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2004年2月13日

から
まで

02/146351A- -2004 回転翼機

ユーロコプターAS355アラート・テレックスNo.63.00.21 R2

ユーロコプター（アエロスパシアル）式AS355E、F、F1、F2及びN型

メイン・ギア・ボックス・フリー・ホイールが滑ることにより、回転速度が超過し、発動機が停止
する不具合防止

フランスD.G.A.C.緊急CN UF-2004-021

02/09

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

02/096393 - -2004 飛行機

エアバス・オール・オペレーター・テレックスA320-32A1273

エアバス（エアバス・インダストリー）式A319、A320及びA321系列型

主脚スライディング・チューブの亀裂により、車軸が損傷及び脱落する不具合防止

フランスD.G.A.C.緊急CN UF-2004-022

02/09

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

02/116376 - -2004 飛行機

エアバス・サービス・ブレティンA300-53-0271 Revision 3

エアバス・インダストリー式A300系列型（A300-600系列型を除く）

第41番フレームから第54番フレームの間のフレーム・フィート・ゾーンの構造の健全性確保

フランスD.G.A.C. CN F-2004-001

02/10

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

02/246378 - -2004 飛行機

レイセオン・エアクラフト・マンダトリー・サービス・ブレティンSB 21-3448及びレイセオン・エアク
ラフト・マンダトリー・サービス・ブレティンNo.2721

レイセオン（ビーチクラフト）式1900、1900C及び1900D型

ベンチレーション・ブロワー・アセンブリの不調により、煙が操縦室及び客室に侵入し、操縦者
の判断力の喪失又は低下に至る不具合防止

米国FAA AD 2004-01-13

02/10

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

02/116379 - -2004 飛行機

ボーイング・サービス・ブレティン737-38-1029及び同Revision 1、737-38A1038、同Revision 1
及び同Revision 2並びに737-38A1047 Revision 2

ボーイング式737-100、-200、-200C、-300、-400及び-500系列型

飛行中に飲料水用タンクが破裂することにより、機体構造が損傷する不具合防止

米国FAA AD 2003-26-08

02/10

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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02/136381 - -2004 飛行機

ボーイング・アラート・サービス・ブレティン767-54A0102

ボーイング式767-200、-300及び-300F系列型

ダイアゴナル・ブレースの後部ピッチ・ロード・フィッティングのフューズ・ピンが脱落することに
より、主翼ストラット・ジョイントの負荷が増大し、ストラット及び発動機が脱落する不具合防
止

米国FAA AD 2004-01-02

02/10

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

02/246383 - -2004 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MD11-24A173 Revision 02

ダグラス式MD-11及び-11F型

ターミナル・ストリップ及び周辺構造が電気火花により損傷し、中央又は後方貨物室内の発
煙又は火災に至る不具合防止

米国FAA AD 2004-01-16

02/10

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

02/246384 - -2004 飛行機

ボーイング・アラート・サービス・ブレティンMD11-54A011 Revision 01、同Revision 02及び同
Revision 02 IN 02

ダグラス式MD-11及び-11F型

第1及び第3パイロンのインテグレーテッド・ドライブ・ジェネレーターのパワー・フィーダー・ケー
ブルの一部が擦れることにより、パイロンの燃料ラインに電気火花が発生する不具合防止

米国FAA AD 2004-01-17

02/10

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

02/246385 - -2004 飛行機

ボーイング・アラート・サービス・ブレティンMD11-24A196及び同Revision 01

ダグラス式MD-11及び-11F型

右前方客室のドロップ・シーリング、右中央客室のドロップ・シーリング又は右前方貨物室内
において火災又は煙が発生する不具合防止

米国FAA AD 2004-01-18

02/10

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

02/116387 - -2004 飛行機

エアバス・サービス・ブレティンA300-11-0027、A310-11-2002、A300-11-6001、A300-52-
0148、A300-52-2039及びA300-52-6024

エアバス・インダストリー式A300、A310及びA300-600系列型

残存した客室与圧により貨物室ドア又は客室扉が勢いよく開扉する不具合防止

フランスD.G.A.C. CN F-2004-003

02/10

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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02/156391 - -2004 回転翼機

ユーロコプター・アラート・テレックスAS365 No.05.00.45、SA366 No.05.29及びEC155 
No.05A005

ユーロコプター（アエロスパシアル）式SA365N及びN1型、SA366G1型、AS365N2及びN3型並
びにEC155B及びB1型

メイン・ギア・ボックスのベース・プレートに亀裂が発生し、ローターのトルクを機体構造に伝
達する機能が失われる不具合防止

フランスD.G.A.C.緊急CN UF-2004-023

02/10

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

02/136380 - -2004 飛行機

ボーイング・アラート・サービス・ブレティン747-29A2102

ボーイング式747系列型

作動油の漏洩により発動機火災が発生する不具合防止

米国FAA AD 2003-26-13

02/12

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

02/176392 - -2004 飛行機

ピラタスPC-12パイロット・オペレーティング・ハンドブック・テンポラリー・リビジョンNo.11
（Report No:02211）及びNo.40（Report No:01973-001）

ピラタス式PC-12及びPC-12/45型

フラップ位置が40度の状態で、オートパイロットが解除された場合に、機体が非トリム状態と
なり操縦性が低下する不具合防止

スイスFOCA緊急AD HB-2004-048

02/12

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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