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親愛なるお客様へ

青く澄み、心地の良い青空が広がっております。まだまだ暑
い日が続きますが、皆様お変わりありませんでしょうか。

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・ヘリコプターズはこのほど、次世代多用途機H160
が国土交通省航空局より型式証明を取得したことを発表しま
した。日本での運用開始に向けた新たな幕開けを告げました。
COVID-19による影響や課題を乗り越えながら、同機の型式
証明をご発行くださいました航空局皆さまのご信頼とご尽力
に感謝いたします。当社は神戸事業所においてH160の整備
士訓練を開始しております。また、H160ヘリオニクス・トレーナー
（HATS）を導入し国内就航への準備を進めています。H160
日本初号機の納入を心待ちにしております。

エアバス・ヘリコプターズは、ヘリコプターに特化したSAF（持
続可能な航空燃料）のユーザーグループを設立し、バイオ燃料
の導入を推進しています。航空業界が人々や環境に与える影
響を軽減することを目的とし、タービン・エンジンの民間機市
場のパイオニアであるエアバス・ヘリコプターズが、主要な業
界関連団体へ参画を呼びかけています。従来の燃料にSAFの
混合を促進し、将来の航空機における100%SAFでのフライ
トへの道を拓く方法を共同で協議していきたいと考えています。

さて1年の延期を経て、東京2020オリンピック競技大会が
無事に開催されました。世界中のアスリートが集まる重要な国
際的イベントにおいて、報道取材、周辺地域の警備およびサポー
ト任務に国内のオペレーター様が任務を遂行されました。大
会期間中、日本の空でエアバス製のヘリコプターを運航され、
当社の製品を信頼していただいたオペレーターの皆様に感謝
いたします。パラリンピック競技大会においても、引き続き安
全運航を全面的にサポートいたします。

エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは引き続き、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。感染症拡大防止にご協
力をいただき、心から感謝申し上げます。お客様にはご不便を
おかけしますが、日々の運航をご支援すべく、安全第一に従業
員一丸となって、サービスを提供してまいります。何卒ご理解
とご協力の程、どうぞよろしくお願い申し上げます。

時節柄、どうかお体を大切に。皆様お元気でお過ごしくださ
いませ。

今後とも変わらぬお引き立てのほど、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

SAF（持続可能な航空燃料）に向けた試み
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エアバス・ヘリコプターズはこのほど、次世代多用途機H160が
国土交通省航空局より型式証明を取得したことを発表しました。
日本での運用開始に向けた新たな幕開けを告げました。
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。「国土交通省航空局か
らH160の型式証明を取得でき、誠に光栄に存じます。今年初め、
H160日本初号機がフランスにて初飛行に成功しました。このた
びの認証は、同機の国内就航への道を開きます。フランスと日本
のエアバス・ヘリコプターズのチームが、航空局による審査におい
て迅速に連携し、最も高い安全基準に適合していることを証明しま
した。COVID-19による影響や課題を乗り越えながら、同機の型
式証明をご発行くださいました航空局皆さまのご信頼とご尽力に
感謝いたします。H160日本初号機の納入を心待ちにしております」

エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンはこのほど、四国航空株式会社へ
国内初となるG500H TXiグラス・コックピット・フライト・ディスプレイ・
システムおよび耐破壊性燃料システム（CRFS）を搭載したH125を納
入しました。エアバス・ヘリコプターズの神戸施設にて同社の操縦士訓
練を実施したのち、同機は高松空港に到着しました。
四国航空株式会社は現在、3機のH125シリーズを運用しています。
最新型のH125は、物資輸送や送電線パトロールなど、多目的ヘリコプ
ターとして配備される予定です。
四国航空株式会社の片岡佳英社長は次のように述べています。「定評
ある信頼性とパフォーマンスに加えて、安全性が向上した新しいH125
を導入できることを大変嬉しく思います。最新の装備とテクノロジーで
運航の安全性がさらに高まり、より多くの用途での活躍を期待しています。また、当社は40年以上にわたりエアバスヘリコプターを運用
しておりますが、同社との良好な関係がさらに発展することを願っております」
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。「新しいG500H TXiフライト・

ディスプレイ・システムとCRFSを搭載した国内初のH125アップグレード機を納入でき大変嬉しく思います。新たに搭載されたグラスコッ
クピットは、操縦士の作業負担を軽減し、またお客様がより安全に飛行できるようCRFSシステムが運航をサポートします。あらゆるミッショ
ンや環境下において信頼性の高いソリューションや製品をお客様へ提供することは私たちにとって、非常に重要です。四国航空株式会社
様の長年のご信頼に心より感謝申し上げます。また、H125シリーズが幅広いミッションにおいて国内のオペレーター様に御支持いただ
いていることを大変光栄に思います」

H125は国内で最も人気があるエアバス・ヘリコプターズの機種のひとつです。H125を含むエキュレイユ・ファミリーは、現在85機が
活躍しています。エアバス・ヘリコプターズは、お客様が最も安全に飛行できるよう常に製品の改良に努めております。H125シリーズの
CRFSキットを特別価格およびプロモーション・パッケージにて、対象のお客様へご案内しております。
実績のあるエキュレイユ・ファミリーは世界中で4,000機以上、約1,500のオペレーターによって運用されています。その総飛行時間は

およそ2,900万時間にのぼります。同機はその高いパフォーマンスと多用途性能により、単発エンジンヘリコプターの市場をリードし続
けています。
エアバス・ヘリコプターズはこのほど、H125のパワー向上について、欧州航空安全庁（European Aviation SafetyAgency、略称：

EASA）より認証を取得したことを発表しました。
サフラン製エンジンArriel 2Dの出力を最大限に活用するアップグレードによってH125のパワーを最大10%向上することが可能とな

ります。
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エアバス・ヘリコプターズはこのほど、ドイツの非営利団
体ADAC Luftrettungが運用するH145救助任務ヘリコ
プターが、SAF（Sustainable Aviation Fuel：持続可能
な航空燃料）を使用した飛行に成功したことを発表しまし
た。これにより、航空業界における新たなマイルストーン
を達成しました。ミュンヘンのハーラヒング・クリニックに
て、ADAC財団の理事会をはじめ、ADAC Luftrettung、
サフラン・ヘリコプターズ・エンジンズ、エアバス・ヘリコプ
ターズ、エネルギー企業のトタルエナジーズの経営陣が
出席するなか、同機のArriel 2EエンジンにSAFの1種で
あるバイオ燃料が給油されました。これらの企業は、従来
の航空燃料の代替品を開発し、ヘリコプターの飛行の脱
炭素化を推進しています。
今回の飛行においてH145は第2世代のバイオ燃料を

使用しています。航空業界が選ぶSAFは、化石燃料と比較してCO2排出量を最大90％削減することができます。燃料は、使用済み食用
油や油脂などを活用し残材や廃棄物を新たな資源とする循環型の経済システムを用い、その結果バイオ燃料は環境への負荷を減らし、
農業生産に影響を与えません。
今回のミュンヘンでの飛行に使用された燃料は、トタルエナジーズがフランスの施設内で使用済み食用油から製造し、植物由来のバー

ジンオイルは一切使用されていません。このSAFにより、ADAC Luftrettungの機体は、CO2排出量を33％削減することができました。
同オペレーターは、年間50,000回以上の救助活動と330万km以上運航しており、その総量はおよそ6,000トンのCO2削減に相当します。

ADAC Luftrettungとサフラン・ヘリコプター・エンジンズは、持続可能な航空燃料の開発に向けて、ケルンにあるADACの救助任務
ヘリコプター1機を活用し、新しいプロジェクトを始動します。このプロジェクトでは、H145を使用し、バイオ燃料の使用に関するあらゆ
る側面を研究し、2021年夏にも運用を開始予定です。
バイオ燃料を使用した飛行の初公開に続き、ADAC Luftrettungとサフラン・ヘリコプター・エンジンズの代表は、SAFに関する長
期的な契約を締結しました。この契約では、今後数年間でバイオ燃料の混合比率を最大100％まで高め、さらに化石燃料の代替となる
PTL燃料（Power-to-Liquid）の使用を促進することを想定しています。PTL燃料は、再生可能な資源から得られる電気エネルギーに
よって液体燃料を生成し、バイオ燃料の使用とあわせる
ことで、気候変動に左右されない航空業界へ近づくこと
ができます。バイオ燃料は現在、JET-A1タイプの従来
の航空機燃料に最大50％混合して使用することが認証
されており、ADACの同ヘリコプターは40％の混合燃
料で飛行しました。
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。「持続可能な飛
行の未来を拓くことは、エアバス社の明確な目標であり、
SAFの使用を可能にすることは、我々の業界にとって大
変重要なマイルストーンです。エアバス・ヘリコプターズ
は世界で最もCO2排出量の少ない製品を提供することを
目指しています。このたびの飛行の成功は、その第一歩と
なりました」

エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは、H160日本初号機の運用開始に向けて入念な準備を進めており、神戸にて整備士の訓練を開始し
ました。また、H160ヘリオニクス・トレーナー（HATS）を導入し準備を進めています。

H160はエアバス・ヘリコプターズの最新のイノベーション技術が投入された次世代多用途機です。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。Blue Edgeブレードと、これまでで最も大きいフェネストロン・
テールローターを備え、低騒音レベルを保証し最高のパフォーマンスを提供します。同機はサフラン・ヘリコプターズ・エンジン社の最新の
Arranoエンジンを搭載し、燃料消費量を15％削減、CO2排出量削減にも貢献します。
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エアバス・ヘリコプターズはこのほど、ドイツ救急
飛行隊（DRF Luftrettung）のH145D2（メインロー
ターブレード4枚）をH145D3（メインローターブレー
ド5枚）へ改修作業を行いました。同機は、ドイツの
HEMSオペレーターであるDRFへ2018年に初め
て納入されました。ドイツ南部のヴィリンゲン・シュ
ヴェニンゲンにあるDRFの拠点に配備されます。

5枚ブレードへのアップグレード改修はPart145
を取得したすべての整備会社で、関連するSBにて
実施可能です。当該改修ではローターシステムの
交換、ヘリオニクスのアップデート、新型の水平安
定板の取り付けが行われます。
革新的な5枚ブレードのベアリングレスローター

はローターハブの整備を簡素化にしつつ、有効搭
載量を増加し、ミッションへの対応力をさらに強化
します。

エアバス・ヘリコプターズは、ヘリコプターに特化し
たSAFのユーザーグループを設立し、バイオ燃料の
導入を推進しています。航空業界が人々や環境に与
える影響を軽減することを目的とし、タービン・エンジ
ンの民間機市場のパイオニアであるエアバス・ヘリコ
プターズが、主要な業界関連団体へ参画を呼びかけ
ています。
エアバス・ヘリコプターズはSAFのユーザーグルー
プとともに、バイオ燃料に関する課題に取り組み、航
空業界のあらゆる分野のパートナーとの継続的な協
力により、業界のCO2削減の取り組みを積極的に支援
していきます。SAFのユーザーグループは、このよう
な包括的なアプローチを通じて、従来の燃料にSAF
の混合を促進し、将来の航空機における100%SAF
でのフライトへの道を拓く方法を共同で協議していき
たいと考えています。
エアバスは、航空機、衛星、ロケットなどの航空宇宙
分野の脱炭素化をリードし、将来の世代のために持続
可能な空の旅を実現することに積極的に取り組んで
います。また、2020年からカーボンニュートラルな成
長と、CO2排出量の50％削減を含む、業界全体の脱
炭素化運動を支援することを約束します。これらの目
標を達成するために、エアバスの脱炭素化戦略は、現
在の航空機の燃焼効率の改良、新しい燃料や技術（電
動化、SAFなど）の開発の加速、日々の航空機運用の
最適化、市場ベースの対策支援に力を入れています。  
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エアバス・ヘリコプターズのアビオニクスシステム「ヘリオニクス」は、世界中で500機以上のH135、H145、H160、H175に搭載され
ており、総飛行時間が50万時間を超えました。エアバス・ヘリコプターズは、「ヘリオニクス」の新しい機能、機能性、接続性を強化すると
ともに、エアバス・ヘリコプターズの各機種に合わせて改良を続けます。
エアバス・ヘリコプターズが自社で開発した最新鋭のアビオニクスシステムである「ヘリオニクス」は、パイロットにとって直感的に操作

しやすいコックピット環境、より高い安全性と幅広いミッションへの柔軟性を提供します。
「ヘリオニクス」は、パイロットの状況認識を向上させるために設計された、2～4つの多機能スクリーンを備え、革新的なコックピット
レイアウトが実現しています。エアバス・ヘリコプターズのクリスチャン・ゴットシャルク「ヘリオニクス」プログラムの責任者によると、シ
ステムは飛行時に最も重要な詳細情報のみを表示し、気をそらすような不必要な情報は排除しています。
さらに、GPSナビゲーション／コミュニケーションシステム、トラフィック情報の通知システム、デジタルマップを含むミッションシステム、
衝突回避のための地形情報システム、シンセティック・ビジョン・コックピット技術などのアビオニクスを搭載しています。また「ヘリオニクス」
の4軸オートパイロットは、パイロットの作業負荷の軽減と飛行安全性の向上に貢献しています。
「ヘリオニクス」は、1,000以上のパラメーターをリアルタイムで監視することで、システムの傾向を把握し、計画外整備を予測すること
ができ、機体のメンテナンスコストの削減に寄与します。
「ヘリオニクス」は、お客様からのご要望やご意見を参考にしながら、バージョンの更新とともに進化しています。例えば、救難救助（SAR）
機能の強化や、石油プラットフォームへの着陸時の自動モードアプローチ「Rig'N Fly」の導入など、新しい機能が追加されました。
フライトモニタリングや障害処理機能なども開発されています。
また、洋上運用におけるヘリコプターの地形認識警告システム（HTAWS）や、機体の対気速度の低下を防ぐボルテックスプロテクショ

ン機能も新たに導入されました。オートパイロットに組み込まれたこの新しいモードは、「ヘリオニクス」を搭載するすべてのヘリコプター
に装備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受けました。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。
また、H145に搭載された新しい無線通信システムは、ヘリコプターのデータをリアルタイムで安全に送信し、機体の接続性を高めます。
エアバス・ヘリコプターズの次世代多用途機H160は、初めて離陸支援モードを装備し、飛行中のパイロットを支援します。離陸、ホバ

リング、加速、上昇の各段階でオートパイロットが制御を行うため、パイロットは飛行経路を監視するだけで済みます。

フランス国防省の装備総局DGA（Direction générale de l'Armement）は、フランス海軍向けに2機のH160をオプション追加発注
したことを発表しました。同機は、2020年に契約済みである4機のH160に加え導入されます。追加発注のうち1機は現在、エアバス・
ヘリコプターズ本社のあるマリニャンヌにてすでに組み立て中です。6機のH160は、捜索救助（SAR）任務ヘリコプターとして2022年5
月から順次、ブルターニュ、ノルマンディーそしてプロヴァンス地方の海軍基地にて運用が開始されます。
フランス軍事省のHIL（Hélicoptère Interarmées Léger 合同ライトリコプター）プログラムに導入が予定されているH160M「ゲパー

ド」に先立ち、6機のH160は現在NH90とパンサーヘリコプターが行っているSAR任務を引き継ぎます。それにより、同戦闘ヘリコプター
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が本来の海上の艦船上での主要任務を果たすことを可能にします。また、フランス海軍が同H160を運用して得たフィードバックは、今後
H160Mとその関連したサポートシステムの構築に役立ちます。6機のH160にはホイストが装備され、モジュラー式の客室は各任務に
あわせて最適化されます。また、エアバス・ヘリコプターズは夜間のホイスト作業を可能にするナイトビジョンシステムの使用認証を取得
予定です。

Arranoエンジンを搭載した次世代中型双発機のH160は、オフショア輸送、民間およびビジネス航空、救急医療サービス、公共サービ
スに至るまで、様々なミッションに対応可能なモジュール式の設計です。フランス軍事省のHILプログラムによって開発される169機の
H160「ゲパード」は、フランス軍で現在運用されている5種類のヘリコプターの後継機として運用が計画されています。

H135、H145に装備されている乗員および乗客用シートベルトに関して、この度のORION改訂により、サービスライフリミットが削
除されオンコンディションとなったことをご案内いたします。オンコンディション化により、従来12年で交換が必要でしたが12カ月毎の
点検に置き換えられます。このことにより、整備コストの削減が期待できます。
なお、記録を目的とした、サービスライフリミットが削除された旨がALSに記載されます。

ALS記載例
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エアバス・ヘリコプターズは、安全性の向上を目的に、様々な取り組みを行っております。ARRIEL 2Dエンジンを搭載したH125
（AS350B3e）とH130（EC130T2）を運航されているお客様に、エンジンのオーバースピード発生時に自動的にエンジンを停止し、破
片の飛散を防止するプロテクション機能を追加する改修をご提案致します。2020年のNEWSLETTER 20号でもご紹介したしましたが、
運航されている機体の形態がタイプ2である場合は、エアバス・ヘリコプターズによる訓練を受けた作業者が不要で改修が可能になりました。
改修実施に必要なSBキットは、無償で提供いたします。

MGB、TGB等のダイナミックコンポーネントを修理やオーバーホールの為に機体から取り卸し返送する際は、チップの検出履歴を
記載したフォローアップシートおよび検出されたチップを同封する必要があることをお知らせいたします。このことはMTC 20-08-01-
601に記載されており、フランス系列機だけなくドイツ系列機にも適用されます。

タイプ1 タイプ2

改修番号 MOD 074831 MOD 0720015

H125（AS350B3e） SB AS350-76.00.23 SB AS350-76.00.28

H130（EC135T2） SB EC130-76-006 SB EC130-76-008

事前要件 – エンジン側 TU210 SB 292 73 2210 SB 292 73 2210

訓練を受けた作業者 必要 不要

タイプ1：荷物室下部の赤枠部に装備品等がある（H125の例） タイプ2：荷物室株の赤枠部に装備品等がない（H130の例）

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までお願いいたします。
お見積等のお問い合わせは、カスタマーサポート部担当者までお願いいたします。
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Ref. MTC 20-08-01-601 Page              

フォローアップシートの例

本件に関するお問い合わせは、弊社テクニカルサポート担当までお願いいたします。

■お客様のニーズに寄り添って
HCareサポートサービスは軍用・防衛部門で定着し始めています。

お客様ごとにカスタマイズされたサポート・サービスは幅広い需要を
満たすために不可欠です。
民間機部門において、HCareサポートはよく知られていますが、
初めてのRBH（Repair by the Hour）およびPBH（Parts by the 
Hour）契約は、35年以上前にフランス軍と契約が締結されています。
以来、今日のサポート契約の半数以上は軍用・防衛部門のお客様より
ご依頼いただいております。また今後数年間も引き続き契約数の増
加が予測されています。民間機部門においては、サポート契約の更
新をいただいており、同サービスの高い柔軟性の提供とコスト削減
を達成しております。軍用・防衛部門においても同様です。

■高い稼動率
エアバス・ヘリコプターズのすべてのサポートには共通点があります。それは、民
間機または軍用・防衛部門のオペレーターの規模や所在地にかかわらず、お客様の
ニーズに適合していることです。スペアパーツの供給、在庫管理、メンテナンス、技
術サポート、トレーニングをはじめ、ヘリコプターの運用にかかわるあらゆる側面を
サポートしています。
オペレーターは、エアバス・ヘリコプターズに業務の一部を託すことにより、大き
な恩恵を受けることができます。エアバス・ヘリコプターズは、結果を生み出すため
に特定のパフォーマンス目標を設定しサービスを提供します。長期的には、予算管
理と可動率の確保の維持には、複数の契約から単一のサポート契約への切り替えに
よって、お客様にとって大きな利点をもたらします。
ブラジル軍は、2018年に同国の3部隊が運用するH225にかかわるPBH契約を締
結しました（現在までに10機が納入され、将来的には50機となります）。この契約は、
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エアバス・ヘリコプターズとその関連会社であるヘリブラの在庫を運用し、部品（新品または修理済み）の定期的な供給を保証します。
在庫の管理を心配することなく、必要な部品を取得できることにより、整備期間の調整と機体の可動率の最適化が容易になります。また
オペレーターは、在庫の管理の負担がなく経済的にもメリットがあります。パウロ・レナート・ローワーサントス少将は次のように述べて
います。「サポート契約は、運用とロジスティクスの両方の観点から多くの利点を提供し、機体の可動率の向上に役立ちます。これまで
の従来の運用方法よりもまさに効率的です」

RBH契約は、PBH契約に取って代わるか、それを補完することが可能です。これによりブラジル軍は別の部隊が以前使用した部品
に依存するのではなく、個々の部隊の部品の予備を確保ことができます。エアバス・ヘリコプターズはRBHを通じて、最適な在庫管理、
部品の修理と保守、必要に応じて可動率を保証します。

■世界中に広まるサービス
サポート・サービスはお客様のニーズに応じて多様化され、今日ではサポートを組み合わせたグローバルなHCareサービスが提供さ
れています。前述のスペアパーツの供給だけでなく、ヘリコプターの包括的なメンテナンス、トレーニング、技術ソリューション、および
飛行操作の追跡など、これらはすべて、さまざまなコネクテッド・サービスによって管理され、4つのロジスティクスセンターと6つの地域
倉庫を備えたエアバス・ヘリコプターズの世界規模のネットワークによって支えられています。

鹿児島県鹿屋市に所在する海上自衛隊は、15機
のTH-135を回転翼機操縦士教育のための初級練
習機として2010年より運用しています。2016年
10月にHCare Smart PBLのサポートを導入しま
した。211教育航空隊司令・後藤1佐は次のように
述べています。「HCare Smartの導入により、コス
ト削減効果を得ることが出来、機体の維持管理が容
易となりました」また「安定的に部品が供給され、高
い可動率が維持できています。サポートによりさら
に高い運用パフォーマンスを維持しています」

イギリスの軍事飛行訓練システムのヘリコプター部門も優れた例です。パイロット訓練に運用される29機のH135Junoと7機の
H145Jupiterヘリコプターは、廃品管理などの追加サービスを備えたRBH、PBHを組み合わせたサポートを導入しています。ヘリコ
プターが運用される現場で直接メンテナンスサービスを提供するエアバス・ヘリコプターズUKの存在により、サプライチェーンとより
直接的で効率的な技術サポートが可能になります。
現在、およそ1,250機の軍用および防衛部門のヘリコプターがHCareサポート・サービス契約を導入しています。またそのユーザー
の95％は、契約期限が切れた際に、契約を更新してくださっています。まさにエアバス・ヘリコプターズのサポート・サービスが、オペレー
ターのニーズを満たしていることを明確に示しています。

エアバス・ヘリコプターズとZF Luftfahrttechnik社は、エアバス・ヘリコプターズの整備、修理、オーバーホール（MRO）機能を強化す
る戦略の一環として、ZF Luftfahrttechnik社買収に関する契約を締結しました。この契約により、ZF Luftfahrttechnik社が提供する稼
働率プログラムの向上と維持に貢献します。ZF Luftfahrttechnik社は大部分のドイツ連邦軍ヘリコプターのMROサービスパートナー
です。また、世界中に10,000台以上のギアボックスを納入しています。また、H135のメインギアボックス、タイガーのテールギアボック
スのサプラヤーであり、H145プログラムに参画しています。2020年の売上高は8,530万ユーロ、従業員数は370名です。
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。「ZF Luftfahrttechnik社が当社のポー

トフォリオに加わることで、MRO能力の幅をさらに広げ、ダイナミック・システムの分野で新たな能力を確保し、世界中のお客様に付加価
値をもたらします。ZF Luftfahrttechnik社とともに、ドイツ連邦軍など主要なパートナーへのサービスを向上し、統合性を高めながらお
客様のMROのニーズに迅速に対応することができます。ZF Luftfahrttechnik 社のバランスの取れたグローバルなビジネスモデルは、
世界のヘリコプター市場への当社のアプローチに非常によく適合しています」

ZFグループのヴィルヘルム・レーム経営メンバーは次のように述べました。「エアバス・ヘリコプターズ社へ統合し、素晴らしい展望が
開きます。また、このたびの最高の成長機会により、従業員が引き続き健全な将来の見通しを持てるでしょう」
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航空業界で100年以上の経験を持つZF Luftfahrttechnik 
社は、小型および中型ヘリコプター用のダイナミック・コンポー
ネントにおいて世界をリードするメーカーです。世界中に顧客
を持ち、関連サービスを提供しています。ZFグループの同社は、
ヘリコプターのダイナミック・コンポーネントのMRO市場にお
いてもリーダー企業です。エアバスとZF Luftfahrttechnik社
は、Alouette IIおよびBO105における協力関係に始まり、今
日まで長い成功の歴史があります。エアバスはこれらの強固な
基盤をとともに、エアバスの一員としてZF Luftfahrttechnik 
社が成長するための投資を継続していきます。
今回の買収は、両社の関連組織によって承認されました。
規制当局の承認や、この種の取引におけるその他の条件調整
を経て、2021年内に完了予定です。

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、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｣
の開催、ヒューマンファクターズ訓練の実施、及びコンサ
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。（右図参照）
今年度も「新型コロナウィルスの感染リスク」を考慮し、

「航空安全ロードショー（Web会議方式：自由参加型）」
を下記の通り開催いたしておりますので、ご参加ご調整
のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

■Web会議方式（自由参加型）について 

【開催予定日】
9月 9、30日、10月14、28日、11月11、25日

【開催時間】
13:00～15:00

【Web会議への接続方法】
●方法１：Web会議システム（Google-meet／会議コード jau-omki-zph）
●方法２：ウェブブラウザ　リンク先URL　https://meet.google.com/jau-omki-zph

【その他】
●Web会議接続方法等、ご質問がございましたら担当者までご連絡ください。
●参加者限定型の開催につきましては、個別に調整して設定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：Web会議（回）

参加者数
（延べ人数）

2016-2020 75 N：35，R：14，A/C：20，W：8 1821名

2021（７月末） 8 N：1，R：1，A/C：2，W：4 313名

航空安全ロードショー開催実績（2016年より）
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予定している飛行について、飛行前に準備（ブリーフィング含む）を行うと共に、「突発的な計画の変更や通常操作を超える操作等によ
るリスクの発生を避けること」を再周知します。
また、特別な飛行に関しては、「運航者独自の飛行制限を設定されること」を推奨します。これらのことにより、機体の安全やフライトク
ルー、乗客及び地上の第3者の安全が確保されます。
通常操作を超える操作はリスクを伴うことから、「飛行前の確認項目」、「避けるべき行為」、「低空飛行での主なリスク」について、下記

にまとめます。

【飛行前の確認項目】
●  飛行目的の確認
●  実施予定の飛行について、航空規則（関係規則）への適合性と組織承認
の確認

●  機体性能、操縦士のスキルや精神的／生理学的な状態の確認
●  実施予定の飛行が初回の場合（不慣れな場合を含む）、リスクが少ない
状態で適切な訓練（高度を上げての訓練、段階的なアプローチ、教官に
よる視察等）を事前に実施すること

●  飛行中のモニタリング方法
●  飛行中の突発的な飛行計画変更への対処方法、等

【避けるべき行為】
●  準備が不十分な状態での突発的な判断による操作
●  アクロバット飛行（飛行規程で禁止）
●  日常的な異常操作

【低空飛行での主なリスク】
●  Loss of control（LOC-I） or Controlled Flight into Terrain（CFIT）
の発生

●  Wire strike
●  地上や障害物への接近、接触
●  第3者のケガや死亡事故
●  Bird strike
●  不可能な回復操作

（関連資料：SPN No.3640-P-00、EASA Flying Safely and Avoiding Risky Maneuvers）

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）までご連絡お願いいたします。
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昨年、世界中の多くの皆様からご好評いただいたフォトコンテストですが、ここに第三回目の開催をお知らせします。前回同様、入賞し
た写真はエアバス・ヘリコプターズ特製2022年 Civil および Militaryカレンダーに掲載させていただきます。

テーマは“空（飛行）は絶対に欠かせないときがある”です。

下記ウェブページから写真を投稿お願いします。
https://www.airbushelicopters.com/events/photos_contest_2022/en/ref/Photos-Contest_9.html

受付締切：2021年9月17日（金）

また、下記ウェブページにて本コンテストの条件や入賞特典が確認できます。
https://www.airbushelicopters.com/events/photos_contest_2022/en/ref/Rules-&-Condition-of-participation_25.html

本コンテストにご参加していただくことで、皆様のお仕事やチーム、そして日々の任務を世界の仲間たちと共有できる機会にもなるか
と思います。ぜひ、皆様のお仲間にもお知らせください。
より多くの方にご参加いただき、素晴らしい魅力的な作品が投稿されるのを楽しみにしております。

皆様のご参加をお待ちしております。
エアバス・マーケティングチーム

■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
日程：11/29（月）～11/30（火）の2日間（会場：神戸国際会議場）
https://kobe-cc.jp/ja/facilities/conference-center

NEWSLETTER
2021 Issue 27  Jul/Aug/Sep

HELICOPTERS

インフォーメーション INFORMATION

12Airbus Helicopters Japan

https://kobe-cc.jp/ja/facilities/conference-center

