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親愛なるお客様へ

晩秋を迎え、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
皆様のご健康と安全を心よりお祈り申し上げます。

2021年顧客満足度アンケートにご協力いただきましたオペ
レーターの皆様、誠にありがとうございました。2015年より、
全社をあげてお客様の満足度を高めるための取り組みを実施
してまいりました。過去3回のアンケートを通して継続的に貴
重なご意見を頂戴し、あらためて感謝申し上げます。お客様か
らいただいたご意見ひとつひとつを確認させていただき、改善
すべき課題およびその対策について、個別に検討、対応してお
ります。本取り組みの詳細状況や成果については、ニュースレ
ターおよびカスタマーシンポジウム（2021年11月29日、30日
予定）にてご報告させていただきます。　　

さて、エアバス・ヘリコプターズは、フランス民間航空総局
（DGAC）と共同で、飛行試験プログラムFlightlabに搭載さ
れたエンジン・バックアップ・システム（EBS）の飛行試験を開始
しました。このプロジェクトは、将来の小型ヘリコプターに向
けたハイブリッド推進システム開発への道を拓くとともに、短
期間で具体的な飛行安全性の向上を目指しています。プロジェ
クトの主な目標は、タービンが故障した際に非常用電力を供給
し、単発エンジンヘリコプターの飛行安全性を高めることです。
パイロットが状況に反応しローターのスピードを維持するため
の時間を確保することで、より安全でスムーズなオートローテー
ション操縦へ貢献します。現在実施中の飛行試験では、離着陸
の手順やそれにともなう制限など、さまざまな飛行条件下にお
けるエンジン停止時のシミュレーションを行っています。

またエアバスは、「持続可能な航空宇宙産業」をテーマに
した初のエアバス・サミットを開催し、次世代のシティエアバ
ス（CityAirbus）の計画を発表しました。完全電気自動型の
CityAirbusは、独自に設計された分散型電気推進システムの
一環として、固定翼、V字型の尾翼、8つの電動プロペラを備え
ています。多用途機として、最大4名の乗客を乗せ、ゼロエミッ
ション飛行ができるように設計されています。エアバスは、機
体開発だけでなく、産業パートナー、都市、都市住民と協力し
社会への真のサービスの提供を目指し、新しいオペレーション
環境を実現するために不可欠なエコシステムの構築を推進し
ています。

年末に向けてお忙しい時期かと存じますが、どうぞお身体を
大切になさってください。

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

次世代のCityAirbusを公開

UH-72B Lakota
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エアバス・ヘリコプターズは、アメリカのグローバル・
メディカル・レスポンス社（GMR）より、H125、H130、
H135ファミリーのヘリコプターを計21機受注しました。
今回の受注契約は、23機の追加オプションを含み、合
計44機のヘリコプターの新規発注が見込まれます。

GMR社はこれまで、複数のエアバス・ヘリコプター
ズ機を運用しており、救急医療サービスに貢献していま
す。同機は任務において重要な信頼性を満たしていま
す。EMSミッションにおいて迅速な対応を提供し、重症
患者を適切なレベルの治療とともに搬送することで、生
存の可能性を最大限に高めることができます。

38,000人以上の従業員を擁するGMR社は、主にア
メリカ国内にて、救急医療および患者輸送サービスを
提供しています。2020年に12万5,000人以上の患者

搬送を実施しました。今回の発注によりGMR社が運用するエアバス社製ヘリコプターは、130機以上に達します。エアバス・ヘリコプター
ズは2020年より、同社に15機のエアバス社製ヘリコプターを新たに納入しています。
航空医療の任務には、高い稼働率が求められます。H125およびH130は単発機市場を牽引し、H135は双発機市場で、またEMSミッショ

ンにおいて安定した信頼性の高い性能を発揮しています。GMR社の双発機はすべてH135で構成され、航空医療サービスに大きく貢献
しています。
エアバス・ヘリコプターズは、現在世界で飛行している2,600機のEMSヘリコプターの約55％のマーケットシェアを誇り、航空医療市場

をリードしています。新規受注においても、アメリカ市場の過去10年の航空医療用ヘリコプターの半数以上がエアバス社製です。H125
とH130は、特に米国の単発機市場における救急搬送ヘリコプターとして、H135は救急医療サービス（EMS）の市場を牽引しています。

エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンはこのほど、西日本最
大の消防局である大阪市消防局へH155を納入しました。
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は同消防局のヘリコプターAS365N3に加えて、大
阪市内にとどまらず府下全域を網羅し、消火活動や救助活
動に貢献します。
エアバスの中型双発ヘリコプターH155は、ビジネス輸送、
救急医療、救難救助、警察任務など幅広い任務で活躍して
います。最大離陸重量5トンのH155は、実績あるドーファ
ン・ファミリーの改良型です。また同カテゴリー内で最も技
術的に進歩したヘリコプターです。クラス最大のキャビンと
離陸重量能力を備え、機内に必要装備品を容易に搭載可能
とします。さらに、卓越した可視性と静寂性を備え、上空か
らの監視任務にも最適です。

1976年にSA316Bアルウェット3を導入いただいて以来、
大阪市消防局には40年以上にわたって弊社の機体を運航
いただいております。エアバス・ヘリコプターズ・ジャパンは今後も高品質のサポートを提供し、消防ヘリコプターの任務に寄与すべく尽
力いたします。新型の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。さらに新た
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、より高い安全性を提供します。

大阪市消防局警防部警防課航空隊　航空隊長 井上様
エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン　官庁営業部部長 中澤
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エアバス・ヘリコプターズは、フランス民間航空総
局（DGAC）と共同で、飛行試験プログラムFlightlab
に搭載されたエンジン・バックアップ・システム（EBS）
の飛行試験を開始しました。このプロジェクトは、将来
の小型ヘリコプターに向けたハイブリッド推進システ
ム開発への道を拓くとともに、短期間で具体的な飛行
安全性能の向上を目指しています。プロジェクトの主
な目標は、タービンが故障した際に非常用電力を供給
し、単発エンジンヘリコプターの飛行安全性を高める
ことです。
この試験を行うために、Flightlabにはメインギアボッ

クスに接続された100Kwの電気モーターが搭載され、
エンジン停止時に30秒間電力を供給することができ
ます。エンジンバックアップシステムは、パイロットが

状況に反応しローターのスピードを維持するための時間を確保することで、より安全でスムーズなオートローテーション操縦へ貢献します。
現在実施中の飛行試験では、離着陸の手順やそれにともなう制限など、さまざまな飛行条件下におけるエンジン停止時のシミュレーショ
ンを行っています。
今回のフライトキャンペーンでは、安全性や性能面での利点を評価しながら、速やかな電力インプットによる性能向上を実証することも

目的としています。最大離陸重量に関しては、EBSシステム自体の質量を補い、ヘリコプターに追加のペイロードを提供し、オペレーター
は潜在的な有効性を得ることができます。

EBSフライトキャンペーンでは、この技術を将来の量産型機への導入を容易にする方法も検討しており、システムのさまざまなコンポー
ネントはそれを念頭に置いて設計されています。

エアバスは、「持続可能な航空宇宙産業」をテー
マにした初のエアバス・サミットを開催し、次世代
のシティエアバス（CityAirbus）の計画を発表しま
した。完全電気自動型のCityAirbusは、独自に
設計された分散型電気推進システムの一環として、
固定翼、V字型の尾翼、8つの電動プロペラを備え
ています。多用途機として、最大4名の乗客を乗せ、
ゼロエミッション飛行ができるように設計されてい
ます。

 エアバスは、環境問題や社会問題を解決しなが
ら、都市部のエアモビリティを持続的な形で提案
します。真の課題は、技術革新やビジネスモデル
と同様に、都市や住民へのサービス配備、自動化
された航空交通管理にあります。エアバスは安全
で持続可能な、統合されたサービスの提供を目指
しています。CityAirbusは、航続距離80km、巡航速度120km/hでの飛行を目指し開発され、大都市でのさまざま用途での運用に最適
な機体です。 
都市部における騒音レベルは開発段階においても重要な要素となります。エアバスは騒音に配慮した広範な専門知識と設計により、

CityAirbusの飛行中騒音レベルを65dB（A）以下、着陸中は70dB（A）以下に設定しています。また、ホバリングや巡航効率を高めるため、
機体の表面やパーツの傾斜などを必要とせず、スムーズで最適な飛行を実現します。CityAirbus NextGenは、最高の認証基準である
EASA SC-VTOL Enhanced Categoryを満たしています。シンプルさを念頭に置いて設計され、CityAirbus NextGenは、経済性
の高い、運用とサポート体制を提供します。
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エアバス・ヘリコプターズは、ミシシッピ州コロンバスの生産施設よりLakotaヘリコプターの最新型であるUH-72Bの初号機を米国
陸軍州兵に引き渡しました。今回これまで受注した18機のUH-72Bラコタヘリコプターの1号機の納入を完了しました。

UH-72B Lakotaは、人命救助、地域社会の保護、災害救援など、最も必要とされる任務遂行を支援します。Lakotaは15年以上前か
ら陸軍の主力ヘリコプターとして活躍し、最新の72B型が導入され任務に必要な技術や性能が向上されました。

UH-72Bは、2006年に最初のLakota契約が締結されて以来、米国陸軍の小型多目的ヘリコプターとして運用されています。実績の
ある民間機の最新の改良型です。陸軍はエアバス・ヘリコプターズより、最新技術や改良した製品を受領し、それらの機能を独自に開発
にする費用を投入することなく、COTSプログラム（商用オフザシェルフ）の利点を享受しています。

UH-72Bは、世界中で幅広いミッションで活躍する
H145をベースに、5枚ブレードのメインローター、フェ
ネストロン、サフラン製のArriel 2Eエンジンが搭載さ
れています。エアバスのヘリオニクス・アビオニクスス
イートによって、安全性と飛行性能の両方を向上させ
る技術を採用しています。ヘリオニクスには、高度な2
重4軸オートパイロットが搭載されており、フライトエ
ンベロープとオーバーリミットの保護、自動離陸、ホバ
リングへの完全結合アプローチを実現しています。
約10種類の構成が可能なLakotaは、実証された

性能、卓越した運用信頼性、比類のない多用途性を備
え、幅広い軍事ミッションに対応します。

UH-72Lakotaは、UH-72A初号機が米国陸軍に
導入されてから約15年、最新型のUH-72B初号機を
納入し、このほど100万飛行時間を突破しました。

エアバスは、長年にわたる研究、技術革新、そして2機のeVTOLデモンストレーターを通じて、技術開発と航空機認証の実績を体現します。
VahanaとCityAirbusのデモ機は、あわせて242回の飛行および地上試験を行いました。その飛行距離は、合計約1,000kmにのぼります。
さらに、エアバスは、大規模な飛行試験や風洞試験を行い、その応用技術を活用してきました。CityAirbus NextGenは、現在、詳細設
計の段階にあり、プロトタイプの初飛行は2023年、認証取得は2025年を予定しています。 
エアバスは、機体開発だけでなく、産業パートナー、都市、都市住民と協力し社会への真のサービスの提供を目指し、新しいオペレーショ

ン環境を実現するために不可欠なエコシステムの構築を推進しています。
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2021年顧客満足度アンケートにご協力いただき、誠にありがとうございました。
今年のアンケートはご協力をお願いした全てのお客様からご回答をいただきました。ご多用中貴重なご意見を頂戴し、感謝申し上げます。

1. 2021年顧客満足度アンケート結果について
2021年は、過去11年間の総合評価の推移（表1）を見ると、10点満点中平均8.08点であり、過去最高の満足度となりました。「とても
満足（８点以上）」「満足（７点）」の合計が95.9%となり、前回2019年の93.3%と比較し2.6ポイント増となりました。

2015年より、全社をあげてお客様の満足度を高めるための取り組みを実施しており、当ニュースレターでも取り組み状況をご報告し
てまいりました。この取り組みの成果が全てではありませんが、隔年の顧客満足度調査ごとに、総合評価点は改善されている状況です。
しかしながら、総合評価には反映されない、個別のご意見も多くいただいております。

2. 改善に向けた取り組み
お客様からいただいたご意見ひとつひとつを確認させていただき、改善すべき課題およびその対策について、個別に検討、対応して
おります。その中で、2021年は、全社を挙げての取り組みとして、以下の項目に注力し改善してまいります。

①お客さまとのコミュニケーションの改善 
②操縦士・整備士訓練のコース内容の充実

特にお客様とのコミュニケーションについては、例年お客様が重要と捉えられている事項であり、ご意見を多く頂戴する項目です。
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表1：2010年～2021年 総合評価の推移
質問：「エアバス・ヘリコプターズについて、総合的に評価をお願いします。」
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取り組みの詳細状況や成果については、ニュースレターおよびカスタマーシンポジウム（2021年11月29日、30日予定）にてご報告し
てまいります。
上記の取り組み以外にも、お客様からいただいた個々の改善要求やご要望については、エアバス・ヘリコプターズ本社とも連携し、

お客様担当窓口（セールスマネージャーおよびカスタマーサポートマネージャー）が個別に対応させていただきます。
お客様のご満足のため、日々尽力してまいります。

本件に関するお問い合わせ：営業企画部 顧客満足担当 菅原 03-6871-8217
 小野寺 03-6871-8218 

エアバス・ヘリコプターズは、今後供給できなくなる可能性がある装備品に関する情報提供を目的として、Obsolescence Information 
Noticeによってお客様に早期の情報提供を行っています。下記のObsolescence Information Noticeにおいては、影響を受ける可能
性がある装備品に関する情報と、解決策の有無等をご紹介しています。

Obsolescence Information Noticeの例
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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、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。
また、｢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。（右表参照）
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、ご参加の程、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】
11月25日（6月～10月は実施済み）

【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。
●個別での開催（参加者限定型）につきましては、ご要望等も含めて調整し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（9月末） 16 N：1，R：3，A/C：2，W：10 439名

航空安全ロードショー開催実績（2016年以降）

ヘリコプターの運航業務で直面する可能性があるリスクを認識し、業務を安全に完遂するため、過去に経験した事故やインシデント等
に基づいた重要な教訓等が、次の link（Together4Safety）の中で紹介されております。これらの貴重な情報が、皆さんの安全運航に
寄与することを願っており、今回は、「From Take-Off to Landing 」の概要として、ご紹介いたします。
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https://www.easa.europa.eu/domains/safety-management/safety-promotion#SafetyTogether
https://www.easa.europa.eu/community/content/take-landing


■フライトプランニング（適切な飛行計画）
●  障害物または地形衝突事故につながる可能性のある空域への進入を回避すること。
●  ノータムや天候の状態（VFR/IMC/DVE等）を適切に確認すること。

■ルートプランニング （慎重なルート計画）
●  飛行計画に必要な情報の収集ツール（アプリ、WEB情報等）を有効に活用すること。
●  問題を引き起こす可能性のあるルートを特定（飛行前の危険予測）すること。

■意思決定、天候およびその他の飛行条件
●  飛行安全に深刻な問題を引き起す要因「Press on itis」又は「Get there it is」と言われる、計画された目的地に向かう意思決定（帰省
本能）に留意すること。

●  様々な圧力（ビジネス面、ミッション完遂、乗客（顧客 /会社の上司 /VIP等）および、パイロットの自己誘導（契約完了 /飛行場運用時間 /
ホテル到着時間等））に注意すること。

●  離陸から着陸まで地域（迂回ルート含む）をカバーした信頼できる気象情報を確認すること。
●  個人能力の限界を知ると共に、会社等が設定している制限を守ること。
●  ヘリコプターの性能に影響を与える重量重心、密度高度、荷物の確実な固定等を確認すること。

■ヘリコプターの耐空性
●  パイロットは、飛行規程、操作マニュアル、操作ハンドブック、又はチェックリスト等によって、「ヘリコプターの耐空性（追加された補助装
置も含む）」を確認すること。

●  燃料、オイル、その他作動油等が適量であることを確認すること。

■エンジンスタートと離陸
●  この段階で、人が負傷したり、死亡したりするケースが発生しており、乗客へ適切な説明（搭乗と降機、回転しているローターに近づかな
い事、ダウンウォッシュやサイドウォッシュへの注意、飛行中のリスク認識と回避方法等）を行うこと。

●  エンジンをかけたままでヘリコプターを離れないこと。
●  飛行経路内に航空機やヘリコプター等の障害物がないことの確認をすること。

■飛行（クルージング中）
●  低高度飛行は、回避し難いリスク（地形、ケーブル、タワー、建物、航空機や鳥との接触・衝突等）により、危険な状態であることを認識す
ること。

●  一番のリスクとして、飛行中のコントロールの喪失（失速や動揺の回避不可状態）が挙げられる。
●  VFR限定のパイロットが、IMCおよびDVEの状態で方向感覚を失うことがよく発生することから、適切に管理（トレーニングや手順等）
すること。

●  飛行計画を守らないことはリスクとなります。また、状況が悪化し深刻になった場合は、柔軟に計画を変更すること。（チャンスを逃さないで、
ヘリコプターを着陸させる/迂回する/出発飛行場に戻ることは恥ではない）

■進入と着陸
●  着陸地点を慎重に選択し、着陸エリアに障害物などがないことを確認すること。
●  EHESTリーフレット（HE1の安全性に関する考慮事項、HE2ヘリコプターの飛行場、HE3ヘリコプターの飛行場外着陸地点の運用、

HE8脅威とエラーの管理、HE12ヘリコプターの性能）を参照すること。
●  EHEST Flight Instructor GuideやAH社の標準操作手順等を参照すること。

■着陸後
●  他の航空機に干渉せず、シャットダウン中に人に危険がおよばない場所に駐機すること。
●  乗客は、ローターの回転が止まるまで、シートベルトを装着しヘリコプター内に留まること。
●  AH社のチェックリストに従って飛行後の検査を行うこと。

離陸から着陸まで
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■飛行後の報告
●  デブリーフィングにて、飛行中のレビューを実施し、インシデントや問題、緊急事態、飛行中の変更、パフォーマンスや能力、上手くいっ
たことや満足していること等を共有すること。

●  フライトレコーダーは、飛行データ、オーディオ、又は画像の記録専用システム（離陸から着陸まで継続的に記録）であり、フライト中に
発生した問題を検出することが可能であり、有効的に活用すること。

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。
担当者：エクスターナル・セーフティー・オフィサー：竹内（078-306-4476）

■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
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