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第１章 序論 

 

１・１ 基礎の力学 

（１）速度 

  物体が運動すると、時間とともにその位置が変化する。このとき、時間 Δ tに対する位置の
変化 Δ xの割合：Δ x/Δ tを速度 Velocity：Vという。物体の運動を考えるとき、運動の方向を
考慮する必要があり、速度は速さと方向を含めた概念であるから、ベクトル量になる。運動

の方向を含まない Vの値を速さ Speedという。Vの値が一定ではなく、時間とともに変化す
るときは、この式で表される速度は時間 Δ tにおける平均の速度となるので、時間の刻みをで
きるだけ小さくし、Δ t→0として極限をとると、 

                         lim
∆t→0

∆x
∆t = dx

dt = V                 (1-1) 

  となり、ある位置における瞬間の速度を示すことになる。 
本書では、速さと速度を区別せずに用い、特に区別する場合はその旨注記する。 

（２）加速度 

  運動している物体の速度が時間とともに変化するとき、時間 Δ tに対する速度の変化 ΔVの
割合：ΔV/Δ tを加速度 Acceleration：aという。速度が方向を含んでいるので、加速度も方向
を含んでいる。a の値が一定ではなく、時間とともに変化するときは、速度と同様に、この
式で表される加速度は時間 Δ tにおける平均の加速度となるので、時間の刻みをできるだけ小
さくし、Δ t→0として極限をとると、 

                                  lim
∆t→0

∆V
∆t = dV

dt = a                           (1-2) 

 となり、ある位置における瞬間の加速度を示すことになる。 
（３）力 

  物体が運動しているとき、外から力が働かないかぎり、同じ速さで同じ方向へ運動し続け

る。これを「ニュートンの第 1法則（慣性の法則）」という。逆に言えば、物体に力 Force：
F が働いているときには、運動している物体に力と同方向の速度の変化、すなわち加速度 a
が生じることになり、その大きさは力に比例する。質量 Mass は速度の変化のしにくさを示
す量であるから、力、質量、加速度の関係は、物体の質量をmとすると、 

                                      F = m × a                               (1-3) 
  となり、これを「ニュートンの第 2法則」という。 
（４）運動量 

  質量mの物体が速度 Vで運動しているとき、質量と速度の積mVをこの物体の運動量とい
い、速度がベクトル量なので運動量もベクトル量である。運動量は運動の激しさを示す量と

いえる。一般に、異なる物体同士の間の力しか働かず、他から力が働かない場合、その全体
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角に対しほぼ一定になる位置がある。この点を空力中心 Aerodynamic centerといい、ACと略
記する。すなわち、空力中心とは、迎え角 α が変化しても縦揺れモーメント係数 Cmが一定で

ある翼弦上の点である。ACの位置は翼型の形状により異なるが、ほぼ 25% cにある。 

ACにおける縦揺れモーメント係数を Cm-ACと表すと、キャンバー翼型では、3節で述べたよ

うに CPは最も前進しても ACより後方なので、Cm-ACは負(－)の値をとる。対称翼型では、迎

え角が変化しても風圧中心CPは移動しないからCPとACは一致するので、Cm-AC ≅ 0である。
また、負のキャンバー翼型では、Cm-ACは正（＋）の値をとる。 
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実際の飛行機の揚力について調べてみよう。重量W 2650lb（1200kg）、翼面積S 146ft2（13.6m2）

の飛行機が標準海面上を 100kt（169[ft/sec]、51[m/sec]）で水平定常飛行するとき、必要な揚
力 Lは機体重量Wと等しいので、式(7-2)より、 
          2650 = 1

2 × 0.002377 × (169)2 × 146 × CL                            ∴  CL = 0.53  
この CLを得るのに必要な迎え角は約 5°であり（6・10節参照）、主翼の取付角が 3°であれば、

このときのピッチ角（10・2節参照）は 2°機首上げとなる。 
このとき、1 平方 ft 当たりの揚力は W/S =18.15[lb/ft2]（88.24[kg/m2]）となり、1 気圧が

2116.2lb/ft2（10332kg/m2）であるから、翼上下面の圧力差は約 0.0086気圧となる。 
この圧力差を得るのに必要な翼上面の加速量は、ベルヌーイの式（式(4-3)）より 41[ft/sec]

（12.5[m/sec]）となり、翼上面では、流れはおおよそ 24%程度加速されている。 
 

７・３ 翼端渦  

一様な流れのなかに置かれた翼が揚力を発生するとき、下面の圧力は上面の圧力より高くな

っている。これは 6・4節で述べたように翼型の周りの循環によるもので、この循環の渦を束縛

渦という。空気には圧力が高い方から低い方向に流れる性質があるから、有限翼では、下面の

空気は翼端を回って上面にあふれ出ようとする（図 7.6(a)）ので、翼端渦 Tip vortexと呼ばれ
る翼端を回り込む比較的強い渦が発生する（図(d)）。また、そのため下面の流れでは翼根側か

ら翼端に向かい、上面の流れでは翼根側に向かう翼幅方向の速度が生じ（図(b)）、翼の後縁か

ら流出するときに、上下面の間に薄い渦層を形

成する（図(c)）。この後縁全体にわたる渦層

は、翼端渦に巻き込まれて一体となり、最終的

には一対の渦流となって後方に流れて行く（図

7.7）。この渦流も翼端渦と呼ばれることがあ

る。翼端渦が生成されるときにエネルギーが消

費されるので、それが抗力の増大、すなわち誘

導抗力という形で表れる。また、翼端渦はウェ

イクタービュランス Wake turbulence の原因
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は、翼を通過する気流は吹き下し角

の 1/2 だけ下向きに傾く。この角度
を誘導迎え角 Induced angle of 
attackといい、α iで表す。揚力の方
向は翼を通過する流れの速度Uに対
して垂直なので、一般流の速度 Vに
垂直の方向 Lではなく、誘導迎え角
α iだけ後ろに傾く。この後傾した揚
力 L’の一般流に平行な成分が誘導
抗力 Induced dragであり、D iで表

す。図 7.10で明らかなように、有限翼では、翼型に有効に働く迎え角 α e（有効迎え角という）
は一般流に対する翼の迎え角 αより誘導迎え角 α i だけ小さくなる。すなわち、 

                                 αe = α − αi                              (7-3) 
となる。有限翼では、十分前方の一般流の方向が水平であっても、後方では吹き下しがあるた

め、翼が誘導迎え角 α iだけ下向きの気流のなかに置かれたような状態になるので、その分、揚
力の発生に関わる迎え角が小さくなると考えればよい。 

このように翼後縁の後方の吹き下しは粘性とは関係なく生じるものであるから、誘導抗力は

理想流体の流れでも存在する。また、2次元翼では翼端渦が存在しないので、誘導抗力は生じな

い。 

 

７・５ 誘導抗力係数 

 図 7.10 のように一様な流れのなかに置かれた翼の任意の翼断面で考えると、局所誘導抗力

dDi は、誘導迎え角 α iが十分小さいので、次式で表される。 
dDi = dL tan αi ≅ dL ∙ αi 

ここで最も簡単な楕円翼では、α i は翼幅に沿って一様（8 節参照）なので、上式は翼全体に

ついて成り立つ。従って、翼全体の誘導抗力 Diは、次の式で表される。 
                         Di = L ∙ αi                                 ∴  CDi = CL ∙ αi                (7-4) 
ただし、CDiは誘導抗力についての抗力係数で、誘導抗力係数という。 

一方、翼前後の運動量変化を考えると、揚力 L は、翼によって流速 V
の空気流量が十分後方で速度 2ωの吹き下しが生じた運動量変化の結果と
して得られたものと考えられるので、この流れにおける吹き下し速度 2ω
による時間に対する運動量の変化の割合を求めてみる。楕円翼の場合には、

翼面を通過する気流の断面を見ると、図 7.11 のように翼端渦の回転流で
覆われていて、翼面の回転流の断面積は、片翼の翼幅 b/2 を半径とする半
円 2つを合わせたものである。 
翼面を通過するとき、この回転流の影響を受ける質量流量 m は、断面
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は大きくなり、バフェットの発生が遅

れ、低速時の安定性、操縦性が良くな

る。小型機に多く見られる翼との結合

部を箱型断面の胴体にしている機体や

中翼機および高翼機では、流れの断面

積が急増する部分がないので、フィレ

ットは必要ない。また、多発機では、

エンジンナセルの後方を膨らませて流

れの断面積の急激な増加をなくすよう

にしている機体もある。 
 
８・５ 全機の抗力 

 水平定常飛行中は L＝Wであること（図 8.8参照）を考慮し、Ve を EAS で表した対気速度
とすると、式(8-1)、(7-8)、(7-2)、(5-7)より、全機の抗力 Dは次の式で表される。 

             D = Dp + Di = (12CDpρS)V
2 + ( 2W２

πewARρS
) 1
V2

 

               = (1
2
CDpρ0S) Ve2 + ( 2W２

πewARρ0S
) 1
Ve2

            (8-3) 

上式から求められた速度 V あるいは Ve

に対する全機の抗力 D の変化（一定高度、
一定重量）は、図 8.6のようになる。式(8-3)
より明らかなように、対気速度を EASで表
すと、有害抗力係数 CDp が空気の圧縮性の

影響によって増大しない比較的低高度かつ

低速の領域では、Ve に対する抗力は高度に

よらず一定である。またこの領域では、EAS
と IAS の差は僅かなので、飛行機を操縦・
運用するときに用いられる IAS に対する抗
力も高度によらずほぼ一定といえる。 
 
８・６ 地面効果 

飛行機が地面や水面に接近して飛行するとき、機体周りの気流は、地面（以下、水面も含む）

によって制限されるため、次のような影響を受ける。 
①誘導抗力が減少し、揚力が増加する。  
②機首下げモーメントが生じる。 
③速度計が、実際の速度より低く指示する。 
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第 10章 安定性と操縦性 
 
10・１ 概要 

飛行機の安定性 Stabilityとは、ある姿勢の釣り合い状態で飛行しているとき、突風などの気
流の乱れ Disturbanceによって外的な力が働いて姿勢が変化してしまったとき、パイロットが
操縦しなくても、飛行機自体が元の釣り合い状態 State of equilibriumに戻ろうとする特性のこ
とである。通常、飛行機は適切にトリム Trimされていれば、操縦装置から手を放していても
定常飛行（13章参照）ができるような安定性を持つように設計されている。 
操縦 Controlとは、一般に昇降舵 Elevator、補助翼 Aileron、方向舵 Rudderから成る主操縦

系統 Primary flight control systemを操作、あるいはエンジンの出力を調整することにより姿
勢を変化させたり、運動させて飛行機を任意の飛行状態にすることである。また、操縦には、2

次操縦系統 Secondary flight control systemと呼ばれるフラップ、スポイラー、水平安定板
Horizontal stabilizer、および引込み式の場合には着陸装置も使用される。 
操縦性 Controllabilityとは、パイロットの操縦に対する飛行機の反応の特性であり、主操縦

系統に関しては、操舵したときの舵の重さ、舵の効き、応答の三つが操縦性の指標である。 
舵の重さとは、一定の姿勢変化量に対して必要な操舵力のことである。 
舵の効きとは、一定の舵角に対する姿勢の変化量のことで、変化量が大きいほど、舵の効きが

よいといえる。応答とは、操舵を始めてから姿勢変化が完了するまでの時間と円滑さのことで

ある。飛行機の姿勢 Attitudeは、操舵を始めればただちに変化するというものではなく、一定
の時間を経たのち変化を始める。また、姿勢の変化が断続的であったり、振動運動を伴い、そ

れが続くようならば、円滑とはいえない。操舵したとき、姿勢変化が速やかに円滑に行われれ

ば、応答がよいといえる。つまり、舵が軽く、舵の効きがよく、応答がよければ、操縦性がよ

いということである。 
 安定性と操縦性の関係は、両端にそれぞれ安定性と操縦性が位置するシーソーに例えられる。

安定性がよいということは、姿勢変化が起こりにくいということであるから、パイロットの操

縦に対する反応は悪いということである。すなわち、操縦性は悪くなる。逆に、操縦性がよい

ということは、僅かな外力によって釣り合い姿勢から外れて姿勢変化が起こるということであ

るから、安定性は悪いということである。このように安定性と操縦性は相反する。飛行機では、

どちらかに片寄るのは望ましくなく、安定性と操縦性の両方が適度に必要である。 
 運動性Maneuverabilityとは、飛行機の操りやすさ、すなわち操縦性と飛行機の飛行状態が
移行するときの変化の程度、および操縦による運動で生じる応力に対する強度についての特性

である。つまり、機体の 3軸（次節参照）について加速度が大きく荷重倍数が大きい運動がで

きるほど、運動性がよい。運動性は、機体重量、主翼の形状と面積、舵面の面積と位置、構造

強度、エンジンのパワーによって異なり、翼面荷重が小さいほど、運動性はよくなる。 
安定性、操縦性、運動性、飛行性能などの性質を総称して飛行性 Flying qualitiesという。 



 
 

72 
 

10・２ 飛行機の基準軸 Airplane reference axes 
飛行機の安定性と操縦性を考えるとき、

飛行機の釣り合いの状態を考慮すると、飛

行機に作用する力およびモーメントを、て

この支点に相当する機体の重心を通る互い

に直交する 3 軸について分けて考えると理

解しやすい。3軸とは、図 10.1で表される

ように、機体の前後方向の縦軸（または前

後軸）、翼幅方向の横軸、上下方向の垂直

軸であり、それぞれ前方、右方、下方を正

の方向とする。また、回転方向は重心から見て右回転、すなわち左翼上げ、機首上げ、機首右

揺れを正とする。飛行中、大気の乱れにより姿勢が変化するとき、あるいはエンジンの出力を

変えたり、操縦舵面を動かして姿勢や位置を変えるときには、飛行機はこの 3 軸のいずれか一

つ以上の軸回りの回転運動を行う。 
各軸回りの、回転運動、角度、モーメント、安定性および操縦に使用される舵面を下表に示す。 

 
軸 

Axis 
縦軸 

Longitudinal Axis 
横軸 

Lateral Axis 
垂直軸 

Vertical Axis 
回転運動 

Motion 
横揺れ 
Rolling 

縦揺れ 
Pitching 

偏揺れ 
Yawing 

角度 

Angle 
横揺れ角 

Bank Angle 
縦揺れ角 

Pitch Angle 
偏揺れ角 

Yaw Angle 
モーメント 

Moment 
横揺れモーメント 
Rolling Moment 

縦揺れモーメント 
 Pitching Moment 

偏揺れモーメント 
 Yawing Moment 

安定性 

Stability 
横安定 

Lateral Stability 
縦安定 

Longitudinal 
Stability 

方向安定 
Directional 

Stability 
操縦舵面 

Control Surface 
補助翼 
Aileron 

昇降舵 
Elevator 

方向舵 
Rudder 

 
10．３ 安定性 

１．静安定と動安定 

安定性を考えるときには、静安定と動安定の二つの面について考える必要がある。 
（１）静安定 
   静安定 Static stabilityとは、釣り合い位置から外れてしまったとき、それに応じて起き
る最初の運動の傾向をいう。図 10.2の Aを元の釣り合い位置、Bを外れた位置とすると、 

取り消し線の文字削除
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ｂ．コントロールタブ Control tabまたはサーボタブ Servo tab 
パイロットが操作するのは、舵面ではなくタブであり、タブを操作すると、図 10.12(b)

のようにタブに空気力 Rtが生じ、その空気力によって舵面がヒンジ線回りに回転し、舵角

をとる。パイロットは、小さいタブを動かすので、操舵力は小さくて済む。 

 
ｃ．スプリングタブ Spring tab 
  低速で飛行しているときは、パイ

ロットはスプリングを介して直接舵

面を動かすが、高速になり、ヒンジ

モーメントが増大してスプリングの

張力を上回るようになると、上図(b)
のコントロールタブのように、舵面

ではなくタブを動かすようになり、

操舵力は軽減される。 
ｄ．アンチバランスタブ Anti-balance tab 
  パイロットが舵面を操作すると、バランスタブとは逆

に、舵面と同方向にタブは折れ曲がる。これにより、こ

のタブがない舵面に比べ、翼のキャンバーが大きくなり、

揚力係数が増加するので、舵の効きは増す。また、舵角

を大きくする効果があるので、ヒンジモーメントは増加

するため、操舵力は大きくなる。 
（３）機力操縦装置 
  式(10-1)より明らかなように、高速機では飛行速度が大きくなるため、また中・大型機では
舵面面積や舵面弦長が大きくなるため、ヒンジモーメントが増大し、人力による操縦は困難

となるので、油圧、電動モーターなどを動力源とする機力操縦装置 Powered control system
が用いられる。通常の機力操縦装置では、操縦桿などは舵面と直接繋がっておらず、油圧式

の場合、パイロットが操縦桿などを操作すると、繋がっている作動制御バルブが切り換わり、

舵面を作動させるための動力がアクチュエイターActuatorに供給されて舵面が動く。従って、
操舵力は飛行速度や舵角に関係なく極めて軽くなるので、人工舵感装置が必要となる。また、

このように舵面に働く空気力を作動制御部分で遮断してしまう方式を非可逆式という。 
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図 11.4は、迎え角 α（横軸 αの原点を零揚力角の値とする）に対する重心回りの縦揺れモ
ーメント係数 Cm-CG の変化を重心位置一定の条件で表したものであり、通常の迎え角の範囲

では直線になる。この直線の勾配を Cmα

とすると、実線のように Cmα＜0、すなわ

ち右下がりの勾配をもてば、ある迎え角で

釣り合い状態にあるとき（A点）、外力に
よって迎え角が増加すると（B点）、B→
C に相当する機首下げモーメントが生じ、
外力によって迎え角が減少すると、逆に機

首上げモーメントが生じるから、縦の静安

定は正であり、右下がりの勾配が大きいほ

ど静安定は増す。水平尾翼がある飛行機がこれに当たる。一方、点線のように Cmα＞0、すな

わち右上がりの勾配をもつ場合、これとは逆に迎え角の変化をより大きくする縦揺れモーメ

ントが生じるから、縦の静安定は負になる。水平尾翼のない飛行機がこれに当たる。 
  Cmαを決定する係数の１つに水平尾翼容積比 VH があり、次の式で表される。 

                  VH =
Sh∙l
S∙c                  (11-2) 

   ただし、 Sh：水平尾翼面積、S：主翼面積、l：重心から水平尾翼の風圧中心までの距離 
VHが大きくなるにしたがって、Cmαは減少する。すなわち、勾配は右下がりの方向に大きく

なり、縦の静安定は増す。 
縦の静安定について、耐空性審査要領では、トリム速度未満の速度を維持するためには操

縦桿を引くこと、またトリム速度を超える速度を維持するためには操縦桿を押すことが必要

であること、および操舵力対速度曲線が安定した右上がりの勾配を有しなければならないこ

とと定められている（3節 2項参照）。 
３．縦揺れモーメントと縦の静安定に対する影響 

 a．水平尾翼面積 
  式(11-2)より明らかなように、水平尾翼面積 Shが大きいほど、水平尾翼容積比 VHが大

きくなり、縦の静安定は増す。 
ｂ．重心から水平尾翼の風圧中心までの距離 
  式(11-2)より、重心から水平尾翼の風圧中心までの距離 l が大きいほど、VHが大きくな

り、縦の静安定は増す。従って、図 11.3から明らかなように、重心位置が前方にあるほど

水平尾翼の風圧中心との距離 lが増加するので、縦の静安定は増す。 
   重心位置を縦揺れモーメント係数が変化しない空力中心の近くにすれば、重心回りの縦揺

れモーメントは、迎え角による変動が小さくなり、また主翼の揚力による重心回りの縦揺

れモーメントが過大になるのを避けられるので、縦の静安定が増す。 
c．速度 
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勾配は右下がりとなって、トリム速度より大きい速度で飛行するためには操縦桿を引かねば

ならなくなってしまい、極めて不自然な操舵感覚になる。パイロットの舵感は、主としてこ

の勾配から生じ、勾配が右上がりの方向に大きいと、外乱などで速度が変化したとき元の速

度に戻りやすいが、舵は重いと感じる。なお、T 類では、昇降舵の最小操縦力はこの操舵力
対速度曲線の勾配によって規定されている。 

３．縦の安定と操縦に与える重心位置の影響 

重心位置は、縦の安定性と操縦性に大きく影響する。 
（１）縦の静安定に対する影響 
図 11.14 は重心位置をパラメーターと

して、昇降舵固定のときの迎え角 α と重
心回りの縦揺れモーメント係数 Cm-CG の

関係を表したもので、重心位置が前方にあ

るほど静安定は増し、後方へ移動するにつ

れて、勾配 Cmα の右下がりの傾きは小さ

くなって静安定は低下し、ある重心位置で

Cmαは零になる。このとき縦の静安定は中

立となり、これより後方に移動すると、Cmα ＞0になって静安定は負となる。Cmα ＝0のとき

の重心位置を舵固定の中立点という。舵自由の静安定の場合も同様であり、勾配が零のとき

の重心位置を舵自由の中立点という。 

（２）縦の操縦に対する影響 
飛行しているとき、姿勢を変化させるために、釣り合い姿勢の迎え角を変えようとして昇

降舵を操舵すると、機体が持つ静安定のため、重心回り

に元の釣り合い姿勢に戻そうとする縦揺れモーメントが

働く。重心位置が前方にあるほど静安定は増し、この復

元モーメントは大きくなるから、姿勢を変化させるとき

の 1g当たりの操舵力は増加し、また大きな昇降舵角が必
要となる。図 11.15は、1g当たりの操舵力の変化と重心
位置の関係を高度一定の条件で示したもので、重心位置

が前方にあるほど 1g当たりの操舵力は大きくなり、後方
へ移動するにつれて減少することが分かる。 

（３）重心位置の前方限界 
上述のように重心位置が前方にあるほど 1g当たりの操舵力および必要な昇降舵角は大き
くなるので、前方限界は操縦性を考慮し、次の条件を満たすように決定される。 
① 1g当たりの操舵力が、２項（１）に記された最大値を超えない。 
② 昇降舵を最大の上げ舵角にするまでに、最大揚力係数 CL-maxが得られる。 
着陸時の引き起こしの間は、低速であり、かつエンジンが低出力なのでプロペラ後流（10・ 

CMα→ Cmα
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より大きく、かつ VS1より大きい速度になっている。 
（４）定常的な横滑り飛行（17・1節参照） 

  飛行中に方向舵を操舵すると、偏揺れモーメントによって機体は横滑りを始める。これ

により、縦軸回りに横揺れモーメントも生じるから、横揺れモーメントを打ち消すように

補助翼を操舵すれば、定常的な横滑りをともなう水平直線飛行状態になる。 
（５）スピンからの回復操作（17・2節参照） 
   スピンからの回復操作の際、スピンの回転を止めるために方向舵を使用する。 
２．ラダーロック 

図 12.10に示すように、方向舵ペダルに

力を加えて行くと、方向舵角は大きくなり、

それにつれて操舵力 Fr も大きくなり、横

滑り角 βも大きくなるが、舵角が過大とな
り横滑り角が大きくなると垂直尾翼周り

の流れに剥離が始まり、さらに過大になる

と垂直尾翼の失速に至る。このため、操舵

力が逆に小さくなって零となったり、胴体

の方向不安定によって操舵力が逆転し、方向舵がとられてペダルがひとりでに限界まで踏み

込まれてしまい戻らなくなる現象が起き、操縦が極めて難しくなる。このような現象をラダ

ーロック Rudder lockという。ドーサルフィンやベントラルフィンは、前述したように垂直
尾翼の失速を遅らせるので、ラダ―ロックを防ぐのに有効な方法である。 

３．Ｔ型尾翼 

 図 12.11のように水平尾翼を垂直尾翼の上方に取り付けた尾

翼配置を、機体前後方向から見た形状から、Ｔ型尾翼 T-tailと
いう。エンジンを胴体後部に取り付けた機体では、エンジンの

排気と水平尾翼との干渉を避けるため、また水上機では、水面

との間隔を保つためにこの配置を用いることがある。通常の配

置と比較して、Ｔ型尾翼を用いる水平尾翼についての主な利点

は、主翼からの吹き下しの影響を受けにくいので、効率の低下を避けることができ、地面効

果の影響やフラップ操作にともなう姿勢変化も少なくすることができる、胴体に結合されて

いないので、胴体との干渉抗力が少ないから、効率が高くなる、また垂直尾翼については、

水平尾翼が垂直尾翼に対する翼端板として働くので、効率が高くなる、などである。一方、

欠点としては、水平尾翼を支えるために垂直尾翼の構造強度を高める必要があり、また垂直

尾翼の曲げおよび捩り振動とこれによる水平尾翼の横揺れが連成し、尾翼全体がフラッター

（14・2節参照）を起こしやすくなるため剛性も大きくする必要がある、主翼が失速すると、

剥離した後流が水平尾翼に流入し、ディープストールを起こしやすい（17・2節参照）、な

どがある。 
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   フリーズ型補助翼は、図 10.11に示されるように、上げ舵角の方は有害抗力を増加させ、   

下げ舵角の方は抗力の増加を少なくすることにより、逆偏揺れによる偏揺れモーメントを

打ち消すように働く。 
ｃ．フライトスポイラー 

    横の操縦に用いるスポイラーの機能をフライトスポイラーFlight spoilerといい、フライ
トスポイラーのみを使用する方法とフライトスポイラーと補助翼を連動させる方法がある。

いずれも、図 12.22 のように、下がる翼側のスポイラーを操縦桿の変位に応じた角度に立

ち上げ、揚力を減少させて横揺れモーメントを発

生させ、また抗力を増加させて逆偏揺れによる偏

揺れモーメントを減らそうというものである。な

お、大型ジェット機では、スピードブレーキやグ

ラウンドスポイラーとしても用いられる。（8・8

節参照） 
  ｄ．補助翼と方向舵との連動 
    操縦系統を、操縦桿の変位に対して下がる翼側に（旋回方向に）方向舵角をとるように

補助翼と方向舵が連動するようにすると、逆偏揺れによる偏揺れモーメントを打ち消す偏

揺れモーメントを方向舵によって生じさせることができる。 
（２）補助翼の逆効き（エルロンリバーサル） 

通常、補助翼が下げ舵角をとると揚力は増加し、

その主翼の方が上がるが、主翼の剛性が小さいと、

図 12.23に示すように、補助翼に働く空気力 Rに
よって迎え角が減少するように主翼が捩じれる

ので、揚力係数の増加は小さくなり、また主翼の

風圧中心は後方へ移動する。同じ補助翼舵角に対

する主翼に生じる捩じれモーメントは、飛行速度

が大きいほど大きくなるので、速度が増すほど主翼の捩じれが大きくなり、風圧中心が捩じ

れの中心である弾性軸より後方へ移動すると、捩じれは一層大きくなって迎え角は大きく減

少するため、揚力係数の増加はなくなり、ついには操縦桿の変位とは反対方向の横揺れを生

じる。この現象を補助翼の逆効き Aileron reversalという。 
補助翼の逆効きは翼の剛性を増せば防げるが、これには一般に機体重量の増加をともなう。 

 その他に次のような対策がある。 
 ａ．フライトスポイラー 
   フライトスポイラーは、剛性が大きい主翼の翼根側に取り付けられているので、作動さ

せたときの捩じれモーメントが小さい。 
 ｂ．内側補助翼と外側補助翼に分割 
   補助翼を内側補助翼と外側補助翼に分割して、低速飛行中は両方の補助翼を使用し、高 
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や効きの低下などであり、G の変化などで感覚的に知ることもできる。ほとんどの飛行機で
は、これらの現象が失速の警報となるが、失速警報装置も装備している。失速警報装置は、

乗員が注視する必要のあるもの、例えば警報灯Warning lightは単独では承認されないので、
警報音Warning hornや失速に陥りつつあるときに操縦桿を振動させ警告するスティックシ
ェイカー Stick shaker などが併用される。耐空性審査要領には、普通 N、実用 U、曲技 A
類の失速警報について、「失速警報は、失速速度に少なくても 5kt (9km/h) を加えた速度か
ら作動を始め、失速が起こるまで持続しなければならない。」と定められている。 
５．最大水平飛行速度 

最大水平飛行速度は、図 13.4から分かるように、定常水平飛行中に、最大連続出力MCP
または最大連続推力で得られる最大速度であり、VHで表される。 

  定常水平飛行中は利用パワーPa と必要パワーPr が等しいこと、MCPにおける Paは ηp・

MCPであること、高速飛行時には誘導パワーは小さく無視できることを考慮すると、式(13-1)
は次のようになる。 

                    Pr = Pa = ηp ∙MCP ≅
1
2CDp−minρS ∙ VH

3 
従って、VH は次式で表される。 

 VH = √ 2ηp∙MCP
CDp−minρS

3                                (13-11) 

上式より最大水平飛行速度 VHを大きくするには、次のような方法があることが分かる。 
 ① 機体を流線型にすることなどで、最小有害抗力係数 CDp-minを小さくする。 
 ② 単位翼面積当たりの最大連続出力：MCP/S（翼面パワーという）を大きくする。 
 ③ プロペラ効率 ηp を向上させる。 
 ④ 高度が高くなると、空気密度 ρは小さくなるが、一方MCPも減少するので、VHの増減

は ρとMCPの変化の割合によるが、過給機付きエンジンを装備した機体では、臨界高度
まで出力は減少しないので、この高度までならば高度が高いほど VHは大きくなる。 

６．バックサイド領域 

  図 13.6 は、ある高度において、定常飛行し

ているときの利用パワーPa ～対気速度 V曲線
および必要パワーPr ～V 曲線を示している。
この図で Pr が最小となる速度より高速の領域

をパワー曲線のフロントサイドあるいはノー

マルコマンド領域Region of normal command
といい、必要パワーPrが最小となる速度より低

速の領域をバックサイドあるいはリバースコ

マンド領域 Region of reversed commandとい
う。フロントサイド領域とバックサイド領域で

は、速度および飛行経路の安定に関して、次に
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生じさせて機体を傾けることで行われる。定常旋回とは、飛行速度が等速の円運動であり、

横滑りのない旋回を釣り合い旋回 Coordinated turnという。このとき、図 13.26のように、

速度 Vの方向は旋回飛行経路の接線方向になっている。飛行旋回は、水平、上昇、降下のと
きに行われるが、上昇、降下旋回は水平旋回に上昇、降下を加えたものであるから、この節

では、特に断りがない限り、水平定常釣り合い旋回（以下、水平旋回という）について述べ

る。 
水平旋回飛行を行っているときの飛行経路と飛行機に

働く力を図 1.3および図 13.24に示す。このとき、機体

は傾いているので揚力も傾き、その鉛直方向の成分が重

量と釣り合っているから、水平旋回時の揚力は直線水平

飛行時の揚力より大きくなる。また、その水平方向の成

分が円運動の向心力となるから、機体を基準として考え

ると、この力が遠心力と釣り合っており（1・1節参照）、

旋回半径を rとすると、遠心力＝(W/g)(V2/r)であるから、
バンク角を φとすれば、水平旋回を行っているときには、
次式が成り立つ。 

                                     W = Lcosφ                             (13-24) 

                                    Wg
V2
r = L sinφ                             (13-25) 

（２）荷重倍数 
  1節で述べたように、揚力（主翼の荷重）を L、機体重量をWとすれば、荷重倍数 n = L/W
であるから、水平旋回を行っているときは、式(13-24)より、 

                                  n = L
W =

1
cosφ                              (13-26) 

となる。従って、このときの翼面荷重は、式(13-26)より、次の式で表される。 

                  LS =
nW
S = W

Scosφ                        (13-27) 

直線水平飛行を行っているときは、L = Wであり、n = 1であるから、1g飛行という。 
旋回中は、見かけの重力の大きさが nWとな
るので、飛行機の搭乗者は、体重が n倍にな
ったように感じる。いわゆる「G がかかる」
というのは、このように 1g 以外の荷重とな
る状態をいう。 
水平旋回を行っているときの失速速度 VS

と定常水平直線飛行時の失速速度 VS´との

関係は、式(13-10)、(13-26)より、次のよう
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離陸距離は、次の条件下で決められる。 
 ・発動機は、離陸出力であること。 
・フラップは離陸位置、着陸装置は下げ位置にあること。 

（１）地上（離陸）滑走距離 
  地上を滑走している飛行機に働く力は、図

13.29に示すように、推力 T、抗力 D、揚力 L、
重量 W、車輪と滑走路面との摩擦力 F である。
Fは、滑走路面の摩擦係数 μ（17・3節参照）と

車輪が滑走路面を押す力、すなわち車輪に加わ

る機体の荷重 (W－L) に比例する。従って、F
＝μ(W－L)であり、滑走路の勾配 φ（上り勾配を
正）は非常に小さいので、重量による前後方向

の力はWφとなるから、前方への加速度を aとすると、地上滑走では、次の式が成り立つ。 

                    Wg a = T − (D + F + Wφ) = T − {D + μ(W− L) + Wφ}           (13-32) 

  滑走中に働く加速力（上式の右辺）が一定であれば、左辺の aは一定となる。このとき、
VGを離陸開始 t 秒後の対地速度とすると、次の式が成り立つ。 
                                    VG = a t                                (13-33) 

Tを離陸開始から VLO F（対気速度）に達するまでの時間、VLOF-Gを対気速度が VLOFに達

したときの対地速度（無風ならば、VLOF＝VLOF-G）とすると、上式は、 
                                  VLOF−G = a T                              (13-34) 
となる。従って、離陸滑走距離を SGとすると、式(13-34)より、次の式が成り立つ。 

                    SG = ∫ VG
T
0  dt = ∫ a tT

0  dt = 1
2 a T2 = VLOF−G2

2a                   (13-35) 

しかし、プロペラ機では、実際の加速度は、離陸開始時からリフトオフ時まで、機速の増

加につれて減少するため、一定にはならない。式(13-32)の Fは(W－L) に比例するので、地
上滑走中、速度が増大するにつれ減少するから、その間、後方向の力 (D＋F＋Wφ) はほぼ
一定であるが、推力 Tは速度とともに低下するため、式の右辺は速度とともに減少するから
である。そこで、地上滑走中の平均加速度 ā を考え、式(13-35) の加速度 a をこれに置き換
えて、離陸滑走距離に影響する要素について検討してみる。 

（２）離陸距離に影響を与える要素 
離陸滑走距離に影響を与える要素とその影響は、下記のｆおよびｇを除いて、離陸空中距

離に影響を与える要素とその影響と同様である。従って、離陸滑走距離に影響を与える要素

について平均加速度を考慮し、式(13-32)、(13-35)により説明するが、これらの要素は離陸距
離にも同じ影響を与える。 
ａ．エンジン推力 T 

←右向き矢印追加
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13・８ 進入・着陸性能 

 通常、進入・着陸は次のような操作手順で行われる。所定の接地目標点に向かって、所定の

進入角（着陸面と進入降下経路の成す角で 3°程度）と着陸進入速度 Landing approach speed
で降下し、滑走路に近づいたら（小型機では高さ 10～20ft）、接地前に機首上げ操作を行って
降下角を滑走路面と平行近くまで小さくし、機体を着陸姿勢にして接地する。その後、地上滑

走を行い、滑走路で停止、あるいは誘導路に入る速度まで減速する。接地前に行う進入姿勢か

ら着陸姿勢に移行させる操作を返し操作 Round outあるいはフレア Flareという。 
１．参照着陸進入速度 

  着陸面上 50ftを通過するときの速度を参照着陸進入速度 Reference speed：VREFという。

最大重量 6,000lb以下の小型ピストン機について、VREFは、フラップを離陸位置のうち最も

下げた状態により決定されるVMC、または 1.3VSOのいずれか大きい方の速度以上であること、

と耐空性審査要領に定められている。なお、この速度を 50ft速度 Speed at 50ftあるいは単
に進入速度 Approach speedということがある。 

２．着陸復行 

  着陸進入中、定められた飛行経路や速度から大きく外れたり、あるいは視界が悪く滑走路

を視認できなくて安全に着陸することが困難であると判断したときには、進入を取りやめ、

やり直さなければならない。最終進入段階に入った後、全エンジン離陸出力、着陸形態（着

陸装置下げ、フラップ着陸位置）での着陸のやり直しを着陸復行 Go-aroundあるいは Balked 
landingという。最大重量 6,000lb以下の小型ピストン機について、着陸復行では、上昇速度
VREF で、海面上における定常上昇勾配が 3.3％以上でなければならない、と耐空性審査要領
で定められている。なお、Ｃ類、T 類では、臨界発動機不作動の状態で進入を中止するとき
に必要とされる上昇勾配も定められている。 

  3節で述べたように、小型双発機では、片側エンジンが不作動となったときは、余剰パワー

は著しく減少する。片側エンジン不作動状態での着陸復行では、機体は着陸形態であるから、

余剰パワーは一層減少し、重量・気温・気圧高度の組み合わせによっては、水平飛行も不可

能となる。従って、着陸形態での着陸復行は避けなければならず、逆にいえば、確実に着陸

可能と判断された後でなければ、フラップを着陸位置にしてはならない。 
３．着陸距離 
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翼の機体は、直線翼の機体より突風による Gが小さい。また、翼面荷重W/Sが小さい機体は、
突風により大きな Gがかかる。 

  垂直突風速度Udeは、過去の運航実績に基づいて決定されたもので、フラップ上げのとき、

高度 20,000ftまでならば、速度 VDにおいて±25ft/sec、速度 VCにおいて±50ft/secである。
この他に、C類では、最大突風速度として±66ft/secが定められている。また、20,000ft以上
の高度では、これらの値は直線状に減少するものと定められている。なお、T 類の規定は、
これと異なる。フラップ下げのときは、全ての耐空類別で±25ft/secである。 

２．突風包囲線図 

  式(14-2)より、ある機体の突風荷重倍数 nは、垂直突風速度Udeが与えられると、対気速度

V（EAS）に対して直線状に変化することが分かる。図 14.5は、Vと nとの関係から、突風
中における荷重状態を表したもので、突風包囲線図 Gust envelopeという。図 14.6に示すよ

うに、普通は、CL-max曲線と垂直突風速度 66ft/sec の突風線との交点を最大突風に対する設
計速度 VBとしている。また突風荷重倍数は、VBと VC、VCと VDの間の速度では直線状に変

化するものと定められている。 

 
14・４ V‐n線図 
  飛行機の構造は、運動包囲線内と突風包囲線内のそれぞれの荷重倍数に耐えなければなら

ない。すなわち、二つの包囲線図を重ね合わせ、VDまでの任意の速度に対して大きい（絶対

値）方の荷重倍数の値をつないでできる包囲線内の荷重倍数に耐えなければならない。この

重ね合わせた包囲線図を、特に V‐n線図 V-n diagramということがあり、図 14.6はその例

である。飛行するときは、構造の設計上、運動荷重と突風荷重が同時に加わって制限荷重倍

数を超える可能性については考慮していないことに注意する必要がある。 
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第 17章 飛行機の操縦 

 
17・１ 通常時の飛行 

１．離陸 

（１）地面効果の影響（8・6節、13・1節参照） 
飛行機が地面に接近して飛行するとき、地面効果が飛行特性に影響を与えるので、離着陸

はこれを考慮に入れて行う必要がある。飛行機が離陸する際、地面効果の影響により、誘導

抗力は減少し、揚力は増加しているので、定められた離陸速度より小さい速度でも浮揚する。

しかし、このような状態で上昇し、その影響がなくなる高さに達すると、揚力は減少するの

で上昇性能は悪くなり、抗力の増加によって速度は減少する。さらに機首上げモーメントが

増加するので、これに対する適切な操作を行わないと、迎え角が大きくなって抗力は増大す

るから、速度はさらに減少する。この結果、速度がバックサイド領域に入って速度安定性や

経路安定性も失われることになると、飛行機の操縦は非常に難しくなる。一方、減少した速

度を回復しようとすれば、上昇性能はさらに悪化する。特に、機体重量が重い、滑走路地点

の気圧高度が高い、あるいは外気温度が高いなどの場合には、状況は一層悪化する。従って、

飛行規程などに定められた離陸速度を守って離陸を行わなければならない。以上述べたこと

は、接地間際に着陸復行したときにも当てはまる。 
（２）離陸性能（13・3、7節参照） 
ローテーション速度 VR より大きい速度で機首上げを行うと機体が浮揚するまでの距離が

伸びる。また、離陸滑走中は、加速力を確保するために機体は抗力 Dが最小の姿勢となって
いることが前提なので、VRより小さい速度で機首上げした場合は Dが増加し、加速度が減少
して浮揚するまでの距離が伸びる。従って、いずれの場合も、離陸面上 50ftに達するまでの
離陸距離は飛行規程などの離陸性能チャートで示される離陸距離より長くなる。 
また、離陸後上昇に移ったら、必要パワーPr を減らすため、規定に従ってできるだけ速やか

に脚およびフラップを上げてクリーン形態にすべきである。 
（３）プロペラ回転の影響（10・5節参照） 

プロペラの回転後流による偏揺れモーメントやエンジントルクの反作用によって生じる地

上滑走中の偏揺れモーメントを減らすための補正は、飛行機が巡航状態で均衡するように調

整されている。一方、プロペラの回転後流の影響は低速でエンジン出力が大きいときに強く、

またトルクの反作用の影響はエンジン出力が大きいときに強いので、離陸時、滑走路中心線

を滑走するには補正量が不足し、右回転のプロペラであれば左偏揺れモーメントが上回るか

ら、右へ方向舵を操舵してこれを抑えなければならない。また、機体が浮揚すると、エンジ

ントルクの反作用の影響はなくなるもののプロペラの非対称荷重P-Factorの影響が加わるた
め、この方向舵の操舵を継続しなければならない。 
離陸浮揚後における単発機のプロペラの回転後流による横揺れモーメントとエンジントル 
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ならず、このために、かなり大きな出力あるいは推力が必要となる。 
  次に、着陸のときにバックサイド領域の速度でフレアを行うことを考えてみよう。大型ジ

ェット輸送機のように、翼面荷重が大きく、揚力曲線の勾配が小さいという空力特性を持つ

機体の場合、バックサイド領域の速度でフレアを開始し、迎え角を大きくすると急激に速度

が減少し、降下率は増加する。このため、滑走路に対する通常のフレアの飛行経路にならな

くなり、このとき出力あるいは推力を増加させないと、落着 Hard landingしてしまうことが
ある。従って、うまくフレアするためには、その開始時に定められた着陸速度であることが

重要になる。一方、直線翼の小型軽量機では、あまり問題にはならない。 
５．進入・着陸 

（１）進入速度 
  一般に地表面近くでは、風速は高度の低下とともに小さくなる。このときの高度の変化に

対する風速の変化の割合を風速勾配Wind gradientという。通常、離着陸は、その風向が向
い風となるような滑走路で行われるから、着陸のため、向い風で風速が一定の比較的高い高

度から風速勾配がある高度へ進入するときのことを考えると、向い風成分は高度とともに減

少するので、テールウインドシア（3節参照）のように極めて短時間ではないものの、同様に

対気速度は減少し、次第に降下角は増加していく。このときエンジン出力を増加させないと、

接地目標点の手前に大きな降下角で接地することになる。実際の飛行では、滑走路近くの低

高度でエンジン出力を増加させた後、フレアで出力を減少させる操作は繁雑になるので、通

報された地上風の向い風成分の半分程度を定められた進入速度に上乗せして進入し、高度

50ftでこの分だけ減速して定められた進入速度になるように運用している。 
  なお、離陸上昇のときも同様に風速勾配の影響があり、この場合は、上昇とともに向い風

成分が増えて行くので、対気速度は増大する。あるいは、対気速度を維持すれば、上昇角（上

昇率）が増大する。 
（２）着陸復行（10・4節および 11・1、3節参照） 
  進入・着陸復行を行うときは、機首上げ操作を行うとともに、エンジン出力を増加させ上

昇する。このとき、 
① プロペラ後流の流速が増すため、進入時に比べ昇降舵の効きがよくなる。 

  ② 進入中はフラップ下げになっていて、吹き下ろし角が大きい。この状態でプロペラ後

流の流速が増すため、水平尾翼への吹き下ろしが強くなるので、機首上げモーメントが

増加する。 
③  機首上げ姿勢によるプロペラの運動量変化の影響で機首上げモーメントが増加する。 
④  進入中は低速のため上げ舵角でトリム状態になっている。この状態で上昇中加速する
と、機首上げモーメントが増加する。 

このように、機首上げモーメントを増加させる要因が多いので、機首上げ操作を行うとき

には、機首を上げ過ぎないように昇降舵を操舵しなければならない。また必要ならば、機首
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転と反対方向に操舵すると、下がった翼の補助翼が下げ舵角になるので、下がった翼の失

速状態は悪化する。 
  ③ 旋転方向と反対側の方向舵を最大舵角まで操舵する。同時に、昇降舵を中立位置より下げ

舵に操舵し、機首を下げる。 
     旋転を止め、過大な迎え角を減らし、機体を失速から回復させる。 
④ 旋転が止まったら、方向舵を中立位置まで戻す。 

     方向舵が中立位置にないと、速度が回復してきたとき、新たな偏揺れモーメントを生み、
機体が横滑りする。 

⑤ 慎重に機首を上げ、水平飛行姿勢に戻す。 
    機首を上げる際、昇降舵を急激・過大に操舵すると、セカンダリーストールに入り、再
びスピンに陥る原因となり、また制限荷重を超える原因にもなる。 
低高度でスピンに入ったときは、上記の回復操作を行う高度の余裕はないので、スピンに

入る前の失速段階や自転の初期段階で機体を操縦できる状態に回復させなければならない。 
 

17・３ 悪環境における飛行 

１．着氷（13・1節参照） 

  翼の着氷 Icingは、気温が約 0℃～－40℃で、雲、降雨・降雪のなかを飛行しているときに
発生し、翼の表面に着氷すると、バフェットや縦揺れ・横揺れモーメントの大きな変化など

が生じることが多く、機体の空力性能や安定性が低下する。氷は翼の前縁部付近に付着しや

すく、特にこの部分に着氷すると、翼型は変形し、翼弦全体にわたって流れの滑らかさが壊

れるので、空力性能が大きく低下する。また、翼上面に霜が付着した場合も同様である。主

翼に着氷が発生すると、図 17.7に示すように揚力係数 CLと最大揚力係数 CL-maxは大きく低

下し、失速角 αsが小さくなり、また翼表面が粗くな

るので、抗力は大きく増加し、加えて機体重量も増

加する。これらの影響によって、失速速度は増大し、

必要パワーも増大する。例えば、翼弦長 5mの翼型の
前縁に厚さ 0.8mmの着氷があると、揚力は 25%減少
し、抗力は 40%増大し、失速速度は 15%増大したと
いうデータがある。従って、着氷の恐れがある気象状

態では、通常より大きめの速度で飛行するとよい。 
  尾翼に着氷 Tailplane icing が生じると、機体の
安定性を大きく損なうことがある。通常、機体は、水平尾翼に下向きの揚力が作用し、機首

上げモーメントを発生することで釣り合い状態になっている。水平尾翼に着氷が生じて負の

失速角が零揚力角の方向に移っている（図 6.10参照）ときに、フラップ角の増加などで吹き

下ろし角が大きくなると、迎え角が負の方向に大きくなるので負の失速角を越えてしまい、

水平尾翼の下面に剥離が生じて失速 Tailplane Stallすることがある。こうなると、機首上げ


