
「航法ログ」は提出する必要はありません。

P1

◎

（２）

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

◎ 判定基準

２５題　２時間資　格

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード

能となるので当該科目は不合格となります。

（３）

配　　点

◎ 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

１問　４点

空中航法 〔科目コード：０１〕科　目

合格は１００点満点の７０点以上とする。

のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

准定期運送用操縦士（飛）

記　　号

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
注　　意 （１）

定期運送用操縦士（飛）
題数及び時間

ＣＣＡＡ０１１３７０

ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す
ること。
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CGL　:
ABN :

:
ALB :

（２） 2 （３） 3

周回進入を行っている航空機に滑走路の位置を示す灯火である。
航行中の航空機に飛行場の位置を示すための灯火である。

ただし、風：300°/45kt、TAS：330ktとし上昇降下は考えないものとする。

A空港から333nm　ETA：14時36分

次の飛行場灯火と説明の組み合わせで誤りはどれか。

（４）

に向かう場合のETP（等時点）について も近いものはどれか。

A空港から333nm　ETA：14時25分

RETIL 航空機に滑走路の終端までの残距離を示す灯火である。

４ GPSについて誤りはどれか。
（１）GPSの各衛星から発信された信号の発信時刻と航空機での受信時刻の差を測定

（ｂ）19nmは約30.5kmである。
（ｃ）-20ﾟCは約-4ﾟFである。
（ｄ）274ftは約90mである。

41（１）

問 １ 次の換算値（ａ）～（ｄ）のうち、正しいものはいくつあるか。（１）～（４）の中
から選べ。

（４）

することで、衛星と航空機間の距離が計算される。

（３）RAIM機能とは、GPSから送られた信号や表示された位置が信頼できないとき
に警報を発する機能をいう。

（４） VFR運航を行うにあたっては、GPS情報だけに頼った航法が可能である。

A空港から402nm　ETA：14時25分
A空港から402nm　ETA：14時36分

着陸しようとする航空機に進入区域内の要点を示す灯火である。

3次元位置の計算のためには4個以上のGPS衛星からの信号が必要である。

2 日本時間の13時30分に航空機がA空港をTC：080度で出発し、900nm先のB空港

54.5lbsは約12.0kgである。（ａ）

（２）

（２）

問

（４）

問

（２）

（１）
３

（１）

問

（３）

（３）
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操縦室のHSIが右図のように表示されている。
このとき局からのラジアル290のインバウンドに30度の
カットアングルでインターセプトするためのHDGとして
正しいものはどれか。

同時平行ILS進入について（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせで、正しいものはどれか。
（１）～（４）の中から選べ。

滑走路の中心線の間隔が4,300ft以上分離していること

それぞれの進入経路が30度以上分岐するよう設定されていること
不可侵区域とは、各滑走路中心線の延長線から等距離の位置に設定される区域で、
当該進入のレーダー監視に必要な長さ及び2,000ft以上の幅を有するものをいう。

（４）

誤
誤

誤 誤 正

グライドパスに会合するまでの間、500ft以上の垂直間隔を設定すること

（２）
260度

（４） 320度

正

（２） 正 誤
誤 正

（１） 080度

（ｄ）

140度

（３）

（ｂ）
（ａ）

５問

6

（１）

問

（３）

（ｃ）

正
（ｂ） （ｃ）（ａ） （ｄ）

正
正

誤 正 誤
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いものはどれか。（１）～（４）の中から選べ。

低気象条件について（ａ）～（ｄ）のうち、正しいものはいくつあるか。
（１）～（４）の中から選べ。

離陸の 低気象条件は、単発機多発機の別、離陸の代替飛行場設定の有無、滑走
路灯火の運用状態と航空機区分別のRVR値/地上視程によって決定される。
進入継続の可否判断は、 終進入フィックス、アウターマーカー、飛行場標高か
ら1,000ftの地点又は特に認められた地点のいずれかで行う。
進入限界点において定められた目視物標を視認かつ識別でき、進入限界高度以下
の高度において当該目視物標を引き続き視認かつ識別することにより、航空機の
位置が確認できる場合のみ着陸のための進入を継続することができる。
CAT-Ⅰ進入、Baro-VNAV進入及び非精密進入（周回進入を含む。）の 低気
象条件で、RVRが利用できない場合には地上視程換算値（CMV）が適用される。

滑走路中心線灯及び高光度式滑走路灯について（ａ）～（ｄ）のうち、正しいものは
いくつあるか。（１）～（４）の中から選べ。

滑走路中心線灯は、滑走路中心線に沿って約15m又は約30mのほぼ等間隔に
設置される。
滑走路中心線灯は 着陸 ようとする航空機から見 滑走路終端から ま

（４）

（ｃ）
（ｄ）

（ｂ）

250°/30kt

（１） （２）a、b a、c

4

（３）

190°/31kt
100°/18kt

b、c、d

（２）

b、d

1

問 ７ 横風制限値が15ktである航空機が、RWY22（磁方位217度）に着陸する際に、タワー

2 （３） 3 （４）

から通報される地上風（ａ）～（ｄ）のうち制限値内となるものの組み合わせで、正し

280°/16kt（ａ）

（ｂ）

（ａ）

（ａ）

（ｂ）

（ｄ）

（１）

問 9

（ｃ）

問 8

定期・准定期（飛）-航法-3/7

滑走路中心線灯は、着陸しようとする航空機から見て滑走路終端から300mまで
は航空赤の不動光である。
高光度式滑走路灯は、滑走路の両側に滑走路中心線に平行で約15m又は約30m
のほぼ等間隔に設置される。
高光度式滑走路灯は、航空可変白の不動光である。ただし、着陸しようとする
航空機から見て滑走路終端から滑走路の全長の3分の1又は600mのいずれか
短い長さでは航空黄の不動光である。

日本のFIR内空域のクラス分けに関する記述（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせで、

2 4

問 10

クラスDは航空交通管制圏である。
（ｃ）

正しいものはどれか。（１）～（４）の中から選べ。

（ａ）クラスAには、QNH適用区域における29,000ft以上の管制空域が含まれる。
（ｂ）

クラスEには航空交通情報圏が含まれる。
（ｄ）クラスGは非管制空域である。

（４）

（ａ） （ｂ） （ｃ） （ｄ）

（２） 誤
（３） 正

（３） 3

正
正 誤 誤

1 （２）

（１）

誤 正
（４） 正 正

（ｄ）

（１）

（ｂ）

誤

正 正

（ｃ）

正 正

誤

定期・准定期（飛）-航法-3/7



は発出されない。

待機方式について（ａ）～（ｄ）のうち、正しいものはいくつあるか。
（１）～（４）の中から選べ。

低待機高度は、待機区域内の地上障害物から 小984ftの垂直間隔を確保し、
さらに待機区域の周辺5nmの緩衝区域内の障害物に対する間隔も考慮されている。
クリアランスリミットあるいは進入フィックスに至ってもそれ以降のクリアランス
あるいは進入許可が発出されなかった場合で、当該フィックスにホールディング
パターンが公示されていなければ、そのフィックスに至ったコースをインバウンド
としてノンスタンダードパターンで待機を行う。
ホールディングが指示された場合、それまで速度調整が行われていても速度調整は
自動的にキャンセルとなる。
飛行時間に基づきアウトバウンドレグを決定する場合のアウトバウンド時間は、
10,000ft以下の場合は1分、10,000ftを超える場合は1分30秒である。

原則としてATSルート上）とをレーダー誘導により接続する出発方式をいう。
（ｂ）

1 （２） 2 （３） 3 （４） 4（１）

11 標準計器出発方式（SID）及びトランジションについて（ａ）～（ｄ）のうち、正しい

場合、レーダー管制が実施されていても、レーダー誘導によるATCクリアランス

レーダー誘導中に通信が途絶した場合は、他の周波数による通信設定を試みる等

いう。
SID/トランジションを構成する無線施設が短時間（4時間程度以内）停波した

するフィックスから航空路上のフィックスまでの間に設定された飛行経路等を

（ａ）SIDとは飛行場又は飛行場の指定滑走路と重要地点（エンルート段階開始点。

（４）

問

（１） 1

（ｄ）

（ｃ）

転移経路（トランジションルート）とはSIDを補足するものとして、SIDの終了

（ｃ）

（ｄ）

（ａ）

（ｂ）

42

通信の回復に努めるほか、レーダー誘導が開始された時に通報された誘導目標に
向かって飛行する。

（３） 3（２）

ものはいくつあるか。（１）～（４）の中から選べ。

問 12
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RNAV（広域航法）について（ａ）～（ｄ）のうち、正しいものはいくつあるか。
（１）～（４）の中から選べ。

国内空域の航空路部分に設定されているRNAV経路は、全てRNAV5の基準に基づ
いている。
RNAV経路の飛行を計画する航空機は、飛行計画書第10項に「R」もしくは「Ｗ」
を記入し、第18項に「RNP種別」もしくは「RNAV種別」を明記しなければなら
ない。
福岡FIRの洋上管制区では、RNP10の航行許可を受けた航空機相互間に50nmの

低縦/横間隔が、RNP4の航行許可を受けた航空機相互間には30nmの 低縦/
横間隔が適用されている。
航法精度が指定されたRNAV経路における運航においては、経路の横方向の誤差は
全飛行時間中少なくとも95％は、RNAV種別もしくはRNP種別で示された数値の
範囲になければならない。

2

1 （２） 2 （３） 3 （４）

4

4（１）

（ｂ）

（１） 1

（ｄ）

（ａ）

問 13

（３）（２）

（ｃ）

3 （４）
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非精密進入のうち、ストレートインアプローチの 終進入開始点について（ａ）～（ｄ）
のうち、正しいものはいくつあるか。（１）～（４）の中から選べ。

STARにつづく 終進入ではSTARの終了点
終進入フィックス
終進入の降下を開始する無線標識

ASRアプローチでは管制官から 終降下を開始すべき地点への到達を通報された点
（ 終進入経路上のレーダーフィックス）

TEM（スレット・アンド・エラー・マネージメント）に関する次の文（ａ）、（ｂ）の
正誤の組み合わせで、正しいものはどれか。（１）～（４）の中から選べ。

「スレット・マネージメント」とは、スレットを認識し、その影響を低減または
取り除くことによって、エラーが発生する可能性を低くするものである。
「エラー・マネージメント」とは、エラーを特定し、その影響を軽減することに
よって、エラーが直ちにスレットに結びつかないようにするものである。

（３） 31 （２） 2 （４） 4

（４） 正 正

（ａ） （ｂ）
（１）
（２） 誤 正
（３） 正 誤

誤 誤

15

（ａ）

（ｂ）

（ｂ）
（ｃ）

問 14

（ａ）

（ｄ）

（１）

問
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[飛行計画問題]
岡山空港（RJOB）から、函館空港（RJCH）への計器飛行方式による航法ログ
を完成させて下記の問１６～問２５に答えよ（解答は（１）～（４）の中で も
近いものを選ぶこと）。ただし、航空機はターボファン発動機を装備した双発の
飛行機とし、既記入のものはすべて間違いないものとする。

（１） 　離陸予定時刻（ETD）
　平成25年7月21日11時00分（日本時間）

（２） 　経　　路
       RJOB（OKC）～YME～KMC～GTC～UWE～MRE～RJCH（HWE）
   （それぞれを直線で結ぶものとする）

（３） 　高　　度
　  ①  離陸後、経路に従って上昇可能な 高高度まで上昇し、巡航する

　  ②  巡航中、STEP UPが可能ならば行うが、行わない方が燃料消費が
　　　 函館空港到着時少ない場合はSTEP UPを行わないものとする。

（４） 　代替空港
　旭川空港：RJEC（AWE）

（５） 　代替空港までの経路
　HWE～SPE～AWE上空とし、13,000ftの一定高度で飛行し、

上昇降下は考えない。

（６） 　燃　　料
　  ①　HOLDING FUELは、代替空港上空450mの高度で30分間待機
　　　  することができる燃料の量で表のとおりとする。

② Y （ 測 事態を考慮 国土交通大 が

　　　 ものとして計画する。

定期・准定期（飛）-航法-6/7

　  ②　CONTINGENCY FUEL（不測の事態を考慮して国土交通大臣が
　　　  告示で定める燃料の量）は、1,000lbsとする。

（７） 　離陸重量
　91,000lbs

（８） 　その他
　  ①　出発空港、目的空港及び代替空港の標高は０（零）ftとする。
  　②　与えられた航法DATA及び航法ログのDATAを使用すること。

16 函館空港の予定到着時刻（ETA）はどれか。
12時45分（日本時間）
12時48分（日本時間）
12時51分（日本時間）
12時54分（日本時間）

問

　  ③　TAXI FUELは無視する。

　  ④　STEP UPした場合、燃料は2,000ft毎につき100lbsを加算し
 　　　 時間の加算は行わない。STEP DOWNは行わない。

（３）
（４）

　  ③　上昇、降下中の風も航法ログのDATAを使用すること。

（１）
（２）
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函館空港までの予定消費燃料はどれか。
  9,650lbs
  9,850lbs
10,050lbs
10,250lbs

函館空港から代替空港までの必要燃料はどれか。
2,040lbs
2,130lbs
2,220lbs
2,270lbs

この飛行に必要とする 小搭載燃料の量はどれか。
14,800lbs
15,000lbs
15,200lbs
15,400lbs

RCA（巡航開始点）で正しいものはどれか。
YMEからKMC寄りで約23nmの距離
YMEからKMC寄りで約61nmの距離
KMCからGTC寄りで約21nmの距離
KMCからGTC寄りで約144nmの距離

GTCからUWEまでのTASはどれか。
304kt
306kt
311kt
313kt

UWEからMREまでのMHはどれか。
度

問 17
（１）

（３）
（４）

（２）

問 18
（１）
（２）

問 19

（３）
（４）

（３）
（４）

（１）
（２）

（１）
（２）

問 20

問 21
（１）

（３）
（４）

（４）

（２）
（３）

問 22
（１）
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015度
018度
028度
035度

UWE直上でのFUEL FLOWはどれか。
3,860lbs/H
3,890lbs/H
4,060lbs/H
4,070lbs/H

TOD（降下開始点）で正しいものはどれか。
UWEからMRE寄りで約5nmの距離
MREからUWE寄りで約5nmの距離
MREからHWE寄りで約5nmの距離
MRE直上（1nm以内）

AWE上空において、QNHが29.92 inHgで外気温度が＋10ﾟCのとき、TAS281kt
で飛行するためのCASに も近いものはどれか。

222kt
230kt
345kt
356kt

（１）

問 23

（２）
（３）

（２）
（３）

（４）

（１）

（４）

（３）
（４）

（４）

（１）
（２）

（１）
（２）

（３）

問 25

問 24
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  　　　　　　   　　　　　　　　　　　　           　　　　ＣＬＩＭＢ　ＤＡＴＡ

ＰALT

×1000 -10 +5 -5 +5

（feet）

39 TIME 32
(min)

25 5460 FUEL 4000
(ｌｂｓ）

258 TAS 259
(kt)

35 27.5

24 5000 3690

253 250

31 24.0 32.0

23 4600 3430 4510

248 241 247

27 21.0 27.5

22 4260 3210 4100

244 237 241

24 38.5 19.0 24.5

21 3930 5610 3010 3760

240 246 234 237

22 32.5 17.5 22.0

20 3650 5110 2820 3500

236 242 230 234

20 28.0 15.5 20.0

19 3370 4670 2620 3260

230 239 227 231

18 26.0 14.5 18.0

18 3130 4240 2210 3030

227 238 225 229

16 23.5 13.0 16.0

17 2890 3890 2210 2800

226 232 223 227

14.5 21.0 12.0 14.5

16 2670 3560 2030 2570

225 231 222 226

13.5 19.0 10.5 13.5

15 2440 3230 1860 2360

223 231 221 225

12 17.0 9.5 12.0

14 2210 2910 1690 2150

221 227 220 224

10.5 15.0 8.5 10.5

13 2010 2610 1510 1940

219 225 219 223

9.5 13.0 7.5 9.5

12 1800 2300 1300 1700

218 224 218 222

12.0

1900

220 223220 222 226 217

1510 21002010 2700 12 1350

10.0 11.0 16.5 7 8.5

2310

221 223 227 217 221 223

2100 2280 3180 13

222218

1500 1710

225

11.0 12.5 19.0 8 9.5 13.5

223 225 229

10.5 15.0

2300 2520 3550 14 1660 1890 2560

12.5 14.5 21.5 9

18503910 152730 2800

2260

227220

2080

224

16.5

223 227

2500

14.0 16.0

225 227 233 219

10

13.0 18.5

2020 3060

11.524.5

227 229 233

221236

16

15.0 1118.0 27.0

2750 3010 4320

2200173000 3270 4800

230 232

17.0 20.0 30.5 12.5

225

231

3320

227

14.0 20.5

2450

229

234 238232

23.0

2380 2670 3640

223

15.5

3250 3600 5310 18

19.0 22.0 35.0 13.5

25605910 19 2890

17.5

3960

39.5 15

235 237 241 225 229 233

3500 3900

238 240

21.0 24.5

244 228

26.0

25.0 27.0 45.0 16.5

232 236

3850 43006520 20

3320 4670

239

19.0 29.0

2740 3100

242 244 233 235

4100 4560 21 2910

4250

243

26.0 30.5 18 20.0 33.0

246 258 235 239

37.0

4510 5010 22 3110 3610 5130

250 241 245

30.0 35.0 20 23.5

248 252

36.0 22.5 26.5

4970 23 3350 3930

TAS 257
(kt)

25.5 32.5

24 3630 4220

STD +10

(min)

25 4000

30

-10

ＰALT

-5 STD +10 ×1000

(ｌｂｓ）

FUEL

（feet）

TIME

ＴＥＭＰ(△℃) ＴＥＭＰ(△℃)

ＡＴ　ｏｒ　ＡＢＯＶＥ ＢＥＬＯＷ

ＴＯＷ　９０，０００　lｂｓ ＴＯＷ　９０，０００　ｌｂｓ

－航DATA－１



～ ～

２　ＥＮＧＩＮＥ　ＣＲＵＩＳＥ　（ＴＥＭＰ：ＳＴＡＮＤＡＲＤ－１０℃）
ＴＥＭＰ 95 85 75 65

3385

22 （ｌｂｓ/H）

～

85 75 65 55

～

-45 Ｆ／Ｆ

21

3205

-35.5 ＴＡＳ 307

（kt）

-43 Ｆ／Ｆ

3115

304-33.5 ＴＡＳ 311

3335

306 299

3765

-41 3305

293306

3490-39 Ｆ／Ｆ

Ｆ／Ｆ 3590 3465

Ｆ／Ｆ 3980 3820 3450 3490

20

-31.5 ＴＡＳ 312

ＴＡＳ

18

-27.5 ＴＡＳ

3730Ｆ／Ｆ 4070 3890

308

-35

-37

3570

3655

19

312 300

289302 296

-29.5

17

-25.5 ＴＡＳ 304 283

-33 Ｆ／Ｆ 4150 3985 3830 3650

297 289

16

-23.5 ＴＡＳ 301 279293 287

-31 Ｆ／Ｆ 4230 4055 3895 3710

15

-21.5 ＴＡＳ 296 274

-29 Ｆ／Ｆ 4295 4135 3955 3785

288 282

14

-19.5 ＴＡＳ 292 271285 278

-27 Ｆ／Ｆ 4350 4195 4025 3855

13

-17.5 ＴＡＳ 288 267

-25 Ｆ／Ｆ 4415 4255 4095 3925

281 274

12

-15.5 ＴＡＳ 285 264277 268

-23 Ｆ／Ｆ 4395 4240 4085 3910

11

-13.5 ＴＡＳ 274 254

-21 Ｆ／Ｆ 4520 4365 4190 4015

273 265

10

-11.5 ＴＡＳ 279 269 263 256

-19 Ｆ／Ｆ 4550 4405 4240 4065

265 258 252

9

- 9.5 ＴＡＳ 274

ＷＴ

－航DATA－２

ＡＬＴ
×1000

(lbs)
×1000

(feet)

(℃)



Ｆ／Ｆ 4740 4590

271

286 272

283 262275 269

266

10

265

4420 4240

258

9

+ 0.5 ＴＡＳ 278

-9

11

- 3.5 ＴＡＳ 293

- 1.5 ＴＡＳ

-11 Ｆ／Ｆ 4710 4550 4370 4190

270

-13 Ｆ／Ｆ 4700 4540 4380

283 277

4200

12

- 5.5 ＴＡＳ 291

273287 281

-15 Ｆ／Ｆ 4600 4440 4270 4095

13

- 7.5 ＴＡＳ 294

278

-17 Ｆ／Ｆ 4530 4370 4200 4020

292 285

14

- 9.5 ＴＡＳ 299

281295 289

-19 Ｆ／Ｆ 4480 4310 4130 3950

15

-11.5 ＴＡＳ 303

286

-21 Ｆ／Ｆ 4405 4225 4055 3870

300 294

16

-13.5 ＴＡＳ 308

291

-23 Ｆ／Ｆ 4325 4155 3990 3800

304 297

17

-15.5 ＴＡＳ 311

-25 Ｆ／Ｆ 4240 4060

18

-17.5 ＴＡＳ 316

313 307

3890 3720

3640

309 303 297

3860 3705

299

-27 Ｆ／Ｆ 4100 3980 3810

-19.5 ＴＡＳ

3540

19

20

-21.5 ＴＡＳ 317 312 305

-29 Ｆ／Ｆ

310

3440

（kt)

-33 Ｆ／Ｆ 3430 3400

-31 Ｆ／Ｆ 3720 3610

21

-35 Ｆ／Ｆ

-23.5 ＴＡＳ 317

3190

22 （ｌｂｓ/H）

-25.5 ＴＡＳ 314

～

85 75 65 55

～ ～ ～

２　ＥＮＧＩＮＥ　ＣＲＵＩＳＥ　（ＴＥＭＰ：ＳＴＡＮＤＡＲＤ）

ＴＥＭＰ 95 85 75 65

－航DATA－３

ＷＴ

ＡＬＴ ×1000

×1000

(℃)



２　ＥＮＧＩＮＥ　ＣＲＵＩＳＥ　（ＴＥＭＰ：ＳＴＡＮＤＡＲＤ＋１０℃）

75 65ＴＥＭＰ 95 85

～ ～ ～ ～

85 75 65 55

（kt）

22 （lbs/H）

-25 Ｆ／Ｆ

-15.5 ＴＡＳ

3390

21

-13.5 ＴＡＳ 314

318 311

-23 Ｆ／Ｆ

3645

20

-11.5 ＴＡＳ 324

3580-21 Ｆ／Ｆ 3770 3690

19

- 9.5 ＴＡＳ 323 315 308

-19 Ｆ／Ｆ 3910 3825

18

- 7.5 ＴＡＳ 317

-17 Ｆ／Ｆ 4100

-15 Ｆ／Ｆ 4300 4220

3790

312 304

4050 3870

3965

3960

16

- 5.5 ＴＡＳ 319 312

17

305 299

294

-13 Ｆ／Ｆ

- 3.5 ＴＡＳ 316 309

4585 4395

41504500 4330

4220

302

4025

15

- 1.5 ＴＡＳ 311 304 297 289

-11 Ｆ／Ｆ

4110

14

+ 0.5 ＴＡＳ 307 301 293 286

-9 Ｆ／Ｆ

4710 4550

42954660 4485

4375 4180

13

+ 2.5 ＴＡＳ 302 296 289 281

-7 Ｆ／Ｆ

4255

12

+ 4.5 ＴＡＳ 298 290 284 277

-5 Ｆ／Ｆ

4835 4660

44454795 4620

4495 4305

11

+ 6.5 ＴＡＳ 293 286 280 273

-3 Ｆ／Ｆ

4360

10

+ 8.5 ＴＡＳ 288 282 276 269

-1 Ｆ／Ｆ

4933 4780

45604905 4735

4600 4415

9

+10.5 ＴＡＳ 286 278 272 265

+1 Ｆ／Ｆ

ＷＴ

ＡＬＴ
×1000

×1000

(feet)

(℃)

－航DATA－４



ＡＬＴ

（×1,000 feet）

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

30 min

（min） （kt） （ｌｂｓ）

ＤＥＳＣＥＮＴ　ＤＡＴＡ

ＴＩＭＥ ＴＡＳ ＦＵＥＬ

15 291 670

14 289 655

13 285 645

13 282 630

12 280 610

12 279 600

8 265 520

11 274 570

10

9 267 530

11 277 585

271 560

10 269 545

7 261 490

ＬＡＮＤＩＮＧ　ＷＥＩＧＨＴ　ＡＴ　ＡＬＴＥＲＮＡＴＥ

ＨＯＬＤＩＮＧ　ＦＵＥＬ（ｌｂｓ）

8 263

７９，０００～７６，００１

505

2220 2130 2040

８５，０００～８２，００１ ８２，０００～７９，００１

－航DATA－５



      航　法　ロ　グ

DEPARTURE AP

TOTAL FUELETE ＋ CONTINGENCY

11:00DESTINATION AP ALTERNATE AP ETD  FUEL　PLAN

TO DESTINATION TO ALTERNATE HOLDING TOTAL　FUEL

 　　　　　　 LBＳ

ALT TEMP WIND TC VAR ZONE CUM GS ZONE CUM ETO F/F CUM

TO ×1000 △℃ DIST DIST TIME TIME FUEL

RJOB RJCH RJEC
ETE

ETA  　　　　　　 LBＳ  　　　　　　 LBＳ 　　　　　　 LBＳ

TAS WCA TH MH

＋ CONTINGENCY

 　　　　　　 LBＳ

ZONE

FUEL

TO　DESTINATION TO　ALTERNATE

ＲＭＳ

HOLDING

OKC

YME +10 240/25 055 7W 74

KMC +10 260/40 056 8W 84

GTC STD 280/45 061 8W 165

UWE STD 280/45 034 8W 115

MRE STD 280/50 028 9W 65

HWE -10 300/30 014 9W 54

 TO ALTERNATE AP

  PLDW（予想着陸重量）：　　　　　　　　　　　　　　LBＳ

SPE -10 330/45 023 9W 87

AWE -10 320/35 069 9W 58



１問　５点

◎ 合格は１００点満点の７０点以上とする。判定基準

◎

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。（２）

ること。

能となるので当該科目は不合格となります。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード

ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す

（１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

航空法規等〔科目コード：０４〕 記　　号 ＣＣＣＣ０４１３７０

のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

注　　意
番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー

科　目

◎ 配　　点

　　航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 P4

資　格
定期運送用操縦士 (飛)(回)(船)

准定期運送用操縦士(飛)
題数及び時間 ２０題　　４０分

定期（飛）（回）（船）、准定期（飛）-法規-1/４定期（飛）（回）（船）、准定期（飛）-法規-1/４



する場合の航空身体検査証明の有効期間で正しいものはどれか。

第３２条（航空従事者の免状）
国際航空に従事するすべての航空機の操縦者その他の運航乗組員は、その航空機が
登録を受けた国及び乗り入れる締約国が発給し、又は有効と認めた技能証明書及び
免状を所持しなければならない。

（４）

間である。

国際航空に従事するすべての航空機は、登録を受けた国が発給し、又は有効と認め

問 ３ 定期運送用操縦士が旅客を運送する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦

り航行する航空機により行う航空運送事業及び航空機使用事業をいう。
「国内定期航空運送事業」とは、本邦内の各地間に路線を定めて一定の日時によ

物を運送する事業をいう。

（２）

１人の操縦者でその操縦を行う場合、交付日における年齢が４０歳未満の者は２年

貨物の運送以外の行為の請負を行う事業をいう。

２人 操縦者でそ 操縦を行う場合 交付日における年齢が６０歳未満 者は１年

第３１条（耐空証明書）

航空法第２条（定義）で誤りはどれか。

「航空機使用事業」とは、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は

（１）

（２）「国際航空運送事業」とは、本邦内の地点と本邦外の地点との間又は本邦外の各

（１）

（３）

（２）

「航空運送事業」とは、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨

地間において行う航空運送事業をいう。

１人の操縦者でその操縦を行う場合、交付日における年齢が４０歳以上の者は１年
間である。

第１６条（航空機の検査）

の際に検査し、及びこの条約で定める証明書その他の書類を検閲する権利を有する。

（１）

た耐空証明書を備え付けなければならない。

国際航空に従事するすべての航空機は、その適正な国籍及び登録の記号を掲げなけ

各締約国の当局は、不当に遅滞することなく、他の締約国の航空機を着陸又は出発

（３）

第２０条（記号の表示）

国際民間航空条約の条文で誤りはどれか。問

ればならない。

1

（４）

問 ２

（３）

定期（飛）（回）（船）、准定期（飛）-法規-2/４

ある。

（１）

間である。

月間である。

を有する者は航空英語能力証明を取得することができる。

（３）

本邦内から出発して着陸することなしに本邦以外の国の領域を通過し、本邦内に

２人の操縦者でその操縦を行う場合、交付日における年齢が６０歳未満の者は１年

航空英語能力証明が必要な航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機及び飛行船で

（２）

（４）航空英語能力証明取得の年令要件は、２７歳以上である。

（１）乗組員の氏名及び業務

２人の操縦者でその操縦を行う場合、交付日における年齢が６０歳以上の者は９ケ

（３）

問 4 航空英語能力証明について正しいものはどれか。

（４）

定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士又は准定期運送用操縦士の資格

到達する飛行では、航空英語能力証明は必要ない。

問 ５ 搭載用航空日誌の記載すべき事項で誤りはどれか。

使用燃料量

問 ６ 3,000ｍ以上の高度で飛行する航空機に適合する有視界気象状態の条件で誤りはどれか。

（２）航行目的又は便名
（３）航空機の航行の安全に影響のある事項
（４）

（３）航空機からの垂直距離が下方に300ｍである範囲内に雲がないこと。
（４）

（１）飛行視程が8,000ｍ以上であること。
（２）航空機からの垂直距離が上方に300ｍである範囲内に雲がないこと。

航空機からの水平距離が600ｍである範囲内に雲がないこと。

定期（飛）（回）（船）、准定期（飛）-法規-2/４



定し国土交通大臣の許可を得た後離陸すること。

計器飛行方式により離陸しようとする場合であつて空港等における気象状態が離陸

（１）当該航空機及びこれに装備すべきものの整備状況
（２）

出発地及び離陸予定時刻（１）

問 10 航空法施行規則第２０３条（飛行計画等）で、明らかにしなければならない事項で誤り
はどれか。

（３）

（３）離陸、離陸に引き続く上昇、着陸のための進入及び着陸手順
（４）燃料及び滑油の搭載量及びその品質

することができる 低の気象条件未満であるときは、離陸のための代替空港等を指

のための進入を継続することができる 低の気象条件未満であるときは、着陸のた

（１）

（２）計器飛行方式により着陸しようとする場合であつて進入限界高度よりも高い高度の

７ 空港等付近の航行方法について誤りはどれか。

（３）計器飛行方式により着陸しようとする場合であつて進入限界高度以下の高度におい

問

めの進入を継続しないこと。

特定の地点を通過する時点において空港等における気象状態が当該空港等への着陸

（２）飛行場管制業務

て目視物標を引き続き視認かつ識別することによる当該航空機の位置の確認ができ
なくなつたときは、着陸のための進入を継続しないこと。

（４）他の航空機に続いて着陸しようとする場合には、その航空機が着陸して着陸帯の外
に出る前に、着陸のために当該空港等の区域内に進入しないこと。

航空路管制業務

離陸重量、着陸重量、重心位置及び重量分布

（３）巡航高度における真対気速度

問 8 航空法施行規則第１６４条の１４（出発前の確認）の条項に含まれない項目はどれか。

ターミナル・レーダー管制業務

問 9 航空法施行規則第１９９条（航空交通管制）の管制業務の種類で誤りはどれか。
（１）

（２）巡航高度及び航路

（４）飛行情報提供業務

（４） 初 着陸地及び離陸した後当該着陸地 上空に到着するまで 所要時間

定期（飛）（回）（船）、准定期（飛）-法規-3/４

（１）

（２）速やかに国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

整備基地の設備及び器具

運航規程に記載する必要のある事項で誤りはどれか。

（４）

（２）航空機の操作及び点検の方法

速やかにその旨を当該指示をした管制業務を行う機関に通報しなければならない。

（３）旅客の運送の用に供する航空機で計器飛行方式により飛行するもの

（４）速やかに航空機の運航者は国土交通大臣に報告しなければならない。

（４） 初の着陸地及び離陸した後当該着陸地の上空に到着するまでの所要時間

ときの措置として正しいものはどれか。
（１）速やかに 寄りの飛行場に着陸しなければならない。

問 12 航空法第６５条（航空機に乗り組ませなければならない者）において、機長以外に

問 11 気象状態の変化その他のやむを得ない事由により、航空交通の指示に違反して航行した

（１）構造上、その操縦のために２人を要する航空機
（２）特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために２人を要する

航空機であつて当該特定の方法又は方式により飛行するもの

問 13

緊急の場合においてとるべき措置等（３）

運航管理の実施方法

（３）

当該航空機を操縦できる者を乗り組ませなければならないもので誤りはどれか。

（４）旅客の運送の用に供する航空機で飛行時間が３時間を超えるもの

定期（飛）（回）（船）、准定期（飛）-法規-3/４



２ 法第８２条の２第１号の空域（航空交通管制圏等）であつて、高度 （1） 900m
を超える空域を飛行する航空機にあつては、 指示対気速度（4） 250 ノット

以下の空域を飛行する航空機にあつては、 次に掲げる航空機の区分に応じ、それ

a  ピストン発動機を装備する航空機　　　　　（2） 160 ノット
b  タービン発動機を装備する航空機　　　　　（3） 250 ノット

１

ぞれに掲げる指示対気速度

問 15 航空法施行規則第１７９条（航空交通管制圏等における速度の制限）の下線部（１）
～（４）で誤りはどれか。

法第８２条の２第１号の空域（航空交通管制圏等）であつて、高度（１） 900m

問 16 航空運送事業の用に供する航空機の運航に従事する操縦者に係る 近の飛行経験で
正しいものはどれか。

（１）

（２）
に５時間以上の計器飛行（模擬計器飛行を含む。）を行つた経験

１回は行つた経験

問 14 航空法施行規則第９７条（航空保安無線施設の種類）で誤りはどれか。
（１）ＩＬＳ
（２）ＤＭＥ

（３）直近の航空業務を行つた日から６０日以上経過していないこと。
（４）操縦する日からさかのぼつて１２０日までの間に、当該航空運送事業の用に供する

航空機と同じ型式の航空機に乗り組んで離陸および着陸をそれぞれ少なくとも

操縦する日からさかのぼつて９０日までの間に、当該航空運送事業の用に供する
航空機と同じ型式の航空機に乗り組んで離陸および着陸をそれぞれ３回以上行つ
た経験
計器飛行を行う航空機乗組員は、操縦する日からさかのぼつて１８０日までの間

問 17 航空法施行規則第１５４条（航空機の灯火）で航空機が夜間において空中を航行する場合
に航空機が表示しなければならない灯火として正しいものはどれか。

（１）右舷灯、左舷灯、衝突防止灯

（３）ＴＣＡＳ

（４）ＳＢＡＳ
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高光度航空障害灯
（２）中光度白色航空障害灯
（３）中光度赤色航空障害灯

問 19 航空法施行規則第１６４条の１５（安全阻害行為等の禁止）に該当しないものはどれか。

問 18 航空障害灯の種類のうち、航空赤の不動光により示されるものはどれか。
（１）

右舷灯、左舷灯、尾灯、タクシーライト
（３）

つて国土交通大臣が告示で定めるものを正当な理由なく作動させる行為
（４）手荷物を通路その他非常時における脱出の妨げとなるおそれがある場所に正当な

（１）乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為

（４）低光度航空障害灯

問 20 航空法施行規則第１９８条の２（航空交通の安全を阻害するおそれのある飛行）で誤り

（２）機内に持ち込んだ飲食物を飲食する行為
（３）航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれがある携帯電話その他の電子機器であ

理由なく置く行為

（３）航空機の高度を急激に変更する飛行
（４）爆発性又は易燃性を有する物件を搭載した飛行

（４）右舷灯、左舷灯、尾灯

はどれか。
（１）航空機の姿勢をひんぱんに変更する飛行
（２）失速を伴う飛行

（１）右舷灯、左舷灯、衝突防止灯
（２）

右舷灯、左舷灯、尾灯、衝突防止灯
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Subject Civil Aeronautics Law
(subject code: 04) Code A1CC041370

Qualification Airline Transport Pilot (Airplane) (Rotorcraft) (Airship) No. of questions;
time allowed 20 questions; 40 minutes

E4Airmen’s Academic Examination

(1)

(2)

Explanatory Notes: In the designated spaces on the Airmen’s Academic Examination Answer Sheet (Multiple-
Choice Answers) (mark sheet), write your examinee number, examinee number mark, subject,
subject code, subject code mark, qualification, qualification category, name, and date of birth.
If you write your examinee number, examinee number mark, subject code, and/or subject code
mark incorrectly, computer grading will not be possible and you will fail the subject.

Write your answers on the Airmen’s Academic Examination Answer Sheet (Multiple-Choice
Answers) (mark sheet)

(1)

Answers) (mark sheet).

Point Allocation: All questions are worth five points each.

Pass Mark: The pass mark is 70 %.

Question 1: Which of the following definitions in Article 2 of the Civil Aeronautics Act is incorrect?
The term “air transport service” means any business using aircraft to transport passengers or cargo
for remuneration upon demand

(2)

(3)

(4)

The term “domestic scheduled air transport service” means any air transport service and aerial work
operating between one point and another in the country on a scheduled date and time along a
specified route.

The term “aerial work” means any business using aircraft other than for the transport of passengers or

for remuneration upon demand.

The term “international air transport services” means any air transport services operating between one
point in the country and another in a foreign country, or between one point and another in foreign
countries.

(4)

(1)

(2)

(3)

No aircraft may be granted airworthiness certification unless it has Japanese nationality; provided,
however, that the same shall not apply to any aircraft as specified by Cabinet Order.

The term aerial work  means any business using aircraft other than for the transport of passengers or
cargo for remuneration upon demand.

Airworthiness certification shall describe the categories of aircraft and the operating method of aircraft
as prescribed by Ordinances of the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.

Question 2: Which of the following statements regarding the airworthiness certificate is incorrect?

No aircraft may be used for air navigation unless it has a valid airworthiness certificate However the(3)

(4)

Question 3: Which of the following validity periods of aviation medical certification is correct for an airline transport pilot
who operates an aircraft for air transport services to transport passengers?

No aircraft may be used for air navigation unless it has a valid airworthiness certificate. However, the
same shall not apply to the performance of test flights, etc. when permitted by the Minister of Land,
Infrastructure, Transport and Tourism.

The period of validity of an airworthiness certificate shall be one year; provided, however, that the
period of validity of such airworthiness certificate with regard to aircraft used for air transport services
shall be the period specified by the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.

(1)

(2)

(3)

(4) In case the flight operation is performed by two pilots and the age of the pilot is 60 or over at the day

In case the flight operation is performed by one pilot and the age of the pilot is under 40 at the day of
issuance: The validity period is 2 years.

In case the flight operation is performed by one pilot and the age of the pilot is 40 or over at the day of
issuance: The validity period is 1 year.

who operates an aircraft for air transport services to transport passengers?

In case the flight operation is performed by two pilots and the age of the pilot is under 60 at the day of
issuance: The validity period is 1 year.

(4) In case the flight operation is performed by two pilots and the age of the pilot is 60 or over at the day
of issuance: The validity period is 9 months.
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(1)
(2)
(3)

(4)

Question 4: Which of the following does not apply to the case in which a prior speed adjustment instruction from ATC is
automatically revoked?

A holding is instructed.
An approach clearance is issued.
The said specified point has been passed in case an approach clearance was issued with a speed
adjustment instruction to a specified point.

Passing the point at 5 miles from the touchdown point or the point at which to commence the final
d t hi h i t th t hd i t d i d h

(1)

(2) Th l di h h ll b i d h i fli h l b i d f l di

Question 5: Which of the following statements regarding the method of navigation in the vicinity of an airport, etc. is
incorrect?

descent, whichever is nearer to the touchdown point, during radar approach.

The aircraft shall specify an alternate airport, etc. for take off and obtain the permission of the Minister
of Land, Infrastructure, Transport and Tourism before take off when instrument flight rules are being
used for take off and the meteorological conditions at the airport, etc. do not meet the minimum
conditions for take off.

(2)

(3)

(4)

The landing approach shall not be continued when instrument flight rules are being used for landing
and the meteorological conditions do not meet the minimum conditions for continuing the landing
approach at the relevant airport when the aircraft passes a specified location above the approach
height threshold.

The landing approach shall not be continued when instrument flight rules are being used for landing
and the position of the aircraft cannot be confirmed by means of continuous visual contact and
recognition of visual references at the approach height threshold or lower altitude.

When an aircraft is to land behind another aircraft, it shall not enter the area of an airport, etc. for( )

(1)
(2)
(3)
(4)

Purpose of flight, or flight number
Matters affecting the safe operation of the aircraft
Amount of fuel used

Question 6: Which of the following items is not included in the matters to be entered into a flight logbook?
Names and duties of flight crew-members

, p ,
landing before the preceding aircraft has landed and left the landing strip.

(1)
(2)
(3)
(4)

No clouds within vertical distance of 300 m above the aircraft
No clouds within vertical distance of 300 m below the aircraft
No clouds within horizontal distance of 600 m from the aircraft

Q 8 f f f f

Question 7: The following are visual meteorological conditions applicable to aircraft flying at 3,000 m or higher. Which
one is incorrect?

Flight visibility of 8,000 m or more

(1)
(2)
(3)
(4)

Maintenance status of a subject aircraft and its equipment
Take-off weight, landing weight, location of the center of gravity, and weight distribution
Procedures for take-off, climb following take-off, approach for landing and landing
Loading quantity of fuel and lubricant, and their quality

Question 8: Which of the following is not included in the matters to be confirmed by a pilot-in-command as specified in
Article 164-14 (Confirmation before departure) of the Ordinance for Enforcement of the Civil Aeronautics
Act?

(1)
(2)
(3)
(4)

The following are the types of air traffic control services specified in Article 199 (Air traffic control) of the
Ordinance for Enforcement of the Civil Aeronautics Act. Which one is incorrect?

Airways control services
Aerodrome control services

Question 9:

Terminal radar control services
Flight information services
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(1)
(2)
(3)
(4)

Cruising altitude and route

Question 10: Which of the following items is not included in the items to be specified in the flight plan under the provisions
of Article 203 (Flight plans, etc.) of the Ordinance for Enforcement of the Civil Aeronautics Act?

Place of departure and estimated take-off time

True airspeed at cruising altitude
First place of landing and time required from take-off to arriving overhead at the intended place of
landing

(1)
(2)

(3)
(4)

The aircraft shall land at the nearest available airport, etc. without delay.
The aircraft shall notify the fact to the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism without
delay.

The aircraft shall contact without delay the air traffic control that issued the instruction.
The operator of the aircraft shall report the fact to the Minister of Land, Infrastructure, Transport and

Question 11: If an aircraft had to fly against an ATC instruction due to an unavoidable reason such as a change in
weather conditions, etc., which of the following actions should be taken?

( )

(1)
(2)

Aircraft, because of its structure, which needs two persons for pilotage of aircraft
Aircraft which needs two persons for pilotage only for the purpose of a flight according to the special
methods and rules, and which engages in a flight according to the special methods and rules

p p , , p
Tourism without delay.

Question 12: The following statements describe those aircraft that shall be boarded by an airman who can perform the
pilotage of the aircraft other than the pilot-in-command as stipulated by Article 65 (Aircrew to be on board
aircraft) of the Civil Aeronautics Act. Which one is incorrect?

(3)

(4)

(1)
( )

Procedures for performing operation control
f f f

Aircraft which is used for air transport of passengers and which engages in a flight, the duration of
which exceeds 3 hours

Question 13: Which of the following items need not be stated in the Operations Manual?

methods and rules, and which engages in a flight according to the special methods and rules

Aircraft which is used for air transport of passengers and which engages in a flight under instrument
flight rules

(2)
(3)
(4)

(1)
(2)

Procedures for operation and inspection of aircraft
Emergency procedures
Facilities and equipment at maintenance station

Which of the following is not included in the types of air navigation radio facilities listed in Article 97 (Types
of aeronautical radio navigation facilities) of the Ordinance for Enforcement of the Civil Aeronautics Act?

ILS
DME

Question 14:

( )
(3)
(4)

(i)

SBAS
TCAS

Question 15: In the following descriptions regarding Article 179 (Speed limitation in air traffic control zone, etc.) of the
Ordinance for Enforcement of the Civil Aeronautics Act, which one of the underlined values (1) to (4) is
incorrect?

In the case of aircraft navigating in an air space (Air traffic control zone) prescribed under item (i) of
Article 82 2 of the Act and concurrently in the air space at an altitude of (1) 900 m or less the

(ii)
(b)    Aircraft equipped with turbine engines: (3) 250 knots
In the case of aircraft navigating in an air space (Air traffic control zone) prescribed under item (i) of
Article 82-2 of the Act and concurrently in the air space at an altitude exceeding (1) 900 m, the
indicated air speed of (4) 250 knots.

(a)    Aircraft equipped with reciprocating engines: (2) 160 knots

Article 82-2 of the Act and concurrently in the air space at an altitude of (1) 900 m or less, the
indicated air speed listed for each of the classifications of aircraft specified below:
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(1)

(2)

(3)

Question 16: Which of the following statements regarding the recent flight experience of a pilot engaged in operating
aircraft used for air transport services is correct?

60 d h ll t h d i th l t d t f i ti b th il t

A pilot engaged in operating aircraft used for air transport services must have experience of take-off
and landing in aircraft of the same type used for air transport services three times each, within 90
days prior to the day on which the pilot is carrying out pilot duties.

Flight crew-members carrying out instrument flight shall have instrument flight experience (including
simulator flight) of 5 hours or longer within the 180 days preceding the date of the flight.

(3)
(4)

Question 17: An aircraft engaged in operations in air at night shall be marked by the lights specified in Article 154 (Aircraft
lights) of the Ordinance for Enforcement of the Civil Aeronautics Act. Which of the following combinations of
aircraft lights is correct as the above-mentioned lights?

60 days shall not have passed since the last date of navigation by the pilot.
A pilot engaged in operating aircraft used for air transport services must have experience of take-off
and landing in aircraft of the same type used for air transport services one time each, within 120 days
prior to the day on which the pilot is carrying out pilot duties.

(1)
(2)
(3)
(4)

(1)
(2) Medium intensity white obstacle lights

High intensity obstacle lights

Starboard light, port light, tail light and anti-collision light
Starboard light, port light and tail light

Which of the following obstacle lights shall be fixed red lights?

Starboard light, port light and anti-collision light
Starboard light, port light, tail light and taxi light

Question 18:

(2)
(3)
(4)

(1)

Low intensity obstacle lights

Medium intensity white obstacle lights
Medium intensity red obstacle lights

Question 19: Which of the following acts is not included in the acts stipulated in Article 164-15 (Prohibition of safety
impeding act) of the Ordinance for Enforcement of the Civil Aeronautics Act?

An act of operating the opening and closing device of an entrance or an emergency door without a
proper reason

(2)
(3)

(4)

Eating food or drinking beverages that were brought into the aircraft by the passenger
An act of activating, without a proper reason, a mobile telephone or any other electronic device that
may hinder the safety of aircraft navigation, which is set forth in a public notice issued by the Minister
of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

An act of placing, without a proper reason, baggage in an aisle or any other place, thus blocking
evacuation in an emergency

Question 20: Which of the following flight types is not included in the flight types that may interfere with the safety of air

(1)
(2)
(3)
(4)

Flight that radically changes altitude
Flight carrying goods of an explosive or highly combustible nature

Q g g yp g yp y y
traffic specified in Article 198-2 (Flight that may interfere with safety of air traffic) of the Ordinance for
Enforcement of the Civil Aeronautics Act?

Flight involving frequent changes in aircraft attitude
Flight that induces stalling
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◎ 配　　点 １問　５点

◎ 判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 P５

資　格
定期運送用操縦士 (飛)

題数及び時間 ２０題　　　１時間
准定期運送用操縦士(飛)

航空気象〔科目コード：０２〕 記　　号 ＣＣＡＡ０２１３７０

◎ 注　　意 （１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

科　目

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す
ること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可
能となるので当該科目は不合格となります。

（２） 解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

定期･准定期(飛)-気象-1/5



接地逆転があること。
広範囲の高気圧に覆われていること。
T-Tdが０～２℃であること。
低気圧や前線があること。

海陸風についての説明で正しいものはどれか。
夜間に海から陸に向かう気流を陸風、日中に陸から海に向かう気流を海風という。
海陸風は一般風が弱い場合には、はっきり現れない。
海陸風は大規模風系であり、偏向力の影響をよく受ける。
地上天気図において海陸風の吹いている地点の風は、気圧場と無関係な風向
である。

大きな山脈を乗り越え吹きおりる気流は（２）乾燥断熱的に昇温するので平野に

高気圧域のアルチメーターセッティングのまま、気圧高度計の指針を保持し低気圧域へ
飛行した場合の記述で正しいものはどれか。

（４）

（１）

（ｂ）下降流に伴う断熱昇温で生じる。
（ｃ）

計器高度は真高度より高い。
計器高度と真高度は等しい。
計器高度は真高度より低い。
計器高度は平均海面高度より低い。

達した空気は（３）高温となり相対湿度が（４）高くなるのが普通である。

（４）

（１）
（２）
（３）

（３）
（２）

問 ７

問 6

標準大気の気温減率
（２）露点温度減率
（３）湿潤断熱減率

問 ３

問 ４

問 5

放射霧と呼ばれる霧が発生しやすい。
（ｄ）高気圧圏内において発生しやすい。

フェーン風について説明した文章の下線部（１）～（４）の記述で誤りはどれか。

下降した気流の温度が山麓の温度より（１）高い場合の風をいう。

問 1

問 ２

（４）大気の安定度は気温減率によっては決まらない。

1℃/100ｍになる気温減率で正しいものはどれか。

（３）
（４）

沈降性逆転層について（ａ）～（ｄ）のうち、正しいものはいくつあるか。

（ａ）冬季晴天時の夜間の放射冷却でできやすい。

（４）乾燥断熱減率

海霧が予想される条件として誤りはどれか。
（１）
（２）

大気の安定、不安定の説明について正しいものはどれか。
（１）中立の状態とは鉛直方向に動いた気塊が途中で停止してしまう状態をいう。

気温の逆転層内では大気は不安定である。
（３）上昇した気塊の温度が周囲より高いとき、空気塊の上昇は止まる。
（２）

（１）

（１）～（５）の中から選べ。

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） なし
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500hPa高層天気図の説明として正しいものはどれか。
（１）偏西風が最も強く現れ、ジェット気流の解析に最適である。
（２）対流圏の中間層にあたり、非発散高度に近い。
（３）山岳地帯を除けば下層大気の代表的な値を示す。
（４）最大風速層の高度分布を知るために有効である。

はいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。
北半球の偏西風帯におけるジェット気流について（ａ）～（ｄ）のうち、正しいもの

大陸性寒帯高気圧とは夏季に大陸で発達する背が高く寒冷な高気圧である。
（３）移動性高気圧には低気圧と低気圧との間に現れる尾根の高気圧と、極気団の氾濫に

（４）亜熱帯高気圧は亜熱帯の海上に発達する背の高い温暖な高気圧で、冬季に優勢で

（ｂ）ジェット気流の暖気側に比べて寒気側の方が上・中層で乾燥しているので、気象

（ｃ）亜熱帯ジェット気流と寒帯前線ジェット気流を比較すると、風速が極大となる高

（ｄ）日本付近の梅雨前線は、寒帯前線ジェット気流がヒマラヤ山脈・チベット高原で

（ａ）寒帯前線ジェット気流は亜熱帯ジェット気流と比較して、時間的にも空間的にも

（４） ４ （５） なし（３）

変動が小さい。

衛星観測による水蒸気画像の明暗の顕著な境界によって、ジェット気流の位置を

（２）

（３）ｍTw   : 揚子江流域を発源地として、春秋にあらわれる。
（４）ｃPk　 : シベリア大陸を発源地として、主として冬季にあらわれる。

気団の分類と発生について正しいものはどれか。
（１）
（２）ｍPk　：赤道地方を発源地として、主として台風期にあらわれる。　　

ｍE　  ：オホーツク海千島沖を発源地として、主として梅雨期にあらわれる。

より寒冷な気団がちぎれて動いてくるものとがある。

東西に長く発達する。

推定することが可能となる。

度は亜熱帯ジェット気流の方が一般に低い。

南北に分流した南側のジェット気流付近に位置する。

高気圧について正しいものはどれか。
（１）温暖高気圧は対流圏全体および成層圏でも暖かくなっている。

問 ８

問 ９

問 10

問 12

問 11

初期突風について（ａ）～（ｄ）のうち、正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（１） １ （２） ２ ３

ことがある。
（ｄ）積乱雲本体よりかなり先行する。

雷雲が襲来する直前に地上付近におこる風向・風速の急変である。
（ｂ）雷雲の中の下降流が地面に達し、地表で水平方向に流れを変え四方に吹き出した

（ｃ）風向の変化は180°も変わることがあり、風速も強烈で50～60ktを超える
ものである。

（ａ）

（１） １ （２） （４）２ （３） ３ ４ （５） なし
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ものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

等風速線によりジェット気流の位置、強さおよび高度を把握することができる。

（１）～（５）の中から選べ。

夏の雷雲発生のよい目安となる。
指数は値が大きいほど不安定度は大きい。
指数「＋３」は機械的上昇による発雷の可能性がある。
850hPaの空気塊を500hPaまで上昇させたときの気温と、500hPaの
空気の温度差を指数としたものである。

シュワルター指数についての記述（ａ）～（ｄ）の中で正しいものはいくつあるか。

（ａ）

以下の場合に通報される。
（ｄ）通報は実際に着陸に使用されている滑走路の接地帯を代表する値が最大４群まで

（１）

１ （２） ２

METARにおける滑走路視距離（RVR）についての記述（ａ）～（ｄ）のうち、正しい

（ａ）Rに続いて着陸に使用している滑走路番号、斜線、4桁の数字による10分間の平均
RVR値、変化傾向を表す記号で示される。

/////が示される。
（ｃ）卓越視程あるいは方向視程が1,500m以下、またはいずれかのRVRが1,800m

（３） ３

問 14

問 13

問 15

問 16

（ａ）

（４）

（ｂ）

（ｂ）観測すべき時に観測値が得られない場合、及び滑走路灯/滑走路中心線灯の輝度
情報を観測システムに取り込んでいる飛行場において滑走路灯または滑走路中心
線灯が消灯した（灯火の要件を満たさない）場合は、当該滑走路番号を前置して

なし

BECMGの予報期間は１～４時間である。
（ｂ）BECMGは、予報期間内に気象状態が変化し、予報期間終了後は変化後の状態が

続く場合に使われる。
（ｃ）

３

１ （２） ２

示される。

（４） ４ （５）

TEMPOは、気象状態の一時的変動が頻繁にまたは時々発生し、その各々が１時間

運航用飛行場予報（TAF）の変化群について（ａ）～（ｄ）のうち、正しいものは
いくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

以上続かない場合に使われる。
（ｄ）TEMPOは、一時的に変化した気象状態の合計時間が、予報期間の１/２未満の

場合に使われる。

（１） １ （２）

雲のない大気中では着氷はおこらない。

翼の前縁半径が大きいほど着氷しにくい。
（３）衝突する水滴の半径が大きいほど着氷しにくい。
（２）

着氷についての記述で正しいものはどれか。
（１）対気速度が速いほど着氷しにくい。

（２）高層断面図は大気を鉛直にとらえた解析図である。
（３）水蒸気が少ない高層では、圏界面から等温位線が傾斜し温位傾度が小さい場所

問 17

なし

（ｃ）
（ｄ）

（３） ３ （４） ４ （５）

（４）

２ （３）

（１）

が前線に対応している。

（４） ４ （５） なし

高層断面図についての説明で誤りはどれか。
（１）風のシャーの把握としては、等風速線の混んでいる位置に注目する。
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（１）～（５）の中から選べ。

（１）春先に日本海を発達しながら通過する低気圧に吹き込む南風により、太平洋側で

（４） ４ （５） なし

面や陸地は黒く見える。
（ｄ）赤外画像は、太陽光の当たらない夜間でも画像が得られるため、連続的に雲の変

（２） ２ （３） ３

（ｃ）赤外画像では、一般に雲頂高度の高い（温度の低い）雲ほど白く見え、暖かい海

によってもたらされる。

フェーン現象が起こることがある。
（２）上層風が低気圧のすぐ北側で強い時、低気圧は発達する。
（３）梅雨前線は、同じ地域に長時間停滞している場合だけでなく、南北に移動している

場合にも猛烈な雨を降らせることがある。
（４）冬季に関東地方南部で大雪となるのは、ほとんどが本州の南海上を通過する低気圧

衛星画像についての記述（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいくつあるか。

（ａ）可視画像では、一般に上層雲は白く、下層雲ほど暗さが増していく。

え、薄い雲は、陸地や海面からの反射も加わり、厚い雲より黒くみえる。
可視画像では、同高度にある雲でも、厚い雲ほど太陽光の反射が強くなり白く見（ｂ）

（２）

20問

19問

18問

化を捉えられるという長所がある。

（１） １

日本列島に影響をもたらす低気圧や前線についての記述で誤りはどれか。

（４） ４ （５） なし（１） １

渦度についての記述（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

２ （３） ３

（ｂ）ジェット気流の北側では正、南側では負の渦度となっている。
（ｃ）強風帯の中心に沿って渦度の０（零）線が現れる。
（ｄ）渦度の最大値はほぼ前線帯と一致している。

（ａ）渦度は時計回りの回転を正とする。

定期･准定期(飛)-気象-5/5



資　格
准定期運送用操縦士（飛）

題数及び時間 ２０題　　１時間
定期運送用操縦士（飛）

ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す
ること。

◎

合格は１００点満点の７０点以上とする。◎

配　　点 １問　５点

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
注　　意

判定基準

科　目 ＣＣＡＡ０３１３７０記　　号

（１）

航空工学〔科目コード：０３〕

◎ 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

能となるので当該科目は不合格となります。
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

（２）

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題　　　P６

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード

※ 設問２及び１９に誤記がありましたが 問題内容に影響はないと思われるため

定期・准定期（飛）-工-  1/5

　　　　　　そのまま採点します。
　　　　　※　設問２及び１９に誤記がありましたが、問題内容に影響はないと思われるため、
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（１）後退角を持たせると翼厚を薄くしたのと同じ効果がある。

（１）

（２）

と。
（４）動安定が負とはじょう乱を受けたとき時間の経過と共に振幅が大きくなること。

と。
静安定が正とはじょう乱を受けたときもとの姿勢に戻らず、その姿勢を維持するこ

（３）
静安定が負とはじょう乱を受けたときもとの姿勢に戻らず、変位が大きくなること。

航空機の安定性について誤りはどれか。4

（３）
（４）

（２）

問

問 2

高速機の主翼に関する説明で正しいものはどれか。

操縦装置を中立に保つ。
操縦者の要する力は、速度によって変化する。

（１）～（５）の中から選べ。

（ｄ）

3

（ｂ）

問

常に正の値で、迎え角とCDの関係はだいたい揚力係数曲線と同じカーブを示す。

テーパを強くすると翼端失速を遅らせる効果がある。

迎え角が負になればCDも負の値となる。

一般的な主翼の抗力係数（CD）に関する説明で正しいものはどれか。

迎え角が変化してもCDは負の値とならない。

1
（１）

問

操縦者の操舵力を軽減する。

油圧アクチュエータを用いる動力操縦装置に装備されている人口感覚装置（Artifical

零揚力時の迎え角、すなわち垂直急降下の場合にはCDは負となるが、その他の場

操縦者が過大な操舵を行うことを防ぐ。

（３）
アスペクト比を小さくすると航続性能が向上する。

ウイングレットをつけると縦横比を小さくしたのと同じ効果がある。

（ａ）

合は必ず正の値である。

Feel System）の説明（ａ）～（ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（ｃ）

（１）　１　（２）　２　（３）　３　（４）　４　（５）　なし

（２）

（４）

動安定が中立とはじょう乱を受けたとき時間の経過と共に一定の振幅を繰り返すこ

定期・准定期（飛）-工-  2/5

156kt
（３）140kt
（４）112kt

標準大気の場合マッハ数が最大となる。
（３）

を求めよ。ただし、計器誤差、位置誤差、空気の圧縮性の補正及び翼面積の変化は

無視できるものとし、海面上の空気密度はρ=0.000238lbs/ft
3
、

1ktは1.69ft/secとする。
（１）160kt
（２）

であった。フラップを下げて最大揚力係数が30%増加した時の失速速度(EAS)

空気密度が大きい方がマッハ数が大きい。

重量一定、高度一定の飛行機のフラップ上げでの失速速度(EAS)が160kt

温度が低い方がマッハ数が大きい。

対流圏において真対気速度一定で飛行している場合のマッハ数に関する説明で正し

（１）気圧が低い方がマッハ数が大きい。
いものはどれか。

（４）

（２）

5

6問

問
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の中から選べ。

（ｂ）

（ｄ）層流中では流速は規則的に変化しているが、乱流中では流速の変化は不規則である。

（ａ）乱流は層流よりも境界層が厚い。

乱流は剥離しにくく、層流は剥離しやすい。
層流は乱流より摩擦抗力が小さい。

層流と乱流の性質（ａ）～（ｄ）で正しいものはいくつあるか。（１）～（５）

後退角を与える。
（３）翼の根元にストール・ストリップを取り付ける。

翼のテーパを弱くして、矩形翼に近づける。
翼端にねじり下げをつける。

（３）
（２）構造は、制限荷重に対して安全上有害な残留変形を生ずるものであってはならない。
（１）別に規定する場合を除き制限荷重に対し1.5の安全率を適用している。

（４）

正の制限運動荷重倍数は1.5よりも小さくてはいけなく、および2.5より大き

（２）

耐空類別が飛行機輸送T類に適用される強度に関する説明で誤りはどれか。

（４）固有振動数を変える。

は負荷の実際に模した動的試験によって十分な強度が証明されるものでなければな

（２）舵面の重心位置をできるだけ前方に移す。

い必要はない。

らない。

9

8

問

問

（３）

舵面によって発生するフラッタの防止策で誤りはどれか。

問 10

（１）ホーン・バランスを取り付ける。

7

（４）構造は、終極荷重に対して少なくとも3秒間は破壊することなく耐えるものか、又

マス・バランスを取り付ける。

問

（ｃ）

（１）
翼端失速の防止策で誤りはどれか。

（１）　１　（２）　２　（３）　３　（４）　４　（５）　なし
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（４）

の向かい風を受けた時の離陸距離を求めよ。
離陸速度200km/h、無風時の離陸距離1,200mとなる航空機が、10m/s

（３）

（１）翼の空力中心と弾性軸が近づくと起きにくい。

807m

部材が破壊すると近くの遊んでいる部材が全荷重を受け持つ。
部材が破壊してもその部材の分担荷重が他の数多くの部材に分配される。

（２）
（１）

（４）2個以上の部材を結合しているので、部材にクラックが発生した場合、クラックは

（４）
空力弾性に基づく振動現象である。

（３）

空気力による弾性変形によって生ずる現象である。

部材が破壊し始めるとその部材の受け持つ荷重がすべて硬い補強材に転移される。
13

11

問

問

（２）

問

12

（２）

（１） 682m

結合面の間隔によって阻止される。

（３）

ダイバージェンスの説明で誤りはどれか。

ダイバージェンスがはなはだしいと翼が破壊する。

レダンダント構造方式の説明で正しいものはどれか。

973m
1,162m
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（１）　１　（２）　２　（３）　３　（４）　４　（５）　なし

フェール・セーフ保護（Fail Safe Protection）
接地保護（Touchdown Protection）

（ｄ）

EPR＝タービン出口全圧/コンプレッサ入口全圧

（ａ）
（ｂ）

（２）

アンチスキッド制御装置の機能（ａ）～（ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

大気圧力が増加すると空気密度が増加して単位体積当たりの空気重量が増加するた

（ａ）

EPR＝タービン入口全圧/コンプレッサ入口全圧

翼厚分布と前縁半径 説明に （ ） （ ） うち も は く あるか

（ｂ）

（１）EPR＝タービン入口全圧/コンプレッサ出口全圧
推力設定パラメータのEPR（エンジン圧力比）で正しいものはどれか。

め出力は大きくなる。
（ｃ）

EPR＝タービン出口全圧/コンプレッサ出口全圧

ロックした車輪のスキッド制御（Locked Wheel Skid Control）

（３）

（ｃ）

問

17

通常スキッド制御（Normal Skid Control）

問 15

14

問

問

め出力は大きくなる。

16

大気温度が低下すると空気密度が増加して単位体積当たりの空気重量が増加するた

（１）～（５）の中から選べ。

大気の状態とタービン・エンジン出力との関係の説明（ａ）～（ｄ）で正しいもの

（１）　１　（２）　２　（３）　３　（４）　４　（５）　なし

（４）

推力はラム効果によりある飛行速度までは一時的に増加するが、機速の増加に伴っ
てラム効力の影響があるため推力は減少する。

はいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（ｄ）飛行高度が高くなると気温の低下により推力が増加し、気圧の低下により推力は減
少するが、気温の低下の影響が大きいため飛行高度の増加とともに実際の推力は増
加する。
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（４）29.92inHgで規制された高度を応答する。

前縁半径が大きい翼型は前縁半径の小さい翼型と比較して、迎え角が大きくなって

（ｃ）最大翼厚付近より後方部分の上面曲線の曲率が強い翼型では後縁に生じた剥離の

（２）指定されたコードを質問を受けたときに応答する。

（ａ）前縁半径が大きい翼型は前縁半径の小さい翼型と比較して、迎え角が小さい間でも

Mode S Transponderのみが有する機能の説明で正しいのはどれか。

翼厚分布と前縁半径の説明について（ａ）～（ｄ）のうち正しいものはいくつあるか。

（３）飛行高度を100ft間隔で応答する。

17

問 19

18

（１）航空機に割り当てられた個別アドレスを有する。

（１）　１　（２）　２　（３）　３　（４）　４　（５）　なし

問

問

（ｄ）

（４）大電流放電時において安定した電圧を保つ。

（１）電解液の比重が充電と放電では変化しない。
（２）

最大翼厚付近より後方部分の上面曲線の曲率が直線的な翼型では後縁に生じた剥

振動の激しい場所でも使用でき、腐食性ガスをほとんど出さない。

抗力が大きい。

も剥離が生じにくい。

（１）～（５）の中から選べ。

（３）高温特性は優れているが、低温時には電圧降下が著しい。

ニッケル・カドミウム蓄電池の特性で誤りはどれか。

（ｂ）

離が急激に前進するため、揚力の減少が激しい。

前進が遅くなり揚力の減少が緩やかになる。
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（４）3.2%前方へ移動する。
（３）5.4%前方へ移動する。

（１）

る130kgの貨物を基準線後方340cmから270cmのところに移動した。空力
問 20

7.6%前方へ移動する。（２）

総重量1,200kg、重心位置が基準線後方260cmにある飛行機で、搭載してい

16%前方へ移動する。

平均翼弦（MAC）の長さが140cmとすると、新しい重心位置はMAC上でどのく
らい移動するか。
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P10

記　　号航空気象〔科目コード：０２〕

ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す
ること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

判定基準

◎

◎

配　　点

資　格 ２０題　　４０分題数及び時間事業用操縦士 (飛)(回)(船)

科　目

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー

Ａ３ＣＣ０２１３７０

◎ 注　　意 （１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

１問　５点

（２）

合格は１００点満点の７０点以上とする。

能となるので当該科目は不合格となります。

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

事操(飛)(回)(船)-気象-1/4事操(飛)(回)(船)-気象-1/4



大気の鉛直構造について誤りはどれか。
気温が高度とともに5～６℃/kmの割合で減少していく範囲を対流圏といい、
上下の気流の対流がさかんにおこる。
成層圏と対流圏の境を対流圏界面といい、その高度は赤道付近で最も低い。
成層圏の大気は安定した成層で水蒸気が少ないため、普通状態では雲はない。
高度80km以上の熱圏内にはいくつかの電離層が存在し､オーロラが発生する。

日本付近にあらわれる気団について誤りはどれか。
オホーツク海気団は1年を通してあらわれる。
シベリア気団は主として冬季にあらわれる。
揚子江気団は春秋の候にあらわれる。
小笠原気団は主として夏季にあらわれる。

山岳波についての説明で誤りはどれか。
山頂高度付近に逆転層があり、山脈に直角に近い風向で風速が強いときに風下に
山岳波が発生する。
山岳波は富士山のような孤峰の風下側には発生しない。
山岳地帯で風が強ければ雲の有無に関係なく山岳波に伴う乱気流が存在する。
強い山岳波は山脈の風下側100マイルくらいまで影響していることがある。

地上天気図に使用される海上警報｢SＷ｣で正しいものはどれか。

（４）

暴風警報
台風警報

問

温暖前線の特徴として誤りはどれか。

（１）
（２）
（３）
（４）

一般に層状の雲が広がり、前線の接近とともに雲底は低くなる。
前線の進行方向では低シーリングや悪視程をもたらすことがある。
温暖前線は寒冷前線に比べるとその移動速度は速い。
広い範囲にわたって悪い天気となる。

問 ２

（３）

（３）

（２）

問

問 １
（１）

（１）

（１）

（２）
（３）

問

（２）
（３）
（４）

（４）

（１）

４

（４）

５

（２）

一般警報
強風警報

３
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雷雲に発生するひょうについての説明で誤りはどれか。
ひょうは雷雲が作り出す氷の粒で、その直径は0.5～８cmぐらいである。
ほとんど全ての雷雲では、その生涯のある時期その雲中にひょうを伴っている。
積乱雲の中で上昇流にのった小さな粒のひょうは､上空へ持ち上げられる途中で
過冷却水滴にあたり大きくなりながら上昇し、重くなれば雲中を落下してくる。
かなとこ雲の中に運び込まれたひょうは、強い上昇気流によりさらに上空へ
持ち上げられる。

METARは磁方位、ATISも磁方位
METARは磁方位、ATISは真方位

METARは真方位、ATISも真方位

対流圏の中間層にあたり、大気の流れを知るために最適である。
（２）この高さの湿った暖気移流は雨の予報に利用される。

METARは真方位、ATISは磁方位

（１）

METAR及びATISで報じられる風向について正しいものはどれか。
（１）
（２）

問

問 ６

問

７ 850hPa天気図の説明として誤りはどれか。

山岳地帯を除けば気象要素は下層大気の代表的な値を示す。
（４）前線系の解析に最適である。

８

（１）
（２）
（３）

（４）

（３）

（３）
（４）
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ある空港において巻雲、巻層雲、高層雲、乱層雲が順次観測された。今後予想される
気象現象で正しいものはどれか。

高気圧の持続
寒冷前線の接近
気温の低下
温暖前線の接近

海霧は、比較的暖かい海面をおおっている気団が、冷たい海面に移動してきた
ときに発生する。
放射霧は、夜から朝にかけて雲が多く、風の強いときに発生する。
蒸気霧は、寒気が暖かい水面に移動してくることにより発生する。
滑昇霧は、湿った空気が山の斜面をはいあがるとき、断熱冷却した空気塊が
飽和してできる。

国際標準大気における平均海面上5,000ftの気温で正しいものはどれか。
＋10℃
＋  5℃
±  0℃　
－  5℃

地上において外気温度28℃、露点温度が20℃のとき、上昇気流によってできる雲の
おおむねの雲底の高さはどれか。

2,000ft
3,000ft
4,000ft
5,000ft

寒冷前線がもたらす一般的な気象現象について誤りはどれか。

（２）

（４）

（１）
（２）

（３）

11

13

（１）

問

（２）持続性の降水による長時間の視程障害
前線通過時の低いシーリング及び強雨（１）

（３）前線通過後 気圧 上昇及び気温 急下降

問 12

問

（１）
（２）

問

問10 

９

（１）
（２）
（３）

（４）

（４）

（３）

霧の発生についての説明で誤りはどれか。

（３）
（４）
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された運航上重要な天気現象について報じられる」ときのMETARに使用される天気
略語として正しいものはどれか。

「観測時間にはないが、観測時前1時間以内で、かつ前回の定時観測時刻以降に観測

直上を東進する場合、中心が通るまでは晴天となる。

（３）

雲形は層状雲形である。

北方を西から東進する場合、晴天が続く。

問 16 日本付近を通過する移動性高気圧の進路と天候の特性について誤りはどれか。

直上を東進する場合、中心が通り過ぎる頃から雲が広がりはじめる。

（４）

南方を西から東進する場合、高温な晴天が続く。

（２）
（１）

（４）

（２）

寒気団の特性について誤りはどれか。問 15

VC

視程は良好である。

（１）安定度は不安定な気温減率である。

（３）

（３）前線通過後の気圧の上昇及び気温の急下降

（２）

（３）

（１）

（４）地上風向の急変及び前線通過後の強風

気流は下層に乱流がある。

問 14

（４）

PR
RE
BC
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（１）～（５）の中から選べ。

運航用飛行場予報気象通報式（TAF）について（ａ）～（ｄ）のうち、正しいものは

有効期間は発表時刻より24時間である。

変化指示符のTEMPOは変化の始まる時刻から終わる時刻内に規則的に変化し、
その後は変化後の状態が続く場合に使われる。

（ｂ）
1日4回（03･09･15･21UTC）電文形式及び時系列図表形式により発表される。

（ａ）

（ｃ）

（ｄ）

いくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

風は予想風の平均風向・風速（10分間平均）が示される。

（ｃ）
（ｄ）最大風速は20ノット程度である。

問 19

問 17 ダウンバーストについて（ａ）～（ｄ）のうち、正しいものはいくつあるか。

（ａ）

（５）

地霧の発生

雷雲の接近に伴う気象現象について（ａ）～（ｄ）のうち、正しいものはいくつあるか。

（１）

（ｂ）

（１）～（５）の中から選べ。

２ ３

積乱雲の下などで地表付近に発生する強烈な下降気流である。

（３） ３ （４）

（４）

持続時間は1時間以上である。
地上付近で水平方向へ広がり、急に勢いが弱まる。

１

４

（２） ２

ひょうが降る。

（３）

風向、風速の急変が起こる。

なし

１ （２）

４

（ｄ）初期突風としゅう雨の襲来によって気圧が急激に上昇する。

（ａ）

（５）

（ｂ）

（１）

（５） なし

（ｃ）

４ なし２ （３） ３（１） （４）

（２）１

問 18
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850hPaの風
700hPaの風
500hPaの風
300hPaの風

（１）

（３）
（４）

問 20 台風を移動させる場の風を指向風という。台風の転向後偏西風領域における一般的な

（２）

指向風として正しいものはどれか。
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◎ 配　　点 １問　５点

◎ 判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

              航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 Ｐ１１
資　格 事業用操縦士（動滑）（上滑） 題数及び時間 ２０題　　４０分

能となるので当該科目は不合格となります。

（２） 解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す
ること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

科　目 航空気象〔科目コード：０２ 〕 記　　号 Ａ３ＧＭ０２１３７０

◎ 注　　意 （１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験
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問 １

空気塊 断熱変化に いて誤りはどれか

（２）大気は適当な水蒸気を含む空気からなり、湿度67%と仮定している。
（３）上層の気圧面の高さを毎日観測したものである。

（１）気温の鉛直傾度は、地上11～20kmの間は 0.0℃/kmで等温であるが、その上は

（２）高気圧圏内では、上空の空気が下降することにより、上空に逆転層が形成される。

（４）気温と露点温度との差を「湿数」という。

問 ２

標準大気について正しいものはどれか。

規定された高さまで +1.0℃/kmで上昇すると仮定している。

問３

問

限らない。
（３）一定気圧の空気の温度を下げ、露点温度に達した状態を飽和という。

（１）一定気圧の空気の温度を下げたとき、露を結びはじめるときの温度である。
（２）一定気圧の空気の温度を下げ、露点温度に達したときでも相対湿度は100％とは

（４）国際民間航空で採用している標準大気は地上320㎞までを規定している。

露点温度について誤りはどれか。

問 ５

対流圏について正しいものはどれか。

（３）寒気の上に暖気の移流がある場合に逆転層が形成される。
（４）大気の乱れの強い空気層があり、その上に乱れの弱い空気層がある場合、乱れの弱

４

（４）対流圏内の上層にはオゾンを含むオゾン層が形成される。

（２）対流圏と成層圏の境を中間圏といい、その高度は高緯度ほど低い。
（３）対流圏では横方向の空気の移動は盛んに起こるが、上下方向はほとんど起こらない。

（１）内陸部では、風の弱い晴天時に夜間の放射冷却により逆転層が形成される。
前線性逆転について正しいものはどれか。

（１）対流圏では高度が上がると気温が減少する。

い層の下部に逆転層が形成される。
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空気塊の断熱変化について誤りはどれか。

（３）湿潤断熱減率は乾燥断熱減率に比べて大きい。
（４）大気が上昇して飽和に達する直前までの気温減率のことを乾燥断熱減率という。

（１）空気塊の移動に際して、外部との熱の出入りが全くない変化を断熱変化という。
問 ５

（２）乾燥断熱減率は１℃／１００ｍである。

夏場に打ち水をすると少し涼しくなったように感じるが、これは蒸発する際に熱を

水蒸気や水から放出された熱エネルギーは、低気圧や積乱雲を発達させることもあ
る。

（３）

（４）

固体から液体、液体から気体へ変化するときは熱を吸収するが、固体から気体へ変

問 ６ 潜熱について誤りはどれか。
（１）潜熱とは、固体、液体、気体間の相が変化する際、吸収または放出される熱量をい

（２）
う。

化するときは熱を放出している。

（２）Cb
（３）Cu

（１）Ns

吸収する現象を利用したものである。 

問 ７ ダウンバーストなどの強い下降気流が予想されるものはどれか。

（４）Sc
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（１）ローター雲
乱層雲（２）

問 ８ 山岳波に伴う雲で誤りはどれか。

（a）METAR      定時飛行場実況気象
（b）SPECI        特別飛行場実況気象

問 ９ 航空気象電文について（a）～（d）のうち正しいものはいくつあるか。（１）～（５）

（３）笠雲
（４）レンズ雲

の中から選べ。

問 10

（c）TAF           運航用飛行場予報
（d）TREND      着陸用飛行場予報

（１）　１　　（２）　2　　（３）　３　　（４）　４　　（５）　無し

（１）畑よりも森や緑地によく発生する。
（２）晴天日でその日の最高気温が観測される時間帯によく発生する。

問 11

サーマルについて誤りはどれか。

寒気団の特性で誤りはどれか。

（３）沼地よりも砂地や岩石の多い地面によく発生する。
（４）サーマルは地表面が暑く熱せられるほど上昇流が強くなる。

（１）気流は下層に乱流がある。
（２）視程は良好である。
（３）雲形は層状雲形である。
（４）安定度は不安定な気温減率である。
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（１）風向・風速の急変が起こる。
雷雲の接近に伴う気象現象として誤りはどれか。問 12

（２）雹が降る。

問 13 海上警報の記号と内容の組み合わせ（a）～（d）のうち正しいものはいくつあるか。

（b）  Ｗ ：風警報（一般警報）

（３）
初期突風としゅう雨の襲来によって気圧が急激に上昇する。（４）
霧が出始める。

（a）ＧＷ：強風警報

（１）～（５）の中から選べ。

（c）ＳＷ：暴風警報
（d）ＴＷ：台風警報

（１）　１　　（２）　2　　（３）　３　　（４）　４　　（５）　無し

（３）最も下の雲層の地表面から雲低までの高さである。
（４）最も下のＢＫＮ以上の雲層の地表面から雲低までの高さで、6,000ｍ未満のもの

（１）最も下のＦＥＷ以上の雲層の平均海面から雲低までの高さである。
（２）最も下のＢＫＮ以上の雲層の平均海面から雲低までの高さである。

問 14 シーリングについて正しいものはどれか。

である。

事操(動滑)(上滑)-気象-3/4



問 15

傾度風について誤りはどれか。

（１）ウェーブ・リフトが発生するメカニズムはスロープ・リフトと全く同じである。
（２）ウェーブが発生するときの山頂高度付近の大気は、安定度が不安定である。

問 16

ウェーブについて正しいものはどれか。

ダウンバーストについて正しいものはどれか。

（２）BR
（３）VC

（１）
問 17

METARで通報される卓越視程で正しいものはどれか。

（３）ウェーブ・ソアリングを行う場合、低層に乱流域があって危険な場合もある。
（４）ウェーブは、風向が山並に対して平行か平行に近い角度のとき発生しやすい。

（１）地平円の全方位を八等分し、各方位の水平視程を平均したものである。

METARで「もや」を示す記号で正しいものはどれか。

（３）地平円の全方位を八等分し、その中の最小水平視程である。
（４）地平円の半分もしくはそれ以上の範囲に共通した最大水平視程である。

（２）地平円の全方位を八等分し、その中の最大水平視程である。

HZ

（４）TS

（３）地上付近で水平方向へ広がり、急に勢いが弱まる。
（４）最大風速は20ノット程度である。

（２）持続時間は1時間以上である。

問 18

問 19

（２）地衡風は傾度風の特別な場合である。
（３）等圧線が曲が ていることによる遠心力の影響を入れた風である

（１）積乱雲の下などで地表付近に発生する強烈な下降気流である。

（１）等高線（または等圧線）の切線方向に吹く風である。
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問 20 台風について正しいものはどれか。

（４）地表摩擦の影響を受けた低層の風に近似する。
（３）等圧線が曲がっていることによる遠心力の影響を入れた風である。

（４）予報した時刻に、予報円内に台風の中心が入る確率は97％である。

大きくなり中心に吹き込めなくなる。これを台風の眼という。
（３）時計回りに風を吹き込む。

（１）熱帯性低気圧のうち、最大風速が秒速34m以上のものである。
（２）渦巻き状に中心へ吹き込む風が中心付近で風速が極端に大きくなると、遠心力が
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航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題　　　P１２
資　格 ２０題　　４０分

Ａ３ＡＡ０３１３７０

題数及び時間事業用操縦士（飛）

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

記　　号

（１）

航空工学〔科目コード：０３〕

（２）

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード

能となるので当該科目は不合格となります。
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

１問　５点

判定基準

◎
番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー

注　　意

科　目

「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す
ること。

◎

合格は１００点満点の７０点以上とする。◎

配　　点
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（２）
の方へ傾く。

空気力が原因である。

高翼機より低翼機の方が強い影響を受ける。

どれか。

（４）左旋回を行うと機首を下げようとする力がはたらく。

（４）

（３）

（２）

翼の縦横比が小さいときほど吹き下ろし角が大きいので影響を受けやすい。

ある。

「ＣＡＳ」とは、ＩＡＳを位置誤差と器差に対して修正したものである。
問

問

「ＴＡＳ」とは、ＩＡＳを密度変化に対して修正したものである。

3

問 2

エルロン・リバーサルについて誤りはどれか。

（２）
（１）

（４）

高度が翼幅と等しいところから現れ始めると見てよい。

1
（１）

「ＥＡＳ」とは、ＣＡＳを特定の高度における断熱圧縮流に対して修正したもので

速度に関する説明で誤りはどれか。

耐空類別「飛行機普通N」の失速警報の作動が始まる速度について正しいものは

問

5問

4

（３）エルロン・リバーサルを防ぐには補助翼をできるだけ翼端側に寄せるとよい。

（２）
右旋回を行うと機首を上げようとする力がはたらく。

機首上げを行うと機首を右に向けようとする力がはたらく。
機首下げを行うと機首をさらに下げようとする力がはたらく。

（３）

失速速度±1kt

（３）

（１）この現象はフラッタやダイバージェンスとは関係なく、翼の剛性と補助翼に加わる

（１）

（１）

海面上標準大気においては、ＥＡＳ＝ＴＡＳである。

（４）エルロン・リバーサルを防ぐにはねじりモーメントが生じないような操縦翼面にす
るとよい。

どれか。

機首に右回転プロペラを装備した単発機におけるジャイロ効果について正しいものは

低速時、特にフラップ角を着陸位置に下げた時ほど影響は小さくなる。

高速飛行中に操縦輪（桿）を操作して機体を傾けようとしたとき、極端な場合は逆

地面効果の影響に関する記述で誤りはどれか。
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耐空性審査要領の速度の定義で誤りはどれか。

耐空類別「飛行機普通Ｎ」の離陸距離の定義で正しいものはどれか。

上昇率が 大となる速度を 良上昇率速度といい、ＶYで表す。

失速速度に少なくとも10ktを加えた速度

一般にVXはVYより大きい速度である。

上昇勾配が 大となる速度を 良上昇角速度といい、ＶXで表す。

（１）

7

問 8

問 6

問

失速速度に少なくとも15ktを加えた速度

（３）ＶAとは設計運動速度をいう。

（２）

（２）
失速速度±1kt

（３）

（１）

ＶDとは 大突風に対する設計速度をいう。

ＶXとＶYは絶対上昇限度で同じ速度となる。

失速速度に少なくとも5ktを加えた速度

ＶNEとは超過禁止速度をいう。

（２）

（４）

離陸及び離陸面から、浮揚するまでの必要距離
離陸及び離陸面から、浮揚して10.7m（35ft）の高度に達するまでの必要距離

（３）

（３）

（１）
（２）ＶNOとは構造上の 大巡航速度をいう。

上昇性能について誤りはどれか。

（４）

離陸及び離陸面から、浮揚して15m（50ft）の高度に達するまでの必要距離
（４）離陸及び離陸面から、浮揚して製造者が決めた高度に達するまでの必要距離

（１）

（４）
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（４）

（４）

（１）

タブを舵面と同じ方向に動かして、舵の効きを増加させる。

遠隔操作が容易であるが、過負荷に対しては安全性が低い。

少ない。

（３）

トリム・タブについて正しいものはどれか。

12

10

13

問 9

問

問 11

問

問

タブを動かし、保舵力をゼロにして機体の姿勢を保つ。
（２）操縦輪により直接タブを動かし、機体の操縦を行う。

回転状態でも安定した高電圧スパークを供給できる。

（４）

油圧系統の特徴について誤りはどれか。

である。

運動速度の制御範囲が広く、無段変速ができる。

常用回転範囲において、マグネトは回転数とともに発生電圧も高くなるので、高

点火系統について（ａ）～（ｄ）のうち、正しいものはいくつあるか。

発電するため、バッテリ点火系統のような外部からの電源は不要である。
（２）

マグネトの特徴で誤りはどれか。

（３）

（１）自ら点火を行っているエンジン出力の一部を利用してマグネトを機械的に駆動し

2枚の板状外皮の間に芯材をはさんでサンドイッチ状に製作した板を用いたもの
力の大部分を受け持つ構造外皮で覆われたものである。

（４）

（１）

舵面後部に取り付けた金属板の角度を地上で調整しバランスをとる。

セミモノコック構造の説明で正しいものはどれか。

棒、ビーム、ロッド、チューブ、ワイヤ等からなる固定骨組みを形成する部材の

航空機エンジン用のマグネトは回転磁石式である。

（３）構成が複雑で部品数も多く信頼性が低いが、発熱量が多く高空でも性能低下が

（３）
作動または操作させる場合、運動方向の制御が容易で、応答速度も速い。
装置重量の割に大きな力と動力が得られ、制御しやすい。

（１）縦および長手方向部材のない単なる金属のチューブである。
（２）縦および長手方向部材の部品から構成され、負荷される荷重に対しねじれ、剪断応

（２）

集合体である。

（１）～（５）の中から選べ。
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14問

（ｂ）二重点火方式にすると、発電の負荷が増すため出力が落ちる。

二重点火方式にすると、一系統が故障した場合でも残りの一系統でエンジンの
運転が継続できる。

（３）
（４）

高い発熱量
（１）高いアンチノック性

耐寒性に富むこと
低い気化性

（２）

（１）１　（２）2　（３）３　（４）４　（５）なし

航空燃料（ガソリン）の具備すべき条件で誤りはどれか。

（ｄ）

（１）～（５）の中から選べ。

（ｃ）二重点火方式にすると、デトネーション防止に効果がある。

（ａ）

二重点火方式では各シリンダに点火栓が複数ついている。
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である。

問

整流回路にはダイオードが用いられている。

15

16

整流とは直流を交流に変換することをいう。

問

問 19

（３）
（２）

18 「VOR」についての記述で誤りはどれか。
基準位相信号と可変位相信号の位相差を測定することによりラジアルを表示する。

VOR局からの見通し線以上の高度でなければ受信できない。

問 20

旋回誤差に注意する必要がある。
（４）

降下中に静圧孔が閉塞したときの関連する計器の指示として正しいものはどれか。
（１）

（３）
渦動誤差

問

（３）

前席（基準線後方50inch）に1名、後席（基準線後方150inch）に2名搭乗し、離陸重

（１）

高度計は実際より低く、速度計は実際より小さく指示する。

高度計は実際より低く、速度計は実際より大きく指示する。

（２）

（４）

17

問

（４）

フラックス・バルブの説明で正しいものはどれか。

電気回路における整流について誤りはどれか。
（１）

（２）

整流後の交流分をリップル（脈動）といい、安定させるためには平滑回路を用いる。

磁気コンパスの誤差で誤りはどれか。

（２）

主静圧孔が凍結などで閉塞された場合に切り替えて使用できるようにする装置

（１）磁場を感知して、その方向と向きを電気信号に変換する装置である。
（２）液体を一方向へのみ流すが、その反対方向へは流さない装置である。
（３）通常の作動系統から緊急時の作動系統に切り変えるときに使う装置である。

高度計は実際より高く、速度計は実際より小さく指示する。

（３）高度計は実際より高く、速度計は実際より大きく指示する。

（４）

（１）北旋誤差

整流には半波整流と両波整流がある。

弾性誤差

周波数はVHF帯である。

加速度誤差

（４）
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問 20
量5,000lbs、重心位置は基準線後方100inchと算出されたが、出発前に前席2名、後席

（２）
（３）基準線後方94inch

前席（基準線後方50inch）に1名、後席（基準線後方150inch）に2名搭乗し、離陸重

（１）基準線後方84inch
基準線後方88inch

（４）基準線後方97inch

1名に変更した。変更後の重心位置を求めよ。ただし1名150lbsとする。
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ること。

判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

１問　５点◎

◎

配　　点

      航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 P13

資　格 事業用操縦士（回） 題数及び時間 ２０題　　４０分

Ａ３ＨＨ０３１３７０

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード

科　目 航空工学〔科目コード：０３〕

◎ 注　　意 （１）

（２）

のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可
能となるので当該科目は不合格となります。

「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

記　　号

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す
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正 誤
誤 正

正
誤 正

誤
正

誤

「自動回転飛行」とは、回転翼航空機が運動中、その揚力を受持つ回転翼が自動（２）

って、最大離陸重量8,090kg以下のものである。

誤

（３）
（４）

正

転翼による揚力及び推進力を得る回転翼航空機をいう。

制御の動力装置によって駆動される飛行状態をいう。
（３）「ホバリング」とは、回転翼航空機にあって、対気速度零の飛行状態をいう。

問 3 耐空性審査要領における回転翼航空機に関する定義で誤りはどれか。
（１）

（４）

の主軸のうち１つ以上の軸まわりに回転翼航空機を操縦するための回転翼をいう。

（１）

して正しいものはどれか。（１）～（４）の中から選べ。
問 2 耐空性審査要領における耐空類別の記述（ａ）～（ｃ）のうち、その正誤の組合せと

（ａ）回転翼航空機普通Ｎは、最大離陸重量3,175kg以下の回転翼航空機である。
回転翼航空機輸送ＴＡ級は、航空運送事業の用に適する多発の回転翼航空機であ

「ヘリコプタ」とは、ほぼ垂直な軸まわりに回転する１個以上の発動機駆動の回

「補助回転翼」とは、主回転翼が機体に及ぼすトルクにつり合わすため又は３つ

（２）

問

（４）静圧と動圧の和は一定である。

（ｂ）

（ａ）

（ｃ）
って、臨界発動機が停止しても安全に航行できるものである。
回転翼航空機輸送ＴＢ級は、航空運送事業の用に適する単発の回転翼航空機であ

（ｂ） （ｃ）

1 ベルヌーイの定理で正しいものはどれか。
（１）静圧と動圧の差は一定である。

静圧と動圧の積は一定である。（２）
静圧と動圧の比は一定である。（３）
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正しいものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（ａ）回転翼航空機が地上又は地上付近で行う、当該型式に相応したいかなる運動（た
とえば、横風離陸、横進飛行及び後進飛行）においても、操縦不能とならないで

４ （５） なし２（２） （３）

問 4 耐空性審査要領における回転翼航空機普通Ｎに関する記述（ａ）～（ｄ）のうち、

飛行できる風速は0km／hから少なくとも32km／h（17kt）までの範囲でなけ

３

ればならない。

（ｃ）1基の発動機に燃料を供給する各燃料タンクについて、燃料残量が少ないことを
指示する警報装置は、タンク内の使用可能燃料の量が約５分間になったときに

回転翼駆動系統は、回転翼駆動系統の主滑油系統の圧力が失われた後３０分間は

乗組員に対し警報を与えること。
（ｄ）対気速度計系統は、前進37km／h（20kt）以上で飛行中較正しなければならな

（１） １

（ｂ）

（４）

自動回転状態で運転できることを試験により証明しなければならない。

い。
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（VD：降下速度、ｖl：ロータ誘導速度）

（Ω：回転角速度、ｒ：ロータ中心からの距離）

（１）～（５）の中から選べ。

問 5

図（A）

ある。それぞれの図に関する記述（ａ）～（ｄ）のうち、正しいものはいくつあるか。

L ：揚力、　D：抗力、　T：合力

図（B）

図（Ｃ）は垂直オートローテーション時のロータ・ディスクの各領域を示したもので
図（Ａ）及び図（Ｂ）は垂直オートローテーション時のブレードの空力的断面を表し、

VD－ｖl：垂直速度

Ωｒ ：対気速度

V 対気速度と垂直速度 合成速度

Vg

Vg
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する。

図（A）はブレード先端付近の状態を、図（B）はブレード中間付近の状態を表

（３）

（ｄ）

図（C）

（ａ）

（ｂ）

図（Ｃ）のⒷはプロペラ領域であり、空力的断面は図（Ｂ）に該当する。

傾くか後ろに傾くかの違いである。

１ （５）

（ｃ）図（Ｃ）のⒶはオートローテーション領域であり、空力的断面は図（Ａ）に該当

（１） ３２ （４）

ブレードが加速されるか減速されるかは、合力Ｔが回転方向に垂直な軸より前に

（２） ４ なし

Vg：対気速度と垂直速度の合成速度
A－A：空気の流れの方向

している。
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6

問 8 下図は馬力と前進速度との関係を示したものである。それぞれの曲線に関する記述で

エンジン出力の増加によってヨー軸まわりのバランスが変化し、機首が（ｄ）左に

操作に伴うクロス・カップリングについて説明した文章の下線部（ａ）～（ｄ）のう

転移揚力が得られる。これはホバリングに要する（ｄ）パワーの違いにより確認す

問

問

　転移揚力は、対気速度により得られるので、ホバリング中でも（ｃ）風があれば

ることができる。

りの流入空気量が増加し、（ｂ）誘導速度が増大することによって得られる揚力増

振れることになる。

転移揚力について説明した文章の下線部（ａ）～（ｄ）のうち、正しいものはいくつ

加のことである。

（３） ３ （５） なし（４） ４（１） １ ２

え角が大きくなり揚力が増加する。この時にロータ・ディスクの左右を比べると、

なし（１） １ （２） ２ （３）

ロータの回転が上から見て反時計回りのヘリコプタのコレクティブ・ピッチ・レバー7

（４） ４ （５）

誤りはどれか。

が（ａ）一様に変化するため、すべての軸に影響を及ぼす。
　前進飛行中にコレクティブ・ピッチ・レバーを上げると、ロータ・ブレードの迎

ち、正しいものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

　コレクティブ・ピッチ・レバーを操作すると、メインロータ・ブレードの迎え角

前進側（右側）の揚力増加量が後退側（左側）より大きくなるため、ジャイロ・プ
リセッションによって（ｂ）機首が上がり、次いで（ｃ）左へバンクする。同時に

３

（２）

あるか。（１）～（５）の中から選べ。

　ホバリングから増速していく過程で、（ａ）ロータ・ディスクへの単位時間当た

事操（回）-工-4/7

②Ｐｐは有害抵抗馬力であり、キャビン、ロータ・マスト、脚など揚力を発生し（２）

（３）

が推察できる。

（１）①Ｐｉは誘導馬力であり、揚力を得るために費やされる馬力である。

ない機体各部により生じる抵抗に打ち勝つための馬力である。
③Ｐｏは形状抵抗馬力であり、機体の形（デザイン）に大きく影響する。

（４）④Ptotalは全必要馬力であり、図から水平飛行時のそれぞれの速度に要する馬力

事操（回）-工-4/7



問 ヘリコプタの安定性に関する記述で誤りはどれか。
（１）

（２）

角変位または速度変化があった後に、最初のトリム状態に戻ろうとする初期傾向
がある場合、静的に安定であるという。

（３）

動的安定性とは、ヘリコプタがトリム状態にあるときに外乱を受けた後、時間の
経過とともにトリム状態に戻るか、あるいはトリム状態から離れてしまうかとい
う性質をいう。

（４）トリム状態で飛行中、外乱により速度が増加した後、時間の経過とともに元の速
度に戻ろうとする変化を示すものの、その振幅が変わらない場合は、静的に安定
であり動的に安定であるという。

地面効果についての記述で誤りはどれか。
（１）地面効果はロータ直径以上の高度（地面からスキッドまでの高さ）ではほとんど

効果はなくなる。

12

11

（４）飛行回避領域は、全備重量や密度高度に影響される。

ままで飛行しようとする場合は、静的に中立であるという。

問

（２）地面効果はロータ半径位までの高度（地面からロータ面までの高さ）までは強く
効果が現れる。

（３）平均的な操縦士の操縦技術と反応時間を想定して作成される。

セットリング・ウイズ・パワーに陥りやすい飛行状態の説明（ａ）～（ｄ）のうち、正
しいも はいく あるか （１） （５） 中から選べ

問

問

トリム状態で飛行中、外乱により速度が増加した後、その変化した速度の状態の

縦軸は対地高度、横軸は対地速度で示される。

10 高度－速度包囲線図（H-V線図）に関する記述で誤りはどれか。

9

動力装置故障状態で、安全に着陸できない高度－前進速度の組み合わせを示した

ホバリングする時に必要な馬力は、地面効果の有無には左右されない。
（３）地面効果は対気速度が10kt以上になると、ほとんど効果が失われる。
（４）

ものである。
（２）

（１）

事操（回）-工-5/7

13

（ａ）
（ｂ）
（ｃ）
（ｄ）オートローテーション降下中、対気速度零に近い速度で降下する状態になったとき

（５）

しいものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

２ （３） （５） なし（２） （４） ４

Ｖy付近で飛行中、５００ft/min以上の降下率となったとき
追い風での低速高角度進入中、降下率が過大となったとき

２

巡航中、低G状態になるほどサイクリック・スティックを前方へ操作したとき

問

機体は（ｄ）右に傾く。

位相が遅れたブレード位置に力が働き、ロータ・ディスクは（ａ）前方へ傾いて、

（３） ３

より更に速いため、前進側ブレード上に（ｃ）衝撃波が発生し揚力を喪失、結果、

ブレードの失速と圧縮性の影響について記述した文章の下線部（ａ）～（ｄ）のうち、

（４） ４１ （２）

（１） １

（１） なし

機首下げ運動を引き起こす。空気密度が小さければ、同じ揚力を得るためにはブレ
ードの迎え角を全体に（ｂ）増やさなければならないので、後退側ブレードの失速
はより低速度で発生する。
　前進側ブレードの先端が遷音速域に達すると、ブレード上面の空気流速は、これ

正しいものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。ただし、ロータの回転は
上から見て反時計回りとする。

　後退側ブレードの失速は、飛行方向の左側ほぼ真横を中心に起きるため、９０度

３
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（３）地上運転時のメイン・ロータ・ブレードのフラッピングによる上下方向の振動現
象である。

（４）地上共振が発生した場合の処置として、直ちにホバリングに移行、または直ちに
エンジンを停止することが有効である。

（１）地上運転中にメイン・ロータとテール・ロータとの相互干渉によって生じる共振
現象である。

（２）接地状態でメイン・ロータ・ブレードのリード・ラグ・ヒンジ周りの運動によっ
て励起され、機体全体が関係する自励運動であり、脚ダンパー装備機では生起し
ない。

問 14 メイン・ロータが上から見て反時計回りのヘリコプタがホバリングを含む低速飛行中に
ヨー方向の不安定をもたらす要因と風向領域に関する記述で誤りはどれか。

風見安定による不安定領域は機首方位に対し概ね１２０～２４０°方向である。
テール・ロータのボルテックスリング状態による不安定領域は機首方位に対し

問 16 地上共振に関する記述で正しいものはどれか。

概ね２１０～３３０°方向である。

る。

（ｄ）低ロータ回転数も発生原因の一つである。
（ｃ）
（ｂ）高速飛行からの急降下は、マスト・バンピングの危険性が高まる。

問 マスト・バンピングに関する記述（ａ）～（ｄ）のうち、正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（ａ）シーソー型ロータに起こる現象である。

（４） （５） なし

急上昇からの急なレベルオフは、マスト・バンピングの危険性が高まる。

15

４（１） １ （２） ２ （３）

メイン・ロータディスク・ボルテックスの影響による不安定領域は機首方位に対し
概ね２８５～３１５°方向である。
転移揚力の喪失による不安定領域は機首方位に対し概ね０３０～１５０°方向であ

（１）
（２）

（３）

（４）

３
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（２）ノーター型は、エンジンの排気をテールブーム内に流し、後方から放出すること

（３）チルト・ロータ型は、全関節型が一般的である。
（４）フェネストロン型は、垂直安定板に可変ピッチ・ファンを埋め込んだ形態である。

フリーホイール・クラッチについて説明した文章の下線部（１）～（４）のうち、誤

源系統は正常に機能できるようにする。

りはどれか。

ノーター型、テール・ロータ型、フェネストロン型及びチルト・ロータ型がある。

　装備位置としては、エンジンからメイン・ギア・ボックスにかけてのインプット
・ドライブ・シャフトの前後、または（３）ギア・ボックスの入力部付近とし、す
べてのエンジンが停止しても、トランスミッションが正常であるかぎり、テール・
ロータや潤滑系統、および（４）トランスミッションに取り付けられた油圧源、電

しいものはどれか。
問 17 シングル・メイン・ロータ式ヘリコプタのアンチトルク・システムに関する記述で正

　フリーホイール・クラッチは（１）エンジンごとに装備され、飛行中エンジンが
停止した場合、そのエンジンの接続を（２）コレクティブ・ピッチ・レバーを下げ
ることにより切り離すものである。

（１）

問 18

でアンチトルク及び機首方位を制御する。
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（１）～（５）の中から選べ。

（４）離陸時に比べ 0.９ inch後方へ移動する。

乗　　員 340 Lbs 基準線後方　  86.0 inch

（１）離陸時に比べ 1.6 inch前方へ移動する。
（２）

離陸時に比べ 0.9 inch前方へ移動する。（３）
離陸時に比べ 1.6 inch後方へ移動する。

自　　重 2,480 Lbs 基準線後方　100.0 inch

燃　　料 480 Lbs 基準線後方　105.0 inch
機外吊下貨物 700 Lbs 基準線後方　101.0 inch

で最も近い値はどれか。
ただし、機外吊下貨物を切り離すまでに消費した燃料は300Lbsとし、燃料消費に伴
う燃料のアーム位置変化はないものとする。

重　量 アーム

２

（ｃ）定針儀（Directional Gyro）は飛行中の航空機の方位を表示する指示器であり、

（ｄ）燃料油量計は燃料タンク内の燃料量を指示する計器で、電気抵抗式と静電容量式
がある。

磁気を利用したものである。

圧高度計、対気速度計および昇降計がある。
（ｂ）姿勢計（Attitude Indicator）は前後傾斜および左右傾斜の姿勢変化を指示する

問 離陸時に次の条件のヘリコプタが、機外吊下貨物を切り離したときの重心位置の変化

３ （４） ４ （５） なし（１） １ （３）

計器で、主体はジャイロである。

（２）

計器等に関する記述（ａ）～（ｄ）のうち、正しいものはいくつあるか。

（ａ）

20

問 19

空盒は圧力を機械的変位に変える装置であり、空盒計器の代表的なものとして気
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（１）

（２）

Ｐ１５              航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題     

１問　５点

合格は１００点満点の７０点以上とする。

◎

◎ 注　　意

資　格 題数及び時間

記　　号

２０題　　４０分

Ａ３ＧＭ０３１３７０

配　　点

◎ 判定基準

事業用操縦士（動滑）（上滑）

 航空工学 〔科目コード：０３ 〕科　目

「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験
番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す
ること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可
能となるので当該科目は不合格となります。

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。
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Ｂ
A

Ｄ
Ｃ

3

滑空角が小さくなる。
（２）
（１）

問

全圧が常に一定になることをベルヌーイの定理という。

（１）
（２）
（３）
（４）

問

滑空比が大きくなる。
揚抗比が大きくなる。

問 ２ 下記の翼型の名称の組み合わせについて正しいものはどれか。

（４）Ａ：平均線　　Ｂ：最大翼厚　    　  Ｃ：翼弦長　Ｄ：最大キャンバ

（１）

（３）

Ａ：前縁　　   Ｂ：最大翼厚　　      Ｃ：翼弦線　Ｄ：最大キャンバ
（２）Ａ：平均線　　Ｂ：最大キャンバ　　Ｃ：翼下面　Ｄ：最大翼厚
（３）Ａ：平均線　　Ｂ：最大キャンバ　　Ｃ：翼弦長　Ｄ：最大翼厚

翼の縦横比（アスペクト比）を大きくしたときの性能の変化について誤りはどれか。

（４）

ベルヌーイの定理とこれを応用したピトー管について誤りはどれか。
ピトー管の先端では動圧を測定している。
対気速度を知るには静圧も必要である。
全圧とは静圧と動圧の和のことである。

１

誘導抗力係数が大きくなる。

事操(動滑)(上滑)-工学-2/4

（１）

地面効果によって機首上げモーメントが発生する。

下がった方の翼が失速し、機体がその翼の方へさらに傾くことである。（２）

地面効果について正しいものはどれか。
翼のアスペクト比が大きいほど地面効果は大きい。

全機の抗力とは、揚力の発生と無関係な有害抗力のことである。

（１）

上がった方の翼が失速し、機体がその翼の方へ急に傾くことである。

4問

（３）
（４）地面効果は低速時より高速時のほうが大きい。

（２）

地面効果によって、誘導抗力は減少する。（２）

問 5

失速角にごく近い大きな迎え角の姿勢で飛行しているとき、何らかの外力が加わって機体

問 6

次のうち正しいものはどれか。
（１）翼部分に発生するすべての抗力は、形状抗力ではなく誘導抗力として扱う。

的な例がウイングレットである。

が急に右または左へ傾いた時に起きる自転(Autorotation)について正しいものはどれか。

（４）両翼の迎え角が小さくなり、傾いた機体が元に戻って水平になることである。

（４）胴体と翼の結合部に渦が発生して干渉抗力となるが、これを軽減する代表的な例が
フィレットである。

（３）両翼が同時に失速し、機首が急に下がることである。

（３）有害抗力は空力的には圧力抗力と摩擦抗力からなっているが、これを軽減する代表
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ア

イ エ 速度

ウ

沈下率

問

（３）

（４）

7 トリム・タブの説明で誤りはどれか。
定常飛行を継続するのに必要な保舵力をゼロにする機能がある。
速度の違う定常飛行に移行したら再調整が必要になる。
縦のトリム・タブは、通常主翼に取り付けられている。
縦のトリムを操作する装置は、色識別が緑となっている。

問 ９

（１）
（２）

（１）
水バラストを搭載したときの滑空性能の変化について正しいものはどれか。

（２）
旋回時の速度、バンク角が同じでも旋回半径が大きくなる。

正しいものはどれか。

（１）

最良滑空速度が大きくなる。
失速速度が小さくなる。

最良滑空比が大きくなる。

上昇流があるときは、点アから接線を引く。
（２）下降流があるときは、点イから接線を引く。
（３）追い風のときは、点ウから接線を引く。
（４）向かい風のときは、点エから接線を引く。

次の性能曲線で表される性能を持った滑空機で、対地的な最良滑空速度を求めるとき、問 ８

（３）

（４）

事操(動滑)(上滑)-工学-3/4

（３）

終極荷重＝制限荷重×安全率

旋回中の失速速度は、水平飛行時の失速速度に荷重倍数の二乗を乗じた速度になる。

トーションボックスによりねじり剛性を保つ。

13

構造に加わる応力を外板だけで受け持つ。

10

問

終極荷重＝制限荷重＋安全率

ストリンガ、フレーム、外板からなる。

問 11 終極荷重と制限荷重の関係について正しいものはどれか。

旋回中でも失速速度は水平飛行時と変わらない。（１）

（１）

（３）

（４）

（２）

終極荷重＝制限荷重÷安全率

問 12 セミモノコック構造の説明で正しいものはどれか。

（２）

（１）

旋回中の失速速度を水平飛行時の失速速度と比べた時に正しいものはどれか。

終極荷重＝制限荷重

操舵力の軽減に役立てる。

（４）

動翼に装備されているマス・バランスの目的で正しいものはどれか。

（３）
（４）

与えられた飛行状態を維持するために使用される。　

翼とタブをリンクで結び、舵面を動かすと、タブが舵面と逆の方向に動く。
舵面または翼のフラッタを防止する。

（２）

枠組構造とも呼ばれるものである。

問

（４）

（３）旋回中の失速速度は、水平飛行時の失速速度に荷重倍数の平方根を乗じた速度になる。
旋回中の失速速度は、水平飛行時の失速速度に荷重倍数を乗じた速度になる。

（１）
（２）
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（c）グラウンド・ループとは、離着陸滑走中に方向性を失い急旋回を起こす現象で、尾

下記の（a）～（d）のうち正しいものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

て、摩擦係数が極端に減少する現象である。

（３）設定値以上の電流が流れるとトリップする。
溶けやすい鉛やすずなどの合金で作り、溶解して回路を遮断する。

環境による劣化に対して十分余裕のある強度を持たせる設計である。
（b）

とする黄色弧線

（２）

問 15

問 16 対気速度計標識について誤りはどれか。
（１）警戒範囲については、超過禁止速度VNE を上限とし、フラップ下げ速度VFE を下限

（２）「ＥＡＳ」とは ＣＡＳを特定の高度における断熱圧縮流に対して修正したもので

おける失速速度VS0 の110％を下限とする白色弧線
（４）超過禁止速度VNE については、赤色放射線

（４）

（３）フラップ操作範囲については、フラップ下げ速度VFE を上限とし、最大重量に

（２）

速度に関する説明で誤りはどれか。
（１）「ＣＡＳ」とは、ＩＡＳを位置誤差と器差に対して修正したものである。

直流・交流どちらにも使用できる。
トリップすると通常はノブが飛び出す。

常用運用範囲については、悪気流速度VRA を上限とし、最大重量においてフラップ

輪式着陸装置の機体に起こりやすい。
（d）アドバース・ヨーとは、旋回しようとする方向と逆方向へ機首を振る現象で、逆偏

（a）フェール・セーフ構造とは、その部品が受ける終局荷重、疲労荷重、あるいは使用

揺れともいう。

（１）１　（２）2　（３）３　（４）４　（５）無し

（１）
サーキット・ブレーカーについて誤りはどれか。

問

ハイドロプレーニングとは、高速回転中のタイヤと滑走路面との間に水の膜ができ

中立、着陸装置上げで決定した失速速度VS1 の110％を下限とする緑色弧線

17

問 14

事操(動滑)(上滑)-工学-4/4

　

（１）重心位置が後方過ぎる場合、操作に対する反応は良くなるが安定性が悪くなる。

基準線後方　120cm
基準線後方　140cm

（２）

（４）

（２）

（４）

ことによりあと5cm後方に移したい。荷物を積む位置について正しいものはどれか。
（１）基準線後方　100cm
（２）
（３）

基準線後方　155cm

重心位置が前方過ぎる場合、失速は通常より速い速度で始まる。
基準線は機首最前方の位置に統一されている。

問 19

問 20 重量500kg、重心位置が基準線後方10cmの滑空機の重心位置を、20kgの荷物を積む

（３）

重量重心位置について誤りはどれか。

重心位置の表示には、基準線からの距離で示す方法がある。

（４）

（２）「ＥＡＳ」とは、ＣＡＳを特定の高度における断熱圧縮流に対して修正したもので

「ＴＡＳ」とは、ＣＡＳを密度変化に対して修正したものである。

（１）約30ft高く指す。

（３）
ある。

ある飛行場に着陸するとき、QNH29.59を間違えて29.89とセットした。飛行場標高
に対する指示で正しいものはどれか。

（４）

約30ft低く指す。
（３）約300ft高く指す。

約300ft低く指す。

海面上標準大気においては、ＣＡＳ＝ＥＡＳ＝ＴＡＳである。

問 18
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航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 P16
資　格 事業用操縦士（飛）（回）（船） 題数及び時間 ２０題　　４０分

科　目 航空法規等〔科目コード：０４〕 記　　号 A３ＣＣ０４１３７０

◎ 注　　意 （１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験
番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す
ること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可
能となるので当該科目は不合格となります。

（２） 解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

◎ 配　　点 １問　５点

◎ 判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。
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（３）運航管理の業務
（４）整備又は改造をした航空機について行う法で定める範囲の確認

航空法第２条（定義）で定める「航空業務」の内容で誤りはどれか。
（１）航空機に乗り組んで行うその運航
（２）航空機に乗り組んで行う無線設備の操作

（４）耐空証明の有効期間は、1年とする。但し、航空運送事業の用に供する航空機につ
いては、国土交通大臣が定める期間とする。

政令で定める航空機については、この限りでない。
（２）耐空証明は、申請者に耐空証明書を交付することによつて行う。
（３）航空機は、その受けている耐空証明において指定された航空機の種類又は通常運用

の範囲内でなければ、航空の用に供してはならない。

（４）登録航空機の耐空証明の効力が停止したとき

問 6 耐空証明に関する記述について誤りはどれか。
（１）耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができない。但し、

（１）登録航空機が滅失し、又は登録航空機の解体（整備、改造、輸送又は保管のために
する解体を除く。）をしたとき

（２）登録航空機の存否が２箇月以上不明になつたとき
（３）登録航空機を日本国籍を有しない人に譲渡したとき

のために国土交通大臣が告示で指定するもの
（４）空港等の標点から半径9kmの円で囲まれる区域の上空で、地表面から1,000mま

での空間をいう。

問 5 まつ消登録を申請しなければならない場合について誤りはどれか。

（２）地表又は水面から200m以上の高さの空域であつて、航空交通の安全のために国土
交通大臣が告示で指定するもの

（３）航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される国土交通大臣が告示で指定する空港等並
びにその付近の上空の空域であつて、空港等及びその上空における航空交通の安全

問 ４ 航空法第２条（定義）で定める「航空交通管制圏」について正しいものどれか。
（１）すべての飛行場（場外離着陸場を除く）及びその付近の上空の空域であつて航空交

通管制のために国土交通大臣が告示で指定するもの

（３）停止線灯とは、地上走行中の航空機に一時停止の要否及び一時停止すべき位置を示
すために設置する灯火

（４）滑走路末端灯とは、離陸し、又は着陸しようとする航空機に滑走路を示すためにそ
の両側に設置する灯火で非常用滑走路灯以外のもの

（１）飛行場灯台とは、航行中の航空機に空港等の位置を示すために空港等又はその周辺
の地域に設置する灯火で補助飛行場灯台以外のもの

（２）進入灯台とは、着陸しようとする航空機に進入区域内の要点を示すために設置する
灯火で進入灯以外のもの

問 １

（１）電波：航空保安無線施設
（２）灯光：航空灯火

するものと、施設の組み合わせで誤りはどれか。
問 ２ 航空法第２条（定義）で定める「航空保安施設」が航空機の航行を援助するために使用

（３）色彩：航空灯火
（４）形象：昼間障害標識

問 ３ 飛行場灯火の説明で誤りはどれか。
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ならない。

（3）情報圏内を航行する場合は、いかなるときにおいても航空交通管制機関又は航空交
通情報を提供する機関と連絡することができる無線電話を装備しなければならない。

（4）民間訓練試験空域を航行する場合は、いかなるときにおいても航空交通管制機関又

（４）整備規程
航空日誌

（４）

は航空交通情報を提供する機関と連絡することができる無線電話を装備しなければ

（1）管制区又は管制圏を航行する場合は、いかなるときにおいても航空交通管制機関と
連絡することができる無線電話を装備しなければならない。

（2）管制区又は管制圏を航行する場合は、いかなるときにおいても航空交通管制用自動
応答装置を装備しなければならない。

高光度航空障害灯を設置すべき物件は、昼間障害標識を設置しなければならない。

問 12 航空法第６０条（航空機の航行の安全を確保するための装置）で定める航空の用に供す
るために装備が必要な装置について誤りはどれか。

ない書類」で誤りはどれか。
（１）航空機登録証明書
（２）運用限界等指定書
（３）

昼間障害標識は、塗色、旗及び標示物で示される。

問 11 航空法第５９条（航空機に備え付ける書類）で定める「航空機に備え付けなければなら

（１）地表又は水面から60m以上の高さのものの設置者は、国土交通省令で定めるとこ
ろにより、当該物件の全てに昼間障害標識を設置しなければならない。

（２）煙突、鉄塔、柱その他の物件全てに昼間障害標識を設置しなければならない。
（３）

交通省令で定める距離又は時間を超えて行うもの
（３）計器気象状態下での飛行
（４）計器飛行方式による飛行

問 10 昼間障害標識の説明で正しいものはどれか。

問 9 航空法第３４条で規定する「計器飛行等」に関する記述のうち誤りはどれか。
（１）航空機の姿勢、高度、位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行
（２）計器飛行以外の航空機の位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行で国土

（４）２１歳以上

問 8 航空従事者が技能証明を取り消し、又は１年以内の期間を定めて航空業務の停止を命じ
られる場合に関する記述で（ａ）～（ｄ）のうち、正しいものはいくつあるか。

（１）１６歳以上
（２）１７歳以上
（３）１８歳以上

問 ７ 事業用操縦士の技能証明を受けることができる年齢で正しいものはどれか。

（１）～（４）の中から選べ。

（ａ）航空法に違反したとき
（ｂ）航空法に基く処分に違反したとき
（ｃ）航空従事者としての職務を行うに当り、非行があつたとき
（ｄ）航空従事者としての職務を行うに当り、重大な過失があつたとき

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４
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問 13 航空機に装備しなければならない救急用具についての説明で誤りはどれか。
（１）救命胴衣又はこれに相当する救急用具は各座席から取りやすい場所に置かなけれ

ばならない。
（２）救命ボートは搭乗者全員を収容できるものでなければならない。
（３）救急箱には医療品一式を入れておかなければならない。
（４）救命胴衣又はこれに相当する救急用具は搭乗者全員の3分の２に相当する数を搭

載しなければならない。

問 14 航空法第70条（酒精飲料等）による、酒精飲料又は麻酔剤その他の薬品を服用した後の
航空業務の制限で正しいものはどれか。

（１）酒精飲料等を飲んだ後、6時間は航空業務を行つてはならない。
（２）酒精飲料等を飲んだ後、８時間は航空業務を行つてはならない。
（３）酒精飲料等を飲んだ後、12時間は航空業務を行つてはならない。
（４）正常な運航ができないおそれがある間は、その航空業務を行つてはならない。

問 15 航空法第7１条の2（操縦者の見張り義務）で正しいものはどれか。
（１）航空機の操縦を行なつている者は、航空機の航行中は、第９６条第１項の規定によ

る国土交通大臣の指示に従つている航行である場合、見張りの義務を負わない。
（２）航空機の操縦を行なつている者は、航空機の航行中は、第９６条第１項の規定によ

る国土交通大臣の指示に従つている航行であるとないとにかかわらず、当該航空機
外の物件を視認できない気象状態の下にある場合を除き、他の航空機その他の物件
と衝突しないように見張りをしなければならない。

（３）航空機の操縦の練習をするためその操縦を行なつている場合、操縦の練習を行なつ
ている者が見張りの義務を負うため、その練習を監督する者は、見張りの義務を負
わない。

（４）計器飛行等の練習をするためその操縦を行なつている場合、計器飛行等の練習を行
なつている者及びその練習を監督する者は、計器飛行等の練習及びその練習の監督
に集中するため当該航空機外の物件を視認できない気象状態の下にあるとないとに
かかわらず、見張りの義務を負わない。

問 16 航空法第7３条の2（出発前の確認）で定める機長が出発前に確認しなければならない
もので誤りはどれか。

（１）当該航空機及びこれに装備すべきものの整備状況
（２） 大離陸重量及び同重量での重心位置
（３）法第９９条の規定により国土交通大臣が提供する情報
（４）当該航行に必要な気象情報

らない。
（２） 寄の航空交通管制機関に連絡しなければならない。
（３）国土交通大臣が航空交通の安全を考慮して与える指示に従って航行しなければな

らない。

問 17 航空法第75条により、機長が航空機の航行中、その航空機に急迫した危難が生じた場
合にとらなければならない措置で正しいものはどれか。

（１）国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければな

（４）旅客の救助及び地上又は水上の人又は物件に対する危難の防止に必要な手段を尽
くさなければならない。
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３

（ｃ）人又は家屋の密集している地域の上空、人又は家屋のない地域及び広い水面の上空
以外の地域の上空にあつては、地表面又は水面から１５０ｍ以上の高度

（１） ０ （２） １ （３） ２

人又は家屋の密集している地域の上空にあつては、当該航空機を中心として水平
距離６００ｍの範囲内の も高い障害物の上端から３００ｍの高度

（ｂ）人又は家屋のない地域及び広い水面の上空にあつては、地上又は水上の人又は物
件から１５０ｍ以上の距離を保つて飛行することのできる高度

（４）

問 18

問 19 飛行計画について正しいものはどれか。

飛行しようとするときは、いかなる場合も飛行計画を通報しなければならない。（２）

航空法第８１条の規定による航空機の 低安全高度に関する記述で（ａ）～（ｃ）のう
ち、正しいものはいくつあるか。（１）～（４）の中から選べ。

（ａ）

（３）飛行計画の通報は、飛行開始前に行わなければならない。

（４）当該地点における速度及び針路

（４）飛行計画においては、代替空港等を必ず設定する。

（２）予報されない特殊な気象状態
（３）当該航空機の登録記号又は無線呼出符号

問 20 位置通報をすべき点において通報しなければならない事項で誤りはどれか。
（１）当該地点における時刻及び高度

（１）飛行計画の通報は、口頭で行つてもよい。
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Qualification Commercial Pilot (Airplane) (Rotorcraft) No. of questions;
time allowed 20 questions; 40 minutes

Subject A3CC041370

E16Airmen’s Academic Examination

Civil Aeronautics Law
(subject code: 04) Code

(1)

(2) Write your answers on the Airmen’s Academic Examination Answer Sheet (Multiple-Choice

Explanatory Notes: In the designated spaces on the Airmen’s Academic Examination Answer Sheet (Multiple-
Choice Answers) (mark sheet), write your examinee number, examinee number mark, subject,
subject code, subject code mark, qualification, qualification category, name, and date of birth.
If you write your examinee number, examinee number mark, subject code, and/or subject code
mark incorrectly, computer grading will not be possible and you will fail the subject.

Question 1: Which of the following activities is not included in the “Air navigation service” defined in Article 2 (Definition)
of the Civil Aeronautics Act?

Answers) (mark sheet).

Point Allocation: All questions are worth five points each.

Pass Mark: The pass mark is 70 %.

(1)
(2)
(3)
(4)

Question 2:

Any operation on board an aircraft
Operation of radio equipment on board an aircraft

The following shows the means to be used by the air navigation facility to aid the navigation of aircraft
ifi d i A ti l 2 (D fi iti ) f th Ci il A ti A t d th t f i i ti f ilit b hi h

Operation as an aircraft dispatcher
Confirmation work as specified by the Civil Aeronautics Act to be performed on repaired or remodeled
aircraft

(1)
(2)
(3)
(4)

Question 3: Which of the following statements regarding aerodrome lights is incorrect?

Colors: Aeronautical lights facility
Signs: Obstacle marking facility

Radio wave: Aeronautical radio navigation facility
Lights: Aeronautical lights facility

specified in Article 2 (Definition) of the Civil Aeronautics Act and the types of air navigation facility by which
they are used. Which combination is incorrect?

(1)

(2)

(3)

(4)

Question 3: Which of the following statements regarding aerodrome lights is incorrect?
An aerodrome beacon is a beacon installed in an airport, etc. and peripheral facilities other than
identification beacons to indicate the location of the airport, etc. to aircraft in flight.

An approach light beacon is a light other than approach lights installed to indicate a critical point within
an approach area to aircraft intending to land.

Stop bar lights are the arrays of lights installed to notify aircraft taxiing on the ground whether or not a
temporary stop is required and where to perform a temporary stop.

Runway threshold lights are the arrays of lights installed on both sides of a runway other than(4)

(1)

(2)

Question 4: Which of the following is the correct definition of the term “air traffic control zone” under Article 2 (Definition)
of the Civil Aeronautics Act?

Any airspace above every airport, etc. (except for temporary operation sites) and its vicinity,
designated in the public notice by the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism for the
safety of air traffic.

A i 200 t b l d t d d i t d i th bli ti b th

Runway threshold lights are the arrays of lights installed on both sides of a runway, other than
emergency runway lights, to indicate its location to an aircraft taking off or landing.

(2)

(3)

(4)

Any airspace, 200 meters or more above land or water, and designated in the public notice by the
Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism for the safety of air traffic.

Any airspace above any airport, etc. and its vicinity where frequent takeoff and landing of aircraft are
performed, designated in the public notice by the Minister of Land, Infrastructure, Transport and
Tourism for the safety of air traffic in that airspace.

Any airspace above the circle drawn with the reference point of the airport, etc. at its center and with a
radius of 9 km, up to 1,000 m from the ground surface.
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(1)

(2)
(3)
(4)

When the registered aircraft is transferred to a person who does not have Japanese nationality.
When the validity of the airworthiness certificate of the registered aircraft is suspended.

Question 5: In which of the following cases does the owner of a registered aircraft not need to apply for deletion of the
registration?

When the registered aircraft has been lost or dismantled (except dismantling for the purpose of repair,
alteration, transportation, or custody)

When the registered aircraft has been missing for more than 2 months

(1)

(2)
(3)

(4)

Question 6: Which of the following statements regarding the airworthiness certification is incorrect?
No aircraft may be granted airworthiness certification unless it has Japanese nationality; provided,
however, that the same shall not apply to any aircraft as specified by Cabinet Order.

Airworthiness certification is granted by issuing an airworthiness certificate to the applicant.
No aircraft may be used for air navigation beyond the categories of aircraft or the normal operation
range designated in the airworthiness certificate.

The period of validity of an airworthiness certificate shall be one year; provided however that the(4)

(1)
(2)

The period of validity of an airworthiness certificate shall be one year; provided, however, that the
period of validity of such airworthiness certificate with regard to aircraft used for air transport services
shall be the period specified by the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.

Question 7: Which of the following is the correct age requirement for a person to be eligible to obtain competence
certification for a commercial pilot?

At least 16 years old
At least 17 years old

(3)
(4)

(1)
(2)

In which of the following cases (a) to (d) will an airman have his/her competence certificate revoked or be
suspended from performing air navigation services for a period of not more than one year? Choose the
numeral that correctly represents the total number of items from options (1) to (4) below.

Question 8:

At least 18 years old
At least 21 years old

When an airman has violated the Civil Aeronautics Act
Wh i h i l t d di iti d d th Ci il A ti A t(2)

(3)
(4)

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

Question 9: Which type of the following flights is not included in “instrument flight, etc.” stipulated in Article 34 of the Civil
Aeronautics Act?

When an airman has committed a misdeed in performing his/her duties as an airman
When an airman has committed a serious error in performing his/her duties as an airman

When an airman has violated a disposition made under the Civil Aeronautics Act

(1)

(2)

(3)
(4)

A flight which is performed relying solely on flight instruments to measure the attitude, altitude,
position, and course of the aircraft

A flight, other than instrument flight, which relies solely on instruments with respect to measurement of
the position and course of an aircraft, and which exceeds the distance or duration specified by
Ordinances of the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

Flight under the instrument meteorological condition
Flight under IFR

(1)

(2)

(3)

Any chimney, steel tower, column, and any other object shall be provided with daytime obstacle
markings.

The daytime obstacle markings shall be clearly indicated using colored coatings, flags and marking

Which of the following correctly describes the requirements regarding the daytime obstacle marking?
Any person who has installed an object with a height of 60 m or more above the ground or water shall
install daytime obstacle markings on all such objects concerned in accordance with the provision in the
Ordinances of the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.

Question 10:

(3)

(4)

The daytime obstacle markings shall be clearly indicated using colored coatings, flags and marking
means.

The daytime obstacle markings shall be placed on an object on which high-intensity obstacle light
must be installed.
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(1)
(2)
(3)
(4)

Q ti 12 Whi h f th f ll i t t t di th d i hi h f i i ti

Flight logbook
Maintenance manual

Question 11: Which of the following items is not one of the documents to be carried in aircraft as specified by Article 59
(Documents to be carried in aircraft) of the Civil Aeronautics Act?

Aircraft registration certificate
Airworthiness certificate

(1)

(2)

(3)

Question 12: Which one of the following statements regarding the devices which are necessary for air navigation as
stipulated in Article 60 (Devices for ensuring safety of aircraft flight operations) of the Civil Aeronautics Act is
incorrect?

Aircraft operating in a control area or control zone shall be equipped with one radio-telephone capable
of communications with air traffic control authorities at all times.

Aircraft operating in a control area or control zone shall be equipped with one air traffic control
automatic transponder at all times.

Aircraft operating in an information zone shall be equipped with one radio telephone capable of(3)

(4)

Question 13: Which of the following statements regarding the emergency equipment which shall be on board an aircraft is
i t?

Aircraft operating in an information zone shall be equipped with one radio-telephone capable of
communication with air traffic control authorities or with facilities providing air traffic information at all
times.

Aircraft operating in civilian training airspace shall be equipped with one radio-telephone capable of
communication with air traffic control authorities or with facilities providing air traffic information at all
times.

(1)

(2)
(3)
(4)

Lifejackets or equivalent emergency equipment shall be placed where they can be easily accessed
and removed from all passenger seating.

Lifeboats shall be capable of accommodating all persons on board.

incorrect?

First aid kits shall contain a full set of medical supplies.
The number of lifejackets or equivalent emergency equipment shall be two thirds of the number of
persons on board.

(1)
(2)
(3)
(4)

Which of the following statements regarding the prohibition of engaging in air navigation services after taking
alcohol, drugs or other chemical agents stipulated in Article 70 (Intoxicants, etc.) of the Civil Aeronautics Act
is correct?

Question 14:

No member of the aircrew shall engage in air navigation service for 6 hours after drinking alcohol.
No member of the aircrew shall engage in air navigation service for 8 hours after drinking alcohol.
No member of the aircrew shall engage in air navigation service for 12 hours after drinking alcohol.
No member of the aircrew shall engage in air navigation service while his/her ability to perform normal(4)

(1)

Question 15: Which of the following statements regarding the provision of Article 71-2 (Pilot’s Obligation for Keeping
Watch) of the Civil Aeronautics Act is correct?

Any person who is piloting an aircraft shall not be obliged to keep watch while in flight if he/she is
engaged in a flight in accordance with the instructions given by the Minister of Land, Infrastructure,
Transport and Tourism under the provisions of Paragraph (1) of Article 96.

No member of the aircrew shall engage in air navigation service while his/her ability to perform normal
operation of aircraft could be impaired.

(2)

(3)

(4)

Any person who is piloting an aircraft shall, while in flight, maintain a watch so as not to collide with
other aircraft or other objects irrespective of whether he/she is engaged in a flight in accordance with
the instructions issued by the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism under the
provisions of Paragraph (1) of Article 96, except under such weather conditions that will not permit
him/her to recognize any objects other than his/her own aircraft.

Where a person is piloting an aircraft for pilot training, the person himself has an obligation to keep
watch, whereas his on-board supervisor does not have such an obligation.

Where a person is piloting an aircraft for training of the instrument flight, etc., both the person and his(4) Where a person is piloting an aircraft for training of the instrument flight, etc., both the person and his
on-board supervisor are exempted from the obligation of keeping watch to ensure that they
concentrate on the training and the supervision, irrespective of whether weather conditions permit
them to recognize any objects other than their own aircraft.
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(1)
(2)
(3)

(4)

Maintenance status of a subject aircraft and its equipment
Maximum take-off weight and the center of gravity at that weight

Question 16: Which of the following is not included in the matters to be confirmed by a pilot-in-command as stipulated in
Article 73-2 (Confirmation before departure) of the Civil Aeronautics Act?

Information offered by the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism pursuant to the
provision of Article 99 of the Act.

Weather information required for that navigation

(1)

(2)
(3)

Question 17: Which of the following actions must be taken by the pilot-in-command when an emergency occurs to the
aircraft during flight, as stipulated by Article 75 of the Civil Aeronautics Act?

The pilot-in-command shall report the event to the Minister of Land, Infrastructure, Transport and
Tourism as specified by Ordinances of the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.

The pilot-in-command shall navigate the aircraft in accordance with instructions given by the Minister
of Land Infrastructure Transport and Tourism in consideration of the safety of air traffic

The pilot-in-command shall report the event to the nearest air traffic control authority.

(4)

(a)

Question 18: Which of the following statements (a) to (c) regarding the minimum safety altitude under VFR stipulated in
Article 81 of the Civil Aeronautics Act are correct? Choose the numeral that correctly represents the total
number of items from options (1) to (4) below.

In a space over a densely populated area with human beings or houses, an altitude of 300 m higher
th th t d f th hi h t bj t l t d ithi ith h i t l di t f 600 ith

of Land, Infrastructure, Transport and Tourism in consideration of the safety of air traffic.

The pilot-in-command shall employ every possible means necessary for rescuing passengers and
preventing injury or damage to persons or property on land or water.

(b)

(c)

than the top edge of the highest object located within an area with a horizontal distance of 600 m with
the aircraft at its center

In a space over an area without human beings or houses or open water, an altitude at which an
aircraft can continue flight while maintaining a distance of 150 m or more from human beings or
objects on the ground or on water

In a space over an area other than those prescribed in (a) and (b) above, an altitude of 150 m or
higher from the ground or water surface

(1) 0 (2) 1 (3) 2 (4) 3

(1)
(2)

(3)

Question 19: Which of the following statements regarding the flight plan is correct?
Notification of the flight plan may be made verbally.
Any aircraft shall report its flight plan to the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
under all circumstances.

Any aircraft shall report its flight plan before engaging in a flight.
(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

Any flight plan shall state an alternate airport, etc.

Question 20: Which of the following items is incorrect as items to be reported on position report?
Time and altitude at the point
Unforecast, special weather conditions
Registration mark or radio call sign of the aircraft
Airspeed and heading at the point
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航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 P１７
資　格 事業用操縦士（動滑）（上滑） 題数及び時間 ２０題　　４０分

能となるので当該科目は不合格となります。

科　目 航空法規等〔科目コード：０４〕 記　　号 Ａ３ＧＭ０４１３７０

◎ 注　　意 （１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験
番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す
ること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

（２） 解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

◎ 配　　点 １問　５点

◎ 判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。
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（２）

（４）

ののうち誤りはどれか。
（１）航空保安無線施設
（２）航空灯火
（３）飛行場標識施設

問

（４）

の範囲内でなければ、航空の用に供してはならない。

問 7 滑空機の事業用操縦士の技能証明の要件のうち、年齢に関するもので正しいものは

（１）１６歳以上
１７歳以上

（３）１８歳以上

どれか。

２１歳以上

問 1 航空法第1条（航空法の目的）の条文の下線部（１）～（４）の中で誤りはどれか。

この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の（１）附属書として採択された標
準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の（２）航行に起因する
（３）諸問題の防止を図るための方法を定め、並びに航空機を運航して営む事業の適正
かつ合理的な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその利用者の利便の増進を

（２）航空機に乗り組んで行う無線設備の操作
（３）運航管理の業務

問 3 航空法第２条（定義）で定める「航空保安施設」として、国土交通省令で定められたも

（４）整備又は改造をした航空機について行う法で定める範囲の確認

図ることにより、航空の発達を図り、もつて（４）公共の福祉を増進することを目的と
する。

問 2 航空法第２条（定義）で定める「航空業務」の内容で誤りはどれか。
（１）航空機に乗り組んで行うその運航

問 6 耐空証明について誤りはどれか。
（１）耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができない。但し、

4 航空法第２条（定義）で定める「航空機使用事業」について、条文の下線部（１）～

5,000ｍ以上であること。
（３）3,000ｍ未満の高度で管制区、管制圏及び情報圏以外を飛行する場合の飛行視程

は、1,000ｍ以上であること。
（４）管制圏又は情報圏内にある空港等において、離陸し、又は着陸しようとする場合の

地上視程は、5,000ｍ（当該空港等が管制圏内にある空港等であつて国土交通大臣
が告示で指定したものである場合にあつては、8,000ｍ）以上であること。

この法律において「航空機使用事業」とは、（１）他人の需要に応じ、航空機を使用し
て（２）有償で（３）旅客又は貨物の運送の　（４）行為の請負を行う事業をいう。

問 5 有視界気象状態の視程の条件で誤りはどれか。
（１）3,000ｍ以上の高度で飛行する場合の飛行視程は、8,000ｍ以上であること。

（４）の中で誤りはどれか。

昼間障害標識

（２）3,000ｍ未満の高度で管制区、管制圏又は情報圏を飛行する場合の飛行視程は、

ない。但し、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限り
でない。

（４）航空機は、その受けている耐空証明において指定された航空機の用途又は運用限界

政令で定める航空機については、この限りでない。
（２）耐空証明は、航空機の種類及び国土交通省令で定める航空機の運用方法を指定して

行う。
（３）航空機は、有効な耐空証明を受けているものでなければ、航空の用に供してはなら
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ることはない。

操縦士 麻酔剤 操縦 航空機の操縦
（４）航空機乗組員 睡眠剤 操縦

（２）報酬を受けて、無償の運航を行う航空機の操縦を行うこと。
航空機使用事業の用に供する航空機の操縦を行うこと。

問

9

技能証明の取り消し等が命じられる場合について誤りはどれか。

問 航空法第２８条（業務範囲）の規定により、操縦に係る技能証明の適用を受けない「滑
空機の種類」として正しいものはどれか。

問 14 航空法第70条（酒精飲料等）について、空欄（ア）～（エ）に入る言葉の組み合わせ
で正しいものはどれか。

（ア）は、酒精飲料又は（イ）その他の薬品の影響により航空機の（ウ）ができない
おそれがある間は、その（エ）を行ってはならない。

（ア） （イ） （ウ） （エ）
（１） 運航乗務員 睡眠剤 正常な運航 航空機の運航
（２）航空機乗組員 麻酔剤

航空業務

正常な運航 航空業務

問 事業用操縦士の技能証明の業務範囲に関する記述で誤りはどれか。
（１）報酬を受けないで、無償の運航を行う航空機の操縦を行うこと。

（１）初級滑空機及び中級滑空機
（２）中級滑空機及び上級滑空機
（３）初級滑空機及び上級滑空機
（４）動力滑空機

8

（１）航空法に違反したとき
（２）航空法に基く処分に違反したとき
（３）航空従事者としての職務を行うに当り、非行又は重大な過失があつたとき

に二人を要するものの操縦を行うこと。

（３）
（４）機長として、航空運送事業の用に供する航空機であつて、構造上、その操縦のため

問 13

（４）

滑空機は、航空機登録証明書等の搭載が義務づけられていない。

10

問 11 昼間障害標識の説明で正しいものはどれか。
（１）地表又は水面から60m以上の高さのものの設置者は、国土交通省令で定めるとこ

（３）

（４）操縦練習許可書で飛行する者は、航空法に違反しても、操縦練習の停止を命じられ

滑空機に搭載が義務づけられている書類で正しいものはどれか。
（１）航空機登録証明書
（２）耐空証明書
（３）航空日誌

ろにより、当該物件の全てに昼間障害標識を設置しなければならない。
（２）煙突、鉄塔、柱その他の物件全てに昼間障害標識を設置しなければならない。

昼間障害標識は、塗色、旗及び標示物で示される。
高光度航空障害灯を設置すべき物件は、昼間障害標識を設置しなければならない。

（３）

問 12 滑空機用航空日誌に記載すべき事項のうち、飛行に関する記録で誤りはどれか。

（４）滑空機の飛行の安全に影響のある事項

（１）乗組員氏名
（２）曳航の方法
（３）飛行の時間又は回数

（４）
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（２）
（３）

（４）

（１）国土交通大臣は、（２）国土交通省令で定めるところにより、（３）航空事業者
に対し、（４）航空機の運航のため必要な情報を提供しなければならない。

雲中及び夜間の曳航飛行は、行わないこと。（国土交通大臣の許可受けた場合を

問 20 航空法第９９条（情報の提供）の条文の下線部（１）～（４）の中で誤りはどれか。

（４）
離脱すること。

問 19 航空法第８８条（物件の曳航）で定められた安全上の基準のうち、誤りはどれか。
（１）曳航索の長さは、４０ｍ以上８０ｍ以下を基準とすること。

離陸を行う場合には、航空機と滑空機が十分な連絡を行うことを援助するため、
地上連絡員を配置すること。
曳航索は、通常当該曳航索の長さの60パーセントに相当する高度以上の高度で

（２）

（３）

除く。）

（ア） （エ） （ウ）
（４） （ウ） （ア） （イ） （エ）

（エ）飛行機、回転翼航空機及び動力で推進している滑空機

（１） （ア） （イ） （ウ） （エ）
（２） （ア） （ウ） （イ） （エ）
（３） （イ）

問 18 飛行の進路が交差し、又は接近する場合における航空機（ア）～（エ）相互間の進路権
を優先順位の高い順に並べたもので正しいものはどれか。

（ア）滑空機
（イ）飛行船
（ウ）物件を曳航している航空機

（１）当該航空機及びこれに装備すべきものの整備状況
（２）最大離陸重量
（３）当該航行に必要な気象情報
（４）積載物の安全性

問 16 航空法施行規則第164条14の条項（出発前の確認）に含まれない項目はどれか。

当該航空機外の物件を視認できない気象状態のとき以外は見張りをしなければ
ならない。
夜間飛行中は見張りの義務はない。

問 15 航空法第7１条の2（操縦者の見張り義務）で正しいものはどれか。

問 17 航空法第76条（報告の義務）に関して、報告の義務のあるものは（ア）～（エ）の中で

（イ）火山の爆発その他の地象又は水象の激しい変化に遭遇した。
（ウ）気流の擾乱その他の異常な気象状態に遭遇した。

（ア）

いくつあるか。（１）～（４）の中から選べ。

（１）国土交通大臣の指示に従っている航行の場合は見張りの義務はない。
雲が多い所を飛行中は見張りの義務はない。

飛行中、住宅火災を発見した。

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４

（エ）航空保安施設の機能の障害を発見した。
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記　　号科　目

（２）

合格は１００点満点の７０点以上とする。

◎ 配　　点

◎ 判定基準

ＣＣＣＣ０５１３７０

◎

ること。

能となるので当該科目は不合格となります。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

P１８

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す

資　格 ２０題　　４０分題数及び時間共通

注　　意 （１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

航空通信〔科目コード：０５〕

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

１問　５点
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左30度前方

右30度前方

（２）

ものはどれか。

管制業務の種類で誤りはどれか。

（３）

有視界飛行方式で飛行する場合で、通過時に管制機関の許可が必要とされる

ターミナル・レーダー管制業務
（４）航空路管制業務

（１）飛行情報業務
（２）飛行場管制業務

特別有視界飛行について誤りはどれか。
（１）空港等が計器気象状態であっても、地上視程が1,500メートル以上であれば

操縦者の要求により管制機関から許可が発出される。
（２）管制圏または情報圏が指定されている空港等で行われる。
（３）特別有視界飛行方式の管制許可には離陸、着陸許可は含まれない。
（４）飛行視程5,000メートル以上を維持して飛行する。

（３）左60度前方

ものはどれか。

（３）

（４）航空路誌補足版：ＡＩＰの永続的変更に係る情報を掲載

（４）発動機始動後の地上滑走開始（ブロックアウト）から、最初の着陸地の駐機場

離陸後、目的空港等の目視位置通報点に到達するまでの所要時間（１）
発動機始動後の地上滑走開始（ブロックアウト）から、最初の着陸地の上空に

有視界飛行方式において、フライトプランに記載する所要時間について正しい  

航空路誌改訂版：ＡＩＰの一時的変更に係る情報（有効期間が３ヶ月以上の

MC 055°をHDG 085°でトラッキング中、管制機関より「Traffic、Eleven　
O'clock」との情報を受けた場合、当該航空機は自機の機首方位からどの方向に
見えるか。

問 １

問 ２

問 ６

問

問 ３

問

５問

７

４

（４）

アルティメタセッティングについて誤りはどれか。

（２）宮崎空港の管制圏を通過するため宮崎空港のQNHをセットした。

（４）平均海面上14,000フィートを飛行するのでQNEをセットした。

（３）離陸後、目的空港等の上空に到達するまでの所要時間

で停止する（ブロックイン）までの所要時間

（１）離陸前にタワーから提供されたQNHの値をセットした。　

（３）

（１）

瀬戸内海の海面上を飛行するのでQFEをセットした。

正面

（１）

（２）

（２）民間訓練/試験空域
（３）航空交通管制圏

航空交通情報圏

　　　　　　　　もの等）を掲載　　　　　　　　　

到達するまでの所要時間

（４）

航空路誌（ＡＩＰ）：福岡FIR における民間航空の運航に必要な諸施設、組織等に

ノータム：航空路誌改訂版または航空路誌補足版の情報のうち重要なもの

（１）

（２）

ターミナルコントロールエリア

航空情報の説明で正しいものはどれか。

　　　　　　　　　　関する永続性をもつ情報を収録
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異なっていた場合でも、管制機関等は航空機局が使用したコールサインによって

飛行を開始した後に出発地を中心として半径９ｋｍ以内の範囲において速やかに

（２）飛行場リモート対空援助業務を行っている。

（４）

（１）121.50 MHｚ

（３）

正しいものはどれか。

（２）

応答する。

コールサインを簡略化することができる。

完全なコールサインを使用して応答しなければならない。

（１）10,000フィート以上の高度で特に指示がない場合は1400にセットする。

遭難信号を最初に受信した地点、高度及び時刻

VFRの飛行計画の通報について誤りはどれか。

（４）

訂正します。

（４）SATサービスに登録すれば、インターネットを通じてファイルできる。
通報する。

（３）
遭難信号が聞こえなくなった地点、高度及び時刻

飛行中にELTの発信音を受信した場合、ATS機関への通報の内容で誤りはどれか。
（１）

遭難信号を発信している航空機の呼出符号

（１）空港事務所または出張所の航空管制運航情報官に通報する。
（２）電話を通じて口頭により提出することはできない。

離陸しようとする場外離着陸場において飛行計画を通報する手段のない場合は、（３）

（２）

（４）

（３）

FSCの飛行場対空援助局のコールサインは「レディオ」である。

確認してください。
（４）

（３）

航空機（自機）の呼出符号

飛行援助センター（FSC）について誤りはどれか。
（１）

有視界飛行方式により飛行する場合のATCトランスポンダーの操作の説明で

123.45 MHｚ

緊急状態に陥った場合は7600にセットする。

航空機局は管制機関からコールサインを簡略化された場合でも、（４）

どれか。

通信の一般用語「VERIFY」の意味で、正しいものはどれか。

（２）（前の通報を）取り消します。

航空機局が通信設定時に使用したコールサインが完全なコールサインと

航空機局の無線電話呼出符号（コールサイン）について誤りはどれか。
（１）通信を設定するときは完全なコールサインを使用しなければならない。

120.10 MHｚ
122.60 MHｚ

（２）

問 10

問

問

通信機故障時は7500にセットする。
（３）

（４）飛行中の航空機からの位置情報、飛行計画の変更等の運航援助を行っている。

問 ８

９

日本国内（航空局のVHF周波数の通信圏内）において、航空機局相互間で気象状況
および航空機の相互の位置等飛行情報に関する通信を行う場合の周波数で正しいものは

通信が設定されたのち混乱の生ずるおそれがない場合、管制機関は航空機局の

問

問

11

13

12

問 14

（３）

（１）そのとおりです。

（２）

FSCの広域対空援助局のコールサインは「インフォメーション」である。

離陸後のなるべく早い時期に作動させる。
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使用してもよい。

で送信を試みなければならない。

（４）

目的地に到着しない場合に発動される。

（２）

（３）

（１）遭難/緊急通信の最初の送信はそれまで使用中の指定された周波数で行う。

（４）

通信設定後、管制機関から使用周波数を指定された場合にはその周波数を使用する。

（３）緊急通信は、「PAN-PAN（3回）」の用語を用いて呼出しを行う。

緊急および遭難通信について誤りはどれか。   

（１）オプションアプローチの許可に「タッチアンドゴー」は含まれる。
（２）

（２）

（３）

（４）

オプションアプローチの許可に「着陸」は含まれる。

離陸許可（Take-off clearance）について誤りはどれか。

パイロットが必要と判断した場合は121.5MHzまたは243.0MHzを

管制官に緊急停止を指示された場合は、離陸許可は自動的に取り消される。

遭難及び緊急時の通信で誤りはどれか。

「STOP IMMEDIATELY」の用語が用いられる。

（４）航空機がその予定時刻から30分（ジェット機にあっては15分）過ぎても

オプションアプローチの許可に「ストップアンドゴー」は含まれる。

沈黙させることができる。

（１）遭難通信は、「MAYDAY（3回）」の用語を用いて呼出しを行う。

滑走路内に進入したり離陸を開始してはならない。

遭難航空機局は、遭難通信を妨害する局を「DISTRESS」の用語を用いて

オプションアプローチの許可に「ローアプローチ」は含まれない。

（４）121.5MHz又は243.0MHzで通信の設定が困難なときでも、継続して同周波数
（３）

オプションアプローチについて誤りはどれか。

遭難通信を中継する場合は、「MAYDAY RELAY」を3回前置する。 

地上走行中に「白色の閃光」を受けた場合は、その場で待機する。

（２）

問 16

15

既に発出された離陸許可が取り消される場合には、「CANCEL DEPARTURE
CLEARANCE」の用語が用いられる。

（１）白色および赤色の交互閃光は、「注意せよ」を意味する。

「INTERSECTION APPROVED」の用語は離陸許可ではないので、

（３）位置通報が予定時刻から30分過ぎてもない場合に発動される。

問 20

問 19

あった場合に発動される。

（１）有視界飛行方式による航空機については、その予定経路上の飛行場について
第1段通信捜索が行われる。

捜索救難の発動基準「不確実の段階」について誤りはどれか。

意味する。

指向信号灯について正しいものはどれか。

飛行中の航空機に対する「赤色の不動光」は、「着陸してはならない」を

（２）航空機の航行性能が悪化したが不時着のおそれがある程でない旨の連絡が

（３）

（４）飛行場管制業務の行われていない空港では指向信号灯は使用されない。

問 17

問 18

問
（１）離陸滑走を開始した直後の航空機に対して、管制官が緊急停止を指示する場合には、

（２）
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航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題
資　格 事業用操縦士(飛)(回)(船) 題数及び時間 ２０題　　１時間

科　目 空中航法〔科目コード：０１〕 記　　号 Ａ３ＣＣ０１１３７０

P19

◎ 注　　意 （１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験
番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す
ること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可
能となるので当該科目は不合格となります。

（２） 解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

◎ 配　　点 １問　５点

◎ 判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。
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下表はA空港から変針点B、Cを経由してD空港に至る未完成の航法ログである。
問１から問６について解答せよ。
なお、燃料消費率は、上昇時18 gal/hr、巡航時12 gal/hr、降下時6 gal/hrとし、上昇に12分
降下に15分を要するものとして計画する。
また、AB間の区間距離は40 nm、CD間の区間距離は87 nmとする。

ＦＲＯＭ ＴＯ ＷＩＮＤ TC VAR

（１） 1時間14分
（２） 1時間26分

（４）

166 度

/

問 ３ A空港からD空港までの予定飛行時間に最も近いものはどれか。

問 ２ 変針点Bから変針点CまでのGSに最も近いものはどれか。
（１）

131 kt
144 kt

（２） 123 kt

問 １

115 kt

1E035

146 度
159 度（２）

RCAから変針点BまでのCHに最も近いものはどれか。

7W

（１）

（３）
（４）

（３）

164 度

ＥＯＣ Ｄ DES 125 190/15

       /
 ( 87 )

/1E

     / 199   15 /

Ｃ ＥＯＣ 7500 135 250/20 035 /

Ｂ Ｃ 7500 135 330/20 090 6W

7W

2E  72 / 112

1W      / 40 / /

Ａ

//

ＲＣＡ Ｂ 7500 135 270/20 145 6W

ALT TAS

1W       12

ZONE / CUM ZONE / CUM ZONE / CUM
MHWCA TH

ＲＣＡ CMB 110 210/10 145 6W /

GS DIST( nm ) TIME
DEV CH

FＵEL( gal )

( ft ) ( kt ) ( kt )
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（３） 140 kt
（４） 148 kt

問 ６ 変針点C上空において、QNHが29.92 inHgで外気温度が－10ﾟCのとき、TAS135 kt
で飛行するためのCASに最も近いものはどれか。

（１） 118 kt
（２） 123 kt

（３） 320 ／ 20 kt
（４） 360 ／ 20 kt

（１） 180 ／ 20 kt
（２） 260 ／ 20 kt

（４） 24 gal

問 ５ 変針点CからEOCに向けオンコースで飛行中、CHは046度、TASは135 kt、
GSは151 ktであった。このときの風向風速に最も近いものはどれか。

（１） 14 gal
（２） 17 gal
（３） 20 gal

（２） 1時間26分
（３） 1時間29分
（４） 1時間31分

問 ４ A空港からD空港までの予定使用燃料に最も近いものはどれか。
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DA
風ベクトル

①

ランバート航空図について誤りはどれか。
標準緯線（平行圏）は2本である。
子午線は直線である。
距離測定の誤差が極めて小さい。
航程線は直線になるが、大圏が赤道に引きつけられる曲線になる。

空港進 前に 手 た 「 に対 誤 「 値を気 高度計に問 10

問 ８
（１）
（２）
（３）
（４）

問 9 高度の換算値（ａ）、（ｂ）について、その正誤の組み合わせとして正しいものは
どれか。（１）～（４）の中から選べ。ただし、QNHは「29.92」とする。

（ａ）気圧高度6,000 ft 機外温度－6 ℃のときの真高度は約6,200 ftである。
（ｂ）気圧高度7,000 ft 機外温度＋10 ℃のときの密度高度は約5,900 ftである。 

（ａ） （ｂ）

（１）GSとTH
（２）GSとTR
（３）TASとTH
（４）TASとTR

問 7 風力三角形において、図中①のベクトルを構成する要素として正しいものはどれか。

（４） 正 正

（１） 誤 誤
（２） 誤 正
（３） 正 誤

事操(飛)(回)(船)-航法-3/5

空港進入前に入手したQNH「29.92」に対し、誤って「29.82」の値を気圧高度計に
セットし場周経路に進入した。場周経路下の標高が300 ftのところを、計器高度
1,000 ftで飛行した場合、場周経路下の標高からの対地高度に最も近いものはどれか。

（１） １　　　（２） ２　　　（３） ３　　　（４） ４　　　（５） なし

（１）～（５）の中から選べ。

（ａ）

55 kgは約121 lbsである。
（ｂ）24 sm は約38.6 kmである。
（ｃ）

-13 ﾟCは約-25 ﾟFである。（ｄ）

110 mは約336 ftである。

問 11 航法計算盤を利用した次の換算値（ａ）～（ｄ）のうち、正しいものはいくつあるか。

問 10

（１）

（３） 900 ft
（４）1,100 ft

600 ft
（２） 800 ft

問 12 変針点Ｇから変針点Ｈへ飛行中、Ｇから20 nmの地点においてオフコースの距離が
2 nmであった。Hの手前15 nmの地点で計画したコースに戻るための修正角に最も
近いものはどれか。ただし、GH間の距離は45 nmとする。

（１） 8度
（２） 10度
（３） 14度
（４） 18度
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で正しいものはどれか。（１）～（４）の中から選べ。

（１） a、c　（２） b、c　（３） a、b、d （４） b、c、d　　

飛行中、DGとCDIを確認したところ、図１のようになっていた。このときの航空機と
局との位置関係にもっとも近いものは図２のどの点になるか。

問 16

変針して2分間飛行後にコースに復帰した。この回避による所要時間の増加量で正し
いものはどれか。ただし風は無風とする。

（１）　1分
（２）　2分
（３）　3分
（４） 4分

kt
kt

問 15 地文航法実施中に、飛行コース上の安全確保のため回避飛行を行い、左に60度変針
して2分間飛行後、右に60度変針してコースと平行に3分間飛行し、更に右に60度

（ｄ） 150 ／ 16 kt

（３）1時間23分後
（４）1時間35分後

問 14 目的空港の天候が悪化する可能性があるため、ETPで最終的な飛行の判断をしたい。
離陸後ETPとなる経過時間に最も近いものはどれか。ただし、TC035度、目的空港
までの距離280 nm、TAS120 kt、風250 ／20 ktとし、上昇降下は考慮しない。

（１） 53分後
（２）1時間10分後

問

（ｃ） 120 ／ 27

13

（ａ） 040
（ｂ） 320

横風制限値が 15 ktである航空機が、RWY08（磁方位083度）に着陸する際に、
タワーから通報される地上風（ａ）～（ｄ）のうち、制限値内となるものの組み合わせ

／ 20 kt
／ 17
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[図１] [図２]
A点
B点
C点
D点

（３）16時50分
（４）17時20分

（４）

問 17 Ｅ空港(36ﾟ00' N 139ﾟ30' E)を出発し、Ｆ空港(36ﾟ00' N 134ﾟ30' E)へ日没の
30分前に到着したい。ETEを１時間10分とする場合、離陸予定時刻に最も近いもの
はどれか。ただし、Ｅ空港の日没時刻は18時10分とする。

（１）16時00分
（２）16時30分

（１）
（２）
（３）

A点

B点

C点

D点
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低酸素症（ハイポキシャ）について誤りはどれか。
ハイポキシャは人間の脳および他の機能に障害をきたす程に体内の酸素が不足する
状態をいう。
大気に酸素の占める割合は地上からはるか上空に至るまで約21%とほぼ一定である
ため、飛行高度の増大とハイポキシャに対する関係は薄い。
ハイポキシャの症状がゆっくり進行するときは、その影響をみずから認識することは
難しい。
喫煙や排気ガスに含まれる一酸化炭素の吸引は血液の酸素運搬能力を減少させるため
ハイポキシャにかかるリスクを高める。

ストレスについて誤りはどれか。

（３）精神的刺激の度合と業務処理能力は反比例する。
（４）ストレスは過失の連鎖を生じさせるが、認識力によってその連鎖を解消することが

できる。

（３）

誤

（４）

（２）

問 20
（１）倦怠感は早い時期から認識することができる。
（２）ストレスは論理的決断の能力に対して大きな影響を与える。

問 18
（１）

正しいものはどれか。（１）～（４）の中から選べ。

（ａ）地上物標のない場所では、実際の高度よりも高く飛んでいるように錯覚しやすい。
（ｂ）風防に当たる雨はより低い高度に居るように、また大気の霞は滑走路までの距離を

正
（４） 正 正

（２） 誤 正
（３）

（１） 誤 誤

より遠くに居るように見せかける錯覚の原因となる。

（ａ） （ｂ）

問 19 飛行中の錯覚に関する記述（ａ）、（ｂ）について、その正誤の組み合わせとして
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◎ 注　　意 （１）

記　　号航空気象〔科目コード：０２〕

ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す
ること。

P２１

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー

Ａ４ＣＣ０２１３７０

資　格 ２０題　　４０分題数及び時間自家用操縦士 (飛)(回)(船)

「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード

科　目

のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

判定基準

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

１問　５点

（２）

◎

◎ 合格は１００点満点の７０点以上とする。

能となるので当該科目は不合格となります。

配　　点

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題
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どれか。
気化熱
凝結熱
融解熱
昇華熱

METARで使用される天気略語｢HZ｣について正しいものはどれか。
もや
霧
火山灰
煙霧

全天の4/8～7/8を覆う雲層の雲底高度が、平均海面から3,000ftである。

問

（４）

問

（３）
（４）

２

全天の5/8～7/8を覆う雲層の雲底高度が、平均海面から3,000ftである。

（４）

３

６

4

問 ５

問

問

全天の4/8～7/8を覆う雲層の雲底高度が、空港の標高から3,000ftである。

時計回りに吹き込む。

全天の5/8～7/8を覆う雲層の雲底高度が、空港の標高から3,000ftである。

問 1

寒冷前線通過後 般的な気象現象で誤りはどれか

24時間

（３）

（１）

（１）

北半球の高気圧の風の吹き方で正しいものはどれか。
反時計回りに吹き出す。

（２）

反時計回りに吹き込む。

（３）

（１）
（２）
（３）
（４）

（２）

運航用飛行場予報(TAF)の有効時間として正しいものはどれか。
（１）  6時間
（２）18時間

（１）

（４）

時計回りに吹き出す。

水分の変化において、液体から気体に変化するときに吸収する熱量で正しいものは

27時間

標高1,000ftにある空港のMETARで、「BKN030」のとき正しいものはどれか。

（２）
（３）
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風向の変化
天気の回復
気温の上昇
気圧の上昇

（１）
６問 寒冷前線通過後の一般的な気象現象で誤りはどれか。

－5℃

＋10℃
（２）

（２）

（３）強い風
（４）

地上天気図で等圧線の間隔が狭いときに予想される気象現象で正しいものはどれか。
（１）海陸風
（２）霧

ひょう

（３）
（４）

±0℃

国際標準大気における平均海面上5,000ftの気温で正しいものはどれか。問 8

＋5℃
（１）

問 7

（３）
（４）
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METARにおいて風向風速の次に9999と報じられていた。正しい意味はどれか。
卓越視程が9,999mである。
卓越視程が10km以上である。
卓越視程が100kmである。
卓越視程が100km以上である。

日本付近にあらわれる気団について誤りはどれか。
オホーツク海気団は1年を通してあらわれる。
シベリア気団は主として冬季にあらわれる。
揚子江気団は主として春秋の侯にあらわれる。
小笠原気団は主として夏季にあらわれる。

11 「飛行場にはないが、飛行場周辺に観測される」ときのMETARに使用される

（１）
（２）

落雷

850hPa天気図の説明として誤りはどれか。
対流圏の中間層にあたり、大気の流れを知るために最適である。

問 9

13

（３）
（４）

この高さの湿った暖気移流は雨の予報に利用される。

（３）

問 10

山岳波 中 乱気流が最も激しいと ろで正しいも はどれか

12

問

問 14

問 発達した積乱雲の近くで予想される気象現象で誤りはどれか。

問

山岳地帯を除けば気象要素は下層大気の代表的な値を示す。
（２）
（３）

天気略語として正しいものはどれか。

乱気流
（２）

（４）

（４）前線系の解析に最適である。

（１）

（１）

（１）
（２）

DR
BC

（３）

PR

VC（４）

（３）煙霧
（４）ひょう

（１）
（２）
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地上天気図に使用される海上警報｢ＧＷ｣で正しいものはどれか。

（２）

台風警報（４）
（３）

強風警報
暴風警報

温暖前線に伴った天気現象として誤りはどれか。

一般警報

（３）
（２）

一般に層状の雲が広範囲に広がり、前線の接近とともに雲底は低くなる。
前線の進行方向では低シーリングや悪視程をもたらすことがある。
この前線には積雲や積乱雲が発生することはない。

（４）

（１）

雨域は広範囲で、連続性の降水となることが多い。

（１）

問1６

問 15

山岳波の中の乱気流が最も激しいところで正しいものはどれか。問 14
山頂高度の上5,000ft以上の高度
山頂風上側の10km周辺
山頂高度の風下側のロール雲周辺
山頂のキャップ雲周辺

（２）

（４）
（３）

（１）
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ある空港において巻雲、巻層雲、高層雲、乱層雲が順次観測された。今後予想される
気象現象で正しいものはどれか。

高気圧の持続
寒冷前線の接近
気温の低下
温暖前線の接近

　    　BECMG 0918/0920　32004KT　TEMPO 0919/0923　4000　BR　

日本時間10日午前９時の予想気象状態はVMCである。

　　　　（ａ）　（ｂ）　（ｃ）　（ｄ）　　　　
（１）　　正　　　誤　　　誤　　　正
（２）　　正　　　誤　　　正　　　誤　
（３）　　誤　　　正　　　誤　　　正
（４）　　誤　　　正　　　正　　　誤

問 20

問 19

（１）
（２）

（４）山を吹き上げていく寒冷で乾燥した風

フェーン風について正しいものはどれか。
（１）山から吹き下ろしてくる温暖で乾燥した風
（２）山から吹き下ろしてくる寒冷で湿潤な風
（３）山を吹き上げていく温暖で乾燥した風

（ｄ）日本時間10日午後9時の予想風は18010KTである。

（４）

大気 安定 不安定に いて正しいも はどれか

（３）

問 17

問 18

（ｃ）日本時間10日午後1時の予想風は32004KTである。

次の運航用飛行場予報（TAF）の説明（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせで、正し
いものはどれか。（１）～（４）の中から選べ。

RJTT  091439Z 0915/1018  22010KT  8000  FEW030　　

　   　 BECMG 1000/1003　18010KT　BECMG 1015/1018　32006KT

（ａ）日本時間９日午後9時には、一時的に視程4000mが予報されている。
（ｂ）
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問 20

上昇した空気塊の温度が周囲より高いとき、空気塊の上昇は止まる。

大気の安定、不安定について正しいものはどれか。

気温の逆転層内では大気は安定である。（４）
（３）

（１）高度の増加に伴う気温減率が大きいとき、大気の安定度は増す。
（２）大気が安定しているとき、空気塊の鉛直方向の動きが活発である。
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（１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

◎ 判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

（２） 解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

◎ 配　　点 １問　５点

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可
能となるので当該科目は不合格となります。

              航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 Ｐ２２
資　格 自家用操縦士（動滑）（上滑） 題数及び時間 ２０題　　４０分

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す
ること。

科　目 航空気象〔科目コード：０２〕 記　　号 Ａ４ＧＭ０２１３７０

◎ 注　　意

自操(動滑)(上滑)-気象-1/4自操(動滑)(上滑)-気象-1/4



（１）METARなどから得られた気圧情報をセットする方式である。
常に29.92inHg（1013.2hPa）をセットする方式である。

（３）

問 ４ 放射性逆転について正しいものはどれか。

（３）電波や光波の場合と同様に放射された波の形式で熱が伝わることである。
（４）太陽光により地面が暖められるのは、対流によるものである。

問 ５ QNH 方式について正しいものはどれか。

地面からかなり上空まで形成する。
晴れた日の夜から朝にかけて形成される。（２）

（３）下層に寒気、上層に暖気がくるため発生する。

（１）

（４）太陽の熱が地面に加わると、さらに発達する。

滑走路上で高度計が 0 f （0 ）を指示するようにセ トする方式である

（２）　０℃

問 ２ 標準大気における10,000ftの気温で正しいものはどれか。

（１）暖かい方から冷たい方へ接触によって熱が伝わることである。
（２）空気の上下の流れによって熱が伝わることである。

問 ３ 対流について正しいものはどれか。

（３）－５℃
（４）－１０℃

（１）
（２）大気は乾燥した空気からなり、水蒸気を含まないと仮定している。
（３）平均海面高度での気温は０℃である。

国際民間航空で採用している標準大気は地上３２㎞までを規定している。（４）

（１）　５℃

問 １ 標準大気についての記述で誤りはどれか。
平均海面高度での標準大気圧は29.92inHgである。

（２）
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問 ７ 大気の安定、不安定について正しいものはどれか。

湿潤断熱減率を意味する。
６問

問 ８ 上層雲として正しいものはどれか。

（３）上昇した空気塊の温度が周囲より高いとき、空気塊の上昇は止まる。
（４）気温の逆転層内では大気は不安定である。

（２）大気が不安定のときは空気塊の鉛直方向の動きが活発である。

（３）

（４）

（１）

滑走路上で高度計が 0 ft（0 m）を指示するようにセットする方式である。

露点温度について正しいものはどれか。

（２）単位体積中の水蒸気量と、乾燥空気の質量の比である。

一定気圧の空気の温度を下げたとき、その空気が飽和に達して露を結びはじめる

（３）Ac
（４）As

（２）Sc

ときの温度である。

（１）上空に寒気の移流があると大気は安定する。

（１）Cs

（３）ある温度の気塊を1,000ｈPaの気圧にしたときの温度である。
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問 13 右図のような気圧配置がよく見られる季節（時期）は

（３）
（４）等圧線が曲率を持っている部分でも、地衡風は実際の風と一致する。

（１）地面付近の風のことである。

等圧線に平行に吹く風である。
（２）

問 12 地衡風について正しいものはどれか。

20 m/s
（４）40 m/s

北緯２０度以南の低緯度で実際の風と近似する。

（１）  5 m/s
（２）10 m/s
（３）

問 11 10 ktの風速はおおよそ毎秒何メートルか。

（４）地表面からＢＫＮ以上の最も下の雲層の雲低高度までの間隔

（２）平均海面からＢＫＮ以上の最も下の雲層の雲低高度までの間隔
地表面から最も下の雲層の雲低高度までの間隔

（１）平均海面から最も下の雲層の雲低高度までの間隔
問 10 シーリングについて正しいものはどれか。

（３）

（３）ＢＫＮ
（４）ＯＶＣ

（１）ＦＥＷ
ＳＣＴ（２）

問 ９ 雲量が8/8のときMETARで示される記号で正しいものはどれか。

どれか。

問 14 フェーン風について正しいものはどれか。

（３）夏
（４）冬

（２）山から吹き下ろしてくる寒冷で湿潤な風
（３）

（２）梅雨
（１）春

山を吹き上げていく温暖で乾燥した風

（１）山から吹き下ろしてくる温暖で乾燥した風

（４）山を吹き上げていく寒冷で乾燥した風
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問 17 ウェーブソアリングに利用する山岳波について正しいものはどれか。

（２）温暖型閉塞前線
（３）寒冷前線
（４）温暖前線

問 18 ある前線を図式化したものである。正しいものはどれか。

（２）

（４）

寒冷型閉塞前線（１）

（１）上昇流が発生するメカニズムはスロープソアリングで利用する斜面上昇風と全く

問 16 サーマルについて誤りはどれか。

雲形は積雲形である。
（４）安定度は不安定気温減率である。

問 15 寒気団の特性で誤りはどれか。

（２）視程は良好である。

（４）サーマルは上昇中、風下に移動する。

（３）低層に乱流域があり、危険な場合もある。
風向は山並に対して平行か平行に近い角度がよい。

同じである。
山頂高度付近の大気の安定度が、不安定である時に発生する。

がある。
（３）サーマルは緑地においての発生が最も多い。

（２）地表面の熱特性が同じでも、平地と斜面でサーマルの発生の度合いが異なること

（１）気流はなめらかである。

（３）

（１）砂地、岩石の多いところは比熱が小さく、サーマルがよく発達する。

（１）台風の中心付近の低層ではウィンドシヤーによる激しい乱気流が予想される。
（２）反時計回りに風を吹き込む。

問 19 台風について誤りはどれか。

（４）

（２）持続時間は２～３時間である。

問 20 ダウンバーストについて誤りはどれか。
（１）積乱雲の下などで地表付近に発生する強烈な下降気流である。

（３）進行方向の右半円を危険半円という。
（４）予報した時刻に、予報円内に台風の中心が入る確率は97％である。

地上付近で水平方向へ広がり強烈な発散風となる。
最大風速は１２０ノットに達する場合もある。

（３）
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航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題　　　P２３

ること。

能となるので当該科目は不合格となります。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

注　　意 （１）
番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー

１問　５点

ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す

２０題　　４０分題数及び時間自家用操縦士（飛）

記　　号航空工学〔科目コード：０３〕

「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

Ａ４ＡＡ０３１３７０

資　格

◎

科　目

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。（２）

◎

合格は１００点満点の７０点以上とする。

配　　点

◎ 判定基準
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（１）揚力は速度の二乗に比例する。
（２）揚力は翼面積に比例する。
（３）揚力は空気密度に比例する。
（４）揚力は揚力係数の二乗に比例する。

（４）旋回しようとした方向と逆の方向に機首を向けようとすることである。

（１）機首を上げようとする。

問 揚力について誤りはどれか。1

５ 機首に右回転プロペラを装備した単発機におけるトルクの反作用について正しいものは

（２）機首を下げようとする。
（３）機体を右に傾けようとする。

（３）旋回方向に機首が向こうとする力が強く働いていることである。

（１）翼に当たる空気の流速が急激に減る。
（２）翼の上面の気流が剥離し、同時に抗力が急増、揚力が急減する。

（３）翼端失速はきりもみ、あるいは自転の原因となる危険な現象である。
（２）翼端失速を起こすと一般に補助翼では姿勢を立て直すことはできない。

アドバース・ヨーの説明で正しいものはどれか。

（２）水平直線飛行中に空力的に滑っている状態である。

迎え角が失速角以上になった場合の説明で正しいものはどれか。

（１）着陸時に風上側の翼を下げて横滑りしながら進入することである。

（４）翼端部へ行くにしたがい、迎え角が大きくなるように設計すると、翼端失速を
防ぐことができる。

（３）翼の周囲の気流が乱れて上下面の圧力が急減する。
（４）翼の下面に渦が発生し、振動が生ずる。

どれか。

（４）機体を左に傾けようとする。

問 ２ 翼端失速について誤りはどれか。
（１）翼型によって翼端失速の傾向が異なる。

問

問 ３

問 ４
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つり合い旋回をしているときの計器指示で正しいものはどれか。

（１）

（１）
-9ﾟF

（３）30ﾟF
（４）59ﾟF

（２）

（１） （２） （３） （４）

（４）白色弧線は着陸装置操作範囲を示す。

問 ８

6 15℃をﾟFに換算した値で正しいものはどれか。

対気速度計の色標識について誤りはどれか。
赤色放射線は超過禁止速度を示す。

-24ﾟF

黄色弧線は警戒範囲を示す。
緑色弧線は常用運用範囲を示す。（３）

（２）

問

問 ７
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（１）誘導抗力が最小となる速度

（１）二重点火方式にする理由の１つは、一系統が故障した場合のバックアップである。

揚抗比が最大となる速度（４）

減摩作用

（４）

（１）吸気　－　排気　－　膨張　－　圧縮
吸気　－　膨張　－　排気　－　圧縮

（３）
冷却作用

（ ）

着火作用

飛行終了後可能な限り燃料タンクを燃料で満たす理由で正しいものはどれか。14
航空法 定められ るため

問

タブを舵面と同じ方向に動かして、舵の効きを増加させる。

トリム・タブについて正しいものはどれか。

（４）吸気　－　膨張　－　圧縮　－　排気

二重点火方式について誤りはどれか。

（２）
吸気　－　圧縮　－　膨張　－　排気

問

（４）

航空機用エンジンに使用する滑油の作用で誤りはどれか。

（３）

（１）タブを動かし、保舵力をゼロにして機体の姿勢を保つ。

（３）

13

問 ９

問 11 ４サイクル・エンジンの四つの行程で、正しいものはどれか。

（４）

二重点火方式では各シリンダに対して2個以上の点火栓を備えている。

操縦輪により直接タブを動かし、機体の操縦を行う。

パワー・オフの滑空時に滑空距離が最も長くなる速度は次のうちどれか。   

（２）

二重点火方式にすると、デトネーション防止に効果がある。
二重点火方式にすると、発電の負荷が増すため出力が落ちる。（２）

舵面後部に取り付けた金属板の角度を地上で調整しバランスをとる。

（２）

有害抗力が最小となる速度
全機の抗力が最小となる速度

（３）

（３）

気密作用

（２）

（１）

問 10

問 12
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タンク内余積の空気が冷やされて内壁に結露するのを防ぐため（３）

（１）

（２）

16

操縦席のスロットル・レバーはケーブルやリンク機構を介してスロットル・バル

（１）対気速度計

（１）避雷針としての役目がある。

静圧孔がふさがったときに予備の静圧孔としての役目がある。

失速を目視で確認する役目がある。

ピトー管で測定した全圧を利用している計器で正しいものはどれか。

機体に蓄積する静電気を大気中に放電させる役目がある。
（２）

17

シリンダ・ヘッドに取り付けた噴射ノズルから吸気弁前方の吸気ポートに燃料を

航空法で定められているため

（４）
対気速度計、旋回計、すべり計
磁気コンパス、昇降計、旋回計、すべり計

対気速度計、気圧高度計、昇降計

（４）

（２）

（４）

フロート式気化器について誤りはどれか。

飛行前に機体が暖まっているとき給油すると、発火する可能性があるため

問

問

問

飛行直後が一番帯電していないため

（４）ベンチュリ内、及びスロットル・バルブ上に着氷が発生しやすい。

15

（３）

（２）

（３）

スタティック・ディスチャージャの役目として正しいものはどれか。

（３）
注入する方式である。

ブと連結されている。

（１）燃料を霧状にして吸入空気流に導入し、気化を容易にして均質な混合気をつくる。

自操（飛）-工-  3/4



（４）加速すると南に偏った指示となり、減速すると北に偏った指示となる。

重心位置で正しいものはどれか。

（３）

る説明で正しいものはどれか。
北半球における磁気コンパスの加速度誤差（北または南に向かう場合を除く。）に関す問 18

問 19

人工衛星からの電波を捉えて、位置を知る装置である。

（２）基準線後方 180cm

問 20 総重量1,850kgの機体の総モーメントが370,000kg･cmのときの

（１）基準線後方 160cm

（４）２次レーダーからの質問電波を捉えて、自動的に応答する装置である。

基準線後方 200cm

（３）地上局からの電波を捉えて、位置を知る装置である。
（２）

（４）基準線後方 220cm

ATCトランスポンダーについて正しいものはどれか。
（１）航空機から地上局までの斜距離を表示する装置である。

加速すると西に偏った指示となり、減速すると東に偏った指示となる。

（３）加速すると北に偏った指示となり、減速すると南に偏った指示となる。
（２）加速すると東に偏った指示となり、減速すると西に偏った指示となる。
（１）

自操（飛）-工-  4/4自操（飛）-工-  4/4



P24

航空工学〔科目コード：０３〕

自家用操縦士（回）

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

資　格 ２０題　　４０分題数及び時間

記　　号科　目 Ａ４ＨＨ０３１３７０

◎ （１）

のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

注　　意
番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー

◎ 判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

◎

能となるので当該科目は不合格となります。

「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す
ること。

（２）

配　　点 １問　５点

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード

自操（回）-工-1/5自操（回）-工-1/5



問

問 1 失速の説明で正しいものはどれか。

（３）

重要な揚力を1個以上の回転翼から得る重航空機をいう。
「ヘリコプタ」とは、ほぼ垂直な軸まわりに回転する１個以上の発動機駆動の回（２）

（４）翼の迎角が小さくなり揚力が減少することをいう。

（４）速度、翼面積、取り付け角、空気密度

（４）

問 3 耐空性審査要領における定義で誤りはどれか。

（２）

問 2

下図のヘリコプタでホバリングから前進飛行のためにサイクリック・スティックを前に

（１）

翼の発生する揚力と抗力に影響する要素の組み合わせで正しいものはどれか。
（１）重心位置、翼面積、迎え角、空気密度

（１）翼に当たる空気の速度が急激に減少することをいう。
（２）翼に当たる空気密度が減少することをいう。
（３）

速度、翼面積、迎え角、重量
（３）速度、翼面積、迎え角、空気密度

（２）警報灯は、赤色が使用され、直ちに修正操作を必要とする緊急状態を示す。
（１）安全な使用状態を示す灯火は緑色である。

「回転翼航空機」とは、ヘリコプタ、ジャイロプレン、ジャイロダイン等、その

力装置によって駆動される飛行状態をいう。

翼上面の境界層が剥離して揚力が大きく減少することをいう。

転翼による揚力及び推進力を得る回転翼航空機をいう。

「ホバリング」とは、回転翼航空機にあって、対気速度零の飛行状態をいう。

「自動回転飛行」とは、回転翼航空機が運動中、その揚力を受け持つ回転翼が動

問 警報灯、注意灯及び指示灯について誤りはどれか。

（４）指示灯は、青色を使用しなければならない。
（３）注意灯は、こはく色が使用され、修正操作を必要とすることがありうることを示す。

5

4

自操（回）-工-2/5

問

問 問５で利用している原理で正しいものはどれか。

　Ⓐ
　Ⓑ

（１）

　Ⓓ

（１）

　Ⓒ

コリオリの力
貫流速効果
幾何学的不平衡

（３）

操作した時、ブレードのピッチ角が最大になるのはどの位置か。

（２）

（４）

（３）
（２）

下図のヘリコプタでホバリングから前進飛行のためにサイクリック スティックを前に

6

5

（４）ジャイロ・プリセッション

ブレードの回転方向

進行方向

Ⓑ

Ⓓ

Ⓒ
Ⓐ

自操（回）-工-2/5



エンジンの回転数で制御する。
コレクティブ・ピッチ・レバーの上下操作で制御する。

問 オートローテーション着陸をする際のフレアーの効果について誤りはどれか。
（１）速度を減少させる。
（２）降下率を減少させる。

問 ホバリング中における、テール・ロータの推力により生じる機体のドリフトを打ち消す

ⒶとⒷ

転移揚力の大きさはコレクティブ・ピッチ・レバーの使用量で決定される。
量が増加することによって得られる揚力増加分のことである。

（２）ホバリングから増速していく過程で、単位時間当たりにロータを通過する空気流

問 9

（１）
（２）
（３）ラダーの左右操作で制御する。

サイクリック・スティックの左右操作で制御する。（４）

問 転移揚力について正しいものはどれか。

巡航状態では発生していない。

Ⓒ
（４）

（２）Ⓑ

（４）

（１）Ⓐ

（３）

オートローテーション中、ロータ・ブレードを加速する力が働いている領域はどれか。

（３）

10

8

方法で正しいものはどれか。
7

（１）転移揚力の大きさは対地速度の大きさで決定されるため、風には影響されない。

自操（回）-工-3/5

①
②
③
④

（２）降下率を減少させる。

わしているものはどれか。

（１）
（２）

（４）
（３）

（３）ロータ回転数を増加させる。
（４）機体姿勢を安定させる。

問 11 下図は馬力と前進速度との関係を示したものである。①～④のうち、必要馬力をあら

④

③

②

①

自操（回）-工-3/5



どれか。
問 テール・ロータの効力の喪失（LTE）に陥りやすい飛行状態の説明で正しいものは

（１）
問

追い風での低速高角度進入
（３）対気速度４０kt以上の降下旋回

右図の安定性で正しいものはどれか。

14

高度－速度包囲線図（Ｈ－Ｖ線図）の説明で誤りはどれか。

13

（１）

（３）静的には不安定、動的にも不安定

横軸は、指示対気速度である。

問

静的には不安定、動的には安定

（４）

ホバリングしている状態では、適用されない。

（２）

（４）

静的には安定、動的には中立

（１）

動力装置故障となった場合で、安全に着陸することができない高度－前進速度の

（２）
（３）

（３）
最良上昇率速度での上昇中

（２）

（４）

（４）

（１）

低速飛行時の不用意な降下中

セットリング・ウイズ・パワーに陥りやすい飛行状態として誤りはどれか。

高速飛行中

15

問 12

密度高度が高く、また重々量状態での地面効果外ホバリング

組み合わせを示したものである。

オートローテーション中

縦軸は、対地高度である。

（２）

静的には中立、動的には安定

低速飛行およびホバリング中

振

幅

時間

自操（回）-工-4/5

問 16 ロータ・ハブ型式のうち、全関節型ハブが有するヒンジで誤りはどれか。
デルタスリー・ヒンジ

（１）エンジンごとに装備されている。

フラップ・ヒンジ

（４）ドラッグ・ヒンジ
フェザリング・ヒンジ

内輪と外輪の摩擦により噛み合わさせ、荷重を伝達する。エンジンが通常運転（３）

シングル・メイン・ロータ式ヘリコプタのアンチ・トルク・システムで誤りはどれか。

通常はエンジンの動力を伝え、エンジンが停止した場合にその接続を切り離す。

最良上昇率速度での上昇中

問

（２）

17

（４）

（４）

（１）

（４）エンジンが停止した場合、そのエンジンの接続は操縦士のコレクティブ・ピッ

18

（３）
（２）

フリーホイール・クラッチについて記述したもので誤りはどれか。

フェネストロン

テール・ロータ
チルト・ロータ

（１）ノーター
問

チ・レバーの操作により切り離す。

時に噛み合い、停止時には空転するようになっている。

（３）
（２）

自操（回）-工-4/5



問 20 次の条件で重心位置が最も近い値はどれか。

700kg

問

磁気コンパス、ピトー管式速度計、昇降計

（２）
基準線後方　200cm

燃料

基準線後方　220cm（１）

基準線後方　230cm貨物 20kg

（３）

基準線後方　170cm

160kg

基準線後方　210cm

（４）

乗員 120kg

基準線後方　220cm

（４）
（３）ピトー管式速度計、気圧高度計、昇降計

基準線後方　190cm

重　量
基準線後方　200cm

アーム
自重

（２）

静圧を利用している計器の組み合せで正しいものはどれか。
（１）ピトー管式速度計、旋回計、すべり計

19

磁気コンパス、昇降計、旋回計、すべり計

自操（回）-工-5/5自操（回）-工-5/5



（１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験
番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す
ること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可
能となるので当該科目は不合格となります。

（２） 解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

Ｐ２６              航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題     

１問　５点

合格は１００点満点の７０点以上とする。

◎

注　　意

資　格

配　　点

◎ 判定基準

自家用操縦士（動滑）（上滑）

 航空工学 〔科目コード：０３ 〕科　目

題数及び時間

記　　号

２０題　　４０分

Ａ４ＧＭ０３１３７０

◎

自操(動滑)(上滑)-工学-1/4自操(動滑)(上滑)-工学-1/4



１

失速の兆候として現れる現象で正しいものはどれか。問 ４

問

ベルヌーイの定理について正しいものはどれか。 
静圧と動圧の差は一定である。
静圧と動圧の積は一定である。
静圧と動圧の比は一定である。
静圧と動圧の和は一定である。

翼に作用する揚力について正しいものはどれか。２

問 ５
（１）
（２）

問 ３

問

（２）

（１）

相対風に垂直な方向に作用する力

（２）
（３）

（４）

（４）

（３）
重力と逆方向に作用する力
翼上面に垂直な方向に作用する力

アドバース・ヨー

（３）

揚力について正しいものはどれか。

楕円翼は揚抗比の効率が悪いが、製作が容易である。
矩形翼はおだやかな失速特性を持つが、同等の大きさの楕円翼より誘導抗力が大き

揚力は気圧高度に比例する。
揚力は空気密度に比例する。

（３）

（１）翼弦に垂直な方向に作用する力

スピン

（１）

（１）

（４）

バフェット
（２）

揚力は速度に反比例する。
（２）

フラッター

翼の平面形に関する特徴について誤りはどれか。

（４）

揚力は抗力係数に反比例する。

自操(動滑)(上滑)-工学-2/4

（２）

（２）エルロンが下がることで生じる抗力差により発生する逆偏揺れである。
翼の縦揺れモーメントが迎え角に関係なくほとんど一定になる点をいう。
翼幅を平均翼弦長で割ったもので、滑空性能に大きく関係する。

過大な迎え角により剥離した気流が、舵面や水平尾翼に当たって起こる振動である。（１）

（３）

（１）

バフェットの説明で正しいものはどれか。

翼面積が同じで翼幅を2倍にした場合のアスペクト比（縦横比）で正しいものはどれか。
2倍になる。
１／２になる。

4倍になる。

６

問 ７

問

１／４になる。

（４）

（３）
い。
先細翼（テーパ翼）は翼面積が同じ矩形翼より抗力が小さいが、ねじり下げをつけ
ないと翼端失速に入りやすい。

（４）前進翼は複座後席の人の有無による重心移動の影響を受けにくい。

（３）
（４）

自操(動滑)(上滑)-工学-2/4



ア

イ エ 速度

ウ

沈下率

（３）
（４）

（２）

次の性能曲線で表される性能を持った滑空機で、対地的な最良滑空速度を求めるとき、

指示対気速度：ＩＡＳ

（１）真対気速度   ：ＴＡＳ
9

10問

問

問

較正対気速度：ＣＡＳ
等価対気速度：ＥＡＳ

正しいものはどれか。

（１）上昇流があるときは、点アから接線を引く。
下降流があるときは、点イから接線を引く。

（３）追い風があるときは、点ウから接線を引く。
（４）向かい風があるときは、点エから接線を引く。

（２）

機体に装備された対気速度計が表す速度はどれか。

8 誘導抗力について正しいものはどれか。
（１）誘導抗力とは翼の形状抗力のことである。
（２）アスペクト比を大きくすると誘導抗力は大きくなる。
（３）迎え角を大きくすると誘導抗力は大きくなる。
（４）誘導抗力とは翼に作用する摩擦抗力のことである。

自操(動滑)(上滑)-工学-3/4

（４）ＶNEとは超過禁止速度をいう。

問

11

12

問

問

（３）

（１）ＶS1とは所定の形態の失速速度をいう。

ダイブブレーキ（スポイラー）について正しいものはどれか。
主翼に装備され、抗力を増大し揚力を減少させる。
ラダーペダルを両足で踏み込むことにより作動させる。

（２）

滑空比を変えず速度だけを減らすことができる。

重心位置が前方へ移動した場合の飛行特性の変化で正しいものはどれか。

縦の操縦性が低下する。
低速時に機首上げの傾向が強まり、安定性が低下する。
トリムをダウン方向にセットする必要がある。

耐空性審査要領の定義で誤りはどれか。

（４）

（１）縦の安定性が低下する。

離陸中止時や着陸接地後にだけ使用できる。

（１）

（３）
（４）

（２）

13

（２）ＶWとは設計飛行機曳航速度をいう。
（３）ＶAとは設計運動速度をいう。

自操(動滑)(上滑)-工学-3/4



（３）最適な速度を指示するものであり、速度計に取り付けて使用する。
（４）高度の低下から最適な速度を求めるものであり、高度計に取り付けて使用する。

（１）失速速度が大きくなる。
（２）最良滑空速度が大きくなる。

用いることができる。
（２）マクレディ・カーブは飛行重量により変化するため、複座の滑空機において単座時

（１）マクレディ・カーブは滑空機の性能には影響されず、どの滑空機でも同じリングを

問 16

問 15

問 14 マクレディ・リングに関する説明で正しいものはどれか。

（３）最小沈下速度は小さくなる。
最良滑空比は変わらない。

（２）

（４）

（３）

CL／CD（揚抗比）が最大となる速度で滑空したとき、正しいものはどれか。ただし CL は、

（１）

（２）バンク３０度で旋回中、失速速度は約４０％増加する。

（４）

と複座時では異なるリングを用いる。

揚力係数、CD は抗力係数とする。

失速速度となる。（４）

（１）旋回中でも失速速度は水平飛行時と変わらない。
問 17

最良滑空速度となる。

旋回中の失速速度を水平飛行時の失速速度と比べた時に正しいものはどれか。

最小沈下速度となる。
超過禁止速度となる。

（３）バンク４５度で旋回中、失速速度は約４０％増加する。
バンク６０度で旋回中、失速速度は約４０％増加する。

機体重量が増加したときの飛行性能の変化について誤りはどれか。

自操(動滑)(上滑)-工学-4/4

問 20

（４）

（２）
（１）

重量250kg、重心位置が基準線後方22cmの滑空機の重心位置を、10kgの荷物を積む

問 19

（４）
（３）
（２）

基準線後方　120cm
基準線後方　140cm
基準線後方　150cm

（３）

対気速度計における黄色標識（三角印）について正しいものはどれか。

最小重量における最小進入速度
水バラストを除く最大重量における推奨される最小進入速度
最良上昇率速度

（１）水バラストを除く重量における最小操縦速度

ことによりあと3cm後方に移したい。荷物を積む位置について正しいものはどれか。
基準線後方　100cm

（１）巡航時の３舵のバランスをとる。　

（４）翼とタブをリンクで結び、舵面を動かすと、タブが舵面と逆の方向に動く。

（２）操舵力の軽減に役立てる。
（３）動翼のフラッターを防止する。

問 18 動翼に装備されているマス・バランスの目的として正しいものはどれか。
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航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 P２７
資　格 自家用操縦士（飛）（回）（船） 題数及び時間 ２０題　　４０分

科　目 航空法規等〔科目コード：０４〕 記　　号 Ａ４ＣＣ０４１３７０

◎ 注　　意 （１）「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験
番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す
ること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可
能となるので当該科目は不合格となります。

（２）解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

◎ 配　　点 １問　５点

◎ 判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。
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有視界気象状態の条件の説明で正しいものはどれか。

（３）操縦練習の監督者
（４）国土交通大臣

問 7 技能証明の取り消し等が命じられる場合について誤りはどれか。

問 5 操縦士に係る技能証明の限定に関する記述で正しいものはどれか。
（１）飛行機、回転翼航空機又は飛行船の操縦士の技能証明があれば、滑空機の技能証明

航空機の所有者（２）

経歴は誰によって証明されなければならないか。
（１）操縦練習を行った者

（４）航空管制業務

問 １ 航空法第２条（定義）で定める「航空機」として誤りはどれか。
（１）飛行機
（２）回転翼航空機

（３）

問 ３ 航空法第2条（定義）で誤りはどれか。
（１）「進入表面」とは、着陸帯の短辺に接続し、且つ、水平面に対し上方へ５０分の１

（３）滑空機
（４）熱気球

航空機に乗り組んで行うその運航

以上で国土交通省令で定める勾配を有する平面であつて、その投影面が進入区域と
一致するものをいう。

（２）「航空交通情報圏」とは、航空交通管制圏が設定された空港等以外の国土交通大臣
が告示で指定する空港等及びその付近の上空の空域であつて、空港等及びその上空
における航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。

（３）「航空交通管制区」とは、地表又は水面から300m以上の高さの空域であつて、
航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。

（４）「航空交通管制圏」とは、航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される国土交通大臣
が告示で指定する空港等並びにその付近の上空の空域であつて、空港等及びその上
空における航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。

問 4

（２）3,000ｍ未満の高度で管制区、管制圏及び情報圏を飛行する場合の飛行視程は、
（１）3,000ｍ以上の高度で飛行する場合の飛行視程は、５,000ｍ以上であること。

3,000ｍ未満の高度で管制区、管制圏及び情報圏以外を飛行する場合の飛行視程
は、5,000ｍ以上であること。

問 6 技能証明を有していない者が、操縦教員の監督の下に操縦練習を行った場合に、飛行

がなくても滑空機の機長として操縦ができる。
（２）多発ピストン機の等級についての限定が付された技能証明保持者は、単発ピストン

管制圏又は情報圏内にある空港等において、離陸し、又は着陸しようとする場合の
飛行視程は、1,500ｍ以上であること。

機の機長として操縦ができる。
（３）水上機の限定が付された技能証明保持者は、陸上機の機長として操縦ができる。
（４）実地試験に使用される航空機によつて、操縦できる航空機の種類、等級が限定され

る。

（１）航空法に違反したとき
（２）航空法に基く処分に違反したとき
（３）航空従事者としての職務を行うに当り、非行又は重大な過失があつたとき
（４）操縦練習許可書で飛行する者には適用されない。

（２）航空機に乗り組んで行う客室業務

（４）

問 2 航空法第２条（定義）で定める「航空業務」として正しいものはどれか。
（１）運航管理業務

5,000ｍ以上であること。
（３）
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（２）N

計器飛行
（３）雲中飛行
（４）計器飛行方式による飛行

（４）低光度航空障害灯

問 9

（１）NPN

問 8 計器飛行証明を有しない自家用操縦士が機長として実施できる飛行について正しいもの

（１）計器航法による１１０ｋm又は３０分を超えない飛行
（２）

航空障害灯のうち、不動光により示されるものはどれか。
（１）高光度航空障害灯

い書類で誤りはどれか。

（２）中光度白色航空障害灯
（３）中光度赤色航空障害灯

問 10 航空法第５７条（国籍等の表示）で定める「国籍記号」で正しいものはどれか。

問 11 航空法第５９条（航空機に備え付ける書類）で定める航空機に備え付けなければならな

（３）JPN
（４）JA

くさなければならない。

（２）最寄の航空交通管制機関に連絡しなければならない。
（３）国土交通大臣が航空交通の安全を考慮して与える指示に従つて航行しなければな

らない。
（４）旅客の救助及び地上又は水上の人又は物件に対する危難の防止に必要な手段を尽

問 14 航空法第7３条の2（出発前の確認）で定める機長が出発前に確認しなければならない
もので誤りはどれか。

（１）当該航空機及びこれに装備すべきものの整備状況

（３）積載物の安全性
（４）緊急時の手順、対処要領

場合にとらなければならない措置で正しいものはどれか。
（１）国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければな

（１）航空日誌
（２）無線業務日誌
（３）運用限界等指定書
（４）航空機登録証明書

問 12 航空機に装備する救急用具の点検期間で正しいものはどれか。
（１）非常信号灯、携帯灯及び防水携帯灯 ： １８０日

救命胴衣、これに相当する救急用具及び救命ボート ：

らない。

６０日
（３）非常食糧

問 13

（３）当該航空機外の物件を視認できない気象状態のとき以外は見張りをしなければ
ならない。

（４）夜間飛行中は見張りの義務はない。

雲が多い所を飛行中は見張りの義務はない。

航空法第7１条の2（操縦者の見張り義務）で正しいものはどれか。
（１）国土交通大臣の指示に従つている航行の場合は見張りの義務はない。
（２）

： ６０日
航空機用救命無線機 ： １２月（４）

（２）

問 15 航空法第75条により、機長が、航空機の航行中、その航空機に急迫した危難が生じた

（２）

はどれか。

当該航行に必要な気象情報
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（１）人力により移動させてはならない。
（２）前方を十分に監視すること。
（３）動力装置を制御すること又は制動装置を軽度に使用することにより、速やかに且つ

（２）速やかに国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
（３）速やかにその旨を当該指示をした管制業務を行う機関に通報しなければならない。

追越を含む。）には、後者は、前者の右側を通過しなければならない。

飛行中の同順位の航空機相互間にあつては、他の航空機を左側に見る航空機が進路
を譲らなければならない。

安全に停止することができる速度であること。
（４）航空機その他の物件と衝突のおそれのある場合は、地上誘導員を配置すること。

問 19 気象状態の変化その他やむを得ない事由により、航空交通の指示に違反して航行したと
きの措置として正しいものはどれか。

（１）速やかに最寄りの飛行場に着陸しなければならない。

問 18 航空機が空港等内において地上を移動する場合の基準で誤りはどれか。

（２）正面又はこれに近い角度で接近する飛行中の同順位の航空機相互間にあつては、互
に進路を右に変えなければならない。

（３）前方に飛行中の航空機を他の航空機が追い越そうとする場合（上昇又は降下による

（１）

問 16 有視界飛行方式において、磁方位１００度で巡航する場合、航空法第８２条（巡航高度）

問 17 進路権に関する記述で誤りはどれか。

の規定で、正しい巡航高度はどれか。ただし、地表面の標高は ０ ftとする。
（１）4,000ft
（２）4,500ft
（３）5,000ft

（４）進路権を有する航空機は、その進路及び速度を維持しなければならない。

（４）5,500ft

問 20 有視界飛行方式に係る飛行計画に記載すべき事項で正しいものはどれか。
（１）航空機の名称、等級
（２）出発地及び離陸時刻
（３）巡航高度における真対気速度
（４）ガロンで表された燃料搭載量

（４）速やかに航空機の運航者は国土交通大臣に報告しなければならない。

自操（飛）（回）（船）-法規-4/4



（２） 解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

◎ 配　　点 １問　５点

◎ 判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 P２８
資　格 自家用操縦士（動滑）（上滑） 題数及び時間 ２０題　　４０分

能となるので当該科目は不合格となります。

科　目 航空法規等〔科目コード：０４〕 記　　号 Ａ４ＧＭ０４１３７０

◎ 注　　意 （１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験
番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す
ること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可
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（３）色彩
（４）

するもので誤りはどれか。

利用者

航空法第２条（定義）で定める「航空業務」の内容で誤りはどれか。
（１）運航管理の業務

（４） 国際民間安全条約 附属書 効率 航空機の利用

（２）航空機に乗り組んで行う無線設備の操作

問 ６ 「滑空機の種類」の中で、耐空証明を行わないのは次のうちどれか。
（１）動力滑空機

（２）航空機からの垂直距離が上方に150ｍである範囲内に雲がないこと。
（３）航空機からの垂直距離が下方に300ｍである範囲内に雲がないこと。
（４）航空機からの水平距離が６00ｍである範囲内に雲がないこと。

3問

形象

（２）

（２）上級滑空機

初級滑空機

国際民間安全条約 協定書 安全 運航者 航空機の利用（１）

問 1 航空法の目的について、次の文章の空欄（ア）～（オ）に入る言葉の組み合わせで正し

この法律は、（ア）の規定並びに同条約の（イ）として採択された標準、方式及び

（ア） （イ） （ウ）

（２）

問 2

（エ） （オ）

いものはどれか。　　　　　　　　　　

手続きに準拠して、航空機の航行の（ウ）及び航空機の航行に起因する障害の防止
を図るための方法を定め、並びに航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営
を確保して輸送の安全を確保するとともにその（エ）の利便の増進を図ることにより、
航空の発達を図り、もつて（オ）を増進することを目的とする。

附属書 安全国際民間航空条約
公共の福祉

利用者 公共の福祉
（３） 国際民間航空条約 協定書 効率 運航者

（３）航空機に乗り組んで行うその運航
（４）整備又は改造をした航空機について行う法で定める範囲の確認

（３）中級滑空機
（４）

象状態の条件で誤りはどれか。
（１）

航空法第２条（定義）で定める｢航空保安施設｣が航空機の航行を援助するために使用

（１）

問 ５

電波

飛行視程が1,500ｍ以上であること。

音声

をいう。

問 4 3,000ｍ未満の高度で管制区、管制圏及び情報圏を飛行する航空機に適合する有視界気

航空機の登録についての説明で誤りはどれか。  
（１）新規登録とは、登録を受けていない航空機の登録をいう。
（２）変更登録とは、航空機の定置場を変更した場合に行う登録をいう。
（３）移転登録とは、航空機の所有者の変更があった場合に行う登録をいう。
（４）更新登録とは、航空機の所有者の氏名又は名称及び住所を変更した場合に行う登録
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（４）積載物の安全性

航空保安施設の機能の障害を発見した。

（１）中光度白色航空障害灯
（２）

航空機に装備する救急用具の点検期間で誤りはどれか。

中光度赤色航空障害灯

飛行中、住宅火災を発見した。

操縦練習を行った者
（２）航空機の所有者
（３）

（２）火山の爆発その他の地象又は水象の激しい変化に遭遇した。

（１）航空法に違反したとき
（２）

（３）気流の擾乱その他の異常な気象状態に遭遇した。
（４）

（２）最大離陸重量
（３）

（１）地上補助責任者の氏名
（２）飛行目的
（３）飛行の時間又は回数

当該航行に必要な気象情報

（４）滑空機の飛行の安全に影響のある事項

（１）当該航空機及びこれに装備すべきものの整備状況

（３）低光度航空障害灯

（２）

13 航空法施行規則第164条14の条項（出発前の確認）に含まれない項目はどれか。

（３）救急箱 
（４）携帯灯

：

問 ７ 自家用操縦士（滑空機）の技能証明を受けることができる年齢で正しいものどれか。

６０日

問 14

６０日

（１） ６０日

：

：
非常信号灯

：
６０日

（２）救命胴衣、これに相当する救急用具及び救命ボート

問 11 航空障害灯の種類で常時その点灯を継続するものは次のうちどれか。

問

操縦練習の監督者

問 12 滑空機用航空日誌に記載すべき事項の飛行に関する記録で誤りはどれか。

（４）１８歳以上

問 10 航空法第76条（報告の義務）に関して、報告しなければならない場合で誤りはどれか。

（４）航空身体検査基準に適合しなくなつたとき

問 ９ 技能証明の取り消し等が命じられる場合について誤りはどれか。

航空法に基く処分に違反したとき
（３）航空従事者としての職務を行うに当り、非行又は重大な過失があつたとき

問 ８ 技能証明を有していない者が、操縦教員の監督の下に操縦練習を行った場合に、飛行
経歴は誰によって証明されなければならないか。

（１）

（４）国土交通大臣

（１）

１７歳以上

（１）１５歳以上
１６歳以上

（３）
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正面又はこれに近い角度で接近する飛行中の同順位の航空機相互間にあつては、互

問 19

（１）

（４）

（４）６０ｍ以上１２０ｍ以下

服用した後の航空業務の制限で正しいものはどれか。
酒精飲料等を飲んだ後、8時間は航空業務を行つてはならない。

問 16

酒精飲料等を飲んだ後、12時間は航空業務を行つてはならない。

有者に対し、（４）航空機の運航のため必要な情報を提供しなければならない。

（２）
（３）

（３）

行つてもよい。

正常な運航ができないおそれのある間は、航空業務を行つてはならない。

（４）格納場所までの移動方法

（１）合図及びその意味
（２）出発及び曳航の方法
（３）曳航索の離脱の時期、場所及び方法

はどれか。

前方に飛行中の航空機を他の航空機が追い越そうとする場合（上昇又は降下による
追越を含む。）には、後者は、前者の右側を通過しなければならない。

（４）進路権を有する航空機は、その進路及び高度を維持しなければならない。

に進路を右に変えなければならない。

（１）飛行中の同順位の航空機相互間にあつては、他の航空機を右側に見る航空機が進路
を譲らなければならない。

（２）

問 20 航空機が滑空機を曳航する場合、曳航する前に打ち合わせなければならないことで誤り

酒精飲料等を飲んだ直後であつても、歩行困難や言語不明瞭でなければ航空業務を

（１）国土交通大臣は、（２）国土交通省令で定めるところにより、（３）航空機の所

進路権に関する記述で誤りはどれか。

（ア）航空機の操縦を行なつている者（航空機の操縦の練習をし又は計器飛行等の練習
をするためその操縦を行なつている場合で、その練習を監督する者が同乗しているとき
は、その者）は、航空機の（イ）航行中は、第９６条第１項の規定による国土交通大臣
の指示に従つている航行であるとないとにかかわらず、当該航空機外の（ウ）物件を視
認できない気象状態の下にある場合を除き、他の航空機その他の物件と（エ）衝突しな
いように見張りをしなければならない。

（ア） （イ） （ウ） （エ）
（１） 正 誤 正 誤

誤 正

航空法第70条（酒精飲料等）の条文の記述で、酒精飲料又は麻酔剤その他の薬品を

の組み合わせで正しいものはどれか。

誤 正
（３） 誤 誤 正 誤
（４） 正 正 正 正

（２）

問 18 航空法第９９条（情報の提供）の条文の下線部（１）～（４）の中で誤りはどれか。

問 17 航空機が滑空機を曳航する場合、曳航索の長さの基準で正しいものはどれか。
（１）３０ｍ以上　６０ｍ以下
（２）４０ｍ以上　８０ｍ以下
（３）５０ｍ以上１００ｍ以下

問 15 航空法7１条の2（操縦者の見張り義務）に関する文章の下線部（ア）～（エ）の正誤
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P29

◎ 配　　点 １問　５点

◎ 判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

ること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可
能となるので当該科目は不合格となります。

（２） 解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

◎ 注　　意 （１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験
番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題
資　格 自家用操縦士(飛)(回)(船) 題数及び時間 ２０題　　１時間

科　目 空中航法〔科目コード：０１〕 記　　号 Ａ４ＣＣ０１１３７０

自操(飛)(回)(船)-航法-1/5自操(飛)(回)(船)-航法-1/5



CHＦＲＯＭ ＴＯ TH VAR MH DEV

（２）59分

（４）127 度

問 ４ 変針点ＣからＤ空港への予定飛行時間に最も近いものはどれか。
（１）55分

（１）093 度
（２）103 度
（３）117 度

（３）－ 8度
（４）－10度

問 ３ 変針点ＣからＤ空港までのCHに最も近いものはどれか。

問 ２ 変針点Ｂから変針点ＣまでのWCAに最も近いものはどれか。
（１）－ 3度
（２）－ 5度

（２）  80 kt
（３）110 kt
（４）113 kt

 88 /211        /

問 １ Ａ空港から変針点ＢまでのGSに最も近いものはどれか。
（１）  77 kt

7W 2EＣ Ｄ 7500 95 210/20 110

Ｂ Ｃ 7500 95 240/20 020

Ａ Ｂ 6500 95 340/20

 78 /123        /8W 2E

  45/        /   7W 1E310

下表はＡ空港から変針点Ｂ、Ｃを経由してＤ空港に至る未完成の航法ログである。
問１から問６について解答せよ。

ALT TAS GS DIST( nm ) TIME
ＷＩＮＤ TC WCA

( ft ) ( kt ) ( kt ) ZONE / CUM ZONE / CUM

自操(飛)(回)(船)-航法-2/5

2時間08分

  83 kt

（３）2時間19分
（４）2時間25分

問 ６ 変針点Ｃ上空において、QNHが29.92 inHg、外気温度が－15 ﾟCのとき、

問 ５ A空港からD空港までの予定飛行時間に最も近いものはどれか。
（１）
（２）

（４）101 kt

TAS95 ktで飛行するためのCASに最も近いものはどれか。
（１）
（２）  87 kt
（３）  95 kt

2時間13分

（２）59分
（３）1時間06分
（４）1時間12分
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緯度１分は 1 nmである。
緯度１分は 5 nmである。
緯度１分は 10 nmである。
緯度１分は 60 nm である。

IAS一定で飛行したときのTASの変化について誤りはどれか。
空気密度が増加するとTASは減少する。
気圧高度が高くなるとTASは増加する。
外気温度が高くなるとTASは減少する。
風向、風速が変化してもTASは変化しない。

問 9
（１）
（２）

緯度について正しいものはどれか。

（３）
（４）

問 11 高度計の規正要領に関する記述（ａ）、（ｂ）について、その正誤の組み合わせ
として正しいものはどれか。（１）～（４）の中から選べ。

（ ）平均海面上14 000 f 以上では QNE（29 92 H ）をセ トする

問 10
（１）
（２）
（３）
（４）

（４）距離が正しく表される。

問 7 ランバート航空図について誤りはどれか。
（１）航程線が直線で表される。
（２）最短距離のコースがとれる。
（３）角度が正しく表される。

問 8 風力三角形に関する記述（ａ）、（ｂ）について、その正誤の組み合わせとして
正しいものはどれか。（１）～（４）の中から選べ。

（ａ）DAは通常＋・－で表す。

（３） 正 誤
（４） 正 正

（ｂ）対地ベクトルはTRとGSからなる。

（ａ） （ｂ）
（１） 誤 誤
（２） 誤 正

自操(飛)(回)(船)-航法-3/5

（４）ガソリン12 galは約 200 lbsである。 

（１）1,320 lbs は約 600 kgである。
（２）40 galは約 151 ℓである。
（３）87 ktは約 161 km/hである。

（４） 正 正

問 12 航法計算盤を利用した次の換算値のうち誤りはどれか。

（２） 誤 正
（３） 正 誤

（１） 誤 誤

（ａ）平均海面上14,000 ft以上では、QNE（29.92 inHg）をセットする。
（ｂ）出発地のQNHが入手できない場合は、滑走路上で高度計を0 ftにセットする。

（ａ） （ｂ）
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記号（ｂ）

（ａ） （ｂ）
障害物 VORTAC
障害物 VOR/DME
標高点 VORTAC
標高点 VOR/DME

TC 213度のコースを、WCA＋7度として飛行したところ、TRは215度となった。
このときのDAとして正しいものはどれか。

2度R
2度L
5度R
5度L

組み合わせはどれか。（１）～（５）の中から選べ。

となる。

原則としてTである。

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

（ｃ）VORのみで設置されている場合の識別符号の末尾は原則としてOとなる。
（ｄ）VORとTACANの２つの施設により構成される施設の識別符号の末尾は

記号（ａ）

（１）
（２）

本邦内に設置されているVORの説明（ａ）～（ｄ）のうち、誤っているものの

（ａ）VOR局の識別符号はアルファベット5文字からなる。
（ｂ）VOR局がDME局と併設されている場合の識別符号の末尾は原則としてE

（３）
（４）

問 14

（１）
（２）
（３）
（４）

問 15

問 13 次の図面記号（ａ）、（ｂ）の意味について、その組み合わせとして正しいものは
どれか。（１）～（４）の中から選べ。

自操(飛)(回)(船)-航法-4/5

（１） a、b　（２） a、c　（３） a、d　（４） ｂ、c　（５） ｃ、ｄ

スキューバによる潜水を行った後で飛行しようとする場合、

いる。

（ａ） （ｂ）

8,000 ftまでの飛行を予定する前に必要とされる地上待機の時間は、少なくとも

その正誤の組み合わせとして正しいものはどれか。（１）～（４）の中から選べ。

（ａ）減圧浮上（コントロールされた浮上）を必要としない潜水の後で、機内気圧高度

（３）VFR運航時にはGPS情報だけに頼った航法をしてはならない。
（４）GPSは航空保安無線施設である。

問 17 スキューバダイビング後の潜函病（減圧病）に関する記述（ａ）、（ｂ）について、

（１）3次元位置の計算のためには4個以上のGPS衛星からの信号が必要である。
（２）RAIM機能とは、GPSから送られて来た信号や表示された位置が信頼できない

ときに警報を発する機能をいう。

問 16 GPSについて誤りはどれか。

12時間とされている。
（ｂ）8,000 ftを超える機内気圧高度の飛行の場合は、全てのスキューバダイビングの

後、飛行するまでに必要とされる地上待機の時間は少なくとも24時間とされて

（１） 誤 誤
（２） 誤 正
（３） 正 誤
（４） 正 正
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変えるだけで衝突を回避することができる。

選べ。

（ｂ）スレットには機器の故障、悪天候などがあるが、交通の混雑度は該当しない。
（ａ）運航におけるスレットは、乗員の業務負荷や心理的負担を増大させる。

について、その正誤の組み合わせとして正しいものはどれか。（１）～（４）の中から

（ ） （ｂ）

ような感覚に陥り、機首をさらに上げてしまうことがある。

（ａ） （ｂ）
（１） 誤 誤

（４）

問 20 TEM（スレット・アンド・エラー・マネージメント）に関する次の文（ａ）、（ｂ）

正 正

問 18

（ｂ）相手機が衝突コース上にあるときは、発見は遅れがちになる。

（ａ） （ｂ）

空中衝突に関する記述（ａ）、（ｂ）について、その正誤の組み合わせとして正しい
ものはどれか。（１）～（４）の中から選べ。

（ａ）両機が直線飛行を行っており、相手機が衝突コース上にあるときは、自機の針路を

（２） 誤 正
（３） 正 誤

（１） 誤 誤

問 19 空間識失調に関する記述（ａ）、（ｂ）について、その正誤の組み合わせとして正しい
ものはどれか。（１）～（４）の中から選べ。

（ａ）等速でバンクをかけ続けると、姿勢が動いていないという感覚に陥る。
（ｂ）視覚情報が乏しいときにゴー・アラウンドする際、機首上げが不足している

（４） 正 正

（２） 誤 正
（３） 正 誤
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（ａ） （ｂ）
（１） 正 正
（２） 正 誤
（３） 誤 正
（４） 誤 誤
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判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

Ａ４ＭＧ０１１３７０

（２）

配　　点

空中航法〔科目コード：０１〕科　目

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す

◎

◎

注　　意

資　格 ２０題　　４０分題数及び時間自家用操縦士（動滑）

ること。

「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験（１）

P30航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

記　　号

◎

能となるので当該科目は不合格となります。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

１問　５点

自操（動滑）-航-1/4自操（動滑）-航-1/4



偏差について正しいものはどれか。
日本付近の偏差は「N」で表し、磁北が真北の北側にある。
日本付近の偏差は「E」で表し、磁北が真北の東側にある。
日本付近の偏差は「S」で表し、磁北が真北の南側にある。
日本付近の偏差は「W」で表し、磁北が真北の西側にある。

相対方位について正しいものはどれか。
航空機の航路を基準に物標の方位を測ったもの
磁北を基準に物標の方位を測ったもの
航空機の機首方向を基準に物標の方位を測ったもの
真北を基準に物標の方位を測ったもの

赤道及び子午線等に関する説明で正しいものはどれか。
赤道に直交する小圏を子午線という。
赤道に平行な大圏を平行圏という。
地軸に直交する小圏を赤道という。
赤道に平行な小圏を平行圏という。

時間に関する記述で正しいものはどれか。
日本標準時の午後3時は、協定世界時(UTC)の06時である。
日本標準時の午前8時は、協定世界時(UTC)の01時である。
日本標準時の午後1時は、協定世界時(UTC)の22時である。
日本標準時の午前0時は、協定世界時(UTC)の09時である。

下図は滑空中の磁気羅針儀を示したものである。このときの機首方位を羅針路060゜に
したいときに行う操作はどれか。

右に30゜旋回する。
右に7゜旋回する。
左に60゜旋回する。
左に30゜旋回する。

（３）
（４）

（２）

問 ４

２

１問

（４）

問

（３）

（１）

３

（２）

（２）
（３）

（１）

（４）

（１）

（２）
（３）
（４）

（１）
問

（１）

（２）

問 ５

（３）
（４）
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Ａ滑空場を出発して、２時間後に地上気圧の下がったＡ滑空場に戻り着陸した。気温の
変化がなく、高度計のＱＮＨを変えずに着陸した場合、正しいものはどれか。

高度計は出発時よりも高く指示する。
高度計は出発時よりも低く指示する。
高度計の指示は出発時と変わらない。
高度計は絶対高度を指示する。

海面気圧が29.92インチであるとき、計器高度（気圧高度）5,000フィートで飛行
したところ外気温度が＋10℃であった。このときの真高度に最も近いものはどれか。

4,880フィート
5,000フィート
5,100フィート
5,680フィート

（１）

（４）

（３）
（２）

（１）

（４）

（２）
（３）

６

７問

問

自操（動滑）-航-2/4



B点からC点に向けTCが180゜のコースを、WCAを＋1゜とって飛行したところ
TRが182゜となった。この時のDAで正しいものはどれか。

０°
１°R
１°L
２°R

D点からE点までの距離35ノーティカルマイルを42分間で飛行したときのＧＳで
正しいものはどれか。

45ノット
48ノット
50ノット
55ノット

真針路225゜で飛行中、１時半の方向にF滑空場を発見した。この時の滑空機の関係
位置で正しいものはどれか。

Ｆ滑空場の東の位置にいる。
Ｆ滑空場の西の位置にいる。
Ｆ滑空場の南の位置にいる。
Ｆ滑空場の北の位置にいる。

ＴＨ（真針路）とＴＢ（真方位）及びＲＢ（相対方位）の関係で正しいものはどれか。
ＴＨ＝ＴＢ±ＲＢ
ＴＢ＝ＴＨ＋ＲＢ
ＲＢ＝ＴＨ＋ＴＢ
ＴＢ＝ＴＨ－ＲＢ

毎時95キロメートルの速度で滑空比35の滑空機が、静穏な大気中を同速度で7キロ
メートル滑空する場合、失う高度に最も近いものはどれか。

200メートル
270メートル

ト

（１）

問

（４）

問

９

（１）

８

（３）

12

（１）

（２）
（３）
（４）

（１）

（２）
（３）
（４）

（１）

（２）

問

（２）

（３）

10問

11問

（３）
（２）

（４）
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320メートル
360メートル

航空機に装備してある磁気羅針儀の自差表に、「TO FLY 060 / STEER 062」と
表示してあるとき、その意味で正しいものはどれか。

CH060°で飛行すると、MH062°で飛行することになる。
MH060°で飛行するためには、CH062°で飛行する。
TH060°で飛行するためには、CH062°で飛行する。
CH060°で飛行すると、TH062°で飛行することになる。

風力三角形について誤りはどれか。
対地ベクトルはTRとGSからなる。
対気ベクトルはTHとTASからなる。
DAはTHからTRへの角度である。
WCAはTCから左にひねる角を（＋）修正角という。

42分間で燃料を4.9リットル消費したときの燃料消費率で正しいものはどれか。
5.4リットル／時間
6.2リットル／時間
7.0リットル／時間
9.6リットル／時間

（４）

（４）

問

（１）

（３）

問

（１）

14

問

13

（３）

（１）

（４）

（２）

（３）

（３）

（２）

（２）

（４）

15
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真航路 125゜をTAS 60ノットで飛行するときの予想風が 150°/10ノットであった。
このときのWCAに最も近いものはどれか。

＋2°
－2°
＋4°
＋5°

滑空機を操縦しているときに起こった耳閉塞について誤りはどれか。
症状が悪化すると、飛行中または着陸後に鼓膜が破れることもある。
風邪、咽喉の痛みなどの呼吸器系の病気または鼻孔アレルギー状態にあるときに起
きやすい。
経口の充血低減薬によって防止するのが望ましい。
上昇中よりも降下中に発生しやすい。

スキューバダイビング後の潜函病（減圧症）について正しいものはどれか。
飛行中に潜函病の症状があらわれても、着陸すれば自然と症状は治まるので、
医師の診察を受ける必要は無い。
潜函病は体の中に溶け込んだ窒素が気泡化することにより引き起こされる。
潜函病は、つばを飲み込んだりあくびをすることにより治るものである。
潜函病は8,000フィート以下の高度ではほとんど発症しない。

着陸のために進入中、実際の高さよりも高いところにいるような錯覚を生ずる場合で
正しいものはどれか。

通常より広い幅の滑走路に進入するとき
下り勾配の滑走路に進入するとき
上り勾配の滑走路に進入するとき
上記の（１）～（３）は、すべて誤りである。

飛行中の一酸化炭素中毒に関する記述で誤りはどれか。
頭痛、眠気、めまいなどの兆候が現れる。

酸化炭素にはわずかな臭気がある
（１）
（２）

（２）

（４）

（３）

問

（３）

20

（４）

問 19

（１）
（２）

1８

問 16

（４）

問

（２）
（１）

（３）

（１）

（１）

問

（４）

17

（３）
（２）

自操（動滑）-航-4/4

一酸化炭素にはわずかな臭気がある。
発動機の排気ガス中には一酸化炭素が含まれている。
一酸化炭素はごくわずかの量であっても、ある時間吸えば血液の酸素運搬能力を
著しく低下させる。

（４）

（２）
（３）
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航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 P３１
資　格 航　空　通　信　士 題数及び時間 ２０題　　４０分

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す
ること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可
能となるので当該科目は不合格となります。

科　目 航空気象〔科目コード：０２〕 記　　号 C４ＸＸ０２１３７０

◎ 注　　意 （１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

（２） 解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

◎ 配　　点 １問　５点

◎ 判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。
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どれか。
気化熱
凝結熱
融解熱
昇華熱

METARで使用される天気略語｢HZ｣について正しいものはどれか。
もや
霧
火山灰
煙霧

問 ２ 運航用飛行場予報(TAF)の有効時間として正しいものはどれか。

問 1 水分の変化において、液体から気体に変化するときに吸収する熱量で正しいものは

（１）

（１）  6時間
（２）18時間
（３）24時間

（２）
（３）
（４）

（２）反時計回りに吹き込む。
（３）時計回りに吹き出す。
（４）時計回りに吹き込む。

（４）27時間

問 ３ 北半球の高気圧の風の吹き方で正しいものはどれか。
（１）反時計回りに吹き出す。

（３）全天の5/8～7/8を覆う雲層の雲底高度が、平均海面から3,000ftである。
（４）全天の5/8～7/8を覆う雲層の雲底高度が、空港の標高から3,000ftである。

問 ５

問 4 標高1,000ftにある空港のMETARで、「BKN030」のとき正しいものはどれか。
（１）全天の4/8～7/8を覆う雲層の雲底高度が、平均海面から3,000ftである。
（２）全天の4/8～7/8を覆う雲層の雲底高度が、空港の標高から3,000ftである。

（１）
（２）
（３）
（４）

問 ６ 寒冷前線通過後 般的な気象現象で誤りはどれか

通信士-気象-2/4

風向の変化
天気の回復
気温の上昇
気圧の上昇

（１）
（２）
（３）
（４）

問 7 地上天気図で等圧線の間隔が狭いときに予想される気象現象で正しいものはどれか。

問 ６ 寒冷前線通過後の一般的な気象現象で誤りはどれか。

（４）ひょう

問 8 国際標準大気における平均海面上5,000ftの気温で正しいものはどれか。
（１）＋10℃

（１）海陸風
（２）霧
（３）強い風

（２）＋5℃
（３）±0℃
（４）－5℃
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METARにおいて風向風速の次に9999と報じられていた。正しい意味はどれか。
卓越視程が9,999mである。
卓越視程が10km以上である。
卓越視程が100kmである。
卓越視程が100km以上である。

日本付近にあらわれる気団について誤りはどれか。
オホーツク海気団は1年を通してあらわれる。
シベリア気団は主として冬季にあらわれる。
揚子江気団は主として春秋の侯にあらわれる。
小笠原気団は主として夏季にあらわれる。

問 9
（１）
（２）
（３）
（４）

（３）山岳地帯を除けば気象要素は下層大気の代表的な値を示す。
（４）前線系の解析に最適である。

問 11 「飛行場にはないが、飛行場周辺に観測される」ときのMETARに使用される

問 10 850hPa天気図の説明として誤りはどれか。
（１）対流圏の中間層にあたり、大気の流れを知るために最適である。
（２）この高さの湿った暖気移流は雨の予報に利用される。

（４）VC

問 12 発達した積乱雲の近くで予想される気象現象で誤りはどれか。
（１）乱気流

天気略語として正しいものはどれか。
（１）PR
（２）DR
（３）BC

問 13
（１）
（２）
（３）
（４）

（２）落雷
（３）煙霧
（４）ひょう

問 14 山岳波 中 乱気流が最も激しいと ろで正しいも はどれか
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地上天気図に使用される海上警報｢ＧＷ｣で正しいものはどれか。

問 15 温暖前線に伴った天気現象として誤りはどれか。

問 14 山岳波の中の乱気流が最も激しいところで正しいものはどれか。
（１）山頂高度の上5,000ft以上の高度
（２）山頂風上側の10km周辺

（１）一般に層状の雲が広範囲に広がり、前線の接近とともに雲底は低くなる。
（２）前線の進行方向では低シーリングや悪視程をもたらすことがある。
（３）この前線には積雲や積乱雲が発生することはない。

（３）山頂高度の風下側のロール雲周辺
（４）山頂のキャップ雲周辺

（２） 強風警報
（３） 暴風警報
（４） 台風警報

（４）雨域は広範囲で、連続性の降水となることが多い。

問1６
（１） 一般警報
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ある空港において巻雲、巻層雲、高層雲、乱層雲が順次観測された。今後予想される
気象現象で正しいものはどれか。

高気圧の持続
寒冷前線の接近
気温の低下
温暖前線の接近

　    　BECMG 0918/0920　32004KT　TEMPO 0919/0923　4000　BR　

日本時間10日午前９時の予想気象状態はVMCである。

　　　　（ａ）　（ｂ）　（ｃ）　（ｄ）　　　　
（１）　　正　　　誤　　　誤　　　正
（２）　　正　　　誤　　　正　　　誤　
（３）　　誤　　　正　　　誤　　　正
（４）　　誤　　　正　　　正　　　誤

問 18 次の運航用飛行場予報（TAF）の説明（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせで、正し

問 17

（１）
（２）
（３）

いものはどれか。（１）～（４）の中から選べ。

RJTT  091439Z 0915/1018  22010KT  8000  FEW030　　

　   　 BECMG 1000/1003　18010KT　BECMG 1015/1018　32006KT

（４）

問 19 フェーン風について正しいものはどれか。

（ａ）日本時間９日午後9時には、一時的に視程4000mが予報されている。

（１）山から吹き下ろしてくる温暖で乾燥した風
（２）山から吹き下ろしてくる寒冷で湿潤な風
（３）山を吹き上げていく温暖で乾燥した風

（ｂ）
（ｃ）日本時間10日午後1時の予想風は32004KTである。
（ｄ）日本時間10日午後9時の予想風は18010KTである。

（４）山を吹き上げていく寒冷で乾燥した風

問 20 大気 安定 不安定に いて正しいも はどれか
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（２）大気が安定しているとき、空気塊の鉛直方向の動きが活発である。
（３）上昇した空気塊の温度が周囲より高いとき、空気塊の上昇は止まる。
（４）気温の逆転層内では大気は安定である。

問 20 大気の安定、不安定について正しいものはどれか。
（１）高度の増加に伴う気温減率が大きいとき、大気の安定度は増す。
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航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題　　　P３３
資　格

「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

構　造　〔科目コード：０６〕

◎

C４ＸＸ０６１３７０

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー

１０題　　４０分題数及び時間航　空　通　信　士

（２） 解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

記　　号

（１）

能となるので当該科目は不合格となります。

注　　意

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

１問　１０点配　　点

ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す
ること。

◎

合格は１００点満点の７０点以上とする。◎ 判定基準

科　目
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誤りはどれか。

安価である。（４）

（２）
レダンダント構造

（１）トラス構造

（３）

（４）ロード・ドロッピング構造

バック・アップ構造

応力外皮構造
サンドイッチ構造

搭乗できる人数により非常脱出口の数及び大きさが決められている。
耐空類別Ｎ、Ｕ及びＡ類には非常脱出口を装備すべき規定はない。

（２）
（３）

（１）

3

（４）

問

飛行機に使用されている機体構造について誤りはどれか。

非常脱出口は外開きのものに限定されている。

1

（２）

ハイドロリック・ロック構造

問 2

飛行機の非常脱出口の装備の規定について正しいものはどれか。　

（４）

問
搭乗できる人数により非常脱出口の数のみが決められている。

スペースが少なくてすむ。（３）

4

方向転換が自由にできる。

操縦装置のManual Control Systemの中で「Cable Control System」の利点で

セーフ・ライフ構造（１）
フェール・セーフ構造について、該当しないものはどれか。

（１）

（３）

軽量である。
（２）

問
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（４）曲げ

フィレット（Fillet）の説明で誤りはどれか。
主翼と胴体の結合部分をなめらかに整形する覆い。

（２）主翼の強度を増大させる。
（３）抗力を減少させバフェットを防止する。

摩擦

（３）
大型機にのみ装備されている。

（１）

（４）

ねじり

主翼端に立てられた小翼である。（２）

7

翼端での吹き上げを抑える。

せん断

（１）

（３）

航空機の受ける荷重で誤りはどれか。

問

　　

問

5

6

ウイングレット(Winglet)の説明で誤りはどれか。問
（１）燃料消費量を改善させる。

（２）
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操縦翼面の強度を増す。　

（３）
操縦翼面の形状を整える。　

次のうち前縁フラップ（Leading Edge Flap）はどれか。

操縦翼面前縁に取り付けられた「マス・バランス」の目的で正しいものはどれか。　

フラッタを防止する。　
舵の効きをよくする。　

（１）「制限荷重」とは、常用運用状態において予想される最大の荷重をいう。　

（２）

可能性並びに材料及び設計上の不確実性に備えて用いる設計係数をいう。

（１）ダブル・スロッテッド・フラップ（Double Slotted Flap） 　

（２）

（４）

（２）
（３）「制限荷重倍数」とは、常用運用重量に対応する荷重倍数をいう。

問

問

9

ザップ・フラップ（Zap Flap）（３）

耐空性審査要領の記述で誤りはどれか。　

（４）「安全率」とは、常用運用状態において予想される荷重より大きな荷重の生ずる

（１）
問 10

8

（４）ファウラ・フラップ（Fowler Flap）

クルーガ・フラップ（Kruger Type Flap）

「終極荷重」とは、制限荷重に適当な安全率を乗じたものをいう。
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（２）解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

◎ 配　　点 １問　５点

◎ 判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す
ること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可
能となるので当該科目は不合格となります。

科　目 航空法規等〔科目コード：０４〕 記　　号 C４XX０４１３７０

◎ 注　　意 （１）「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 P３５
資　格 航空通信士 題数及び時間 ２０題　　４０分
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有視界気象状態の条件の説明で正しいものはどれか。

問 １ 航空法第２条（定義）で定める「航空機」として誤りはどれか。
（１）飛行機
（２）回転翼航空機
（３）滑空機
（４）熱気球

問 2 航空法第２条（定義）で定める「航空業務」として正しいものはどれか。
（１）運航管理業務
（２）航空機に乗り組んで行う客室業務
（３）航空機に乗り組んで行うその運航
（４）航空管制業務

問 ３ 航空法第2条（定義）で誤りはどれか。
（１）「進入表面」とは、着陸帯の短辺に接続し、且つ、水平面に対し上方へ５０分の１

以上で国土交通省令で定める勾配を有する平面であつて、その投影面が進入区域と
一致するものをいう。

（２）「航空交通情報圏」とは、航空交通管制圏が設定された空港等以外の国土交通大臣
が告示で指定する空港等及びその付近の上空の空域であつて、空港等及びその上空
における航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。

（３）「航空交通管制区」とは、地表又は水面から300m以上の高さの空域であつて、
航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。

（４）「航空交通管制圏」とは、航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される国土交通大臣
が告示で指定する空港等並びにその付近の上空の空域であつて、空港等及びその上
空における航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。

問 4
（１）3,000ｍ以上の高度で飛行する場合の飛行視程は、５,000ｍ以上であること。
（２）3,000ｍ未満の高度で管制区、管制圏及び情報圏を飛行する場合の飛行視程は、

5,000ｍ以上であること。
（３）3,000ｍ未満の高度で管制区、管制圏及び情報圏以外を飛行する場合の飛行視程

は、5,000ｍ以上であること。
（４）管制圏又は情報圏内にある空港等において、離陸し、又は着陸しようとする場合の

飛行視程は、1,500ｍ以上であること。

問 5 操縦士に係る技能証明の限定に関する記述で正しいものはどれか。
（１）飛行機、回転翼航空機又は飛行船の操縦士の技能証明があれば、滑空機の技能証明

がなくても滑空機の機長として操縦ができる。
（２）多発ピストン機の等級についての限定が付された技能証明保持者は、単発ピストン

機の機長として操縦ができる。
（３）水上機の限定が付された技能証明保持者は、陸上機の機長として操縦ができる。
（４）実地試験に使用される航空機によつて、操縦できる航空機の種類、等級が限定され

る。

問 6 技能証明を有していない者が、操縦教員の監督の下に操縦練習を行った場合に、飛行
経歴は誰によって証明されなければならないか。

（１）操縦練習を行った者
（２）航空機の所有者
（３）操縦練習の監督者
（４）国土交通大臣

問 7 技能証明の取り消し等が命じられる場合について誤りはどれか。
（１）航空法に違反したとき
（２）航空法に基く処分に違反したとき
（３）航空従事者としての職務を行うに当り、非行又は重大な過失があつたとき
（４）操縦練習許可書で飛行する者には適用されない。
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問 8 計器飛行証明を有しない自家用操縦士が機長として実施できる飛行について正しいもの

（１）計器航法による１１０ｋm又は３０分を超えない飛行
はどれか。

（１）高光度航空障害灯
（２）中光度白色航空障害灯

（２）計器飛行
（３）雲中飛行
（４）計器飛行方式による飛行

（１）NPN
（２）N
（３）JPN

問 12 航空機に装備する救急用具の点検期間で正しいものはどれか。

（１）航空日誌
（２）無線業務日誌
（３）運用限界等指定書

（１）非常信号灯、携帯灯及び防水携帯灯 ： １８０日
（２）救命胴衣、これに相当する救急用具及び救命ボート ： ６０日
（３）非常食糧 ： ６０日
（４）航空機用救命無線機 ： １２月

航空法第7３条の2（出発前の確認）で定める機長が出発前に確認しなければならない

（１）当該航空機及びこれに装備すべきものの整備状況
（２）当該航行に必要な気象情報

当該航空機外の物件を視認できない気象状態のとき以外は見張りをしなければ
ならない。

国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければな
らない。

（２）最寄の航空交通管制機関に連絡しなければならない。

場合にとらなければならない措置で正しいものはどれか。
（１）

国土交通大臣が航空交通の安全を考慮して与える指示に従つて航行しなければな
らない。
旅客の救助及び地上又は水上の人又は物件に対する危難の防止に必要な手段を尽

（３）

（４）
くさなければならない。

問 9 航空障害灯のうち、不動光により示されるものはどれか。

（４）低光度航空障害灯

問 10 航空法第５７条（国籍等の表示）で定める「国籍記号」で正しいものはどれか。

（３）中光度赤色航空障害灯

（４）JA

問 11
い書類で誤りはどれか。

（４）航空機登録証明書

航空法第５９条（航空機に備え付ける書類）で定める航空機に備え付けなければならな

問 13 航空法第7１条の2（操縦者の見張り義務）で正しいものはどれか。

（３）

（４）夜間飛行中は見張りの義務はない。

（１）国土交通大臣の指示に従つている航行の場合は見張りの義務はない。
（２）雲が多い所を飛行中は見張りの義務はない。

問 14
もので誤りはどれか。

（４）緊急時の手順、対処要領

問 15

（３）積載物の安全性

航空法第75条により、機長が、航空機の航行中、その航空機に急迫した危難が生じた
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問 16 有視界飛行方式において、磁方位１００度で巡航する場合、航空法第８２条（巡航高度）
の規定で、正しい巡航高度はどれか。ただし、地表面の標高は ０ ftとする。

（１）4,000ft
（２）4,500ft
（３）5,000ft
（４）5,500ft

問 17 進路権に関する記述で誤りはどれか。
（１）飛行中の同順位の航空機相互間にあつては、他の航空機を左側に見る航空機が進路

を譲らなければならない。
（２）正面又はこれに近い角度で接近する飛行中の同順位の航空機相互間にあつては、互

に進路を右に変えなければならない。
（３）前方に飛行中の航空機を他の航空機が追い越そうとする場合（上昇又は降下による

追越を含む。）には、後者は、前者の右側を通過しなければならない。
（４）進路権を有する航空機は、その進路及び速度を維持しなければならない。

問 18 航空機が空港等内において地上を移動する場合の基準で誤りはどれか。
（１）人力により移動させてはならない。
（２）前方を十分に監視すること。
（３）動力装置を制御すること又は制動装置を軽度に使用することにより、速やかに且つ

安全に停止することができる速度であること。
（４）航空機その他の物件と衝突のおそれのある場合は、地上誘導員を配置すること。

問 19 気象状態の変化その他やむを得ない事由により、航空交通の指示に違反して航行したと
きの措置として正しいものはどれか。

（１）速やかに最寄りの飛行場に着陸しなければならない。
（２）速やかに国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
（３）速やかにその旨を当該指示をした管制業務を行う機関に通報しなければならない。
（４）速やかに航空機の運航者は国土交通大臣に報告しなければならない。

問 20 有視界飛行方式に係る飛行計画に記載すべき事項で正しいものはどれか。
（１）航空機の名称、等級
（２）出発地及び離陸時刻
（３）巡航高度における真対気速度
（４）ガロンで表された燃料搭載量
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（２）解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

◎ 配　　点 １問　５点

◎ 判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 P37

資　格 航空通信士 題数及び時間 ２０題　４０分

科　目 空中航法〔科目コード：０１〕 記　　号 Ｃ４ＸＸ０１１３７０

◎ 注　　意 （１）「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験
番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す
ること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可
能となるので当該科目は不合格となります。
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福岡FIR内における高々度飛行について正しいものはどれか。

QNHが29.40 inHgである空域の最低利用可能フライトレベルは、145である。

QNEにセットする。

緯度１分は 1 nmである。
緯度１分は 10 nmである。
経度１度は 5 nmである。
経度１度は 60 nm である。

（４）羅針路（CH）は、磁針路（MH）に自差を考慮（＋－）した針路である。

次 燃料消費 ち最も少な も はどれか

問 ５ 各針路について誤りはどれか。
（１）真針路（TH）は、機首の向いている方向の磁方位で、機位を通る子午線の真北

から測ったものである。
（２）真針路（TH）は、真航路（TC）に風を考慮（＋－）した針路である。
（３）磁針路（MH）は、真針路（TH）に偏差を考慮（＋－）した針路である。

（３）無線航法
（４）推測航法

問 4 緯度・経度について正しいものはどれか。

問 ３
（１）離陸後、機内気圧高度が20,000 ftになるまで身体に問題はない。
（２）14,000 ft以上を飛行する場合、出発時に高度計をQNEにセットする。

（４）所用の地点における到達時刻を予想すること。

問 ２ 地形地物が確認できない洋上や雲上飛行において実施できない航法はどれか。
（１）衛星航法
（２）地文航法

問 １ 次のうち航法の３作業でないものはどれか。
（１）航空機の位置を確認すること。
（２）航空機の針路を算出すること。
（３）所用の地点における風を算出すること。

（３）
（４）QNH適用区域内の空域での上昇時は、平均海面上1４,000 ft通過時に高度計を

（１）
（２）
（３）
（４）

通信士-航法ｰ2/４

（３） 正 誤
（４） 正 正

（ａ） （ｂ）
（１） 誤 誤
（２） 誤 正

問 7 計器高度と真高度に関する記述（ａ）、（ｂ）について、その正誤の組み合わせとして
正しいものはどれか。（１）～（４）の中から選べ。

（ａ）QNHセッティング一定で巡航中に気温の高い空域に入ると真高度は高くなる。
（ｂ）QNHセッティング一定で巡航中に気圧の低い空域に入ると真高度は低くなる。

問 ６ 次の燃料消費量のうち最も少ないものはどれか。
（１）

燃料消費率が10 gal/hr のときの15分間の燃料消費量

（２）
燃料消費率が22 gal/hr のときの6分間の燃料消費量

（３）
燃料消費率が12 gal/hr のときの12分間の燃料消費量

問 8 A点からB点に向けて飛行中、B点で右に2 nm偏位していた。AB間の距離を
15 nmとするとコースからのずれに最も近いものはどれか。

（１）4度
（２）6度
（３）8度

（４）
燃料消費率が24 gal/hr のときの5分間の燃料消費量

（４）10度
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ランバート航空図について誤りはどれか。
子午線と平行圏は直交している。
航程線は赤道側に引きつけられた曲線になる。
距離の測定誤差が大きいため、長距離航法用としては用いられない。
直角座標ではないため、地点のプロットや緯度経度の読み取りが面倒である。

記号（ｂ）

（ａ） （ｂ）
障害物 VORTAC
障害物 VOR/DME
標高点 VORTAC
標高点 VOR/DME

問 10
（１）
（２）
（３）

偏差について正しいものはどれか。
同じ緯度ならどこでも同じ偏差である。
同じ経度ならどこでも同じ偏差である。
日本付近では偏差は「W」で表す。

（２）
（３）

問 11 次の図面記号（ａ）、（ｂ）の意味について、その組み合わせとして正しいものは
どれか。

記号（ａ）

（４）

問 9 平均太陽が経度30度を移動するのに要する時間で正しいものはどれか。

（４）偏差は経年により変化することはない。

（１）
（２）
（３）
（４）

問 12
（１）

（１）30分
（２）60分
（３）90分
（４）120分

通信士-航法ｰ3/４

組み合わせはどれか。（１）～（５）の中から選べ。

となる。

原則としてTである。

（１） a、b　（２） a、c　（３） a、d　（４） ｂ、c　（５） ｃ、ｄ

（ｃ）VORのみで設置されている場合の識別符号の末尾は原則としてOとなる。
（ｄ）VORとTACANの２つの施設により構成される施設の識別符号の末尾は

（４）約2.0 nm

問 15 本邦内に設置されているVORの説明（ａ）～（ｄ）のうち、誤っているものの

（ａ）VOR局の識別符号はアルファベット5文字からなる。
（ｂ）VOR局がDME局と併設されている場合の識別符号の末尾は原則としてE

問 14 対地高度6,000 ftを飛行中、チェックポイントを「真横右下45度」に発見した。
このときの機体からチェックポイントまでの水平距離で正しいものはどれか。

（１）約0.5 nm
（２）約1.0 nm
（３）約1.5 nm

正しいものはどれか。
（１）C駅の南東
（２）C駅の北東
（３）C駅の北西
（４）C駅の東

問 13 磁針路045度で飛行中、C駅が9時の方角に見えた。このときの自機の位置として
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飛行場管制業務が実施されている空港等において、VFRにて管制圏に進入しようと
するときに、許可または指示を受けるため、目視位置通報点上空で管制機関に通報
する、航空路誌に定められている内容で誤りはどれか。

現在位置
速度
高度
機長の意向
その他必要な事項

スキューバによる潜水を行った後で飛行しようとする場合、

る。

（２） 誤 正
（３） 正 誤

（４）
（５）

問 18 スキューバダイビング後の潜函病（減圧病）に関する記述（ａ）、（ｂ）について、
その正誤の組み合わせとして正しいものはどれか。（１）～（４）の中から選べ。

（ａ）減圧浮上（コントロールされた浮上）を必要としない潜水の後で、機内気圧高度
8,000 ftまでの飛行を予定する前に必要とされる地上待機の時間は、少なくとも
1～2時間とされている。

（ｂ）8,000 ftを超える機内気圧高度の飛行の場合は、全てのスキューバダイビングの

（４） 正 正

問 16

（１）
（２）
（３）

後、飛行するまでに必要とされる地上待機の時間は少なくとも24時間とされてい

（ａ） （ｂ）
（１） 誤 誤

（４）2320

問 17 VFRにて日本時間の午前11時00分に離陸し、着陸地上空に午後2時20分に到着す
る計画のとき、飛行計画書第16項に記入するTOTAL EETで正しいものはどれか。

（１）0220
（２）0320
（３）1420
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ように見えることがある。

選べ。

誤 誤
（３） 正 誤
（４） 誤 正

（ｂ）暗闇の中で静止している灯火を何十秒間も見つめていると、その灯火が動き回る

（ａ） （ｂ）
（１） 正 正

飛行中の錯覚に関する記述（ａ）、（ｂ）について、その正誤の組み合わせとして
正しいものはどれか。（１）～（４）の中から選べ。

（ａ）地上物標のない場所では、実際の高度よりも低く飛んでいるように錯覚しやすい。

（３） 正 誤
（４） 正 正

について、その正誤の組み合わせとして正しいものはどれか。（１）～（４）の中から

運航におけるスレットは、乗員の業務負荷や心理的負担を増大させる。
（ｂ）スレットには機器の故障、複雑な地形などがあるが、悪天候は該当しない。
（ａ）

誤 誤
（２） 誤 正

（ａ） （ｂ）
（１）

問 20 TEM（スレット・アンド・エラー・マネージメント）に関する次の文（ａ）、（ｂ）

（２）

問 19
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Ｐ４０航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

（３）

計器飛行一般〔科目コード：１４〕

２０題　　２時間

注　　意 （１）

計器飛行証明 (飛)(回)

科　目 記　　号

資　格

◎

Ｈ１ＣＣ１４１3 7 0

（２）

題数及び時間

判定基準◎

「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験
番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す
ること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可
能となるので当該科目は不合格となります。

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

「NAVIGATION LOG」を提出する必要はありません。

１問　５点

合格は１００点満点の７０点以上とする。

◎ 配　　点
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性能諸元
:
:
:

出発日：　××年○月○日　　　　　出発予定時刻：　10時00分（JST）

［飛行計画問題］　計器飛行方式による次の飛行計画について、NAVIGATION  LOGを

出発地：　CM空港　　　　目的地：　SI空港　　　　代替地：　SS空港　　　　　　　　

  　　　　　　　　 完成させ問１から問６に答えよ。

代替地への経路：　SI空港→ E VOR→ SS空港

巡航高度：　10,000ft
飛行経路：　CM空港→ A VOR→ B VOR→ C VOR→ D VOR→ SI空港

速度（TAS）
燃料消費率

代替地への巡航高度 :　10,000ft （上昇、降下は考慮しない）

上昇降下率

上昇　140kt 巡航　180kt
上昇　42gal/hr 巡航　28gal/hr
上昇　1,000ft/min

降下　160kt
降下   24gal/hr
降下   1,000ft/min

問 ２

問
（１）

 12時00分　
（３）
（４） 12時06分　

１）

到着及び進入着陸はNAVIGATION  LOGに記載された[C VOR～D VOR～SI

出発はNAVIGATION  LOGに記載された[CM空港～A VOR～B VOR]の経路上

２）

を飛行する。

出発地及び目的地の標高は０（零）ftとする。目的地での高度が０（零）ftとなる
空港]の経路上を飛行する。

計算に使用する風は上昇時 340/10kt、降下時 240/10ktとし、巡航時は

１

（２）
（３）

 226度（１）

 38分

（４）

（４）

 32分
 35分

 230度
 234度

５

問

表示する場合、CM空港を出発する際に必要な燃料搭載量の 小値に も近いものは

 238度

４

（２）
（３）

問

３

どれか。ただし、回転翼航空機が待機する場合の燃料消費率は巡航と同じとする。

飛行方法

（１）

NAVIGATION  LOG枠内の風を使用する。ただし、風向は磁方位とする。

（４）

問
近いものはどれか。
B VOR上空において、気圧が29.92inHgで外気温度が -10℃ のときのCASに も

（３）
 208 kt

（２）
（１） 143 kt

 156 kt
 176 kt

（１）

本飛行が航空運送事業の用に供する飛行でない場合であって代替飛行場を飛行計画に

  95 gal

B VORからC VORへのCHに も近いものはどれか。

 12時03分　

 29分
SI空港からSS空港までの予定飛行時間に も近いものはどれか。

 11時57分　　
（２）

SI空港への到着予定時刻（JST）に も近いものはどれか。

ように降下を開始し、途中に通過高度の指定はない。

（２）  99 gal 

（４）
103 gal（３）
107 gal
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:
:
:
:

無し

（Ｄ）

（Ｂ）

（Ｃ）

SIDにかかわらず誘導の指示が優先する。

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４

ては、離陸後安全な範囲で速やかに指示されたヘディングに旋回する。

SIDの経路上に cross[fix]at specified altitude と記載されている場合、管制機

（１）～（５）の中から選べ。

レーダー進入に際して速度調整が指示されていた場合は、接地点から５nmの
地点または 終降下開始点のうちいずれか接地点から近い方の地点を通過した
時点で、速度調整は自動的に解除される。

離陸後レーダーコンタクトの後にレーダー誘導が開始された場合は、承認された

ホールディングが指示された場合には、それまで速度調整が行われていた場合
でも速度調整は自動的に解除される。

（Ｃ）

SIDが指定されていても、離陸前に離陸後のヘディングが指示された場合におい

TAE / N160VFR  VFR

10

160ktで飛行する場合、飛行計画書の第15項「経路」について、大分VOR以降

（２） ２ （３） ３ （４） ４ （５）

速度調整中に進入許可が発出された場合には、それまでの速度調整は自動的に
解除される。

（Ｂ）

速度調整について（A）～（D）のうち、正しいものはいくつあるか。

出発方式について（A）～（D）のうち、正しいものはいくつあるか。

する。高度の指示がなければ当該フィックスの高度制限はないこととなる。

（Ａ）SIDの経路上に cross[fix]at assigned or specified altitude と記載されている

TAE / VFR  N160  VFR

（１）

（４）

（Ａ）速度調整を受けたまま、他の管制機関にレーダーハンドオフされた場合、前に

TAE / VFR  N160

TAE / IFR  N160VFR

指定された速度調整は移管後も有効である。

（１）～（５）の中から選べ。

場合、管制機関から特定の高度が指示されたときは当該高度で、指示がなければ
承認された高度で当該フィックスを通過する。

関から特定の高度が指示されたときは、当該フィックスを指示された高度で通過

無し

の記入例として適切なものはどれか。

（２）
（３）

（５）

（Ｄ）

（１） １

問 11 計器飛行方式で出発し、大分 VOR（TAE）から有視界飛行方式に変更して速度

9問

問

問

問 8 低利用可能フライトレベルが140以外になる場合のQNHはどれか。

航空情報用略語と意義の組み合わせで誤りはどれか。

（３）
（２）
（１）

（４）ASDA

航空路監視レーダー
空港監視レーダー
洋上航空路監視レーダー
空港面探知レーダー

 D VOR 通過後 54nm飛行した地点
（３） D VOR 通過後 57nm飛行した地点

 D VOR 通過後 60nm飛行した地点

問 7

６
 D VOR 通過後 51nm飛行した地点

降下開始点に も近いものはどれか。
（１）
（２）

（４）

30.02 inHg（４）
（３）
（２）
（１）29.90 inHg

29.93 inHg
29.98 inHg

ARSR
ASR
ORSR
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:
:
:

:

計器飛行方式で飛行中に通信機が故障した場合の飛行方法について誤りはどれか。

ALS
PAPI

RCLL
である。

きる場合、代替空港としての 低気象条件で正しいものはどれか。

（Ｄ）

への着陸のための進入を継続することができる 低の気象条件未満であるときは
着陸のための進入を継続しないこと。
計器飛行方式により着陸しようとする場合であって、進入限界高度以下の高度に
おいて目視物標を引き続き視認かつ識別することによる当該航空機の位置の確認

件が着陸することができる 低の気象条件未満であるときは、いかなる航空機も

（Ｂ）計器飛行方式による進入の方式その他当該空港等について定められた飛行の方式

高度の特定の地点を通過する時点において空港等における気象状態が当該空港等

に従うこと。

離陸しないこと。

13問

問 12 空港等付近の飛行方法についての記述（Ａ）～（Ｄ）のうち、正しいものはいくつあ
るか。（１）～（５）の中から選べ。

（Ａ）

（Ｃ）

計器飛行方式により離陸しようとする場合であって、当該空港等における気象条

計器飛行方式により着陸しようとする場合であって、進入限界高度よりも高い

AIPチャートの▲で示された地点は非義務位置通報点である。（Ａ）

問1５ 飛行計画において目的地に対する代替空港を選定する際、CAT Ⅰ 精密進入が利用で

非精密進入のMDH（100フィート単位に切り上げ）に200フィートを加えた

（２）

CAT Ⅰ 精密進入の 低気象条件の値に等しい地上視程

雲高、及び 低気象条件の値に等しい地上視程

（Ｂ）
必要はない。
通報は位置通報点通過直後に行わなければならない。

気象条件の値に等しい地上視程
非精密進入のMDH（100フィート単位に切り上げ）に等しい雲高、及び 低（２）

である。

問 14

非精密進入のMDH（100フィート単位に切り上げ）に200フィートを加えた
雲高、及び 低気象条件に対して1,000メートルを加えた地上視程

レーダー管制業務を受けている場合は、特に指示されない限り位置通報を行う

位置通報について（A）～（D）のうち、正しいものはいくつあるか。

（１）

（３）

（４）

（４） 離陸し、または着陸しようとする航空機に滑走路の中心線を示す灯火

ができなくなったときは、着陸のための進入を継続しないこと。

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

（１）有視界気象状態にある場合は、これを維持して着陸できる 寄りの空港等に着陸
する。

（２）計器気象状態にある場合は、承認されている飛行計画に従って目的地上空まで飛
行を継続する。

（３）計器気象状態にある場合で、故障前に進入許可を受けていても進入は行わず離陸
時刻に飛行計画書の所要時間を加えた時刻に降下を開始する。

（４）
に従って待機した後、進入予定時刻に降下を開始する。

（１）～（５）の中から選べ。

（Ｃ）
（Ｄ）国内を飛行する場合の位置通報は、コールサイン、位置通報点名、高度、速度、

残存燃料、次の予定位置通報点及び予定通過時刻の順に行う。

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） 無し

計器気象状態にある場合で、待機指示と進入予定時刻を入手している場合は指示

問 16 次の飛行場灯火と説明の組み合わせで誤りはどれか。
（１） 着陸しようとする航空機にその 終進入の経路を示す灯火である。

着陸しようとする航空機にその着陸の進入角の良否を示す灯火である。
（３）RTHL 滑走路を走行中の航空機に滑走路の先方の末端からの距離を示す灯火
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問 20

問 18

（Ａ）

非精密進入により直線進入を通常降下により行う場合において、適切な目視物標
を視認できたときに、 低降下高度以下に降下を開始する位置をいう。

（１）
（２）

計器飛行を行う航空機乗組員に求められる 近の飛行経験について正しいものはど

問

問

19

17 終進入コースへの誘導について（A）～（D）のうち、正しいものはいくつあるか。

目視降下点について正しいものはどれか。

（３）

（１）
（２）

降下クリアランスに「AT PILOT'S DISCRETION」の用語が付加された場合の説明
として正しいものはどれか。

降下を開始する時期は操縦士の判断に任される。
降下開始後に降下率の調整を行う場合は通報しなければならない。
降下開始後に一時的な水平飛行を行うことはできない。

以遠の場合は60°となっている。
大会合角は、会合地点がアプローチゲートから2nm未満の場合は30°、2nm

（４）一度通過した高度に再び上昇することができる。

（Ｄ）

（Ｃ）

（１）～（５）の中から選べ。

計器進入方式の 終進入コースに誘導される場合を一般に Vector to final と呼
んでいる。

終進入コースへ誘導されて進入許可が発出された場合は、当該進入方式に初期
進入（基礎旋回/方式旋回）が設定されていても、それらのセグメントは省略し

終進入のみを行う。
終進入コースへの会合はアプローチゲート以遠で行われる。特に飛行場の雲

高の値に飛行場標高を加えた高さがMVA＋500ft未満あるいは地上視程が5km
未満のときはアプローチゲートより2nm以遠の地点で会合される。

（Ｂ）

操縦する日からさかのぼつて半年までの間に３時間以上の計器飛行
（４）操縦する日からさかのぼつて180日までの間に６時間以上の計器飛行

（３）

精密進入を行う場合の進入限界高度である。
周回進入の後に降下を開始できる点である。
精密進入を行う場合に、適切な目視物標を視認し決心高度以下に降下を開始でき
る点である。

（４）

（１）
（２）
（３）

れか。
操縦する日からさかのぼつて半年までの間に３回以上の計器着陸
操縦する日からさかのぼつて180日までの間に６回以上の計器着陸

無し（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５）
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CM

SI

SS

  TO ALT TAS WIND MC WCA MH DEV CH Z DIST C DIST G/S Z TIME C TIME ETO F/F Z FUEL C FUEL REMARKS

CM

   -   A 340/20 269 0 75 A VOR

   -   B 290/20 220 1W 67 B VOR

   -   C 290/20 223 1W 67 C VOR

   -   D 250/20 175 2W 60 D VOR

     -  SI 240/20 189 2W 83

SI

   -   E 210/20 218 1W 72 E VOR

   -  SS 200/20 127 1W 31

 

計証　－　一般　

  RESERVE

  FR   DESTINATION  TO  ALTERNATE    ： 　　　　ALTERNATE  AP   ALTERNATE   TOTAL

  TO  DESTINATION  ： 　　　　DESTINATION  AP   BURN  OFF

ETD  　10:00  JST    Ｎ　Ａ　Ｖ　Ｉ　Ｇ　Ａ　Ｔ　Ｉ　Ｏ　Ｎ　　　　Ｌ　Ｏ　Ｇ

T I M E 　　　　DEPARTURE  AP F U E L



「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

◎ 判定基準 ７割以上正解した者を合格とする。

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 P41
資　格 操縦教育証明(飛)(回)(滑)(船) 題数及び時間 ４０題　２時間

（２） 解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

◎ 配　　点 １問　　１点

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す
ること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可
能となるので当該科目は不合格となります。

科　目 操縦教育一般〔科目コード：１５〕 記　　号 Ｇ１ＣＣ１５１３７０

◎ 注　　意 （１）
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見えるところにリマインダーがあるとエラーを減らすことができる。

問 ５ エラー（Errors）を減少させる方法（ａ）～（ｄ）のうち、正しいものはいくつあるか。
（１）～（４）の中から選べ。

（１）

（ｃ）

１ （２） ２ （３） ３ （４） ４

エラーは自分のペースで慎重に行うことで少なくすることができる。

（ｄ）標準化された手順を使うことでエラーの発生を少なくすることができる。

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４

（３）練習の法則：

「練習の法則（Exercise）」、「効果の法則（Effect）」などがあるが、それらの説明
で誤りはどれか。

（１）初頭効果の法則：
初頭効果とは、「一番初め」を意味し、最初に教わったことは強い印象を残すこと
をしめしており、最初に間違ったことを教えないように心掛け正しい知識を与える。

（２）準備の法則：
学ぶ準備が整っている状態は「教えどき」と呼ばれ、教育のいい機会である。

学んだことを理解し覚えるためには練習が欠かせない。練習は学習の関連性を強め、
使わなければ弱くなる。

楽しく満足感のある場合には学習は弱められ、不愉快なときは強められる。

（ａ）エラーを防ぐ最大の方法は学習と練習である。
（ｂ）

問 ４ 学習理論には「初頭効果の法則（Primacy）」、「準備の法則（Readiness）」、

（ａ）操縦技能証明及び航空身体検査証明を有する者が、当該技能証明について限定さ

（ｄ）定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士又は准定期運送用操縦士の資格に
ついての技能証明を受けていない者が航空機（第２８条第３項の国土交通省令で定
める航空機を除く。）に乗り組んで行う操縦の練習

れた種類以外の種類の航空機に乗り組んで行う操縦の練習
（ｃ）操縦技能証明及び航空身体検査証明を有する者が、当該技能証明について限定さ

れた種類の航空機に乗り組んで行う操縦の練習
（ｂ）操縦技能証明及び航空身体検査証明を有する者が、当該技能証明について限定さ

れた型式以外の型式の航空機に乗り組んで行う操縦の練習

問 ３ 操縦教育証明を受けている者でなければ操縦の教育を行うことができない操縦の練習

（２）練習生が心配事を抱えていること。
（３）練習生が操縦教員から公平に取り扱われていると感じること。
（４）練習生が不十分な教育であると感じ無関心になること。

（１）練習生が不安を抱えていること。
飛行訓練に共通する学習障害として誤りはどれか。

訓練や経験をとおして知識や技術を習得し行動を発達させること。

や態度の変化の場合がある。

（ａ）～（ｄ）のうち、正しいものはいくつあるか。（１）～（４）の中から選べ。

問 １ 「学習」の定義について誤りはどれか。

（３）
（４）経験が行動に変化をもたらすこと。行動は身体的で誰の目にも明らかな場合と知性

問 ２

（１）経験が行動に永続的な変化をもたらす過程である。
（２）人が行動を起こす理由であり、目標（ゴール）の中心に位置するもので、努力の

対象となるもののこと。

（４）効果の法則：
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（２）「学習内容と関わりがある知識やスキルは思い出しやすい。」とされていることを
（１）褒めるよりは叱りつけるやり方の方が効果がある。

問 12 効果的な「学習の定着」を促す方法について、誤りはどれか。

利用する。
（３）前向きになれる目標や見返りのある目標は、最も効果のある動機付けが期待でき、

記憶を助け、学習の定着を促す。
（４）意味のある反復練習を行うことが大切である。

（３）評価は公平で、権威があり、確信に満ちて、誠実を感じるものでなければならない。
（４）失敗や弱点を発見した場合には、操縦教員は改善にもならない否定的なコメント

でも評価に加えなければならない。

（１）評価は客観的でなければならず、練習生のパフォーマンスに焦点を当てたもの
でなければならない。

（４）教育の進度に応じて、到達可能な目標を設定し、それに対応した評価基準により
評価を実施できる。

問 11 練習生のパフォーマンスを向上させるための効果的な評価について誤りはどれか。

（２）評価は弱点ばかりでなく、長所も対象に加えるべきである。

（１）集団の中での順位付けをするためのものである。
（２）教育の到達目標を設定して、その基準に対する到達の度合いを評価できる。
（３）集団の人数に関係なく練習生の進度や技量が把握できる。

方法である。

問 10 絶対評価について、誤りはどれか。

（２）学習の高原とは、学習の成長が止まり、その後降下することである。
（３）学習が進み、成長が緩やかになり、それ以上の上達が得られないような段階

がしばらく続く状況は学習の高原である。
（４）学習の高原に達したと判断される場合は、他の練習科目に変更するのも一つの

問 ９ 学習の高原について、誤りはどれか。
（１）学習の高原は、正常な学習プロセスの一部であり、一時的なものにすぎない。

（３）連合段階→自動化段階→認知段階を経て初心者から熟達者へと成長する。
（４）認知段階→自動化段階→連合段階を経て初心者から熟達者へと成長する。

このスキル習得の段階について正しいものはどれか。
（１）認知段階→連合段階→自動化段階を経て初心者から熟達者へと成長する。
（２）自動化段階→認知段階→連合段階を経て初心者から熟達者へと成長する。

問 ８ 練習生は、いくつかの段階を経て初心者から熟達者へと成長するといわれている。

（４）練習生に精神的な病の疑いがあると判断した場合、訓練は中止すべきである。

（１）操縦教員として、練習生の感情反応に関する知識は教育上有効である。
（２）練習生の感情反応には、不安、ストレスへの反応等がある。
（３）操縦教員は、練習生の感情反応にはとらわれないようにすべきである。

問 ７ 練習生の感情反応について、誤りはどれか。

促進する上で肯定的な「動機付け」より効果的である。
（４）肯定的な「動機付け」とは、報酬（褒美や見返り）が約束され、収入が増える、

自己概念の満足、世間に認められるなどがある。

「動機付け」には、否定的なものと肯定的なものがある。
（２）
（１）

否定的な「動機付け」は、練習生に恐怖を生じさせる可能性がある。

「動機付け」について誤りはどれか。問 ６

（３）否定的な「動機付け」は、特定の状況においては有益であり、効果的な学習を
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感覚記憶
短期記憶

（１）

（３）落ち着いた物腰、思慮深さ、自制の効いた態度である。
（４）権威を誇示するために横柄な態度と言葉づかいが必要である。

率直かつ正直である。
（２）欠点や問題も含めて練習生をありのままに受け入れる。

（４）操縦の教育を行う日からさかのぼって1年までの間に８時間以上の操縦の教育を
行った飛行経験（滑空機にあっては１時間以上及び４回以上の操縦の教育を行った
滑空の飛行経験）を有していなければならない。

問 18 操縦教員としてあるべき姿で誤りはどれか。

操縦教員は率直かつ正直である一方で、練習生の感情を傷つけない配慮も

（４）難解な専門用語を多用すること。

行った飛行経験（滑空機にあっては２時間以上及び１０回以上の操縦の教育を行っ
た滑空の飛行経験）を有していなければならない。

（３）操縦の教育を行う日からさかのぼって1年までの間に４時間以上の操縦の教育を
行った飛行経験（滑空機にあっては１時間以上及び１０回以上の操縦の教育を行っ
た滑空の飛行経験）を有していなければならない。

（１）操縦の教育を行う日からさかのぼって1年までの間に６時間以上の操縦の教育を
行った飛行経験（滑空機にあっては２時間以上及び６回以上の操縦の教育を行った
滑空の飛行経験）を有していなければならない。

（２）操縦の教育を行う日からさかのぼって1年までの間に１０時間以上の操縦の教育を

（３）

問 17 操縦教育を行う操縦者は、操縦の教育を行うための最近の飛行経験で正しいものは
どれか。

（２）

問 15 練習生と効果的なコミュニケーションを行う場合に考慮すべき事項で誤りはどれか。

求められる。
（４）批判的な内容であっても、他の練習生の前で率直に伝えるべきである。

ているもので誤りはどれか。
（１）自尊心、認知、人に認められるなど練習生の欲求を考慮する。

操縦教員は練習生の尊厳や価値を損ねてはならない。

（２）操縦教員の意図を正確に表現するため、言葉や用語を選択すること。
（３）具体的な表現、特定の用語を用いて抽象度合いを小さくすること。

問 16 練習生を評価するうえで、操縦教員が思慮深く、効果的な評価を行うための要素とされ

問 14 操縦練習と練習生の疲労の関係について誤りはどれか。

長期記憶

（２） ２ （３） ３ （４） なし

（ｃ）

（１） １

（ａ）
（ｂ）

問 13 記憶の構成要素（ａ）～（ｃ）のうち、正しいものはいくつあるか。
（１）～（４）の中から選べ。

（３）練習による疲れは身体の頑丈さや精神の鋭敏さとは必ずしも関係がない。
（４）練習量と疲労度は、練習生によって異なる。

（２）一般的には、複雑な操作であるほど疲労度は小さい。
（１）練習による急性疲労には身体的なものもあれば、精神的なものもある。

（１）似たような経験（身体的、精神的、感情的）を有すること。
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（３）

教育技法の「統合式（複合式）教育法（Integrated Flight Instruction）」で誤りは

飛行操縦するように教える教育のことである。

訓練の主題に関わるものであること。
（２）「はい」「いいえ」で答えられるような質問であること。

（２）

（ｄ）学習したことに対する練習生の理解度を確認することができる。

（１）

（ａ）訓練の重要ポイントを強調できる。
（ｂ）学習したことに対する練習生の記憶を確認できる。
（ｃ）練習生の興味をつなぎとめ、思考を活性化できる。

１

（１）訓練シラバスは効果的な訓練を行うために適切な学習ブロックの積み上げにより

いくつあるか。（１）～（４）の中から選べ。

強調しておくことが、大切である。
練習生が計器により操縦している間、操縦教員は外部監視に専念し、練習生に外部

（ａ）

いる。
（３）訓練シラバスは柔軟性に富み、主としてガイドとして用いるべきである。

担当する操縦教員はシラバスを厳格に遵守し、個々の訓練生の成長具合や事情を（４）
考慮する必要はない。

訓練シラバスは訓練コースの目標達成のためにロードマップとしてデザインされて

問 24 訓練シラバスの構成又は使い方について誤りはどれか。

（２）

リスクマネジメントの主たる目標は事故防止であり、安全を脅かす危険因子を
特定し、評価し、排除もしくは容認できるレベルにまで抑えることである。
リスクマネジメントは、何かが起きてから行動するのではなく先回りして対処
するというアプローチである。

（ｂ）

（ｃ）

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） なし

（２） ２ （３） ３ （４） ４

問 19 「学習の転移」について誤りはどれか。

（３）全ての学習に、ある程度の転移が存在する。新規の学習は以前に学んだ経験に基
づくものである。人は新しいことを以前の知識で解釈する。

（４）操縦教員は予断を持たないために、レッスンプランやシラバスを作成するにあた
って、練習生の過去の経験や今まで学んできたことなどは考慮しない方がよい。

（１）練習生が学習をするときに、以前に学んだことが役にたつことがある。
一方、明らかに以前に学んだことが現行の学習課題の妨げになることがある。

（２）以前の学習が現行の学習に役立つ場合は、正の転移が行われたといい、現行の
学習を阻害するものは、負の転移が行われるという。

問 20 「適切な質問により期待される結果」で（ａ）～（ｄ）のうち、正しいものはいくつ
あるか。（１）～（４）の中から選べ。

問 21 「効果的な質問」で誤りはどれか。

問 22

統合式（複合式）教育法は、雲中飛行を行うための訓練ではないことを練習生に

（４）統合式（複合式）教育法は、飛行訓練の初期から計器を信頼する習慣を身につける

どれか。
統合式（複合式）教育法は、練習生に外部の目標及び飛行計器の両方を参照して

（３）簡潔で明確であること。

ための教育技法である。

（１）

に対する注意力の配分が必要ないように思わせることが大切である。

（４）練習生にとって適度な難しさをもっていること。

（１）

問 23 航空におけるリスクマネジメントについて（ａ）～（ｃ）のうち、正しいものは

リスクマネジメントは系統立てて危険因子を特定し、リスクの度合いを評価し、
最善の行動を意思決定することである。

構成されている。
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（ｃ）危険な操作をおこなったとき。
（ｄ）不正な行為をおこなったとき。

（４）ビタミン剤

（１）

（３）喫煙の習慣
（４）睡眠不足

（１）一酸化炭素は無色、無味、無臭で排気ガスに含まれている。
（２）ハイポキシア（低酸素症）とは違う症状が現れる。

（４）飛行中の喫煙は低酸素症を起こす可能性がある。

（３）抗ヒスタミン剤

（３）軽飛行機でヒーターを使用中に排気の臭いを感じたなら一酸化炭素中毒を警戒する。
（４）軽飛行機でヒーターを使用中に頭痛、眠気を感じたなら一酸化炭素中毒を警戒する。

問 32 一酸化炭素中毒について誤りはどれか。

（１）脳が一番初めに影響を受ける。
（２）高々度飛行で大気圧が減少してきたなら、呼吸を速めて酸素の吸収量を増やすと

よい。
（３）頭痛の他、言語能力や計算能力の低下が起こる。

問 31 低酸素症について誤りはどれか。

（２）唾を飲み込んだり、あくびをすることにより治ることがある。
（３）飛行中に症状があらわれても着陸すれば自然と症状は治まる。
（４）身体の中に溶け込んだ窒素が気泡化することにより引き起こされる。

問 30 スキューバダイビング後の潜函病（減圧病）について正しいものはどれか。
（１）８,０００ｆｔ以下の高度ではほとんど発症しない。

総合感冒剤
（２）自律神経剤

問 29 航空業務を行うにあたり、服薬してはならないもので誤りはどれか。

（１）血液中の葡萄糖が増加した。
（２）飛行前に長い時間食事を摂らなかった。

３ （４） ４

問 28 低血糖症候群について正しいものはどれか。

（１） １ （２） ２ （３）

（ａ）技能が判定基準に満たないことが明らかになったとき。
（ｂ）航空法等に違反する行為があったとき。

問 27 実技試験において、実地試験を中止する場合について（ａ）～（ｄ）のうち、
正しいものはいくつあるか。（１）～（４）の中から選べ。

問 26 レッスンプランに必要な項目について（ａ）～（ｄ）のうち、正しいものはいくつ

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４

（ｂ）

（３）各レッスンは、訓練コースの目標と必ずしも結びつく必要はない。
（４）誰が操縦教員であっても、一貫した教育となること。

飛行前の討議事項
（ｃ）当日の練習科目
（ｄ）当日の練習到達基準

あるか。（１）～（４）の中から選べ。

（ａ）当日の練習目標

（１）訓練の題材をしかるべき順序で提供できること。
（２）教育手順の要旨が示されていること。

問 25 レッスンプランの目的で誤りはどれか。
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（ａ）上り勾配の滑走路に進入中の場合は、自機が実際の高さより高い位置にあるように

（１）視認のため少なくとも１秒間は同一点に保持する。
（２）１回の眼の動きは１０度以下とする。

錯覚する。
（ｂ）下り勾配の滑走路に進入中の場合は、自機が実際の高さより高い位置にあるように

錯覚する。

（２）暗順応を得るためには真暗闇の中で少なくとも１０分を要する。

することができる。
（４）長時間の定常旋回中に急に頭を動かすと、全く異なった軸で旋回もしくは運動

（ｃ）通常使用している滑走路より幅の狭い滑走路に着陸しようとしている場合には自機
が実際の高さより高い位置にあるように錯覚する。

（ｄ）夜間において地上灯火の多い明るい滑走路に進入中の場合には、実際の距離よりも
遠いように錯覚する。

（４）風邪、咽喉の痛みなどの呼吸器系の病気又は鼻孔アレルギー状態のある時に

（３）赤色の照明は偏色性が強い。
（４）過度の明るさは、げん惑を生じる。

（１）

がとれなかった場合
（２）航空機が困難な状況に遭遇しているとの情報を受けた場合
（３）位置通報が予定時刻から３０分（ジェット機にあっては１５分）過ぎてもない場合

暗闇では視覚は明るさに対して一層鋭敏になる。

（３）操縦室から見える全空域にわたって絶え間なく実施する。
（４）他機に対する空中監視は必要に応じて行えばよい。

問 39 他機に対する見張りの要領で誤りはどれか。

（１）症状が悪化すると、飛行中又は着陸後に鼓膜が破れることがある。
（２）上昇中よりも降下中に発生しやすい。
（３）経口の充血低減薬によって防止するのが望ましい。

起きやすい。

問 38 航空機を操縦している時の耳閉塞について誤りはどれか。

（２）意識がなくても自分で呼吸出来ている場合や嘔吐の可能性のある場合は
昏睡体位が望ましい。

（３）気道を確保しても呼吸停止している時は、人工呼吸をおこなう。

問 37 救急蘇生法について誤りはどれか。
（１）意識障害のある負傷者に対しては、何よりも先に人工呼吸をおこなうのが望ましい。

（４）航空機がその予定時刻から３０分（ジェット機にあっては１５分）過ぎても目的地
に到着しない場合

問 36 「警戒の段階」で正しいものはどれか。
（１）航空機が着陸許可を受けた後、予定時刻から５分以内に着陸せず当該航空機と連絡

問 35 飛行中の視覚で誤りはどれか。

（１）飛行中に遭遇する各種の複雑な運動と外力及び外観の視認などにより生じる。
（２）平衡感覚を信頼することによって防止することができる。
（３）信頼できる地上の固定物標または飛行計器を確実に視認することにより防止

しているような錯覚が起きやすい。

問 34 空間識失調について誤りはどれか。

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４

問 33 錯覚について（ａ）～（ｄ）のうち、正しいものはいくつあるか。
（１）～（４）の中から選べ。
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する可能性を低くする（ｃ）「スレット・マネージメント」、
そしてエラーを特定し、その影響を軽減することによって、エラーが直ちに事故に
結びつかないようにする（ｄ）「エラー・マネージメント」の２つの概念によって

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４

構成される。

には（ａ）エラーを誘発すると考えられる要因である。
エラーは、（ｂ）乗員が意図や期待とは異なる結果を生じさせるような行動をとる
こと。または、とらないことをいう。
ＴＥＭ（Threat and Error Management）は、
スレットを認識し、その影響を低減または取り除くことによって、エラーが発生

スレットは、乗員の業務負荷や心理的負担を増大させ、適切に対応しなかった場合

問 40 次の記述の下線部（ａ）～（ｄ）のうち、正しいものはいくつあるか。
（１）～（４）の中から選べ。
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◎

◎ 判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

（３）「航法ログ」は提出する必要はありません。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

配　　点 １問　５点

能となるので当該科目は不合格となります。

（２）解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

（１）「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験◎
番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す
ること。

２０題　２時間

科　目 記　　号 J１ＸＸ０１１３７０

題数及び時間

注　　意

資　格

運 航 管 理 者 学 科 試 験 問 題 P42
運　航　管　理　者

空中航法〔科目コード：０１〕
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は発出されない。

同時平行ILS進入について（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせで、正しいものはどれか。
（１）～（４）の中から選べ。

滑走路の中心線の間隔が4,300ft以上分離していること

それぞれの進入経路が30度以上分岐するよう設定されていること
不可侵区域とは、各滑走路中心線の延長線から等距離の位置に設定される区域で、
当該進入のレーダー監視に必要な長さ及び2,000ft以上の幅を有するものをいう。

（１）

（３） 誤 正

（１）
（ｂ）

（２）

（１）A空港から333nm　ETA：14時25分
（２）

（ｃ）

するフィックスから航空路上のフィックスまでの間に設定された飛行経路等を

（ａ）
正

SIDとは飛行場又は飛行場の指定滑走路と重要地点（エンルート段階開始点。

誤 正
（ｃ）

誤

（ｄ）

（ａ）

（ｃ）

誤
正

問 １

誤

（ｂ）

（ｂ）

（ｄ）

54.5lbsは約12.0kgである。

3 （４）

次の換算値（ａ）～（ｄ）のうち、正しいものはいくつあるか。（１）～（４）の中

19nmは約30.5kmである。
-20ﾟCは約-4ﾟFである。
274ftは約90mである。

（ａ）

から選べ。

4

問 2 日本時間の13時30分に航空機がA空港をTC：080度で出発し、900nm先のB空港
に向かう場合のETP（等時点）について も近いものはどれか。
ただし、風：300°/45kt、TAS：330ktとし上昇降下は考えないものとする。

1 （２） 2 （３）

A空港から333nm　ETA：14時36分
（３）A空港から402nm　ETA：14時25分
（４）A空港から402nm　ETA：14時36分

正

転移経路（トランジションルート）とはSIDを補足するものとして、SIDの終了

いう。

問 ４ GPSについて誤りはどれか。

（２）

（１）GPSの各衛星から発信された信号の発信時刻と航空機での受信時刻の差を測定
することで、衛星と航空機間の距離が計算される。
3次元位置の計算のためには4個以上のGPS衛星からの信号が必要である。

（３）RAIM機能とは、GPSから送られた信号や表示された位置が信頼できないとき
に警報を発する機能をいう。

問 ５

（４） VFR運航を行うにあたっては、GPS情報だけに頼った航法が可能である。

グライドパスに会合するまでの間、500ft以上の垂直間隔を設定すること

（ｄ）

（４） 誤 誤 正 正

正
誤

問 ３ 標準計器出発方式（SID）及びトランジションについて（ａ）～（ｄ）のうち、正しい
ものはいくつあるか。（１）～（４）の中から選べ。

（ｃ）SID/トランジションを構成する無線施設が短時間（4時間程度以内）停波した

（ａ）
原則としてATSルート上）とをレーダー誘導により接続する出発方式をいう。

（ｂ）

場合、レーダー管制が実施されていても、レーダー誘導によるATCクリアランス

（ｄ）レーダー誘導中に通信が途絶した場合は、他の周波数による通信設定を試みる等
通信の回復に努めるほか、レーダー誘導が開始された時に通報された誘導目標に
向かって飛行する。

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4
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いものはどれか。（１）～（４）の中から選べ。

低気象条件について（ａ）～（ｄ）のうち、正しいものはいくつあるか。
（１）～（４）の中から選べ。

離陸の 低気象条件は、単発機多発機の別、離陸の代替飛行場設定の有無、滑走
路灯火の運用状態と航空機区分別のRVR値/地上視程によって決定される。
進入継続の可否判断は、 終進入フィックス、アウターマーカー、飛行場標高か
ら1,000ftの地点又は特に認められた地点のいずれかで行う。
進入限界点において定められた目視物標を視認かつ識別でき、進入限界高度以下
の高度において当該目視物標を引き続き視認かつ識別することにより、航空機の
位置が確認できる場合のみ着陸のための進入を継続することができる。
CAT-Ⅰ進入、Baro-VNAV進入及び非精密進入（周回進入を含む。）の 低気
象条件で、RVRが利用できない場合には地上視程換算値（CMV）が適用される。

滑走路中心線灯及び高光度式滑走路灯について（ａ）～（ｄ）のうち、正しいものは
いくつあるか。（１）～（４）の中から選べ。

滑走路中心線灯は、滑走路中心線に沿って約15m又は約30mのほぼ等間隔に
設置される。
滑走路中心線灯は、着陸しようとする航空機から見て滑走路終端から300mまで
は航空赤の不動光である。
高光度式滑走路灯は、滑走路の両側に滑走路中心線に平行で約15m又は約30m
のほぼ等間隔に設置される。
高光度式滑走路灯は、航空可変白の不動光である。ただし、着陸しようとする
航空機から見て滑走路終端から滑走路の全長の3分の1又は600mのいずれか
短い長さでは航空黄の不動光である。

日本のFIR内空域のクラス分けに関する記述（ａ）～（ｄ）の正誤の組み合わせで、

（ｃ）

（１）

クラスEには航空交通情報圏が含まれる。

（ｄ）

クラスAには、QNH適用区域における29,000ft以上の管制空域が含まれる。

横風制限値が15ktである航空機が、RWY22（磁方位217度）に着陸する際に、タワー

（ａ）

（１）

（ａ）

（ｃ）100°/18kt

クラスDは航空交通管制圏である。

（ｄ）（ａ） （ｂ）

（ｂ）

（ｂ）

（４）

問 ６
から通報される地上風（ａ）～（ｄ）のうち制限値内となるものの組み合わせで、正し

280°/16kt
（ｂ）190°/31kt

250°/30kt

a、b （２） a、c （３） b、d （４） b、c、d

問 ７

（ｃ）

（１）

（ｄ）

1 （２） 2 （３） （４）3 4

問 ８

（ｂ）

（ｃ）

（ｄ）

（ａ）

1 （２） 2 （３） 3 （４） 4

問 ９
正しいものはどれか。（１）～（４）の中から選べ。

（ａ）

（２） 誤 正 誤 誤

（ｄ）

（１） 正 誤

正

（ｃ）

クラスGは非管制空域である。

正 正 正 正

正正

（３） 正 誤 誤
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CGL　:
ABN :

:
ALB :

待機方式について（ａ）～（ｄ）のうち、正しいものはいくつあるか。
（１）～（４）の中から選べ。

低待機高度は、待機区域内の地上障害物から 小984ftの垂直間隔を確保し、
さらに待機区域の周辺5nmの緩衝区域内の障害物に対する間隔も考慮されている。
クリアランスリミットあるいは進入フィックスに至ってもそれ以降のクリアランス
あるいは進入許可が発出されなかった場合で、当該フィックスにホールディング
パターンが公示されていなければ、そのフィックスに至ったコースをインバウンド
としてノンスタンダードパターンで待機を行う。
ホールディングが指示された場合、それまで速度調整が行われていても速度調整は
自動的にキャンセルとなる。
飛行時間に基づきアウトバウンドレグを決定する場合のアウトバウンド時間は、
10,000ft以下の場合は1分、10,000ftを超える場合は1分30秒である。

RNAV（広域航法）について（ａ）～（ｄ）のうち、正しいものはいくつあるか。
（１）～（４）の中から選べ。

国内空域の航空路部分に設定されているRNAV経路は、全てRNAV5の基準に基づ
いている。
RNAV経路の飛行を計画する航空機は、飛行計画書第10項に「R」もしくは「Ｗ」
を記入し、第18項に「RNP種別」もしくは「RNAV種別」を明記しなければなら
ない。
福岡FIRの洋上管制区では、RNP10の航行許可を受けた航空機相互間に50nmの

低縦/横間隔が、RNP4の航行許可を受けた航空機相互間には30nmの 低縦/
横間隔が適用されている。
航法精度が指定されたRNAV経路における運航においては、経路の横方向の誤差は
全飛行時間中少なくとも95％は、RNAV種別もしくはRNP種別で示された数値の
範囲になければならない。

非精密進入のうち、ストレートインアプローチの 終進入開始点について（ａ）～（ｄ）
のうち、正しいものはいくつあるか。（１）～（４）の中から選べ。

STARにつづく 終進入ではSTARの終了点
終進入フィックス
終進入の降下を開始する無線標識

ASRアプローチでは管制官から 終降下を開始すべき地点への到達を通報された点
（ 終進入経路上のレーダーフィックス）

（１）

（２）

（１）

（１）

（ａ）
（ｂ）

（ａ）

問 10 次の飛行場灯火と説明の組み合わせで誤りはどれか。
周回進入を行っている航空機に滑走路の位置を示す灯火である。
航行中の航空機に飛行場の位置を示すための灯火である。

（３）RETIL 航空機に滑走路の終端までの残距離を示す灯火である。
（４） 着陸しようとする航空機に進入区域内の要点を示す灯火である。

問 11

（ｂ）

（ｃ）

（ｄ）

1 （２） 2 （３） 3 （４） 4

問 12

（ａ）

（ｂ）

（ｃ）

（ｄ）

1 （２） 2 （３） 3 （４） 4

問 13

（ｃ）
（ｄ）

（１） 1 （２） 2 （３） 3 （４） 4
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[飛行計画問題]
岡山空港（RJOB）から、函館空港（RJCH）への計器飛行方式による航法ログ
を完成させて下記の問１４～問２０に答えよ（解答は（１）～（４）の中で も
近いものを選ぶこと）。ただし、航空機はターボファン発動機を装備した双発の
飛行機とし、既記入のものはすべて間違いないものとする。

（１） 　離陸予定時刻（ETD）
　平成25年7月21日11時00分（日本時間）

（２） 　経　　路
       RJOB（OKC）～YME～KMC～GTC～UWE～MRE～RJCH（HWE）
   （それぞれを直線で結ぶものとする）

（３） 　高　　度
　  ①  離陸後、経路に従って上昇可能な 高高度まで上昇し、巡航する

　  ②  巡航中、STEP UPが可能ならば行うが、行わない方が燃料消費が
　　　 函館空港到着時少ない場合はSTEP UPを行わないものとする。

（４） 　代替空港
　旭川空港：RJEC（AWE）

（５） 　代替空港までの経路
　HWE～SPE～AWE上空とし、13,000ftの一定高度で飛行し、

上昇降下は考えない。

（６） 　燃　　料
　  ①　HOLDING FUELは、代替空港上空450mの高度で30分間待機
　　　  することができる燃料の量で表のとおりとする。
　  ②　CONTINGENCY FUEL（不測の事態を考慮して国土交通大臣が
　　　  告示で定める燃料の量）は、1,000lbsとする。

（７） 　離陸重量
　91,000lbs

（８） 　その他
　  ①　出発空港、目的空港及び代替空港の標高は０（零）ftとする。
  　②　与えられた航法DATA及び航法ログのDATAを使用すること。

14 函館空港の予定到着時刻（ETA）はどれか。
12時45分（日本時間）
12時48分（日本時間）
12時51分（日本時間）
12時54分（日本時間）（４）

（１）

　　　 ものとして計画する。

　  ③　TAXI FUELは無視する。

　  ③　上昇、降下中の風も航法ログのDATAを使用すること。
　  ④　STEP UPした場合、燃料は2,000ft毎につき100lbsを加算し
 　　　 時間の加算は行わない。STEP DOWNは行わない。

問

（２）
（３）

運管-航法-5/6



函館空港までの予定消費燃料はどれか。
  9,650lbs
  9,850lbs
10,050lbs
10,250lbs

函館空港から代替空港までの必要燃料はどれか。
2,040lbs
2,130lbs
2,220lbs
2,270lbs

この飛行に必要とする 小搭載燃料の量はどれか。
14,800lbs
15,000lbs
15,200lbs
15,400lbs

GTCからUWEまでのTASはどれか。
304kt
306kt
311kt
313kt

UWE直上でのFUEL FLOWはどれか。
3,860lbs/H
3,890lbs/H
4,060lbs/H
4,070lbs/H

TOD（降下開始点）で正しいものはどれか。
UWEからMRE寄りで約5nmの距離
MREからUWE寄りで約5nmの距離
MREからHWE寄りで約5nmの距離
MRE直上（1nm以内）

（４）
（３）
（２）
（１）

（１）
（２）
（３）
（４）

問 15

問 16

問 18

問 17

（４）
（３）

（１）
（２）

問 19
（１）
（２）
（３）

（１）
（２）
（３）
（４）

（１）
（２）
（３）
（４）

（４）

問 20

運管-航法-6/6



Ｊ１ＸＸ０４１３７０

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード

注　　意

判定基準

１問　５点

P43

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す

資　格 ２０題　　４０分

のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

記　　号航空法規等〔科目コード：０４〕 

（１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

題数及び時間

　　運 航 管 理 者 学 科 試 験 問 題
運航管理者

◎ 合格は１００点満点の７０点以上とする。

配　　点

科　目

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。（２）

◎

◎

ること。

能となるので当該科目は不合格となります。
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（４）

（３）第３１条（耐空証明書）
国際航空に従事するすべての航空機は、登録を受けた国が発給し、又は有効と認め

免状を所持しなければならない。

た耐空証明書を備え付けなければならない。
第３２条（航空従事者の免状）
国際航空に従事するすべての航空機の操縦者その他の運航乗組員は、その航空機が

の際に検査し、及びこの条約で定める証明書その他の書類を検閲する権利を有する。
（２）第２０条（記号の表示）

国際航空に従事するすべての航空機は、その適正な国籍及び登録の記号を掲げなけ
ればならない。

第１６条（航空機の検査）
各締約国の当局は、不当に遅滞することなく、他の締約国の航空機を着陸又は出発

登録を受けた国及び乗り入れる締約国が発給し、又は有効と認めた技能証明書及び

（１）

地間において行う航空運送事業をいう。
「国内定期航空運送事業」とは、本邦内の各地間に路線を定めて一定の日時によ

間である。
１人の操縦者でその操縦を行う場合、交付日における年齢が４０歳未満の者は２年

問 1 国際民間航空条約の条文で誤りはどれか。

物を運送する事業をいう。
「国際航空運送事業」とは、本邦内の地点と本邦外の地点との間又は本邦外の各

「航空機使用事業」とは、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は

問 ２ 航空法第２条（定義）で誤りはどれか。
（１）「航空運送事業」とは、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨

り航行する航空機により行う航空運送事業及び航空機使用事業をいう。

（２）

（３）

２人 操縦者でそ 操縦を行う場合 交付日における年齢が６０歳未満 者は１年（３）

（４）
貨物の運送以外の行為の請負を行う事業をいう。

問 ３
する場合の航空身体検査証明の有効期間で正しいものはどれか。

（１）

定期運送用操縦士が旅客を運送する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦

（２）
間である。
１人の操縦者でその操縦を行う場合、交付日における年齢が４０歳以上の者は１年
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航空機からの垂直距離が下方に300ｍである範囲内に雲がないこと。
航空機からの水平距離が600ｍである範囲内に雲がないこと。

（１）

乗組員の氏名及び業務

航空英語能力証明が必要な航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機及び飛行船で
ある。

到達する飛行では、航空英語能力証明は必要ない。

（４）

航行目的又は便名
（３）

使用燃料量（４）

２人の操縦者でその操縦を行う場合、交付日における年齢が６０歳未満の者は１年
間である。

本邦内から出発して着陸することなしに本邦以外の国の領域を通過し、本邦内に

（３）

２人の操縦者でその操縦を行う場合、交付日における年齢が６０歳以上の者は９ケ

を有する者は航空英語能力証明を取得することができる。

航空機の航行の安全に影響のある事項

（１）
（２）

（４）
月間である。

問 4 航空英語能力証明について正しいものはどれか。
（１）

（２）

（３）

（４）航空英語能力証明取得の年令要件は、２７歳以上である。

問 ５ 搭載用航空日誌の記載すべき事項で誤りはどれか。

定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士又は准定期運送用操縦士の資格

問 ６ 3,000ｍ以上の高度で飛行する航空機に適合する有視界気象状態の条件で誤りはどれか。

（２）
（３）

飛行視程が8,000ｍ以上であること。
航空機からの垂直距離が上方に300ｍである範囲内に雲がないこと。
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（３）

ターミナル・レーダー管制業務

（２）

航空路管制業務
（２）飛行場管制業務

（１）

離陸、離陸に引き続く上昇、着陸のための進入及び着陸手順

（２）計器飛行方式により着陸しようとする場合であつて進入限界高度よりも高い高度の

（１）

当該航空機及びこれに装備すべきものの整備状況

することができる 低の気象条件未満であるときは、離陸のための代替空港等を指

航空法施行規則第２０３条（飛行計画等）で、明らかにしなければならない事項で誤り

特定の地点を通過する時点において空港等における気象状態が当該空港等への着陸

て目視物標を引き続き視認かつ識別することによる当該航空機の位置の確認ができ

定し国土交通大臣の許可を得た後離陸すること。

巡航高度及び航路

（３）

問 10

離陸重量、着陸重量、重心位置及び重量分布（２）

計器飛行方式により離陸しようとする場合であつて空港等における気象状態が離陸

のための進入を継続することができる 低の気象条件未満であるときは、着陸のた

問 ７ 空港等付近の航行方法について誤りはどれか。

めの進入を継続しないこと。

他の航空機に続いて着陸しようとする場合には、その航空機が着陸して着陸帯の外
に出る前に、着陸のために当該空港等の区域内に進入しないこと。

問 8 航空法施行規則第１６４条の１４（出発前の確認）の条項に含まれない項目はどれか。

（３）

（４）

計器飛行方式により着陸しようとする場合であつて進入限界高度以下の高度におい

なくなつたときは、着陸のための進入を継続しないこと。

（４）燃料及び滑油の搭載量及びその品質

問 9 航空法施行規則第１９９条（航空交通管制）の管制業務の種類で誤りはどれか。

（４）飛行情報提供業務
（３）

（１）

はどれか。

（４） 初 着陸地及び離陸した後当該着陸地 上空に到着するまで 所要時間
巡航高度における真対気速度

（１）出発地及び離陸予定時刻
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旅客の運送の用に供する航空機で計器飛行方式により飛行するもの

速やかに 寄りの飛行場に着陸しなければならない。（１）

（３）緊急の場合においてとるべき措置等

（１）
特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために２人を要する
構造上、その操縦のために２人を要する航空機

（３）
航空機であつて当該特定の方法又は方式により飛行するもの

速やかにその旨を当該指示をした管制業務を行う機関に通報しなければならない。

ときの措置として正しいものはどれか。

（１）

速やかに航空機の運航者は国土交通大臣に報告しなければならない。

問 12

（３）
（２）速やかに国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

航空機の操作及び点検の方法

（４）

問 13

航空法第６５条（航空機に乗り組ませなければならない者）において、機長以外に

運航規程に記載する必要のある事項で誤りはどれか。
運航管理の実施方法

（４） 初の着陸地及び離陸した後当該着陸地の上空に到着するまでの所要時間

問 11 気象状態の変化その他のやむを得ない事由により、航空交通の指示に違反して航行した

当該航空機を操縦できる者を乗り組ませなければならないもので誤りはどれか。

（２）

（４）旅客の運送の用に供する航空機で飛行時間が３時間を超えるもの

（４）整備基地の設備及び器具

（２）

運管-法規-3/４



ぞれに掲げる指示対気速度

計器飛行を行う航空機乗組員は、操縦する日からさかのぼつて１８０日までの間
た経験

２ 法第８２条の２第１号の空域（航空交通管制圏等）であつて、高度 （1） 900m

１回は行つた経験

ＴＣＡＳ
（２）ＤＭＥ

を超える空域を飛行する航空機にあつては、 指示対気速度（4） 250 ノット

航空機と同じ型式の航空機に乗り組んで離陸および着陸をそれぞれ少なくとも

b  タービン発動機を装備する航空機　　　　　（3） 250 ノット

（４）

航空機と同じ型式の航空機に乗り組んで離陸および着陸をそれぞれ３回以上行つ

（４）ＳＢＡＳ

～（４）で誤りはどれか。

以下の空域を飛行する航空機にあつては、 次に掲げる航空機の区分に応じ、それ

問 17

に５時間以上の計器飛行（模擬計器飛行を含む。）を行つた経験
直近の航空業務を行つた日から６０日以上経過していないこと。

（２）

（３）

航空法施行規則第１５４条（航空機の灯火）で航空機が夜間において空中を航行する場合

操縦する日からさかのぼつて１２０日までの間に、当該航空運送事業の用に供する

問 14 航空法施行規則第９７条（航空保安無線施設の種類）で誤りはどれか。
（１）ＩＬＳ

問 15 航空法施行規則第１７９条（航空交通管制圏等における速度の制限）の下線部（１）

a  ピストン発動機を装備する航空機　　　　　（2） 160 ノット

１ 法第８２条の２第１号の空域（航空交通管制圏等）であつて、高度（１） 900m

（３）

問 16 航空運送事業の用に供する航空機の運航に従事する操縦者に係る 近の飛行経験で

（１）操縦する日からさかのぼつて９０日までの間に、当該航空運送事業の用に供する
正しいものはどれか。

（１）右舷灯、左舷灯、衝突防止灯
に航空機が表示しなければならない灯火として正しいものはどれか。

運管-法規-4/４

（３）航空機の高度を急激に変更する飛行

（３）

航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれがある携帯電話その他の電子機器であ

（２）右舷灯、左舷灯、尾灯、タクシーライト
（３）右舷灯、左舷灯、尾灯、衝突防止灯

（２）中光度白色航空障害灯

（４）右舷灯、左舷灯、尾灯

失速を伴う飛行

（２）機内に持ち込んだ飲食物を飲食する行為

（４）爆発性又は易燃性を有する物件を搭載した飛行

（３）

理由なく置く行為

中光度赤色航空障害灯

はどれか。

（４）低光度航空障害灯

つて国土交通大臣が告示で定めるものを正当な理由なく作動させる行為

（２）

（１）右舷灯、左舷灯、衝突防止灯

問 18 航空障害灯の種類のうち、航空赤の不動光により示されるものはどれか。
（１）高光度航空障害灯

問 19 航空法施行規則第１６４条の１５（安全阻害行為等の禁止）に該当しないものはどれか。
（１）乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為

（４）

問 20 航空法施行規則第１９８条の２（航空交通の安全を阻害するおそれのある飛行）で誤り

（１）航空機の姿勢をひんぱんに変更する飛行

手荷物を通路その他非常時における脱出の妨げとなるおそれがある場所に正当な

運管-法規-4/４



のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可
能となるので当該科目は不合格となります。

（２） 解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

◎ 注　　意 （１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

科　目

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す
ること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード

運 航 管 理 者 学 科 試 験 問 題 P４４

資　格 題数及び時間 ２０題　　　１時間

航空気象〔科目コード：０２〕 記　　号 Ｊ１ＸＸ０２１３７０

運航管理者

◎ 配　　点 １問　５点

◎ 判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。
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接地逆転があること。
広範囲の高気圧に覆われていること。
T-Tdが０～２℃であること。
低気圧や前線があること。

海陸風についての説明で正しいものはどれか。
夜間に海から陸に向かう気流を陸風、日中に陸から海に向かう気流を海風という。
海陸風は一般風が弱い場合には、はっきり現れない。
海陸風は大規模風系であり、偏向力の影響をよく受ける。
地上天気図において海陸風の吹いている地点の風は、気圧場と無関係な風向
である。

大きな山脈を乗り越え吹きおりる気流は（２）乾燥断熱的に昇温するので平野に

高気圧域のアルチメーターセッティングのまま、気圧高度計の指針を保持し低気圧域へ
飛行した場合の記述で正しいものはどれか。

（１）～（５）の中から選べ。

（１） １ （２） ２ （３） ３ （４） ４ （５） なし

（３）
（４）

沈降性逆転層について（ａ）～（ｄ）のうち、正しいものはいくつあるか。

（ａ）冬季晴天時の夜間の放射冷却でできやすい。

（４）乾燥断熱減率

海霧が予想される条件として誤りはどれか。
（１）
（２）

大気の安定、不安定の説明について正しいものはどれか。
（１）中立の状態とは鉛直方向に動いた気塊が途中で停止してしまう状態をいう。

気温の逆転層内では大気は不安定である。
（３）上昇した気塊の温度が周囲より高いとき、空気塊の上昇は止まる。
（２）

（１）

問 1

問 ２

（４）大気の安定度は気温減率によっては決まらない。

1℃/100ｍになる気温減率で正しいものはどれか。
標準大気の気温減率

（２）露点温度減率
（３）湿潤断熱減率

問 ３

問 ４

問 5

放射霧と呼ばれる霧が発生しやすい。
（ｄ）高気圧圏内において発生しやすい。

フェーン風について説明した文章の下線部（１）～（４）の記述で誤りはどれか。

下降した気流の温度が山麓の温度より（１）高い場合の風をいう。

問 ７

問 6

（４）

（１）

（ｂ）下降流に伴う断熱昇温で生じる。
（ｃ）

計器高度は真高度より高い。
計器高度と真高度は等しい。
計器高度は真高度より低い。
計器高度は平均海面高度より低い。

達した空気は（３）高温となり相対湿度が（４）高くなるのが普通である。

（４）

（１）
（２）
（３）

（３）
（２）
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500hPa高層天気図の説明として正しいものはどれか。
（１）偏西風が最も強く現れ、ジェット気流の解析に最適である。
（２）対流圏の中間層にあたり、非発散高度に近い。
（３）山岳地帯を除けば下層大気の代表的な値を示す。
（４）最大風速層の高度分布を知るために有効である。

はいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

（１） １ （２） （４）２ （３） ３ ４ （５） なし

初期突風について（ａ）～（ｄ）のうち、正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

（１） １ （２） ２ ３

ことがある。
（ｄ）積乱雲本体よりかなり先行する。

雷雲が襲来する直前に地上付近におこる風向・風速の急変である。
（ｂ）雷雲の中の下降流が地面に達し、地表で水平方向に流れを変え四方に吹き出した

（ｃ）風向の変化は180°も変わることがあり、風速も強烈で50～60ktを超える
ものである。

（ａ）

問 12

問 11

問 ８

問 ９

問 10

高気圧について正しいものはどれか。
（１）温暖高気圧は対流圏全体および成層圏でも暖かくなっている。

気団の分類と発生について正しいものはどれか。
（１）
（２）ｍPk　：赤道地方を発源地として、主として台風期にあらわれる。　　

ｍE　  ：オホーツク海千島沖を発源地として、主として梅雨期にあらわれる。

より寒冷な気団がちぎれて動いてくるものとがある。

東西に長く発達する。

推定することが可能となる。

度は亜熱帯ジェット気流の方が一般に低い。

南北に分流した南側のジェット気流付近に位置する。

（３）ｍTw   : 揚子江流域を発源地として、春秋にあらわれる。
（４）ｃPk　 : シベリア大陸を発源地として、主として冬季にあらわれる。

北半球の偏西風帯におけるジェット気流について（ａ）～（ｄ）のうち、正しいもの

大陸性寒帯高気圧とは夏季に大陸で発達する背が高く寒冷な高気圧である。
（３）移動性高気圧には低気圧と低気圧との間に現れる尾根の高気圧と、極気団の氾濫に

（４）亜熱帯高気圧は亜熱帯の海上に発達する背の高い温暖な高気圧で、冬季に優勢で

（ｂ）ジェット気流の暖気側に比べて寒気側の方が上・中層で乾燥しているので、気象

（ｃ）亜熱帯ジェット気流と寒帯前線ジェット気流を比較すると、風速が極大となる高

（ｄ）日本付近の梅雨前線は、寒帯前線ジェット気流がヒマラヤ山脈・チベット高原で

（ａ）寒帯前線ジェット気流は亜熱帯ジェット気流と比較して、時間的にも空間的にも

（４） ４ （５） なし（３）

変動が小さい。

衛星観測による水蒸気画像の明暗の顕著な境界によって、ジェット気流の位置を

（２）
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ものはいくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

等風速線によりジェット気流の位置、強さおよび高度を把握することができる。

（１）～（５）の中から選べ。

夏の雷雲発生のよい目安となる。
指数は値が大きいほど不安定度は大きい。
指数「＋３」は機械的上昇による発雷の可能性がある。
850hPaの空気塊を500hPaまで上昇させたときの気温と、500hPaの
空気の温度差を指数としたものである。

２ （３）

（１）

が前線に対応している。

（４） ４ （５） なし

高層断面図についての説明で誤りはどれか。
（１）風のシャーの把握としては、等風速線の混んでいる位置に注目する。

なし

（ｃ）
（ｄ）

（３） ３ （４） ４ （５）

（４）

（２）高層断面図は大気を鉛直にとらえた解析図である。
（３）水蒸気が少ない高層では、圏界面から等温位線が傾斜し温位傾度が小さい場所

問 17

雲のない大気中では着氷はおこらない。

翼の前縁半径が大きいほど着氷しにくい。
（３）衝突する水滴の半径が大きいほど着氷しにくい。
（２）

着氷についての記述で正しいものはどれか。
（１）対気速度が速いほど着氷しにくい。

１ （２） ２

示される。

（４） ４ （５）

TEMPOは、気象状態の一時的変動が頻繁にまたは時々発生し、その各々が１時間

運航用飛行場予報（TAF）の変化群について（ａ）～（ｄ）のうち、正しいものは
いくつあるか。（１）～（５）の中から選べ。

以上続かない場合に使われる。
（ｄ）TEMPOは、一時的に変化した気象状態の合計時間が、予報期間の１/２未満の

場合に使われる。

（１） １ （２）

問 15

問 16

（ａ）

（４）

（ｂ）

（ｂ）観測すべき時に観測値が得られない場合、及び滑走路灯/滑走路中心線灯の輝度
情報を観測システムに取り込んでいる飛行場において滑走路灯または滑走路中心
線灯が消灯した（灯火の要件を満たさない）場合は、当該滑走路番号を前置して

なし

BECMGの予報期間は１～４時間である。
（ｂ）BECMGは、予報期間内に気象状態が変化し、予報期間終了後は変化後の状態が

続く場合に使われる。
（ｃ）

３

問 14

問 13

１ （２） ２

METARにおける滑走路視距離（RVR）についての記述（ａ）～（ｄ）のうち、正しい

（ａ）Rに続いて着陸に使用している滑走路番号、斜線、4桁の数字による10分間の平均
RVR値、変化傾向を表す記号で示される。

/////が示される。
（ｃ）卓越視程あるいは方向視程が1,500m以下、またはいずれかのRVRが1,800m

（３） ３

以下の場合に通報される。
（ｄ）通報は実際に着陸に使用されている滑走路の接地帯を代表する値が最大４群まで

（１）

シュワルター指数についての記述（ａ）～（ｄ）の中で正しいものはいくつあるか。

（ａ）
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（１）～（５）の中から選べ。

（ａ）渦度は時計回りの回転を正とする。

２ （３） ３

（ｂ）ジェット気流の北側では正、南側では負の渦度となっている。
（ｃ）強風帯の中心に沿って渦度の０（零）線が現れる。
（ｄ）渦度の最大値はほぼ前線帯と一致している。

20問

19問

18問

化を捉えられるという長所がある。

（１） １

日本列島に影響をもたらす低気圧や前線についての記述で誤りはどれか。

（４） ４ （５） なし（１） １

渦度についての記述（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいくつあるか。
（１）～（５）の中から選べ。

え、薄い雲は、陸地や海面からの反射も加わり、厚い雲より黒くみえる。
可視画像では、同高度にある雲でも、厚い雲ほど太陽光の反射が強くなり白く見（ｂ）

（２）

衛星画像についての記述（ａ）～（ｄ）の中で、正しいものはいくつあるか。

（ａ）可視画像では、一般に上層雲は白く、下層雲ほど暗さが増していく。

によってもたらされる。

フェーン現象が起こることがある。
（２）上層風が低気圧のすぐ北側で強い時、低気圧は発達する。
（３）梅雨前線は、同じ地域に長時間停滞している場合だけでなく、南北に移動している

場合にも猛烈な雨を降らせることがある。
（４）冬季に関東地方南部で大雪となるのは、ほとんどが本州の南海上を通過する低気圧

（１）春先に日本海を発達しながら通過する低気圧に吹き込む南風により、太平洋側で

（４） ４ （５） なし

面や陸地は黒く見える。
（ｄ）赤外画像は、太陽光の当たらない夜間でも画像が得られるため、連続的に雲の変

（２） ２ （３） ３

（ｃ）赤外画像では、一般に雲頂高度の高い（温度の低い）雲ほど白く見え、暖かい海
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運 航 管 理 者 学 科 試 験 問 題　　　P４５
資　格 ２０題　　１時間

ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す
ること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード

◎

題数及び時間運 航 管 理 者

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

能となるので当該科目は不合格となります。

（２）

航空工学〔科目コード：０３〕

のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

科　目 Ｊ１ＸＸ０３１３７０記　　号

（１）
番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー

注　　意

◎

合格は１００点満点の７０点以上とする。◎

配　　点 １問　５点

判定基準
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零揚力時の迎え角、すなわち垂直急降下の場合にはCDは負となるが、その他の場

（３）
翼のテーパーを弱くして、矩形翼に近づける。
翼の根元にストール・ストリップを取り付ける。

（１）
迎え角が負になればCDも負の値となる。
常に正の値で、迎え角とCDの関係はだいたい揚力係数曲線と同じカーブを示す。

（２）

（ｃ）乱流は剥離しにくく、層流は剥離しやすい。

（１）

（２）

標準大気の場合マッハ数が最大となる。

（４）

いものはどれか。

3

（ｄ）

空気密度が大きい方がマッハ数が大きい。
（３）

の中から選べ。

層流中では流速は規則的に変化しているが、乱流中では流速の変化は不規則である。

（１）　１　（２）　２　（３）　３　（４）　４　（５）　なし

（４）

7

（２）舵面の重心位置をできるだけ前方に移す。

高速飛行時の機首下げ傾向を自動的に補正する安定化機能で正しいものはどれか。

マック・トリム

（１）

問

問

問 2

翼端失速の防止策で誤りはどれか。

（１）気圧が低い方がマッハ数が大きい。

乱流は層流よりも境界層が厚い。

対流圏において真対気速度一定で飛行している場合のマッハ数に関する説明で正し

層流は乱流より摩擦抗力が小さい。（ｂ）

層流と乱流の性質（ａ）～（ｄ）で正しいものはいくつあるか。（１）～（５）1

（ａ）

問

問

問

5

6

4

問

温度が低い方がマッハ数が大きい。

舵面によって発生するフラッタの防止策で誤りはどれか。

（３）

（４）

一般的な主翼の抗力係数（CD）に関する説明で正しいものはどれか。

（４）

（１）翼端にねじり下げをつける。

（２）

マス・バランスを取り付ける。

旋回率（ω）を求める式で正しいものはどれか。ただし速度をＶ、バンク角をθ、

固有振動数を変える。

ホーン・バランスを取り付ける。

後退角を与える。

ピッチ・フィール・システム
（３）

迎え角が変化してもCDは負の値とならない。

（４）

重力加速度をＧ、旋回半径をｒ、円周率をπとする。

（３）

合は必ず正の値である。

ヨー・ダンパ・システム

ω＝

オーバー・スピード・プロテクション

（２）

V
2

(rad/s)
Gr

（２）ω＝
Gtanθ

(rad/s)

（１）

V

（３）ω＝
2πV

(rad/s)
Gtanθ

（４）ω＝ V
2

(rad/s)
Gtanθ
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（２）

（ａ）

10

9

（４）

飛行機の安定性に影響を与える要素（ａ）～（ｄ）で正しいものはいくつあるか。

問

14

（２）

8

（３）

問

問

耐空性審査要領において速度の定義で誤りはどれか。

耐空性審査要領に定められている耐空類別飛行機輸送Tの定義で正しいものはどれか。

大気圧力：航空機を取り巻く圧力

問

問 11

問

12

問

2個以上の部材を結合しているので、部材にクラックが発生した場合、クラックは

差圧：航空機与圧装置では客室圧力と大気圧の差

（１）最終離陸速度とは、1発動機不作動の状態で巡航形態の航空機が離陸経路の最終段
階にあるときの速度をいう。

（４）

主翼上反角

（３）

部材が破壊してもその部材の分担荷重が他の数多くの部材に分配される。

（２）客室高度：平均海面上から測った客室の実際の高度
（１）航空機高度：航空機が飛行している海面上からの実際の高度

レダンダント構造方式の説明で正しいものはどれか。

（１）人が乗って航空の用に供することができる飛行機

（ｃ）主翼後退角
（ｄ）

重量97,000lbsの飛行機で直線定常飛行の失速速度（指示対気速度IAS）が

（２）VBとは、最大突風に対する設計速度をいう。
（３）V1とは、加速停止距離の範囲内で航空機を停止させるため、離陸中に操縦士が最

尾翼面積

初の操作をとる必要がある速度をいう。

（１）

離陸速度200km/h、無風時の離陸距離1,200mとなる航空機が、10m/s

主翼面積

最大離陸重量8,618kg以下の飛行機であって、航空運送事業の用に適するもの（２）

部材が破壊すると近くの遊んでいる部材が全荷重を受け持つ。

（４）

航空運送事業の用に適する飛行機
操縦に2人を要する飛行機

125kt

（ｂ）

の向かい風を受けた時の離陸距離を求めよ。
（１）

（４）

与圧、空調装置に用いられる用語の説明で不適切なものはどれか。

（１）

（４）参照着陸速度とは、着陸距離の決定に際して指定された着陸形態の航空機が降下
中に35ftの高さを通過するときの速度をいう。

125ktであったとき、荷重倍数が1.5倍の加速度運動をしている時の失速速度
（IAS）を求めよ。ただし、計器誤差及び位置誤差、空気の圧縮性の補正は無視する
ことができるほど小さいとする。

（２）148kt
（３）153kt
（４）177kt

682m
807m
973m

1,162m

結合面の間隔によって阻止される。

部材が破壊し始めるとその部材の受け持つ荷重がすべて硬い補強材に転移される。

（３）

（３）

（１）～（５）の中から選べ。

（１）　１　（２）　２　（３）　３　（４）　４　（５）　なし
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に手数がかかる。

問

同一推力を維持する場合、外気温度が低下すれば回転数を上げる必要がある。

問 20

問

問 19

18

機体が異常な衝撃を受けたとき作動する。

油圧系統の特徴について誤りはどれか。
（１）装置重量の割に大きな力と動力が得られ、制御しやすい。
（２）作動または操作させる場合、運動方向の制御が容易で、応答速度も速い。

不要な会話はいつでも消去することができる。

パイプなどの接続箇所で作動液が漏れやすく、作動液が燃える危険があり、整備

（４）

（２）

総重量1,200kg、重心位置が基準線後方260cmにある飛行機で、搭載してい

対流性フェージング

る130kgの貨物を基準線後方340cmから270cmのところに移動した。空力

16%前方へ移動する。（１）

平均翼弦（MAC）の長さが140cmとすると、新しい重心位置はMAC上でどのく

17 航空機アンテナに関する説明で正しいものはどれか。

（３）操縦室内の音声及び管制機関との交信内容を記録している。

（１）

すべて無指向性アンテナである。

問

問 15

16

（３）

タービン・エンジンの出力と外気温度に関する説明で誤りはどれか。

は大きくなる傾向がある。

少し、推力が低下する。

（１）外気温度が上昇すると空気密度は小さくなり流入空気量が減少し、推力は低下する。

（４）

電波伝搬に伴うフェージングの種類で誤りはどれか。

（４）
（３）

吸収性フェージング

タービン入り口温度を一定にした時の推力設定法で、外気温度が低下するほど推力

（２）
（１）

（２）

（３）5.4%前方へ移動する。

干渉性フェージング

（４）高度、対気速度、機首方位、垂直加速度、時間を記録している。

エンジンの回転数を一定にした場合、外気温度が上昇するに従って流入空気量は減

（４）

（３）

送信アンテナと受信アンテナが別になっているシステムがある。

遠隔操作が容易であるが、過負荷に対しては安全性が低い。

CVR（Cockpit Voice Recorder）に関する説明で正しいものはどれか。

（１）

らい移動するか。

跳躍性フェージング

（４）3.2%前方へ移動する。

（２）7.6%前方へ移動する。

地上からの電波を受信するためすべて機体下部に取り付けられている。
空気抵抗を避けるためにすべて埋め込み型となっている。

（２）
（３）
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◎ 配　　点

◎ 判定基準 合格は１００点満点の７０点以上とする。

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

１問　５点

ること。

能となるので当該科目は不合格となります。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

（２）

P４６

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー
ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す

運航管理者

注　　意 （１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

航空通信〔科目コード：０５〕科　目

運 航 管 理 者 学 科 試 験 問 題
資　格 題数及び時間 ２０題　　４０分

記　　号 Ｊ１ＸＸ０５１３７０

◎
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:
:
:
:UNA 　無制限

（１）    事前承認を要するPPR 
UFN 　次に通報するまで
TEMPO 　仮の、一時的な

問 ７

インターネットや、専用通信回線を通じてファイルすることができる。

どれか。

４

５問

問 ６ 飛行計画の通報について誤りはどれか。

電話を通じて口頭により提出することはできない。
（３）計器飛行方式による場合は、移動開始予定時刻の２時間前までに飛行計画を

および航空機の相互の位置等飛行情報に関する通信を行う場合の周波数で正しいものは

（１）
（２）

飛行情報業務
管制業務

問 １

問 ２

（４）

（１）空港事務所または出張所の航空管制運航情報官に通報する。

（２）航行援助に関する通信のうち特に急を要するもの
（３）緊急通信
（４）

到達するまでの予定時間

で停止する（ブロックイン）までの予定時間

航空機局が管制機関等と行う通信のうち優先順位が最も高いものはどれか。 
（１）管制承認、管制指示等のATCに関する通信

（２）

（２）

問 ３

問

（１）

（３）発動機始動後の地上滑走開始（ブロックアウト）から、目的飛行場の駐機場

航空機の運航に関する通信

航空路誌改訂版：ＡＩＰの短期的変更に係る情報を掲載

航空交通業務の種類で誤りはどれか。

（１）航空路誌（ＡＩＰ）：福岡FIR における民間航空の運航に必要な諸施設、組織等に

ノータム：航空路誌改訂版または航空路誌補足版では包含できない運航情報
　　　　　　　　　　関する永続性をもつ情報を収録

飛行援助業務

航空情報の説明で誤りはどれか。

警急業務

（３）

（３）
（４）

（１）122.60 MHz
（２）123.45 MHz
（３）123.15 MHz

航空路誌補足版：ＡＩＰの一時的変更に係る情報（有効期間が３ヶ月以上の
　　　　　　　　もの等）を掲載　　　　　　　　　

（４）

（２）

（４）

（３）
（４）

発動機始動後の地上滑走開始（ブロックアウト）から、計器進入開始地点に

までに通報する。
通報することが望ましいが、少なくとも移動開始予定時刻の３０分前

日本国内（航空局のVHF周波数の通信圏内）において、航空機局相互間で気象状況

（４）

計器飛行方式のフライトプランに記載する所要時間について正しいものはどれか。

（２）離陸してから、目的飛行場に着陸するまでの予定時間
離陸してから、目的飛行場の計器進入開始地点に到達するまでの予定時間

航空情報用略号の意味で誤りはどれか。

122.45 MHz
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９

８問

（２）

（１）航空機が「MAYDAY」または「PAN-PAN」を通報した場合

（３）  正　　　正　　　誤　　　誤
（４）  正　　　正　　　正　　　誤

進入管制業務

パイロット若しくは運航者が「不法妨害を受けている」旨を通報した場合

（２）

（２）

「ZZZZ」と記入し、「その他の情報」に飛行場名を記入した。
（４）RVSM航行の許可を受けているので「使用する無線設備」に「R」と記入した。

飛行場アドバイザリー業務
（４）航空路管制業務

（１）

（１）

航空機が火山灰雲に入った旨通報した場合

ターミナル・レーダー管制業務

原則として管制圏が指定されていない空港のうち、IFRによる離着陸が行える

（２）飛行場対空援助局（レディオ）を通じて管制承認等が中継される。
飛行場に指定される。

CONTROL」の用語が用いられる。

（４）

IMCの区別なく直ちにRAに従い回避操作を行う。

の遵守」に抵触しない。

（１）管制空域が持つ処理能力に、その空域における予測交通量を適合させることにより
問

問 10 航空機用救命無線機についての説明として（a）～（d）の正誤の組み合わせについて、

（３）リモート対空援助業務が行われている空港等がある。
（４）スペシャルVFRによる飛行は禁止されている。

急病人または重病人を乗せている旨を通報した場合
（４）

（３）

（３）管制区管制所が実施する。
（４）フローコントロールの実施情報はNOTAMにより提供される。

RAの指示による指示高度からの逸脱は、航空法第96条第1項「航空交通の指示

フローコントロールについて誤りはどれか。

管制指示とRAの回避指示が異なる場合はRAの指示に従うべきである。

（１）TAが発生した場合、操縦者は脅威機を目視で確認する必要はない。

安全確保と運航効率の向上を促進させる業務である。
フローコントロールにより出発時刻の制限を受ける場合は「DUE TO FLOW（２）

RAが発生した場合、操縦者は飛行の安全が阻害されると判断されない限りVMC、

（a）
（b）406MHzの電波は、人工衛星を用いた救難システムに使われる。

問 11 飛行計画の記入要領で誤りはどれか。

（３）出発飛行場にICAO４文字地点略号の指定がないため、「出発飛行場」に

121.5MHzの電波を発信できなければならない。

（１）～（４）のうち正しいものはどれか。

（c）406MHzの電波にはコード化された識別符号が含まれている。
（d）121.5MHzの電波にはコード化された位置情報が含まれている。

（a）   （b）     （c）　 （d）
（１）  誤　　   誤　　　誤　　　正
（２）

使用事業に関する飛行なので、「飛行の種類」に「G」と記入した。
GNSSを搭載しているので、「使用する無線設備」に「G」と記入した。

（１）

  正　　　誤　　　正　　　正

問 12 航空機が管制上の優先措置を受ける場合で誤りはどれか。

（３）

問 13 管制業務の種類で誤りはどれか。

問 14 情報圏について誤りはどれか。

（３）

誤りはどれか。

（２）

IFRでの飛行中におけるACASのアドバイザリーに基づく回避操作について
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20

問 19

雲高の値が最低誘導高度よりも500フィート以上高いことが必要である。

（３）地上視程は5,000メートル以上必要である。
（４）ストレートインランディングの進入方式が設定されていない滑走路に対しても、

（２）
（１）レーダー管制下で行うIFRでの目視による進入である。

問 18

（２）

（３）「ROGER」の用語のみ

（１）

と認められる場合

（３）位置通報が予定時刻から３０分過ぎてもない場合

（１）航空機が着陸許可を受けた後、予定時刻から５分以内に着陸せず当該航空機
と連絡がとれなかった場合

（３）地上視程は1,500メートル以上必要である。
（４）パイロットから要求することはできない。

「遭難の段階」として捜索救難が発動される場合で正しいものはどれか。

（４）当該航空機の搭載燃料が枯渇したかまたは安全に到着するには不十分である

（２）航空機が困難な状況に遭遇しているとの情報を受けた場合

問

遭難信号を発信している航空機の呼出符号
（３）遭難信号を最初に受信した地点、高度及び時刻
（２）

航空機（自機）の呼出符号

タワーまたはレディオから通報されるブレーキングアクションに使用する用語の意味で

飛行中にELTの発信音を受信した場合、ATS機関への通報の内容で誤りはどれか。

（４）

（１）

視認進入（Visual Approach）について正しいものはどれか。

（２）

問 17

問 16

パイロットの要求により、管制機関が承認する。

目視進入（Contact Approach）について誤りはどれか。

（１）MEDIUM --------------- 普通
GOOD ------------------概ね良好
POOR ------------------

（２）自局のコールサイン及び通信内容の復唱
（１）自局のコールサイン
受信証の発出要領で誤りはどれか。

周回を省略して進入することができる。

（３）

通常はターミナルレーダー管制業務が行われていない飛行場への進入で行われる。

（４）

正しいものはどれか。

自局のコールサイン及び通信内容の概略の復唱

不良
VERY POOR ----------- 極めて不良で危険

問 15

（４）遭難信号が聞こえなくなった地点、高度及び時刻
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  　　　　　　   　　　　　　　　　　　　           　　　　ＣＬＩＭＢ　ＤＡＴＡ

ＰALT

×1000 -10 +5 -5 +5

（feet）

39 TIME 32
(min)

25 5460 FUEL 4000
(ｌｂｓ）

258 TAS 259
(kt)

35 27.5

24 5000 3690

253 250

31 24.0 32.0

23 4600 3430 4510

248 241 247

27 21.0 27.5

22 4260 3210 4100

244 237 241

24 38.5 19.0 24.5

21 3930 5610 3010 3760

240 246 234 237

22 32.5 17.5 22.0

20 3650 5110 2820 3500

236 242 230 234

20 28.0 15.5 20.0

19 3370 4670 2620 3260

230 239 227 231

18 26.0 14.5 18.0

18 3130 4240 2210 3030

227 238 225 229

16 23.5 13.0 16.0

17 2890 3890 2210 2800

226 232 223 227

14.5 21.0 12.0 14.5

16 2670 3560 2030 2570

225 231 222 226

13.5 19.0 10.5 13.5

15 2440 3230 1860 2360

223 231 221 225

12 17.0 9.5 12.0

14 2210 2910 1690 2150

221 227 220 224

10.5 15.0 8.5 10.5

13 2010 2610 1510 1940

219 225 219 223

9.5 13.0 7.5 9.5

12 1800 2300 1300 1700

218 224 218 222

ＡＴ　ｏｒ　ＡＢＯＶＥ ＢＥＬＯＷ

ＴＯＷ　９０，０００　lｂｓ ＴＯＷ　９０，０００　ｌｂｓ

ＴＥＭＰ(△℃) ＴＥＭＰ(△℃)

ＰALT

-5 STD +10 ×1000 -10 STD +10

（feet）

TIME 30
(min)

FUEL 25 4000
(ｌｂｓ）

TAS 257
(kt)

25.5 32.5

24 3630 4220

248 252

36.0 22.5 26.5

4970 23 3350 3930

250 241 245

30.0 35.0 20 23.5 37.0

4510 5010 22 3110 3610 5130

246 258 235 239 243

26.0 30.5 18 20.0 33.0

4100 4560 21 2910 3320 4670

242 244 233 235 239

25.0 27.0 45.0 16.5 19.0 29.0

3850 4250 6520 20 2740 3100 4300

26.0

238 240 244 228 232 236

5910 19 2560 2890

21.0 24.5 39.5 15 17.5

23.0

3960

235 237 241 225 229 233

3500 3900

5310 18 2380 2670

19.0 22.0 35.0 13.5 15.5

20.5

3640

232 234 238 223 227 231

3250 3600

4800 17 2200 2450

17.0 20.0 30.5 12.5 14.0

18.5

3320

230 232 236 221 225 229

3000 3270

4320 16 2020 2260

15.0 18.0 27.0 11 13.0

16.5

3060

227 229 233 220 224 227

2750 3010

3910 15 1850 2080

14.0 16.0 24.5 10 11.5

15.0

2800

225 227 233 219 223 227

2500 2730

3550 14 1660 1890

12.5 14.5 21.5 9 10.5

13.5

2560

223 225 229 218 222 225

2300 2520

3180 13 1500 1710

11.0 12.5 19.0 8 9.5

12.0

2310

221 223 227 217 221 223

2100 2280

12 1350 1510

10.0 11.0 16.5 7 8.5

2100

220 222 226 217 220 223

1900 2010 2700

－航DATA－１



２　ＥＮＧＩＮＥ　ＣＲＵＩＳＥ　（ＴＥＭＰ：ＳＴＡＮＤＡＲＤ－１０℃）
ＴＥＭＰ 95 85 75 65

～ ～ ～ ～

85 75 65 55

-45 Ｆ／Ｆ 3115

22 （ｌｂｓ/H）

-35.5 ＴＡＳ 307

（kt）

-43 Ｆ／Ｆ 3385 3205

21

-33.5 ＴＡＳ 311 304

-41 Ｆ／Ｆ 3590 3465 3305

20

-31.5 ＴＡＳ 312 306 299

-39 Ｆ／Ｆ 3765 3655 3490 3335

19

-29.5 ＴＡＳ 312 306 300 293

-37 Ｆ／Ｆ 3980 3820 3450 3490

18

-27.5 ＴＡＳ 308 302 296 289

-35 Ｆ／Ｆ 4070 3890 3730 3570

17

-25.5 ＴＡＳ 304 297 289 283

-33 Ｆ／Ｆ 4150 3985 3830 3650

16

-23.5 ＴＡＳ 301 293 287 279

-31 Ｆ／Ｆ 4230 4055 3895 3710

15

-21.5 ＴＡＳ 296 288 282 274

-29 Ｆ／Ｆ 4295 4135 3955 3785

14

-19.5 ＴＡＳ 292 285 278 271

-27 Ｆ／Ｆ 4350 4195 4025 3855

13

-17.5 ＴＡＳ 288 281 274 267

-25 Ｆ／Ｆ 4415 4255 4095 3925

12

-15.5 ＴＡＳ 285 277 268 264

-23 Ｆ／Ｆ 4395 4240 4085 3910

11

-13.5 ＴＡＳ 274 273 265 254

-21 Ｆ／Ｆ 4520 4365 4190 4015

10

-11.5 ＴＡＳ 279 269 263 256

-19 Ｆ／Ｆ 4550 4405 4240 4065

252

9

- 9.5 ＴＡＳ 274 265 258

ＷＴ

－航DATA－２

ＡＬＴ
×1000

(lbs)
×1000

(feet)

(℃)



２　ＥＮＧＩＮＥ　ＣＲＵＩＳＥ　（ＴＥＭＰ：ＳＴＡＮＤＡＲＤ）

ＴＥＭＰ 95 85 75 65

～ ～ ～ ～

85 75 65 55

-35 Ｆ／Ｆ 3190

22 （ｌｂｓ/H）

-25.5 ＴＡＳ 314

（kt)

-33 Ｆ／Ｆ 3430 3400

21

-23.5 ＴＡＳ 317 310

-31 Ｆ／Ｆ 3720 3610 3440

20

-21.5 ＴＡＳ 317 312 305

-29 Ｆ／Ｆ 3860 3705 3540

19

-19.5 ＴＡＳ 313 307 299

-27 Ｆ／Ｆ 4100 3980 3810 3640

18

-17.5 ＴＡＳ 316 309 303 297

-25 Ｆ／Ｆ 4240 4060 3890 3720

17

-15.5 ＴＡＳ 311 304 297 291

-23 Ｆ／Ｆ 4325 4155 3990 3800

16

-13.5 ＴＡＳ 308 300 294 286

-21 Ｆ／Ｆ 4405 4225 4055 3870

15

-11.5 ＴＡＳ 303 295 289 281

-19 Ｆ／Ｆ 4480 4310 4130 3950

14

- 9.5 ＴＡＳ 299 292 285 278

-17 Ｆ／Ｆ 4530 4370 4200 4020

13

- 7.5 ＴＡＳ 294 287 281 273

-15 Ｆ／Ｆ 4600 4440 4270 4095

12

- 5.5 ＴＡＳ 291 283 277 270

-13 Ｆ／Ｆ 4700 4540 4380 4200

11

- 3.5 ＴＡＳ 293 286 272 266

-11 Ｆ／Ｆ 4710 4550 4370 4190

10

- 1.5 ＴＡＳ 283 275 269 262

-9 Ｆ／Ｆ 4740 4590 4420 4240

258

9

+ 0.5 ＴＡＳ 278 271 265

－航DATA－３

ＷＴ

ＡＬＴ ×1000

×1000

(℃)



２　ＥＮＧＩＮＥ　ＣＲＵＩＳＥ　（ＴＥＭＰ：ＳＴＡＮＤＡＲＤ＋１０℃）

ＴＥＭＰ 95 85 75 65

～ ～ ～ ～

85 75 65 55

-25 Ｆ／Ｆ

22 （lbs/H）

-15.5 ＴＡＳ
（kt）

-23 Ｆ／Ｆ 3390

21

-13.5 ＴＡＳ 314

-21 Ｆ／Ｆ 3770 3690 3580

20

-11.5 ＴＡＳ 324 318 311

-19 Ｆ／Ｆ 3910 3825 3645

19

- 9.5 ＴＡＳ 323 315 308

-17 Ｆ／Ｆ 4100 3965 3790

18

- 7.5 ＴＡＳ 317 312 304

-15 Ｆ／Ｆ 4300 4220 4050 3870

17

- 5.5 ＴＡＳ 319 312 305 299

-13 Ｆ／Ｆ 4500 4330 4150 3960

16

- 3.5 ＴＡＳ 316 309 302 294

-11 Ｆ／Ｆ 4585 4395 4220 4025

15

- 1.5 ＴＡＳ 311 304 297 289

-9 Ｆ／Ｆ 4660 4485 4295 4110

14

+ 0.5 ＴＡＳ 307 301 293 286

-7 Ｆ／Ｆ 4710 4550 4375 4180

13

+ 2.5 ＴＡＳ 302 296 289 281

-5 Ｆ／Ｆ 4795 4620 4445 4255

12

+ 4.5 ＴＡＳ 298 290 284 277

-3 Ｆ／Ｆ 4835 4660 4495 4305

11

+ 6.5 ＴＡＳ 293 286 280 273

-1 Ｆ／Ｆ 4905 4735 4560 4360

10

+ 8.5 ＴＡＳ 288 282 276 269

+1 Ｆ／Ｆ 4933 4780 4600 4415

265

9

+10.5 ＴＡＳ 286 278 272

ＷＴ

ＡＬＴ
×1000

×1000

(feet)

(℃)

－航DATA－４



ＡＬＴ

（×1,000 feet）

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

30 min

ＤＥＳＣＥＮＴ　ＤＡＴＡ

ＴＩＭＥ ＴＡＳ ＦＵＥＬ

（min） （kt） （ｌｂｓ）

15 291 670

14 289 655

13 285 645

13 282 630

12 280 610

12 279 600

11 277 585

11 274 570

10 271 560

10 269 545

9 267 530

8 265 520

8 263 505

7 261 490

2220 2130 2040

ＨＯＬＤＩＮＧ　ＦＵＥＬ（ｌｂｓ）

ＬＡＮＤＩＮＧ　ＷＥＩＧＨＴ　ＡＴ　ＡＬＴＥＲＮＡＴＥ
８５，０００～８２，００１ ８２，０００～７９，００１ ７９，０００～７６，００１

－航DATA－５



      航　法　ロ　グ

DEPARTURE AP

TOTAL FUEL

DESTINATION AP ALTERNATE AP ETD 11:00  FUEL　PLAN

ETE ＋ TO DESTINATION TO ALTERNATE HOLDING CONTINGENCY TOTAL　FUEL

 　　　　　　 LBＳ

ALT TEMP WIND TC VAR ZONE CUM GS ZONE CUM ETO F/F CUM

TO ×1000 △℃ DIST DIST TIME TIME FUEL

RJOB RJCH RJEC
ETE ＋ TO　DESTINATION TO　ALTERNATE HOLDING CONTINGENCY

ETA  　　　　　　 LBＳ  　　　　　　 LBＳ  　　　　　　 LBＳ  　　　　　　 LBＳ

TAS WCA TH MH ZONE

FUEL ＲＭＳ

OKC

YME +10 240/25 055 7W 74

KMC +10 260/40 056 8W 84

GTC STD 280/45 061 8W 165

UWE STD 280/45 034 8W 115

MRE STD 280/50 028 9W 65

HWE -10 300/30 014 9W 54

 TO ALTERNATE AP

  PLDW（予想着陸重量）：　　　　　　　　　　　　　　LBＳ

SPE -10 330/45 023 9W 87

AWE -10 320/35 069 9W 58



科　目

合格は１００点満点の７０点以上とする。

◎

◎ 判定基準

配　　点

ること。

能となるので当該科目は不合格となります。

運 航 管 理 者

記　　号施 設 〔科目コード：１６〕

注　　意

P47

（２）

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

１０題　　４０分題数及び時間

１問１０点

Ｊ１ＸＸ１６１３７０

ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す

運 航 管 理 者 学 科 試 験 問 題
資　格

◎ （１） 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験
番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー

運管ｰ施ｰ1/3



進入角指示灯

航空灯火

架空線には、短辺が0.6m以上の長方形又は正方形の旗を設置する。　

（３）滑走路末端識別灯

滑走路中心線灯

（１）

（１）

（１）

次の飛行場灯火で光度を制御できない灯火はどれか。

（１）航空保安無線施設

22

（４）昼間障害標識
（３）
（２）

（４）

（４）
（３）接地帯灯

（２）
進入灯

（１）進入灯
（２）進入角指示灯

離陸の 低気象条件に影響する飛行場灯火の中で正しいものはどれか。

高光度航空障害灯は航空白の明滅である。
（２）中光度白色航空障害灯は航空白の閃光である。

（ただし、多発機であって離陸の代替飛行場を設定した場合）
問 7

問 6

接地帯灯

低光度航空障害灯は航空赤の明滅である。

問 1 航空法施行規則第１条に定められた「航空保安施設」で誤りはどれか。

問

空港消防施設

支線には、直径が0.5m以上の球形の標示物を45mの等間隔に設置する。　

飛行場灯台についての説明（ａ）～（ｄ）のうち、正しいものはいくつあるか。

　

（４）

問

問 3 昼間障害標識について正しいものはどれか。 

（４）進入表面の投影面と一致する区域内にある物件には昼間障害標識を設置しなければ

問 4

5 航空障害灯について正しいものはどれか。

ABAS（航空機搭載型衛星航法補強システム）
（４）GBAS（地上型衛星航法補強施設）
（３）

（３）係留気球（支線を除く。）は赤と白の格子縞に塗色しなければならない。　
（２）

ならない場合がある。　

（１）～（４）の中から選べ。
（ａ）飛行場灯台は、「航空灯台」の一種である。

灯火が光源の中心を含む水平面から上方のすべての方向から見えるものである。

（ｂ）灯光は、陸上空港等にあっては航空白と航空緑の閃交光又は航空白の閃光である。
（ｃ）陸上空港等又は水上空港等にあっては、１分間の閃光回数が20～30までである。

（３） ３ （４） ４（１） ２

（３）中光度赤色航空障害灯は航空赤の不動光である。

航空法施行規則第９７条に定められた航空保安無線施設で正しいものはどれか。
（１）SBAS（静止衛星型衛星航法補強施設）
（２）GPS（全地球的測位システム）

１ （２）

（ｄ）

運管ｰ施ｰ2/3



問 9 ＩＬＳについて誤りはどれか。

問

DMEにより測定される距離情報は、航空機と地上局の水平距離である。

8

DMEは、航空機から地上局までの距離を測定する装置である。
（３）

問 10

短い長さの範囲にあるものにあっては、航空黄であること。

（１）グライドスロープアンテナは滑走路着陸末端から内側に約３００メートル、滑走路
中心線から約１２０メートル離れた位置に設置されている。

（４）灯光は、航空可変白の不動光であること。ただし、着陸しようとする航空機から
　

次のうち正しいものはどれか。
（１）DMEの使用周波数帯は、VHFである。

高光度式滑走路灯について誤りはどれか。

（２）

域のことである。

計器着陸用滑走路に係るものにあっては高光度式滑走路灯によること。

ローカライザーのコースは6°以内の範囲でオフセットしている場合がある。

（２）

見て、滑走路終端から滑走路の全長の三分の一又は６００メートルのいずれか

光柱は、埋め込み式以外のものは、光源の中心を含む水平面からその上方 小限（３）
35度までのすべての方向から見えるものであること。

ＩＬＳの３文字の識別符号は、ローカライザー周波数により発信される。

灯火で非常用滑走路灯以外のもの
離陸し、又は着陸しようとする航空機に滑走路を示すためにその両側に設置する（１）

ＩＬＳクリティカル・エリアとはＣＡＴⅡ・Ⅲの電波障害を防止するための制限区

（２）
（３）

（４）
DMEは、見通し範囲外でも運用され非常に精度の高い距離情報を提供する。

（４）

運管ｰ施ｰ3/3



P48航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

記　　号空中航法〔科目コード：０１〕

ること。

◎ 注　　意

判定基準

「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

能となるので当該科目は不合格となります。

◎

１問　５点

（２）

科　目

のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー

Ａ３ＧＧ０１１３７０

（１）

資　格 ２０題　　４０分題数及び時間事業用操縦士（上滑）

◎

ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。

合格は１００点満点の７０点以上とする。

配　　点

事操（上滑）-航-1/4



ランバート図の特徴で誤りはどれか。
２標準緯線の正角円錐図法を使用している。
子午線と平行圏の接線は直交する。
航程線は直線である。
各緯度線は円錐の頂点を中心とする同心円となる。

メルカトル図の特徴で誤りはどれか。
メルカトル図は円錐投影法により作成される。
子午線が平行なため、極を表すことができない。
航程線は直線である。
赤道、子午線以外の大圏は極側に膨らんだ曲線となる。

赤道及び子午線等に関する記述で誤りはどれか。
子午線のうち経度の基準となるものを本初子午線という。
地軸に平行な大圏を赤道という。
赤道に平行な小圏は平行圏という。
赤道に直交する大圏を子午線という。

風力三角形について誤りはどれか。
対気ベクトルはTASとTHからなる。
対地ベクトルはGSとDAからなる。
WCAはTCから左にひねる角を（－）修正角という。
DAはTHからTRへの角度である。

相対方位について正しいものはどれか。
航空機の機首方向を基準に物標の方位を測ったもの
航空機の航路を基準に物標の方位を測ったもの
磁北を基準に物標の方位を測ったもの
真北を基準に物標の方位を測ったもの

航空機に装備してある磁気羅針儀の自差表に、「TO FLY 000 / STEER 001」と
表示してあるとき、その意味で正しいものはどれか。

CH000ﾟで飛行すると、MH001ﾟで飛行することになる。
CH000ﾟで飛行すると、TH001ﾟで飛行することになる。
MH000ﾟで飛行するためには、CH001ﾟで飛行する。
TH000ﾟで飛行するためには、CH001ﾟで飛行する。

次のうち誤りはどれか。
88km/hは、約55mphである。
56ktは、約104km/hである。
104km/hは、約65mphである。
50ktは、約120km/hである。

時刻に関する記述で正しいものはどれか。
飛行計画書には日本標準時を使用し記入する。
協定世界時「０時」は時刻帯を使用し「0000Z」と表すことがある。
日本標準時は協定世界時より９時間遅い。
日本の標準子午線の時刻帯には「N」が付けられている。

飛行中の錯覚に関する説明で誤りはどれか。
上昇から水平直線飛行に急激に移行すると、パイロットは後方に倒れるような錯覚
を生じ易い。
きりもみから回復しても、次に同方向のきりもみ状態が続いているような錯覚に
陥ることがある。
非常に長い時間の定常旋回中に頭を急に動かすと、全く異なった軸で旋回もしくは
運動しているような錯覚が起きるときがある。
離陸中の急激な加速は機首上げ姿勢にあるような錯覚を生じやすい。

（２）

（４）

（１）

（４）

（３）

（２）

（２）

問

問 ３
（１）

（１）

問 5
（１）

（２）

（１）

問 7

問

（１）

８問

（２）

6

９

問 2

（３）
（２）

（３）

（２）

（４）

（３）

問

4

（４）

問 1

（２）

（２）

（３）

（１）

（３）
（４）

（１）

（１）

（３）

（４）

（３）
（４）

（３）
（４）

（４）

事操（上滑）-航-2/4



飛行中のTASとGSに関する説明で正しいものはどれか。
向い風が強くなるとTASは減少し、GSも減少する。
向い風が強くなるとTASとGSは増加する。
追い風が強くなるとTASは変化しないが、GSは増加する。
追い風が強くなるとTASは増加するが、GSは減少する。

空中衝突に関する説明で誤りはどれか。
両機が直線飛行を行っている場合で相手機が衝突コースにあるときは、自機の
ヘディングを変えれば衝突コースはくずれる。
降下中の真下に相手機がいた場合は、お互いに相手機を発見できないこともある。
相手機が衝突コースにあるときは機影は停止して見える。
連続した旋回を行っている場合で相手機を見ることができないときは、絶対に
衝突は起こらない。

ハイポキシァについて誤りはどれか。
症状がゆっくり進行するときは、その影響を自ら認識することは難しい。
症状が進行すると、指の爪が青くなったり視野の外周が灰白化する。
スキューバによる潜水を行った直後の飛行時に特に発生しやすい。
大気圧の減少に対応して発症しやすくなる。

着陸のために進入中、実際の高さよりも低いところにいるような錯覚を生ずるもので正
しいものはどれか。

下り勾配の滑走路に進入するとき
上り勾配の滑走路に進入するとき
積雪に覆われた広く平らな地形に進入するとき
通常より狭い幅の滑走路に進入するとき

上下方向の加速度（G）が身体に及ぼす影響で正しいものはどれか。

過呼吸について誤りはどれか。
飛行中緊迫した状況に遭遇したときに無意識に起きる心身の状態である。
兆候が現れたら、呼吸の速さを更に速くすることにより数分で治まるものである。
過呼吸の症状が悪化すると筋肉のけいれんや人事不省となることがある。
過呼吸と低酸素症とは初期の兆候がよく似ている。

スキューバダイビング後の飛行に関する説明で正しいものはどれか。
飛行中に潜函病を発症した場合は、痛くなった患部を良く揉むと良い。
減圧浮上を必要とする潜水の後では少なくとも24時間は飛行を控えるべきである。
潜函病を発症し、降下中にその症状が消失した場合は、着陸後に特に医師の診察を
受ける必要はない。
減圧浮上を必要としない潜水の後では潜函病に関する考慮は特に必要としない。

対気速度90km/hで滑空比40の滑空機が、正対の向い風4m/sを受けて上昇気流及
び下降気流のない大気中を、対気速度90km/hで8.4km滑空する場合、失う高度は
どれか。

150m
200m
250m
300m

（３）

（１）

問 13

（１）

12問

問 10

問

14

11

（１）

問 17

（１）

問

（１）

（４）

問 16

（３）

問 15

（１）
（２）

（４）

（１）
（２）

（１）

（２）
（３）

（２）
（３）
（４）

（３）
（２）

（２）
（３）

（４）

（２）
（３）
（４）

（２）

（４）

マイナスのＧを受けると血液が下肢方向から頭部方向へ流れるため下肢の充血が生
じる。

り目の前が暗くなる。

（４）

（３）

強いプラスのＧを受けると血液が頭部方向から下肢方向へ流れるため視野が狭くな

（４）

強いプラスのＧを受けると血液が下肢方向から頭部方向へ流れるため頭痛が生じる。
マイナスのＧを受けると血液が頭部方向から下肢方向へ流れるため顔面が充血する。
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対気速度90km/hで滑空比30の滑空機が、正対の向い風5m/sを受けて、上昇気流
及び下降気流のない大気中を対気速度90km/h で滑空する場合、その時の見かけの
滑空比（対地滑空比）はどれか。

18
20
24
28

対気速度90km/h で滑空比35の滑空機が、正対の向い風5m/s、下降気流1m/s
の大気中を、目的地上空で400mになるように対気速度90km/h で飛行する場合、
目的地から2.8 km 離れた場所で必要な高度はどれか。

560m
640m
860m
980m

Ａ地点からＢ地点に向け滑空することを計画した。Ａ地点上空でＢ地点が真正面に見
えたので、Ｂ地点を常に機首の真正面に見えるよう滑空した。このとき、滑空機の進
行方向に対して左真横から風が吹いていた場合、この滑空機の通った航跡に最も近い
ものはどれか。

Ａ地点からＢ地点への直線の航跡となり、Ｂ地点上空に到達した。
Ａ地点からＢ地点の風下側の地点への直線の航跡となり、Ｂ地点の風下側の
地点の上空に到達した。
Ａ地点からＢ地点へ向かう直線から右側に膨らんだ航跡となり、Ｂ地点上空に
到達した。
Ａ地点からＢ地点へ向かう直線から左側に膨らんだ航跡となり、Ｂ地点上空に
到達した。

問 19

問 20

問 18

（２）
（１）

（１）

（４）
（３）

（４）

（２）

（３）

（１）
（２）

（４）
（３）
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◎
番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目コー

１問　５点

能となるので当該科目は不合格となります。

◎ 配　　点

解答は「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。（２）

判定基準

ドのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入す

資　格 ２０題　　４０分題数及び時間自家用操縦士（上滑）

記　　号 Ａ４ＧＧ０１１３７０

（１）

◎

P4９航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

ること。

科　目 空中航法〔科目コード：０１〕

注　　意 「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、「受験

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード
のマーク」の何れかに誤りがあると、コンピュータによる採点処理が不可

合格は１００点満点の７０点以上とする。
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大圏と小圏に関する記述で誤りはどれか。
子午線は大圏である。
赤道に直交する大圏を子午線という。
小圏の弧は、ある２点間の最短距離となる。
球をその中心を含む平面で切る時にできる円周を大圏という。

真針路について正しいものはどれか。
羅針路に偏差を加えたものである。
航空機の機首の向いている方向で、磁北からの角度である。
航空機の機首の向いている方向の真方位で、機位を通る子午線の真北から測った
ものである。
航空機が飛行した航跡と、その航空機の位置を通る子午線とのなす角度である。

次のうち誤りはどれか。
緯度1分の長さが1,852メートルに相当するのは赤道付近である。
北緯45°付近では、緯度1分の長さは1ノーティカルマイルである。
地球は真球ではないため、緯度1分の長さは緯度により異なる。

時間に関する記述で正しいものはどれか。
日本標準時の午後3時は、協定世界時(UTC)の06時である。
日本標準時の午前8時は、協定世界時(UTC)の01時である。
協定世界時(UTC)の09時は、日本標準時の午前0時である。
協定世界時(UTC)の22時は、日本標準時の午後1時である。

下図は滑空中の磁気羅針儀を示したものである。このときの機首方位に最も近いもの
はどれか。

003゜
030゜
300゜
330゜

5

（３）
（４）

（３）

（４）

（２）
（１）

（１）

（３）

問

（４）

（１）
（２）

（３）

1

問 2

（１）
（２）

（２）
（３）

（２）

（１）

（４）

問 ３

問

問

4
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磁気羅針儀の自差に関する説明で正しいものはどれか。
航法においては、使用する航空図から現在地の自差を読み取り使用する。
航法においては、磁気羅針儀の示す値に1時間あたり4°の自差修正を行う。
航法においては、磁気羅針儀の示す値に自差の修正を行い磁方位を算出する。
自差は理論上の数値であり、実際の航法には使用しない。

風力三角形に関する説明で誤りはどれか。
WCAはTCから右にひねる角を（＋）修正角という。
THと予想の対地速度を求めるものが計画の風力三角形である。
対気ベクトル、対地ベクトル、風ベクトルからなる。
WCAとDAは同一のものである。

1分48秒間で3.0キロメートルを飛行したときの対地速度で正しいものはどれか。
毎時28キロメートル
毎時95キロメートル
毎時100キロメートル
毎時117キロメートル

（３）

（２）

（４）

（４）

6

問

（３）

7
（１）

（１）
（２）

問

問

８

（２）

（４）

（１）

（３）
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飛行中のTASとGSに関する説明で正しいものはどれか。
向い風が強くなるとTASは減少し、GSも減少する。
向い風が強くなるとTASとGSは増加する。
追い風が強くなるとTASは増加するが、GSは減少する。
追い風が強くなるとTASは変化しないが、GSは増加する。

偏差について正しいものはどれか。
磁北が真北の東側に偏っている場合、｢Ｗ｣で表す。
真北が羅北の東側に偏っている場合、｢W｣で表す。
羅北が磁北の東側に偏っている場合、｢W｣で表す。
磁北が真北の西側に偏っている場合、｢Ｗ｣で表す。

他機に対する見張りについて誤りはどれか。
効果的なスキャニングのためには1回の目の動きは30°以上に努め、同一点を
１秒以上注視しないようにする。
効果的なスキャニングは、目を規則正しく短い時間毎に移動することによって行う。
コックピット内の物標と遠距離の目標との間で視点を移動する場合、焦点を合わせ
るのに数秒かかる。
他機に対する空中監視は衝突防止の要である。

対地高度750メートルを飛行中、チェックポイントを「真横左下45度」に発見した。
この時の機体からチェックポイントまでの水平距離にもっとも近いものはどれか。

約0.4ノーティカルマイル
約0.6ノーティカルマイル
約0.8ノーティカルマイル
約1.0ノーティカルマイル

毎時95キロメートルの速度で滑空比27の滑空機が、静穏な大気中を同速度で5.4キロ
メートル滑空する場合、失う高度で正しいものはどれか。

  76メートル
200メートル

ト

（１）

（３）

（４）

11

（１）
（２）

（３）

（１）

（１）

問 10

（４）
（３）

９

（４）

問

問

（２）
（３）

（１）

（２）

（４）

（２）

問

13

（２）
（３）

問

12
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270メートル
320メートル

次のうち正しいものはどれか。
毎時54キロメートルは、100ノットである。
毎時57キロメートルは、87ノットである。
毎時87キロメートルは、57ノットである。
毎時100キロメートルは、54ノットである。

着陸のために進入中、実際の高さよりも高いところにいるような錯覚を生ずる場合で
正しいものはどれか。

通常より広い幅の滑走路に進入するとき
下り勾配の滑走路に進入するとき
上り勾配の滑走路に進入するとき
上記の（１）～（３）は、すべて誤りである。

対気速度毎時96キロメートルで滑空比32の滑空機が、正対の向い風毎秒4メートル
を受けて下降気流毎秒2メートルの大気中を対気速度毎時96キロメートルで6.8キロ
メートル滑空する場合、失う高度で正しいものはどれか。

580メートル
680メートル
850メートル
960メートル

14問

（３）

（４）

（１）

（１）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（２）
（３）

（３）

（２）

（４）

16

15問

問
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低酸素症について誤りはどれか。
動力を持たない滑空機においては発症することはない。
症状がゆっくり進行するときは、その影響を自ら認識することは難しい。
症状が進行すると、指の爪が青くなったり視野の外周が灰白化する。
大気圧の減少に対応して発症しやすくなる。

飛行中の錯覚について誤りはどれか。
飛行中に遭遇する各種の複雑な運動と外力及び外景の視認などにより生ずる。
平衡感覚を信頼することによって防止することができる。
信頼できる地上の固定物標または飛行計器を確実に視認することによって防止する
ことができる。
長時間の定常旋回中に急に頭を動かすと、まったく異なった軸で旋回もしくは運動
しているような錯覚が起きやすい。

過呼吸について誤りはどれか。
飛行中緊迫した状況に遭遇したときに無意識に起きる心身の状態である。
方向感覚の喪失及び筋肉けいれんの痛みなどによって、パイロットの全ての能力
が失われる場合がある。
過呼吸になると、体内から必要以上の酸素を排出してしまうことになる。
過呼吸と低酸素症は初期の兆候がよく似ている。

スキューバダイビング後の潜函病（減圧症）について正しいものはどれか。
飛行中に潜函病の症状があらわれても、着陸すれば自然と症状は治まるので、
医師の診察を受ける必要は無い。
潜函病は8,000フィート以下の高度ではほとんど発症しない。
潜函病は体の中に溶け込んだ窒素が気泡化することにより引き起こされる。
潜函病は、つばを飲み込んだりあくびをすることにより治るものである。

（２）
（３）
（４）

（１）
（２）
（３）

（１）

（４）

（１）
（２）
（３）

問 20

（４）

（１）
（２）

（３）
（４）

問 19

18問

問 17
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     航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題 E1

資　格 航空英語能力証明 題数及び時間 ４２題　　６０分

科　目  航空英語  〔科目コード：１２ 〕 記　　号 Ｋ１ＸＸ１２１３７０

◎ 注　　意 （１） 解答は、「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）に記入すること。
なお、「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）は２枚あり、問１
から問４０までは１枚目（オレンジ色）の「航空従事者学科試験答案用紙」
に解答を記入し、問４１から問４２までは２枚目（紫色）の「航空従事者
学科試験答案用紙」に解答を記入すること。

（２） １枚目の「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の欄に、
「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、「科目
コードのマーク」、「資格」、「種類」、「氏名」及び「生年月日」を記入
すること。
また、２枚目の「航空従事者学科試験答案用紙」（マークシート）の所定の
欄に、「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目」、「科目コード」、
「科目コードのマーク」、「資格」及び「種類」を記入すること。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」、「科目コードの
マーク」、「氏名」及び「生年月日」の何れかに誤りがあると、コンピュー
タによる採点処理が不可能となるので当該科目は不合格となります。

◎ 判定基準 ７割以上正解した者を合格とする。

英語 1/15



 英語 2/15

Dialogue 1 
 
 
 
 

Answer questions 1 to 3. 
 
 
 
Question 1 
 

The problem with Miyako airport was … 
 

1.  weather. 
2.  removal of an aircraft. 
3.  traffic congestion.  
4.  curfew. 

 
 
 
Question 2 
 

The original alternate airport was … 
 

1.  Ishigaki. 
2.  Miyako. 
3.  Naha. 
4.  Shimojishima. 

 
 
 
Question 3 
 

The pilot changed his alternate airport because … 
 

1.  Ishigaki weather was below minima. 
2.  Naha weather was below minima. 
3.  It was out of operational hours at Shimojishima airport. 
4.  They had curfew at Miyako airport. 
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Dialogue 2 
 
 
 
 

Answer questions 4 to 6. 
 
 
 

Question 4 
 

The departure runway was changed to 31, due to … 
 

1.  foreign object on the runway. 
2.  crack at the taxiway end. 
3.  defect on the runway. 
4.  traffic on the runway. 

 
 
 
Question 5 
 

The controller instructed the pilot to …  
 

1.  taxi on the runway in use. 
2.  hold on B1. 
3.  taxi via runway 31, and vacate from B2. 
4.  line up and wait runway 27. 

 
 
 
Question 6 
 

The controller informed JA72RJ of maintenance work on … 
 

1.  taxiway cracks. 
2.  runway cracks. 
3.  visual guidance system. 
4.  runway lights. 
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Dialogue 3 
 
 
 
 

Answer questions 7 to 9. 
 
 
 
Question 7 

 
The reported problem was … 

 
1.  wind shear at 500 ft. 
2.  bird activity near the airport. 
3.  a bird strike on departure. 
4.  seagulls on the runway. 

 
 
 
Question 8 
 

The problem was observed … 
 

1.  by Kochi tower. 
2.  by JA72RJ. 
3.  over the approach end of runway 32. 
4.  over the departure end of runway 32. 

 
 
 
Question 9 
 

What was the species of birds near the runway? 
 

1.  Sparrow 
2.  Crow 
3.  Seagull 
4.  Kite 
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Dialogue 4 
 
 
 
 

Answer questions 10 to 12. 
 
 
 
Question 10 
 

Hakodate tower found the rubber chips … 
 

1.  while JA72RJ was on the downwind leg. 
2.  before JA72RJ’s take-off roll. 
3.  after JA72RJ lifted off. 
4.  during JA72RJ’s take-off roll. 

 
 
 
Question 11 
 

JA72RJ experienced … 
 

1.  a bird strike. 
2.  an engine failure during takeoff. 
3.  vibration. 
4.  low oil pressure condition. 

 
 
 
Question 12 
 

JA72RJ asked Hakodate tower to monitor the … 
 

1.  tire chips on the runway. 
2.  flap condition. 
3.  wind condition. 
4.  landing gear. 
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Dialogue 5 
 
 
 
 

Answer questions 13 to 15. 
 
 
 
Question 13 
 

JA72RJ’s problem was  … 
 

1.  a possible lightning strike. 
2.  the airport was not in sight. 
3.  the damage of the front window. 
4.  a flat tire. 

 
 
 
Question 14 
 

JA72RJ wanted to … 
 

1.  hold over the departure airport. 
2.  proceed on the destination airport. 
3.  divert to the alternate airport. 
4.  proceed to the departed airport. 

 
 
 
Question 15 
 

The controller instructed the pilot vector to make … 
 

1.  visual approach to runway 26. 
2.  VOR runway 26 approach. 
3.  ILS Yankee runway 26 approach. 
4.  ILS Zulu runway 26 approach.  
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Dialogue 6 
 
 
 
 

Answer questions 16 to 18. 
 
 
 
Question 16 
 

The problem that the pilot reported was … 
 
1.   a cargo area fume. 
2.   an engine trouble. 
3.   a hydraulic failure. 
4.   smoke in the cabin . 

 
 
 
Question 17 
 

The cause of problem that the pilot suspected was …  
 
1.   a fire from the cargo. 
2.   a malfunction of the warning system. 
3.   a smoke from the cabin. 
4.   a smoke from the engine. 

 
 
 
Question 18 
 

The controller reported the traffic information. The traffic was … 
 
1.   moving southwest, altitude 10,000 ft. 
2.   moving southwest, altitude unknown. 
3.   moving northwest, altitude unknown. 
4.   moving northwest, altitude 10,000 ft. 
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Dialogue 7 
 
 
 
 

Answer questions 19 to 21. 
 
 
 
Question 19 
 

The pilot changed his original flight plan due to … 
 
1.  CB ahead of him. 
2.  system trouble. 
3.  shortage of fuel. 
4.  traffic nearby. 

 
 
 
Question 20 
 

Finally, where was the destination airport of JA123G ? 
 
1.  YAO airport  
2.  TAKAMATSU airport 
3.  WAKAYAMA airport 
4.  TOKUSHIMA airport 

 
 
 
Question 21 
 

The traffic was reported at … 
 
1.  15 nm southeast and below. 
2.  15 nm southeast and above. 
3.  10 nm southeast and below. 
4.  10 nm southeast and above. 
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Answer questions 22 to 24. 
 
 
 
Question 22 
 

Hakodate runway was closed due to … 
 
1.  a possibility of explosion. 
2.  an aircraft accident. 
3.  heavy snow. 
4.  a crack of runway surface. 

 
 
 
Question 23 
 

JA123G requested to reduce speed due to … 
 
1.  arrival time constraint. 
2.  saving the fuel. 
3.  traffic separation. 
4.  runway closure. 

 
 
 
Question 24 
 

The pilot requested to change the assigned heading due to … 
 
1.  traffic. 
2.  icing condition. 
3.  cloud condition 
4.  adjusting the arrival time. 
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Answer questions 25 to 27. 
 
 
 
Question 25 
 

The pilot made an emergency descend due to … 
 
1.  rapid depressurization. 
2.  compressor stall. 
3.  wounded passenger.  
4.  cockpit smoke. 

 
 
 
Question 26 
 

Initially, JA82BJ was located at … 
 
1.  12 o'clock 10 nm of JA123G. 
2.  9 o'clock 10 nm of JA123G. 
3.  12 o'clock 5 nm of JA123G. 
4.  9 o'clock 5 nm of JA123G. 

 
 
 
Question 27 
 

The pilot changed the destination because of … 
 
1.  passenger handling. 
2.  aircraft handling. 
3.  poor maintainability. 
4.  bad weather. 
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Answer questions 28 to 30. 
 
 
 
Question 28 
 

The pilot requested radar navigational guidance … 
 

1.  to Sapporo airport. 
2.  to Obihiro airport. 
3.  to HIROO. 
4.  to the alternate airport. 

 
 
 
Question 29 
 

The passenger seemed to … 
 

1.  have fever. 
2.  have head injury. 
3.  be bleeding. 
4.  be in trouble of breathing. 

 
 
 
Question 30 
 

The controller asked the pilot if he needed … 
 

1  a paramedic. 
2.  mechanical assistance. 
3.  an assistance of towing. 
4.  firefighters’ assistance. 
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Answer questions 31 to 33. 
 
 
 
Question 31 
 

Wind shear was reported  … 
 

1.  10 nautical miles northwest of airport. 
2.  10 nautical miles southeast of airport. 
3.  300 feet on the final approach for runway 18. 
4.  600 feet on the final approach for runway 18. 

 
 
 
Question 32 
 

ATC’s second broadcast was a … 
 

1.  gale warning alert on final. 
2.  thunderstorm alert on final. 
3.  caution for a possible wind shear encounter. 
4.  caution for a possible microburst encounter. 

 
 
 
Question 33 
 

ATC instructed JA72RJ to hold over … 
 

1.  YVETT. 
2.  Naha airport. 
3.  MAZDA at 6,000 ft. 
4.  HONDA at 6,000 ft. 
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Answer questions 34 to 36. 
 
 
 
Question 34 
 

JA07JB was first instructed to … 
 

1.  report at three miles on final. 
2   continue his approach. 
3.  line up to the runway. 
4.  report his airspeed. 

 
 
 
Question 35 
 

JA07JB had to reduce its speed because … 
 

1.  he had to go around. 
2.  the controller instructed. 
3.  preceding arrival aircraft was still on the runway. 
4.  of turbulence. 

 
 
 
Question 36 
 

The controller instructed JA001G to hold because … 
 

1.  another aircraft was lining up. 
2.  he had violated a standard procedure. 
3.  a Boeing 737 was going around. 
4.  JA07JB was executing a missed approach. 
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Answer questions 37 to 39. 
 
 
 
Question 37 
 

The pilot was told to expect landing clearance … 
 

1.  when turning to the final approach. 
2.  when a departure started its takeoff roll. 
3.  in half a minute. 
4.  in three minutes. 

 
 
 
Question 38 
 

The controller advised the pilot to … 
 

1.  report leaving 300ft. 
2.  increase his airspeed by 15 knots. 
3.  decrease his airspeed by 15 knots. 
4.  use caution for wind shear. 

 
 
 
Question 39 
 

The pilot decided to abandon the approach because … 
 

1.  his copilot suggested it. 
2.  his approach was unstable. 
3.  the preceding aircraft was on the runway. 
4.  the controller instructed it. 
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Answer questions 40 to 42. 
 
 
 
Question 40 
 

JA28ST was first authorized to … 
 

1.  go around. 
2.  land on runway 34. 
3.  land on runway 16. 
4.  circle to runway 16. 

 
 
 
Question 41 
 

JA28ST reported … 
 

1.  wild animals on the approach end of runway 16. 
2.  bunch of frogs on runway 16. 
3.  birds over the approach end of runway 34.  
4.  a vehicle on runway 34. 

 
 
 
Question 42 
 

JA28ST finally decided to … 
 

1.  go around. 
2.  circle to the opposite runway. 
3.  execute a missed approach. 
4.  divert to the alternate airport. 
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