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１航空事故調査の経過

１．１航空事故の概要

ダイヤモンドエアサービス株式会社所属三菱式ＭＵ－２Ｂ－３６型ＪＡ８７３７は、 

平成１０年７月１５日１３時１０分、慣熟飛行のため青森空港を離陸した際、脚系統 

に異常が発生し、前脚下げ及び主脚上げの状態のままで脚が作動しなくなり、１５時 

４２分、八戸飛行場に胴体着陸した。

同機には、機長ほか同乗者１名計２名が搭乗していたが、死傷者はなかった。

同機は中破したが、火災は発生しなかった。

１．２ 航空事故調査の概要

1.2.1調査組織

航空事故調査委員会は、平成１０年７月１５日、本事故の調査を担当する主管調 

査官ほか１名の航空事故調査官を指名した。

1.2.2調査の実施時期

平成１０年７月１６日～１７日 現場調査

平成１０年７月２７日～２８日 脚作動系統調査

1.2.3原因関係者からの意見聴取

意見聴取を行った。



２ 認定した事実

２．１飛行の経過

ＪＡ８７３７は、平成１０年７月１５日、三菱重工業株式会社に所属する操縦士Ａ 

及び操縦士Ｂ計２名の慣熟飛行のため、名古屋空港～青森空港の往復を予定していた。

同機は、Ｂ（機長）及びＡ（同乗者）により、名古屋空港において飛行前点検が行 

われたが、異常は認められなかった。

同機は、０９時４２分、Ｂ及びＡ計２名が搭乗して、計器飛行方式により名古屋空 

港を離陸し、１１時３３分、青森空港に着陸したが、異常は認められなかった。

復路の飛行では、Ａが機長、Ｂが同乗者となった。

同機は、１３時１０分、青森空港を離陸した。

事故に至るまでの経過は、Ａ及びＢによれば、概略次のとおりであった。

青森空港における出発前の点検において、同機に異常は認められなかった。

離陸滑走を開始し、浮揚後、脚コントロール・スイッチを上げ位置にし、引き 

続き速度の増加につれてフラップを上げる操作をしている途中、Ｂから、脚が上 

がらないというコールがあった。

脚位置指示器を点検したところ、主脚はアップ、前脚はダウンを示していた。

脚にかかる空気抵抗を減じて上げ作動を容易にするため、減速してしばらく待 

ったが、前脚のダウン位置を示す緑色灯は消灯しなかった。

脚の作動系統を点検するため、脚コントロール・スイッチを下げ位置にしたが、 

状況に変化はなかった。その時、Ｂが脚モーターのサーキット・ブレーカーが飛 

び出していることを確認し、Ａに助言した。

脚コントロール・スイッチを上げ位置にし、サーキット・ブレーカーを押し込 

んでから、再度、下げ位置にしたところ、１～２秒後に再びサーキット・ブレー 

カーが飛び出した。

青森レディオに脚系統の故障の発生を通報し、脚の状況を外部から見てもらう 

ためロー・パスしたところ、「前脚のみ出ているようである。」との通報を受け 

たので、ＩＦＲフライト・プランをキャンセルし、青森空港に着陸するためＶＦＲ

で空港周辺を飛行して、脚故障の対処を実施することを通報した。

主脚を下ろすため、非常脚下げハンドルを操作しようとしたが、ハンドルが動 

かなかった。

非常脚下げが出来なかったので、燃料を減らした上で緊急状態を宣言して着陸 

するという意図を青森レディオに通報した。



１５時を過ぎたころ、青森レディオから、「八戸飛行場に着陸をされたい。」 

という旨の三菱重工業株式会社からのメッセージが通報されてきた。青森空港を 

離着陸する定期便等への影響を考慮し、八戸飛行場に着陸することを決心して八 

戸飛行場に向かい、１５時２５分ごろ、八戸タワーに緊急状態を宣言した。

八戸飛行場でロー・パスして、再度、地上から脚の点検を受けたが、状況に変 

化はなく、このまま着陸することを決心した。

フラップ２０°を使用して通常より浅い降下角でアプローチし、対気速度９５～９０ktで接地した。

接地時に衝撃はなく、接地と同時にコンディション・レバーをエマージェン 

シー・ストップにした。その後、ステアリングで方向をコントロールした。

機体が停止した後、ジェネレーター・スイッチ及びバッテリー・スイッチをオ 

フとして機外に脱出した。

事故発生地点は、八戸飛行場の滑走路０７上で、事故発生時刻は、１５時４２分で 

あった。

（付図１及び写真参照）

２．２ 人の死亡、行方不明及び負傷

な し

２．３航空機の損壊に関する情報

2.3.1損壊の程度

中 破

2.3.2航空機各部の損壊の状況

前脚作動用トルク・シャフト 脱落

左右主脚後方扉及び左主脚前方扉 損傷

左右主脚室後方隔壁下部 損傷

胴体後方下部外板 損傷

2.3.3事故現場の状況

滑走路０７の指示標識の滑走路中央側近辺から、滑走路０７の進入端より約 

８００ｍのところまで、同機の胴体下部が擦過した痕跡が、ほぼ滑走路中心線上に 

認められた。痕跡の一部には、塗料が付着し、また、痕跡付近に機体の破片の一部 

が落下していた。（付図１参照）



２．４ 航空機以外の物件の損壊に関する情報

な し

２．５乗組員に関する情報

機長Ａ 男性５６歳

事業用操縦士技能証明書（飛行機） 第８３０９号

限定事項陸上単発機 昭和５６年８月１７日

陸上多発機 昭和５７年１２月７日

計器飛行証明（飛行機） 第４５０７号

昭和５８年１月３１日

第１種航空身体検査証明書 第１８７５００２０号

有効期限 平成１０年８月３０日

総飛行時間 ７，４６９時間２０分

最近３０日間の飛行時間 １７時間４０分

同型式機による飛行時間 １，３６１時間３０分

最近３０日間の飛行時間 １０時間０５分

同乗者Ｂ 男性４７歳

事業用操縦士技能証明書（飛行機） 第８７３１号

限定事項 陸上単発機 昭和５７年９月１３日

陸上多発機 平成４年９月１８日

計器飛行証明（飛行機） 第５９６９号

平成４年１２月１０日

第１種航空身体検査証明書 第１８４７０１０７号

有効期限 平成１１年３月２日

総飛行時間 ４，９３６時間０３分

最近３０日間の飛行時間 １４時間２５分

同型式機による飛行時間 ２８８時間１５分

最近３０日間の飛行時間 ９時間２０分

２．６航空機に関する情報

型 式 三菱式ＭＵ－２Ｂ－３６型

製造番号 第５０１号



製造年月日 昭和４４年１月１０日

耐空証明書 第大－１０－１７６号

有効期限 平成１１年６月１６日

総飛行時間 ５，３０５時間１０分

定期点検(年次点検、平成10年6月12日実施)後の飛行時間 ２２時間５５分 

２．７気象に関する情報

八戸飛行場における事故関連時間帯の航空実況気象通報は、次のとおりであった。 

15時27分 風向 ０６０°、風速 １０kt、視程 １０km以上、雲量 ＦＥＷ、

雲高 ５００ft、気温 １８℃、露点温度 １１℃、

ＱＮＨ １，０１１hPa

16時00分 風向 ０７０°、風速 １０kt、視程 １０km以上、雲量 ＦＥＷ、

雲高 ５００ft、気温 １８℃、露点温度 １０℃、

ＱＮＨ １，０１１hPa

２．８飛行場に関する情報

八戸飛行場は、青森空港の東南東約７０km、八戸市の北西に位置し、防衛庁（海上 

自衛隊）により管理されている。

標高は４５．６ｍ（１５２ft）、滑走路は１本で、公示されている方位は０７／ 

２５、長さ２，２５０ｍ、幅４５ｍ、滑走路面はコンクリートで舗装されている。

（付図１参照）

２．９救難に関する情報

海上自衛隊八戸基地によれば、八戸飛行場における救難活動は、次のとおりであっ 

た。

１５時２０分、「緊急状態のＭＵ－２型機（ＪＡ８７３７）が八戸飛行場に向 

かう。」旨の情報を入手し、人員７５名、化学消防車等の消防救難車両１６台及 

び救難ヘリコプター（ＵＨ－６０Ｊ）１機による救難待機の態勢を完了した。

１５時３１分、ＭＵ－２型機の緊急着陸要求を受信した。

１５時３２分、ＭＵ－２型機の脚の状況の確認等を空中から支援するため、救 

難ヘリコプターが離陸した。

１５時４２分、ＭＵ－２型機が滑走路０７に着陸した。

１５時４３分、救難部隊が現場に到着した。その後、発火の恐れがなくなった 

ため、救難ヘリコプターは着陸し、消防救難車両は一部を残し撤収した。



２．１０ 事実を認定するための試験及び研究

2.10.1 機体調査

前脚を作動させるためのトルク・シャフトのうち、左主脚スラスト・ギア・ボッ 

クス直近のもの１本が、結合されていた両端のスプライン・シャフトから外れ、主 

脚室後方隔壁の近傍に脱落していた。（付図３、４参照）

脚系統には、その他の不具合は認められなかった。

2.10.2 脚作動系統の調査

(1)脚作動系統の概要（付図３参照）

主脚及び前脚は、共に１個の電動式脚モーターで作動させる。モーターの 

出力は、主脚作動用のスラスト・ギアに伝えられるとともに、トルク・シャ 

フトで前脚に伝えられ、主脚及び前脚が同時に上げ下げされる。

脚上げについては、主脚前方扉が完全に開いた後、脚モーターが回転して 

全脚が上げとなり、さらに、アップ・リミット・スイッチにより脚モーター 

が停止すると、主脚前方扉が閉じられて完了する。

脚下げについては、主脚前方扉が完全に開いた後、脚モーターが回転して 

全脚が下げとなり、さらに、前脚のダウン・リミット・スイッチにより脚 

モーターが停止すると、主脚前方扉が閉じられて完了する。

非常脚下げ装置は、前脚作動系統の途中に設置されている。その機能につ 

いては、非常脚下げハンドルの最初の引上げ操作で、主脚前方扉及び後方扉 

のロックを外し、同時に主脚前方扉開閉機構から扉をフリーにした後、同ハ 

ンドルを上下することにより、トルク・シャフトを回転させて脚下げを行う 

仕組みになっている。

(2)脱落したトルク・シャフトの状態

脱落したトルク・シャフトを構成する各部品に亀裂、破断及び脱落、組立 

て状態での緩み等は認められなかった。

(3)関連部品の寸法

①脱落したトルク・シャフトの全長

５４４．２mmで、最小許容寸法より短かった。

（基準寸法及び上下の寸法許容差：５４７±１mm）

② トルク・シャフト両端のソケット内側キー溝の内径

前方側は、山部１４．０９mm、谷部１６．０５mm、後方側は、山部１４．０９mm、

谷部１６．０６mmで、すべて最大許容寸法より大きかった。

（基準寸法及び上下の寸法許容差：山部１４．０００＋０．０１８／－０mm、

谷部１６．０００＋０．０１５／－０mm）

③両端のスプライン・シャフトのキー溝の直径

前方及び後方の山部、谷部共、すべて上下の寸法許容差内であった。



④ 両シャフトの断面先端の面取り

トルク・シャフトの面取りは、前方及び後方共１．４mmで、基準寸法よ 

り大きかった。（基準寸法：１mm）

スプライン・シャフトの面取りは、前方及び後方共０．８mmで、基準寸 

法より大きかった。（基準寸法：０．５mm）

(4)トルク・シャフトとスプライン・シャフトの結合状態（付図４参照）

①両シャフトのなす角度

脱落したトルク・シャフトを前後のスプライン・シャフトに再結合して 

みると、新品のシャフトに比べ、すき間が大きく、最前方（トルク・シャ 

フトのストッパー・ピンに当たる所）及び最後方（キー溝が浅くなる所） 

の間を、軽くスライドすることができた。

両シャフトを再結合したとき、すき間があるため、両シャフトの軸は、 

角度をなし、その量は、結合長を短くする程大きくなっていた。

②後方側の結合長

脱落したトルク・シャフトを、最前方までスライドしたとき、後方側の 

スプライン・シャフトとの結合長は、４．５mmで、最小許容寸法よりも小 

さかった。

（結合の基準寸法は９．４４mm、最大許容寸法は１４．１９mm、最小許容 

寸法は４．６６mm）

なお、両シャフトの断面先端に施されている面取りが基準寸法より大き 

かったため、また、結合したとき、すき間があって両シャフトの軸が角度 

をなすため、実質的な結合長は、計測値より更に小さくなるものと推定さ 

れる。

(5)脱落の確認

①脱落したトルク・シャフトによる確認

脱落したトルク・シャフトを実機に取り付け、最前方位置にセットして 

同シャフトを機体下方へ引っ張ってみたところ、軽い力で脱落する場合が 

あった。

なお、同シャフトが、基準寸法より約３mm短かったことから、基準寸法 

どおりであった場合を模擬し、最前方位置から約３mm後方にセットして同 

シャフトを機体下方に引っ張ってみたが、脱落することはなかった。

②新品のトルク・シャフトによる確認

新品のトルク・シャフト（全長は、ほぼ基準寸法どおり。）を実機に取 

り付け、最前方位置にセットして機体下方に引っ張ってみたが、脱落する 

ことはなかった。



３ 事実を認定した理由

３．１解析

3.1.1機長は、適法な航空従事者技能証明及び有効な航空身体検査証明を有してい 

た。

3.1.2同機は、有効な耐空証明を有し、所定の整備及び点検が行われていた。

3.1.3 当時の気象は、本事故に関連はなかったものと推定される。

3.1.4 同機は、離陸時の脚上げ操作の際、脚モーターが作動して左右の主脚は上げ 

られたが、前脚を作動させるトルク・シャフトが左主脚のスラスト・ギア・ボック 

ス前方で脱落したか又は脱落していたため、前脚が上がらなかったものと推定され 

る。

3.1.5 機長が、オフ状態の脚モーター・サーキット・ブレーカーをオンにした後、 

脚コントロール・スイッチを下げ位置にしても、同機の主脚が下がらなかったのは、 

前脚が下げ位置で動かない状態になったため、ダウン・リミット・スイッチがオン 

のままとなり、脚モーターが回転しなかったことによるものと推定される。

3.1.6機長及び同乗者が、非常脚下げハンドルを操作して主脚を下げようとしたが、 

前脚が下げ位置であったため、同ハンドルが動かず、同機は、前脚下げ及び主脚上 

げの状態のままで胴体着陸したものと推定される。

3.1.7トルク・シャフトが左主脚のスラスト・ギア・ボックスのスプライン・シャ 

フトから脱落したのは、脚作動系統の調査結果から、同シャフトの全長が最小許容 

寸法より短かったことによるものと推定される。

なお、トルク・シャフトが脱落するに至ったことについては、以下のことが考え 

られる。

(1)トルク・シャフトの全長が最小許容寸法より短かったため、スラスト・ギ 

ア・ボックスのスプライン・シャフトとの最小結合長が、最小許容寸法より 

短かった。

さらに、同スプライン・シャフトとトルク・シャフトとの最小結合長は、 

実測値では４．５mmであったものの、両シャフトの先端部には面取りがある 

ため、実質的な値は更に小さかった。



(2)トルク・シャフトの全長が最小許容寸法より短かったため、長年の使用の 

結果、磨耗が生じたことによってスラスト・ギア・ボックスのスプライン・ 

シャフトとのすき間及び面取りが大きくなり、両シャフトの結合長を減少さ 

せた。

(3)トルク・シャフトが最前方又は最前方に近い位置に移動して、後方のスプ 

ライン・シャフトとの結合長が小さくなり、軽い力で脱落するような状態に 

なったときに、両シャフトを分離させるような力が作用した。

４ 原因

本事故は、同機の脚作動用トルク・シャフトが脱落したため、脚の作動が不能とな 

り、同機が前脚下げ及び主脚上げの状態で胴体着陸したことによるものと推定される。

なお、脚作動用トルク・シャフトが脱落したのは、同シャフトの全長が、最小許容 

寸法より短かったため、長年の使用により磨耗が生じ、スプライン・シャフトとの結 

合長を減少させたことによるものと考えられる。

５ 参考事項

(1)本事故に関し、三菱重工業株式会社は、平成１０年８月４日、脚作動系統の接続 

が外れることを防止するため、前脚作動用トルク・シャフトと左主脚スラスト・ギ 

ア・ボックスのスプライン・シャフトとの結合長を検査し、検査結果に応じトル 

ク・シャフトの交換又は改修を実施するよう要請する内容のＭＵ－２サービス・ブ 

レティンＮｏ．２３５を発行した。

(2)本事故に関し、運輸省航空局は、平成１０年８月４日、脚作動系統の接続が外れ 

ることにより主脚が下がらない不具合を防止するため、航空機の所有者に対し、上 

記三菱重工業株式会社のＭＵ－２サービス・ブレティンＮｏ．２３５に従って、適 

用航空機の脚駆動系統の検査の実施及び検査結果に応じ当該部品の交換又は改修を 

実施することについての耐空性改善通報を発行した。



付図１ 事故現場見取図
（八戸飛行場）



付図２ 三菱式ＭＵ－２Ｂ－３６型三面図



付図３ 脚作動系統図



付図４ トルク・シャフトとスプライン・ 
シャフトの結合状態
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