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01/086346 - -2003 飛行機

マグドネル・ダグラス・アラート・サービス・ブレティンMD11-24A157及びボーイング・アラート・
サービス・ブレティンMD11-24A157 Revision 01

ダグラス式MD-11及びMD-11F型

ナンバー2インテグレーテッド・ドライブ・ジェネレーターのパラレル・フィーダー・ケーブルがこす
れ、電気火花が発生することにより、右側後方ギャレー部での発煙又は火災に至る不具合
防止

米国FAA AD 2003-24-09

12/24

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

01/086347 - -2003 飛行機

ボーイング・アラート・サービス・ブレティンDC10-27A233 Revision 01及びMD11-27A080 
Revision 01

ダグラス式DC-10-10、-10F、-15、-30、-30F、-40及び-40F、MD-10-10F及び-30F並びに
MD-11及びMD-11F型

ラダー・ペダル・アーム・アセンブリが損傷することにより、機体の操縦性が低下する不具合
防止

米国FAA AD 2003-24-10

12/24

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

01/086348 - -2003 飛行機

ボーイング・サービス・ブレティンMD80-24-176 、同Revision 01及び02、MD80-24-177 、同
Revision 01及び02、MD80-24-178 、同Revision 01及び02、MD80-24-179 、同Revision 01及
び02、MD80-24-180、同Revision 01及び02、MD80-24-181 、同Revision 01及び02並びに
MD80-24-182 、同Revision 01及び02並びに耐空性改善通報TCD-5652-2001

ダグラス式DC-9-81（MD-81）、-82（MD-82）、-83（MD-83）及び-87（MD-87）型並びにMD-88
型

不適切な配線により熱による損傷又は電気火花が発生し、発煙及び火災に至る不具合防
止

米国FAA AD 2003-24-14

12/24

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

01/076355 - -2003 滑空機

ディー・ジー・テクニカル・ノートNo.843/18 issue 2

ディー・ジー式DG-500MB型動力滑空機

スピンドル・ドライブが故障する不具合防止

ドイツLBA AD 2003-409

12/24

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

12/255350A- -2003 飛行機

エアバス・サービス・ブレティンA320-52A1086 Revision 1、A320-52-1096 Revision 1及び
A320-52-1073 Revision 4

エアバス（エアバス・インダストリー）式A319、A320及びA321系列型

主脚のアクチュエータ・フィッティングの損傷により、主脚ドアが機体から脱落する不具合防
止

フランスD.G.A.C. CN F-2003-434及びF-2000-257-149 R1

12/25

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類
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12/255372C- -2003 飛行機

マクドネル・ダグラス・アラート・サービス・ブレティンMD11-24A160及び同Revision 01並びに
ボーイング・サービス・ブレティンMD11-24-184 Revision 02

ダグラス式MD-11型

電源供給ケーブルが擦れにより損傷し、煙及び火災が発生する不具合防止

米国FAA AD 2003-24-11

12/25

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

12/256299 -1-2003 発動機

インターナショナル・エアロ・エンジンズ・オール・オペレーター・ワイヤー (AOW) 1048並びにイ
ンターナショナル・エアロ・エンジンズ・サービス・ブレティンIAE 79-0085及びIAE 79-0086

IAE式V2500-A1系列型並びにV2522-A5、V2524-A5、V2527M-A5、V2527-A5、V2527E-A5、
V2530-A5及びV2533-A5型発動機を装備した航空機

フューエル・クールド・オイル・クーラーの燃料フィルター・カバーが、当該カバー取付けボルト
のオーバートルクに起因するヘリコイル・インサート部の損傷により緩み、過大な燃料漏れ
が生じる不具合防止

フランスD.G.A.C. CN 2003-355(B) R2

12/25

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

12/256349 - -2003 飛行機

ボーイング・サービス・ブレティン747-27-2392

ボーイング式747-400及び-400F系列型

方向舵のフィール及びセンタリング機能の低下又は喪失により、操縦士の負荷が増大し、
航空機の操縦性が失われる不具合防止

米国FAA AD 2003-24-04

12/25

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

12/256350 - -2003 装備品

ボーイング・アラート・サービス・ブレティン737-26A1108及び同Revision 1、737-26A1109、同
Revision 1及び同Revision 2、747-26A2269及び同Revision 1、757-26A0043及び同Revision 
1、757-26A0044及び同Revision 1並びに767-26A0121

タイトフレックス（Titeflex）社製ホースを装備した航空機

不適切な熱処理を施したアルミニウム製Bナットが使用されていることにより、消火系統及び
燃料系統のホースが破損する不具合防止

米国FAA AD 2003-23-05

12/25

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

01/086353 - -2003 回転翼機

アグスタ・テクニカル・ブレティン109EP-39

アグスタ式A109E型

着陸灯又はサーチライトが点灯している状態で両方の発電機が停止した場合に、“BATT 
BUS”サーキット・ブレーカーの容量を超える電流が流れる不具合防止

イタリアENAC AD 2003-384

12/25

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類
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12/306358 - -2003 飛行機

ダッソー・アビエーション・エアプレーン・フライト・マニュアル：ファルコン900EXテンポラリー・
チェンジNo.63、テンポラリー・チェンジNo.65及びサプリメントNo.19D Revision 2並びにファルコ
ン900EX EASyテンポラリー・チェンジNo.2及びテンポラリー・チェンジNo.5

ダッソー・アビエーション式ファルコン900EX系列型

ブリード・エアを必要とする着氷気象状態で1個の発動機が停止した際に、インターステージ・
タービン温度が上限を超過し、連続最大出力／離陸出力に設定された推力が低下して上昇
性能を満たさなくなる不具合防止

フランスD.G.A.C.緊急CN U F-2003-464

12/25

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

12/306361 - -2003 回転翼機

ユーロコプターEC120Bアラート・テレックスNo.65A004

ユーロコプター式EC120B型

テール・ローター・ドライブ・シャフト・ダンパーが誤った位置に取り付けられていることにより、
2つのダンパー・ハーフ・クランプがドライブ・シャフト・チューブと干渉し、ドライブ・シャフトが損
傷する不具合防止

フランスD.G.A.C.緊急CN U F-2003-465

12/25

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類
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