
◎ 判定基準

「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。

（２）

（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 ＣＣＣＣ０５２１Ｂ０

◎

◎ 配　　点

記　　号航空通信〔科目コード：０５〕

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

能となるので当該科目は不合格となります。

題数及び時間共通

注　　意

航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

ること。

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
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飛行情報区（FIR）に関する説明で正しいものはどれか。 　
日本が担当する飛行情報区では、ICAOの標準に従いすべての空域が管制空域とし
てクラス分けされている。
飛行情報区では、必ず管制業務が行われている。
日本が担当している空域は、東京FIRである。
飛行情報区は航空機の運航が安全で円滑かつ効率的となるように区分されている。

飛行場情報放送業務（ATIS／Automatic Terminal Information Service）
に関する記述で誤りはどれか。

広域対空援助局が設置された拠点空港を含む航空機の離着陸が多い飛行場において
実施されている。
当該飛行場への進入方式、使用滑走路、気象情報、飛行場の状態、航空保安施設
の運用状況等の情報を放送している。
この業務は航空管制官が担当し、音声自動化装置が導入されている。
これらの情報はVHFおよび衛星データリンクを介して提供されている。

ターする必要はない。

国土交通省航空局 ：救難調整本部　
東京航空交通管制部 ：救難調整本部　
東京空港事務所 ：東京救難調整本部
航空交通管理センター ：福岡救難調整本部

ABN ：飛行場灯台
REDL ：進入路指示灯
ALB ：進入灯台
BCN ：航空灯台

航空情報用略語の意義で誤りはどれか。

（４）

（２）
（３）

（１）

（１）

（２）

（２）

援助が実施されていることが明白になるまで遭難通信の周波数に追随してモニ
遭難通信を知った航空機のパイロットは、救難活動に参加していない場合には、

周波数切り換え直後であれば前の周波数に戻す。

救難調整本部（RCC）の設置場所について正しいものはどれか。

捜索救難の発動基準「警戒の段階」について誤りはどれか。
（１）

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

トランスポンダーを7500にセットする。

（３）

（１）

（３）

がとれなかった場合

（４）

（４）パイロットは、意図しないELTの発信を行った場合は、リセット操作を行い、

あった場合
第1段通信捜索で当該航空機の情報が明らかでない場合

（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と

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機と連絡

（３）

認められる場合
（２）

受信機のみの故障が考えられるので一方送信を行う。

（１）

（４）

問 ８

（４）

（１）

問

（２）

航空交通業務のうち、航空機に対して提供される飛行情報業務の内容で誤りはどれか。

６

（３）

３

406MHzで捜索救難衛星に識別符号を含むデータを送信している。

（４）

問 １

直ちにその旨をRCC又は最寄りのATS機関に通報しなければならない。

（２）

２問

有視界飛行方式における通信機故障の対処について誤りはどれか。

（２）VMCを維持して安全に着陸できる最寄りの飛行場に着陸する。
（３）

問 ４

問 ７

問

問 ５

ELTは不時着した航空機の位置を発見する目的で作られた発信機である。
航空機用救命無線機（ELT）について誤りはどれか。

（１）気象情報
（２）航法援助施設の運用状況
（３）飛行場およびその附属施設の状況

航空機の衝突予防指示

（３）
（４）

（１）
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飛行計画記入・通報要領に定める飛行計画記入要領について正しいものはどれか。
VFRで出発する場合は、第8項「飛行方式および飛行の種類」に「Y」を記入
する。
「飛行の種類」で「その他」の種類は「Z」を記入する。
最大離陸重量が7,000kgの航空機は「後方乱気流区分」に「L」を記入する。
「航空機識別」のコールサインは３文字から７文字の英数字であらわし、
「／」、「．」、「－」は使用しない。

squawk standby　 ：トランスポンダーをスタンバイ位置にして下さい。
request flight conditions　：飛行中の気象状態を通報して下さい。
transmitting in the blind ：一方送信を行います。
until further advised ：通報した通りです。

セットした。

受信証の発出要領で誤りはどれか。
自局のコールサインのみ
自局のコールサイン及び通信内容の概略のリードバック
「ROGER」のみ
自局のコールサイン及び「ROGER」

通信の一般用語「NEGATIVE」の意義で正しいものはどれか。

送信した通報は取り消して下さい。

試験通信のうち受信の感明度を数字で通報する場合で「２」を意味するものはどれか。

（２）送信に誤りがありました。正しくは……です。

（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。

送信速度は、1分間に100語を超えない平均した速度を標準とする。

（３）平均海面上を5,500フィートで飛行するので最寄りの飛行経路上の地点のQNHを

送信の音量は一定に維持する。
（３）口とマイクロフォンの間の距離を一定に維持する。

（３）

（２）

時々聞きとれる。

（３）
（４）

（１）

（４）平均海面上10,500フィートを飛行するのでQNEをセットした。

（１）

（３）
（４）

管制用語と意味の組み合わせで誤りはどれか。
（１）

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、

（２）

有視界飛行方式の飛行計画の通報について誤りはどれか。

問 16

問

問

問

11

10

15

問 14

12

問

13

（２）

（２）

（１）

通報する。

問

９問
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。
電話を通じて口頭により通報することはできない。

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
（３）

（４）SATサービスに登録すれば、インターネットにより通報することができる。

（１）

（３）ちがいます。承認されません又は正しくありません。

（１）そのとおりです。

通信を行うにあたっての注意点を述べたもので誤りはどれか。

アルティメタセッティングについて誤りはどれか。
QNHが入手できないため、出発飛行場の標高を気圧高度計にセットした。　

（４）

聞きとれる。

（４）航空機局は、航空局に対する呼出しを行っても応答がないときは、５秒以内
に再び呼び出しを行う。

（４）

（１）

（４）
（３）

（１）
（２）

（２）困難であるが聞きとれる。

完全に聞きとれる。
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管制圏内における特別有視界飛行方式について誤りはどれか。

方式の離陸許可を発出することができる。
管制圏内は指定された周波数をモニターして、いつでも管制官の指示に従う。
飛行視程1,500m以上を維持して飛行しなければならない。
地表または水面を引き続き視認できる状態で飛行しなければならない。

（４）
（３）

（２）

有視界飛行方式により飛行する航空機のレーダー誘導、レーダー交通情報の記述で

（４）

問 19

問 17

問 20

問 18

又は旋回中の場合は方位について誤差がある。

（２）
（３）

オプションアプローチの許可について誤りはどれか。

（３）

地上視程1,500m未満であっても、管制区管制所等の判断により特別有視界飛行

（２）

誤りはどれか。
（１）

「着陸」は含まれる。
「ローアプローチ」は含まれない。

通信機故障のうち、受信できない場合は、定められた左回りの三角飛行をする。
243.0MHzで呼びかけを行い、通信が設定されたら必要な援助を要請する。

指示磁針路に従えないときは、飛行状況を管制官に通報すべきである。
航空機からの関係ターゲットの方位は、当該機のレーダースコープ上における
進行方向を時計の１２時方向として発出されるので、偏流が著しい場合、

の三角飛行をする。
（４）三角飛行は少なくとも３回実施し、目的飛行場方向へ飛行する。

レーダー誘導は磁針路とともに必ず高度が指示される。
（２）レーダー誘導のため磁針路を指示された場合であっても、雲から離れて飛行する

等の法規上の義務を免れるものではない。

（３）通信機故障のうち、受信はできるが応信が得られない場合は、定められた右回り

ロストポジション時の措置で誤りはどれか。
（１）送受信機が作動している場合は、最寄りの管制機関の周波数又は121.5MHz/

「ストップアンドゴー」は含まれる。
「CLEARED OPTION」の用語が用いられる。

（１）

（４）

（１）
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「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。

              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 Ａ４ＧＭ０２２1Ｂ０

◎ 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

◎ 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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したものである。

めて）の質量の比をいう。

気流は滑らかである。

（３）湿潤断熱減率は乾燥断熱減率に比べて小さい。
（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。

  気　　圧　　　　高　　度
（１）1,500hPa　：　約18,000ft
（２）1,700hPa　：　約10,000ft
（３）1,850hPa　：　約  5,000ft
（４）1,013hPa　：　約  1,000ft

（３）長江（揚子江）気団は主として春秋の候にあらわれる。

標準大気における指定気圧面に対応する概略の高度で誤りはどれか。

（３）
（４）

北半球での高気圧周りの風向について正しいものはどれか。

相対湿度：単位体積中に含まれている水蒸気の質量とその温度において単位

絶対湿度：水蒸気の密度であり、単位体積の空気中に含まれる水蒸気量を表

比湿：単位体積の空気中に含まれる水蒸気の質量と、その空気（水蒸気も含

（３）

視程の悪化

（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 ４

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どれか。

天気は霧雨、霧である。

問 ５

（２）

問 ３ 日本付近にあらわれる気団について誤りはどれか。

雲量の増加
気圧の上昇
気温の上昇

（２）乾燥断熱減率は0.3～0.9℃/100mである。

（１）オホーツク海気団は主として冬季にあらわれる。
（２）シベリア気団は主として冬季にあらわれる。

（４）

反時計回りに吹き出す。
反時計回りに吹き込む。
時計回りに吹き出す。
時計回りに吹き込む。

空気塊の断熱変化について誤りはどれか。

（２）

（１）

（１）露点温度：一定気圧の空気の温度を上げたとき、その空気が飽和に達して露
湿度等に関する記述で誤りはどれか。

を結びはじめるときの温度である。

体積中に含み得る水蒸気量との比である。

問 １

問 ２

（４）小笠原気団は主として夏季にあらわれる。

（３）

（１）
（２）安定度は安定な気温減率である。

視程は良好である。

（１）
（２）

（１）
（２）
（３）

問 ７

問 ８

融解熱
（３）

気化熱

問 ６ 暖気団の特性について誤りはどれか。

（４）

（４）

（４）

寒冷前線通過後の一般的な気象現象で正しいものはどれか。

凝結熱
昇華熱
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（３）

移動速度が遅い。

HZ
DZ
SG
SN

視程は3,200mである。
（３）雲底の高さ3,000ftの雲の量は、6/10である。
（４）気温は29℃、湿度は69％である。

強いときに発生する。

山の風下にできるロール雲近辺は気流が安定している。

日本では随所に見られ、瀬戸内沿岸地方が代表的である。
地上天気図における気圧場と無関係な風向である。

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。

17/15 Q1005 RMK 1CU010 4CU020 6SC030 A2969

（１）風向風速は磁方位080度から16ktである。
（２）

海陸風
霧
強い風
ひょう

（２）
（３）
（４）

（１）すぐ天気が悪くなる。

沈降性逆転について正しいものはどれか。

問 9 定時飛行場実況気象通報式（METAR）で「霧雨」を示す記号で正しいものはどれか。

い層との間に逆転層が形成される。

（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。
（２）安定した気層が下降することにより、上空に逆転層が形成される。
（３）

10

問 14 山岳波について誤りはどれか。

（３）

（１）一般風が弱い場合にはっきりと現れる。

圏界面付近まで乱流のあるケースもある。

問 11

（４）

問 12

（２）日中に海から陸に向かう気流を陸風、夜間に陸から海に向かう風を海風という。

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）

問 15 地上天気図において、台風を示す記号で正しいものはどれか。

（２）

問 16 温暖型移動性高気圧について誤りはどれか。

L
TD

（４）TS

H（１）

一般的に春・秋頃に多く現れる。
背が高い。

（１）

（３）

（３）

RJFR 200300Z 08016KT 3200 RA FEW010 SCT020 BKN030

（AUTOは除く。）
（１）
（２）
（３）
（４）

海陸風について誤りはどれか。

（１）山頂高度付近に逆転層などの安定層があり、山脈に直角に近い風向で風速が

（２）

（２）大気が湿っていればロール雲ができ山岳波の存在を知ることができる。

（４）

問 13 下記の定時飛行場実況気象通報式（METAR）の解読で正しいものはどれか。

問

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）
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運航用飛行場予報気象通報式（TAF）で使用される変化指示符BECMGについての説明
で、正しいものはどれか。

気象状態の一時的変化が頻繁に、または時々発生する場合に使用される。
変化した時間が1時間未満で、再び変化前の気象状態に戻る場合に使用される。
重要な天気現象が終息すると予想される場合に使用される。
変化のはじまる時刻から終わる時刻内に規則的に、またはこの期間内のある時刻に
不規則に変化し、その後は変化後の状態が続く場合に使われる。

（１）

（３）

対流圏の中間層にあたり、非発散高度に近い。
この高さの湿った暖気移流は雨の予報に利用される。

風向の違う風がぶつかることによって発生する上昇気流で正しいものはどれか。

問 20

（３）

（１）コンバージェンス
（２）サーマル
（３）リッジ

（４）

10種雲形の雲のうち、乱層雲の説明で正しいものはどれか。
ハケで掃いたような雲である。
上部はカナトコ状に広がっていることが多い。
ウロコ状の上層雲である。

（４）中層雲として発達するのが普通だが、下層及び上層に及ぶものも多い。

（１）
（２）
（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。
前線系の解析に最適である。

（４）ウェーブ

（２）

（４）

問 18
（１）

問 19

850hPa天気図の説明として誤りはどれか。

（２）

問 17
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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
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 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

Ａ４ＧＭ０３２１Ｂ０

◎

配　　点

◎ 判定基準
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（４）翼面荷重：単位翼面積当たりの機体重量をいう。

６ 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。

飛行中に着氷の影響として現れる現象で誤りはどれか。

（１）

（２）

翼面積：翼を平面に投影したときの面積で胴体などにより隠れた翼の延長部分も

上反角：翼端よりも翼根元が高くなっていく度合いと水平面とのなす角である。

指示対気速度の減少

滑空角が小さくなる。

失速速度の減少
（２）

（３）

（１）誘導抗力が大きくなる。

抗力の増加

旋回半径は速度とバンク角が同じであれば、航空機の種類が違っても等しくなる。

旋回半径は速度に反比例する。
（２）
（３）

（１）
旋回半径はバンク角によって変化しない。

（２）

揚抗比が大きくなる。

（３）

（４）

　　　　の端と端の間の長さをいう。

（１）

（４）

視界不良

　　　　含む。

（３）翼　幅：翼を平面に投影したとき、進行方向に直角な方向に最も隔たった左右の翼　　　

翼に関する用語の説明で誤りはどれか。

滑空比が大きくなる。

（４）

旋回半径は旋回計に表示される。

問 翼に作用する空気力の図についての説明で誤りはどれか。２

（３）密度高度はMSL（平均海面）以上の高度で、標準大気中で与えられた大気密度と
なる高度である。

問 ３

（２）一般流（V）に対し平行成分の力（イ）は抗力である。

（４）
（３）

一般流（V）の方向と翼弦線とのなす角度（エ）を迎え角という。
合力の作用点（ウ）を最大キャンバー位置という。

定常つり合い旋回時の旋回半径について正しいものはどれか。

問 １ 高度に関する記述で誤りはどれか。
（１）気圧高度は標準大気における基準面に等しい理論的な平面からの高さである。
（２）真高度とはMSL（平均海面）上の航空機の垂直高さを意味する。

（４）ある地点において温度が高くなると密度高度は低くなる。

（１）一般流（V）に対し垂直方向成分の力（ア）は揚力である。

問

問 5

問

４

一般流（V）

（ア）

（イ）

（ウ）

（エ）

翼弦線

合力
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a

ア イ ウ 速度　→

沈下率
↓

最小沈下速度で正しいものはどれか。

（１）翼の周りの圧力は流速によって変化しているが、圧力が変化する状態を風圧分布と
いう。

（２）翼の周りの圧力を代表する点を風圧中心という。
（３）風圧中心は、迎え角の変化により移動するが、滑空機の安定性や翼の構造について

　　　　　　あればマイナスの符号となる。

（４）エ

（４）

層流は乱流よりも摩擦抗力が小さい。
乱流は層流よりも境界層が薄い。
層流はエネルギーが少なく剥離しやすい。

（３）
（２）

層流から乱流に変わる現象を遷移という。
層流と乱流についての記述で誤りはどれか。

（１）

問

問

問

９

７

10問

問

8問

11

問

13
ＶS1とは所定の形態の失速速度をいう。

基　準　線：すべての測定のアームが取られる想像上の垂直面、または線。
ア　ー　ム：翼端から胴体中央までの水平距離。右翼側であればプラス、左翼側で

12

（３）

重 心 位 置：滑空機の質量の中心である理論的な位置。

ATCトランスポンダーに関する説明で誤りはどれか。

モードCにより質問を受けた場合は航空機の飛行高度情報を応答する。
ATCトランスポンダーは緊急事態の発生等を発信できる。
機上のATCトランスポンダーは一次監視レーダーから質問電波を受信すると

耐空性審査要領に定められている速度の定義で誤りはどれか。

（４）

（１）

（４）

（１）

（３）

（３）北向き針路からの旋回時にコンパスは反対向きに回転を始め、実際の機首方位より

（４）

（４）風圧中心は、通常は前縁から25％付近にあるが、迎え角が大きくなると後方に移

伏角が大きいほど旋回誤差も大きい。

磁気コンパスの誤差について誤りはどれか。
（１）北または南向き針路では加速による誤差は現れない。
（２）東向き針路のとき、対気速度を減速するとコンパスは北向き旋回を指示する。

風圧分布と風圧中心に関する記述で誤りはどれか。

好ましい性質ではない。

も遅れた指示を示す。旋回を続けて機首方位が東又は西向きになると誤差は消える。

動する。

重量重心に関する用語の説明で誤りはどれか。

次の性能曲線で表される性能を持った滑空機が沈下率ａの下降気流の中を飛行中の

（２）

（２）

エ

（１）ア
（２）イ
（３）ウ

（２）

（４）

ＶT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。

ＶBSとは水バラスト最大放出速度をいう。

モードAにより質問を受けた場合は航空機の識別コード情報を応答する。

モーメント：重量にアームをかけたもの。

応答信号を発信する。

（１）
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する。旋回しようとして機体を傾ける場合、旋回方向の補助翼を上げて揚力を減らし、
反対側の補助翼を下げて揚力を増すが、この上げ下げの舵角が等しいときには下がった
側の補助翼の方が抗力が（２）大きい。そのため、（３）旋回を進める方向に力が働く。

問 14

問 20

問 19

（４）
（３）
（２）

航空機用VHF通信の使用周波数帯で正しいものはどれか。

116.0～127.975MHz
116.0～135.975MHz
118.0～137.000MHz

（１）108.0～127.975MHz

重量500kg、重心位置が基準線後方9cmの滑空機の重心位置をあと1cm前方に移したい。

（３）旋回半径は、バンク角一定の場合、速度の二乗に比例する。
内滑りをSlip、外滑りをSkidという。

（２）
（３）

揚力係数と抗力係数についての記述で誤りはどれか。
（１）

（１）超過禁止速度 VNE は赤色放射線

（４）

（３）

（３）

15kg
（４）20kg

する。
何kgのバラストを積載したらよいか。ただし、バラストの積載位置は基準線前方42cmと

（１）旋回中、バンク角に対し方向舵の舵角が過大だと外滑りする。

（４）110km/h

（２）

（１）  5kg

（２）警戒範囲については、超過禁止速度 VNE を上限とし、悪気流速度 VRA を下限とする
黄色弧線

（２）10kg

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
中立、着陸装置上げで決定した失速速度 VS１ の110%を下限とする白色弧線

（４）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については黄色標識

問 18 対気速度計標識について誤りはどれか。

（４）

問 17

揚力係数が０となる時の迎え角をゼロ揚力角という。

アドバース・ヨーの記述について誤りはどれか。

揚力係数が最大となる時の迎え角を失速角という。
抗力係数は、ゼロ揚力角ないし迎え角０°付近で最少となる。
揚力係数及び抗力係数は迎え角の増大に伴ってほぼ直線的に変化する。

問 16

アドバース・ヨーは、補助翼（エルロン）を操作したときの（１）抗力差が原因で発生

問 15 旋回についての記述で誤りはどれか。

（２）旋回中、方向舵の舵角に対しバンク角が過小だと内滑りする。

（３）

（１）  60km/h
  72km/h

翼面積18 ㎡、最大翼面荷重33 kg/㎡、失速速度が60 km/hの滑空機がバンク角45度で

  85km/h

水平旋回する場合の失速速度で最も近いものは次のうちどれか。
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航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

（２）

自家用操縦士（動滑）（上滑） 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

P２８
資　格

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

「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

Ａ４ＧＭ０４２１Ｂ０

◎ 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

能となるので当該科目は不合格となります。

◎ 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。
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航空機の用途及び国土交通省令で定める航空機の運用限界を指定して行う。

土交通大臣が定める期間である。

（４）国籍記号及び登録記号は、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。
（３）航空機の国籍は、装飾体でないローマ字の大文字または小文字で表記する。

（３）航空機の限界事項

（１）
航空従事者技能証明についての説明で誤りはどれか。

（３）

（３）

自家用操縦士の技能証明を有する者が行える業務の説明で、正しいものはどれか。

（４）

非常の場合にとらなければならない各種装置の操作その他の措置

国籍等の表示についての説明で誤りはどれか。

とに表示する。

どれか。

飛行機、（２）回転翼航空機、（３）動力滑空機及び飛行船その他政令で定める

航空法第２条（定義）で定める「航空機」について、（１）～（４）のうち誤りは

（１）登録記号は、国籍記号の後に連記しなければならない。

び時間について、正しいものはどれか。
（１）60キロメートル又は20分

90キロメートル又は45分
100キロメートル又は50分

（２）
（３）
（４）110キロメートル又は30分

（２）国籍記号及び登録記号は、滑空機の場合には主翼面と尾翼面または主翼面と胴体面

（４）機器をいう。

航空法施行規則第66条（計器航法による飛行の距離及び時間）で定める飛行の距離及問 2

問 1

この法律において「航空機」とは、人が乗つて（１）航空の用に供することができる

3

4

（１）航空機の構造

乗組員の飛行に影響のある事項

技能証明の取り消しを受けた日から１年を経過しない者は、技能証明の申請をする
（３）

（２）

報酬を受けないで、航空機使用事業の用に供する航空機の操縦を行うこと。

（３）

（４）

耐空証明についての説明で誤りはどれか。
政令で定める航空機を除いて、日本の国籍を有するものでなければ受けることが

7

（４）

飛行に関する記録で誤りはどれか。

初級滑空機及び動力滑空機に耐空証明は行われない。

問

問

ことができない。

自家用操縦士の技能証明は、航空機の種類について限定している。
（２）

（２）飛行の区間又は場所

技能証明は、自家用操縦士や事業用操縦士などの資格別に行われる。

（２）
できない。

（１）

問

5

（４）

（２）

ければ受けることができない。

（４）

航空法施行規則第142条（航空日誌）で定める滑空機用航空日誌に記載すべき事項の

問

はどれか。

航空機の概要

報酬を受けて、航空機使用事業の用に供する航空機の操縦を行うこと。

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。

（１）飛行目的

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。

航空法施行規則第５条の４（飛行規程）で定める飛行規程に記載する事項について誤り  

（１）

6問

問

8

技能証明は、国土交通省令で定める年齢及び飛行経歴その他の経歴を有する者でな

耐空証明の有効期間は１年である。ただし、航空運送事業の用に供する航空機は国

機長の署名
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問 10

航空機が曳航索を離脱する場合には、地上連絡員は、離脱したかどうかを航空機に
連絡すること。

（２）曳航を行う前に、曳航索の点検を行うこと。
（３）

正常な運航ができないおそれがある間は、その航空業務を行ってはならない。

航空法第51条の2第1項の規定により昼間障害標識を設置しなければならない物件

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、3,000m以上であること。

ガスタンク
（２）骨組構造の物件

9 航空法第76条（報告の義務）に基づき、機長が国土交通省令で定めるところにより

（１）

航空機の墜落、衝突又は火災

アルコールを摂取した後8時間は、その航空業務を行ってはならない。
（２）アルコールを摂取した後12時間は、その航空業務を行ってはならない。
（３）

航空業務の制限で正しいものはどれか。
航空法第70条（アルコール又は薬物）の規定により、アルコールを摂取した後の

曳航索は、通常当該曳航索の長さの80パーセントに相当する高度以上の高度で離

航空法第88条（物件の曳航）の規定により、航空機が滑空機を曳航する場合の安全上の

煙突、鉄塔、柱その他の物件でその高さに比しその幅が著しく広いもの

8,000m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、1,500m以上であること。

の両側に設置する灯火で非常用滑走路灯以外のもの

（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。

（国土交通大臣が昼間障害標識を設置する必要がないと認めたもの及び高光度航空障
害灯又は中光度白色航空障害灯を設置するものを除く。）の説明で誤りはどれか。

（４）係留気球

基準で誤りはどれか。

脱すること。
曳航索の長さは、40メートル以上80メートル以下を基準とすること。

（１）

12

（１）

（４）アルコールを摂取した直後であっても、歩行困難や言語不明瞭でなければその航空
業務を行うことができる。

飛行場灯火の説明で誤りはどれか。

問

問

問 11
（１）

（３）

（２）

14

（４）

（３）

問

（１）

航空機内にある者の死亡（国土交通省令で定めるものを除く。）

（３）

（４）

の地域に設置する灯火で補助飛行場灯台以外のもの

灯火で進入灯以外のもの

すために設置する灯火

国土交通大臣にその旨を報告しなければならない内容で誤りはどれか。

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

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

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

有視界気象状態の条件で正しいものはどれか。　問 13

（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、

（４）

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

無線電話で知った他の航空機の墜落

航空機による人の死傷又は物件の損壊（２）

（４）

自操(動滑)(上滑)-法規-3/4



ついて誤りはどれか。
事故発生時の気象状態
事故の発生した日時及び場所

人の死傷又は物件の損壊概要
機長又は当該航空機の使用者の氏名若しくは名称

問 18 航空法第71条の3（特定操縦技能の審査等）に関する説明で誤りはどれか。

積載物の安全性

（４）

（１）

17 航空法第71条の2（操縦者の見張り義務）の説明で誤りはどれか。

ならない事項で該当しないものはどれか。

（４）発航場所までの移動方法

（４）航空機の高度を急激に変更する飛行

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）で定める

編隊飛行

（４）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も見張りを

（３）旋回その他行動の要領
編隊の型（２）

航空法第84条（編隊飛行）の規定により、機長が編隊飛行を行う前に打ち合わせる内容

（１）航空機相互間の合図の方法
で明確に規定されていないものはどれか。

（１）失速を伴う飛行

しなければならない。

航空交通の安全を阻害するおそれのある飛行について誤りはどれか。

（３）

（４）

離陸距離及び着陸距離

（２）

16

15

（３）

航空法施行規則第165条（事故に関する報告）により、報告しなければならない事項に

（１）

問 20

問 19

（２）雲が多い所を飛行中も見張りをしなければならない。
レーダーサービスを受けている場合も見張りをしなければならない。（１）

（２）
航空機の姿勢をひんぱんに変更する飛行

除き２年である。
（４）この審査は、口述審査のみで行うことができるものとする。

（１）特定操縦技能の審査とは、航空機の操縦に従事するのに必要な知識及び能力であっ
てその維持について確認することが特に必要であるものを有しているかどうかにつ
いて操縦技能審査員が行う審査である。

（２）この審査に合格していなければ、航空機に乗り組んで、その操縦に従事することは
できない。

（３）この審査に合格し操縦を行うことができる期間は、国土交通大臣が許可した場合を

問

（３）夜間飛行中も見張りをしなければならない。

問

航空法施行規則第164条の15（出発前の確認）で定める機長が出発前に確認しなければ

（３）
（２）離陸重量、着陸重量、重心位置及び重量分布

当該航行に必要な気象情報

問
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ること。

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。（２）

１問　５点

能となるので当該科目は不合格となります。

判定基準

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード

配　　点◎

◎

注　　意 （１）
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

P30航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

記　　号空中航法〔科目コード：０１〕科　目

資　格

◎

２０題　　４０分題数及び時間自家用操縦士（動滑）

Ａ４ＭＧ０１２１Ｂ０

「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

合格は１００点満点の７０点以上とする。
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－　05 度

23 分

（２）

33 分

（４）

28 分

（１）

1 時間 09 分

264 度

＋   11 度

269 度

38/1035500 /220/20 7W150100

A地点から変針点Bまでの CH に最も近いものはどれか。
260 度

33/65 /6500 100 200/16

/32/322E

2W

230 7W 1E

TAS
ＷＩＮＤ

6500

CHMH
GS

VAR

100

( kt )
DEV

300/11 260 7W

ALT TIME

( ft ) ( kt )

DIST( nm )
TH

ZONE / CUMZONE / CUM
TC WCA

－　10 度

（１）

  86 kt
（３）
（２）
（１）

＋   05 度

  76 kt

問 ５ A地点からD地点までの所要時間に最も近いものはどれか。

88 kt

問

（２）

（４）

Ａ

（４）

問

Ｂ

２

　　下表はA地点から変針点B、Cを経由してD地点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。

１

273 度

問

Ｂ Ｃ

FROM ＴＯ

Ｃ Ｄ

（２）1 時間 04 分

変針点Bから変針点Cへの ZONE TIME に最も近いものはどれか。４
（１）

38 分

（３）

変針点B上空において、QNHが29.92inHg、外気温度が －5℃のとき

（１）
（２）

（３）

問 ３

（２）

（３）

問

（４）

1 時間 00 分

（４）

  96 kt

（１）

（３）

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。

106 kt

変針点CからD地点までの WCA に最も近いものはどれか。 

（３）

1 時間 14 分

６
TAS100ktで飛行するためのCASにもっとも近いものはどれか。

90 kt
92 kt

（４）94 kt
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真針路135度で飛行中、１時半の方向にE滑空場を発見した。このときの滑空機の
位置に最も近いものはどれか。

E滑空場の東の位置にいる。
E滑空場の北の位置にいる。
E滑空場の西の位置にいる。
E滑空場の南の位置にいる。

大圏及び小圏についての記述で誤りはどれか。
地球をその中心を含む平面で切るときにできる円周を大圏という。
地軸に直交する小圏を赤道という。
２地点間の最短距離はその２地点を通る大圏の弧である。
両極を通って赤道に直交する大圏を子午線という。

協定世界時は日本標準時に９時間加えたものである。
協定世界時「12時」は時刻帯「Z」を使用し「1200Z」と表すことがある。
日本標準時「13時」を「1300UTC」と表すこともある。
グリニッチ子午線から東西30°毎の子午線を各時刻帯の地方標準子午線とし、
１時間の差を付けている。

ＩＡＳ一定で飛行しているときのＴＡＳについて誤りはどれか。
風が変化してもＴＡＳは変化しない。
空気密度が減少するとＴＡＳは減少する。
気圧高度が高くなるとＴＡＳは増加する。
外気温度が低くなるとＴＡＳは減少する。

19分間で燃料を2.4リットル消費したときの燃料消費率で最も近いものはどれか。
6.8リットル／時間
7.2リットル／時間
7.6リットル／時間
8.0リットル／時間

ほうがよい。

（２）

耳閉塞は激しい痛みと聴力の喪失を伴い、数日間も続くことがある。
着陸後しばらくたっても耳閉塞が治まらないときは医師に相談すべきである。
耳閉塞を防ぐため、風邪、咽喉の痛みなどの呼吸器系の病気のときは飛行しない（３）

耳管まわりの充血を除いたり、減らしたりするスプレーや点鼻薬は、耳閉塞を

地文航法の説明で正しいものはどれか。

（４）

（３）

（１）

（２）
（１）

無線航法援助施設からの電波を受信して位置や針路を求めて飛行する方法である。
する方法である。

（２）
（１）地形地物と地図を見比べながら飛行する方法である。

飛行中の風を求め、針路の決定や速度と経過時間により位置を推測しながら飛行

（３）

（２）

問 ７

管制機関と通信を設定し、管制機関の指示に従って飛行する方法である。（４）

問

（１）
（２）

（４）

問 ９
（１）

（３）
（４）

問 10 時間に関する記述で正しいものはどれか。

（４）

（１）
（２）
（３）

問 11
（１）
（２）
（３）
（４）

問 12 毎時72キロメートルの速度で滑空比25の滑空機が、正対の向かい風毎秒５メート
ルを受けて上昇気流及び下降気流のない大気中を3キロメートル滑空する場合の所
要時間で正しいものはどれか。

1 分 50 秒（１）
2 分 20 秒

（３）3 分 00 秒
（４）3 分 20 秒

（２）

問 13

（３）
（４）

問 14 耳閉塞に関する説明で誤りはどれか。

防ぐのに非常に効果がある。

８
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気圧高度5,000 ft、外気温度－10 ℃のときの密度高度に最も近いものはどれか。
2,000 ft
3,000 ft
4,000 ft
5,000 ft

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
ＴＢ＝ＴＨ＋ＲＢ
ＴＨ＝ＲＢ＋ＴＢ

飛行中の一酸化炭素中毒に関する記述で誤りはどれか。
一酸化炭素は、無色、無味、無臭で、ごくわずかの量で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。
一酸化炭素中毒は兆候が明確なので自ら認識することは容易である。
一酸化炭素中毒の疑いがあるときは、直ちにヒーターを閉止し、通気孔を開いて
外気の導入を図るべきである。
一酸化炭素中毒の兆候が激しかったり、着陸後も続くようならば、医師の診察
を受けるべきである。

見張りに関する記述で誤りはどれか。
他機に対する空中監視は衝突防止の要である。
効果的なスキャニングは空域の一定部分を中央視野に合致させるため、眼を規則
正しく短い時間ごとに移動することによって行うことができる。
空中衝突はほとんどの場合IMCまたは、それに近い気象状態で起こっているため、
良好な天気であれば見張りの重要度は高くない。
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ということを認識しておく必要がある。

（４）

（２）

15問

（１）

（４）

（３）

（１）

（４）

（４）

（１）

問 16
（１）

（３）
（４）

（２）
（３）

問 17

（２）
（３）

問 20

（２）

問 18 位置通報についての記述で誤りはどれか。

問 19 パイロットに与える影響について、次の文章のうち誤りはどれか。
（１）日常生活の中では軽い病気とされるものであれば、安全な航空業務の遂行能力への

影響はほとんどない。
（２）病気にかかって薬を服用することは、それが処方によるものであろうと、かかった

病気の症状と同じ程度にパイロットの能力を低下させてしまうことがある。
（３）日常生活のプレッシャーからくるストレスは、様々な観点からパイロットの能力に

悪い影響を与える。
アルコールは、パイロットに錯覚を起こさせ易く、また呼吸を抑制する影響で酸欠
耐性をも弱化させる。

（１）有視界飛行方式により飛行する航空機が着陸その他の目的で管制圏に進入しよう
とするときは、許可又は指示を受けるため各空港等毎に定められている管制圏外
の目視位置通報点又は任意の地点の上空で、現在位置、高度、機長の意向及びそ
の他必要な事項を管制機関に通報すること。

前回位置通報中、予定通過時刻等の内容変更が必要となったときは遅滞なく訂正（４）

（２）有視界飛行方式又は特別有視界飛行方式により管制圏内を飛行するときは、管制
圏内の目視位置通報点での通報等を指示されることがある。

（３）福岡FIR 内を飛行する航空機は、すべて定められた地点及び要求された地点にお

の通報を行わなければならない。この場合、時間の訂正を要する範囲は、30 分
を超える場合とする。

いて、所定の方法により位置通報を行なわなければならない。ただし、管制機関
により「レーダーコンタクト　RADAR CONTACT」を通報されたのちは「レ
ーダーコンタクト・ロスト　RADAR CONTACT LOST」又は「レーダー業務
を終了します　RADAR SERVICE TERMINATED」の通報があるまで、特に指
示がない限り位置通報を行なわないことができる。
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「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

◎ 配　　点

（２）

判定基準◎

Ｐ４９　　航 空 従 事 者 学 科 試 験 問 題

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

１問　５点

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。

資　格

ること。

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。

「受験番号」、「受験番号のマーク」、「科目コード」及び「科目コード

２０題　　４０分題数及び時間自家用操縦士（上滑）

記　　号空中航法〔科目コード：０１〕科　目 Ａ４ＧＧ０１２１Ｂ０

◎ 注　　意 （１）
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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。
機位を通る子午線と、機首尾線のなす角を真方位で表したものである。
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。

地球自転の軸を地軸といい、地軸の両端を極という。
地軸に直交する小圏を赤道といい、赤道に垂直な小圏を距等圏あるいは平行圏と
いう。
子午線の中で経度の基準となるものを本初子午線という。
地球面上において、各子午線と同一の角度で交わる曲線を航程の線という。

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度の自差修正を行う。
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。

協定世界時は日本標準時に９時間加えたものである。
協定世界時「12時」は時刻帯「Z」を使用し「1200Z」と表すことがある。
日本標準時「13時」を「1300UTC」と表すこともある。
グリニッチ子午線から東西30°毎の子午線を各時刻帯の地方標準子午線とし、
１時間の差を付けている。

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、磁方位360度へ旋回する
場合の操作で正しいものはどれか。

左へ30度旋回する。
右へ30度旋回する。
左へ60度旋回する。
右へ60度旋回する。

（１）
（２）

（４）

（４）

（３）

させ、運航を悪化させる事態が発生する可能性を高める行動、あるいは行動しない

である。

問 ７

問

（４）
（３）

（３）
（４）

問 4

5

6

（３）

問

（１）

TEM（スレット・アンド・エラー・マネージメント）に関する記述で正しいものは
どれか。

（１）スレットは、乗員自身、または組織の意図や期待から逸脱し、安全マージンを減少

ことをいう。

問 ３

（１）
（２）

（３）
（４）

時間に関する記述で正しいものはどれか。

（１）

（２）

（１）

（１）

（４）

問 1

地球に関する記述で誤りはどれか。

ランバート図の特徴で誤りはどれか。

問 2

（３）
（２）

子午線と距等圏は直交している。
距離の歪みが小さく、一定尺としてみなして実用上差し支えない。
直線が大圏に近いことから、測定した距離は大圏距離に近いものになる。
子午線と赤道以外の大圏は極側に膨らんだ曲線になる。

（２）

（４）

（２）

エラー・マネージメントとは、スレットに誘発されて乗員がエラーをしたり、航
空機が望ましくない状態になったりする可能性を低減するための対策を講じること

エラーとは、乗員が関与しないところで発生し、運航をさらに複雑にし、安全マー
ジンを維持するために、乗員に注意や対処を要求するものである。
スレットは、乗員が適切に対処しなかった場合に乗員のエラーを誘発する可能性が
ある要因であり、悪天候、類似コールサインや機器の故障等があげられる。

（２）

（３）
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2分30秒間で3.5キロメートルを直線滑空したときの対地速度で正しいものはどれか。
毎時48キロメートル
毎時60キロメートル
毎時72キロメートル
毎時84キロメートル

方位について誤りはどれか。
航空機を通る子午線と、航空機と物標または、ある地点を通る大圏とのなす角を
方位という。
方位には、基準となる子午線の種類に応じて３種類がある。
子午線を基準とする方位を真方位という。
磁気子午線を基準とする方位を羅方位という。

航空機に装備してある磁気羅針儀の自差表に、「TO FLY 060 / STEER 061」と
表示してあるとき、その意味で正しいものはどれか。

CH060ﾟで飛行すると、TH061ﾟで飛行することになる。
TH060ﾟで飛行するためには、CH060ﾟで飛行する。
MH060ﾟで飛行するためには、CH061ﾟで飛行する。

見張りに関する記述で誤りはどれか。
他機に対する空中監視は衝突防止の要である。
効果的なスキャニングは空域の一定部分を中央視野に合致させるため、眼を規則
正しく短い時間ごとに移動することによって行うことができる。
空中衝突はほとんどの場合IMCまたは、それに近い気象状態で起こっているため、
良好な天気であれば見張りの重要度は高くない。
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ということを認識しておく必要がある。

対地高度930メートルを滑空中、チェックポイントを「真横左下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に最も近いものはどれか。

0.5ノーティカルマイル
0.7ノーティカルマイル
1.1ノーティカルマイル
1.5ノーティカルマイル

毎時90キロメートルの速度で滑空比30の滑空機が、静穏な大気中を同速度で4.5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。

100メートル
150メートル
300メートル
450メートル

次のうち正しいものはどれか。
100 km/hは、約45 ktである。
70 km/hは、約33 ktである。
80 ktは、約148 km/hである。
25 ktは、約10 km/h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もので誤
りはどれか。

上り勾配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。
通常より狭い幅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。

（２）

（１）

（３）

（２）

（４）

（２）

（１）

（４）

CH060ﾟで飛行すると、MH061ﾟで飛行することになる。

14問

（１）

（１）

（４）

（４）

問

（４）

9

11

13

問

（３）

8

（１）

（３）

（３）

問 10

（４）

（１）

12

問

問

（２）

15

（２）

（４）

問

（３）

問

（２）

（４）

（１）

（２）

（３）

（１）

（３）

（２）
（３）
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耳閉塞に関する説明で誤りはどれか。
耳管の通気が困難になり、中耳内と外気の気圧差が増大する現象を耳閉塞という。
耳閉塞が極端な場合は、飛行中または着陸後に鼓膜が破れることもある。
耳閉塞は、速やかに降下または着陸すればすぐに治まる。
風邪、咽喉の痛みなど呼吸器系の病気または鼻アレルギー状態にあるときは、
耳閉塞を発症しやすい。

飛行中の錯覚について誤りはどれか。
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。
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。
滑空機を操縦していても空間識失調に陥ることがある。
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。

高緯度地方における面積と距離の歪みが小さい。

問 20

（１）
（２）

（４）

（４）

パイロットに与える影響について、次の文章のうち誤りはどれか。
日常生活の中では軽い病気とされるものであれば、安全な航空業務の遂行能力への

問 19

（１）
（２）
（３）
（４）

18問

（２）

（２）

（４）

問 17

（３）

（１）

ハイポキシァについて誤りはどれか。
ハイポキシァの影響を自ら認識することは通常大変難しい。

大気圧の減少に対応して発症しやすくなる。
動力を持たない滑空機においては発症することはない。

（３）

16問

（１）

日常生活のプレッシャーからくるストレスは、様々な観点からパイロットの能力に
悪い影響を与える。

（４）アルコールは、パイロットに錯覚を起こさせ易く、また呼吸を抑制する影響で酸欠
耐性をも弱化させる。

メルカトル図の特徴で誤りはどれか。
赤道で接する正軸円筒図法を正角図にしたものである。
極を表すことはできない。

（３）子午線が平行であることから、航程線は直線で表される。

（３）

影響はほとんどない。
病気にかかって薬を服用することは、それが処方によるものであろうと、かかった
病気の症状と同じ程度にパイロットの能力を低下させてしまうことがある。

（２）

（１）

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。
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