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親愛なるお客様へ

いよいよ秋も深まり、朝晩には肌寒さを感じる季節となりまし
た。皆さまお変わりありませんか。引き続き貴社におかれまして
も未曾有の災禍の中、大変なご苦労をされておられることと案
じております。

エアバス・ヘリコプターズはCOVID-19の状況下で、テレワー
クや工場内でのシフト体制を導入し、引き続きお客様の運航を
支援しています。この数カ月間で様々な関連機器を各機種向け
に改良を行いました。たとえば民間および軍用機用に密閉式ス
トレッチャーや、キャビンとコックピットの間に隔離用カーテンを
搭載するなど対策を施しています。また、EASAとEuropean 
Helicopter Association（EHA）と協力し、オペレーターへ常時
サポートを提供しています。「エアバス・ファンデーション」（エア
バス基金）は、フランス医学アカデミー（FAM）とミッション・クリティ
カル・サービスを提供するバブコック社とのパートナーシップの
もと、H135へのCOVID-19防護機器の搭載に向けた承認取得
支援を実施しています。今後、追加の搭載に加え、各国のオペ
レーター機にも展開できるよう準備を進めています。機体の納
入に関しては、新たな試みとしてeデリバリープロセスを導入し、
引き渡し作業を実施しています。

エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンはこのほど、中日本航空株
式会社様よりH215を1機受注したことを発表しました。同機は
物資輸送機として今後の活動が期待されます。引き続きお客様
の多様な事業をサポートできることを大変うれしく思います。オ
ペレーター様のご期待に応える効率的で安全な任務遂行のサポー
トに最大限尽力してまいります。

さて今年7月、国内初の『アルウェットⅡ』を受領した東邦航空
株式会社様が創業60周年を迎えられました。エアバス・ヘリコプ
ターズ・ジャパンは、東邦航空株式会社様のこれまでのご功績に
敬意を表し、60周年を心よりお祝い申し上げます。

この状況が一日でも早く終息へ向かいますことと、次回元気
なお姿で皆様にお会いできる日を楽しみにしております。

皆様のご健康と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

NASAの宇宙飛行士を輸送するH225
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エアバス・ヘリコプターズは、国内最大級のヘリコプター運航会
社である中日本航空株式会社がH215を1機発注したことを発表し
ました。同機は物資輸送機として今後の活動が期待されます。
中日本航空株式会社の柴田拓代表取締役社長は次のように述べ

ています。「今後国内での幅広い業務をサポートする新型のH215
の受領を大変楽しみにしています。長年、当社のフラッグシップとし
て活躍してきたスーパーピューマの最新型であるH215は、卓越し
た輸送能力に加え、安定性が強化されています。新型機の導入とと
もに、より多様な用途に対応することも可能です。エアバス・ヘリコ
プターズ・ジャパンとはこれまで長年にわたって、良好な関係を築い
てきました。当社の運航事情をよく理解しており、今後も万全なサ
ポートを期待しています」
現在45機のエアバス製ヘリコプターを運航している中日本航空

株式会社は、ドクターヘリをはじめ、物資輸送、旅客輸送、報道取材、
航空撮影、災害等での緊急対応など幅広い分野で貢献しています。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。一方、エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは、神戸事業所にて同社が運
用するスーパーピューマ・ファミリーのメジャー整備を実施しています。
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。「中日本航空株式会社の多様
な事業をサポートできることを大変うれしく思います。また今回のH215新規発注とともに長期にわたりご信頼をいただいておりますこ
と深く感謝申し上げます。H215には直感的に操作可能なグラスコックピットと、パイロットの作業負荷を軽減するための4軸デュアル・デュ
プレックス・デジタルオートパイロットが装備され、より効率的で安全な任務遂行をサポートします。オペレーターのご期待に応える優れ
たパフォーマンスを発揮できると確信しています」

H215はスーパーピューマ・ファミリーの大型双発ヘリコプターです。稼働率、性能、費用対効果において優れ、最先端の技術を搭載し
た機体には、マルチロールミッション用と高度作業 /ユーティリティミッション用の2つのバージョンがあります。
現在国内において、28機のスーパーピューマ・ファミリーが民間、官公庁や防衛省において、捜索救難救助、洋上運用、消防防災、VIP
輸送、人員・物資輸送等で活躍しています。

川崎重工業株式会社とエアバス・ヘリコプターズが国際共同開発を
進めている新型5枚ブレードのH145//BK117 D-3はこのほど、型式
証明を欧州航空安全庁（European Aviation Safety Agency、略称：
EASA）より取得しました。続いて、最初の量産型機が初飛行を達成し、
顧客へ引き渡されました。初号機はノルウェーのエアー・アンビュランス・
ファウンデーションへ納入され、救急医療ミッションの研究開発ヘリコプター
として運用される予定です。
同機のEASA認証取得には、シングルパイロット、計器飛行方式、シン

グルエンジン・オペレーション（Cat.A/VTOL）、およびナイトビジョンゴー
グルなど、すべての機能が含まれます。新しい革新的な5枚のブレードを
備えた多用途ヘリコプターH145//BK117 D-3は、有効搭載量が150kg
増加しました。新しいベアリングのな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シリーズの実
用性と信頼性をさらに高め、同時に乗客と乗員の乗り心地を改良します。
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エアバス・ヘリコプターズが展開するプライベート＆ビジネ
ス機ブランドのエアバス・コーポレート・ヘリコプターズ（ACH）
はこのほど、ACH160を1機受注したことを発表しました。多
用途双発機のH160は今年7月に欧州航空安全庁（European 
Aviation Safety Agency、略称：EASA）より型式証明を取得
しました。
今回の発注はイタリアのオペレーターによるもので、主にイタ

リア国内にてプライベート＆ビジネス機として運用されます。エ
アバス・ヘリコプターズはこれまで北米、中南米、欧州、中国そし
て東南アジアの8ヵ国の顧客よりACH160の受注を発表してい
ます。

ACH160は、今年7月1日にEASAの型式証明を取得した
H160のプレミアムバージョンです。年内にプライベート＆ビジ
ネス機のオペレーターへの納入を目指し、準備を進めています。

同機はACHファミリーの最新型として、同クラス最も技術的に進んだヘリコプターです。
ACH160は、オーダーメイドのスタイリッシュなインテリアだけでなく、スムーズで静かな乗り心地を提供します。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、飛行中のパイロットの作業負荷を軽減し、最高レベルの安全性を備えています。
ヘリコプターブランドのACHは、ACH125、ACH130、ACH135、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機種に提案しています。

エアバス・ヘリコプターズはHTMヘリコプターズが、H145シ
リーズを2機追加発注したことを発表しました。同社は、洋上風
力発電において新型のH145//BK117 D-3を運用する最初の
オペレーターとなります。
追加発注のうち、1機目の4枚ブレードH145の納入は、年内に
予定されており、2機目の5枚ブレードのH145は来年半ばに納
入予定です。1機目のH145も、HTMの整備チームによって、5
枚ブレードへアップグレードされます。

2機のH145は、北海に面したドイツ北部のノルデン・ノルトダ
イヒ、エムデン、ボルクム島、ヘルゴラント島にあるHTMの基地
にて運用されます。風力発電所間および、風力タービンへの技
術者の人員輸送ミッションを行います。同機は、強力なホイスト、
浮揚装置、および吊り下げ装置を装備します。

H145は、2基のサフラン製エンジンArriel 2E、デジタル式電子制御装置（Full Authority Digital Engine Control-FADEC）と「ヘリ
オニクス」デジタルアビオニクス・スイートを搭載しています。高性能の4軸オートパイロットが装備され、飛行安全性を高め、パイロットの
作業負荷を軽減します。また最新型のH145はこのクラス最高の低騒音レベルを実現します。

H145//BK117シリーズは川崎重工業と共同開発され、優れた飛行性能を備えます。新型アビオニクス「ヘリオニクス」を装備し、特
に高高度、高温環境において優れた任務遂行能力と柔軟性を提供します。広いキャビン、コンパクトな機体と強力なエンジンにより、
H145//BK117シリーズは救急医療、消防防災、オフショア人員輸送、警察任務など幅広い任務に最適です。世界で1,350機以上が運
航されており、総飛行時間は550万時間に到達しています。
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サウジアラビアの公的投資基金（Public Investment Fund：PIF）が
所有するヘリコプターカンパニー（THC）はこのほど、10機のH125ヘリ
コプターを発注しました。今回の発注は、THCによる同国の航空産業の
発展と市場の幅広いニーズを満たすための政策の一環として実現しました。

H125はエキュレイユファミリーの多用途機で、定員は最大6名（操縦
士を除く）。さまざまなミッションに合わせたカスタマイズが可能です。
THCは同機の導入によって、遊覧飛行や航空撮影、物資輸送、調査など
の新しい事業を展開します。

PIFは、サウジアラビアが2030年までに達成すべき目標『ビジョン
2030』の実現をサポートし、長期的な商業的利益を生み出す戦略の一環
としてTHCを設立しました。THCは同国初の民間ヘリコプターオペレー
ターとして2019年半ばよりVIP輸送を提供しております。今回のH125追加発注によってサービスの拡大とともに、今後サウジアラビア
の観光および航空産業の躍動的な発展を目指します。

またエアバス・ヘリコプターズはこのほど、米国税関・国境取締局
（CBP）および海軍（AMO）へH125を新たに納入しました。今年1
月、16機のH125新規受注を発表し、初号機の引き渡しが完了しま
した。同機はCBPおよびAMOの長期的な機体更新プログラムの
一部として導入され、法執行機関向けのヘリコプターとして、最新技
術を備えています。

AMOは30年以上にわたりエアバス・ヘリコプターズ社製ヘリコプ
ターを運用しており、エアバス・ヘリコプターズはこれまでH120お
よびH125ファミリーを100機以上納入しています。

エアバス・ヘリコプターズはブラジルの大手オイル＆
ガス輸送会社のOMNIタクシー・エレオへ、同国初とな
るH175を納入しました。同機はブラジルの主なオイ
ル＆ガス市場の物資および人員輸送の任務を遂行しま
す。OMNIタクシー・エレオは現在、H135、H155、お
よびH225を運航しており、物資と人員を洋上のプラッ
トホームや船への輸送に特化する他、オイル＆ガスの
現場での救急医療サービスとしても活躍しています。

H175はオイル＆ガス市場のニーズに応えるために
開発され、コスト効率と輸送能力において卓越したパ
フォーマンスを発揮します。標準定員の16名（操縦士
を除く）を最大160海里まで快適に輸送する能力を備
えています。H175はエアバス・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」と4軸オー
トパイロットを搭載し、飛行中のパイロットの作業負荷を軽減するとともに、状況認識を高め、飛行安全性を向上させます。また同機は
Rig’N Flyモードによって、完全に自動化されたオイル＆ガスのプラットホーム・アプローチも配備されています。
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エアバス・ヘリコプターズはアメリカ航空宇宙局（NASA）と1,500万ドル規模のHCare Infiniteの契約を締結したことを発表しました。
同サポート契約によって、エアバス・ヘリコプターズはNASAへ2年間から、最大10年間にわたって包括的な機体維持サポートを提供しま
す。HCare InfiniteサービスはNASAへ今後納入される3機のH135すべてに適用されます。
エアバス・ヘリコプターズは、定期および非定期整備とスペアパーツ管理を行い、同機の稼働率を確保します。さらに、エアバス・ヘリ

コプターズは、フロリダ州にあるNASAのジョン・F・ケネディ宇宙センター（KSC）に2名のパイロット、2名の整備士、そして1名のプログ
ラム・マネジャーを配置し、ヘリコプターの飛行業務を管理します。

3機のH135は機体更新にともない導入され、KSCに隣接
するケープ・カナベラル空軍基地（CASS）にて、ロケットの打
ち上げ施設周辺の警備、救急医療サービス、そして人員輸送
に運用されます。

HCare Infiniteはエアバス・ヘリコプターズの最も広範囲
なサポート・サービスであり、機体整備、テクニカルサポート、
スペアパーツ、ツール、消耗品の供給を行い、オペレーターの
機体稼働率の維持と包括的なソリューションを常時提供します。
エアバス・ヘリコプターズのHCareマテリアル・マネジメント
サービスは、Easy（必要に応じたカタログサービス）とSmart（お
客様のニーズに合わせた4つのプログラム）、そして Infinite（機
体維持のコミットメント）の3つの優れたパッケージが用意され
ています。

現在、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的拡大により、ヘリコプターの運航にも多様な対策が必要とされています。運
航時のウイルス対策はもちろんのこと、世界各国の最前線で救急医療サービス（EMS）機が医療機関や政府のサポートを行っています。
重症患者の病院間搬送が急増した地域では、EMSを主任務としない軍用機や官公庁のオペレーターが、COVID-19の患者を移送するケー
スも増加しています。

NEWSLETTER
2020 Issue 24  Oct/Nov/Dec 5Airbus Helicopters Japan



多くのオペレーターはこれまで本来のミッションで
運用するヘリコプターの仕様に、PPE（個人防護具）や
コックピットを隔離するためのカーテンを転用したり、
またPID（患者隔離用装置）を搭載し機内の殺菌や特
殊な運航手順を導入することで患者搬送任務を遂行
してまいりました。
エアバス・ヘリコプターズはEASAとEuropean 

Helicopter Association（EHA）と協力し、オペレー
ターへ常時サポートを提供しています。救急医療サー
ビスに関する専門家チームを結成し、今年4月下旬よ
りオンラインセミナー等を通じて情報提供を開始し
ました。
また「エアバス・ファンデーション」（エアバス基金）は、

フランス医学アカデミー（FAM）とミッション・クリティ
カル・サービスを提供するバブコック社とのパートナー

シップのもと、H135へのCOVID-19防護機器の搭載に向けた承認取得支援を実施しています。同機器は、既にフランスの救急医
療サービス（SAMU）の機体に24セット搭載されています。今後、追加の搭載の他、各国のオペレーター機にも展開できるよう準備
を進めています。
エアバス・ヘリコプターズは、この数ヵ月間で様々な関連機器を各機種向けに改良を行いました。例えば民間および軍用機用に密
閉式ストレッチャーや、キャビンとコックピットの間に隔離用カーテンを搭載するなど対策を施しています。現在ではH125、H155、
AS365、H175、およびスーパーピューマ・ファミリーへの搭載への承認を取得しています。
またCOVID-19の状況下で、テレワークや工場内でのシフト体制を導入し、引き続きお客様の運航を支援しています。機体の納入に関

しては、新たな試みとしてeデリバリープロセスを活用し引き渡し手続きを完了しています。同プロセス導入により、従来の納入方式と合
わせて、3月中旬から5月中旬にかけて15機の引き渡しを達成しました。

COVID-19、
運航時の対策
現在、新型コロナウイル
ス感染症（COVID-19）
の世界的拡大により、世
界各国でEMS機が最前線
でサポートを行っています。
ヘリコプターの運航にも多様
な対策が必要とされます。

H135ヘリコプターはEMSオ
ペレーションの代表機種とし
て、世界中でおよそ635機が
活躍しています。

個人用防護具
PPE（Personal 
Protective Equipment）：
搭乗スタッフがCOVID-19
感染患者に直接触れる可能
性を最小限に留めるための
防護服類。

保護ゴーグル

N95マスク

ニトリル
または
ラテックス
手袋

ガウン

BRAVE（保護カバー）

ブーツカバー

パイロットは
マスクを装着

空気循環システム
ヘリコプターに搭載可能な複数の空
気循環システムの取り扱いに関する
INを発行。INには、可能な限り新鮮な
外気のみを使用する方法、キャビンか
らコックピットへの空気の流入を
防ぐ方法などを記載。

隔離ストレッチャー
PID (Patient Isolation Devices) ：
患者隔離装置はパイロットと搭乗ス
タッフを飛行中の感染リスクから保護
することが可能なツール。

EpiShuttle®
（リクライニング式ベッドと強化プラスチックカバー）

キャビン、ツールおよび
装置の消毒
エアバス・ヘリコプターズは
COVID-19によって汚染
されたヘリコプター、ならび
に機内の作業スペースと各
ツールの適切な消毒方法に
関するガイドラインを発行。

キャビン／コックピットの間仕切り
搭乗スタッフとCOVID-19感染患者
を隔離するための間仕切り。エアバス・
ヘリコプターズ製全機種に搭載可能。
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エアバス・ヘリコプターズはこのほど、無人航空機VSR700プロトタイプが自由飛行を達成したことを発表しました。同機は仏エクサン
プロヴァンス近郊のドローンテストセンターにて、10分間の飛行を行いました。

2019年11月にVSR700のプロトタイプは航空局の規定にならい、ケーブルでつながれ飛行試験エリア内で初飛行を実施しました。
今回の自由飛行達成により開発プログラムは大きく前進しました。エアバス・ヘリコプターズは、仮想的な地理的境界線（ジオフェンシング）
を実装し、航空局からの飛行許可のもと飛行試験を行いました。エアバス・ヘリコプターズは自由飛行の達成とともに、引き続き同機の飛
行領域を拡大します。
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。「今回のVSR700の自由飛行の成功は、

2021年末に予定しているフランス海軍との海上での運用試験を控えた我々にとって大きな意義があります。フランスのプラン・アエロ
社（PlanAero）の協力のもと、当プログラムは2機のデ
モンストレーターと一部有人による飛行試験を最大限
に活用し、海軍の任務において無人航空機システムの
運用を実現するための技術と機能を成熟させます」

VSR700はギンバル社製カブリ G2ヘリコプターを
ベースに開発され、最大離陸重量500-1,000キログラ
ムを備えた無人航空機です。有効搭載量、航続距離お
よび運用コストにおいて最適なパフォーマンスを発揮
します。海軍の各種センサーを長期間にわたって搭載
可能とし、艦船上に有人ヘリコプターと同時に配備可
能で、運用装置が少ない理想的なプラットフォームです。

VSR700プロトタイプは、初飛行から9ヵ月で進化を
遂げました。同機はジオフェンシングおよびフライト・
ターミネーション・システム（FTS）を備えています。また、
オートパイロットソフトウェアの更新、機体構造の改良
と補強が行われ、開発プログラムが進められています。

航空業界は、世界のCO2排出
量の約2.5％を占めています。航
空機の燃料消費を制限するため
に、これまで様々な改良が行われ
てきましたが、さらなる努力が必
要とされています。ヘリコプター
もまた、よりクリーンな飛行を目
指し改良が進められています。固
定翼航空機と比較し、ヘリコプ
ターは小型で少ないエネルギー
で飛行が可能なため、新しい技術
を試す理想的なプラットフォーム
であり、その教訓をより大きな機
種に応用することが期待されます。
エアバス・ヘリコプターズの長期的なイノベーション・ロードマップには、より排出量の少ないクリーンな未来の飛行に向けた段階的な
改良計画が含まれています。エアバス・ヘリコプターズは、エンジンからの排出量の削減や、完全な電気ヘリコプターの飛行まですべて
のオプションを調査しています。
エアバス・ヘリコプターズの最新の技術革新を統合した次世代中型双発機のH160は、サフラン・ヘリコプター・エンジンズのArrano

エンジンを搭載し、燃料消費量が15％削減されます。また同機はBlue Edgeメイン・ローター・ブレードにより、騒音レベルがおよそ50％
削減されます。
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エアバス・ヘリコプターズは、さらに飛行中のガス
タービンの一時停止と再スタートを可能にする電動「エ
コモード」を双発機に導入しています。同システムは、
サフラン・ヘリコプター・エンジンズと共同で開発され、
Bluecopterデモンストレーター（H135の試験用プ
ラットフォーム）で試験運用を実施しました。この技術
は、ヘリコプターの飛行領域を広げ、燃料の節約に貢
献します。「エコモード」は、Clean Sky 2 欧州研究
プログラム枠内で、現在開発されている高速デモンス
トレーターRacerにおいて試験運用予定です。従来
のヘリコプターと比較してCO2、NOx、および騒音
の排出を20％まで削減し、時速220海里に到達する
ことを目指しています。
エアバス・ヘリコプターズは、さらに完全電動のデモ

ンストレーターCityAirbusの開発において、新たな
進歩を遂げています。CityAirbus は2019年12月に最初の自律飛行を達成しました。将来の都市のエアモビリティとして、また従来の
ヘリコプターの開発に貢献する可能性を証明しています。同機は8つのプロペラを備え、ゼロ・エミッション・ヘリコプター開発への道の
りで今後も重要な役割を果たします。

AirbusWorldチームは、オペレーターの皆さまをオンラインセッションにご招待いたします。AirbusWorldとその主要サービスに関
連する様々なトピックについて、トレーニングモジュールと確認モジュール（Awareness）を提供いたします。

これらのオンラインセッションの目的は、新しいAirbusWorldプラットフォー
ムをご確認頂き、各アクティビティの専門家に次のようなサービスやアプリケー
ションについて理解を深めていただくことです。

● AirbusWorldの一般的な概要
● O.R.I.O.N. & PDF Manuals 
● eOrderingの概要・SB & STCオンラインカタログ
●テクニカル・リクエスト・マネジメント
●ダイナミック・トラブルシューティング（eDTS）
● Flight Analyser（New!）

AirbusWorldのダッシュボード画面、またはこちらのリンクにアクセス頂き、
参加したいセッションにお申し込みください。
https://airbusworld.helicopters.airbus.com/airbusworld-
training-awareness
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日本語セッションのご案内
日本のお客様向けに、以下2つのセッションをご提供いたします。アジア太平洋地域のコネクテッド・サービス担当者より日本語でプレ

ゼンテーションを行います。

●コネクテッド・サービスの概要（10月20日 午後 3時30分～4時15分）
エアバス・ヘリコプターズが提供する各種デジタル・ソリューションについて、その全容とお客様のオペレーションへの活用について

ご紹介します。

●FlightAnalyserの概要（10月27日 午後 4時30分～5時30分）
ヘリコプター運航の安全管理（SMS）を向上させるために、運航リスクを定量的に分析するためのHFDM（Helicopter Flight 

Data Monitoring）ツール「Flight Analyser」をご紹介します。

登録の3ステップ
1. ユーザー・プロファイルにて、左側（external AirbusWorld user）を選択してください。

2. ご参加になりたいトピックと時間帯を選択してください。
3. 登録完了

なお、一部のセッションは、エアバス・ヘリコプターズの従業員向けセッション（英語のみ）となっておりますが、お客様もご参加いただ
くことが可能です。
その他ご不明な点がございましたら、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。

NEWSLETTER
2020 Issue 24  Oct/Nov/Dec 9Airbus Helicopters Japan



2006年以降、国土交通省航空局（JCAB）と欧州航空安全庁（EASA）の間で、「耐空性に関する実施取決め（Working Arrangement :  
WA）」を締結し、これにより、EASA証明の一部受け入れ（JCABによる自動承認）など、双方での重複検査を省略するための枠組みが作
られました。

2020年6月22日、日本及び欧州連合（European Union : EU）は、民間航空安全のさらなる協力関係を促進するため、新たに8つの分
野において「民間航空の安全に関する日本国と欧州連合との間の協定（BASA）」を締結しました。

民間航空の安全に関する事項において協力を促進する分野

1. 耐空証明書及び民間航空製品の監視

2. 環境証明書及び民間航空製品の試験

3. 設計証明書及び製造証明書並びに設計機関及び製造機関の監視

4. 整備機関の証明書及び整備機関の監視

5. 航空従事者の免許及び訓練

6. 航空用地上訓練機の資格審査の評価

7. 航空機の運航

8. 1944年12月7日にシカゴで署名された国際民間航空条約の付属書の対象となる航空の安全に関する他の分野

現時点で詳細な技術実施手続き（Technical Implementation Procedure :“ TIP”）が明示されている分野は「耐空性分野」のみです。
耐空証明及び環境証明において、2国間での重複検査を可能な限り省略し、より多くの領域で、適合性認定及び証明書の相互受け入れ
が可能となりました。

耐空証明
環境証明

耐空証明
環境証明

欧州連合（EASA） 日本国（JCAB）

BASA

✓検査
✓監査

✓検査
✓監査

航空製品 航空製品

安全性に関する証明等の
相互受け入れ

可能な限り
重複検査を
省略
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BASAと旧WAの違いについて
今般のBASA締結により、設計変更の区分が変更されました。JCABによる審査が必要な設計変更の対象が限定され、従来と比べ

て審査が大幅に省略可能となりました。

設計変更の区分 JCAB承認

JCABの承認が必要な設計変更
レベル1 大変更（Major Level 1）及びJCAB指定項目

JCABの審査対象
JCABへの通知が必要な設計変更

レベル2 大変更（Major Level 2）

JCABへの通知が不要な設計変更
小変更（Minor） 自動承認

＊各区分の詳細につきましては、サーキュラー 整理番号No.1-001「第 II部、5-1、（1）（b）」に記載されています。

設計変更の区分 JCAB承認

審査及び認証が必要となる設計変更
「重要な大変更（Major Significant）」の認定書 JCABの審査対象

自動的に受け入れる設計変更
「重要でない大変更（Major Non-Significant）」及び「小変更（Minor）」の認定書 自動承認

＊「審査及び認証が必要となる設計変更」及び「自動的に受け入れる設計変更」については、BASA協定「付属書1」の「第14条」
に記載されています。

Working Arrangement

BASA

SB / ALS / MMELの取り扱いについて
輸入航空機のSB、耐空性を継続するための指示書（ICA / ALS）及びMaster Minimum Equipment List（MMEL）の変更については、

「型式設計変更」として取り扱われ、JCABの承認が必要です。
これまでは、SB、ALS、MMELの型式設計変更が「大変更（レベル1／2）」に該当する場合、WAに基づき、エアバス・ヘリコプターズ
社はEASA経由でJCABに型式設計変更の承認を申請し、JCABによる審査が行われていました。そのため、JCABの承認を得るま
でにかなりの時間を要していました。

BASA締結により、SB、ALS、MMELに係る型式設計変更は「重要でない大変更」に該当すると考えられ、JCABにより自動承認さ
れます。これにより、エアバス・ヘリコプターズ社から発行されるほとんどのSB、ALS、MMELを直ちに実施、または適用していただく
ことが可能となり、「安全」に関する技術情報を、より早くお客様にご提供することが可能となりました。
なお、既存のSB/ALS/MMELの取り扱いについては、耐空性管理部門発行の、「Airworthiness Information Letter No. AS-A-

20-040」にてお知らせしております。

参考リンク：
●国土交通省の報道発表 https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku11_hh_000087.html
●外務省の報道発表及び協定内容 https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_008515.html
●技術実施手続き（TIP／英語版のみ） https://www.mlit.go.jp/en/koku/koku_fr11_000005.html
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■AirbusWorldの部品カタログ機能について
整備に必要な部品が掲載されている IPCには、図として示されていない部品や、区別がつきにくい部品があり、どのような部品である

か写真が見たい時がありませんか。この度、AirbusWorldにて、部品の写真が閲覧できる部品カタログ機能が利用可能になりました。
お客様のAirbusWorldのFocal Point様のアカウントより、部品カタログ機能をご利用いただけます。詳しい操作方法などについては、
弊社担当者までお問い合わせください。

■モバイルアプリについて
整備に関する書類の閲覧や、技術的な問い合わせに関して、モバイルアプリがスマートフォンとタブレット端末（Android及び iOS/

iPad OS）でご利用いただけます。アプリはGoogle Play Storeまたは、アップルApp Storeよりダウンロードできます。インストール
や操作方法等については、弊社担当者までお問い合わせください。

O.R.I.O.N. アプリ※1

電子マニュアルであるO.R.I.O.N.の閲覧に使用するアプリです。データをあらかじめダウンロードしておくことで、
インターネット接続が利用できない場合でも、オフラインでの閲覧ができます。

T.I.P.I. アプリ※2

エアバス・ヘリコプターズから発行される、IN/SIN、SB/ASB等の技術文書の閲覧に使用するアプリです。

WebTEK app※1、※3

技術的な問い合わせに使用するWebTEKのモバイルアプリです。スマートフォンとタブレット端末から、Technical 
Requestの作成やファイルの添付など、ブラウザから使用するWebTEKと同等の機能が利用可能です。

※1 ご利用にはAirbusWorldアカウントが必要です。
※2 ご利用にはT.I.P.I.アカウントが必要です。
※3 ブラウザでAirbusWorldにアクセスすることでダウンロードできます。
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国内初の『アルウェットⅡ』を受領した東邦航空
株式会社は今年7月、創業60周年を迎えました。
同社は1960年7月に調布飛行場において単発
セスナ2機によるエアタクシー事業を開始し、翌
1961年にエアバス・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より、『アルウェットⅡ』を
国内で初めて導入しました。
東邦航空株式会社は創業以来、小型機航空運送
事業者として報道取材や薬剤散布、物資輸送、消
防防災運航整備、ドクターヘリ運航、調査飛行を中
心とした事業でご活躍されています。現在、エア
バス社製のヘリコプターを26機運用され、報道取
材や、物資輸送、ドクターヘリや調査飛行を中心と
した事業を行っています。来年、開催が予定され
ている東京2020オリンピック・パラリンピック競技
大会でもエアバス社製のヘリコプターをオフシャ
ル機として、運航される予定です。

創業から60周年を迎えるにあたり、宇田川雅之代表取締役社
長にお話をお伺いしました。「私自身は1977年の入社より33年間、
当社ヘリコプター操縦士として勤務しました。これまで、『アルウェッ
トⅡ』、『アルウェットⅢLAMA』、『ガゼル』、『AS350』、『AS355』、
『SA365』、『SA330』、『AS332』、『EC155』、『EC135』と乗
務しました」。宇田川社長は、エアバス・ヘリコプターズ機には、お
およそ7,500時間の操縦経験をお持ちです。
同社は北アルプスを中心とした3,000ｍ級の山小屋への物資

輸送を50年間余にわたり継続し、高々度山岳飛行に優れ、社会に
貢献する活動を推進しています。宇田川社長にお写真が飾られた
社内をご案内いただきました。厳しい気候条件の中、唯一無二の
ツールとして、人々の安全を守る任務にあたる同社ヘリコプター
の写真がとても印象的です。

「エアバス・ヘリコプターズの日本のサポートは、全般的にみて安定
していると思います。これは長年の日本での経験、実績とエアバス
のノウハウにより培われたものと思います。社会がヘリコプターに求
めるニーズは、ますます多様化しています。もっともっと、現場の整
備部門、そして操縦士との日々の接触や意見収集を図る機会を増や
し、生の声を集めたほうが良いのではないだろうか、是非引き続き迅
速なサポートをお願いしたいと思います」と大変貴重なご意見を頂
きました。
エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは、東邦航空株式会社のこれま
でのご功績に敬意を表し、60周年を心よりお祝い申し上げます。
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
向けて、尽力して参ります。

『アルウェットⅡ』1961年初飛行

（お写真ご提供：東邦航空株式会社）

宇田川代表取締役社長
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エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは、今年度も引き
続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｣を開催し、Safety 
Management System（SMS）の概論や実践について
説明させていただくと共に、安全情報等も提供しておりま
す。また、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。
さて、現在の「新型コロナウィルス感染のリスク等」を
考慮しつつ、本活動をより多くの方々に展開させていただきたく、9月以降は「Web会議方式（自由参加型、および参加者限定型）」にて実
施させていただいております。
詳細情報は、弊社homeページの最新情報（http://www.airbushelicopters.co.jp/news/659/）をご参照願います。

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）
W：Webinar

参加者数
（延べ人数）

2016-19 52回 N：22，R：12，A/C：18 1,426名

2020 14回 N : 8，R : 1，A/C：2，W：3 277名

｢航空安全ロードショー｣の実施状況2020年10月現在

ヘリコプターはその優位性を活かして、人員輸送、救助
および救急搬送（ドクターヘリ含む）、情報伝送、監視、報
道、物資輸送、ヘリ遊覧、訓練飛行等の分野で運用されて
おり、安全性向上の取り組み（安全推進活動等）を実践し、
安全運航を継続することが必要です。EASAは安全推進
活動として、意識向上および行動の変化を通じて航空安
全を推奨、維持、改善するための一連のプロセスを展開し
ています（『安全管理とプロモーション』をご参照くださ
い）。また『Together4Safety』にて安全推進資料が共
有されています。記載内容：（SAFETY PROMOTION 
NOTICE NO.3535-P-00参照）

これらの活動は、European Safety Promotion Network Rotorcraft（ESPN-R※1）が中心となって取り組んでおります。皆様の日々
の運航にご活用いただけますと幸いです。　　
※1 ESPN-R：EASAのRotorcraft Committeeを支援する安全推進団体

1）Controlled Flight Into Terrain（CFIT）を防ぐために
CFITとは、航空機の機体やパイロットには何も異常がないにもかかわらず、山や地面、水面、及び地上障害物等に衝突する事故のこ

とです。

今回は、「Together4Safety」で紹介されている「CFITを防ぐために注意散漫を避ける」について、ご紹介をさせていただきます。
CFIT事故の発生には様々な原因がありますが、その中で「認識の喪失」はパイロットとして直面する主なリスクの1つとして取り上げら

れています。飛行前に下記の事柄についてしっかり準備することで、飛行中のワークロードが効果的に管理されるとともに、窓の外を確認
する機会が確保されて状況認識が維持されることで、事故の可能性を大幅に減らすことができます。
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飛行前の準備リスト
●フライトプラン ルート（GPSポイント、ATS/ATC周波数、VOR/NDB周波数など）は明確ですか？
●飛行高度（最低安全高度） 地形を確認し定義しましたか？

●気象 不注意なIMCなどの予期しない状況に備えましたか？
また、必要な気象情報はありますか？  

●燃料量 搭載量は飛行に十分ですか？
●限界事項 航空機、およびその他の装備機器に関する限界を知っていますか？
●追加装備機器 TAWS、その他の状況認識向上の機器の装備と機器の操作方法を知っていますか？

●ナビゲーションエイド 使用する固定またはポータブル電子デバイス（PED）のデータベースは
最新の情報へ更新されていますか？

●飛行中のリスク 搭載品が操作を妨害する可能性やその他のリスクについて検討しましたか？
●コックピットの準備 計画されたフライトプランやミッションのために（飛行中をイメージして）設定しましたか？
●位置の監視 絶えず地形との関係を知ることができますか？
●飛行中の対処 変動の可能性がある事柄を予測し、どのように反応するか考慮しましたか？  
●天候の悪化 目的地から最新の気象情報を入手できますか？
●機器の操作と機外確認 コックピット内での機器操作が機外確認に与える影響を考慮しましたか？ 

２）関連する安全情報の紹介
（1）山岳・丘陵地帯での運航について
山岳・丘陵地帯での運航時の注意事項等を記載した資料をご紹介いたします。

● European Helicopter Safety Team
（EHEST：2017年よりESPN-Rとし
て活動中）が提供している訓練リーフレッ
トから、『山岳・丘陵地帯におけるヘリ
コプターの運用技術HE7』
（資料へのリンク：日本ヘリコプタ協会　
JHST Leaflet）

● 世界中のヘリコプター業界の安全文化を改善し、“Zero アクシデント”
を目指す推進団体 International Safety Foundation（IHSF）が提
供する安全出版物やツールキット（英文）
『ヘリコプター・マウンテンフライト・テーブル：１～６』
（資料へのリンク：IHSF：安全ガイド）　

（2）有視界飛行での天候の脅威（参照：EHEST leaflet HE13）
安全な飛行には、パイロットが航空気象に関連した脅威、また気象が飛行安全に与え得る影響を正しく理解

していることが大切です。航空気象予報は、パイロットが予想される気象の脅威を認識し、飛行前計画の段階
でその脅威を低減する上で重要な役割を果たします。EHEST leaflet HE13では、パイロットに航空気象の詳
細な理解の必要性を再度訴えるとともに、脅威に対する適切な判断やVMC飛行時に実施すべき事項（飛行前、
飛行中、飛行後）が掲載されています。
（資料へのリンク：日本ヘリコプタ協会　JHST Leaflet）

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）
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エアバス・ヘリコプターズでは、2020年に総務省消防庁より発出された告示第4号「消防防災ヘリコプターの運航に関する基準」に対
応する訓練プログラムをご用意致しました。当社のシミュレーターを用いた緊急操作訓練やヘリコプターCRMの導入、並びに導入後の
リフレッシュセミナーなど豊富な訓練から、お客様の運航体制にあわせて最適な訓練をご選択いただけます。もちろん、当該訓練は消防
防災以外のお客様にご受講頂くことも可能です。
予約の重複などによりご希望の時期に訓練が実施できない場合がございますので、お早目のご予約をお願い致します。訓練に関する

ご要望、お見積り、ご予約等につきましては下記お問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

訓練名 学科訓練 シミュレーター訓練 日数

緊急操作訓練 シミュレーター緊急操作訓練 6時間（1日） FFS 4時間（2日） 3日

ヘリコプター
CRM

CRM基本セミナー 基本知識6時間 ＋ ワークショップ 6時間 2日

CRMリフレッシュセミナー 基本知識3時間 ＋ ワークショップ 3時間 1日

操縦士養成
副操縦士多発タービン機初級 7時間（1日） 10時間（5日） 約5日

計器飛行証明 受験準備 70時間（10日） AVT 10時間、
FFS 10時間（2週間） 約4週間

資格維持
計器飛行技量維持 3時間（0.5日） AVT 1時間、FFS 2時間（2日） 2日

特定操縦技能審査 口述審査・実技審査・講評  FFS 0.5時間 0.5日

本件に関する問い合わせ先：contact.training-service.ahj@airbus.com
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）

訓練プログラム
【使用機材】　FFS＝フル・フライト・シミュレーター　　AVT＝アビオニクス・トレーナー

エアバス・ヘリコプターズはH160の運航開始に向けて前進しています。エアバス・ヘリコプターズ社製ヘリコプター向け訓練を提供
するヘリシム（HELISIM）はこのほど、H160のフル・フライト・シミュレーター（FFS）がLevel D認定をEASAより取得しました。9月よ
りエアバス・ヘリコプターズとHELISIMのH160インストラクターが訓練での運用を開始しました。
このFFSは、最先端のビジュアルおよびモーションテクノロジーの恩恵を受け、実機では実施することが難しい多様な系統の非常操
作等を適切に行うことが出来ます。継続的な改善を目的としたパイロットトレーニングの経験とスキルを獲得し、飛行安全性を向上する
ことが可能です。
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エアバス・ヘリコプターズは「エプロン安全管理規定」の導入にあわせて、ご訪問者様向けの安全リーフレットを作成しました。安全リー
フレットは応接室と各教室に配備しております。

今後とも引き続き安全運航に関するご協力をよろしくお願いします。

■第27回日本航空医療学会総会
日程：2020年12月15日（火）　Web開催　　https://www.27jsas.com/

エアバス・ヘリコプターズの公式Facebookページのご紹介

エアバス・ヘリコプターズに関する様々な情報をお届けしております。
是非 ボタンを押して、お楽しみください！

https://www.facebook.com/AirbusHelicopters/

紙類

電話
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帽子

カード
ペン

時計
アクセサリー類

!

!

!!
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!

Gate

格納庫

Apron restricted area
エプロン制限区域

Boundary marking
境界マーキング

下記のビブス等を装着した社員がご案内します。

ヘリコプターへの乗り降りを含め、お客様のみでのエ
プロンへの立ち入りはご遠慮ください。

ようこそ 神戸事業所へ

エプロン制限区域内のご注意

機体後方は危険です。
社員の誘導に従ってください。

その他禁止事項 エプロン地区を
走ること

携帯電話の使用
（但し緊急時を除く）

喫煙

AHJの赤帽子の着用をお願いいたします。
お客様ご持参の帽子でのエプロンへの立ち
入りはご遠慮ください。

・お客様が自社・自隊の機体を撮影する際、 他の機体や社員、
施設内情報が映り込まないように十分ご注意ください。
なお、外部資料向けに撮影する場合（SNSへの配信を含む）は
当社広報の許可を取得した上でご使用ください。

・トレーニングセンター内の教材の撮影は、教官にお問い合わせ
ください。

撮影についてのお願い

紐等で固定ください

エプロン地区からの
避難経路及び非常口

身の回りの品は飛ばないように固定してください。
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