


■簡易換算尺の主な特徴
※簡易換算のため、目安としてご使用ください。
各種単位の換算ができます。（距離系換算・燃料系換算・重量系換算など）

■換算のしかた

■位取りの考えかた

パイロットにとって必要な航法計算の中で、距離・燃料・重量の種々異なった単位系の換算は
重要な役目を果たします。この円形計算尺には距離系換算、燃料系換算、重量系換算ができる
ように換算目盛がついています。
主な換算例
〈距離系換算〉
　・海里（nautical miles）⇔法定マイル（statute mile）⇔キロメートル（km）
〈燃料系換算〉
　・米ガロン（U.S.gallon）⇔英ガロン（imperial gallon）⇔リッター（liter）
〈重量系換算〉
　・ポンド（pound）⇔キログラム（kg）
〈燃料─重量系換算〉
　・ フュエルポンド（FUEL pound）⇔米ガロン（U.S.gallon）⇔英ガロン（imperial 

gallon）
　・ オイルポンド（OIL pound）⇔米ガロン（U.S.gallon）⇔英ガロン（imperial gallon）

計算する値と答えを次のような考えかたで考えると位取りができます。
　※�換算など計算の種類によっては、下記の場合があてはまらないことがありますのでご注意
ください。

計算する値をA、Bとします。
　A = a × 10x　但し 1 ≦ a、b ＜ 10 とします。
　B = b × 10y

答えとなる値をCとします。
　C= c × 10　この時の zの値が位取りの値です。

計算尺表示用語説明

区分 計算尺表示 説　　　　　　明

距
離

NAUT.
nautical mile（海里）の略
1NAUT. ＝ 1.852km

STAT.
statute mile（法定マイル）の略
1STAT. ＝ 1.609km

KM. kilometer の略、1km ＝ 3280feet
FT. feet の略

燃
料

LITERS
1liter ＝ 0.264U.S.gallon
 ＝ 0.22IMP.gallon

U.S.GAL
U.S.gallon（米ガロン）の略
1U.S.gallon ＝ 0.833IMP.gallon
 ＝ 3.78liter

IMP.GAL.
imperial gallon（英ガロン）の略
1IMP.gallon ＝ 1.2U.S.gallon
 ＝ 4.545liter

重
量

KG. kilogram の略、1kg ＝ 2.22pound
LBS. pound の略、1pound ＝ 0.45kg

FUEL LBS.
FUEL pound の略
1FUEL pound ＝ 0.167U.S.gallon
 ＝ 0.139IMP.gallon

OIL LBS.
oil pound の略
1OIL pound ＝ 0.133U.S.gallon
 ＝ 0.111IMP.gallon

参考：1knot ＝ 1NAUT./h ＝ 1.852km/h

Ⓐ海里→法定マイル・キロメートル
［問］ 35 海里→？法定マイ

ル→？キロメートル
［解］
① 回転目盛盤の数値 3.5 を

固定目盛盤の NAUT. の
矢印に合わせる

② 固定目盛盤の STAT. の矢
印に対応する回転目盛盤
の数値 4.03 を読む

③ 固定目盛盤の KM. の矢印
に対応する回転目盛盤の
数値 6.48 を読む

④ それぞれの数値を位取り
する

［答］40.3 法定マイル
　　 64.8 キロメートル

Ⓑ法定マイル→海里・キロメートル
［問］�40.3 法定マイル
　　　→？海里
　　　→？キロメートル
［解］
① 回転目盛盤の数値 4.03

を固定目盛盤の STAT. の
矢印に合わせる

② 固定目盛盤の NAUT. の
矢印に対応する回転目盛
盤の数値 3.5 を読む

③ 固定目盛盤の KM. の矢印
に対応する回転目盛盤の
数値 6.48 を読む

④ それぞれの数値を位取り
する

［答］35 海里
　　 64.8 キロメートル

Ⓒキロメートル→法定マイル・海里
［問］64.8 キロメートル
　　　→？法定マイル
　　　→？海里
［解］
① 回転目盛盤の数値 6.48

を固定目盛盤の KM. の矢
印を合わせる

② 固定目盛盤の STAT. の矢
印に対応する回転目盛盤
の数値 4.03 を読む

③ 固定目盛盤の NAUT. の
矢印に対応する回転目盛
盤の数値 3.5 を読む

④ それぞれの数値を位取り
する

［答］40.3 法定マイル
　　 35 海里

●海里【nautical�miles】・法定マイル【statute�miles】・キロメートル【km】換算

Ⓒー①

Ⓑー③

Ⓐー③

Ⓐー②

Ⓑー①

Ⓒー②

Ⓒー③

Ⓑー②

Ⓐー①

Ⓐ米ガロン→英ガロン・リッター
［問］42 米ガロン
　　　→？英ガロン
　　　→？リッター
［解］
① 回転目盛盤の数値 4.2 を

固定目盛盤の U.S.GAL.
の矢印に合わせる

② 固定目盛盤の IMP.GAL.
の矢印に対応する回転目
盛盤の数値 3.5 を読む

③ 固定目盛盤の LITERS の
矢印に対応する回転目盛
盤の数値 1.59 を読む

④ それぞれの数値を位取り
する

［答］35 英ガロン
　　 159 リッター

Ⓑ英ガロン→米ガロン・リッター
［問］35 英ガロン
　　　→？米ガロン
　　　→？リッター
［解］
① 回転目盛盤の数値 3.5 を

固定目盛盤の IMP.GAL.
の矢印に合わせる

② 固定目盛盤の U.S.GAL.
の矢印に対応する回転目
盛盤の数値 4.2 を読む

③ 固定目盛盤の LITERS の
矢印に対応する回転目盛
盤の数値 1.59 を読む

④ それぞれの数値を位取り
する

［答］42 米ガロン
　　 159 リッター

Ⓒリッター→米ガロン・英ガロン
［問］159 リッター
　　　→？米ガロン
　　　→？英ガロン
［解］
① 回転目盛盤の数値 1.59

を固定目盛盤の LITERS
の矢印に合わせる

② 固定目盛盤の U.S.GAL.
の矢印に対応する回転目
盛盤の数値 4.2 を読む

③ 固定目盛盤の IMP.GAL.
の矢印に対応する回転目
盛盤の数値 3.5 を読む

④ それぞれの数値を位取り
する

［答］42 米ガロン
　　 35 英ガロン

●米ガロン【U.S.gallon】・英ガロン【imperial�gallon】・リッター【liter】換算

Ⓐー③

Ⓑー③

Ⓒー① Ⓑー①
Ⓐー②

Ⓒー③

Ⓒー②

Ⓑー②
Ⓐー①

Ⓐフュエルポンド→米ガロン・英ガロン
［問］13.1 フュエルポンド
　　　→？米ガロン
　　　→？英ガロン
［解］
① 回転目盛盤の数値 1.31 を固定目盛盤の

FUEL LBS. の矢印に合わせる
② 固定目盛盤の U.S.GAL. の矢印に対応す

る回転目盛盤の数値 2.18 を読む
③ 固定目盛盤の IMP.GAL. の矢印に対応す

る回転目盛盤の数値 1.82 を読む
④ それぞれの数値を位取りする
［答］
　2.18 米ガロン
　1.82 英ガロン

Ⓑオイルポンド→米ガロン・英ガロン
［問］16.4 オイルポンド
　　　→？米ガロン
　　　→？英ガロン
［解］
① 回転目盛盤の数値 1.64 を固定目盛盤の

OIL LBS. の矢印に合わせる
② 固定目盛盤の U.S.GAL. の矢印に対応す

る回転目盛盤の数値 2.18 を読む
③ 固定目盛盤の IMP.GAL. の矢印に対応す

る回転目盛盤の数値 1.82 を読む
④それぞれの数値を位取りする
［答］
　2.18 米ガロン
　1.82 英ガロン

●フュエルポンド・オイルポンド→米ガロン・英ガロン換算

Ⓐー①

Ⓑー①
Ⓐー③
Ⓑー③

Ⓐー②
Ⓑー②

■各目盛の説明

回転目盛盤

固定目盛盤
換算目盛

回転目盛盤用
りゅうず

※りゅうずの位置は商品の仕様によって異なります。
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