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親愛なるお客様へ

春風待ち望む今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。

昨年来、新型コロナウイルス感染症により、世界中の人々の日
常生活や経済活動において大きな影響が続いております。引き
続き最前線で対応されている医療従事者、関係者の皆様に深く
敬意を表し、心より感謝申し上げます。また皆様のご健康と安全
を心よりお祈り申し上げます。

エアバス・ヘリコプターズは、世界的な状況の変化に対応し、
お客様のニーズに寄り添ったサポート・サービスをご提案してお
ります。世界各国で社会を支えるヘリコプターの任務がより安
全に遂行されるように、搭載機器の改良やガイドラインの発行を
継続的に行っております。2020年は航空業界にとっても、これ
まで経験したことのない大変厳しい1年となりましたが、迅速に
変化に対応し、今後もお客様の任務遂行をサポートいたします。
またエアバス・ヘリコプターズはこのほど、飛行に関わる新しい
技術を効率的に成熟するための飛行試験プログラムFlightlab
を公開しました。飛行の未来に向けて継続的にイノベーション技
術への投資を行い、安全性の向上、飛行中のパイロットの作業
負荷の軽減、また騒音レベルの低減を目標とし、お客様により良
い製品とサービスをご提案できるように同プログラムを推進し
てまいります。

エアバス・ヘリコプターズはこのほど、2020年に289機（純受
注268機）のヘリコプターを受注したことを発表しました。納入
に関しては、300機を引き渡し、各国での渡航制限のなか、安定
した市場シェア48％を獲得しました。お客様の多種多様な任務
を遂行可能とする幅広い競争力のある製品とともに、引き続き
マーケットリーダーとして市場をリードしています。

エアバス・ヘリコプターズへの信頼を保持してくださるオペレー
ターの皆様に心より感謝いたします。

エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは、2021年1月に発令さ
れました新型コロナウイルス緊急事態宣言を受け、東京本社お
よび神戸空港事業所にて緊急対策を実施しております。お客様
にはご不便をおかけしますが、日々の運航を支援すべく、引き続
き全力で取り組む所存でございます。ご理解とご協力の程、何
卒よろしくお願い申し上げます。

明るい春を待ちながら、どうぞお健やかな日々をお過ごしくだ
さい。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。

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

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

飛行試験プログラムFlightlabを公開
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エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンはこのほど、警視庁へ新型
のH215を納入しました。
国内の警察航空隊で最大規模を誇る警視庁航空隊は新型の

H215導入により、航空警察力をさらに強化します。優れた飛行
性能を提供するH215によって、東京都内はもとより、伊豆諸島
を含む東京都全域および全国への警察活動力が増強します。
同機は、人員・VIP輸送、物資輸送、広域応援などを主な任務

とし、現在航空隊に配備されているH135およびH155に加わり、
パトロールおよび人命救助などのミッションでも運用されます。
警視庁航空隊は1959年10月、全国警察に先駆けてヘリコプター
を配備しました。以来、国内の災害地域に出動し様々な救助活
動に貢献されています。1986年に、中型双発機SA365Nを納
入し、これまで30年以上にわたってお付き合いのある警視庁航
空隊に、引き続きサービスを提供できる機会をいただいた事を心より感謝いたします。エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは、お客様の
安全運航そしてご期待に応えるべく、さらに努力して参ります。

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。

エアバス・ヘリコプターズは、最新のH135シリーズの新しい代替重量型（Alternate 
Gross Weight–AGW）が欧州航空安全庁（European Aviation Safety Agency、
略称：EASA）より認証を受けたことを発表しました。代替重量型の新H135は離
陸重量と有効搭載量が最大120キログラム増加します。今回の性能向上により、
標準条件下で最大75海里または航続時間を最大40分間延ばすことが可能となり
ます。新しいAGWは、オプションとしてヘリオニクス装備のH135に採用すること
ができます。
さらに、エアバス・ヘリコプターズはこのほど、H135シリーズの新しいシングル・
パイロット計器飛行方式（Instrument Flight Rules-IFR）飛行のヘリオニクス・コッ
クピットの認証を取得しました。改良されたコックピットにより、オペレーターは副
操縦士側の計器盤を取り外し、視界をより広く確保、または特定のSTC機器を設
置することが選択可能となります。H135のシングル・パイロット IFRコックピット
は、高所作業、警察任務など、多用途機として様々なミッションにおいてH135の
パフォーマンス性能をさらに強化します。
現在H135ファミリーは世界中で1400機以上納入され、総飛行時間は560万
時間以上にのぼります。世界60ヵ国でおよそ300のオペレーターによって運用され、
救急医療、警察、ビジネスおよび洋上での人員輸送、そして訓練機および練習機と
して多種多様なミッションで活躍しています。
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エアバス・ヘリコプターズはこのほど、2020年に289機（純受注268機）のヘリコプターを受注したことを発表しました。COVID-19
による世界的な経済への影響を大きく受けた厳しい市場環境にもかかわらず、民間および官公庁市場での地位を強化しました。納入に
関しては、300機を引き渡し、各国での渡航制限のなか、安定した市場シェア48％を獲得しました。お客様の多種多様な任務を遂行可能
とする幅広い競争力のある製品とともに、引き続きマーケットリーダーとして市場をリードしています。
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。「お客様が私たちのサポートを最も
必要としているときに、エアバス・ヘリコプターズの世界中のチームが状況の変化に対応し働き方を適応させて機体の納入とサポートを
提供するとともに、世界中の重要な任務を維持できるように努めていることを誇りに思います。また、エアバス・ヘリコプターズへの信
頼を保持してくださるオペレーターの皆様に心より感謝いたします。昨年、5枚ブレードの新型H145および次世代の多用途機H160の
EASA認証を取得しました。さらに、CityAirbusデモンストレーターとともにゼロ・エミッション機の技術開発を追求するための確固た
る基盤を築きました」

2020年の主な納入は、9月末にノルウェーの救急医療サービス（EMS）オペレーターへ5枚ブレードのH145シリーズ（H145//
BK117 D-3）の初号機、続いてドイツのEMSオペレーターへ同機を複数機引き渡しなどがあります。また、防衛市場において、
H225Mをクウェート空軍に納入し、スペイン空軍へ最初のNH90の引き渡しを完了しました。そして、ミシシッピ州コロンバスのエアバ
ス・ヘリコプターズ施設より463号機目のUH-72Aラコタの納入を納期、コスト、品質の面において計画通り達成しました。

2020年はH135を33機受注しました。同シリーズは、2020年に新しい代替重量型量とシングル・パイロット計器飛行方式（Instrument 
Flight Rules-IFR）飛行のヘリオニクス・コックピットのEASA認証を取得しました。また、洋上輸送を含む、幅広いミッション向けに
H160の追加受注を新規顧客より獲得しました。
サポート・サービスでは、HCareサポート・サービス契約が好調でした。アメリカ航空宇宙局（NASA）などの新しいお客様が同サービ

スに加わりました。エアバス・ヘリコプターズは、世界的なパンデミックに直面し、高度な技術支援、ロジスティクス・サポートや新しいリモー
ト・ソリューションの提供、パイロットや乗員向けの医療関連機器を改良し、サポートを提供し続けます。また、お客様からのお声をもとに、
よりシンプルで使いやすいAirbusWorld プラットフォームを立ち上げました。オペレーターとのよりオープンな対話を促進することを
目的とし、新しいユーザーエクスペリエンスと機能を提供します。
エアバス・ヘリコプターズは、柔軟なビジネスモデルとともに、将来への投資と準備を続けています。2020年はCityAirbusが初飛行

に成功しました。同機は、ゼロ・エミッション機の開発と将来のアーバン・エア・モビリティ市場に向けた準備段階において大変重要な役割
を果たします。エアバス・ヘリコプターズの無人航空機システムVSR700は、昨年7月に初の自律飛行を行い、続いて可動式プラットフォー
ムから自律飛行による離着陸に成功しました。
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昨年9月末、H135の1,400号機がEMS
機としてフランスのヘリコプターオペレー
ター、モンブラン（Mont Blanc）へ引き渡
されました。同社はH135およびH145を
20機以上運航しています。今回の納入は、
およそ20年にわたるH135シリーズの歴
史と、その堅調な人気を示す大きなマイ
ルストーンとなりました。H135はEMS
機の世界市場において25％のマーケット
シェアを誇り、現在650機以上がその任務
において運用されています。
救急医療サービスにおいて、病院間搬
送は最良の条件下でも大変複雑なオペ
レーションです。現在の COVID-19の状
況下、重症患者の病院間搬送を可能とす
るEMS機のサポートは、緊張状態が続く
医療システムで重要な輸送手段とされ、エ
アバス・ヘリコプターズ機が世界で活躍し
ています。

H135シリーズは1996年に初号機が就航して以来、そのパフォーマンスと任務遂行能力が定期的に改良されています。さらに、EMS
オペレーター独自のニーズに対応するため、カスタマー向けのシンポジウムやインタビュー、アンケート調査などを定期的に実施してお
ります。
エアバス・ヘリコプターズは、最新のH135シリーズの新しい代替重量型（Alternate Gross Weight–AGW）を発表し、同機の最大
離陸重量が90kg、有効荷重が最大225 kgへ増加します。そのためEMSオペレーターは、患者の輸送中により多様なサポートを提供
するための専門的な医療機器を追加搭載することが可能となりました。また、同機のフレーム、エンジン、コックピット、ミッション機器、
整備においても、その信頼性が向上しています。

H135は運航時においても、任務のために必要な柔軟性を備えています。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」と、パイロットの作業負荷を軽減するための4軸オートパイロットが装備され、飛行中の状況認識力や安全性を高めます。「ヘ
リオニクス」はナイトビジョンにも対応し、H135の夜間および視界の悪い条件下での運航時もその任務遂行能力を保持しています。
H135はCO2排出量の点でトップクラスの環境性能を誇り、また同クラスで最も静かなヘリコプターです。
エアバス・ヘリコプターズは50年以上のEMS機に関する専門知識とともに、高性能の機体のみならず、長年のパートナー企業と協力し、
お客様の特定のニーズに合わせた最適な搭載機器、システムソリューションのご提案、そしてオペレーターのビジネスモデルをサポート
いたします。さらに「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）のEMSドクターのためのトレーニ
ングプログラムを後援しています。 2019年、エアバス基金とFAMは、インド、中国、インドネシアにおいて、およそ215名の医師と救
助隊員の訓練を実施しました。また現在、世界中で1,100人以上の専門家がこの活動の恩恵を受けています。

COVID-19の世界的拡大の最中、各国のヘリコプターが主要な任務を遂行しています。重症患者を移送し、緊迫した医療施設の負
担を軽減するために貢献しています。－方で、私たちのエネルギー供給を維持するために、海上の貿易ルートを効率的に、機能継続する
ためのサポートをしているヘリコプター・オペレーターがいます。ドイツの洋上オペレーションに特化したバイキング・ヘリコプター・サー
ビス（WIKING Helikopter Service）は、エネルギー供給が機能し続けるための重要な役割を担っています。

COVID-19をきっかけに多くの国が入国制限等を実施し、世界中の政府はエネルギーや生活必需品などの重要な資源の供給を維持
する方法を模索しました。バイキング・ヘリコプター・サービスは、自社のヘリコプターの運航を維持するために機体改造を行い、必要な
感染防止対策を即座に実施し、より安全な体制で任務遂行手段を確保しました。
同社は、北海の風力発電所が稼働するための整備作業を続け、消毒剤、スペアパーツ、故障が発生した際の技術者の派遣など、緊急

に必要な資材やスタッフを洋上プラットフォームや洋上風力タービンへ輸送しています。ヨーロッパは風力発電に大きく依存しており、
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消費されるエネルギーのほぼ20％が風力発電です。
同社はヘリコプターと十分な訓練を受けたパイロット
により、500台を超える風力タービンの保守と供給を
確保しています。ヨーロッパのエネルギー供給におい
て大変重要な役割を果たしています。
また世界中の多くの大きな港では、港に立ち入る
船が安全に通航するためにハーバー・パイロットが
待機しています。ボートで移動していた地域では、
COVID-19の広がりとともにヘリコプターでの輸送
の需要が増加しました。ボートでの輸送では数時間要
す任務も、ヘリコプターを運用することで、コンテナ
船へわずかな時間で移動することができます。さらに、
波が高い状況でも安全に洋上プラットフォームへハー
バー・パイロットや技術者を速やかに輸送可能とします。
バイキング・ヘリコプター・サービスは、エアバス・ヘ

リコプターズが開発したキャビン内の間仕切りを装備し、
また機内の作業スペースと各ツールをガイドラインに沿って、適切な消毒方法で輸送を実施しています。これにより、乗組員が感染する
リスクも最小限に抑え安全に輸送ミッションを継続しています。 

洋上でのオペレーション
多様なオペレーションに、より安全で柔
軟に対応可能なヘリコプターが、世界の
洋上ミッションで活躍しています。費用対
効果にも優れています。

■第9回 国際風力発電展 WIND EXPO 2021
日程：2021年3月3日（水）～3月5日（金）
https://www.windexpo.jp/ja-jp.html

参加・出展予定イベントHELICOPTERS

インフォーメーション INFORMATION
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VSR700 Optionally Piloted Vehicle 
（OPV）デモンストレーターはこのほど、可動
式プラットフォームから自律飛行による離着
陸飛行試験に成功しました。この試験飛行
は、船の甲板の状況をシミュレーションする
ためにデッキ・モーション・シュミレーターを
運用し実施されました。今後予定されている、
フランス海軍との海上での運用試験に向け
てプロジェクトは前進しています。2018年、
エアバス・ヘリコプターズと仏ナバル・グルー
プが仏国防省の装備総局DGA（Direction 
générale de l'armement）と海軍の無人
航空機の技術開発契約を締結しました。
VSR700のプログラムはこれまで、将来軍
艦に搭載される戦闘用無人航空機ヘリコプ
ターの製造に先立つリスク回避の研究段階
において、多くのマイルストーンを達成して
います。今回の可動式プラットフォームで
の飛行試験は、次の主要なマイルストーンへの道を開きました。今後、SDAM（Système de Drone Aérien pour la Marine）と呼ば
れる海軍向けのプロトタイプ機を運用し、海上での試験を実施します。機体のナビゲーション機能、飛行位置、飛行制御、自動操縦シス
テムなどのテストが予定されています。

エアバス・ヘリコプターズはVSR700のOPVの開発とともに自動飛行制御システム（AFCS）に関わる規制を進歩させました。開発
の進歩とともに同機は、新たな自律飛行試験を実行できるようになりました。エアバス・ヘリコプターズは、2018年にデモンストレーター
で初の無人飛行を実現しました。続いて、2019年にVSR700プロトタイプが、航空局の指示に従い飛行試験エリア内でケーブルでつ
ながれた状態で初飛行に成功しました。そして2020年、同機は初の自律自由飛行を達成しました。フランス海軍は2020年初めに2
機目のSDAMを発注しています。同プログラムは技術開発や仕様の改良など次のステップに向けて2機目のプロトタイプとともにプ

ロジェクトを進行しています。
今回の可動式プラットフォームの

試験は、エアバス・ディフェンス＆ス
ペースが提供する「デッキ・モーショ
ン・シュミレーター（Deck Motion 
Simulator）」を導入し、実現しました。
「デッキ・モーション・シュミレーター」
はエアバス・ディフェンス＆スペース
によって開発されたローカル・ポジ
ショニング・システムの「デッキ・ファ
インダー（Deck Finder）」によって、
位置測位を可能とします。過酷な屋
内の環境条件下でも、ヘリコプター
を含む有人および遠隔操縦の航空
機の位置を特定します。「デッキ・ファ
インダー」は、GPSなどの従来の測
位機器では実現できない技術を可
能としました。非常に高いレベルの
精度で、プラットフォームの位置を
OPVの自動操縦装置にリアルタイ
ムで送信します。この精度の高さは、
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開発試験の最終段階である、船の甲板で離着陸を達成するために不可欠となります。VSR700デモンストレーターとともに海上での運
用の再現など、さまざまなシナリオを実行し試験プログラムは継続しています。
エアバス・ヘリコプターズは、「デッキ・ファインダー」のインターフェース、オートパイロットやさまざまなシステムとの適合性を完全に
検証し、VSR700の自動飛行制御システムとの組み合わせを最大限に成熟させます。VSR700は、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。海上保安任務、捜索救助、対潜戦、陸上での任務、監視 ISTAR
（intelligence, surveillance, target acquisition, and reconnaissance）など幅広い任務において活躍が期待されます。

エアバス・ヘリコプターズは、
飛行に関わる新しい技術を成熟
させるために、プラットフォーム
にとらわれない飛行試験プログ
ラム Flightlabを公開しました。
Flightlabは、迅速で効率的なテ
スト環境のもと、現在のエアバス・
ヘリコプターズ製品に装備可能
な技術や、将来の固定翼機また
は eVTOL（電動垂直離着陸）の
プラットフォームに大きな影響を
与える技術をすばやく研究、試験
を実施可能とします。
エアバス・ヘリコプターズは、

Flightlabデモンストレーターを
運用し、ハイブリッドおよび電気
推進型の技術テスト、自律飛行や

ヘリコプターの騒音レベルの低減、そして機体整備と飛行安全性の向上を目的とした技術調査を行う予定です。
飛行試験プログラムは昨年4月に開始しました。この試験では、都市部のビルや建築物が飛行音にどのような影響を与えるかをデモ

ンストレーターが測定しました。測定結果を分析すると、騒音レベルの増減に建物が重要な要素を成していることがわかりました。これ
らの研究は今後、特に都市のエアモビリティなどの製品開発や飛行設定のシステム構築に大いに役立つと考えられています。同試験
プログラムは同年12月に引き続き行われ、メインローターとテールローターの差し迫った衝突リスクを乗員に警告するシステムRotor 
Strike Alerting System（RSAS）を評価することを目的に行われました。

今年の飛行試験は、低高度飛行ナビゲーションを可能にするカメラを備えた画像検出システム、小型ヘリコプター専用の機体状況分
析監視システムHealth and Usage Monitoring System（HUMS）の実行可能性、および緊急時に電力を供給するエンジン・バック
アップシステム等が予定されています。Flightlabプログラムは、パイロットの作業負荷をさらに低減することを目的とし、人間工学に
基づいた直感的な新しい飛行制御システムの設計を評価するために2022年も継続します。この技術開発プログラムは、従来のヘリコ
プターや将来のアーバン・エア・モビリティ（UAM）など、VTOL機にも適用されます。

Flightlabはエアバス社全体のイニシアチブであり、お客様にさらなる価値を提供するエアバスのイノベーション理念に基づいた取
り組みを実行しています。エアバスは、大型航空機に層流翼の技術を導入する可能性を検証するたのA340 MSN1や、客室における
シームレスな相互接続を提供するA350エアスペース・コネクティッド・エクスプローラーなど、幅広いFlightlabプログラムを実施し
ています。
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現在、都市におけるヘリコプターの飛行は世界的
にも一般的な光景であり、その飛行音の低減は何十
年にもわたって研究されています。エアバス・ヘリコ
プターズは 1968年に「フェネストロン」装備のヘリ
コプターの初飛行を行い、以来、新型のH160の革
新的なBlue Edgeブレードの開発に至るまで、騒
音レベル低減のための研究を重ねています。
飛行中のヘリコプターからの主な音は、ローター

ブレードから生まれます。ブレードはいくつかの種
類の音を出し、空気の変位によるものもあれば、ブ
レードの周りを流れる空気に作用する力によるもの、
ブレード表面への空気の衝撃によって発生する音も
あります。エンジン、メインローター、テールローター
も音を出しますが、これらは主に離陸前の状況でよ
り聞こえます。音の程度は、飛行状況と、その音の
観測者とヘリコプターとの位置関係に大きく依存します。機体が巡航速度で飛行しているとき、観測者はヘリコプターが近づくにつれて
メインローターからの音をより認知する可能性があります。ヘリコプターが頭上を通過するときは、テールローターとエンジン音がより
聞こえるでしょう。離着陸時は、機体の出力と推力のそれぞれの条件により、個々の音が変化する可能性があります。また、ある地点へ
接近中、あるいは適度な速度で水平飛行中、後流渦の軌跡がブレードの経路と交差し、「ブレードスラップ」と呼ばれる衝撃音が発生する
場合があります。

人の音の認知に関しては、一般的に衝動音や高周波の音に悩まされる傾向があります。また、その音が聞こえる時間の長さも重要な
要素です。そのため、エアバスは例えば離着陸手順を調整し、その問題に対処しています。また「フェネストロン」、ブレードの改善、ロー
ター速度の低下、ハイブリッド形成、低音飛行のための手順の検証、都市部でのヘリコプターの飛行音の到達範囲を減らすための具体
的な解決策を継続的に研究しています。エアバスの「フェネストロン」の進化のおかげで、H130、H135、H145、およびH160に関して
は、各クラス内において優れた低騒音レベルを誇り、そのパフォーマンスとともに業界のベンチマークとしてオペレーターより信頼され
ています。エアバス・ヘリコプターズは、「フェネストロン」の進化と並行して、ブレードの形状も改良しています。最新型のH160は、ブ
レード渦干渉音（BVI）の生成を低減することを目的とした、革新的な形状のBlue Edgeブレードを備えています。またH135、H145、
H175、およびH160はすべて、ヘリコプターが地面に接近して飛行する際にローターをより低い回転速度へ自動化する自動可変式ロー
ター速度制御システムを装備しています。
同時に、エアバスのフライトテスト部門は、飛行軌道を変更することによる周囲へ伝播する音を減らすことを目的とした、低騒音飛行プ

ロセスに取り組んでいます。従来のエンジンとバッテリーシステムを組み合わせたハイブリッド型、またはハイブリッド電気推進型によって、
特に地上操作やホバリングなどの際、放出される騒音の低減を確認することができました。さらに特定の飛行段階で電気モーターに依存

し、タービンの回転速度を下げることができれば、
ヘリコプターの全体的な騒音到達範囲は減少す
ると考えられ、同研究は進められています。

2020年6月、エアバス・ヘリコプターズのイ
ノベーション・音響プロジェクトチームが将来の
eVTOLの開発設計に向けて、フランスの民間航
空当局（DGAC）の支援を受け都市住民が知覚す
るエアバス機の騒音レベル測定調査を実施しま
した。このプロジェクトは、南フランスのエアバ
ス・ヘリコプターズの施設で行われました。研究
チームは、測定範囲内に8つのマイクを戦略的
に配置し、それぞれ150メートルと300メートル
の高さで行われた2回の試験飛行から、飛行音
を収集しました。エアバス・ヘリコプターズは現
在、ONERAおよびサフラン・ヘリコプターエン
ジンズと共同で初期の分析を進めています。
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エアバス・ヘリコプターズは、現在開発が進められているCityAirbus
の飛行試験映像を昨年末、公開しました。CityAirbusは、遠隔操作式
のeVTOLの技術推進に焦点をあてた、電動式4人乗りマルチコプター
のデモンストレーターです。CityAirbusは独エアバス・ヘリコプターズ
のドナウヴェルト施設で組み立てられ、2019年5月に初飛行を実現しま
した。2020年7月、完全に無人化された機体が遠隔操作によって初飛
行に成功しました。2020年8月末、CityAirbusのプロジェクトは、より
高速かつ長距離の飛行試験を行うためにドナウヴェルトから約60キロメー
トル離れたマンヒングに試験場を移しました。同試験場はこれまで、無
人航空機Barracudaや無人輸送機Quadcruiserの技術開発試験に
も使用されており、より高い高度と長距離の試験飛行を行うことが可能
になりました。

下記のリンクより、CityAirbusが飛行試験を行う動画をご覧いただけます。
是非ご一覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=ql3H2GLsdBY

エアバスのディスアビィリティ・アンド・インクルージョン・
ミッション（Airbus Disability & Inclusion Mission）とエ
アバス・ヒューマニティラボ（Airbus Humanity Lab）のボ
ランティア・ネットワークは、2年間の共同作業を経て、フラ
ンスのパラバドミントン・チャンピオンである、ダビッド・トゥー
ペ選手の競技用車いすを開発しました。トゥーペ選手は、「東
京2020パラリンピック」での活躍が期待されています。

トゥーペ選手の新たな挑戦は2003年に始まりました。当
時バドミントン選手として活躍していたトゥーペ選手は、ス
キー事故に遭いました。「二度とバドミントンをすることは
ない」と一度は夢を追うことを諦めましたが、地元のリハビ
リセンターで他のパラバドミントン選手と出会い、彼らのス
ポーツへの情熱とアスリートとしての競争心を目の当たり

にし、再びパラバドミントン選手として競技を追求し続けることを決意しました。
2019年、トゥーペ選手はAirbus Humanity Labのボランティアと出会いました。航空技術を活用した社会貢献を目指すAirbus 

Humanity Labは、フランスのトゥールーズ、ナント、マリニャンヌ、そしてスペインのヘタフェにある施設で、トゥーペ選手のニーズに合っ
た高性能な新しい車いすの開発とトゥーペ選手の既存の競技用車いすの改造の両方への取り組みを開始しました。車輪の角度や素材、
車いすの構造に配慮し、高いパフォーマンスの向上を目指しました。トゥーペ選手の新しい車いすはアルミ製で、軽量化を実現しています。
特別に設計されたレバーにより、トゥーペ選手は動きの速度とパフォーマンスの幅を調整できます。車輪の角度と直径、および背もたれ
の位置は安定性を向上させるために不可欠な要素で、エアバス・ヘリコプターズの人間工学の専門家がトゥーペ選手のパフォーマンス
を最大限に発揮できるように追求しました。

トゥーペ選手のアスリートとして競技に取り組む姿勢とそのエネルギーは、障がいに対する社会の認識を変える可能性と、またエアバ
スが大切にしているすべての価値観、尊敬心、チームワーク、創造性、そして高いパフォーマンスを体現しています。トゥーペ選手は、「東
京2020パラリンピック」と2024年のパリ・パラリンピックにて金メダル獲得を目指しています。
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エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンはこのほど、スーパーピューマ1機に対する改造作業を完了しました。今回の改造では無線機をは
じめ、救助活動記録装置、客室乗降用ステップ、広報用機外拡声装置などエアバス・ヘリコプターズ・ジャパンが独自に設計した装備品を
搭載しました。
昨年来、新型コロナウイルス（COVID-19）の世界的感染拡大による大きな影響を受ける中、新規設計を無事終了し、お客様への納入

を完了しました。
今回の改造では、客室乗降用として搭載した２段ステップおよび３段ステップによって、乗員の客室への乗降が容易となり、ホイスト救
助活動にともなうステップ着脱も短時間かつ容易に行うことができるなど、緊急時にも、より安全で効率的な任務遂行が可能となってい
ます。また広報用として機外拡声装置を2機搭載し、上空からの広報活動をより効果的に行うことができます。

エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンにとって、今回の設計をスーパーピューマ・ファミリー機に適用することは初の試みでした。各部署
がお客様の運航時における強度、振動、運用性、整備性等において、細部にわたった改善や工夫を施したほか、フライトテスト部門は各
性能指標をクリアするための計測器付き飛行試験を完遂するなど、多くの要求が課される中でも各チームが尽力し、機体を納入するこ
とができました。
当社はこれまで、その他のスーパーピューマ・ファミリー機において、消防、救命救助、監視活動、人員および物資輸送などに関わる機
体へ幅広く国内改修を経験してきております。これからもエアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは社員一丸となり、お客様のあらゆるご要
望に沿った改造設計を実施いたします。
設計、改造に関するお問い合わせは、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。

２段ステップおよび３段ステップ

広報用機外拡声装置
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整備マニュアルの閲覧に使用する O.R.I.O.N.が先日V2へアップデートされました。使用方法に関するチュートリアルビデオがオン
ラインで閲覧可能になりましたのでご案内いたします。

1. ブラウザでAirbus WorldからO.R.I.O.N.を開き、右上のベルの
マークをクリックする。

3. Daily Motionが開き、チュートリアル動画が再生される。

2. Notificationページが表示されるので、チュートリアル
動画のサムネイルをクリックする。

■アクセス方法

注：チュートリアル動画は全部で6つあります。動画は全て英語による字幕です。

クリック

クリック
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エアバス機（AS355、AS365、EC155、AS332、EC225）に装備されているL’Hotellier 社製の消火器のお取り扱い時の注意点につ
いてご案内します。
お客様が消火器を機体から取り外される際、安全キャップが正しく取り付けらていることを必ずご確認ください。同キャップが適切に装
着されていないと、偶発的な危険が伴う場合がございます。
また、安全キャップは消火器の付属品です。返却時にも安全キャップが装着されていることを必ずご確認いただき、適切に取り付けら
れた状態でコアと一緒にご返却ください。返却時に安全キャップが装着されない場合、追加請求の対象となりますので、何卒ご注意願い
ます。

参照：L’Hotellier社発行のSERVICE INFORMAITON LETTER（AHFIREX-26-001）およびエアバス・ヘリコプターズ発行の Information 
Notice 2934-I-26

2020年8月、H160のフル・フライト・シミュレーター
（FFS）がFFSの最高水準であるLevel D認証をEASA
より取得しました。
エアバス・ヘリコプターズは、お客様がH160の運航開
始前に、シミュレーターで安全で十分な訓練を実施するこ
とが重要と考えています。これまで、実機のヘリコプター
製造開発と並行しThales Group、HELISIMと共同で
FFSの開発を進めてきました。
実機のヘリコプターが完成した後にFFSを開発するの

に比べ、新規機体の開発と同時にFFSの開発を進めるプ
ロジェクトは、不確定要素が多く、製造時の難易度が格段
に上がります。H160のFFS共同開発チームは、H160の開発チームと綿密に連携を取りながら開発プロジェクトを進めました。例えば、
機体に設計変更が生じた際、迅速にシミュレーターにその変更点を反映できる体制を整えてきました。

安全キャップが適切に取り付けられた状態
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世界の主要航空局は、Level Dのシミュレーターでの1時間の訓練を、
実機での同等の飛行時間に換算することを可能とします。そのため、FFS
の装置・挙動は実機と寸分違わないレベルの再現性が求められます。エア
バス・ヘリコプターズは、実機を用いたテストパイロットとともに、実証実
験を行っています。実機の飛行テストデータをすべて記録し、FFSのソフ
トウェアに組み込みます。それをテストパイロットが検証し、シュミレーター
上で修正していくのです。例えば、オートパイロットをオフにした時の操縦
応答性や斜面に着陸する際の３輪の接地感など、細部にも配慮し、H160
の実機での操縦性を忠実に再現しています。このように検証を重ねて、開
発されたFFSは、H160の実機の最終検証を行ったテストパイロット、オリ
ヴィエ・ジョンスも「まさにH160ヘリコプターそのものだ」と評価しています。

FFSでは、実機ではリスクが高く実現できない操作を安全に行うことが可能です。例えば、タッチダウンまで行うオートローテーション、
油圧系やFADECの故障などの訓練も実施することができます。さ
らに、FFSとして初めてボルテックス警告システムの再現が可能と
なりました。このシステムは、パイロットが危険なボルテックスリン
グに入りそうになる際に、システム上で介入した時の感覚を体感可
能とします。それにより、実機ではその「感覚」をもとに、危険を回避
できるようになります。また、「ヘリオニクス」を装備した機体を初め
て導入するお客様には、従来の「ヘリオニクス・トレーニングシステム」
（HATS）に加え、コックピット・プロシージャ・トレーナー（CPT）も利
用が可能です。CPTでは、「ヘリオニクス」のシステムや自動機能の
理解を深め、FFS並ならびに実機における訓練の効率化を図ること
が可能です。
エアバス・ヘリコプターズは、機体納入時からスムーズな運航が
開始できるよう、今後もH160のサポート＆サービスの拡充に努め
てまいります。

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、本年も引き続き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。｢航空安全ロード
ショー｣やSafety Management System（SMS）の概
論や実践についてのご説明、安全情報の提供、ヒューマ
ンファクターズ訓練の実施、および安全文化の醸成に関
するコンサルティング等を通して、安全文化の醸成活動
を推進しています。
本年は特に、｢航空安全ロードショー｣をすべてのお客
様へ展開することを目指し、計画しております。お客様の
ご要望や新型コロナウィルス感染症リスクの軽減策（Web
会議方式での開催等）を調整しながら、実施させていただ
きます。

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
W：Webinar　　　　  （回）

参加者数
（延べ人数）

2016-17 12 N：8，R：0，A/C：4 269名

2018 17 N：4，R：3，A/C：10 480名

2019 23 N：10，R：9，A/C：4 677名

2020 23 N : 13，R : 2，A/C：2，W：8 395名

｢航空安全ロードショー｣の開催実績（2016年～2020年）
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これまで、様々な団体で安全性向上への取り組み（安全推進活動等）が展開
されておりますが、今号では、EASAで取り組まれている「Together4Safety」
（安全推進資料の紹介）の中から、「飛行前のリスク評価」、および「トレーニ
ングと教育―シミュレーター訓練の優位性」についてご紹介をさせていただ
きます。（参照：エアバス・ヘリコプターズ発行のSAFETY PROMOTION 
NOTICE No.3535-P-00）

飛行前のリスク評価に関して
飛行前のリスク評価は、飛行安全の重要な要素の一つであり「飛行の計画、準備および飛行経路の管理」に関連しています。以下の観
点をあらためて、ご確認ください。
● 飛行前の計画とリスク評価を定められた手順（飛行前チェックリスト等）に従い実施することで、予期せぬ視界不良等に陥った際、必要な
判断等の正しい心構えを飛行前に得ることが可能となります。

● VFR、夜間、および未経験地域での飛行などの事象が同時に発生した場合、それぞれが単独で発生した場合よりも危険になる可能性
があります。この危険度の違いに対処するためには、飛行前のリスク評価が重要となります。

飛行前のリスク評価ツールの紹介
EASA発行の「Together4Safety」の「Help Prepare for the Safest Possible Flight - Get Your Safety App Today!」資料内

でもご案内している、エアバス・ヘリコプターズ社のFlight Risk Assessmentツールを無料で入手しご活用いただけます。

Before your Flight（日本語版もございます）
iOSとAndroidデバイスにて無料でダウンロードいただけます

トレーニングと教育―シミュレーター訓練の優位性
安全運航の観点から、様々な訓練の必要性や確実な訓練実施が注目されています。

シミュレーター訓練の優位性について特化し、ご紹介させていただきます。シミュレー
ターは、その機能や特有の利点（安全性、複雑なシナリオや非常操作手順等の訓練範
囲の拡大、24時間運用可能・全天候型、低環境負荷、経済性等）から、訓練の利益性や
効率性を大幅に向上させることができる優れたツールです。近年では、シミュレーター
を有効活用した訓練の機会が増えてきております。
（参考資料：EHESTリーフレットHE6 ヘリコプター飛行訓練におけるシミュレーター
の優位性）

エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは、操縦士や整備士訓練に加え、救助員を含め
たCRM（Crew Resource Management Training）訓練等でご活用していただけ
るように、各コース準備しておりますので、是非、ご活用ください。

シミュレーター訓練に関するお問い合わせは、 カスタマーサポート部訓練販売担当：
西岡（03-5414-3339）までご連絡をお願いいたします。
航空安全に関する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、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
連絡をお願いいたします。
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https://www.easa.europa.eu/domains/safety-management/safety-promotion#SafetyTogether
https://www.easa.europa.eu/domains/safety-management/safety-promotion#SafetyTogether
https://apps.apple.com/jp/app/id1465579060?ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.airbushelicopters.BeforeYourFlight

