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1 イントロダクション

設定項目 画面表示可能情報

このドキュメントは、XCSoar,オープンソース

グラ

インフォボックス表示項目

イドコンピューター パイロットのためのマニュアル

1３章

です

使用可能なファイル フォーマットの概要

ご使用になる方はグライダーの基礎知識とクロスカ

編集方法

ントリー

14 章

ソアリングの知識があることを前提に書

かれています。

XCSoar の開発の歴史

XCSoar のプログラムは頻繁にアップデートされて

1.2 ノート

おりアップデートした場合にはリリース

ポケット PC,オルガナイザー,PDA, PNA.

ノートの

内容を確認してください。マニュアルはプログラムと

glide computer, でも使用可能です

一緒に保存してください
プログラムは www.xcsoar.org/download

XCSoar は上記の他 Triadis Engineering’s Altair

からダウ

ンロードしてください

XCSoar のスクリーンショットは,使用するハードウ
エアーによってそれぞれ異なります。
使用する OS や画面解像度の影響もあります。

1.1 マニュアルの構成

XCSoar の説明画面写真は横長の画面から採用してい

このマニュアルは代表的なプログラムの機能ごとに

るものが多い

分類されています。またプラットフォームごとにダウ

1.3 プラットフォーム

ンオードとインストール方法が分類されています

Windows PC :

3章

Windows operating system.

インターフェースのコンセプト

シュミレーターモードを使用して

表示方法の概要

ングするのに有効です。

4章

外部 GPS を接続すればフライトのも使用可能です

ムービングマップ（地図）の概要とナビゲーション

Windows Mobile PDA/PNA :

5章

Microsoft Pocket PC 2000 up to Windows Mobile 6

クロスカントリー タスク の設定

Unix/Linux PC :

解析ツールの概要

Android Devices :

6章

Android 1.6 以降のバージョンで使用可能です

グライド コンピューターの機能 計算方法

Altair : The Altair glide computer

7章

The Altair PRO

バリオメーター外部入力

1.4 テクニカルサポート

気象データー センサー

トラブルブルシューティング

風向風速 サーマルの予測

XCSoar は小さな開発チームですができる限り

8章

このプログラムの使用方法についてサポートいたし

空域表示 FLARM アシスト

ます.お問い合わせは下記 e-メールアドレスまでメー

9章

ルください（英語）。ご使用のプラットフォームにつ

XCSoar と外部装置の接続

いての質問にはお答えできないかもしれません。

手動設定の概要

email us at:xcsoar-user@lists.sourceforge.net

10 章

よくある質問 (FAQ) セクションが XCSoar website.

クイックスタート

に有ります

11 章

またユーザーメイリングリストもございます。the

リファレンスマニュアル

XCSoar users mailing list は

1２章

www.xcsoar.org/discover/mailinglist.html

地上でトレーニ

に有ります

した PocketPC デバイスを PC に接続しフライトシュ

スタートアップのログファイル xcsoar-startup.log.は

ミレーターの NMEA に接続して FLY モードで使用す

自動的に生成されます。XCSoar

ることができます

のスタートアップ

中の問題の場合にはこのファイルを開発チームにお

シ リ ア ル 接 続 可 能 な ソ フ ト は Condor

送りください

X-Plane です

アップデート

FLY モードになっている XCSoar の機能を実際にフラ

PC ユーザーの場合は時々XCSoar のウエブページを

イトしているように表示させ操作できます

ご覧下さい。新しいバージョンの XCSoar をダウンロ

1.6

ードして、
で今までの XCSoar を上書きしてください。

XCSoar のフライトでの使用にあたっては表示や操

アンドロイドユーザーの方は

作に夢中になり外部の見張りがおろそかにならない

マーケットよりアッ

及び

XCSoar の安全な使用

プデートの通知が有ります時々ネットにつなげて確

よう注意してください

認してください

実際のフライト中にスムーズに使用できるように

アップデートしますと今までの設定が変わる可能性

可能な限り地上で操作の練習をして、飛行中のリスク

があります

が最小になるよう勤めてください。

航空情報には空域の変更が記載されています CAB
（航

XCSoar の使用を含む飛行中の全ての責任は機長にあ

空局）の情報も随時確認して更新してください。

ります
‐地上で十分練習して慣れ親しんでください:

XCSoar チームへのフィードバック

_ 衝突の危険を回避するため XCSoa を使用する前に

XCSoar のプロブラムは長年かかって複雑なプログラ

クリアリングターンを遂行してください

ムになっています。バグや不都合を発見された場合は

_ 自動処理を有効に利用し操作の負担が最小になる

チームまでフィードバックお願いします。

よう設定してください

bug tracker portal at:www.xcsoar.org/trac

_ 使用方法に関して不明の点は自問するか 近くの

または email to

ほかの XCSoar ユーザーに問い合わせしてください。

xcsoar-devel@lists.sourceforge.net
1.5 トレーニング
XCSoar を機上でフライトにお使いになる前に地上で
十分操作の練習をするようお勧めします
地上での練習には PC バージョンをお勧めします
シュミレーターモードがありますのでご自宅でじっ
くり操作方法、機能を確認してください
XCSoar のファイルと設定カスタマイズの内容は
PC バージョンを地上で使用して実際のフライトに使
用する前に確認してください
PC バージョンも 外部 GPS を接続するとフライトに
使用することができます。
地上での外部装置の接続.
_ FLARM デバイスを接続して地上ステーションと
して使用することも可能です
FLARM-equipped traffic.
_ 高機能バリオメーター Vega
XCSoar をフライトシュミレーターと接続する
ひとつの良い方法としては XCSoar をインストール

2 インストール
XCSoar,使用 に必要なファイル等
_ GPS レシーバー
_ waypoint file
ウエイポイントファイル
_ airspace file (optional) 空域ファイル
_ amap file (optional)
地図ファイル

2.1互換性
XCSoarが作動できる環境
_アンドロイド 携帯電話 Android 1.6 以降
例: Dell Streak, Samsung Galaxy S II, HTC Desire
HD, Motorola Xoom
_ PDAs with Pocket PC 2000, 2002, 2003
Example: iPaq 3800, iPaq 3900
_ PDAs with Windows Mobile
Example: iPaq hx4700, Dell Axim x51v
_ PNAs with Windows CE 3.0 or newer
Example: HP314, Mio400

_ Triadis Altair
_ LX MiniMap
_ Windows 2000 or newer 32bit & 64bit

などのアダプターを介して接続します

_ Linux
_ Mac OS X

XCSoarのプログラムは ウエブサイト
www.xcsoar.org. のdownload, のページからダ
ウンロードしてインストールしてください

IGCロガー, バリオ
XCSoar はNMEA data.ポートを持ったGPS の
接続が可能です
最近のアンドロイド機器は内蔵GPSを持ってい
ますが外部GPSを接続することもできます
_ 速度計を接続すると風向風速の算出を旋回
なしでも即座に推定することができます
_ バリオ計器はサーマルのアシストを改善し
ます
_ IGC 認定ロガーがある場合, 着陸後記録飛行
やバッジフライトの申請に使用することがで
きます
_いくつかのバリオはマクレディー設定を
XCSoarと連動し 同調することができます。
NMEA 関連
接続可能な機器 及び 有効な機能

2.2 プログラムのインストール

アンドロイド デバイスの場合
Google’s Android market,から購入するか
PCを使用し、www.xcsoar.org. の apk グルー
プをダウンロードしてインストールしてくだ
さい
データーはSDカードのXCSoarData.ディレクト
リーにコピーしてください
Windows PC の場合は
XCSoar.exe (target “PC”) をHDDにコピーして
ください
XCSoaプログラムは、あらかじめプログラムへ
のショートカットを作っておくと便利です。

2.3 データーファイル
XCSoar’s 追加データー,
地形,地勢,空域、ウエイポイントなど
Chapter 13.参照
必要なデーターはXCSoarData..フォルダーにコ
ピーしてください
Windows PCの場合 : XCSoarDataフォルダーは
(“My Documents”)マイドキュメント内に
最初にXCSoarを立ち上げたとき作成されます

多くの Windows CEデバイスは シリアルポー
トで接続します
アンドロイドデバイスはBluetooth 又は
Android IOIO board.を使用します
Bluetooth,を使用する場合には Bluetooth-toSerial adapter, K6-Bt 又は Glidertools VFBT-1.

アンドロイドデバイスの場合 : XCSoarDataは
SD card.に作成されます
Default.tsk (タスクファイル)
, xcsoar-registry.prf (各種設定),
xcsoar-startup.log (スタートアップログ),
プラス3つの ディレクトリー:
cache, config、logs.
追加ファイルはXCSoar 使用ごとに
task files(*.tsk) タスクファイル

and flight logs.

ログファイル

XCSoarを快適に使用するためには地図ファイ
ルなどの追加ファイルをインストールしてく
ださい

XCSoar システムの設定
設定メニューを開く

地図ファイル等は友人からコピーするか
XCSoreのWebページからダウンロードしてく
ださい

設定2/3

セットアップ

システムを選択

リストに適当な地図がない場合には MAP
Generator を使って作成してください
ウエイポイントファイルは、
Cambridge/WinPilot (.dat), SeeYou (.cup),
Zander (.wpz), OziExplorer (.wpt) 及び
FS/GpsDump (.wpt)が使用できます
地形,地勢,空域、ウエイポイントのファイルは
XCSoarData..フォルダーにコピーしてください

＊ NOTE

位置情報ファイルを選択
地図データーベース、旋回点リスト
空域ファイルをそれぞれ選択する

XCSoarは地図ファイル等が無くても。GPS

信号が補足できていれば。離陸地点を記憶し、ナビ
ゲーションすることが可能です。

2.4 XCSoarの使用
XCSoarには二つのモードがあります
FLY : フライト モード
SIM : シュミレーター モード
XCSoar PC 版の場合
フォルダー内のXCSoar.exe 又はリンクをダブ
ルクリックする
XCSoaプログラムは、あらかじめプログラムへ
のショートカットを作っておくと便利です。

ファイル選択は一度設定すれば次に変更され
るまで保持されます。
地図の表示方式

シュミレーター モード
共通の事項
シュミレーター モードで使用している場合

北上： マップは常に北が上方
航跡上：飛行方向が上方、旋回すると
地図が回転します
目的地上： 目的地が上方
-portrait : 縦型画面480 pixels w, 640 pixels h.
-square : 正方形画面480 pixels w, 480 pixels h.
-landscape : 横型画面 640 pixels w, 480 pixels
標準設定：landscape（横型）
-small : 画面表示は半分の大きさ

XCSoar はスタートアップ時に前回の設定を読
み込みます。複数のプロフィールが見つかった
場合には小さな窓が開き、どのプロフィールを
使用するか聞いてきます。開きたいプロフィー
ルを選択してください。通常は前回使用された
プロフィールの設定を自動的に読み込みます
次のような場合には複数の設定を用意すると
便利です
_ 複数のパイロットが使用する場合
_
競技飛行と 普段の飛行
_
異なった場所をベースにしての飛行

タッチパネル機種の場合グライダーのシンボ
ルをタッチしてドラッグすると操作量に応じ
てその方向に飛行を開始します。（PCの場合は
マウス等）また飛行中のシンボルにタッチして
ドラッグすると操作量に応じて方向を変えた
り速度を変えます。
PCバージョンや ボタンを装備している機種
では InfoBoxes
GPS高度, up or down. 高度の変更
対地速度、up or down 速度の変更
グライダーの飛行方向はleft/right ボタン
ほかのボタンの操作は飛行モード時と同じ
Splash screen
XCSoar スタート時、シャットダウン時 には
プログラムのバージョンが表示されます

プログラムの終了
PDA および PC の場合InfoBoxesのメニュー
から 終了を選択してください
PC の場合ウインドーズのCLOSEアイコンをク
リックしても終了することができます

3 ユーザー

インターフェース

XCSoar のディスプレイ

マップエリア

（GPSムービングマップ）

画面をダブルタップすると表示される
画面を上から下にタップすると
マップがズームインする
画面を下から上にタップすると

グライド コンピューター情報
シンボルマーク
追加情報 （地図上）
InfoBoxes : 上下（縦型）又は 右左（横型）
スクリーンボタン
InfoBoxes にはGPS情報、外部機器からの情報
XCSoar.が解析した情報が表示されます
Gauges :オプション情報 が表示されます
タッチスクリーンの画面操作
InfoBoxes を選ぶ（タッチすると色が変る）

マップがズームアウトする
画面を右から左にタップすると
InfoBoxesが消える
画面を左から右にタップすると
InfoBoxesが表示される

左右 上下 矢印などで操作する
Status messages : ステータスメッセージ
事象ごとにマップ上にテキスト表示されます

_ ‘Dragging’ 画面をドラッグしたまま動かす
_ Pressing アンドロイド機器のボタン
_ Pressing カーソールキーの操作
_ Pressing 外部装置の操作ボタン

ダイアログ

XCSoarの操作
_ Touching 地図エレメントの表示
地図にタッチするとその場所の標高
_ Touching InfoBoxesの メニューボタン

ウインドウ
ボタン、矢印の操作はハードウエアーの種類によって異
なります

PC の場合 XCSoarのアイテムをマウスでク
リックするのと画面タッチの代わりになりま
す,

大きな情報表示
メインメニュー

ウエイポイント

など

3.1 メインメニュー

に有効なウエイポイントが登録されていない
場合など
くつかのメニューボタンはテキスト表示が付
いています。ボタンを押すと、例えばMC Auto
はボタンを押すと Auto MacCready と表示
され ボタンのラベルは MC Manual と変わ
ります

3.3 メニュー標準設定

メインメニューはディスプレイのどこかをダ
ブルクリックすると現れます
基本インターフェース
ナビゲーション、表示、設定、情報の四つに大
きく分類されています。
表示レイアウトは使用するデバイスによって
異なり、ユーザーが設定することもできます。
XCSoar は外部装置、キーボード、ゲームパッ
ド、ジョイステック、ステイックグリップ、な
どを接続して入力することも可能です
基本メニューが表示された後、一定時間入力が
無いとメニューは自動的に閉じます。
閉じるまでの時間は設定することができます
メニューが現れたら、ボタンを押して項目を選
んでください
水平方向に次のボタンが現れます
元の画面に戻りたい場合は取消ボタンを押し
てください
PCバージョンの場合 数字ボタンをおして操
作することもできます（縦のボタン１，２，３，
４）及び（水平のボタン６，７，８，９）
PDA の場合側面のボタンや矢印ボタン、ジョ
イスティックなどで操作できます
基本メニューが表示された後、一定時間入力が
無いとメニューは自動的に閉じます。
閉じるまでの時間は設定することができます
PCの場合ESC ボタンでも戻ることができます
ボタンメニューがグレー表示されているもの
は操作できません
例えばウエイポイント リストを開いた場合

メニューが開いている時（標準設定の場合）
横表示, 数字キーを利用して直接入力すること
もできる
（PCモードの場合）
6 Flight Setup、7 Task Calc、8 Task Edit
9 Arm Advance、0 Drop Mark
ESC キーを押すと標準モードに戻る
カーソルキーでは以下の操作をすることがで
きる
Up key : Zoom in
Down key : Zoom out
Left key : Drop marker
Right key : Toggle through normal/aux. InfoBoxes
and full-screen
Enter : Clear status message or suppress FLARM
gauge if open and no warning active
設定 : XCSoar, 情報ファイル

接続デバイス

飛行モード設定など
メニューボタンは右に開いてゆきます
各メニューにはサブメニューが有ります

サブメニュー“ セットアップシステム”を選
択すると、その先のダイアログボックスが
開きます
設定のサブメニュー

ナビゲーションのサブメニュー

さらにそれぞれの右側のボックスを開くと
下の階層のダイアログ ボックスが開きます

ナビゲーションのタスクの
ダイアログ ウインドウ
表示のサブメニュー

ウエイポイントの詳細

情報のサブメニュー

離陸 旋回点クリア,)
Note ダイアログメッセージ表示中は ステー
タスメッセージは表示されません。ダイアログ
メッセージが消えると表示されます。

3.6 ダイアログ

ウインドウ

通常はメニューボタンから選択します
グライドコンピューターの操作
タスクの変更
風設定の変更
ウエイポイントの編集など
ダイアログを閉じるには

閉じるボタンを押

してください
現在位置は何処？

画面表示モード

３．５

ステータスメッセージ
Cruise (a) : 巡航モード
直線飛行中、ウエイポイントに向かって飛行中,
or the task waypoint is not the finish point.

_
_
_
_

空域情報
空域警報
ユーザー
グライド

イベント (例. 表示モード変更)
コンピューター イベント (例、

Circling (b) : 旋回モード（上昇モード）
グライダーが旋回している(必ずしも上昇して
いるとは限らない).
Final glide (c) : ファイナル グライドモード
最終目的地に向かっているレッグの場合.
Abort (d) : タスク中止
タスクを中止して代替地に向かう場合
（ダイバード）
巡航モード

3.8 画面表示
画面表示は設定することができます
InfoBoxes 及びゲージ 白地に黒又は黒に白
画面バックライト明るさの設定

3.9 ヘルプ

システム

ダイアログ画面では
選択したモードやコマンドの説明がテキスト
表示される
旋回モード

3.10
ジェスチャー

ファイナル

グライドモード

インターフェース

タッチパネルのデバイスの場合
XCSoar ６．０．X以降は、指先を使ってタッ
チパネルの画面から直設操作することができ
ます。
PCやボタン、カーソルを備えた機種ではさらに
便利に操作することができます。
マップスクリーン上
_ 上: Zoom in
_ 下: Zoom out
_ 左: Toggle map mode pro-grade (Normal, Aux.
InfoBoxes, Full-screen)
_ 右: Toggle map mode retrograde (Full-screen,
InfoBoxes, Aux., Normal)
_ ダブルクリック: Show the menu
_ DR: Show the Select Waypoint dialogue
_ RD: ”T” opens the task dialogue

3.7 警報音と音の設定
XCSoar は状況変化に応じていろいろな音を出
せるよう設定することができます
詳細はセクション１３，１３ カスタマイズを
参照のこと
_ ファイナルグライドコースが、地形に衝突す
る場合
_ ウエイポイント接近 / 通過
_ 空域警報
_ マカー設置

4 ナビゲーション

4.3 地図のズーム

とスケール

キーの場合
Up key : Zoom in
Down key : Zoom out

4.1 地図表示

タッチパッドの場合
下から上ジェスチャー：拡大 ズームイン
上から下ジェスチャー：縮小 ズームアウト
スケールは地図左下に表示される

ムービング マップの表示:
1. グライダー, 風向風速, サーマルプロフィー
ル,ファイナルグライド指示
2. 地形, 地形標高
3. 地勢, 河川, 道路,市街地
4.ウエイポイント,飛行場, 着陸可能地
5. 現在のタスク, ゾーン, 旋回点
6. 次のウエイポイントに向けた進路,飛行方向
1 次のウエイポイントと現在位置w直線で表示,

4.4 地図のパン

モード

メニューからパンモードをオンにすると
地図を動かして現在位置以外の場所の地図を
見ることができます

Section 4.13.参照

7. 空域
8. マーカー,サーマルの記録, 航跡
9. 到達範囲

4.2

グライダーの形

, 地図の向き
地図の中心地点には十字のマークが表示され
ます
パンモードをオフにするには
パンオフを選択します

北上： マップは常に北が上方
航跡上：飛行方向が上方、旋回すると
地図が回転します
目的地上： 目的地が上方

4.5 ウエイポイント

4.7 地形図

ウエイポイントの種類は以下のとおりです

ムービング マップには

表示色は以下の3色から変更可能です

れます:
_ 主要道路
赤い線s
_ 河川 青い線
_ 湖沼 青い色 areas
_ 市街地 黄色塗り
_ 鉄道 黒い線

星印：ウェイポイント

地勢図
以下の凡例が使用さ

ラベル
地点、ウエイポイント等の表示の設定は、
メニュー表示 ２/２のボックスをクリックし
てください

丸印＋細いRW：着陸可能地
丸印＋太いRW：飛行場、空港
着陸可能地と飛行場は現在の高度で
到達可能な場合 緑色で表示される

4.6 現在のタスク
タスクは地図上に直線と旋回点の種類が表示
される

4.8 航跡
航跡の表示の選択は、メニュー表示 ２/２のボ
ックスをクリックしてください
無し、短い、長い、すべて表示、の４種類のモ
ードがあります
メニューからダイアログ ウインドウを開い
て、内容を確認することができます

4.9 マーカー

4.12 状況

マーカーは、飛行中いつでもマークすることが

情報メニューの

状況を選択してください

できます
マーカーはナビゲーション メニューより
マーク設置ボックスをクリックしてください

現在位置

タスク

ルート

ルール

時間

のサブメニューが有ります

4.13 ルート
4.10 サーマル
サーマル位置の記録
が記録されます

オンの場合青いマーク

現在のルートは、地図上に直線で表示されます
現在位置から次のウエイポイントまでのコー
スも直線で表示されます

4.11 到達範囲
現在の高度で到達できる範囲を地図上に表示
します

5 クロスカントリー
XCSoar のタスク

タスク

マネージメントシステムで

は、公式ルールに則ったタスクを、飛行前に設
定しておくことができます。
飛行中にタスクを変更するためには、あらかじ
めウエイポイントを設定しておく必要があり
ます、設定したウェイポイントを使って自動ま
たは手動でタスクを変更することができます
またIGC ファイルを記録したり認定IGC ロ
ガーと連携して フライトをマネージすること
ができます

XCSoar.のタスクには3つのモードがあります
指定タスク : 通常のクロスカントリータスク
及び非公式ナビゲーションタスク

5.2 タスクの編集
メニューモードからタスクを選択

あるいはアウト＆リターン、ローカルフライト
などあらかじめ指定したタスク
Goto タスク : 片道タスク.
タスク中止 : タスクを中断して最寄りの着陸
地に向かうモード.
Note goto タスク、タスク中断モードの場合
指定タスクのコースは保存されます。
後で再開したりすることもできます。

5.1 Goto tasks
ナビゲーションモードから代替を選択

着陸可能地リストから

行先を選択

旋回点を選択してタスクを作成する

5.3 ウエイポイント情報
ウエイポイントの概要

選択した着陸可能地をGoToに登録
タスクメニュー より旋回点を選択する
スタート地点

5.4 ウエイポイントの選択
タスクマネージャーメニュー
旋回点 サブメニューを選択
旋回点の追加をクリック

第１旋回点

ウエイポイントリストからポイントを選択

第２旋回点

5.5

タスクマネージャー

タスクの編集
タスクマネージャー 旋回点メニューより
編集するポイントを選択する
フィニッシュ地点

旋回点の種類はタスクポイント編集画面
タイプの変更で設定する

設定

メニュー

ルール：適応するルールはあらかじめ
タスクマネージャー ルールのメニューより
選択する
レース、AAT、FAIバッジ記録の3モードがある
設定
旋回点の選択が終了したら、保存する、
あらかじめ保存されているコースを選択する
場合にはタスクマネージャー 表示ボタンを
おして、リストを表示しコースを選択する

FAIルールの詳細については下記Webページ参
照ください
http://www.fai.org.
XCSoarでは AATタスクの他
FAIスタート フィニッシュ 及び旋回点ルー
ルに基づいた設定が可能です
詳細については
英文資料参照ください
またOLCやナショナル コンペに関する
ルール設定も用意しております。

5.6 タスク遂行及びリスタート
タスク遂行中は、アクティブ

ウエイポイント

1箇所（現在向かっているポイント）を経由し
てフィニッシュ地点までのデーターが表示さ
れます
レース タスク実行中は次のウエイポイント
までの針路が表示されます。
ウエイポイントを通過するとアクティブウエ
イポイントは次のポイントに自動的に切り替
わります。
レース以外のタスクの場合
手動でウエイポイントを変更することが出来
ます

タスクタイプ
オンラインコンテストやナショナルルールに
ついてはシステム設定メニューの
標準タスク、タスクルールより設定ください

リスタート パイロットはいつでもタスクを
手動でリスタートすることができます
フライトコースがスタートポイントに戻った
場合には。XCSoarが自動的にタスクをリスター
トします。
次に場合にはビープ音が発せられます
タスク スタート：
スタートラインを横切ったとき
スタートセクターから出たとき
次のウエイポイント：
ウエイポイントのセクターに入ったとき
＊旋回が手動の場合、セクター内でボタンを押
したとき
タスク 終了：
フィニッシュラインを横切ったとき
フィニッシュセクターに入ったとき

5.7 タスクルール

5.10 タスクの状況

タスクルールは、FAI3角形、AAT

残り時間

スタート、フィニッシュに関してはFAI90度セ
クター、またはシリンダー
また英国、ドイツなどの国別規則にも対応して
います。

残り距離
平均速度など

スタート ルールの概要
スタートシリンダー：グライダーが円の外周を
横切ってエリアから出た時
スタートライン：グライダーがスタートライン
を横切った時
FAI セクター：グライダーがエリアに入った時
適応しているルールなど

5.8 Alternate starts
XCSoar

5.9

6、Xではサポートしていません

タスク計算

ダイアログ

このダイアログではマクレディー値を設定し
ます(マクレディー値のセット)。変更されると
所要時間が更新されて表示されます。

5.11 Assigned Area Tasks
AAT ターゲット
AATタスクの場合ターゲットは、指定エリア内
の任意の点を設定することができます

残り速度: MacCready 設定値より計算される
予想速度の値.
実際のMacCready : 飛行結果計算される実際の
MacCready 値.
巡航効率: 100 は設定したMacCready 性能を
100％とした場合の性能、100より大きい場合
MacCready設定値以上の性能が出ている場合

エリア内ターゲットの手動移動
１００％～―１００％の間で設定することが
できます。１００％は最大距離
最小距離を意味します

―１００％は

AAT ターゲットおよびタスク計算
MacCready値, バグ値/バラスト，風
をセットする

MacCready値

フライトコンディションが良くなった場合に
は、マクレディー値は高く変更します。
予想していたよりも条件が悪くなった場合に
はマクレディー値は低く変更します。

バグ値/バラスト

ターゲットの設定、変更は、ナビゲーション
メニューの ターゲットを開いてください。
ターゲットをドラッグしてエリア範囲内を移
動してください。
最適化にマークをつけるとタスクを自動的に
計算し、ポイントに移動します。

風の設定

5.12 オンラインコンテストOLC
タスクルールをOLCにした場合

ターゲット及びマクレディー値は飛行中いつ
でも変更することができます
変更の計算結果は、ナビゲーション メニュー
タスク マネージャー計算機 を開いてくだ
さい。

飛行中には、タスクまたはAATタスクに関わら
ず現在までの飛行距離とスコアーが計算され
ます。
着陸するとデーターは更新されません
情報モード 解析 サブメニュー

5.13 タスクの中止/再開

及び変更

タスクの中止

グライダーの場合 ロガーは、離陸、着陸を自
動的に記録しIGCログファイルを作成します
タスクの変更

パラグライダー

モードの場合、低速で飛行し、

地面の近くを飛行しますので、手動でロガーの
ON、OFF操作をします。

到達可能なポイントを選択してください
ロガー開始
タスクがある場合宣言が表示されます
ロガーはファイルを保存するする５００kBの
データー領域があるかチェックします。
もし十分な領域が無い場合 古いIGCファイル
を自動的に削除して領域を確保します
データーロガーには、離陸を検出する60秒前か

5.14 ロガー
XCSoarはIGCファイルの作成機能を持ってい
ます 作成されたIGCデーターはOLCにアップ
ロードすることができます。
公認されていませんので バッジクレーム
公式記録には使用できません。
セットアップ
機体、パイロットデーターを入力してください

らのデーターが記録されます。これは離陸直前
からのデーターが保存されているということ
です
手動でロガーをOFFにする場合は停止ボタンを
押してください
ロガー記録の再生
記録されたログは再生表示することができま
す
設定メニュー 再生ダイアログメニューから

ファイルを選択してください
再生速度も変更することができます
スタート ボタンを押すと再生が始まります

5.16 日没時間
情報メニュー

時差設定

状況ダイアログウインドウ

＊FLYモード中は再生機能はブロックされてい
ます

5.15 フライトの解析
飛行中は各種の有益なデーターを見ることが
できます
バログラフ

6 グライド

上昇

記録

コンピューター

XCSoarのグライドコンピューターを使って、競
技飛行に利用するには、前もって競技ルールを
理解しておく必要が有ります。
通常のナビゲーションや、記録飛行に使用する
場合には、基本的なルールを確認しておいてく
ださい。日頃から取り扱いに慣れて実際の飛行
時に戸惑わないよう、使用方法に精通してくだ
さい。

6.1 フライト

モード

XCSoarのグライドコンピューターには4つのモ
ードがあります、4つのモードは通常自動的に
切り変わりますが、設定は変更可能です

タスク
Cruise (a) : 巡航モード
直線飛行中、ウエイポイントに向かって飛行中,

Circling (b) : 旋回モード（上昇モード）
グライダーが旋回している(必ずしも上昇して
いるとは限らない).
Final glide (c) : ファイナル グライドモード
最終目的地に向かっているレッグの場合.
Abort (d) : タスク中止
タスクを中止して代替地に向かう場合
（ダイバード）

6.2 マクレディー値の設定
設定モード メニューより直接入力
または自動モード

リストから選択したデーターは変更すること
が出来ます。

デバイスによっては インフォボックスの
マクレディーボックスを選択し 矢印キーで
UP、DOWNし変更す、ることもできる。

6.4 フライト セットアップ ダイアログ
バグ付着程度

6.3

グライダーのポーラーカーブ

グライダーのポーラーデーターはXCSoarのフ
ァイルの中から選択することができます。

温度

バラスト重量など設定

6.5 スピードコマンド

表示

最適速度より
遅い時
早い時

6.6

下向き赤矢印
上向き緑矢印

飛行指示速度

MacCready speed
静穏な空気中を巡航する場合の速度

6.8 安全高度

Dolphin speed :
上昇あるいは下降している気団中を飛行する
速度
ブロック飛行速度

到着高度
地点高度（地形及び障害物）

（平均上昇率）

6.7 速度のリスク管理
XCSoarのグライドコンピューターでは 安全
を確保するためにいくつかの設定をしていま
す
MC

マクレディー指示速度は、

大きい値ほど条件が良いが (リスク振れ幅も
大きい) このリスクを補正するファクターと
して‘STF risk factor’,を使用しています。
0．0 補正なし （初期設定）
1．0 リスクはそのまま直線的に増大する
設計チームは0．3を推奨いたします

6.9 ファイナル

グライド計算

_ グライダーのポーラーデータ;
_ 風向風速;
_ ファイナル地点、ウエイポイントまでの距離
と方角;
_ MacCready 値;
_ ファイナル地点、ウエイポイントの標高;
_ 安全マージン（到達高度）.
_ 速度表示付き外部トータルエナジー計器

（ XCSoar が接続されている場合）
XCSoarのグライドコンピューターは、以下の二
つの高度を計算します
必要高度
＝飛行に必要な合計高度＋安全高度
高度差
＝飛行に必要な合計高度＋安全高度＋ゴール
の標高 －グライダーの現在の高度

6.10 必要高度の表示
画面左端
緑色の場合
赤色の場合

余裕高度
不足する高度

6.11 タスク速度
タスク速度は残り所要時間の算出に使用され
ます
情報は、インフォBOXなどに表示することがで
きます、AATタスクの計算や日没までの時間も
計算されます
タスク速度： (タスク標高差補正済)、

緑色 現在のMC設定での到着高度
緑色枠 MC設定０での到着高度

タスク平均速度：（標高補正前）
タスク残り速度：（MC理論で求められる速度）
瞬間平均速度：
MC設定値に近い値で上昇中のブロックの平均
飛行速度は、最適飛行速度と近い値になる。低
い上昇率の場合には、速度も小さくなる
MCゼロの値に近い場合は、予想タスク速度に
近い値になる。
AATタスクの場合
自動でポイントをセットした場合、遅くとも

赤色 現在のMC設定での不足高度
緑色枠 MC設定０での到着高度

タスク時間の5分以内にタスクを終了しなけれ
ばならない
AATエリア内の飛行時や、パイロットが設定を
変更した場合には値は変化する
上昇に必要な時間が少ないほど有利にタスク
を選択できる

赤色下側
赤色枠上

現在のMC設定での不足高度
MC設定０でほぼ到着する高度

6.12 最適巡航コース
巡航中の影響を考慮するためXCSoarでは最適
巡航コースを計算しています。
最適コースはマップ上に青い矢印で表示され
ます

すべて赤色 MC設定現在値、MC0でも到着し
ない場合の不足高度

6.13 自動マクレディー
パイロットの負担を軽減するため
XCSoar には二つの自動マクレディーモード
が有ります
フィナル グライド:
残り時間と高度から 最適な設定値を計算し
ます
平均上昇率:
高度を維持しながら巡航する値を計算します
どちらのモードでも最小時間と平均時間の両
方を求めることができます。
自動マクレディーモードが設定されると
インフォボックスの表示が替わります

つまり機体がファイナル グライド ライン
に到達するまでは、ゆっくり飛行し安全なライ
ンまで到達したら増速するということである。
平均上昇率
平均上昇率はサーマルを離れるごとに更新さ
れ、上昇した高度を、所要時間で割って求める
マクレディー理論は次のサーマルの予想であ
り。現在の気象条件で遅く飛び過ぎたり早く飛
びすぎないためのダイアログである。
気象条件が（平均上昇率）が悪くなったら、MC
値もアップデートされ 速度も遅くするべき
である。極端に悪化した場合には、タスクを中
止する判断材料となる。
そのためにもパイロットこの理論を良く理解
してください。

6.14 解析

ダイアログ

解析ダイアログには
風向風速、ポーラーカーブ、タスク、OLC Plus,,
空域、バログラフ、上昇記録、サーマルバンド、
タスク速度、温度記録（接続されている場合）
のダイアログ
ファイナル

グライド

機体がファイナル

グライド

ライン上にい

る場合 設定値を増やすことができる
＝速度を増やすことができる
同様にファイナル グライド ライン下にい
る場合には設定値を減らすべきである。
＝速度を減らさなければならない
自動マクレディーモードではこれらの作業を
XCSoarが自動的に行う。

ウインドウが有る

6.15 ステータス
_
_
_

メッセージ

AATタスク時間に早すぎる
到着予定時間が日没後
急激な風の変化

_ ファイナル

グライド

ライン

上

/下

7 気象＆計器
XCSoar

は計器の表示と外部信号の入力が可

能です

7.1 バリオメーター

7.4 風向風速計算

バリオメーターはGPS信号を利用しています
瞬間上昇率
平均上昇率（30秒間）
MC値
Nett 上昇率
Gross 上昇率などの表示が可能です
巡航モードでは 平均上昇率は過去30秒間の
平均値が表示されます。

旋回モード：
GPS信号を元に旋回中の円のズレから算出しま
す
ジグザグモード：

以下の計器が接続可能です
グロストータルエナジー バリオメーター：

GPS信号と 対気速度信号を元に計算します
上記の他 XCSoarでは
手動モード
両方モード（旋回＆ ジグザグ）
のいずれかのアルゴリズムを選択することが
できます
風向風速が急激に変化した場合には、画面に表
示されます。
旋回 風アルゴリズム
XCSoarの風向風速は、一定バンクで旋回してい

（航空機の位置エネルギー変化補正、ネットバ
リオ値の計算）
ネット バリオメーター：（気団の垂直速度の
推定）、リフト、下降風の表示.
G メーター: (荷重計)
ネットバリオメーター の補正
気圧高度計：真対気速度の補正
対気速度計：フアイナルグライド速度の補正
ネットバリオメーターの補正

る時旋回円が流されてゆく風の強さを計算し
ています。正確な風速を測定するためには。な
るべく一定バンクで旋回してください。
計算はGPS信号が2秒以内の間隔で連続して有
効な場合に演算されます
ジグザグ アルゴリズム
複合バリオメーターの信号入力が使用できる
場合には、ジグザグモードを使用することがで
きます。旋回をしなくても航跡と、ヘディング

空気密度

のズレから風の成分を計算します。
概ね40度のジグザグ飛行で風向を求めること
ができます。
ファイナルグライドや、ドルフィン飛行のよう
な場合に有効です。
コンパス アルゴリズム
複合バリオメーターと電子コンパスの信号が
XCSoarに接続されている場合には、飛行方向と
速度を使って風向風速を求めることができま
す。この場合ジグザグ飛行は必要ありません。

7.2 データー表示及び入力

7.3

：真対気速度の補正

風向風速表示

風向風速情報は上昇モードのデーターを元に
計算されます
方向は矢印で、風の強さは、矢印の長さと
数字で表示されます

7.5 風向風速設定ダイアログ

気象条件が大きくが変わらなければ、帰り道に
サーマルがある可能性が高い場所です。
風向風速，飛行高度、日照等の条件が変われば
変わる可能性があります。

7.8 サーマル

アシスト

旋回モードの時画面の左下のには、サーマルア
シスト画面が現れます。
風向風速 自動：
手動、旋回、ジグザグ、両方
外部風情報： オン、オフ
航跡の長さ： オン、オフ
風の速度：０～２００km/h
風の方角：5度刻み
設定は飛行中でも変更できます。

7.6 サーマルのプロフィール
サーマル旋回中のデーターも収集され記録さ
れます

この画面を1回クリックすると
大きな画面が現れます
画面には機体の位置とリストの強さを示す円
上昇風の分布が表示されます。

表示はマップ左上
高度と強さが表示されます

7.7 サーマル

ロケーター

アルゴリズムがサーマルの中心を計算しマー
クを付けます。緑色の渦巻
元のサイズに戻したい場合は、画面左上
Returnをクリックしてください。

接続されている機器データーおよび今までの
のデーターを元に算出しているので、タイムラ
グがあること忘れないでください。

7.9コンバージェンス

温度記録が表示されます

予報

グライダーに外部温度計と湿度計を装備して
いる場合には、雲底と対流の上限を予測するこ
とができます。出発前にインフォボックスに
予測最高温度を入力してください
設定 メニュー＞フライトセットアップ

7.11 気象予報
RASPのカバレッジ範囲の場合には
サイトより気象情報をダウンロードすること
ができます。今のところ日本は範囲外です
詳しくはRASP website www.drjack.info
for more details on how RASP forecasts work,
from where they are available, and their use and
limitations.省略コマンドは以下のとおりです
最高温度を入力してください

7.10

解析ダイアログ

8 空域

トラフィック

チームフライト

情報メニュー 解析ボタンを押すと
標高ごとの風向風速が表示されます

XCSoarでは空域を表示することができます
空域ファイルは2個まで読み込むことができま

外部温度計が接続されている場合

す、優先ファイルはSUAデーターベース
セコンダリーはNOTAMなどです。
実際に飛行する場合には最新のデーターベー
スを使用してください。データーベースを最新
状態に維持するのはユーザーの責任です。
FLARM機器を接続して使用する場合には、地
図上にトラフィックを表示することができま
す。
チームコード機能は、無線経由、信号をエンコ
ード、デコードすることができます。

XCSoarはマップ上に空域情報を表示すること

には確認しないこと （表示が消えてしまう）
_ 警報はレベルが変化したときのみ発せられ
る.

ができます。
空域は表示方法を選択することができます

_ 警報システムは旋回中のパイロットに過大
なストレスを与えないよう配慮されている

イベントには次の三つがあります
空域接近警告: このコースで飛行した場合、設
定した時間後に空域に侵入する場合
侵入警告 : 空域に侵入した場合
脱出警告 : 空域から出た場合

空域警報表示の設定にあたっては、パイロット
の負担が過大にならないように考慮すべきで
ある。

8.1 空域表示

気圧高度計が装備されている場合には

8.3 空域情報
マップ画面に空域が表示されたら、タップする
と空域の情報が表示されます

QNHで管理されている空域の高度とGPS高度
が異なる場合があるので確認しながら飛行す
ること

8.2 空域警報
空域外
近く Level１
空域内 Level２
XCSoarは飛行している空域をモニターしなが
ら指定空域から離れるまで警報を出し続けま
す
空域警報 ダイアログ
警報ダイアログは同時に4個までの情報を表示
します
空域警報の確認
ACK Warn : 現在の警報を確認
新たな警報やレベルが変化した場合には新た
に警報が出る。

空域フィルター ダイアログ
ここでは空域の表示、非表示の設定をします

ACK Space : 現在の警報空域から水平方向２．
５km以内、垂直方向に５００m以内の距離
ACK Day : この空域から残りのフライト中警
報を確認する
Enable :現在の確認をキャンセルする
Close :現在開いているダイアログを閉じる
新たな警報が出ると自動的に開く。
空域選択
ダイアログ使用上のガイドライン
_その空域を完全に避けなければならない場合

ダイアログ

_ 赤色 level 2 and 3, 接近.
_ 緑 チーム機体.
_ 青 選択された ターゲット
Level

1以上の

機体には高度が表示されます

FLARM トラフィック

8.4 解析

ダイアログ

ダイアログ

解析メニューの空域ダイアログでは現在位置
の空域断面を表示することができます

North up : チェックを入れると画面は北上固
定表示になる
A－Zoom：オートズーム チェックを入れ
るとターゲットの距離に応じて自動でズー
ムする。チェクがない場合手動で操作する
Avg/Alt：ターゲットの平均上昇率と高度表
示の切替
Details :ターゲットごとの情報が表示される
+/- : ズームレンジの変更 500m 10000m
//. : 次のターゲットを選択

8.5 FLARM トラフィック
FLARM装置が接続されている場合には
FLARM トラフィック位置情報が表示されま
す、機体登録番号 IDなどが表示されます

左上 : ターゲットのFLARM Id
右上 : ターゲットのバリオ
左下: ターゲットまでの距離
右下: ターゲットとの高度差

8.6 チーム

フライト

FLARM radar

チーム設定は5桁のチームコードを設定してく

レーダー表示
内側の円は１km、外側の円は２kmです

ださい。チームはあらかじめ同じウエイポイン
トを設定してください

２km以上離れている機体も２km
円の上に表示されます
_ 無着色
level 0, no threat.
_ 黄色 level 1, 警報.

以下省略
XCSoarは、FLARMを使用したチームコードも
サポートしています。
FLARM捕捉ボタンをおして ターゲットの
FLARM IDを探してください。
XCSoarは現在のところ１機のチームメートの
みサポートしています、Frendは何機でもでも登
録できます。

b:) GPS 信号無し
GPS高度
GPS高度は通常WGS84座標系のものが出力さ
れますが XCSoarでは地形ファイルと位置情
報を照合し正確なMSL高度を補正しています。

9.3 入力装置切替
XCSoarは各種機器の接続をサポートしていま

XCSoarは、無線機、センサー、スイッチ等各種

すが、適切に設定する必要があります
Serial device：バリオメーター、PDA, FEIS、
NMEA信号機器（GPS）など
１－Wire device :
Altair glide computer and
Vega variometer

の装置、との連携が取れるよう設計されていま
す。
８章では FLARM装置 ７章ではバリオメー
ターに触れました。

Bluetooth device : 最近のPDAはカスタム入力
設定を装備しているものが多く。エアブレーキ、
フラップ位置、ランディングギヤー位置等の信
号を取り込むことができます。

9.1 バッテリー寿命

9.4 スイッチ

最近のPDA装置は、高機能でコンパクトになっ
ていますが、長時間のクロスカントリーの間を
問題なく使用するために外部バッテリーの接
続を推奨します。

Vega バリオの場合

9 アビオニクスと機体

バッテリー寿命に最も影響するのがバックラ
イト照明です。Altair以外のPDAはバックライト
を最大にしないと屋外では見えないので。こま
めに表示を消すか、外部電源を接続して電力を
供給してください。
XCSoarでは、インフォボックスにバッテリーの
残量を表示することも可能です。

ダイアログ
省略

9.5 Slave mode
（Vega, FLARM etc).省略

9.6 状況

System

情報メニュー 状況
System ダイアログ

9.2 GPS の接続
XCSoarをナビゲーションに使用するには３D
GPS信号の補足が必要です
GPS status

9.7 外部装置

a): GPS 信号補足中

外部装置は２台まで同時に接続することがで
きます、Bluetooth装置はデバイスがサポートで
きる範囲で何台でも接続することができます。

GPA装置が２台接続されている場合には
最初に信号が来たほうが使用され２台目は
待機します。１台目が作動しなくなった場合に

2. 飛行設定ダイアログを開 バグレート
バラスト量、最高予想温度を入力します
ダイアログボックスを閉じます

と

は２台目が起動します。
(気圧高度計、バリオメーター 速度計など):
XCSoar は最初の装置の信号から取り込み不足
する場合は次の装置からの信号を取り込みま
す。
最初のデバイスが CAI 302, で2台目がFLARM.
装置の場合それぞれのデーターがすべて取り
込まれます。
この場合: XCSoar は速度、バリオ トラフィッ
クのデーターを入力することができます,

9.8 外部装置の取り扱い
例えばIGC認定ロガーが接続されている場合に
は、フライトログをダウンロードすることがで
きます。
設定メニュー
フライトログ

デバイスダイアログを開く
ダウンロードを選択

3.タスク編集メニューを開き 設定ダイアログ
“新規タスク”ボタンをおして、新しい空白の
タスクを作成します .

IGC ファイルは”XCSoarData.”フォルダー内に
ダウンロードされます。

10 クイック

スタート

この章ではXCSoarをクロスカントリーフライ
トに使用する場合について簡単に説明します
10.1 ローカル フライト
非公式なフライトやローカルフライトの場合
には、ウエイポイントを設定する必要はありま
せん。
離陸前に
1. 電源を入れる.

4. タスクタイプ

”レース中”を選ぶ

5. タスクが作成されたら 旋回点の追加をタ
ップ。
出発点をリストから選ぶ。

２、
バグレート、バラスト量は随時変更し
てください。
３、
高度差バー表示が緑色で上向きの場合

エンターキーを押す

はいつでも出発点に安全に戻ることがで
きます。
４、
マクレディーセッティングを自動に設
定すると最適な飛行速度がが計算され、表
示されます。
着陸後
１、状況ダイアログでは、所要時間を見ること
ができます。
２、解析ダイアログでは、フライトの様子をレ

ウエイポイントの追加をタップして ウエイ
ポイントを設定する
６．もう一度ウエイポイントを追加して フィ
ニッシュポイントに指定する
タスクを保存してダイアログを閉じる
7. タスクには1箇所のウエイポイントとフィニ
ッシュポイント（ホームポイント）が設定され
ました。
飛行中
１、
飛行中にマクレディー値を適当な値に
セットしてください

ビューすることができます。
３、航跡はIGCファイルに保存されていますの
で再生して見ることもできます。
４、フライトのレビューは一旦電源をOFFにし
てからでも可能です。

10.2 FAI タスク
ここではFAIタスクをセットする場合の手順を
説明します
飛行前
1. デバイスの電源を入れる.
2. フライトの設定ダイアログを開き バグと
バラストを入力し予想最高気温設定する
ダイアログを閉じる
3. タスクマネージャーを開く
タスクの種類を“FAI バッジ記録”に設定する
4. 旋回点の追加を開き、スタート ポイント、
セクター タイプ、希望するウェイポイントを
選択して保存し一旦閉じる
5. 再度旋回点追加モードを開きリターンキー
を押す。ウェイポイントを選択してエンターキ
ーを押す。これが最初の旋回点です。
6. 同様の手順でもうひとつの旋回点を設定す
る。適切なポイントを選定するためには
(+120°)の方向にある適当なウエイポイントを
さがすと良い、
7. 最後のもうひとつのウエイポイントはフィ
ニッシュポイントです

8. タスクの設定が済んだら 宣言ボタンをお
して 認定IGCデーターロガーにデーターを送
ります

ここではAATタスクをセットする場合の手順
を説明します
1. デバイスの電源を入れる.

飛行中
1. 離陸すると最初のウエイポイントが自動的
に表示されゾーンが表示されます
2. タスクをスタートすると
状況ダイアログを開くことができます
情報メニュー 状況 サブメニュー Rulesダ
イアログ.
ここではスタートが有効であるか確認するこ
とができる。スタート時間も記録されている
スタート高度も記録されているので

2. フライトの設定ダイアログを開き バグと
バラストを入力し予想最高気温設定する
ダイアログを閉じる
3. タスクマネージャーを開く
タスクの種類を“AATタスク”に設定する.
4. 旋回点の追加を開き、スタート ポイント、
セクター タイプ、希望するウェイポイントを
選択して保存し一旦閉じる
5. AAT タスクでは ゾーンのサイズを入力
し、AATセクターを設定する.

フィニッシュ高度が自動的に計算されます。
3.タスク中は、黒い矢印が次のウエイポイント
を表示します.
青い矢印はグライダーが巡航すべき方向をし
まします。
4.ズームが自動に設定されている場合には、ウ
エイポイントが近づくと自動的にズームしま
す。
5.適当な時期にマクレディ値をメニューまたは
タスク計算機ウインドウから設定するか、MC

6.同様の手順を繰り返して最低2つのポイント

Autoに設定する。
マクレディモードがファイナルグライドまた
は”両方”に設定されている場合は最適な値がシ
ステムから表示される。
マクレディ値を小さく設定すると上昇が優先
される。.
6. バグ バラストの値に変化が見られた場合
変更する。
7. 解析ダイアログの指示に従う.

を設定する 最後のウエイポイントが フィ
ニッシュ ポイントです.
7. AAT タスクの入力が完了したら
プロパティーのダイアログを開いて定められ
たタスク時間を入力する.
8. 予想時間はマクレディー値によって変わる
ので、設定値ごとのXCSoar提案値“AAT レン
ジ”を タスク計算ダイアログで確認してくだ
さい

8. ステータス ダイアログの参照
スタート時間、タスク時間、到着見込み時間タ
スク平均速度 などが表示される
9.高度指示バーがグリーンで上向きである限り
グライダーはタスクを完了することができる

飛行中
1. パイロットがタスク スタートの準備が整
った場合, Arm Start ボタンを押すと次のウエ
イポイントが自動的に矢印で示されます
一度出発セクターから出るとトリガーは解除
されます
2.リスタートしたい場合には一旦エリアに戻り、
エリアから出る前に、手動で Arm Start ボタン
を押します
3. 一旦タスクをスタートするとステータスダ

.着陸後

１０．１ 着陸後参照ください

10.3 AAT タスク, Manual Arm
飛行前

イアログを開いて、スタートが有効なことトス
タート時間を表示することができます
スタートが無効な場合

5. 常に青い矢印は次のターゲットを示します
ターゲットはAATセクターの中に有り 距離
はタスク計算ダイアログで見ることができま

“INVALID”が表示されます
4.タスクを飛行中は、マクレディセッティング
に応じた予定到着時間と経過時間が表示され
ます。
タスク計算ダイアログでは、マクレディ値を変
更したり。AATレンジ、ターゲットを手動で変
更することができます
このようにしてAAT残り時間や気象状況に応
じて タスクを増やしたり減らしたりすること
ができます。

す。
青い矢印は巡航時に通過すべき経路を示して
います.

下の図は範囲セット100%.
6.AATセクター内に到着していて 次のAatセ
クターまたは旋回点に向かう場合 Arm Turn
ボタンを押してください、現在のウエイポイン
ト方次のウエイポイントに目標が変わります
まだ セクターに到着していない場合には ボ
タンは操作できません
7. 自動ズームがオンになっている場合には
ウエイポイントに近づくと 地図は自動的に
ズームします
8. 手動でマクレディ値を変更した場合には
タスク計算機またはバリオに新しい値が表示
されます,
MC 自動の場合には ‘Final Glide’モード
”両方” モードで最適な値を表示します
ホームベースに戻る場合や MC値を最小にセ
ットしている場合 上昇モードMC値を使用す
下の図は範囲セット

-75%.

ると早く上昇することができます
9.バグやバラスト値は適宜変更してください
10. 解析ダイアログを活用してください.

H AGL 対地高度
ナビゲーション高度マイナスその地点の標高
安全高度以下の場合 赤色で表示される。

11. 状況モードでは
スタート時間
経過時間
到着予定時間
タスク平均速度などが表示されます

H GND 標高
現在のGPS座標位置の地形の標準海面からの高
さ
Alt. baro. 気圧高度
気圧高度計表示値 標高
QFE GPS 現在地基準高度
現在の位置を０mにセットした場合の高度
離陸前にセットする UP DOWN キー
一旦離陸したらリセットできない
下側の小さい文字の数値はQNH 高度です
QFE値を設定してもQNHの数値には影響あり
ません
Flight level フライトレベル
気圧高度計と正確なQNH設定が必要
バログラフ
Barogram
バログラフは飛行中の気圧高度を記録する計

11

InfoBox について

インフォボックスの表示
インフォボックスには有益な情報が表示され
ています。それぞれ単位や、項目はユーザーが
設定することができます。
数値がない場合は’—’ が表示されるか、グレイ
アウトします。
またBOXには‘対地高度’のようにタイトルが
付いています。

11.1 高度Altitude
H GPS GPS高度
GPSから出力される標高.
シュミレーターモードの場合で、（タッチスク
リーンまたはPCの場合）up/down 矢印キーで
調整することができます right/left 矢印キー
ではグライダーの針路を変更することが出来
ます.

器です。

11.2 航空機情報
針路 Bearing
次のウエイポイントへの真針路
AAT タスクの場合 セクター内のターゲット
への真針路
対地速度Speed ground
V GND
GPSが計測した対地速度
インフォボックスが開いている場合で
シュミレーターモードの場合 up and down矢
印で速度、 left and right 矢印で方向を操作
航跡Track
GPS航跡 コンパスコース
(Touch-screen/PC only)
インフォボックスが開いている場合で

シュミレーターモードの場合
印で航跡を操作可能

up and down矢

計器速度Airspeed IAS
V IAS
外部速度計（複合バリオ）

の計器速度

荷重計
G
飛行中の荷重の強さ
イナスになる

ピッチダウンするとマ

巡航 滑空比GR cru.
巡航モードの時最後のサーマルからの飛行距
離を、最後のサーマルを離れてから使用した高
度で割った値、
マイナス値の場合上昇している、数値がゼロに
近い場合は“―――”と表示される
フィナル グライド滑空比
Final GR (トータルエナジー補正値)
Fin. GR-TE
タスクの最終目的地まで到達するのに必要な
滑空比。現在地から目的地までの距離を到達す
するのに必要な高度で割った値、マイナス地は

針路誤差Bearing Difference
Brng.
グライダーの飛行方向と次のウエイポイント
までの針路の差
AAT タスクの場合次のセクター内のターゲッ
トへの針路。風が強い場合実際に飛行方向と
進路は大きく異なる
矢印はグライダーが補正すべきコースを表示
する、この数値は地球の曲率の影響を考慮して
います。
.

高度が不足する場合
数値がゼロに近い場合は“―――”と表示され
る
Note この計算値は実際の飛行速度が大きい場
合、最良滑空比とマクレディー値より楽観的に
なる傾向があります、
ファイナル
Fin. GR

グライド

レシオ

Final GR

最後のウエイポイントまで到着するのに必要

真対気速度Airspeed TAS
V TAS

な

外部計器（複合バリオ）よりの真対気速度信号
姿勢表示器Attitude indicator
人工水平儀は飛行角度とバリオメーターのデ
ーターが可能な場合 表示可能

次のウエイポイント滑空比Next GR
WP GR

11.3 グライドレシオ

滑空比

現在の滑空比
GR inst.
現在の滑空比（瞬間滑空比）は単位時間内（過
去２０秒間）に飛行した距離を使用した高度で
割った値、（対地GPS速度をGPSの高度データ
ー変化）マイナス値の場合は上昇している
数値がゼロに近い場合は“―――”と表示され
る
インフォボックスが開いている場合 カーソル
ボタンをUPを押すとバグ＆バラスト ダイア
ログが開く

勾配

滑空比）トータルエナジー補正無し.

次のウエイポイントに到着するのに必要な滑
空比、
残りの距離を飛行するのに必要な高度を安全
高度を引いた高さで割った数値
マイナス値の場合は上昇が必要
数値がゼロに近い場合は“―――”と表示され
る
Note この計算値は実際の飛行速度が大きい場
合、最良滑空比とマクレディー値より楽観的に
なる傾向があります、
バリオ 滑空比L/D vario
L/D vario
複合バリオ計器よりの信号 瞬間的lift/drag 比,
飛行速度をトータルエナジーバリオ昇降値で

割った値
マイナス値の場合上昇している、数値がゼロに
近い場合は“―――”と表示される

現在のサーマルで獲得した高度
全旋回モード
TC all

平均上昇率

平均滑空比GR average
GR avg.

クライムモード中の上昇率総平均

指定時間の飛行距離を使用した高度で割った
値。マイナスの値はˆˆˆ と表示。滑空比が200 以
上の場合 +++ と表示される。
演算時間は60, 90 または120.
時間が短いと瞬間滑空比の数値に近づく。
滑空距離は、実際に飛行した距離で計算します。
目的地までの直線距離ではありません。ジグザ

バリオ
Vario

グに飛行した場合葉はその航跡です。
旋回中モードの飛行は、計算に含まれません

飛行中の気団の上昇率
複合バリオメーターの信号が有る場合
風向風速も計算できます

11.4 バリオメーターVariometer
サーマル上昇
TC 30s

30秒

瞬間上昇率
ターの信号
ネット
Netto

GPS計器または外付けバリオメー

バリオNe

バリオ トレース
Vario trace

過去30秒間の平均上昇率
GPS 高度またはバリオメーター

昇降の記録 GPSのデーターまたは、複合バリ
オの数値を使用（接続されている場合）

前のサーマル平均上昇率
TL avg.

ネットバリオ

一つ前のサーマルの上昇または下降を旋回モ
ードで費やした時間で割った値。
前のサーマル獲得高度
TL gain Total altitude gain/loss in the last thermal.
前のサーマルでの獲得高度の合計（損失）

トレース

ネットバリオの記録
サーマル上昇の記録
TC trace
サーマルごとの平均上昇率の記録
GPSのデーターまたは、複合バリオの数値を使
用（接続されている場合）
.

前のサーマル所要時間
TL time

上昇バンド
Climb band

前のサーマルでの旋回に使用した時間.

平均上昇率のグラフ
の高度（縦軸）

サーマル
TC avg.

平均

現在のサーマルで旋回中に獲得した高度を所
要時間で割った値

強さ（水平軸） 及びそ

11.5 大気
風速
Wind V
XCSoarが計算した風速.

サーマル獲得高度
TC gain

手動入力可能

up/down カーソル強さの設定
left/right カーソル風向の設定
InfoBox が有効な場合リターンキーを押して

次のウエイポイントまでの最適飛行速度
クルーズモードの場合は、高度を維持するよう
計算される.

設定値を保存する(タッチスクリーンまたはPC
のみ)

フィナルグライドモードでは、降下しながら
目的地に向かう速度

風向
XCSoar.が計算した風向
InfoBoxが開いている場合、手動設定も可能で
up/down カーソル(タッチスクリーンまたはPC
のみ)

上昇％
% Climb

向かい風成分
Head wind

ドルフィン速度
V opt.

現在の向かい風成分
真対気速度とGPS速度信号が可能な場合

ドルフィン飛行の場合 ネットバリオからの
数値から マクレディー指示速度を計算する
クルーズモードの場合は、高度を維持するよう
計算される.
フィナルグライドモードでは、降下しながら
目的地に向かう速度
上昇モードでは 現在の機体状況における最
小沈下速度
アクセラレータースイッチが装備されている

外気温度
OAT
機体の外気温度計の数値
相対湿度
Rel. hum.
湿度計を装備している場合その値。
予想気温
Max. temp.
ホームベースの予想最高気温
up/down キーを押して セットする

11.6 マクレディーMC
マクレディ セッティング
MC MANUAL
現在のマクレディ モード
(manual or auto), 指示速度
InfoBoxが開いている場合、手動設定も可能で
up/down カーソル(タッチスクリーンまたはPC
のみ)。または メニューボックスのボタンを押
して直接変更することもできます。
‘Auto MacCready’ mode.
マクレディ
V MC

指示速度

飛行時間のうちタスクをスタートしてから上
昇（旋回モード）で使用した時間の割合 （％）
タスクをスタートするとリセットされる

場合 ブロックモードを選択している場合
インフォボックスにはマクレディー指示速度
が表示される

11.7 ナビゲーション
次までの距離
WP dist.
現在選択されているウエイポイント間での距
離. AAT タスクの場合AATセクター内のター
ゲットまでの距離
次までの高度差
WP alt. D
次の旋回点までの高度差
安全高度は考慮しています
次のウエイポイントまでの高度差 MC0の場合
WP MC0 alt.D
MC0の場合の次のウエイポイント到達に必要

な高度、安全高度を考慮に入れている。
AAT delta time
AAT time D

次のウエイポイント到着高度
WP alt. A
ファイナルグライドモード時
イント到着見込み高度

次のウエイポ

次のウエイポイント到着に必要な高度
WP alt. R
次のウエイポイント到着に必要な高度
ファイナルするのに必要な高度差
Fin. alt. D
ファイナルポイント到達に必要な高度差、安全
高度を考慮に入れている.
ファイナルポイント到達に必要な高度
Fin. alt. R

AATタスク時間と AAT最小タスク時間の差
. マイナスの場合赤で表示(到着予定が早すぎ),
ブルーの場合、現在セクター内で、予定AAT時
間より5分以上の大きい場合
AAT最大距離
AAT D max.
‘Assigned Area Task’ エリア内で達成可能な最
大距離
AAT 最小距離
AA D min.
‘Assigned Area Task’ エリア内で達成しなけれ
ばならない最小の距離

タスクを完了するのに必要な高度

AAT 速度最大距離
AAT V max.

タスク平均速度
V task avg.

AATタスクの場合で最大可能距離を最小時間
で飛んだ場合の平均速度‘

現在のタスクの平均飛行速度
高度は未補正

AAT 速度最小距離
AAT V min.

現在のタスク速度
V task inst.

‘AATタスクの場合で最小可能距離を最小時間
で飛んだ場合の平均速度

現在のタスクの瞬間速度 高度補正
Pirker crosscountry speed.と同じ

AAT ターゲットまで飛んだ場合の距離
AAT Dtgt

タスク速度
V task ach.

AATタスクの場合でターゲットまで飛んだ場
合の距離

現在のタスクの平均速度
高度補正済
Pirker cross-country 残り速度ト
同じ

AAT ターゲット平均速度
AAT Vtgt
ターゲットまで最小時間で飛んだ場合の平均
速度

ファイナルまでの距離
Final dist.
ファイナルポイントまでの残り距離
AAT 時間
AAT time
‘Assigned Area Task’競技

残り時間.

ホームベースまでの距離
Home dist.
ホームウエイポイントまでの距離
（設定している場合）

WP ETE
オンラインコンテスト
OLC

距離

オンラインコンテストのルールに基づいて計
算された飛行距離
タスク達成度
達成度の時計表示

残り距離の表示

11.8 ウエイポイント
次のウエイポイント
Next WP
現在選択されているウエイポイントの名前
InfoBoxが開いている場合
up/down カーソルキーで 次/前 のタスク上
のウエイポイントを変更できる.
エンターキーを押すと ウエイポイントの概
要が表示される（タッチスクリーンまたはPCの
場合）.
飛行時間t
Time flt.

現在のMC設定値（巡航 上昇サイクル）で予
想される次のウエイポイント到着見込み時間
次のポイントまでの時間 (ground speed)
WP ETE VMG
現在の対地速度を維持した場合予想される
次のウエイポイント到着予定時間
タスク到着時間
Fin. ETA
理想的なマクレディー設定値における
巡航/上昇サイクルを想定した、タスク フィニ
ッシュ見込み時間.
次のポイント到着時間
WP ETA
理想的なマクレディー設定値における
巡航/上昇サイクルを想定した、
次のポイント到着見込み時間

離陸を検知してからの飛行時間.

タスクで必要な総高度
RH trend

現地時間Time
Time loc.

残りのタスクを完了するのに必要な距離を飛
行するのに必要な高度をすべて合計した値
時間はスタート最大高度で出発した場合。

GPS時計のタイムゾーンの設定による時間.

11.9 チームコード

UTC時間
Time UTC

チームコード
TeamCode

GPS 時計の世界標準時.

現在設定されているこの機体のチームコード
ほかのチームメンバーに機体コードが通知さ

タスク到着予定時間
Fin. ETE

れる
チームコードは、最後にレポートされた位置
下に表示される

現在のMC設定値（巡航 上昇サイクル）で予
想されるタスクファイナル到着見込み時間
タスク到着予定時間（対地速度）
Fin. ETE VMG

チーム ベアリング
Team brng.

現在の対地速度を維持した場合予想されるタ
スク到着予定時間

ほかのチーム機の位置方向（最後にレポートさ
れた位置）

次のポイントまでの時間

チームべァリングの差

Team brng.
ほかのチーム機の位置方向（最後にレポートさ
れた位置）との差

水直方向に一番近い空域
Near AS V
一番近い空域までの垂直距離
＋の値は、上側
マイナスの値は下側を意味する

チーム レンジ
Team dist.
ほかのチーム機の位置方向（最後にレポートさ
れた位置）までの距離

地形衝突
Terr. coll.

11.10 デバイス

現在のタスクコース上の 一番近い地形への
衝突位置 設定した安全高度を含む

状況

バッテリー電圧 V/％
機器のバッテリー残り電圧（可能な場合）
及び外部電源状況
CPU 負荷
CPU
デバイスのCPU負荷状況
XCSoar 作動の 5秒間の平均値
空きメモリー容量
Free RAM
システム空きメモリー

11.11 代替
代替 1
Altrn. 1
第一候補地、地名及び方角を表示する.
代替2
Altrn. 2
第２候補地、地名及び方角ぉ表示するDisplays
代替1 滑空比
Altrn.1 GR
最も適当な代替地への滑空比（絶対値、補正無
し）

11.12 障害物
水平方向に一番近い空域
Near AS H
一番近い空域までの水平距離.

12 設定
12.1 設定の概要
XCSoar は幅広くカスタマイズすることができ
ます
_ 設定変更 ユーザーの好みや、使い勝手でい
ろいろな設定を変更することができます。よく
読んで理解してください。
_ 表示言語 テキスト表示
_ ボタンメニュー メニューの配地
_ グライド コンピューター、
イベント、タスク
_メッセージ表示、形、頻度、音量、色など 詳
しくはXCSoarWiki をご覧下さい
http://www.xcsoar.org/trac/wiki

12.2

設定の変更

カスタマイズするには
メニューボックス 設定ダイアログから
設定、設定、システムセットアップ
設定メニュ－を移動するには、二つの方法があ
ります
メニューから選択するか。

基本メニューでは基本パラメーターだけが表
示されます

12.3 位置情報ファイル（地図）
全ての機能を有効に活用するためには、必要な
ファイルを必要な場所にインポートしてくだ
さい。

矢印キーで移動するかです

XCSoar: プログラムフィル
XCSoar data
ほかのデーターファイルSD カ
ード, PDA本体メモリー
地図データーベース(XCM)
地形データー、
標高、地勢、ウエイポイント、空域
ウエイポイント: 優先ウエイポイントリストが
空欄の場合はXCMファイルより読み込む

XCSoar ユーザーマニュアルでは、設定変更は
飛行中には行わないことを推奨いたします。
設定変更は地上でフライト前に行ってくださ
い。また設定の確認を行ってください。
設定が完了したら 閉じるボタンを押してく
ださい
設定が気に入ったら プロフィールを保存し
てバックアップしてください
デバイスがハングアップした場合、レストアす
ることができます。13章参照
ファイルの選択
選択すべき適当なファイルがない場合は、空白
にしておいてください。
XCSoarにはファイルネーム フィルター機能
がりますので。正しいファイルのみ表示され、
選択できないファイルは表示されません
設定メニューには基本モードと上級モードが
ります
上級モードは.設定メニュー左上のますにチエ
ックを付けてください、上級メニューではより
多くの項目の設定が可能になります。

追加ウエイポイント* :セカンダリーウエイポ
イント ファイル コンペなどの時追加される
ワッチウエイポイント* :
工場、サーマルソース、峠、などナビゲーショ
ン上有益なポイント。
空域: 優先空域ファイルは、空欄にした場合
地図ファイルのデーターが使用される,
(if available).
追加空域* : セコンダリー 空域ファイル.
地形ファイル* :高さ情報を持った地形ファイ
ル空欄にした場合は地形ファイルのデーター
が読み込まれる..
地勢図* : 河川、道路、鉄道などのファイル
空欄の場合 地形図のデーターを使用する
ウエイポイント概要* : 飛行場情報、エンルー
ト情報など
空域ファイルは、メインファイルはSUA ファ
イルを使用する、セコンダリーは NOTAM空
域、情報など
XCM 地図データーベースは
の場合(XCSoar v5.x以前)

古いバージョン

(as the “Terrain file”and “Topography file”
respectively).
XCM 地図ファイルには 地形

地勢、ウエイ

ポイント、空域情報が含まれる。
“地形ファイル”, “地勢ファイル、“優先ウエイポ
イントファイルを空欄にしておいた場合には
地図情報のデーターが使用される
しかしながら、その場合でも追加のファイルを
選択することも可能です.
13.2 参照ください.

トラック: 現在までの地上航跡
ターゲット:現在のウエイポイント.
グライダー位置オフセット:地図上のグライダ
ー表示のオフセット量の設定.
MAXズーム距離:自動ズームの大きい方の上限

12.5 地図表示/ 要素
スクリーンに表示される要素の設定.

12.4 地図表示/ 向き
このパージでは地図の表示方法を選ぶ事がで
きます。

巡航/旋回 向き : 設定された表示モードに応
じて現在のグライダーの位置を表示する。
航跡上:グライダーは常に上向き、機体が旋回す
ると地図が回転する 、風の成分は考慮されて
いる。
北上:地図は北が上で固定される。
機体が旋回するとグライダーアイコンが回転
して表示される
目標上:地図が回転する現在の目的地がいつも
上方向に表示される
旋回ズーム :
旋回（サーマル）モードの場合のサーマルアシ
ストの表示方法
旋回モードにはいると自動的にサーマルが拡
大表示される。巡航モードに入ると自動的にズ
ームアウトする
マップ シフト:なし,航跡、ターゲットより選
択する
なし: 設定できないようにする.

地上航跡: 飛行航跡を地図上に表示する
自動” 地上航跡のみを表示.
FLARM トラフィック: FLARM情報の表示
ONの場合情報を表示する
.
航跡の長さ* :マップ上に表示する航跡の長さ
オフOff: 表示しない.
長いLong: (約60 分ぶんを表示).
短いShort: (約10 分ぶんを表示).
すべてFull: 全ての航跡を表示
航跡ドリフト* :航跡の風の影響の表示
ONまたはOFF
OFFの場合 風の影響は表示されない
.
航跡種類* : 航跡の表示の選択
バリオ #1: 上昇域は濃い緑色に表示 沈下は
赤で表示 ゼロは薄い灰色で表示される.
バリオ #2: 上昇域 オレンジまたは赤
沈下は明るい青
ゼロは黄色い線
高度: 高度に応じた色の設定.

航跡のスケール* :設定した場合バリオ信号に
より航跡の幅を変えて表示する
.

無し:到着高度は表示しない
直線滑空: 直線コースでとんだ場合の到着高度、
地形の影響は考慮しない.

マーカーを迂回する* :設定した場合 直線コー
スの場合と迂回した場合の差が％でグライダ
ーアイコンの鼻先に表示される.

地形を避けた滑空: 到着高度は地形を避けて計
算する.
直線及び地形: 両方の高度が表示される.

航空機シンボル* : 地図上に表示される航空機
の形の設定.
シンプル: 直線グラフィックス 黒グライダー
の形
シンプル (large): 大きめの直線グラフィック
ス表示、画面が小さい場合使用する

必要滑空比:ウエイポイントに到着するのに必
要な滑空比を表示.

複雑: 飛行機の形のグラフィックス.

トライン

風矢印* : 地図上に風向風速を表示する方法の
設定.
矢印頭: 矢印の頭の部分のみ表示
矢印全部: 矢印の頭を線を表示

ウエイポイント ラベル表示* : ウエイポイン
トは名前と到着高度が表示される
すべて: 全てのウエイポイントのラベルが表示
される.
タスク ウエイポイント着陸可能地表示:
タスク上のウエイポイント及び着陸可能地が
表示される
タスク ウエイポイント: タスクで使用される

12.6 地図表示/ウエイポイント
地図表示に関する設定

ラベル スタイル* : 着陸可能地ラベルの形の
設定
角が取れた長方形 バックは白 またはアウ

ウエイポイントが表示される.
無し: ウエイポイントのラベルは表示されない
着陸可能地シンボル:三種類の表示が可能です
単純な円(WinPilot style), ＋アイコン 信号機
色の設定は4.5 章参照ください.
.
ラベル形式 : ウエイポイントのラベル表示の
設定
フルネーム: The full name of each waypoint is
displayed.
最初の単語: ウエイポイントの最初の単語のみ
(up to the firstspace)
最初の３: 最初の3文字を表示.
最初の５: 最初の5文字を表示.
無し:ウエイポイント名を 表示しない.
到着高度* : 着陸可能地に付随した表示

着陸可能地の詳細* :設定すると固定アイコン
の代わりに RWの長さや方向などの各種情報
が表示される
着陸可能地 サイズ* : マップ上に表示される
スケールの％
滑走路長 スケール* : 着陸可能地の実際の滑
走路長を地図のスケールで表示する

12.7地図表示

/ 地形

地形表示の設定

12.8 地図表示/ 空域
空域表示の設定
ここでは空域の表示方法と、警報のしかたを設
定します

地形表示: 高さデーターを持った地図の表示.
地勢図:市街地 (道路、川、湖、鉄道)などを地
図上に表示する
地形色: 見やすい色を選んでください
斜面の影* : 地形はには太陽光か、風向のいず
れかあるいは北東（固定）の影をつけることが
できます、風上側または、日当たり側が明るい
い色で、風影側または風下側は濃い色で表示さ
れます。
地形コントラスト* : 地形の明るさも調整する
ことができます.
大きな値は emphasise斜面,
smallerは山steep mountains.
地形の明るさ* : 地形表示の明るさ調整.
地形色の一覧表
とおりです

設定可能な色は以下の表の

空域表示 : 空域の表示の仕方 および警報の
フィルターの設定をします。それぞれの空域
個々に設定することができます
全てオン: 同時に全ての空域が表示されます.
クリップ: ユーザーが設定した高度以下の空域
が表示されます
自動: 飛行中の空域プラス上下（ユーザーが設
定した）の範囲の空域が表示されます。
下全て: 自動の空域＋飛行高度以下の空域が全
て表示差れます
クリップ高度: 空域が」表示されている高度
マージン: 自動及び下全てモードの場合
上/下 空域が有る位置
警報 : 警報を出すか出さないかの設定.
警報時間* : どこまで接近したら警報を出すか
の設定
通知時間* : 警報の継続時間 確認された場合
は警報は再発されない。
黒いアウトラインン線を使用する* : 空域堺に
黒い強調線を使用するかどうかの設定.
空域ファイル塗り潰しモード* :空域の着色，塗
りつぶしの設定
全て塗る: 全ての空域をそれぞれ透明な指定色
で着色する
ふべて枠: 外周《境界》を半透明な線で囲む.
デフォルト: デバイスの表示方法によって
見やすいように、設定する

空域透明* : 設定されている場合
空域は透明な模様で塗りつぶされる。
警報設定の表示設定も色分けすることができ
る，使用するデバイスの表示能力、見やすさに
応じて設定してください
最初に空域のクラスと色、模様（パターン）を
設定してください
フィルター機能については８，３にも記載され
ています

設定に迷う場合は0．3を推奨します
詳細は 6.7 章参照ください

12.10 グライド
グライド

コンピューター/

コンピューター

ここではグライドコンピューターの設定をし
ます。

12.9 グライド コンピューター/
安全係数の設定

到着高度 : 目的地上空に到着した後着陸に必

マクレディー 自動 : 使用するアルゴリズムを
設定します、詳細は6.13.参照ください
ファイナルグライド:最速でフィニッシュでき
るマクレディ値（指示速度）を表示します.
平均上昇率傾向予測: マクレデイ値を飛行中の

要な安全高度.
地形高度: 地形を避けて飛行する場合のコース
の地表面からの安全な高度間隔
6.8章 参照.
代替モード: 代替着陸地選定ダイアログ.
シンプル: 到着可能高度でフィルタリング
到着可能な地点を表示
タスク: 現在飛行中のタスクを考慮した地点
コンペの時少しでもポイントを稼げることを

のタスクの傾向から予測されている平均上昇
率から計算します.
両方: タスク中は平均上昇率、ファイナルグラ
イドの場合はファイナルグライドの値を使用
する.

考慮に入れる.
ホーム: ホーム飛行場に戻ることを中心に表示
ポーラー劣化* : 性能の悪化0%は劣化なし
50% は沈下率が倍になることを意味する
セーフティ MC* : セーフティ MC モードが
ONの場合飛行場到着高度の計算にマクレディ
値を使用する
安全リスク ファクター* : 安全リスク ファ
クター。０．０は補正無し１．０はMCの値に
現在のサーマル上昇高度を考慮した値

ドルフィンフライトの場合使用する

指示速度ブロック* : オンにした場合巡航中の
指示速度は気団の動きを考慮しない
オフにした場合気団の動きを考慮する

気圧高度計でナビゲーションする* : オンにし
た場合で外部気圧高度計信号が接続されてい
る場合外部会つ高度計の高度信号をナビゲー
ションの計算に使用する。
オフの場合または信号が無い場合. GPS高度を
使用する.
フラップ使用指示* : オプションが接続されて
いる場合、オンにすると上昇モードから 巡航

モードに移った場合、フラップを中立またはネ
ガティブにセットするよう指示が出る（Vegaが
接続されている場合）

旋回:GPS信号が可能な場合.
ジグザグ: 複合バリオが接続されていて、対気
速度の信号が可能な場合.

またフラップがネガティブにセットされた場
合XCSoarのモードが連動して巡航に切り替わ
る
Borgelt B50 の場合XCSoarのクライムモードと
巡航モードが切り替わる.

両方: 旋回モードと、ジグザグモード両方の信
号を使用する.

平均滑空比演算時間* :平均滑空比を算出する
時間（１５，３０，６９，９０，２分、３分）
を設定する。XCSoarは設定された時間に飛行し
た距離と、使用した高度から滑空比を計算する
通常はグライダーの場合９０～１２０秒
パラグライダーの場合１５秒に設定する
あまり小さく設定すると瞬間平均滑空比と同
じ値になってしまいます。長距離を飛行する場
合には大きな数字を設定します。ほかの一般的
なァベレージャーは２分を使用しています.

外部風情報 : オンの場合外部機器からの信号
が有る場合XCSoarの計算値をオーバーライド
する

12.12グライド

コンピューター

/ ルート
ここでは到着計算の設定をします

風成分* :旋回中の円の流れから気団の風向風
速を演算します.
向かい風の場合の到着高度を予測することが
できます.

12.11 グライド コンピューター
/風
ここでは風の設定をします

ルート モード :障害物の回避モードを設定し
ます,詳細は 4.13参照ください.
地形* : 選択すると地上の地形を回避ルートを
設定します.
空域* : 空域を回避してルートを設定します
両方：空域と地形の両方を回避してルートを設
定します。
無し：障害物を考慮せずウエイポイントまで直
線で計算します。
上昇ルート：オンの場合でマクレディー値がプ
ラスの場合 飛行区間で上昇する事を許容し
ます

.
風向風速 自動 : 風向風速計算アルゴリズム
をオン/オフします.
手動: ＝OFF 風向風速の設定はパイロットの
責任で入力してください.

ルート シーリング：ルートの上昇最高高度を
制限します
設定した５００m下まで使用します
OFFの場合 制限は有りません.

到達範囲 : 到達範囲表示の設定
オフ:到着高度を表示しない.
直線: 到達範囲は直線で到達できる範囲のみ表

ファイナル

グライド

バー：オン/オフ

示する.
旋回: オンの場合コースに衝突する地形がある
場合地形を迂回してコース設定して到着高度
を計算する.

ここではバリオの表示を設定します

12.14 ゲージ / バリオ

到達範囲表示 :
オン：点線で表示する
シェード：影を付ける
オフ:表示しない.
到達範囲ポーラー* : 到達範囲の計算方法,
タスク: タスクで設定した値を使用
セーフティMC: 安全マクレディー値で計算.

12.13 ゲージ / FLARM, その他

項目は全て上級メニューに指定されています
速度矢印* : バリオに速度コマンドを表示する
かどうかの設定
巡航の時飛行速度が早すぎる時は、上向き矢印
速度アップを指示するときは下向き矢印
平均を表示* :、平均上昇率を表示の設定、
巡航モード時は気団の上昇速度を表示
マクレディー値表示* :マクレディー設定値を
表示の設定.
バグレートの表示* : バグ設定値を表示の設定.

FLARM レーダー : FLARM レーダーのゲー
ジを表示します
FLARM自動* : FLARMレーダーからトラフィ
ック信号が無い場合 自動的に窓が閉じます.
FLARM 表示ではターゲットの色が危険のレ
ベルを意味します.
サーマル アシスタント :サーマル
ント表示のオン/オフを設定します.

アシスタ

サーマル バンド : サーマル プロフィール
の表示をオン/オフ設定します.

バラストの表示* : バラスト搭載量（％）表示
の設定.
総重量の表示* : 離陸総重量の表示設定
平均表示針* : バリオ ゲージに平均上昇率を
針で表示する.
巡航時はネット値.
旋回時はグロスの値を表示する.

12.15 標準タスク / タスク

ルール

各種競技ルールの適用に関する設定.

内.
OLC Classic:スタートとフィニッシュを含む7点
以内 フィニッシュ高度は スタート高度の

スタート最大速度* :スタートゾーン内の制限
速度、無制限の場合 ０ を入力する
スタート最大速度マージン* : スタート最大速
度の許容範囲
ットする.

許容範囲が無い場合

0 にセ

最大スタート高度* : タスクのスタート最高高
度（地表からの高さ）、無制限の場合0 を入力
.

1000m以内.
OLC League: classic ルールに加えて ３点以上
の旋回点と2.5 時間以上のセグメント. フィニ
ッシュ高度は スタート高度より低くならな
いこと.
OLC Plus: Classic と FAI rulesの複合計算する
FAI スコアーの３０％をClassic のスコアーに
プラスする.
XContest:
DHV-XC:
SIS-AT

12.16 標準タスク/ 旋回点の種類
ここでは旋回点のタイプ種類、サイズを設定し
ます 詳しくは 5章参照ください。

最大スタート高度マージン* :許容範囲の設定
許容範囲が無い場合 0 にセットする.
スタート高度.* :
MSL: 標準界面からの高度.
AGL: 出発地点標高からの高さ.
フィニッシュ最低高度* :
タスクのフィニッシュ最低高度（地表からの高
さ）
許容範囲が無い場合 0 にセットする.

.

12.17 表示 / 入力言語
ここではXCSoarの表示を設定します.

フィニッシュ高度Finish height ref.* :
MSL: 標準界面からの高度.
AGL: 出発地点標高からの高さ.
.
オンラインコンテスト: オンラインコンテスト
の適用ルールの設定.
2010,Sept. 23.版ルールを適用しています
OLC FAI: FAI三角コースルール、旋回３ポイン
ト以内 500km以上のタスクの場合,最小レグは
25％以上45％以内 または1レグは２８％以上
フィニッシュ高度はスタート高度の1000m以

イベント* : XCSoarに外部装置が接続されてい
て入力ボタンが接続されている場合設定する
言語: 希望する言語または自動に設定する

基本は英語ですが、自動にしておくとデバイス
のOSに応じて自動判別されます。
適応言語が無い場合は英語で表示されます

設定、いくつか表示を試して、そのデバイスで
見やすいものを選んでください.数字はインフ
ォボックスの数を意味します。

メッセージの設定* : 音ファイルの選択

FLARM 表示* : FLARM 表示がオンの場合
表示位置、トラフィックが無い場合の自動非表
示
既定値では自動、レーダーウインドウが地図で
はなくインフォボックスの位置に現れます.

メニュー タイムアウト* : メニューを開いて
から入力がない場合 画面を閉じてマップメ
ニューに戻るまでの時間設定 （１秒～60秒）
テキスト入力方法* : 表示するテキストのスタ
イルの設定 3.6 章参照くださいt.
アンダーライン テキスト:ハイスコアー ス

ダイアログ表示形式: ダイアログ表示にテキス
トを使用するかアイコンを使用するかの設定.

タイル、（矢印キー等で選択）
キーボード:画面キーボードから入力.
既定値: デバイスの設定を使用.

メッセージ表示* : ステータスメッセージの表
示位置 中央または左上

振動設定* : (Android devices only)
‘ブルブル 振動’オン オフ、またはOS設定
フォント設定
ここではフォントのカスタマイズの設定をオ
ン/オフします。カスタマイズがオンの場合パラ
メーター設定ボタンが操作可能になります
(font face, height, bold and italic) of the
chosen font.
オフの場合は既定値のフォンとが使用されま
す.

12.18 表示 / 画面表示
ここではXCSoarのグラフィック標示を設定し
ます.

ダイアログの大きさ* :ダイアログメッセージ
の表示サイズを設定.
インフォボックスを逆に表示する* : オンの場
合インフォボックスは黒地に白で表示される
オフの場合は白地に黒で表示される.
インフォボックスの色* : いくつかのインフォ
ボックスは色が変るように設定することがで
きます、例えばウエイポイントまでの距離を表
示しているボックスは、グライダーがタスクを
ファイナルすると青い色に変わります.
インフォ ボックス境界線* : 2種類から選択し
ます ボックスまたはタブ

12.19 表示/インフォボックスのページ
ここでは画面表示の設定をします。標準的には
3ページを使用しますが、8ページまで設定する
ことができます.

インフォボックス 左右対称 : InfoBox 配置の

設定する画面セットはダイアログボックスか
ら選択します

ひとつのページはマップとインフォボックス
が表示されます。
もうひとつのページは地図のみのページです。
他には5種類のページ（旋回、巡航、ファイナ
ルグライド、地図のみ、自動インフォボックス）
が用意されておりフライトモードごとに選択
することができます。
異なった インフォボックスの設定や画面表
示をあらかじめ登録しておくことができます。
１～３
上級モードでは前記のように最大8ページまで
作ることができます

名称 :設定するインフォボックス
称を入力.

セットの名

情報ボックス : 設定するボックスの数.
目次 : ボックスに表示したい情報を選択.
右側には選択されているボックスとタイトル
が表示されます.
PCを使用している場合はマウスを使用するこ
とができます.
インフォボックスのタイプについては11 章を
参照ください
設定したいボックスを選択します、ボックスの

12.20
表示 /インフォボックス

モード

表示位置には番号が付いています
インフォボックスの配置は横型と縦型の2種類
があります.

ここでは使用するインフォボックスの表示モ
ードを設定します.

12.21 セットアップ / デバイス

インフォボックスのセットは既定値で3種類が
あらかじめ登録されています(旋回, 巡航、ファ
イナルグライド).
上級モードでは 5個のセットを追加登録して
名前をつけることができます。

ここでは通信データーポートの設定をします
既定値は COM1 and 4800 bps.
VegaやバリオメーターはCOM1 and 38400.
デバイスの設定はA からDの設定が可能です.,
同時に2つ使用可能です.もしほかのデバイスを
使用しない場合は無効に設定してください.
COM ports 0 to 10
TCP/IP connection.
PDA の場合メディアは(serial cable,

Bluetooth,

virtual COM port, SD card or CF based GPS, 内蔵
GPS)などがあります.
アンドロイドデバイスの場合は内蔵GPSを使用

ハンディキャップ : OLCハンディキャップの
値.
最大バラスト: 積載可能な水バラストXCSoar

できます。

が100% で使用する値.
バラストを使用しない場合はゼロに設定する.
排出時間 : １００％の水バラストを排出する
のに必要な時間（秒）.

12.23 セットアップ /ロガー
ここではIGCフォーマットの航跡ファイルに記
録するモードの切り替え方法の設定などをし
ます
巡航モードと旋回モードの切り替え

12.22 セットアップ / ポーラーカーブ

再生時に飛行の状態を忠実に再現するために.

ここでは使用する機体の性能を設定します
性能を入力するには リストから当該機体の
プロフィールを読み込んでくださいしてくだ
さいXCSoar には沢山の機体のポーラーカーブ
が登録してあります。ファイルのフォーマット
はWinPilot polar file formatを使用しています
(13.6章参照ください).
Cruise移行時間* :旋回を止めてからの時間.
Circl移行時間* : 旋回を始めてからの時間
ショートファイル名：ファイル名の長さの設定
ロガー 自動：航跡記録 自動 手動切り替え
NMEA ロガー：NMEA信号出力の設定
ログ ブック：ログブック機能の設定
（離陸、着陸時間の記録）
まずリストをボタンをして

表示されるリス

トから希望する機体を選択して読み込んでく
ださい。
機体の装備状況に応じて重量、バラストを設定
してください.
重量設定: ポーラー計算に使用する重量.
乾燥重量 :空積重量（パイロット、バラストを
含まない）XCSoar 設定値.
翼面積 :.
乱気流速度V A : 最大乱気流速度
（XCSoarが計算に使用できる最大速度）

ロガー情報

.
パイロット名: 内部ロガーに登録するパイロッ

トの名前
機種 : グライダーのタイプ名.
登録記号 : JAナンバー.

デバイスが有効な時計バックアップシステム
を持っていない場合や、バッテリー切れから再
起動する場合に使用します.

コンペID : コンテストナンバー.
ロガーID : 登録ロガーの番号.

12.26 セットアップ/ 航跡

12.24 セットアップ / 単位
ここでは使用する単位を設定します

プリセット：American, Australian, British, and
European.または‘Custom’
航空機/風の速度* : mph, knots, km/h.
タスク速度は別途設定可能です.
距離* : sm, nm, km.
リフト* : knots, m/s, ft/min.
高度* : foot/meter.
気温* : _C, _F.
タスク速度* : mph, knots, km/h.
気圧* : hPa, mb, inHg.
緯度./経度.* : ‘degree/minutes/seconds’ formats,
UTM WGS 84 format.

12.25 セットアップ / 時間
UTC とローカル時間の時差を設定します.

live tracking システムにリンクするための設定
です詳細は‘Server’のウエブページ参照くださ
い.

13 データーファイル
XCSoar で使用しているデーターファイルは2
つのカテゴリーに分けられます
フライト データー ファイル : aircraft type,
airspace and maps, waypoints etc. ユーザーによ
って設定可能なファイルuseです.
プログラム データー ファイル: XCSoarを構
成するプログラム データーのファイル
ここではフライト データー ファイルの概
要を解説します。
see the XCSoar Advanced Configuration Guide
for details on program data files.

13.1 ファイル

マネージメント

ファイル名は 下記の正しいファイル名を使
用してください
古いPocket PC デバイスでは内部に不揮発メモ
ーリーを保有しているのでデーター保持が可
能です。PDAデバイスではSD カードやFC リ
ムーバルルメディアが使用可能ですが
(waypoints, airspace,glide polars, configuration

GPS時間を使用する * : このオプションは

files),などは最初に読み込むだけですが,地形図,
地勢図、空域ファイルなどは常に読みにゆくの
で 早いメモリーでないと支障があります。

最近のWindows Mobile やAndroid デバイスは
十分メモリーが速いので読み込みの問題は発
生しません.
全てのフライトデーターは:
My Documents/XCSoarData
PDA ではCompact Flash カードまたは SD カ
ードの XCSoarData.ディレクトリーに保存して
ください
例:
XCSoar User Manual 13. DATA FILES
SD Card/XCSoarData
IPAQ File Store/XCSoarData
最初にXCSoar をインストールして起動すると
プログラムが自動的にXCSoarData directory を
作成します

13.2 マップ データー

ベース

マップデータファイルは (拡張子 .xcm) 地形,
地勢、ウエイポイント、空域などのデーターを
収納しています.
地形にはデジタル標高データが緯度経度ごと
にグリットされています
地形ファイル フォーマットはGeoJPEG2000.
地勢データーは roads,railway lines, large cities,
towns and villages, lakes and rivers. 地勢図フォ
ーマットはERSI 形式です
XCMファイルはOpenStreetMapから作成されて
います
マップ ファイルはXCSoar ウエブサイトから
ダウンロードすることができます:
http://www.xcsoar.org/download/maps/

13.3 ウエイポイント
XCSoar は以下のウエイポイント

ファイルを

読み込むことができます
_ WinPilot/Cambridge (.dat)
_ SeeYou (.cup)
_ Zander (.wpz)
_ OziExplorer (.wpt)
_ GPSDump/FS, GEO and UTM (.wpt)
ファイルはソアリングサーバーから入手する
ことができます。
Soaring Turn-points section of the Soaring
Server1:
1 Mirrors

to this website exist, google search for “worldwide

soaring turnpoint

exchange” if the main server is

inaccessible.

http://soaringweb.org/TP
いくつかのウエイポイント ファイルコンバ
ーターも提供されています.
ウエイポイントファイルの標高がゼロの場合
地形データーから標高が読み込まれます。

13.4 空域
XCSoar 空域フィルは(拡張子 .txt) OpenAir フ
ォーマットまたはTim Newport-Pearce (拡張
子 .sua).
Soaring Server: http://soaringweb.org/Airspace
空域はClass A-G,をサポートしています
Prohibited, Danger Areas, Restricted, Task Area,
CTR, No Gliders,Wave, Transponder Mandatory,
and Otherその他の空域 “Other”. OpenAirフォー

カスタム地図を生成したい場合にはマップジ
ェネレーターhttp://mapgen.xcsoar.org/
にアクセスしてください
地図ファイルには、ウエイポイントデーターも
含まれますが、CXSoar 既定値では、別にウエ
イポイントファイルが選択された場合にはウ
エイポイントファイルからのデーターから読
み込みます
.

マットで提供されます
AR コマンドはその場所の無線周波数.

13.5 飛行場概要
飛行場ファイルは (拡張子 .txt)
概要はダイアログで表示されるので文字間隔
は狭く設定します、テキストファイルは画像フ
ァイルの指定もできるので、関連つけられる飛
行場ファィルは同じディレクトリーにいれて
ください

XCSoar use image= filetype (e.g. .pdf).
空白の設定に注意してください
アンドロイド デバイスでは、JPEGファイルと

_ 最大水バラスト容量liters (kg).
_ 速度km/h 最初のポイント, (通常は最小沈下
速度).

BMP イメージが表示可能です.
飛行場やウエイポイントの名前とファイルの
名前は一致しなければなりません.
XCSoar ウエブサイトでもいくつかの飛行場デ
ータ－を提供しています。ほかのサーバーでも
エンルート情報を提供していますので変換し
て使用することが可能です
このファイルはユーザーが自由に編集してデ
ーターを加えることが可能です..
例 (オーストラリアのファイルより):
[BENALLA]
RUNWAYS:
08 (RL1,7) 17 (RL53) 26

_ 沈下率m/s 最初のポイント.
_ 速度km/h 2番目のポイント,.
_ 沈下率m/s 2番目のポイント.
_ 速度km/h 3番目のポイント, (通常は最大乱
気流速度).
_ 沈下率m/s 3番目のポイント.

(R) 35 (R)
COMMUNICATIONS:
CTAF - 122.5 REMARKS: Nstd
10 NM rad to 5000’
REMARKS:
CAUTION - Animal haz. Rwy
08L-26R and 17L-35R for

* MaxWaterBallast[liters], Speed1[km/h],
Sink1[m/s],
* Speed2, Sink2, Speed3, Sink3
373,121,74.1,-0.65,102.0,-0.67,167.0,-1.85

glider ops and tailskidacft
only, SR-SS. TFC PAT - Rgt
circuits Rwy 08R-26L. NS
ABTMT - Rwy 17R-35L fly wide
ICAO: YBLA
[GROOTE EYLANDT]
Blah blah blah blah

13.7 プロフィール

13.6 グライド ポーラー
XCSoarにはたくさんの機体のポーラーが用意
されていますがリストに無い場合WinPilot
のファイル (拡張子 .plr)が使用可能です.
WinPilot と XCSoar のウエブぺージからも入
手可能です
フォーマットは簡単で
file は1行であることデーターはコンマで仕切
られていること:
_ 乾燥重量kg: 機体重量＋パイロット
水バラストは含まない

以下はオプション
_ 翼面積
（不明な場合にはゼロを入力).
_ 最大乱気流速度 km/h.
LS-3 の場合の例:
*LS-3 WinPilot POLAR file: MassDryGross[kg],

滑空性能は高く設定しすぎると
ュートの原因になります
.

アンダーシ

プロフィールファイルは(拡張子 .prf) を使用
します
XCSoarが設定するファイルは. 簡単なテキス
ト形式で
<label>=<value> pairs.
例:
パイロット名="Baron Richtoffen"
ほかのアイテムは数字ですincluding ones that
represent Boolean values (true= 1, false= 0), for
example:
スタート距離=1000
全ての値の単位はSIを使用します
(meters, meters/second, seconds etc).
プロフィールはテキスト エディターで編集
し、保存することができます
プロフィール

データーをXCSoar に読み込ん

でも他の設定は変更されません
設定はXCSoar を終了するときその時点のデ
ーターが自動的に保存されます

ブディレクトリー‘logs’ に保存されます

フィル名はe xcsoar-registry.prf.
新しいファイルを作成したい場合には最初に
既存のファイルをコピーし必要な箇所を変更
することです。作成したファイルには新しい名
前を付けて保存してください
次に使用するときには設定ダイアログで選択
してください.

FLARM アイデント ファイル xcsoar-flarm.txt
航空機登録記号、パイロット名 ICAO ID
FLARMを装備している機体ではマップの横に
表示されます
ICAO IDs.
The format of this file is a list of entries, one for
each aircraft, of
the form icao id=name, where icao id is the
six-digit hex value of
the ICAO aircraft ID, and name is free text (limited

13.8 チェックリスト
チェックリスト

ファイル(xcsoar-checklist.txt)

13.11 FLARM アイデント

飛行場データーと似たフォーマットを使用し
ています。それぞれのページには.それぞれのペ
ージにはリストの名前が四角い枠内に表示さ
れます. 複数のページを使用できます( 20).
例 (extract):
[Preflight]
Controls
Harness, secure objects
Airbrakes and flaps
Outside

to 20 文字以内),
航空機パイロット名は短く表示してください
例:
DD8F12=WUS
DA8B06=Chuck Yeager
Currently this file is limited to a maximum of 200
entries.

Trim and ballast
Instruments
Canopy
[Derigging]
Remove tape from wings and tail.

い:http://www.flarmnet.org
ファィルはXCSoarData フォルダーにいれてく
ださい.

13.9 タスク
タスク ファイル (拡張子 .tsk) はXCSoar 独
自の XML フォーマットで保存されます
SeeYou のタスク フォーマット(拡張子.cup).
も読み込むことができます。

13.10

フライトログ

フライトロガーはIGC ファイル (拡張子.igc)を
使用しています。フォーマットは
FAI document Technical Specification for
IGC-Approved GNSS Flight Recorders.に順処し
ています。
ログファイルは XCSoarDataフォルダーのサ

FlarmNet file data.fln もサポートされています
FLARM idは FlarmNet community. ファイル
は以下のリンクからダウンロードしてくださ

13.12

イベント入力

イベント ファイルはevent file (拡張子 .xci)テ
キストファイルです、イベントを設定するには
プログラムを変更する必要はありませんが、
XCSoar プログラムとグライダーに詳しい必要
があります.
xciファイルを使用する理由は:
_ ボタンの配置を変更するため
_ 新しいボタンレイアウトをサポートするた
め(デバイスのボタン)
_ 外部装置の例えばbluetooth キーボード や
ゲームパッドを使用するため
_ キー、ボタンのカスタマイズ
_ ひとつのキー操作で複数のイベントを操作
する

詳しくは XCSoar Advanced Configuration
Manualを参照ください.

13.13 ステータス
ステータスファイルは、ラベルのテキストファ
イルです
label=value,
それぞれのブロックのステータスメッセージ
には以下のフィールドが含まれています:
key : テキストメッセージ.
sound : WAV サウンド ファイル. optional.
delay : メッセージの表示時間. optional.
hide : 質問メッセージ(yes/no) (表示はされな
い).
例:
key=Simulation¥r¥nNothing is real!
sound=¥My
Documents¥XCSoarData¥Start_Real.wav
delay=1500
key=Task started
delay=1500
hide=yes

14 歴史と更新の記録
14.1 歴史
XCSoar はMike Roberts氏(英国)によって商業目
的で開発が始まりました。何年かはシェアウエ
アとして成功をおさめVersion2までレリースさ
れました。その後、個人的な理由でサポートが
出来なくなり
2004 年後半、氏によってオープンライセンス
が宣言され（GNU public license, as XCSoar
Version3）. XCSoarバージョン３が発表されまし
た。サポートグループがYahoo ウエブを使って
オープンソース プリジェクトとして再スタ
ートしました。
2005年3月にはバージョン４がレリースされま
した。バージョン４では、
今までのソースコードを使った方式から
SourceForge を使った方式に変更されました.
2005年,6月にはバージョン 4.2 がれリースさ

れPDAデバイスや GPS との互換性が拡大さ
れました.
2005年,9月には バージョン 4.5 がれリースさ
れイベント入力や言語切り替え機能が追加さ
れました.
2006年4月には, バージョン 4.7 がれリースさ
れAltair をサポートしました、多くのバグが修
正され安定性が高いシステムになりました。ダ
イアログが追加されXMLファイルを扱うよう
になりました.
2006年9月には, バージョン5.0 がれリースさ
れAltair, PC, PDA.バージョンが発表され 大
幅な改良がなされました ここではシュミレ
ーターモードが追加されました。
2007年9月, バージョン 5.1.2 がレリースされ
Altair, PC, PDA.ともに改良がなされました
ここではフライトモードとシュミレーターモ
ード が使えるようになりました
最も大きな改良は
地図フォーマットJPG2000 を扱えるようにな
ったこと、
オンラインコンテストをサポートするように
なったこと, さらにFLARMレーダーシステム
が追加されました
細かい点では、タスク計算方式の精度の向上、
安定性の改善などユーザーからのリクエスト
に応じて改良されました.
2008年2月, バージョン5.1.6 がレリースされま
した。ここでは多くのバグが修正されインター
フェースが追加されました
RASP とAAT が使えるようになりました.
2009年3月, バージョン5.2.2 がれリースされイ
ンターフェースの改善と
IGCファイルのサポート
OLCのサポート.
Windows CE-based PNAデバイスのサポート
FLARM 表示の統合表示 flarmnet ID database
のサポート.
開発環境の改善 XCSoar from Linux desktop
computers.
2009年8月

バージョン 5.2.4 レリース.

2010年12月, バージョン 6.0 レリース
タスクエンジンの改良によりタスクエディタ
ー、AATサポート 新しいFLARM 表示

そして希望に合うプログラムかどうか判断す
ることができます。気に入ったら無料でプログ
ラムをコピーして使用することができます。

サーマルアシスト表示 言語対応の大幅な拡
大により翻訳が容易になりました。
XCSoarがUNIXやアンドロイド デバイスでも
走るようになりました。
2011年3月, バージョン 6.0.7bがレリースされ
公式にアンドロイド デバイスをサポートし
ました.

デバイスはPocket PC, PC EFIS アンドロイド
PDA

14.2 Get involved
このプロジェクトの成功は多くの人々を巻き
込んで力を出しあった成果だと思います.

_ あなたはソースコードに直接ふれることが
でき変更することも可能です、またそれを新し
い無料ソフトに組み込むことも可能です
_ソースコードをインターネットから入手でき
るということは、多くの人からバグレポートを
素早く得ることができる メリットがあります.
_ ひとつの大きな開発グループは 素早くト
ラブルシューティングすることが可能です

あなたがプログラムの開発者でなくても
多分5種類の方法で開発に参加することができ
ると思います:
フィードバック : アイデア 提案 バグレポ
ート、建設的批判は歓迎いたします.
提案 : XCSoar は広範な設定が可能なので
あなたの好きなようなようにカスタマイズす
ることができます。インフォボックスにどんな
情報を表示したいのか？ 配置は？形は？
既設定はどんなパターンが良いのか？

素早い移植や新しい機能の追加も容易です.
_ オープンソース プログラムunder the GNU
public license は将来、多額のアップデートコス
トを請されることもありません

データーの整合性 : 空域ファイルやウエイポ
イントファイルは常にアップデートしてメン
テナンスが必要です、情報には地域性がありま
す.
プロモーション : 多くのパイロットにプログ
ラムを紹介していただき、より多くのフィード
バックをお願いしてください,
バグを見つけたら遠慮なくレポートください。
あなたのクラブにXCSoarに興味があるパイロ

で行われています、 これは個々の開発者また
は商業ベースの開発者のサポートを排除しな
いですが、コミュニティーの多くのユーザーが
不利益になるようなサービスは奨励しません.

ットがいたら、インストールの仕方や、使い方
を教えてあげてください.
ドキュメント: マニュアルはいつも出来た頃に
は古くなっています、メンテナンスを手助けし
てくれる方も必要です.

ユーザーに問題にならないよう古いバージョ
ンの機能もサポートできるよう配慮していま
すが
またバージョン４．５以来慣れ親しんだボタン
機能は維持してゆく方針です
XCSoar, は飛行中に使用する特殊なプログラ
ムです 使いやすさと精度、信頼性が求められ
ます、”ミッション－クリティカル”にならない
ため リアルタイム システムになっていま
す。開発者にとっては非常に高いプレッシャー

14.3 オープンソース精神
XCSoarのようなオープンソース プログラム
にはいくつかのメリットがあります
_ まずパイロットが無料で試す事ができます

ライセンス使用合意 全文はこの資料の最後
に添付されていますXCSoar is given in
Appendix A.
XCSoar 開発はオープンソース プログラムを
宣言して以来 全てボランティアー ベース

14.4 開発プロセス
我々は新しいデバイスに素早く対応したいと
考えていますので. 予告なしにインターフェー
スの変更がする場合があります。現在使用中の

になっているため、レリース前には実際にフラ
イトに使用してテストを重ねています.
フライトによるテストも有効ですがXCSoarを

_ Paolo Ventafridda coolwind@email.it
_ Tobias Lohner tobias@lohner-net.de
_ Mirek Jezek mjezek@ipplc.cz

車両で使用してテストすることも可能です
また既存のIGC フライト ログを再生して機
能をチェックすることもできます.
一般的にどんなに事前にチェックしても全て
のバグが見つかるわけではありません
バグの修正には優先度を置いています
開発者チームはSourceForge 開発者メイリング
リスト xcsoar-devel@lists.sourceforge.netに
いつも目を光らせています。
もしバグがある場合や開発に参加したい場合

_ Max Kellermann max@duempel.org
_ Tobias Bieniek tobias.bieniek@gmx.de
_ Simon Taylor simon.taylor.uk@gmail.com
_ Matthew Scutter yellowplantain@gmail.com
_ Gabor Liptak liptakgabor@freemail.hu
_ Matthew Turnbull matthewt@talk21.com
_ Olaf Hartmann
olaf.hartmann@s1998.tu-chemnitz.de
_ Andreas Pfaller pfaller@gmail.com
Translators:

には遠慮なくメールください.

14.5 User base
誰が XCSoarを使っているのか？ いい出問で
すね 答えるのが難しいですね、誰もお金を払
ってくれないので ほとんどの人が沢山ダウ
ンロードしています.
どのくらいの人が使っているのか推定するの
は難しいですがJune 2005までは20ダウンロー
ド/日、 June 2006まで 80ダウンロード/日
June 2006からSeptember 2007. 地形ファイル、ウ
エイポイントファイルなど含めてたくさんダ
ウンロードされています。たくさんの国の人が
使用していて.
ソロ前の人から 競技パイロット さらには
Condorのようなフライトシュミレーターのユ
ーザーにまで及びます.

14.6 Credits
プログラム開発者:
_ Mike Roberts
_ John Wharington jwharington@gmail.com
_ Samuel Gisiger samuel.gisiger@triadis.ch
_ Scott Penrose scottp@dd.com.au
_ Jeff Goodenough jeff@enborne.f2s.com
_ Robin Birch robinb@ruffnready.co.uk
_ Alastair Harrison aharrison@magic.force9.co.uk
_ Lars H lars_hn@hotmail.com
_ Rob Dunning rob@raspberryridgesheepfarm.com
_ Russell King rmk@arm.linux.org.uk

_ Milan Havlik
_ *Zdenek Sebesta
_ Tobias Bieniek tobias.bieniek@gmx.de
_ Niklas Fischer nf@nordthermik.de
_ Peter Hanhart peter.hanhart@schoensleben.ch
_ Max Kellermann max@duempel.org
_ Helmut J. Rohs helmut.j.rohs@web.de
_ Philipp Wollschlegel folken@kabelsalat.ch
_ *Thomas Manousis
_ Miguel Valdiri Badillo catastro1@tutopia.com
_ Alexander Caldwell alcald3000@yahoo.com
_ Diego Guerrero iccarod@hotmail.com
_ *Hector Martin
_ Andres Miramontes amiramon@gmail.com
_ *Romaric Boucher
_ Sylvain Burger sylvain.burger@wanadoo.fr
_ *Dany Demarck
_ *Zoran Milicic
_ *Sasa Mihajlovic
_ Gabor Liptak liptakgabor@freemail.hu
_ *Kalman Rozsahegyi
_ *Enrico Girardi
_ *Lucas Marchesini
_ *Rick Boerma
_ Joop Gooden joop.gooden@nlr.nl
_ Hans van ’t Spijker
_ Michal Jezierski m.jezierski@finke.pl
_ *Mateusz Pusz
_ Luke Szczepaniak luke@silentflight.ca

_ Mateusz Zakrzewski
_ *Tales Maschio
_ Luis Fernando Rigato Vasconcellos

freedom to distribute copies of free software (and charge for this service

_fernando.rigato@gmail.com
_ Monika Brinkert moni@sunpig.de
_ Nikolay Dikiy
_ Brtko Peter p.brtko@facc.co.at
_ Roman Stoklasa rstoki@gmail.com
_ *Aleksandar Cirkovic
_ *Patrick Pagden
_ ’zeugma’
*Contributions attributed to the LK8000 project
(http://www.lk8000.it/)

and that you know you can do these things.

Other code and algorithms contributions come
from:
Ephemeris : Jarmo Lammi

offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute

Shapelib : Frank Warmerdam
Least squares : Curtis Olson
http://www.flightgear.org/˜curt
Aviation Formulary : Ed Williams
JasPer : Michael D. Adams
http://www.ece.uvic.ca/˜mdadams/jasper/
KFlog : Volkslogger code by Heiner Lamprecht

everyone understands that there is no warranty for this free software. If

Volkslogger support : Garrecht
Ingenieurgesellschaft

We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will

Appendix A GNU General Public License

To prevent this, we have made it clear that any patent must be

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

licensed for everyone’s free use or not licensed at all.

Version 2, June 1991

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

follow.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND

document, but changing it is not allowed.

MODIFICATION

Preamble

1. This License applies to any program or other work which contains

The licenses for most software are designed to take away your freedom

a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed

to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is

under the terms of this General Public License. The ”Program”,

intended to guarantee your freedom to share and change free software–

below, refers to any such program or work, and a ”work

to make sure the software is free for all its users. This General Public

based on the Program” means either the Program or any derivative

License applies to most of the Free Software Foundation’s software and

if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that
you can change the software or use pieces of it in new free programs;

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone
to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These
restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute
copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis
or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You
must make sure that they, too, receive or can get the source code. And
you must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2)

and/or modify the software.
Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that

the software is modified by someone else and passed on, we want its
XCSoar User Manual APPENDIX A. GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
recipients to know that what they have is not the original, so that any
problems introduced by others will not reflect on the original authors’
reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software patents.

individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary.

to

work under copyright law: that is to say, a work containing the

any other program whose authors commit to using it. (Some other Free

Program or a portion of it, either verbatim or with modifications

Software Foundation software is covered by the GNU Library General

and/or translated into another language. (Hereinafter, translation

Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

is included without limitation in the term ”modification”.) Each

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price.

licensee is addressed as ”you”.

Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the

Activities other than copying, distribution and modification are

not covered by this License; they are outside its scope. The act

a work based on the Program, the distribution of the whole must

of running the Program is not restricted, and the output from the

be on the terms of this License, whose permissions for other licensees

Program is covered only if its contents constitute a work based

extend to the entire whole, and thus to each and every

on the Program (independent of having been made by running the

part regardless of who wrote it.

Program). Whether that is true depends on what the Program does.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest

2. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s

your rights to work written entirely by you; rather, the intent

source code as you receive it, in any medium, provided that you

is to exercise the right to control the distribution of derivative or

conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate

collective works based on the Program.

copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all

In addition, mere aggregation of another work not based on the

the notices that refer to this License and to the absence of any warranty;

Program with the Program (or with a work based on the Program)

and give any other recipients of the Program a copy of this

on a volume of a storage or distribution medium does not bring

License along with the Program.

the other work under the scope of this License.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy,

4. You may copy and distribute the Program (or a work based on

and you may at your option offer warranty protection in exchange

it, under Section 2) in object code or executable form under the

for a fee.

terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of

3. You may modify your copy or copies of the Program or any portion

the following:

of it, thus forming a work based on the Program, and copy and

(a) Accompany it with the complete corresponding machinereadable

distribute such modifications or work under the terms of Section

source code, which must be distributed under the

1 above, provided that you also meet all of these conditions:

terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily

GENERAL PUBLIC LICENSE

used for software interchange; or,

(a) You must cause the modified files to carry prominent notices

(b) Accompany it with a written offer, valid for at least three

stating that you changed the files and the date of any change.

years, to give any third party, for a charge no more than your

(b) You must cause any work that you distribute or publish, that

GENERAL PUBLIC LICENSE

in whole or in part contains or is derived from the Program

cost of physically performing source distribution, a complete

or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to

machine-readable copy of the corresponding source

all third parties under the terms of this License.

code, to be distributed under the terms of Sections 1 and

(c) If the modified program normally reads commands interactively

2 above on a medium customarily used for software interchange;

when run, you must cause it, when started running

or,

for such interactive use in the most ordinary way, to print

(c) Accompany it with the information you received as to the

or display an announcement including an appropriate copyright

offer to distribute corresponding source code. (This alternative

notice and a notice that there is no warranty (or else,

is allowed only for noncommercial distribution and only

saying that you provide a warranty) and that users may redistribute

if you received the program in object code or executable

the program under these conditions, and telling

form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

the user how to view a copy of this License. (Exception: if

The source code for a work means the preferred form of the work

the Program itself is interactive but does not normally print

for making modifications to it. For an executable work, complete

such an announcement, your work based on the Program is

source code means all the source code for all modules it contains,

not required to print an announcement.)

plus any associated interface definition files, plus the scripts used

These requirements apply to the modified work as a whole. If

to control compilation and installation of the executable. However,

identifiable sections of that work are not derived from the Program,

as a special exception, the source code distributed need not

and can be reasonably considered independent and separate

include anything that is normally distributed (in either source or

works in themselves, then this License, and its terms, do not apply

binary form) with the major components (compiler, kernel, and so

to those sections when you distribute them as separate works. But

on) of the operating system on which the executable runs, unless

when you distribute the same sections as part of a whole which is

that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering

to apply and the section as a whole is intended to apply in other

access to copy from a designated place, then offering equivalent

circumstances.

access to copy the source code from the same place counts as distribution

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any

of the source code, even though third parties are not compelled

patents or other property right claims or to contest validity of any

to copy the source along with the object code.

such claims; this section has the sole purpose of protecting the

5. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program

integrity of the free software distribution system, which is implemented

except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise

by public license practices. Many people have made

to copy, modify, sublicense or distribute the Program is

generous contributions to the wide range of software distributed

void, and will automatically terminate your rights under this License.

through that system in reliance on consistent application of that

However, parties who have received copies, or rights, from

system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing

you under this License will not have their licenses terminated so

to distribute software through any other system and a licensee

long as such parties remain in full compliance.

cannot impose that choice.

6. You are not required to accept this License, since you have not

This section is intended to make thoroughly clear what is believed

signed it. However, nothing else grants you permission to modify

to be a consequence of the rest of this License.

or distribute the Program or its derivative works. These actions

9. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain

are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore,

countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original

by modifying or distributing the Program (or any work based on

copyright holder who places the Program under this License

the Program), you indicate your acceptance of this License to do

may add an explicit geographical distribution limitation excluding

so, and all its terms and conditions for copying, distributing or

those countries, so that distribution is permitted only in or among

modifying the Program or works based on it.

countries not thus excluded. In such case, this License incorporates

7. Each time you redistribute the Program (or any work based on the

the limitation as if written in the body of this License.

Program), the recipient automatically receives a license from the

10. The Free Software Foundation may publish revised and/or new

original licensor to copy, distribute or modify the Program subject

versions of the General Public License from time to time. Such

to these terms and conditions. You may not impose any further

new versions will be similar in spirit to the present version, but

restrictions on the recipients’ exercise of the rights granted herein.

may differ in detail to address new problems or concerns.

GENERAL PUBLIC LICENSE

Each version is given a distinguishing version number. If the Program

You are not responsible for enforcing compliance by third parties

specifies a version number of this License which applies to

to this License.

it and ”any later version”, you have the option of following the

8. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent

terms and conditions either of that version or of any later version

infringement or for any other reason (not limited to patent issues),

GENERAL PUBLIC LICENSE

conditions are imposed on you (whether by court order, agreement

published by the Free Software Foundation. If the Program does

or otherwise) that contradict the conditions of this License,

not specify a version number of this License, you may choose any

they do not excuse you from the conditions of this License. If

version ever published by the Free Software Foundation.

you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations

11. If you wish to incorporate parts of the Program into other free

under this License and any other pertinent obligations, then

programs whose distribution conditions are different, write to the

as a consequence you may not distribute the Program at all. For

author to ask for permission. For software which is copyrighted by

example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution

the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation;

of the Program by all those who receive copies directly or

we sometimes make exceptions for this. Our decision will be

indirectly through you, then the only way you could satisfy both

guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives

it and this License would be to refrain entirely from distribution

of our free software and of promoting the sharing and reuse

of the Program.

of software generally.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under

No warranty

any particular circumstance, the balance of the section is intended

BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE

IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT
PERMITTED
BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED
IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES
PROVIDE THE PROGRAM ”AS IS” WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE
OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE
DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING,
REPAIR OR CORRECTION.
IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR
AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR
ANY OTHER PARTYWHOMAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE
THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU
FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,
INCIDENTAL
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE
USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES
OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY
OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY
HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

最後まで読んでいただいてありがとうござい
ます
日本語版 翻訳担当

