
2014 年 12 月 28 日に起きたエアアジア 8501 便の墜落事故は、最初のトリガーは違います

が、事故原因は 2009 年 6 月 1 日に起きたエールフランス 447 便の事故とほとんど同じで

す。 

もしエアアジア 8501 便のパイロットがエールフランス 447 便の事故を知っていたら、事故

は起きなかったと思われます。 

 

そこで、私の本「エアラインパイロットのための航空事故防止 １」（鳳文書林出版販売）

よりエアフランス 447 便の事故に関する部分を抜き出し、PDF ファイルといたしました。 

著作権はあくまで著者にあります。個人的に使用する分はかまいませんが、再配布、アッ

プロード等は禁止します。 

 

他に有用な事例も多数載せています。ぜひ「エアラインパイロットのための航空事故防止 

１」を読んでみてください。 

一人でも多くの方に読んでいただき、将来の再発防止に役立てばと思っています。 

http://www.hobun-books.com/products/list.php?category_id=18 
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速度計がおかしかったら 

ピッチとスラストで飛べ 

 

大西洋を巡航中の A330型機のピトー管が凍結して、速度計の指示がなくなりました。そ

れに伴い、オートパイロットがディスエンゲージしました。右席の一番経験の浅い副操縦士

が、闇雲にコントロールスティックを引き、ピッチを上げて機体をストール状態にしまし

た。コックピットに来た機長は、口で指示はしましたが、自分が操縦しようとはしませんで

した。右席副操縦士はコントロールスティックを引き続け、飛行機はストール状態のまま、

大西洋に墜落しました。乗員 12名、乗客 216名全員が死亡しました。 

 

事 実 注および推察 

2009年 6月 1日、リオデジャネイロを出

発したパリ行きのエールフランス 447 便、

エアバス A330 型機は大西洋上を飛行して

いました。 

A330の、この機体に取付けられたピトー

管は、過去に何回も氷結を起こして正しい

速度を指さない事例が発生していました。

本来なら危険だとして AD（耐空性改善命令）

を出して、強制的に氷結しないタイプのピ

トー管と交換させるべきなのですが、その

ことを決める、EASA（European Aviation 

Safety Agency）は重要な影響は少ないとし

て ADを発行しませんでした。エールフラン

スも、この機体についているピトー管が氷

結を起こすことは承知していましたが、次

の定期整備で順番に取り換えようとしてい

たため、この機体には氷結を起こすタイプ

のピトー管がついていました。 

 

エールフランスでは、長距離便では、機長

が一人に副操縦士が二人という運航をして

います。(現在日本ではこのようなフライト
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では機長が二人、副操縦士が一人という編

成です）長距離を飛ぶために、この飛行機に

も機長一人と二人の副操縦士、合計 3 人の

パイロットが乗務していました。時間が来

たので、機長は副操縦士と交代し、操縦席に

は左席に副操縦士、右席にもう一人の副操

縦士が座りました。前方には、ITC（Inter 

Tropical Convergence zone熱帯収束帯）

が存在し、積乱雲が列をなしていましたが、

機長は特に何かを指示するわけでもなく、

休憩室に入りました。 

 

機長 

ボナン – 副操縦士（右席） 

ロベール – 副操縦士（左席） 

 当日はボナンが PF として飛ぶことにな

っていました。 

 

高度 FL350、Mach.82、ピッチ 2.5度 

02:03:44  (ボナン) 「インタートロピカル

コンバージェンスがある。我々はサルプと

タジルの間で、中に入る」 

02:05:55  (ロベール) 「そうだ、いずれ

にしろ、後ろを呼んで彼女たちに、知らせよ

う････」   

02:05:59 (キャビンクルー ) 「はい

(･･･)」 

02:06:04 (ボナン) 「はい(･･･)前にいる

(･･･)だ。2分以内に、今よりも揺れるエリ

アに入らなくちゃいけない。気をつけた方

がいい」 

02:06:13 (キャビンクルー) 「わかった。

座った方がいい？」 

02:06:15 (ボナン) 「そうだな。それはい

い考えだと思う」 

02:06:18  (キャビンクルー) 「はい。オ
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ーケー。後ろの皆に伝えるわ。ありがとう」 

02:06:19 (ボナン) 「ありがとう。出たら

すぐに知らせるよ」 

02:06:20  (キャビンクルー) 「オーケー」 

02:06:40 (ボナン) 「スタンダード プラ

ス 13 330 で良かったよ。もし一杯の 340

だったらそんなにクレバーじゃない」 

(キャビンクルー) 笑い声 

02:06:50  (ロベール)「確かに」 

02:06:51 (ボナン) 「マイナス 42、アン

ティアイスはいらない、プラスだ」 

02:07:01 (ボナン) 「雲の層の終わりにい

るようだ(それと、雨の下だ）」 

02:07:01 (ボナン) 「ノンスタンダード

の 360 なら良いに違いない。チェックして

みよう」 

02:08:03 (ロベール) 「もう少し左にいか

ないか?」 

02:08:06 (ボナン) 「何だって?」 

02:08:07 (ロベール) 「もう少し左にいっ

てもいい。マニュアルコントロールモード

じゃないよね」  

02:08:12 (ロベール) 「さあ、20のとこ

ろわかるだろう」 

02:08:19 (ロベール) 「マニュアルって

言ったのは、いや、コンピューターが」 

02:08:27 (ロベール) 「マックスにした

のは私･･･」 

02:08:36 (ボナン) 「オー(･･･)オートパ

イロットに何かした」 

02:08:39 (ボナン) 「ノー、でもオートパ

イロットが」 

02:08:40 (ロベール) 「触ってないぞ」 

02:08:41 (ボナン) 「何の臭いだ?」 

02:08:43 (ロベール) 「オゾンの臭いだ」 

02:08:44 (ボナン) 「オゾンなら大丈夫

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ピトー管の氷結前に、ロベールがオゾンの臭

いがすると話しています。積乱雲の中では下か
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だ」 

02:08:46 (ロベール) 「どうして?」 

02:08:47 (ボナン) 「とっても暑いな」 

02:08:49 (ロベール) 「暑くてオゾンく

さい」 

02:09:01 (ボナン) 「何でだろう?」 

02:09:05 (ロベール) 「オゾン?」 

     (ボナン) 「ああ」 

02:09:05 (ロベール) 「いや」 

     (ボナン) 「いや?」 

02:09:07 (ロベール) 「電気がショート

したときの空気だ」 

02:09:10 (ボナン) 「そうか。わかった。

誰が･･･」 

02:09:11 (ロベール) 「誰が？」 

02:09:17 (ボナン) 「そう（･･･）」 

02:09:20 (ロベール) 「急にこんなに暑

くなるなんて驚きだな」 

02:09:40 アイスクリスタルがあたる音 

02:09:46 アイスクリスタルがあたる音が

強くなる 

02:09:54 (ボナン) 「少し下げる」 

02:10:00 (ボナン) 「ほら」 

02:10:01 (ロベール) 「ただ」 

02:10:03 (ボナン) 「イグニションをス

タートにして」 

02:10:04 オートパイロットのディスエン

ゲージ音 

 ピトー管が凍結したために、オートパイ

ロットがディスエンゲージしました。左席

の速度計は 275kt から 60kt に減少しまし

た。FDのクロスバーが消え、フライトコン

ピューターは、オルタネートローに切り替

わりました。 

02:10:06 (ボナン) 「僕が操縦する」 

02:10:07 (ロベール)「オーケー」 

ら激しい上昇気流があります。この上昇気流の

中で、大量の氷の粒がピトー管の中に入りまし

た。ピトー管はヒーターがついていて、氷は溶

かして水として排出するのですが、このピトー

管は、氷を溶かしきれず氷の粒が管をふさいで

しまいました。その結果、動圧がかからず、速

度の表示がなくなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

このレグで PF を務めることにはなっていま

したが、速度表示がおかしいという事態にもか
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ボナンはコントロールスティックを引

き、機体を急上昇させました。ボナンは、ロ

ールはスティックのエンドからエンドまで

動かし、ピッチは 10 秒で 11 度になるよう

な荒い操縦をしています。 

02:10:08 高度を離れたチャイム音 

02:10:09.3 (ボナン) 「イグニッション

スタート」 

 

 

02:10:10.4 音声による「ストール」警報 

02:10:11.0 音声による「ストール」警報 

02:10:11.3 (ロベール) 「何だ？」 

02:10:13.0 音声による「ストール」警報 

 

 

 

 

 

 

 

 

02:10:14 (ボナン) 「･･･がない」 

02:10:15.1 (ボナン) 「･･･表示がない」 

02:10:15.9 (ロベール) 「両方の速度の

表示がなくなった･･･エンジンスラスト

ATHR エンジンレバー スラスト」 

機体は 7000ft/minのレートで上昇 

速度は 93ktまで減少   

02:10:22.1 (ロベール) 「オルタネート

ロープロテクション」 

 (ボナン) 「エンジンレバー?」 

02:10:24.4 (ロベール) 「待って失って

いる」 

02:10:24.4 (ロベール) 「ウイングアン

ティアイス」 

かわらず、一番フライトタイムが少ないボナン

が、自分が操縦すると言ってコントロールをと

っています。ロベールもオーケーといってそれ

を許しています。本来ならば操縦経験のあるロ

ベールが操縦するべきでした。 

ボナンは、闇雲にコントロールスティックを

引いて 18 度ものピッチアップを行い。33000ft

ではあり得ない 7000ft/minの上昇率にして、速

度を急激に失わせています。 

 

 音声による「ストール」という警報の他、「ピ

ロピロピロ」という警報音が続いています。A320

以後のエアバス機にはスティックシェーカーが

ないため、パイロットに失速を知らせるために

この音が連続して鳴ります。（英語版の事故調

査報告書では CRICKET（コオロギ）と書かれてい

ます。煩雑になるのでこの本では省いています） 

 これだけストールと警告されても、二人の会

話にストールと言う言葉は全くでてきません。 

 

速度計の表示がなくなったときは、まずその

ときのピッチとスラストを維持することが重要

です。 

 

ピッチアップ直後から何十回も音声で「スト

ール」という警報が出ていますが。パイロット

は二人ともまるで聞きたくないものを無視する

ように、このストールという警告を無視してい

ます。またストールについて話し合うことも、

適切な対処をとることもありませんでした。（人

間は何かに集中すると周囲の音が聞こえなくな

ることがあります） 
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02:10:27.0 (ロベール) 「速度に気をつけ

て」 

02:10:28.3 (ロベール) 「速度に気をつけ

て」 

 (ボナン) 「オーケー、オーケー、降下し

ている」   

02:10:30.0 (ロベール）「安定した」 

02:10:30.7 (ボナン) 「ヤー」   

02:10:31.2 (ロベール) 「降下しろ」 

02:10:32.2 (ロベール) 「この計器は上

昇を示している」 

02:10:33.7 (ロベール) 「3つの計器とも

上昇を示している。降下しろ」 

02:10:35.2 (ボナン) 「オーケー」 

02:10:35.8 (ロベール) 「お前は」 

02:10:36.4 (ロベール) 「降下しろ!」 

02:10:36.7 (ボナン) 「やってる。降下し

ている」 

02:10:38.5 (ロベール) 「そーっと!」   

 ボナンはコントロールスティックを少し

ゆるめ、上昇率は下がったが、上昇しつづけ

ていました。速度は 223kt まで回復しまし

た。失速警報は作動を停止しました。 

02:10:39.3 (ロベール) 「ATTにする」 

02:10:41.0 (ロベール) 「どうした」 

02:10:41.6 (ボナン) 「我々は･･･ヤー、

我々は上昇している」    

02:10:47 スラストレバーが三分の二の位

置まで引かれ N1 が 85％になりました。ピ

ッチは 6 度、アングルオブアタックは 5 度

より少し少ない値でした。 

02:10:49 (ロベール) 「彼はどこに？」 

ロベールはここから、数回機長を呼んで

います。 

02:10:51.2 音声による「ストール」警報 

02:10:52.0 音声による「ストール」警報 

最低限ここでロベールは操縦をかわるべきで

した。口でアドバイスをしているだけで操縦を

かわってはいません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボナンは、まだ上昇しているにもかかわらず、

降下していると判断しています。 

 

ボナンは恐怖心から、本能的に、コントロー

ルスティックを引いて地面から遠ざかろうとし

たのだと思われます。しかしながら高空でコン

トロールスティックを引いて速度を失うとそれ

がかえって危険につながるということが理解で

きていなかったようです。 
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02:10:54.2 音声による「ストール」警報 

02:10:56.8 音声による「ストール」警報 

 (ボナン)(TOGA) 

ここでボナンはスラストレバーを TOGA

位置まで進め、ノーズアップにスティック

を動かしています。スティックが引かれて

いるので、トリムが自動的にノーズアップ

に動き 3度から、リミット近くの 13度ノー

ズアップまで動きました。以後トリムの位

置は墜落まで変わっていません。 

02:10:57.8 音声による「ストール」警報 

02:11:00.0 音声による「ストール」警報 

02:11:00.2 (ロベール) 「横方向への操

縦は最低限にしろ」 

02:11:01.2 音声による「ストール」警報 

02:11:02.6 音声による「ストール」警報 

02:11:03.1 (ボナン) 「TOGA モードにし

ている。フー?」 

 音声による「ストール」警報 

02:11:05.3 音声による「ストール」警報 

02:11:05.9 音声による「ストール」警報 

02:11:06.3 (ロベール)「彼は戻ってき

た?」 

ピッチは 18度ノーズアップ、エンジンは

フルスラストで機体は最高高度に達し、そ

こから海に向けて降下し始めました。 

02:11:08.1 音声による「ストール」警報 

02:11:08.8 音声による「ストール」警報 

02:11:10.9 音声による「ストール」警報 

02:11:11.5 音声による「ストール」警報 

02:11:13.7 音声による「ストール」警報 

02:11:14.3 音声による「ストール」警報 

02:11:16.5 音声による「ストール」警報 

02:11:17.2 音声による「ストール」警報 

02:11:19.3 音声による「ストール」警報 

02:11:20.0 音声による「ストール」警報 

 

 

ここでするべきは TOGAモードではなく、コン

トロールスティックを前に押し、ピッチを下げ

ることでした。 
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02:11:21.4 (ロベール) 「エンジンはまだ

回っている。いったいどうなっているんだ。

何が起きているかわからない」 

ロベールはノーズアップ、フルスラスト

にもかかわらず機体が降下している理由が

わからない。 

ボナンはコントロールスティックを引き

続けている。 

音声による「ストール」警報 

02:11:22.8 音声による「ストール」警報 

02:11:24.6 (ロベール)「どうなっている

かわかるか？」音声による「ストール」警報 

02:11:25.7 音声による「ストール」警報 

02:11:27.7 音声による「ストール」警報 

02:11:28.4 音声による「ストール」警報 

02:11:30.5 音声による「ストール」警報 

02:11:31.2 音声による「ストール」警報 

02:11:32.6 (ボナン) 「(･･･)操縦できな

い。まったく操縦できない」 

02:11:33.4 音声による「ストール」警報 

02:11:34.1 音声による「ストール」警報 

02:11:34.7 (ボナン)「全く操縦できない」 

02:11:36.1 音声による「ストール」警報 

02:11:36.7 音声による「ストール」警報 

02:11:37.5 (ロベール) 「左席で操縦す

る!」 

ロベールが、オーバーライドボタンを押

してプライオリティを取りましたが、すぐ

にボナンが黙ってオーバーライドボタンを

押してプライオリティを取り、コントロー

ルスティックを引き続けました。 

02:11:38.9 音声による「ストール」警報 

02:11:39.5 音声による「ストール」警報 

02:11:41.2 (ロベール)「何だ?」 

02:11:41.8 (ボナン)「実際には速度はあ

る気がする」 音声による「ストール」警報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロベールが操縦すると言っているにもかかわ

らず、ボナンはコントロールスティックを後ろ

に引き続けていました。エアバスでは、二人の

パイロットが、コントロールスティックを違っ

た方向に動かすと、「デュアルインプット」と

いうアナウンスが 1 回なされ、目の前にライト

が点灯するだけです。また両方のパイロットの

入力が合わさったようにコントロールします。 
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02:11:42.5 (機長) 「何をしているんだ?」 

02:11:43.0 (ロベール) 「何が起きている

かですって?わかりません。私には何が起き

ているかまったくわかりません」 

02:11:44.5 音声による「ストール」警報 

02:11:45.5 (ボナン) 「操縦できません!」 

 

02:11:46.7 (ロベール) 「全く操縦できま

せん。何がなんだかわかりません。あらゆる

ことをやってみたんですが」 

02:11:52.5 (機長)「それをやってみろ」 

02:11:52.8 音声による「ストール」警報 

02:11:53.4 音声による「ストール」警報 

ピッチ 10度ノーズアップ、速度 100kt、

10000ft/minで降下 

02:11:55.0 (ロベール) 「それをやって

みろ。それをやってみろ」 

02:11:55.7 音声による「ストール」警報 

02:11:56.3 音声による「ストール」警報 

02:11:57.0 (ロベール) 「試しにそれをや

ってみろ」 

02:11:58.2 (ボナン)「問題があります。バ

ーティカルスピードが出ていません」 

02:12.01.1 (ボナン)「表示がありません」 

 (機長)「わかった」 

02:12.02.5 (ロベール)「正しい表示があ

りません」 

02:12.04.3 (ボナン) 「速度計が狂ってい

ると思います。どう思いますか」 

02:12.06.6 (ロベール)「いや」 

02:12.07.2 (ボナン) 「いや？」 

 (ロベール) 「いや。やっぱりエクステン

ドしてはいけない」 

02:12.07.7 音声による「ストール」警報 

02:12.08.3 音声による「ストール」警報 

 

 

このときもボナンは、相手が操縦しているに

もかかわらず、ロベールに何も告げずに、勝手

にコントロールスティックを触り、ときにはオ

ーバーライドボタンを押して、自分が操縦しか

つ、コントロールスティックを目いっぱい引い

ています。 

ロベールは自分が操縦すると言って、コント

ロールスティックを動かしているにもかかわら

ず、ボナンがオーバーライドボタンを押して操

縦しているために、自分のコントロールスティ

ックの動きに飛行機が追従しないために、状況

がわからなくなってしまいました。 

 

 

機長やロベールが言っている「それをやって

みろ」ですが、ボナンが何かを指さしていると

思われますが、具体的に何を指しているかはわ

かりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

この時点では、速度計は正しい値を示してい

ましたが、ボナンは間違った認識で、速度は実

際にはあると思い込み、コントロールスティッ

クを引き続けています。 

 

 

機長は音声による、ストール警報にまったく

反応していません。速度も低下して事態は明白
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02:12.09.0 (ロベール) 「エクステンドす

るな」 

 音声による「ストール」警報 

02:12.10.0 音声による「ストール」警報 

02:12.10.6 音声による「ストール」警報 

02:12:12.9 (ロベール) 「我々は引いてい

ます」 

02:12:14.4 (ロベール) 「どう思います? 

どう思います? どうしたらいいですか?」  

02:12.15.5 (機長) 「わからない。降下し

ている」 

02:12.17.4 プライオリティ ライト 

ボナンが黙って断りなく、またプライオ

リティボタンを押して、右席で操縦を始め

る。コントロールスティックを引き続ける 

02:12.20.0 音声による「ストール」警報 

02:12.20.8 (ボナン) 「良かった翼が水平

にいや、違う」 

02:12.23.0 (機長) 「翼を水平に、ホライ

ゾンはスタンバイホライゾンを使え」 

02:12.25.5 (ロベール)「ホライゾン」 

02:12.26.6 (ロベール)「スピードは?」 

 (ボナン)「オーケー」 

02:12.27.4 (ロベール)「上昇しているぞ」 

音声による「ストール」警報 

02:12.28.1 音声による「ストール」警報 

02:12.28.3 (ロベール) 「降下しろ、下が

れ、下がれ」 

02:12.30.0 (ボナン)「降下しています？」 

02:12.31.8 (ロベール)「下がれ」 

02:12.32.4 (機長)「いいや。お前は上昇し

ている」 

02:12.32.8 (機長)「お前は上昇している」 

02:12.34.2 (ボナン) 「私は上昇してい

るって。オーケー。じゃあ降下します」 

02:12.34.4 音声による「ストール」警報 

なはずなのに、何ら対策を示しませんでした。

ボイスレコーダーの前の部分に、機長が 1 時間

しか眠れなかったと、言っている部分がありま

す。時差と睡眠不足で、頭が働いていなかった

可能性があります。 
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02:12.35.0 音声による「ストール」警報 

02:12.39.2 (ボナン) 「現在 TOGA モー

ド」 

02:12.40.5 音声による「ストール」警報 

02:12.41.2 音声による「ストール」警報 

02:12.41.5 (ボナン) 「今どうなって

る?」 

02:12.41.9 (ボナン) 「高度計の読み

は?」 

02:12.43.2 音声による「ストール」警報 

02:12.43.8 (機長) 「あり得ない」 

音声による「ストール」警報 

02:12.45.0 (ボナン) 「高度計の読み

は?」 

02:12.46.5 音声による「ストール」警報 

02:12.47.5 (ロベール) 「高度計の読み

はってどういう意味だ?」 

02:12.48.9 (ボナン) 「今、私は降下して

いる?」 

音声による「ストール」警報 

02:12.49.8 音声による「ストール」警報 

02:12.50.3 (ロベール) 「ああ。降下して

いるイエス」 

02:12.51.8 音声による「ストール」警報 

02:12.52.3 (機長)「お前」 

02:12.53.0 (機長)「･･･している」 

02:12.54.5 (機長)「ウイングをレベルに」 

02:12.55.3 音声による「ストール」警報 

02:12.56.0 (ロベール)「ウイングをレベ

ルに」 

(ボナン)「いま、やろうとしている」 

02:12.57.2 (機長)「ウイングをレベルに」 

02:12.58.6 (ボナン)「ロールに関する操

縦は目一杯やってます」 

02:12.59.6 デュアルインプット 

02:13.00.0 (機長)「ラダーバー」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機長はウイングレベルとか横方向の話はして

いますが、ピッチに関しては何も明確な指示を

与えていません。前の二人が対処できないとき

に、後ろから口だけだすだけでは、責任を果た

しているとはいえません。 
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02:13.05.9 (機長)「ウイングをレベルに。

そーっと、そーっと」 

02:13.11.3 (ロベール)「全部ない(･･･)残

っている」 

02:13.11.3 (ロベール)「何もない」 

02:13.17.4 (機長)「いや、待て」 

02:13.18.1 (ボナン)「いま、10000ftを通

過中」 

02:13.19.8 (ロベール)「ちょっと待て、私

が、私が操縦する」 

02:13.22.9 デュアルインプット 

02:13.25.3 (ボナン)「どうして 今も降

下し続けるんですか?」 

02:13:28.2 (ロベール)「どうしたら操縦

できるか上を見て探してくれ」 

02:13:30.4 (ロベール)「プライマリーと他

も」 

02:13.31.5 (機長)「何もない」 

02:13.36.5 (ボナン)「9000ft」 

02:13.38.6 (機長)「気をつけてラダーバ

ーがそこに」 

02:13:39.7 (ロベール) 「クライム･･･ク

ライム･･･クライム･･･クライム･･･」 

02:13:40.6 (ボナン) 「でも、私はコント

ロールスティックをずっと一番後ろまで引

き続けています」 

  デュアルインプット 

02:13:42.7 (機長)  「ノー、ノー、ノ

ー･･･上昇しちゃだめだ･･･ノー、ノー」   

02:13:43.5 (ロベール) 「降下」 

デュアルインプット 

 

02:13:45.0 (ロベール) 「では･･･ 操縦

させろ! 僕に操縦させろ!」 

02:13:46.0 (ボナン)  「ユーハブコント

ロール、まだ TOGAモードです」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボナンはここで初めて自分がコントロールス

ティックを目一杯後ろに引き続けていることを

言っています。 

エアバスのコントロールスティックは左右が

バラバラに動きます。しかも身体の下側にある

ため。反対側のパイロットには相手がどうコン

トロールスティックを動かしているかがわかり

ません。 

 

この時点で最低でも、機長が右席に座るか、

あるいは機長が左席に座り、ロベールを右席に

座らせてボナンを操縦席からどけるべきでし

た。 
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ボナンはコントロールスティックを緩

め、ロベールはやっと機首を下げることが

できました。速度は回復していきますが、機

体は過大な降下角度で海に突っ込んでいき

ます。 

2000ftで新たな警告が作動しました。 

ボナンは再び、何も言わずにコントロー

ルスティックを目一杯引き始めました。 

02:13:53.0 (機長)「オートパイロットオフ」 

02:13.55.4 音声による「ストール」警報 

02:13.56.0 音声による「ストール」警報 

02:13.58.2 音声による「ストール」警報 

02:13.58.8 音声による「ストール」警報 

02:14.01.1 音声による「ストール」警報 

02:14.01.7 音声による「ストール」警報 

02:14.03.2 デュアルインプット 

02:14.05.3 (機長)「気をつけろ。ピッチア

ップしている」 

02:14:06.5 (ロベール)「ピッチアップし

てます?」 

 (機長)「ピッチアップしている」 

02:14:07.3 (ロベール)「ピッチアップし

ている」 

 (ボナン) 「（ピッチアップ）しなけれ

ば。もう 4000ftです」 

02:14.10.8 (機長)「ピッチアップしている」 

02:14.16.4 [シンクレート] 

02:14.17.0 [プルアップ] 

02:14.18.0 (機長)「引け」 

02:14.18.6 [プルアップ] 

02:14:19.2 (ボナン)「引いて、引いて、引

いて」 

02:14.20.9 音声による「ストール」警報 

02:14.21.5 音声による「ストール」警報 

02:14.22.2 [プルアップ] 

 

 

 

 

 

 

機長は口でいろいろと言っていますが、自分

が操縦席に座ることもなく、自分が操縦するこ

ともありませんでした。 

もし機長が操縦し、ロベールが右席に座って、

ボナンさえコントロールスティックを触れない

状態にできれば助かった可能性は大きいと思わ

れます。 

エアバス機では一定の GS以下では、ストール

警報はインヒビットされ作動しません。 

このため、速度が低下しすぎるとストール警

報が鳴りやみ、パイロットがストールから回復

したと誤解する可能性があります。 

 

エアバス機は通常はストールしないようにコ

ンピューターが制御しますが、速度計がおかし

くなったためこのモードは作動しませんでし

た。 
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02:12.22.3 プライオリティ ライト 

02:14:23.7 (ボナン)「墜落する」 

02:14:24.2 (ボナン)「信じられない」 

02:14.25.1 [プルアップ] 

02:14:25.8 (ボナン) 「でも、何が起こっ

たんだ? 」 

02:14:27  (機長) 「10度ピッチ･･･プル

アップ」 

ボイスレコーダー停止 

 

 

 

 

ボナンは最後の最後まで、全て自分が起こし

た事態だということに気づいていなかったよう

です。 

ピトー管が、うまく作動しなかったための事

故は多数あります。各航空会社は高空での速度

表示がなくなった場合の十分な訓練をすべきで

す。 

 

将来的には、ピトー管によらない速度の検出

方法を研究する必要があると思われます。 

この事故には、下記にあげるように幾つもの要因があります。その一つでも解消されてい

たらこの事故は起きなかったかもしれません。 

 

 過去この機に装備されていたピトー管の氷結が報告されていました。しかしながら 

EASA（European Aviation Safety Agency）はこのピトー管の氷結がそれほど重要なこ

とではないとして、その取り換えを義務化する AD（Airworthiness Directives耐空性

改善命令）を出していませんでした。 

 エールフランスは、この機体のピトー管を取り換えていませんでした。 

 長時間のフライトで交代要員が必要なフライトで、一人の機長と 2人の副操縦士の 3人

で飛行していました。（日本ではこのような場合、機長 2人と副操縦士 1人の 3人で飛

行します） 

 機長は、前方に ITC があり積乱雲があるにもかかわらず、特に指示もせずに休憩に入っ

てしまいました。 

 オートパイロットがディスエンゲージしたときに、経験の浅い右席副操縦士が「I have 

control」と言って、操縦を始めました。さらに操縦桿を引き速度を失わせました。 

 右席副操縦士は、ディスプレイが不完全だと言い、バーティカルスピードが出ていない

と言っているにもかかわらず、「You have control」を言わず、コントロールスティッ

クから手を放してもいません。 

 右席副操縦士は、コントロールスティックを引き続け、巡航中にもかかわらず、ピッチ

を 17.9度まで上げています。 

 左席副操縦士は、ピッチを下げろと指示はしているが、「I have control」とも言わず、

コントロールスティックから手を放せとも言っていません。 
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 操縦席に戻った機長は、まさか右席操縦士がコントロールスティックを引き続けてい

るとは思わず、ストールと警報が鳴っているにもかかわらず明確な指示をしませんで

した。最後に指示を出したときは、すべてが遅すぎました。 

 

これらのうち一つでも解消していたら事故にはならなかったと思われます。また、いくら

上記のような条件がそろっても、コントロールスティックを闇雲に引かず、ピッチとスラス

トを適正な値に保つように操縦していれば事故は起きなくてすみました。 

 

 A330 の計器 一番左が速度計。速度計がおかしくなっても、高度計、昇降計等は使えま

す。ピッチとスラストを維持していれば、失速状態になることはありません。また右上に見

える GS（Ground Speed）は IRU(慣性航法装置)からの信号を表示していて、ピトー管からは

完全に独立しています。とりあえず GSを維持してさえいれば失速はしません。 

GSから風の影響を考慮して、そこからフライトレベルの半分を引くと、IASに近くなりま

す。この例では風がほぼ真横から吹いているため、風の成分は 0です。GS 306ktから フ

ライトレベル 150の半分 75を引くと、231となって、IASの 243に近い値となります。 
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ピトー管      

 

ピトー管 模式図 

 

ピトー管では、管の開口部からアイスクリスタル（ICE CRYSTAL）が容易に中に入ります。

大量のアイスクリスタルが管の中に入ったときにヒーターの能力が小さいと、氷を熱で溶

かしきれず、ドレインホールから水として排出されないために、管の中に大量のアイスクリ

スタルが詰まります。その結果、動圧がセンサーにいかなくなり、速度計は非常に少ない速

度しか示さないか、速度を表示しなくなります。 
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 副操縦士側のコントロールスティック 写真は A320 

 

エアバス機のコントロールスティックは、左右がばらばらに動きます。両方のパイロット

が同時にスティックを動かすと両者の信号が合成された値でコントロールされるので、結

果がどうなるかわかりません。左右のコントロールスティックがばらばらに動くため、反対

側に座っているパイロットが、もう一人のパイロットがどんな操縦を行っているかわから

ない危険性があります。左席から見た場合、コントロールスティックは右席のパイロットの

膝に隠れて、右席のパイロットがどのような操作をしているのかわかりません。 

 

 

コントロールスティック上に赤色のオーバーライドボタンがあり、オーバーライドボタ

ンを押した方のコントロールが優先されます。ただし今回のように、一人が押した後すぐに

別のパイロットが押し直すと最後に押した方が優先されます。 

オーバーライドボタンを 40秒以上押し続けると、相手側のコントロールスティックがイ

ンヒビットされ、それ以後、ボタンを押しているコントロールスティックの入力でコントロ

ールされます。 
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 ボーイング系の飛行機はスティックシェーカーがついていて、ストールに近づくと操縦

桿そのものを振動させてパイロットに警告を発します。A320 以後のエアバス系の飛行機に

はこのスティックシェーカーがついていません。音声によるストールという警告と、ピロピ

ロピロという警告音が鳴るだけです。そのためパイロットが直接ストールの危険を感じに

くいのかも知れません。 

 

 左右の連動も、コントロールスティックの振動も現代の技術をもってすれば、導入は可能

かと思われます。 

 

 

SIDE STICK PRIORITY ライト（写真は A320）     

機長と副操縦士の両方が、同時にサイドスティックを動かすと、「デュアルインプット」

という音声が一度だけ流れ、SIDE STICK PRIORITYのライトが点滅します。この場合、機長

席では CAPTの緑の文字が点滅し、副操縦士席では F/Oの緑の文字が点滅します。 
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コントロールスティックについている、赤いボタンを押すとそちらのコントロールステ

ィックの入力で操縦されるようになります。副操縦士席のコントロールスティックについ

ている、赤いボタンを押すと、「プライオリティ ライト（Priority Right）」とアナウン

スされ、機長席の SIDE STICK PRIORITY LIGHT の上側に右向きの矢印が点灯します。機長

席のコントロールスティックについている、赤いボタンを押すと、「プライオリティ レフ

ト（Priority Left）」とアナウンスされ、副操縦士席の SIDE STICK PRIORITY LIGHTの上

側に左向きの矢印が点灯します。 
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                     （出典：事故調査報告書） 

 速度が表示されなくなった直後に、右席でコントロールスティックが引かれ、ピッチは 10

度以上 20 度近くに上げられ、バーティカルスピードは 7000ft/min 以上の上昇率となって

います。機体は速度を失い、失速状態となってピッチは上がっている状態ながら、フライト

パスは急激な降下を示しています。 

 

                    （出典：事故調査報告書） 
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速度の急激な低下により、1.3gバフェット、1.0gバフェットより低速となり、1分 35秒

で Mach0.4まで低下しています。 

 

(出典：事故調査報告書)    

ピッチは 16度アップですがアングルオブアタックは 56度にもなります。失速状態が続

いています。 

 

参考動画 

Flight AF447 (Air France A330 mid Atlantic crash) - official BEA animation  

https://www.youtube.com/watch?v=n-hbWO0gL6g 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BR5kFOHVnUU 

 

注：現在のエアバス機には全ての ADRスイッチがオフのときに、速度の代わりにアングルオ

ブアタック、高度の代わりに GPS高度を表示するモードがあります。詳しくはマニュアル

を参照ください。 

 

事故調査報告書 

Final Report On the accident on 1st June 2009 to the Airbus A330-203 

registered F-GZCP operated by Air France flight AF 447 Rio de Janeiro - Paris 

BEA Bureau d’Enquêtes et d’Analysespour la sécurité de l’aviation civile 

FRANCE 

 

資格のない者が王座に就くと、 

天は慟哭し地は裂ける。    


