
TCD発行一覧 発行日： 2006年10月16日
2006年10月20日

から
まで

10/166097B- -2006 発動機

プラット・アンド・ホイットニー式JT8D-1、-1A、-1B、-7、-7A、-7B、-9、-9A、-11、-15、-
15A、-17、-17A、-17R、-17AR、-209、-217、-217A、-217C及び-219型発動機を装備した航

耐空性改善通報TCD-6097A-2006の廃止

10/16

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

10/176966 - -2006 飛行機

ボーイング・スペシャル・アテンション・サービス・ブレティン737-33-1132、同Revision 1及び同
Revision 2、ボーイング・スペシャル・アテンション・サービス・ブレティン737-33-1133、ボーイン
グ・サービス・ブレティン737-33-1133 Revision 1、同Revision 2及び同Revision 3等

ボーイング式737-300、-400、-500、-600、-700、-700C、-800及び-900系列型

マスター・ディム及びテスト・システム回路が操縦室内の他の装備品のテスト信号と独立した
配線になっていないことにより、コミュニケーション・パネル上に選択された無線周波数ではな
くテスト・パターンを表示し、乗員と管制官とのコミュニケーションが妨げられる不具合防止

米国FAA AD 2006-15-18

10/16

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

10/216994 - -2006 回転翼機

ユーロコプターAS 332 C、C1、L、L1及びL2アラート・サービス・ブレティンNo.67.00.36

ユーロコプター（アエロスパシアル）式AS 332 C、C1、L、L1及びL2型

飛行中に、メイン・ロータ・サーボコントロールと非回転スワッシュプレートを接続するアタッチメ
ント・ボルトが損傷する不具合防止

EASA AD 2006-0306-E

10/16

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

10/316573A- -2006 回転翼機

ユーロコプターAS 350 アラート・サービス・ブレティンNo.67.00.30

ユーロコプター（アエロスパシアル）式AS350B3型

ペダルの動きが制限されることにより、超過禁止速度でのオートローテーション中に機体が横
滑りする不具合防止

EASA AD 2006-0247

10/17

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

10/316724 -1-2006 回転翼機

ユーロコプターAS365Nアラート・サービス・ブレティン No.05.00.51、同SA366アラート・サービ
ス・ブレティンNo.05.35及び同SA365Cアラート・サービス・ブレティンNo.05.28

ユーロコプター（アエロスパシアル）式SA365N及びN1、AS365N2及びN3、SA366 G1、
SA365C、C1、C2及びC3型

スターフレックス・スター・アーム・エンドが損傷することにより、飛行中に強い振動が発生する
不具合防止

EASA AD 2006-0245

10/17

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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10/316823 -1-2006 回転翼機

ユーロコプターEC130Bアラート・サービス・ブレティンNo.24A001

ユーロコプター式EC130B4型

バッテリーの過熱探知機能の不作動により、火災が発生する不具合防止

EASA AD 2006-0246

10/17

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

10/186991 - -2006 座席

レカロ・サービス・ブレティン3410-25BQ555、3510-25BQ073、4400-25BQ046、4420-25BQ128
及び6510-25BQ115

2005年11月1日以降2006年5月5日までに出荷されたレカロ・エアクラフト・シーティング社製
3410､3510（A、B、C、D）、4400、4420及び6510型客室用座席を装備した航空機

不適切に固定されたシート・ベルト・シャックルにより、シート・ベルト・アタッチメントが正しく機
能しなくなる不具合防止

EASA AD 2006-0220

10/17

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

11/016981 - -2006 発動機

ハネウェル・アラート・サービス・ブレティンTPE331-A73-0271 Rev.1、TPE331-A73-0262 
Rev.2及びTPE331-A73-0254 Rev.2

ハネウェル（アライドシグナル、ギャレット）式TPE331-1、-2、-2UA、-3U、-3UW、-5、-5A、-
5AB、-5B、-6、-6A、-10、-10AV、-10GP、-10GT、-10P、-10R、-10T、-10U、-10UA、-
10UF、-10UG、-10UGR、-10UR、-11U、-12JR、-12UA、-12UAR及び-12UHR型ターボ・プロッ
プ発動機を装備した航空機

フューエル・コントロール・ドライブが破損することにより、発動機がオーバースピードとなり発
動機が破損し、その破片が発動機外に飛散し航空機に損傷を与える不具合防止

米国FAA AD 2006-15-08

10/18

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

11/016984 - -2006 プロペラ

ハーツェル・プロペラ・サービス・ブレティンHC-SB-61-227 Rev.2、HC-SB-61-269及び耐空性
改善通報TCD-3230A-2001

ハーツェル式( )HC-( )2Y( )-( )系列型プロペラを装備した航空機

プロペラ・ハブの破損によりプロペラ・ブレードが脱落し、航空機が操縦不能に至る不具合防
止

米国FAA AD 2006-18-15

10/18

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

10/196992 - -2006 飛行機

ボーイング・スペシャル・アテンション・サービス・ブレティン777-28-0033

ボーイング式777-200及び-300系列型

燃料系統のバルブ・コントロール及び表示用電線束がタンク外側の後桁補強材と摩擦するこ
とにより、電線の損傷及び回路の短絡が発生し、燃料給油中及び飛行中に火災が発生する
不具合防止

米国FAA AD 2005-17-02

10/18

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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10/196993 - -2006 飛行機

ボーイング・スペシャル・アテンション・サービス・ブレティン767-26-0125、同スペシャル・アテ
ンション・サービス・ブレティン777-26-0034、同サービス・ブレティン777-26-0034 Revision 1、
同スペシャル・アテンション・サービス・ブレティン767-26-0124、同スペシャル・アテンション・
サービス・ブレティン767-26-0124 Revision 1及び同スペシャル・アテンション・サービス・ブレ
ティン777-26-0033等

ボーイング式767-400ER並びに777-200及び-300系列型

貨物室の消火器のセーフティ・フィッティングが腐食により破損し、消火剤が漏洩する不具合
防止

米国FAA AD 2006-17-11

10/18

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

11/025200C- -2006 回転翼機

ユーロコプターAS355アラート・サービス・ブレティンNo.01.00.45 R1

アエロスパシアル（ユーロコプター）式AS355N型

スターター・ジェネレーターから発する振動により、イグゾースト・パイプ・イジェクター取り付け
ラグが損壊し、イグゾースト・パイプ・イジェクターが脱落する不具合防止

EASA AD 2006-0254

10/19

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

11/026024A- -2006 回転翼機

ユーロコプターAS350アラート・サービス・ブレティンNo.05.00.41 Revision 2、同AS355アラート・
サービス・ブレティンNo.05.00.39 Revision 2、同AS350サービス・ブレティンNo.52.00.29及び同
AS355サービス・ブレティンNo.52.00.22

アエロスパシアル（ユーロコプター）式AS350B、BA、BB、B1、B2、B3及びD並びにAS355E、
F、F1、F2及びN型

スライディング・ドア・レールの磨耗により、飛行中にスライディング・ドアの後方ローラーが
レールから外れ、スライディング・ドアが落下する不具合防止

EASA AD 2006-0249

10/19

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

11/026642A- -2006 回転翼機

ユーロコプター AS350 アラート・サービス・ブレティン No.05.00.48、同No.53.00.34、ユーロコプ
ター AS355 アラート・サービス・ブレティン  No.05.00.46及び同No.53.00.22

ユーロコプター（アエロスパシアル）式AS350B、BA、BB、B1、B2、B3及びD並びにAS355E、
F、F1、F2及びN型

キャビン・バイブレーション・ダンパー・アセンブリのブレードが破損することにより、操縦系統
のベルクランクと干渉し、操縦系統にジャミングが発生する不具合防止

EASA AD 2006-0273

10/19

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

11/026643A- -2006 回転翼機

ユーロコプター EC130 アラート・サービス・ブレティン No.05A002及び同No.53A008

ユーロコプター式EC130B4型

キャビン・バイブレーション・ダンパー・アセンブリのブレードが破損することにより、操縦系統
のベルクランクと干渉し、操縦系統にジャミングが発生する不具合防止

EASA AD 2006-0278

10/19

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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10/246998 - -2006 発動機

ロータックス・サービス・ブレティンSB-912-051／SB-914-034

ロータックス式912 A、912 F、912 S及び914 F系列型発動機を装備した航空機

カムシャフト及び/又はハイドリック･バルブ･タペットの磨耗により、発動機の不完全な作動、
出力の低下又は飛行中の発動機の停止が発生する不具合防止

EASA AD No.2006-0316-E

10/19

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

11/036692 -1-2006 回転翼機

ユーロコプターAS332 L2アラート・サービス・ブレティン No.67.00.33 及び同EC225 LPアラート･
サービス・ブレティンNo.67A002並びにEC225 LPフライト・マニュアル・ラッシュ・リビジョンRR3A
及びRR5A並びにAS332 L2フライト・マニュアル・ラッシュ・リビジョンRR11B

ユーロコプター（アエロスパシアル）式AS332 L2型及びEC225 LP型

フィードバック・ループにより、地上にて垂直方向の振動が発生する不具合防止

EASA AD 2006-0244

10/20

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

10/256724A- -2006 回転翼機

 ユーロコプターAS365Nアラート・サービス・ブレティン No.05.00.51 Revision 1、同SA366アラー
ト・サービス・ブレティンNo.05.35 Revision 1及び同SA365Cアラート・サービス・ブレティン
No.05.28 Revision 1

ユーロコプター（アエロスパシアル）式SA 365 N及びN1、AS 365 N2及びN3、SA 366 G1並び
にSA 365 C、C1、C2及びC3型

スターフレックス・スター・アーム・エンドが損傷することにより、飛行中に強い振動が発生する
不具合防止

EASA AD 2006-0321-E

10/20

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

11/036978 - -2006 飛行機

ゼネラル・マシーン・ディエクロン・サービス・ブレティンGM-D 32-30-01/102505

レイセオン（ビーチクラフト）式航空機

右側の主脚アクチュエータ・ナット・アセンブリが損傷することにより、脚の展開及び格納がで
きなくなる不具合防止

米国FAA AD 2006-12-25

10/20

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

11/036985 - -2006 飛行機

セスナ・サービス・ブレティンNo.SB06-71-02

セスナ式航空機

フレキシブル燃料ホースのエンド・フィッティングのトルク値が不適切なことにより、燃料の供
給が停止し、発動機出力の低下及び燃料が漏洩することによるエンジン・コンパートメント内
の火災が発生する不具合防止

米国FAA AD 2006-17-04

10/20

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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11/036987 - -2006 飛行機

EADSソカタ・サービス・ブレティン No. SB 70-136

ソカタ式TBM700型

マスター・シリンダー・ヨークが損傷することにより、滑走路を逸脱する不具合防止

EASA AD 2006-0189

10/20

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

10/216995 - -2006 飛行機

エアバス・サービス・ブレティンA320-25-1294 Revision 1

エアバス（エアバス・インダストリー）式A319、A320及びA321系列型

前部及び後部貨物室の固定器具が損傷し、搭載貨物が貨物室内の構造又は装備品に損傷
を与える不具合防止

EASA AD 2006-0184

10/20

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

10/306997 - -2006 飛行機

ボーイング・スペシャル・アテンション・サービス・ブレティン777-54-0021及び同Revision 1

ボーイング式777-200及び-300系列型

発動機ストラット後方フェアリングの下側ウェブに亀裂が発生することにより、可燃性流体が
漏洩し、火災が発生する不具合防止

米国FAA AD 2006-19-12

10/20

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

2006年10月20日 5/5 ページ作成日：


