車両輸送のできない地域では、短時間で効率的に物資の輸送ができる大型ヘリ
コプターが活躍します。このほど2機目の運用開始により物資輸送能力が増強され、より一層サー
ビスの拡充が可能となります。振り返ると、さまざまな課題をエアバス・ヘリコプターズ・ジャパン
のサポートとともに乗り越え、これから同機が幅広い事業で輸送能力を発揮することが期待され
ています。」
エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは今後もお客様のあらゆるニーズに応じたサポート・サービ

スの提供に努めてまいります。エアバス・ヘリコプターズのスーパーピューマ・ファミリーは、世界
中であらゆる天候下で運用され、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、
民間会社において、捜索救難救助、VIP輸送、消防防災、物資輸送等で活躍しています。

2020年6月24日より、ご利用いただいておりますKeycopterが新たなプラットフォー
ムであるAirbus Worldへ統合され、アクセス先URLが変更となりました。

Airbus Worldはお客様からの声に基づき、よりシンプルかつ使いやすく設計され、
O.R.I.O.N.を始めとする技術文書、T.I.P.I.、WebTEKへのアクセスが容易になりました。
新しいURLをご利用のブラウザーのブックマーク（お気に入り）への追加更新とともに、
引き続きのご利用をよろしくお願い致します。

新URL : https://airbusworld.helicopters.airbus.com
お問い合せ：テクニカルサポート部 眞鍋（078-306-4495）

当ニュースレター18号にて、国内在庫品の当日発送をご希望の場合は14時までにご注文書を送付いただくようお願いしておりました。
しかしながら、倉庫業務量の増加や物流業界の働き方改革等に対応するため、すべてのお客様のご要望にお応えすることが難しい状況になっ
てまいりました。つきましては、誠に勝手ではございますが、今後は国内在庫品の発送は、弊社がご注文書を受領した翌営業日に変更さ
せていただきます。お客様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。なお、AOG等の緊急出荷要請に対し
ては今後も可能な限り当日出荷の対応をさせていただきます。
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新型コロナウイルス感染症（COVID19）の世界的拡大によって、ヘリコプターの運航にも様々
な対策が求められています。エアバス・ヘリコプターズは、運航・整備に対するニーズに応え
るため、Information NoticeやSafety Information Noticeで情報を提供し、お客様を支
援しています。

● SIN 3497-S-00 Revision 0 - Operational "human factor" risks linked to the 
COVID19 crisis

 COVID19によって求められる変化への対応に関して、発生する可能性のある安全上のリス
クについて。

• IN 3498-I-25 Revision 0 - COVID-19 pandemic - Use of servicing plugs to supply medical equipment
 医療機器を機体へ搭載する場合に、電源供給を行うサービシングプラグについて。
● IN 3476-I-12 Revision 0 - Disinfection of the Helicopter Interior and the External handles Virus Outbreaks of 

the Novel Corona Virus （SARS-CoV-2）
 機体の清掃及び消毒作業について。
● IN 3492-I-25 Revision 5 - Isolation between Cockpit and Passenger Compartment
 コックピットとキャビンの間の隔離について。
● IN 3506-S-10 Revision 0 - Helicopter parking for an extended period of time （work stoppage）
 機体の運航を行わない場合の保護措置の必要性をリマインドし、改善された保管作業を導入するSBを発行することについて。

本件に関する技術的なお問い合わせは、弊社テクニカルサポート担当（03-5414-3467）までお願いいたします。

エアバス・ヘリコプターズのコネクテッドサービスによって、オペレーターは日常業務を取り扱いが便利なデジタルデータに置き換える
ことが可能となります。データの高品質化、時間の節約、プロセスの簡素化を実現します。

3 グローバルデータベース
データソース（機体、整備、飛行デー
タ）はグローバルデータベースに集積
され、エアバスが世界中の機体につ
いてより学ぶために整理・細分化され
ます。

お客様からのデータ エアバスからのデータデータを活用したヘリコプター運航のための
コネクテッドエコシステム

１ デジタル化
最初のステップは、既存の紙のプロセスやツールを、取り扱いが便利
なデジタルデータに置き換えます。これにより、データの高品質化、時間
の節約、プロセスの簡素化を実現します。
エアバスは以下のツールをご提案しています：
● eLogCard （デジタルログカード）
● Fleet Keeper （整備ログブック）
● EnvisionとFleet Master
 （整備情報管理システム）
● Flightastic （パイロットログブック）

4 分析
エアバスは、この豊富なデータベースに基づいた
様々な分析を形成し、データに基づいた意思決定を
サポートします。このようなサービスには、HFDM（ヘ
リコプター・フライト・データモニタリング）分析を行う
Flight Analyzer、予防整備のためのFlyscan、Last 
Journey Log、Data Quality、Fleet Availability 
Monitoring、Flight Operation、Reliability 
Reporting、Materials Demand and Supply、
Next Maintenance Dueなどがあります。

2.2 整備データ収集
貴重なデータは整備の各プロセスの際に収集され、エアバスのデータベースに送信す
ることが出来ます。整備のデータソースには次のようなものがあります：
● デジタルログカード
● サードパーティの整備情報管理システム（MIS）＊
● Fleet Master: 小規模運航会社向けのエアバス製MIS
● Envision: 大規模運航会社、または他社製機種と混合フリートオペレーター向けRusada
製MIS
＊ Rusada、Ramco、Aircraft Maintenance Systems、Lundin Sofrware、Traxxal, ADMS、

IXARYS、2MoRO、135ACM

2.1 飛行データ収集
ヘリコプターが飛行することで、機体
に搭載された機器から豊富なデータが
生成・収集されます。着陸
すると、これらのデータは
お客様とエアバスのサー
バーに転送されます。

最新のエアバス製ヘリコプター
はHelionix（アビオニクス）やHUMS
（Health & Usage Monitoring 
System）をデータソースに含むこと
ができます。

その他の機体についても、ISEI製Helicom
やAppareo製 Vision 1000、Outerlink製
IRISやSkytrac製 ISAT 200Aなどのデー
タレコーダーをSTCとして搭載可能です。

★★ 技術文書および機体データ
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ニュースレター Issue 18 & 19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。エアバス・
ヘリコプターズが蓄積してきたビッグデータを用いて、主に記述統計機能（データのクロスチェックや、不具合時の主要因の特定）、ベンチマー
ク機能（パフォーマンス計測の参考値）、予測機能（将来イベントの予測）等のサービスをご利用いただけます。

お客様のデータを効率的に運用する9つのソリューションを現在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。

「フライト・アナライザー（Flight Analyser）」は、「アナリティックス・サービシス（Analytics Services）」の1つで、ヘリコプター・フライト・
データ・モニタリング（HFDM）を支援するサービスです。航空機のデータを飛行後に分析して、インシデントにつながる前にリスクを特定
することにより、オペレーションの安全をサポートします。

https://dai.ly/kapZifaJuQ4NGHueiwv

Key Features
主に以下の特徴があります。

1. 安全性強化
● ICAO Operational Safety Recommendationに適合
● 飛行後の航空機データを分析して、潜在的なリスクを特定する
● 飛行環境・気象情報によるフライト・イベントの状況説明をサポート
● 定量的なデータにより、SMS分析を強化

2. 時間削減
● イベントの検出、状況認識、SMSとの相互関係を
 自動化

3. 互換性
● マルチデータソースに対応
● ミックス・フリートに対応
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HFDM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、様々なデータ・ソースに対応しており、Helicom、Vision 1000、

Helionix（2020）、その他のデータセットを利用することができます。

ステップ２　フライト・イベントの検出：
取得したデータの各パラメータを整理（クレンジング）し、潜在的なリスクを擁するフライト・イベントを自動的に検出（コンピューティング）

します。本ツールは、機体のデータ・ソースおよび気象データ、エアロ・データを用いたHFDMアルゴリズムにより、高度なコンピューティ
ングが可能です。

ステップ３　フライト・イベントの分析、評価：
検出されたリスク・イベントについて、イベントの背景となる検出時の機体状況を確認してリスクを評価します。データ・ソースに応じて、
位置、気象、振動、速度、高度などを確認することができます。フライト・イベント毎のリスク評価はダッシュボードに統合され、統計デー
タとしてSMSにご活用いただけます。

「アナリティックス・サービシス（Analytics Services）」は、Airbus World（旧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）までお問い合わせください。
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エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは、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
的に参画しております。また、｢航空安全ロードショー（安
全文化の醸成）の開催」、「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」の活動
を推進しています。
今年度は、Safety Management System（SMS）の
導入が義務化されていない自家用機運航者（警察や消防
機関等）にて「航空安全ロードショー」を開催させていただくべく積極的に取り組んでいます。また、新型コロナウィルス（COVID-19）の感
染リスク等の制約をふまえて、従来の訪問開催に加え、Web会議やVideo配信等での開催についても調整をしながら取り組んでおります。

実施年
航空安全ロードショー開催回数
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）

参加者数
（延べ人数）

2016-19 52回 N：22，R：12，A/C：18 1,426名

2020 10回 N : 7，R : 1，A/C：2 222名

｢航空安全ロードショー｣の実施状況 2020年7月現在

ヘリコプターは特有な優位性を活かし、人員輸送、救助及び救急搬送（ド
クターヘリ含む）、情報伝送、監視、報道取材、物資輸送、ヘリ遊覧、訓練
飛行等の分野で幅広く運用され、同時に安全性向上の取り組みを継続し、
安全運航を維持することが不可欠です。
今回ご紹介するエアバス・ヘリコプターズ発行のSPN（No.3293）では、

International Helicopter Safety Foundation（IHSF）の活動の紹介と
ともに、安全を推進する各団体発行の資料も共有されています。IHSFで
はGlobal Safety Surveyの実施、事故原因の分析、事故低減の取り組み
（SMS、訓練、システムや装備品、整備の分野の推奨等）を行っております。
今回は、European Safety Promotion Network Rotorcraft（ESPN-R）
発行の資料※1から抜粋した内容として、ヘリコプター運航における「主要
なリスク」と「安全性向上の重要な要素」をご紹介させていただきます。

皆様の日々の運航にこれらの内容をご活用いただけると幸いです。

※1 （ESPN-R：EASAのRotorcraft Committeeを支援する安全推進団体／資料：Rotorcraft- A Key Priority For Safety in Europeより）

１）主要なリスク
主要なリスクには次のような要素が考えらます。

２）安全性向上のための重要な要素（リスク低減策等）

● 機体の信頼性や確実な整備の実施
● 飛行計画や準備および飛行経路の管理
● Crew Resource Management（CRM）
● 人間のパフォーマンス（個人の経験、トレーニング、能力等）
● ナビゲーションや空域に関する知識
● 知覚と状況認識（悪天候時の対応を含む）
● 劣化した視覚環境での操作
● 意思決定
● 安全装置の開発と装備
● ルールや手順の設定とその適用

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

着陸地点／進入経路からの逸脱

障害物接触
（飛行中） 地上衝突

機体の制御不能状態
（技術的な原因含む）

主要なリスク
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今年度そして来年度の、受講可能な訓練コースを下記の通りお知らせします。この機会にぜひご検討ください。

訓練コースに関するお問合せ：カスタマーサポート部　訓練販売担当 西岡（03-5414-3339）

「キッズワークショップ2020」をオンラインで初開催します。

エアバス「A380」で飛行機について学ぼう！
エアバスが誇る世界最大の旅客機「A380」とヘリコプターの映像を見ながら、飛行機について、
みんなで一緒に学びます。飛行機のことがよく分かるクイズ大会も開催し、飛行機の仕組みを楽
しく学べる、ワークショップです。 A380のオリジナル紙飛行機づくりもご家庭で楽しめます。

● 日時：8月8日（土）13：00～14：00、15：00～16：00
● 推奨年齢：小学1～6年生、定員： 各回20名程度
● お申込み：公式サイトで、7月17日（金）より順次受付開始　URL：https://www.roppongihills.com/sp/workshop/2020/

エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン カスタマーシンポジウム
● 2021年開催へ延期となりました。

整備士訓練 期間 申込可能人数 訓練場所 備考

EC135整備士
ガイドライン訓練
（T3/P3まで）

座学：2020/8/17～2020/8/26
実技：2020/9/9～2020/9/17

2名 神戸 FFSによる試運転訓練まで
実施します。

EC135整備士
OEM訓練
（HELIONIX機向け）

座学：2020/9/28～2020/10/7（予定）
実技：2020/10/8～2020/10/16（予定） 2名 神戸

AS365N3+整備士
OEM訓練
（座学＋モックアップ訓練）

座学：2021/1/6～2021/1/27
実技：2021/1/28～2021/2/2

1名 神戸 航空局実地試験受験の
支援は含まれておりません。

EC135整備士
ガイドライン訓練
（T3/P3まで）

座学：2021/5/17～2021/5/26（予定）
実技：2021/5/27～2021/6/4（予定） 2名 神戸 FFSによる試運転訓練まで

実施します。

操縦士訓練 期間 申込可能人数 訓練場所 備考

EC135操縦士
ガイドライン訓練
（HELIONIX機向け）

座学：2021/1/18～2021/1/27（予定）
FFS訓練：2021/1/28～2021/2/1（予定）
FFSは1人あたり6時間となります。

1名 神戸

残り4時間は実機での訓練
となり、日程および訓練場
所については別途調整が必
要となります。
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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

14053_AIR_H160_Helicopter_297x210_Master_JP_1.0.indd   1 04/03/2019   11:03


