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熱気球自由飛行安全規定
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2015 年 1 月 25 日

第１章

改正
改正
改正

目的

1-1 現在わ が国 では熱 気球 は航 空法 上の航 空機 とは 認 められ てい ない。 しか し空 を飛 ぶもの の常 識とし
て、安全飛行上の常識 としてわが国の 航空法、諸 外国の状況（FAA 及び BBAC 飛行規定）を参考に
日本国 内（ 諸外国 での 飛行 は各 国の規 定に 従う こ と）で の熱 気球の 飛行 を規 定す る連盟 の内 規とし
て熱気 球自 由飛行 安全 規定 （以 下安全 規定 ）を 作 成した もの である 。日 本気 球連 盟に加 入し ている
全パイロットが、安 全にフライトす るための基準 として位置づけられ る。

第２章

対象

2-1 日本気球連盟に所属 する全パイロッ ト及び Pu/t。

第３章

適用範囲

3-1 熱気球自由飛行にお けるレイアウト 〜インフレー ション〜回収迄を範 囲とする。

第４章

遵守事項

4-1 記録
1） 機長は飛行の後、機 体ログブック及 びパイロット ログブックを記入し なければならな い。フラ
イトレポートはこれ を作成すること が望ましい。
4-2 機長の責任と権限
1） 機長は飛行に際して 全ての責任と権 限を持つ。
2） 機長は飛行に先立ち 、必要な情報の すべてを熟知 しなければならない 。
3） 機長は飛行に先立ち 機体の点検を行 い、安全な飛 行ができる状態にあ るかを確認しな ければな
らない。
4） 熱気球の自由飛行を 行う機長は、日 本気球連盟の 定める有効な熱気球 操縦士技能証を 所持する
者でなければならな い。但し、連盟 の定めるトレ ーニングフライトに おける Pu/t のソロフライ
トはこの限りではな い。
5） 第三者の生命、財産 等を危険にさら すような飛行 を行ってはならない 。又事故が起き た場合の
為の十分な配慮がな されていなけれ ばならない。
6） 機長は事故を起こし た場合は、事故 報告書を作成 し速やかに日本気球 連盟事務局へ提 出しなけ
ればならない。
7） 機長は飛行に先立ち 、熱気球操縦士 技能証を有し ない搭乗者に対して 、気球の飛行に 伴う安全
上の リ ス クと 、 その 結 果生 じ る 緊急 事 態へ の 対処 法を 説 明 し、 十 分に 理 解さ せ な けれ ば なら な
い。
8） ソロフライトを行 う Pu/t は上記 1）〜7）の機長に該当する。
4-3 酒と薬
1） アルコールの影響が 残っている間飛 行してはなら ない。
2） 安全性を低下させる ような個人の能 力に作用する あらゆる薬を服用し ている間は、飛 行しては
ならない。
4-4 落下物
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1） 飛行中気球より人ま たは財産に被害 を与える恐れ のあるいかなる物体 も投下してはな らない。
4-5 酸素
1） 高度 12,500ft（MSL）で 30 分以上の飛行を行う 場合酸素を携帯しな ければならない 。
4-6 通行権
1） 異なる高度を飛行中 の気球間におい ては、下方に ある気球に優先権が ある。
2） 同一高度で飛行して いる気球に関し て、飛行方向 に対し右側の気球に 優先権がある。
3） 同一方向、同一高度 で飛行している 気球は、飛行 方向に対し前方の気 球に優先権があ る。
4） 非常事態にある気球 は他の気球に対 して優先権を 持つ。
4-7 有視界気象状態（ 図 4−1）（省略：日本気球 連盟 パイロットハンドブ ック参照）
1） 気球の飛行は、航空 法に定める VMC の範囲で行 わなくてはならない 。
2） 管制区及び管制圏以 外の空域を飛行 する場合は、 次の条件に適合する 気象状態でなけ ればなら
ない。
a）飛行視程は 1,500m 以上あること。
b）気球からの垂直距離 が上方に 150m、下方に 300m である範囲内に雲が無 いこと。
c）気球からの水平 距離が 600m である範囲内に雲 が無いこと。
d）パイロットが地表又は 水面を引き続き 視認する 事ができること。
3） 管制区及び管制圏以 外の空域を地表 又は水面か ら 200m を越えない高度で飛行 する場合は、次
の条件に適合する気 象状態でなけれ ばならない。
a）飛行視程は 1,500m 以上あること。
b）気球が雲から離 れて飛行でき 、かつパイロ ット が地表、又は水面 を引続き目視 する事がで き る
こと。
c）飛行は、日の出 から日没の間 に行われなけれ ば ならない。
4-8 航空法
1） 全ての飛行は、航空 法の定めに従っ て行わなけれ ばならない。
2） 全ての飛行計画は、 前もって航空局 に通報されな ければならないと共 にこの通報の範 囲で飛行
しなければならない 。（NOTAM）
4-9 高度制限
1） 離陸及び着陸以外、 下記の高度で飛 行しなくては ならない。
a）密集した市街地上 空 500ft（AGL）以上
4-10 制限事項（機体）
1） 自由飛行を行う機体 は、日本気球連 盟の機体登録 、更新がなされてい ること。
2） 全ての飛行は、気球 が安全に機能す る範囲内で行 わなければなれない 。
3） 如何なる場合も気球 の設計・製造者の 使用規定で 定める制限範囲を越 えて飛行しては ならな い 。
4） 球皮内温度計を搭載 していない機体 は急激な上昇 速度で上昇してはな らない。
5） いかなる気球も機体 に損傷を持った まま飛行して はならない。飛行中 に損傷した場合 は安全な
場所に速やかに着陸 すること。
6） 1 系統のみの燃料方 式で飛行を継 続してはならな い。
7） 球皮内温度が制限を 越えて上昇した ときは速やか に着陸を行い原因を 究明する。
8） 飛行は着陸後、少な くとも 1 つのシリンダー に 20%以上の燃料が残るような範囲 で行わなけれ
ばならない。
9) 着陸時パイロットバ ーナーの処置に 関しては 、気 球の設計・製造 者の使用規定 に従う。ただ し 、
記載がない場合は原 則として着陸直 前に消すこと 。
4-11 制限事項（環境）
1） 気象条件の悪いとこ ろでは飛行して はならない。
2） 地上風が 8m/s 以上の時は気球を 離陸させては な らない。又初心者の パイロットの場 合は、地 上
風 4m/s 以上で離陸してはならな い。
3） 強度なサーマルが発 生している時や 積乱雲の発生 している時の様に気 象条件の悪いと きは、飛
行してはならない。
4） 飛行は着陸可能な場 所が点在してい るところで行 わなければならない 。
5） 離陸地の選定にあた っては風下に障 害物の無い平 坦地より行うこと。
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6） 着陸地の選定にあた っては、高速道 路、鉄道、幹 線道路、高圧線等の 近辺は避けるこ と。
7） パイロットが進路変 更を行おうとす る際、その想 定される航路上に障 害物がないか、 他の気球
や航空機が進入する 恐れがないこと を確認しなけ ればならない。
4-12 機体搭載品
1） 全ての気球は、以下 に定める装備を 搭載しなけれ ばならない。
・消火器
・2 種以上の着火器
・高度計
・昇降計
・燃料残量計
・コンパス
・時計
・通信機器
2）すべての気球は、以 下に定める装 備を搭載する ことが望ましい。
・機体ログブック
・球皮内温度計
・パイロットハーネ ス
・クイックリリース
・GPS
・ヘルメット
・ホイッスル
4-13 パイロット所持品
1） パイロットは全ての 飛行に対して以 下の物を所持 しなければならない 。
・地図
・パイロットログブ ック、熱気球操 縦士技能証
・手袋
附則
この規定は、2015 年 1 月 25 日より施行する。
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