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1. はじめに
この度はアルファパイロット・デバイスをお使い頂きましてありがとうございます。このナビゲーションデバイスは、
Android システムで、その機能を拡張し、サードパーティのアプリケーションをインストールすることができます。弊社デ
バイスのご利⽤に関するご質問やご意⾒がございましたら、弊社ウェブサイト www.alfapilot.com をご覧頂くか、
サポート部門 (support@alfapilot.com) とのメールによるお問い合わせをご利⽤頂けます。

⽇本国内ではヘリグライド株式会社が、輸⼊総代理店となり、アルファパイロットを⽇本の皆様へお届けいたしま
す。
そのため、このマニュアルもアルファパイロット作成の英語マニュアルを⽇本語版への翻訳もヘリグライド株式会
社にて⾏っています。
また、アルファパイロット内部の⽇本語版への翻訳も⼀部ヘリグライド株式会社にて⾏っています。できる限り、
忠実にまたわかりやすいように努め、翻訳を⾏っておりますが、不⾃然な表現や不適切な表現がございましたら、
ご指摘ください。
※マニュアル中のオレンジの文字については、機器本体・マニュアルの表現を変更予定のものとしています。
アルファパイロットに関してのご質問・ご意⾒も⽇本総代理店として対応致します。
下記、弊社サービスカウンターまで、お気軽にお問合せ下さい。

ヘリグライド株式会社 サービスカウンター
〒413-0102 静岡県熱海市下多賀 1507-1 パラフィールド
Tel 0557-67-1900 / Fax 0557-67-1905
E-mail info@heliglide.com / URL www.heliglide.com
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2. 概要
物理的なボタンは、アプリケーションに応じてさまざまな機能を取得することができます (セクション 7.1 y 8.1 を
参照してください。)
その機能を⼀般的に使⽤するためには、以下のボタンで操作を⾏います :
POWER︓電源ボタン、 MENU︓メニューボタン、 BACK︓戻るボタン、 LATERALS︓側⾯ボタン

2.1 電源ボタン
電源のオン/オフに加え、スタンバイモードへ切り替えるために使⽤します。
・ 電源をオンにするには、このボタンを 3 秒間押します。
・ スイッチをオフにするには、“Turn off”ダイアログ表示まで押します。 (4 秒)
・ 短く押すことでスタンバイモードに⼊り、再度短く押すことでこのモードを終了します。
・ ⻑く(約 10 秒)押すことで、強制的に完全なシャットダウンとなります。
2.2 メニューボタン
・ アプリケーション選択できるメニュー画⾯を表示します。
2.3 バックボタン（戻る）
・ ひとつ前の状態または前の画⾯に戻します。
・ ⼀部の画⾯ではキーボードを非表示にすることができます。
2.4 側面ボタン
・

システムの⾳量を増減させることができます。その際には、ボリュームバーが表示されます。
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3. メイン画
画面（メイン
ンスクリーン）
）
デバイス
スを起動すると、まず以下のよ
ような画⾯が表
表示されます。
。 (ランチャーとも呼ばれる))
この画⾯
⾯では、次のよ
ようになります:
D
Date
and Time︓⽇時と
T
と時間
S
Start
SeRi FLY︓SeRiF
FLY（セリフライ）アプリの開
開始
A
Aplications
︓アプリ
S
System
Buttons Home/Back/Briight/Menu︓システムボタ
タン（ホーム/戻
戻る/明るさ/メ
メニュー）
B
Battery
sta
atus and ico
on︓バッテリー
ー残量とそのア
アイコン
G
GNSS
Icon and satelliite numberr︓GNSS アイ
イコンと衛星捕
捕捉数
E
Enable/Dis
sable Share
e GPS︓GPS
S を使⽤/不使
使⽤
S
System
No
otify︓システム
ム状況
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3.1 GPS 共有を有効/無効にする
このオプションを使⽤すると、GPS を有効にしてサードパーティのアプリケーション*で利⽤できるようにすることができ、
GPS ステータス・アイコンは捕捉中となり、捕捉している衛星の数も表示されます。そしてバリオ⾳がスタートします。そ
れらは(メニューボタンにより)設定することができます:
・補正された気圧⾼度計︓GPS ⾼度に代わって（より正確な）気圧⾼度を使⽤することができます。より正確に
（取得された）⾼度に基づいて計算されることで、バリオとグライドレシオについての信頼性が⾼くなります。
・バリオ設定については、セクション 6.4.1 を参照してください。
・アップデート（更新）ランチャー、アンドロイドシステムのアップデート（更新）を許可します。（当社のウェブサイ
ト上の詳細情報をご確認下さい。)
・当社について、開発者に関する情報
* サードパーティのアプリケーション︓GPS 共有は GPS 位置情報を提供することを許可しているアプリは、gaggle、xcsoar、xctrack、
グーグルアース、oruxmaps などがあります。SeRi FLY では機能を使用する必要がありません。

4. SeRi FLY APP（セリフライアプリ）
これは、アルファパイロットがパラグライダーのために開発したアプリケーションです。機能・フライトアシスタントとサイズ変
更・移動などデータフィールド設定は、ユーザーのニーズに適応するように、ユーザーによって設定できる様々なフライトモ
ード、複数のオプションを備えています。
これに関するすべては、以下のセクションで説明します。
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5. メインメニュー
アプリケーションを起動すると、メインメニュー画⾯が表示され、この画⾯では、フライトモードを選択、フライトブックへの
アクセス、アプリケーション設定の⼊⼒、GNSS やその他のセンサーの状態を確認することができます。

下の部分では、現在のバージョンと開発者の情報を表示しています。また、異なるバージョンからの "更新リスト"ダイ
アログにもなっています。
また、バッテリー状態と残量に関する情報が表示されます。この情報は最も信頼性が⾼く、バッテリー電圧と温度に
基づいているため、システムによって示されるバッテリー残量とは異なる場合があります。
メインメニュー画⾯からアプリケーションを終了するには、メニューボタン（Menu Button）を押し、”Exit”（終了）
を選択します。

5.1 フライト XC モード
これらのボタンによって、XC フライト・ルート・コンペティションなど様々なフライトモードを開始できます。各モードの特性
については、セクション 7 で説明します。
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5.2 フライトブック
フライトブックのリストは⽇付順に表示します。また実際に（フライトモードで）⾏ったものが記録され、フライトの種類
・いくつかの機能を表示します︓
1

4

2

3

5

6

5.2.1 トラックの追加/マージ（トラックを加える/トラックを合わせる）
［ADD TRACK］（トラックの追加）機能では、IGC ファイルの選択とフライトブックへの追加が⾏えます。それら
が⾏われたモードを選択したり、タスクや保存されたルートがあれば確認（選択）することができます。
マージトラック︓フライト記録が⼀時的にバグのために中断することがあります。この場合、記録は 2 つの別々のト
ラックファイルに格納されます。このマージトラック（MERGE TRACKS）機能は、それらを合併させることができます
。

5.2.2 インポート（⼊⼒）
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ファイル選択するためのダイアログが表示され、この”IMPORT/⼊⼒”をクリックすると、以前にエクスポート/出⼒ (
バックアップ)したフライトブックファイルを回復することができます。
5.2.3 エクスポート（出⼒）
この機能をクリックすると、フライトブックのエクスポート（出⼒）が開始されます。それは"SeRiFLY/FLYBOOK "
フォルダに". ser "拡張子をもって保存されます。定期的にバックアップコピーとしてフライトブックをエクスポートしてくだ
さい。エクスポートしたら、より大きなセキュリティーのために PC にこれらのファイルをコピーすることができます。
5.2.4 情報の表示/トラック（Show Info/Track）
フライト情報に加え、トラック（軌跡）を⾒ることができる新しいスクリーンを開きます。この IGC ファイルは、直接レ
オナルド（Leonardo）サーバーや XC コンテスト（XContest）、または単に（Gmail, Drive …などで）送信
することができます。

5.2.5 IGC 再生（IGC Play）
これは直接⾶⾏を、記録されたのと同じモードで再現（再生）することができます。IGC 再生中に、物理的な "
メニュー（Menu）" ボタンを押し、IGC 再生を選択すると、2 つの機能が表示されます︓

1. 再生速度は、通常の速度の 1〜25 倍まで選べます。
2. 早送り//巻き戻し（Forward//Rewind）では、フライトの再生を進めるか、または戻ってみることができま
す。フライトの始まりは左、フライトの終わりは右になります。

5.2.6 削除（Delete）
フライトブックからフライトを除去したい場合の確認のダイアログです。了承した場合、データはフライトブックから削
除されますが、IGC ファイルは引き続き "トラック" フォルダに残ります。
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5.3 GNSS ステータス
GNSS の状態、捕捉中の衛星などを視覚化する画⾯が表示されます。また、圧⼒・湿度センサーの情報も同時に
表示します。

5.3.1 ステータスバー
センサーの状態、バッテリー充電量、捕捉した衛星数などに関する情報やアイコンが表示されます。
5.3.2 GNSS 捕捉状態
現在の状態を、(位置情報取得なしで)捕捉なし、(⾼度情報の取得なしで)二次元（2D）での捕捉、（⾼
度情報も含めた位置情報を取得した）3 次元（3D）というように表示します。
5.3.3 In view（衛星捕捉数・視界）
GNSS モジュールがスキャンまたは使⽤している衛星の総数を表示します。
5.3.4 In Used（使用中の衛星数・使用）
現在、測位を取得するために使⽤している衛星の数を表示します。
5.3.5 精度
現在地の精度を示し、値 H は⽔平⽅向の精度であり、値 V は垂直⽅向の精度で、両⽅ともメートルで表示で
す。
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5.3.6 衛星
衛星は 2 つのブロックに分かれています。GPS 衛星ネットワーク (米国) と衛星ネットワーク GLONASS (ロシア
語) & GALIELO (ヨーロッパ)です。下部の識別子で、GPS は G、 GLONASS は R、GALIELO は E と表示し
ます。上部には、各衛星の SNR(信号強度)を示します。
SNR(信号強度)値の意味は次のようになります。
・22 未満︓低信号であり、ほとんど位置情報を使⽤できません。
・22 a 29︓許容できるレベルで、位置情報を使⽤できます。
・30 a 35︓良好なレベルです。位置情報を使⽤できます。
・36 oMás︓優良なレベルです。位置情報に使⽤できます。

6. 設定（全体的な設定）
設定 画⾯では、アプリケーションとフライトモード全体に共通する値とオプションを設定できます。その構成は、以下の
図と説明をご覧ください。
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6.1 パイロットデータ
パイロット情報をそれぞれの欄に記⼊することができます。この情報は次のようになっています。

・パイロット名前︓IGC フォーマットでのフライト記録に使⽤します。
・パイロットナンバー︓IGC フォーマットでのフライト記録に使⽤します。
・XC サーバー︓以下の web サーバーのユーザー名とパスワードを設定できます。XContest、パラグライディング
フォーラムレオナルド、DHV XC レオナルド、または⼿動でレオナルドのサーバーからデータを⼊⼒してください。
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6.2 グライダーデータ
ウイングデータ機能については、パイロットが使⽤する機体情報を書き込むことができます。この情報は、IGC フライト
ファイルに保存され、そしてレポートやフライトデータを XC サーバーへ送信するときにも選択できます。それは以下のよう
になっています。:

・ブランド︓ブランド（メーカー）⼀覧
・機種︓これによりグライダーの機種（モデル）を挿⼊することができます。
・FAI クラス︓FAI-3、FAI-1、FAI-5、FAI-2、FAI-11、FAI-12（パラグライダーは FAI-3）
・認証︓LTF 1、LTF 1/2、LTF 2、LTF 2/3、LTF3、EN A、EN B、EN C、EN D、CCC、Proto（プロト）よ
り、使⽤される機種の認証クラスを選択してください。
・カテゴリー︓スポーツ、オープン、タンデム（コンペティションの場合は規定に従ってください。）
・速度(km/h) *︓この（Esta）速度は、メーカーによるものなどを⼊⼒（デフォルトでは 35）
・滑空⽐*︓滑空⽐（グライドレシオ）はメーカーによるものなどを⼊⼒（デフォルトは 8.5）
・Maximum Wing Speed(最大機体速度) *︓メーカーによって最大に加速した時の速度を⼊⼒（デフォ
ルト 50）
・Glide Ratio at Maximum Speed(最大速度でのグライドレシオ) *︓最大速度でのグライドレシオ(デ
フォルト 7.0)
* アシスタントで計算を実⾏する際に使⽤されるため、これらの値を正しく定義することが重要です。それらができなければ、メーカーに確認したり、
おおよその値を⼊⼒しても構いません。（ただし誤差は大きくなります。）
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6.3 システム

6.3.1 設定出⼒・エクスポート設定
”.cfg”ファイル (グローバル構成と画⾯の構成)へアプリケーション全体の現在の構成を出⼒（エクスポート）しま
す。このファイルは"../SeRiFLY/Config/name.cfg” フォルダにありその名前は出⼒⽇によって定義されます。
6.3.2 設定⼊⼒・インポート設定
“.cfg”ファイルから構成を⼊⼒（インポート）するためのダイアログが表示されます。
6.3.3 Use External SD・外部 SD（class10）を使用する
マップと標⾼ファイルが納められた SD カードを使⽤することができます。その SD カードはクラス 10 であることは不
可欠です。マイクロ SD カードを使⽤するには次の⼿順を実⾏する必要があります。
o コンピュータ (できれば NTFS)で NTFS または FAT32 でカードをフォーマットします。
o アルファパイロット（alfapilot）にカードを⼊れることで、有効化することができます。
o SeRiFLY で、フォルダがカードに作成されるように再⼊⼒します。
o アルファパイロット（alfapilot）を PC に接続すると、“Maps（地図）”と”Elevations（標⾼）”フォルダー
を含んだ”SeRiFLY”フォルダーが作成されます。
o PC からのそれぞれのフォルダーに地図および標⾼ファイルをコピーできます。
o マップマネージャー (セクション 6.7.6 を参照) からマップをダウンロードすることができます。これらはマイクロ
SD カードに保存されます。
6.3.4 SeRiFLY アプリアップデート（更新）
最新の安定バージョンのアプリケーションに更新します。
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6.3.5 テスト BETA バージョン SeRiFLY アプリ
最新のベータ・バージョンに更新します。ベータ・バージョンには、テスト中の新機能が含まれています。ただし、エラ
ーやバグが含まれている可能性があります。
6.3.6 システム単位（ユニット）
メトリックとインペリアル単位から、ウィジェットに表示される単位を変更することができます。

6.3.7 カルマンフィルターセッティング
その値を確⽴するためにカルマンフィルターの調整画⾯を開けて下さい。好みに応じて、最も適切なようにバリオが
反応する値を⾒つけることに役⽴ちます。低い値は、より反応性のあるバリオ、⾼い値はバリオ反応性が低いが、より
安定しているようになります。最も適切な値は 5.00 VH（デフォルト）です。
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6.3.8 送信する Logs（ログの送信）
SeRiFLY では、時々エラーが発生する可能性があります。通常、エラー報告 (ログ) を保持したまま、フライトを
続⾏するためにアプリケーションが⾃動的に再起動します。この機能はサポートサービスに、障害またはエラーの原因
を特定して修正するために、これらのログを送信することができます。間違いなく送信を⾏うには、インターネットに接
続し、Gmail アカウントを設定する必要があります。
6.4 オーディオセッティング（設定）
オーディオ設定で、アプリケーションのオーディオを構成します。

6.4.1 バリオ設定
この設定画⾯で、バリオサウンドを好みに合わせることができます。そして同様にテストを実⾏します。
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・ バリオ⾳量

1. サウンドアイコン, アクティブまたは非アクティブにすることができます。
2. 音量, バリオ⾳の現在の⾳量
3. コントロールバー, バリオボリュームを調整します。
・全般的な調整

1

2

4

3

1. バリオトーンタイプ, 好みのバリオとなるようにトーンタイプの選択ができます。TONEA,TONEB, TONEC の
3 種類より選択できます。それらの違う３種類を聞いて試すことをお勧めします。
2. 上昇音鳴り始めの設定, この値からバリオが上昇に反応してなり始めます。その値は、m/s で表されます。
3. 下降音鳴り始めの設定, この値からバリオが下降に反応してなり始めます。その値は、m/s で表されます。
4. ゼロバンドの有効化, この機能を有効にすると、バリオは設定した上昇⾳の鳴り始めの設定値に近づくと、
特別な⾳調になります。例えば、上昇⾳の鳴り始めを 0.1 m/s とした場合、バリオは-0.5 ~ 0.0 の範囲では
、ゼロバンドの特別なトーンになります。
・上昇（登るときの音）またはドリフト（降下中の音）の設定に変更

これらのボタンを押すと、アセント（上昇・登るとき）またはディセント（降下）の設定に変更されます。
上昇（CLIMB）

ドリフト（DRIFT）
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・Beeps（1 秒あたりのビープ音）

1
2
* 注: ビープ⾳の設定は、トーンが連続的でビープ⾳がないドリフトのときに、上昇でのみ利⽤可能です。

1. ビープ音バー, このバーを移動することによって、垂直（上昇）速度に応じて 1 秒あたりのビープ⾳の数が、
(右にすると)増加、（左にすると）減少します。
2. ビープ音の値, 相当する m/s で 1 秒間に再現されるビープ⾳の数を視覚化します。イメージ画像では、
1.0 m/s では毎秒 1.9 のビープ⾳が、2m/s では毎秒 2.1 のビープ⾳などとなります。
・周波数バー

3
1

4

2

1. Start Freq.（鳴り始め音の周波数）バー, このバーを移動すると、バリオ⾳鳴り始めの周波数を設定し
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ます。 (バリオは上昇⾳またはドリフト⾳の鳴り始めの定義した値で鳴り始めます。)
2. Final Freq.（鳴り終わり時の周波数）バー, 様々な⾳の終了時の⾳の周波数の設定を、このバーを移
動して⾏います。バリオの最大範囲は + 10m/s または-10m/s です。フライト中に、この値に達すると、バリ
オ⾳を継続しますが、それは増加したり減少しない周波数で、上昇中はビープ⾳が増加し続けます。
3. 周波数スケール, kHz.で表示されます。
4. 上昇または下降スケール, m/s（メートル毎秒）で表示されます。
・周波数曲線（カーブ）

1
1. 周波数カーブバー, 特定したアルゴリズムによって、好みに合わせたバリオ⾳をカスタマイズする機能があり
ます。左右にバーを移動することで、バリオ⾳の周波数が変わります。
・バリオグラフ
設定のバーや値を変更する場合、グラフでその変更が動的に表示されます。

2
4
1

3

1. 開始周波数, バリオの鳴り始め⾳の周波数を表示します。横軸は Hz スケールに、縦軸は m/s スケー
ルに対応します。
2. 終了周波数, バリオの鳴り終わり⾳の周波数を表示します。横軸は Hz スケールに、縦軸は m/s スケー
ルに対応します。
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3. 実際の値, このポイントは、テストバーの値によって定義されています。および参考として表示します。
4. 周波数グラフ, 値とバーを変更すると、増加または減少に応じて、周波数がどのようになっているか視覚的
な⽅法で表示されます。

・バリオテスト

1

2

3

1. テストアイコン, 押すことでバリオ⾳の開始または停止となります。フライトのシミュレートに役⽴ちます。また
、好みのバリオ⾳かどうかの調整の確認にも使えます。バリオ⾳の鳴っている時に値と設定を変更すると、そ
のようにアップデート（更新）されます。
2. バリオ値, 現在鳴っているバリオ⾳の値 (m/s)
3. コントロールバー, このバーを移動すると、バリオの上昇速度のシミュレーションを⾏えます。バリオの値と実
際の値の、両⽅の現在の値が表示されます。
6.4.2 アラート（警告・警報）の設定
この機能は場⾯によって、異なるアラート⾳を設定できます。オーディオファイルの形式は”.ogg”となります。

o 基本的警告（ベーシックアラート）,テイクオフ、ウェイポイント、スタートポイント、エンドスポーツセクションという
、それぞれの場⾯に違う⾳を割り当てることができます。
o 警告⾼度（⾼度アラート）, 制限⾼度とその⾳をセットすることができ、そのアラートをアクティブ化または非ア
クティブ化できます。フライト中に⼀度この⾼度に到達するとアラート⾳で知らせます。またその制限⾼度より
100m 下回ると、アラートは再びアクティブになります。
o 他の警告（その他のアラート）, ⾳とグライドレシオの設定をすると、”Glide to Final”（ファイナルグライド
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） アラートをアクティブ化または非アクティブ化できます (セクション 7.5 を参照)。設定した値よりファイナルへ
到達できる必要なグライドレシオが小さい場合、アラートが鳴ります。
6.4.3 SeRi FLY（セリフライ）スタート時に最大ボリュームセット
（SrRiFLY スタート時の最大ボリューム設定）
この機能を有効にすると、起動するたびにシステム全体のボリュームが最大に設定されます。大きいボリュームの警
告メッセージを表示することができます。 (このメッセージを避けるために、最新バージョンにファームウェアアップデート
をお勧めします。更新する⼿順はサポートの web ページを確認してください。)

6.4.4 フライトしない際のバリ⾶⾏していないときは Vario をミュート
（フライトしていない時バリオ消音・Mute Vario）
この機能を有効にすると、バリオ⾳はフライトしていないときは常に鳴りません。バリオのゼロバンドを有効にしている
場合は、テイクオフまたはランディングでもバリオは鳴り続けます。
6.5 セッティングディスプレイ/表示設定（Display Setting）

6.5.1 ウィジェット最小化
ウィジェット*の最小サイズとすることができます。それは、列の数の "最小幅" だけでなく、⾏の数で
"最小の⾼さ（最小⾼度）" を設定することが可能です。これらの値は "2 ⾏×3 列" より少なくないことをお勧
めします。これが初めてウィジェットを追加するときのプリセットサイズになりますので、そしてサイズを非常に小さくすると
、それをリサイズすることが難しくなります。
* フライト画⾯上のデータフィールド

6.5.2 フライトスクリーンナンバー（画面数）
各フライトモードで最大 5 つまでの画⾯数を設定することができます。各画⾯には、違うウィジェットとサイズを設定
することができます。 (参照︓セクション 7.6)
6.5.3 方向スクリーン（画面の向きの調整）
最 も 適 切 に コ ッ ク ピ ッ ト に 合 う よ う に す る た め に 、 ⽔ 平 ⽅ 向 （ Landscape ） 、 ⽔ 平 反 転 (Landscape
Inverted)、および垂直⽅向(Vertical)より画⾯の向きを選択することができます。
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6.5.4 秒あたりの地図の２回更新を有効にする（2 度のマップリフレッシュの有効化）
(1 秒間に 2 回リフレッシュすると)マップがより滑らか表示されます。しかし、バッテリー消費量は増加します。
6.5.5 コンペティション ⾃動ウインドウ変更
この機能を有効にするとコンペティションモードでは、画⾯の変更が⾃動的に⾏われ、次の順序で表示されます︓
o スクリーン 1︓スタートポイントに到達するまでアクティブなままになります。
o スクリーン 2︓ゴール（GOAL）へ到達できる必要なグライドレシオになるまで、または次のウェイポイントが
ESS (End of Speed Section)になるまでは、アクティブなままになりますです。
o スクリーン 3︓ゴール（GOAL）に到達するまではアクティブなままになります。
6.6 ライブトラック & チーム

6.6.1 Live Track24（ライブトラック 24）サーバー
・ データ送信先 URL︓既定値（デフォルト）は "http://t2.livetrack24.com" であり、livetrack24 と
互換性のある別のサーバーに情報を送信する場合を除き、変更することはできません。
・ ユーザー︓LiveTrack24 サーバーでのユーザー名
・ パスワード︓LiveTrack24 サーバーのパスワード
・ タイムインターバル (秒)︓ポジションを送る頻度を表示することができます。
・ Live Track24 有効化︓ライブトラック機能を有効化または無効化（非有効化）できます。
6.6.2 Loc Tome サーバー
・ データ送信先 URL︓既定値（デフォルト）は "Http://ts.loctome.com" であり、Loctome と互換性
のある別のサーバーに情報を送信する場合を除き、変更することはできません。
・ ユーザー︓Loctome サーバーでのユーザー名
・ パスワード︓Loctome サーバーのパスワード
・ タイムインターバル (秒)︓ポジションを送る頻度を表示することができます。
・ Loc Tome 有効化︓ライブトラック機能を有効化または無効化（非有効化）できます。
6.6.3 ⾶⾏チーム（チームフライト）
・ チーム構成（設定）︓パイロットを名前で追加し、パイロットの⼀覧をオンラインで確認できます。 (アクティブ
チームフライトを使⽤)
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・ ⾶⾏チーム有効化︓チームでのフライトの有効化または無効化（非有効化）

6.7 Gestores/マネージャー [マップ-ウェイポイント-サーマル-エアスペース]

6.7.1 送信または受信
多数の設定スクリーンで、アルファパイロットは特定の送信および受信の機能があります。これは、ケーブル接続の
必要なく最大 100m 範囲のアルファパイロット端末同士で、簡単な⽅法でアイテムを送信したり受信したりすること
ができます。
この機能は、次のアイコンで簡単に識別できます。

受信

送信

1. 送信アイコンをクリックすると、サーバーの名前と共有したい要素のダイアログが表示されます。データを受け取
りたい⽅にサーバーの名前を知らせます。
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2. 情報の受信を受けたい⽅のアルファパイロットの受信ボタンを押してください。複数の⽅が情報を送信している
場合は、必要とするサーバーを選択し、受信を開始するために名前をクリックする必要があります。名前が表
示されない場合には更新してください。

* 注意︓
a) wifi 有効化、あるいはこの機能を使⽤するためにインターネットへの接続する必要はありません。すべてが⾃動的に⾏われます。
b) それが動作するように、同じ情報画⾯ (ウェイポイント、サーマル等) にする必要があります。
c) 同じ名前のパッケージは繰り返しインポートされません。
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6.7.2 パッケージ&ウェイポイント管理（ウェイポイントの管理）

1

4

2

3

5

6

・ パッケージ（ファイル）︓ここでは、現在システムにロードされているパッケージを⾒つけ、また次のアクションを
実⾏することができます︓
1. 他のアルファパイロット・デバイスよりウェイポイント・パックの受信
2. 新しいパッケージを作成し、名前を定義することができます。
3. 既存のパッケージのインポート、WPT 拡張子を持つ受け⼊れられる形式は、WGS84, UTM, と
Ozi Explorer だけでなく、GPS eXchange を使⽤して GPX 拡張子も同様に⾏えます。ウェイポイント
・パッケージファイルは、前にロードしたウェイポイント・フォルダにあるはずです。
4. 他のアルファパイロット・デバイスへウェイポイント・パックの送信
5. ウェイポイント・パッケージを GPS eXchange 形式で GPX 拡張子のファイルへエクスポート
6. データベースからウェイポイント・パッケージを削除すると、ファイルをフォルダに保存します。
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・ ウェイ ポイント︓ここでは、削除、変更、または新しいものを追加でき、それぞれのパッケージのウェイポイントを
個別に管理することができます。

6.7.3 サーマル管理（マネージャー）
・ パッケージ︓マップウィジェットでそれらを表示するために、サーマルパッケージ（ホットスポット）を追加することが
できます。それはまた（内部パッケージに）フライトで検出したサーマル履歴を保存するだけではなく、この機能
によりサーマルを管理できます。同様に新しいホットスポット・パッケージに追加、変更、あるいは削除することが
できます。お互いに半径 300m 以内のサーマルをあわせて最適化する機能があるため、内部パッケージのサー
マルには注意してください。
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* 送信/受信機能を使⽤することができます。 (セクション 6.7.1 を参照してください)

・ サーマル︓このタブでは、それぞれのサーマルのデータ（ホットスポット）を個別に参照することができます。
そして、それを削除する機能があります。

ホットスポットパッケージのダウンロードについて、http://thermal.kk7.ch/ にアクセスし、ダウンロードしたい
ホットスポットのエリアの地図を中心にする必要があります。パネルの左側の "ホットスポット（Hotspots）" を
選択します。
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1
2

3

1. 有効︓選択したパッケージに含まれているエアスペースのすべてを有効化
2. 無効︓選択したパッケージに含まれているエアスペースのすべてを無効
3. 有効︓選択したエアスペースを個別に有効化または無効化

6.7.5 マップマネージャー
"マップ" フォルダ内にある内部メモリーとマイクロ SD にある両⽅のマップを有効化・無効化にすることができます。
マップには、",map”拡張子を持ち、alfapilot のウェブサイト http://www.alfapilot.com のサポートセクショ
ンからダウンロードすることができます

6.7.6 地図の設定
次のマップ機能を有効または無効にすることができます。次の要素をマップ上に、アイコンやテキストを表示・非表
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示とすることができます︓
・文字サイズ、（ノーマル、小、大と）マップ上に表示されるテキストのサイズを変更します。
・ハムレット名を表示、小さな町の名前を表示または非表示にします。
・電⼒線を表示する（Power Line =⾼圧線）の表示・非表示を切り替えます。
・これらのアイコンの表示・非表示の設定も⾏えます:
o 燃料ステーションを表示

o ショーウインドジェネレータ（風⼒発電機を表示）

o ショー病院を表示

o 原子炉を⾒せる（表示）

o バスステーションを表示

o アルパインハッツを⾒る（表示）

o バス停留所を表示

o キャンプサイトを表示

o ⽔の噴⽔を表示

o ショーホステルを表示

o 消防署を表示

o ショーホテルを表示

6.7.7 ダウンロードマップ（地図のダウンロード）
・地図のダウンロード︓地域別に利⽤可能な地図の⼀覧が表示されます。選択し、必要とする地域の地図を
ダウンロードすることができます。ダウンロードする地図が選択されると、ダウンロードリストに表示されます。
* WIFI インターネット接続が不可欠です。
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・ダウンロードリスト︓地図ダウンロードリストが表示されます。それは、ダウンロードすると地図の処理をする
アイコンが表示され、ダウンロード中はバーでその状況を表示します。
地図が ZIP 形式で内部メモリーに⼀時的にダウンロードされていることを確認します。アイコンを選択すると、マ
ップは解凍されます。(マップのサイズによっては 10 分以上かかる場合があります。) そして、 内部メモリーまたはマ
イクロ SD の"マップ/Maps"フォルダーに格納され、使⽤できる機能があります。(セクション 6.3.3 を参照してくださ
い。)
* Wi-Fi 接続が失われた場合、これらのダウンロードは⼀時停止され、接続が再び⾏われたときに継続します。
*⼀時的なファイルと解凍されたマップの両⽅のダウンロードできるメモリー容量を持つアカウントが必要です。

1

2

1. ダウンロードの状態
2. 進⾏状況
3. 処理（解凍）しているマップアイコン
4. 削除するアイコン (不完全な場合でもダウンロードを削除)
6.8 フライトの値
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6.8.1 エアスペース制限⾼度
エアスペースには、”最低⾼度制限”と”最⾼⾼度制限”があり、この機能を使⽤することで、地図に表示される
エアスペースを区切ることができます。これを⾏うには、”最低⾼度制限” が表示されている標⾼の値よりも大きい⾼
度、すべてのエアスペースは表示されません。
6.8.2 サーマル数値構成（値の設定）
・サーマル履歴を加えた最低上昇率（最小上昇のサーマルを履歴へ追加）︓このパラメーターにより、内部の
サーマルパッケージに保存されるサーマルを制限します。m/s の単位で⼊⼒した数値以上の平均値のサーマルだ
けが保存されます。
・サーマル終了時の損失メートル（⾼度ロスしたサーマルの終わり）︓現在のサーマルを⾒失ったことを
SeRiFLY が判断する前に失われた⾼度を表示します。デフォルトは 30m としています。
6.8.3 テイクオフ検出
テイクオフが検出されるように超えなければならない最小値をシステムに表示することができます。 以下の二つの
変化が満たされる必要があります。ひとつだけが満たされている場合は、テイクオフと⾒なされません。
・最低速度バリエーション（速度の最小変化）, この値はテイクオフと判断するために必要な km/h の最小速
度を示します。
・最低⾼度バリエーション（標⾼の最小変化）, この値はテイクオフと判断するために必要なメートル単位の(
気圧⾼度計による)⾼度の最小変化を示します。
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6.8.4 ランディング検出
ランディングが検出されるように超えなければならない最大値をシステムに表示することができます。 以下の二つの
変化が満たされる必要があります。ひとつだけが満たされている場合は、ランディングと⾒なされません。
・最大速度変化（速度の最大変化）, この値は、km/h の速度の最大変化を示しています。設定された時
間の平均速度が、この数値より低い場合、着地していると⾒なされます。
・最大⾼度変化（⾼度の最大変化）, この値は、（気圧⾼度計による）m ⾼度の最大変化を表示していま
す。設定された時間の平均⾼度の変化が、この数値より低い場合、着地していると⾒なされます。
・偏差を除く最大時間（変化のない最大時間）, 速度と⾼度の変化を計算するための最大時間を秒単位で
設定します。短い時間での設定は、着陸の誤検出につながります。
6.8.5 XC フライトの距離によるウェイポイント整列
この機能を有効にすると、”フライトマネージャー”の XC フライトモードは、現在地からの距離に応じたウェイポイン
トを並べます。非有効化すると、それらは英数字で表示されます。
6.8.6 トラック所要時間マップ表示 – 分（地図上に⾶⾏軌跡の時間-分を表示）
フライトの軌跡は分単位でマップスクリーン上にフライト終了時にデフォルトでは "常に（Always）"表示されま
す。
ヒルサイドのフライトや同じエリアで⻑い時間フライトする場合は、時間を制限することをお勧めします。
6.8.7 Select Type of Ellipsoid（楕円体の選択-距離計算）
楕円体での、距離を計算するために使⽤される式を定義します。以下の２種類を選んでいます。
・ WGS84 – PWC PWC で採⽤している CompCheck と同じ式を使⽤します。WGS84 の楕円体に
基づいており、最も正確です。
・FAI SPHERE いくつかの FAI コンペティションで採⽤されている FS Comp と同じ式を使⽤します。正確性
はやや少なくなるが、競技では十分です。
6.9 キーの割り当て
・ズームキーを反転 "側面キー" (短押し)でズームキーを反転させることができます。例えば、この機能を有効
または無効すると、左のキーは拡大 + または縮小 - となり、右のキーは反対になります。
・変更画面のキーを反転

"側面キー" (⻑押し)でページのステップのキーを反転させることができます。

例えば、この機能を有効または無効にすると、左のキーは次または前の画⾯になり右のキーはその逆になります。
6.10 アルファパイロットについて（About us）
アプリケーションとその開発者に関する情報を表示しています。
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7. フライトモード
セリフライ（SeRiFLY）は、フライト (XC、ルート、コンペティション) の目的・種類に応じて、３種類のモードを
持っています。これらのモードには共通の要素と、アシスタント、マネージャーなど特定の要素もあります。
7.1 フライトモードのボタン
フライト中、ボタンは短くまたは⻑く押すことで様々な機能を取得し、これらの機能は以下に記載されます。

・メニューボタン（MENU）
o ショートプレス（短押し）, フライトメニューが開きます。フライトモードに応じて、またはフライトを楽しむ場⾯
・場合に応じて、様々な機能を提供します。.

o ロングプレス（⻑押し・２秒以上）, バリオ⾳量を調整します。0%-> 33%-> 66%-> 100% の間
で交互に、現在の⾳量レベルはアイコンによってステータスバーに表示されます。

・戻るボタン（Back Button）
o ショートプレス（短押し）, フライトマネージャーを開きます。 (セクション 8 を参照してください。)
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・側面ボタン（laterals Buttons）*
o ショートプレス（短押し）, ズームインまたはアウトできるように、マップ上のズームをコントロールします。
o ロングプレス（⻑押し）︓次または前のいずれかにスクリーンの変更を⾏います。基本的に繰り返し、最後
のスクリーンまですすめると、次は最初のスクリーンになります。スクリーンの数は設定することができます。(セクシ
ョン 6.5.2 を参照してください。)
* これらのボタンの機能を逆にすることができます (セクション 6.9 を参照してください。)
* 地図の拡大・縮小は対地⾼度に応じて、アルファパイロットが判断した範囲のサイズで表示します。対地⾼度が大きくなるに従い、広い範囲
を表示します。最大ズームは 75m 範囲の表示となります。そのため、地表では最大ズームで表示し、範囲を広くしての表示は⾏えません。

Screen <1>

Screen <2>

7.2 フライトスクリーン
モードを選択して開始すると、⾃身で設定したスクリーンまたはフライトスクリーンになります。スクリーンは好みの数に
設定できます。 (セクション 6.5.2 を参照してください。) いくつか設定していると、側⾯のボタンを操作することで、それ
らのスクリーンをかわるがわる表示します。フライトスクリーンでは、メニューボタンの操作でウィジェットだけでなく、様々な
機能へアクセスできます。
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7.3 ウィジェット
ウィジェットはフライトインフォメーションを表示するデータフィールドであり、それぞれを個々に設定でき、特定の情報
(境界、タイトル、単位など)を表示したり非表示にできます。また、大きさと場所の変更、それらのすべてはスクリーン
編集/Screen Edition により⾏えます。（セクション 7.6 を参照してください。)

7.4 メニューオプション-共通要素
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7.4.1 QNH 補正（設定）
QNH を気圧⾼度の計算のために⼿動で補正・設定することができます。また、GNSS 信号が利⽤可能な場合
GNSS ⾼度に応じて設定することができ、またはその場所の⾼度を知っている場合は⼿動で設定できます。
ALT（⾼度）はメートル単位の値を、QNH は mb 単位の値を必要とします。

7.4.2 ウェイポイント追加
新しいウェイポイントを追加することができます。座標はマップの中央位置から取得されます。
このポジション（位置）は、GNSS モジュール (衛星) のポジション（位置）、またはマップ上で移動させた
点 (十字線) によって与えられます。または、標⾼ファイルがある場合は、そのポイントの標⾼が計算されます。

GNSS ポジション（位置）

十字位置

・ ウェイポイント、名前
・ 説明
・ ⾼度 (標⾼・メートル)
・ パッケージ選択（して保存） (デフォルトでは "INTERNAL/内部")
・ 座標/Coodinates︓D°M’S” – UTM – DD.DDD º 形式
・ 保存 または キャンセル
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7.4.5 戻る
フライトスクリーン（画⾯）を残し、メインメニューに戻ります。

7.5 メニューオプション - 特定の要素（メインメニューより”ルート”を選択）

メニューボタンを押すと以下の画面へ移動します。
7.5.1 ルートマネージメント（管理）
フライトモード "ルート/Routes" で利⽤できます。上記のアイコンを通して、受信、作成、またはルートをインポ
ートできます。また、既存のルートリストを表示して、有効化または無効化を⾏い、送信、編集、エクスポート、また
は削除を⾏うこともできます。
* 送信と受信の機能の詳細な情報があります。(セクション 6.7.1 を参照してください。)

ルートを作成または編集するときに、新しいスクリーンが開き、次の要素でこのルートを構成する機能が表示されま
す。
* ウェイポイントパッケージがすでに定義され、有効になっている必要があります。 (セクション 6.7.2 を参照)
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・名前︓ルートの名前を指定できます。
・日付︓ルートの⽇付を表示することができます。
・ウェイポイントリスト︓確⽴したウェイポイントとルートでの順序、そしてそこには少なくとも 1 つのテイクオフおよび
1 つのランディングがなければならない。
・ウェイポイントの追加︓ウェイポイントを追加するダイアログを開きます。(セクション 7.5.3 を参照してください。)
・ルート情報︓ルートの値を⼊⼒すると、ルートを最適化した
コース（最適化距離）と、最適化せずにウェイポイント同士を
そのまま結んだコース（非最適化距離）が表示されます。
このウェイポイントの図は、最適化したポイントなどを示していま
す。中央のゾーンにクリックとドラッグして移動することができるだけ
でなく、ズームインしたり、ズームアウトすることはアイコンの"+"
y "-"をクリックすることで⾏えます。
7.5.2 タスクマネージャー（管理）
"コンペティション" フライトモードで利⽤できます。上記のアイコンを使⽤して、タスクを受信、作成、または
インポートすることができます。また、既存のタスクの⼀覧を表示し、有効化または無効化することができ、同様に
送信、編集、エクスポート、または削除を⾏うことができます。
* 送信と受信の機能の詳細についてはさらに詳しい情報があります。(セクション 6.7.1 を参照してください。)

タスクを作成または編集するときに、新しい画⾯が開き、次の要素について管理（マネージ）し、構成する機
能が表示されます。
* ウェイポイントパッケージがすでに定義され、有効になっている必要があります。 (セクション 6.7.2 を参照)
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・名前︓タスクの名前
・日付︓タスクの⽇付
・スタートポイントタイプ︓進⼊（Enter）または退出（Exit）とすることができます。
・ゴールタイプ（形）︓シリンダーまたはラインで設定します。ラインの場合、半径として割り当てられた
2 倍の⻑さとして考慮されます。例えば、半径 100m とすると、ラインの⻑さは 200m になります。
・スタートポイントオープン（スタート時間）︓スタートポイントのオープン（開始）時刻を設定します。
・⾶⾏時間制限︓フライトの制限時間（タスククローズ時刻）を設定します。
・ウェイポイント︓コンペティションタスクのウェイポイントとそのウェイポイントの順序を設定します。少なくとも次
の要素が必要です。:
離陸（Takeoff）-> スピードセクションの開始（Start Speed Section）-> スピードセクショ
ンの終了（End Speed Section）-> ゴール（Goal）
これらの要素の間に必要に応じて多くのターンポイントを挿⼊することができます。
・追加ウェイポイント︓追加するウェイポイント*のダイアログを開きます。
(セクション 7.5.3 を参照してください。)
・タスク情報︓タスクの値を⼊⼒した後、タスクに応じた最適化距離（コース）と非最適化距離（最適化
していない距離・コース）を表示します。ウェイポイント、最適なポイントなどのグラフィックは、中央のゾーンにク
リックしドラッグして移動できます。同様に"＋" y "－"アイコンをクリックすることで、ズームインしたり、ズームアウ
トすることができます。
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7.5.3 ウェイポイントの追加-編集
ルートとタスクを管理（Managing Routes and Tasks）するための共通の要素です。ルートやタスクに
新しいウェイポイントを追加することができます。この動作の実⾏には有効なウェイポイントパッケージが必要です。
(セクション 6.7.2 を参照) フィールドは次のようになります︓

・クイックサーチ︓最初の文字を⼊⼒することで、ウェイポイントのクイックサーチを⾏えます。⼊⼒された文字
で始まるウェイポイントに限定して、ウェイポイントリストを更新しながら、案内します。
例えば、"a" で始まるすべてのウェイポイントがリストとして案内し、"a0"の場合は"a0" で始まるすべての
ウェイポイント含まれたリストを案内します。⼊⼒されたテキストで始まるウェイポイントが存在しない場合
は”vacio"と表示します。
・ウェイポイントの選択︓利⽤可能なウェイポイントのリストが表示され、それはクイックサーチで⼊⼒された
テキストに限定されます。クイックサーチに任意の文字が⼊⼒されていない場合、リストには利⽤可能なすべて
のウェイポイントが表示されます。
・半径の挿⼊︓ウェイポイントのシリンダー半径を⼊⼒することができます。
・タイプを選択︓ウェイポイントのタイプです。" TurnPointOut "のコンペティションの場合には、"TurnPoint"
を選択してください。そして、これは⾃動的に" TurnPointOut "として設定されます。
7.6 画面編集（メニューオプション-編集画面）
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フライト画⾯では、"画⾯編集/Edit Screen"から、そのエディションにアクセスします。システムは、ウィジェットの置き
換えとサイズ変更を容易にできるグリッドで、新しい画⾯を表示します。
移動/サイズ変更︓ウィジェットの中心をクリックすることで、それをドラッグし、画⾯上で移動することができます。
また、その角をクリックすることで、サイズ変更が⾏えます。
ウィジェットの設定︓ウィジェットの設定にアクセスするには、その設定を表示したいウィジェットの中央をダブルタップ
する必要があります。
加える / 移動（追加/削除）︓ウィジェットを追加または削除するには、 "メニューボタン" を押し、この機能を
選択する必要があります。すべてのウィジェットだけでなく、アクティブになっているかどうかのリストが表示されます。
編集モードを終了するには、“戻る/Back button” ボタンをクリックします。
複数のフライトスクリーンがある場合は、個別に設定します。このためには、設定したい画⾯に切り替える必要があり
ます。 (セクション 7.1 を参照してください。) "編集画面"は以下のようになっています。

7.6.1 追加/削除ウィジェット
フライトモードで利⽤可能なウィジェットのリストが表示されます。新しいウィジェットを追加したり、既存のウィジェット
を削除できます。新しいウィジェットを追加すると、事前に定義された場所に表示されます。定義されていない新しい
ウィジェットを追加すると、設定で定義されている最小サイズで表示されます。(参照セクション 6.5.1).
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7.6.2 ウィジェットの基本的な設定
ウィジェットの中央をダブルタップすることで、設定のリストを表示します。次のように、すべてのウィジェットに共通の
要素です︓

・ShowBorder(境界線表示)︓ウィジェットの境界線を有効化または無効化にします。
・マップ表示（道、街 …） - タイトル表示︓ウィジェットの上部にあるタイトルを有効化または無効化します。
・単位表示︓ウィジェットの単位がその値の右側に表示されるかどうかを示します。
・背景の透明度︓ウィジェットが地図上にある場合など、透明または不透明なウィジェットの背景にします。

7.6.3 ウィジェットの構成と詳細
いくつかのウィジェットは、以下の説明のように、より広い設定があります︓
・ステータスバー
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o

GPS 受信ステータス
スの有効化, GPS
G
ステータ
タス（状態）アイコンを表示
示します。次の
のような種類が
が
あります。

切断

信号なし

信号

o 圧⼒センサ
サーステータス
スの有効化, 圧⼒センサー
ーのステータス（状態）アイ
イコンを表示します。次のよう
う
な種類で表
表示します。

接続
続
o

切断
断

湿度センサーのステータスの有効化
化, 湿度センサ
サーステータス
ス（状態）アイ
イコンが表示さ
されます。次の
の
類で表示します
す。
ような種類

続
接続

切断
切

o ⾼温警報
報, alfapilot が 48ºc の限
限界を超えた温
温度になると、
、バッテリーのア
アイコンに代わ
わって、次のよう
う
な警告アイ
イコンが表示され
れます︓

o

またバッテ
テリー、バリオボ
ボリューム、フライ
イトと現在時刻
刻が記録され
れているかどうか
かという状態を⾒ることができ
き
るアイコンが
が表示されます
す。

スナビゲーショ
ョン
・コンパス
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o Show Wind information(風の情報の表示), 矢印で風の⽅向を示し、km/h の単位で速度
を表示します。
o 実際の方角, Xi + モデルで利⽤できます。（デジタルコンパスによる）実際の⽅角を表示します。
o オリエンテーション, コンパスの示す⽅向を選ぶことができます。
・ノースアップ︓コンパス球が回転せず、北は常に上部に位置します。矢印は向きによって回転します。
・ベアリングアップ︓コンパス球が回転し、進⾏⽅向を上に表示します。要素と矢印は回転しません。
o シンプルなコンパスの使用, 基本⽅位の球の数値での表示を代⽤します。
o 次のウェイポイントの中心の方向を表示︓ルートとコンペティションモードで利⽤可能な機能。（近いポ
イントへ向かっているとき）⿊い円の内側の点はウェイポイントの中央を示しています。このパラメーターは、
スタートポイントのように、大きな半径を持つウェイポイントで、より効果的なものです。この場合、ウェイポイ
ント通過を最短距離（optimal point）で移動できるコースを示しています。

・ナビゲーションマップ … (すべてのマップに共通のオプション):
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o Show Bo
order/境界
界線の表示, ウィジェットの境
ウ
境界線を描画
画します。
o マップ表示
示（道路, 街) , 道路、町
町だけでなく、マ
マップのさまざま
まなアイコンを示
示しています。
o 輪郭（標⾼
⾼等⾼線）表
表示, 等⾼線
線 (地形図) を表示します
す。
o チームパイ
イロット表示（Mostrar Pilotos de
el equipo）
）, この機能を
を有効にすると、チームの他
他
のメンバー を⾒ることがで
できるようにな
なります。これ
れは、以前にチ
チームのパラメ
メーターを設定
定 (セクション
ン
参照) と、WIIFI インターネ
ネット接続を持
持っている必要
要があります。
6.6.3 を参
o オリエンテー
ーション, 地図
図の向きを選ぶ
ぶことができます。
・North
h Up/ノース
スアップ︓マップ
プが回転し、北
北が常に上にな
なるよう配置さ
されます。
・Targe
et Up/ターゲ
ゲットアップ︓マップが回転し
し、次のウェイポイントが上に
になるよう表示
示されます。
・Bearing Up/ベア
アリングアップ
プ（ヘディング
グアップ）︓マ
マップ回転し、進⾏⽅向が上
上になるように
に
れます。このモー
ードの使⽤はお
お勧めしません
ん。
表示され
o Show Aiir Spaces(エアスぺース表
表示), 地図
図上にエアスペー
ースを表示しま
ます。あらかじめエアスペース
ス
を設定しておく必要があり
ります。(セクシ
ション 6.7.4 を参照)
を
o Show Wind
W
inform
mation(風の
の情報表示),, 地図上に風
風向を示す矢印
印を表示します
す。
o 地図上への
のサーマルを表
表示 (ホットス
スポット),

アイコンで地図
図上ホットスポ
ポットの位置を
を表示します。

これらホット
トスポットは事前
前に設定し、有
有効化しておく必要がありま
ます。(セクショョン 6.7.3 を参
参照)
o Show Climb Pointts（フライト中
中に検出した
たサーマルの表
表示）, センタ
タリングや最大値での上昇い
い
た最新のサーマルを地図上
上に表示します
す。
より検出した

o Show Cllimb Pointts(上昇ポイン
ントの表示), アルファパイロ
ロットによって開
開発された独⾃
⾃のシステムで
で
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す。上昇の強さに応じて、大きかったり、小さかったりというように、円（バブル）の列で検出したサーマルを
表示します。それらはまた、風の⽅向と強さによっても導き出されます。これによって、現在のサーマル強か
ったり、弱かったりという上昇する範囲を視覚的に簡単な⽅法で知ることができます。
また、⿊い円とサーマルの平均値から、サーマルの中心を予測し、表示します。

o ウェイポイントの表示, ウェイポイントの位置と地図上のそれらの名前とともに表示します。
o ⾼度（標⾼）レーダー表示, 現在の⾼度、すべての可能性のある⽅向の対地⾼度、使⽤している
機体性能、現在の風に基づいて、⾶んでいける最大の距離を多角形で表示します。標⾼ファイルがロード
されている必要があります。 (セクション 10 を参照)

o Auto-Zoom when Thermal has detected(サーマルが検出されたときの⾃動ズーム), サ
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ーマルが検出されたときに⾃動ズームを実⾏します。
o Zoom level for Thermal(サーマルのためのズームレベル), サーマルを検出するときにおこる⾃
動ズームレベルを選択することができます。
o みつけたサーマルナンバー（フライトで検出されたサーマル）, 地図上に、円とその平均上昇によって
サーマルの最後のポジションを表示します。

・ナビゲーションマップ XC (特定のオプション):
o XC フライトのコースを表示, 最適化した３つのターンポイントに基づいて、XC フライトコースを表示します。
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o FAI/Flat トライアングルアシスタントの表示, FAI または FLAT トライアングルフライトを⾏うことを補助
するアシスタントを表示します。この情報は︓
・ FAI 多角形から FAI トライングルの範囲を決めます。FAI トライアングルを形作るいくつかの有効なポイ
ントを表示し、できる限り最大距離と最小距離を表示します。
・ Flat トライングルの線, FLAT トライアングルを形作ることができ、クロージングポイント（終了点）の
時間を表示します。
・ 周りを閉じる, トライアングルでは距離の 20%に計算されるよう設定しています。

・ルート/コンペティションでのナビゲーションマップ (特定のオプション):
o ウェイポイントアプローチ時の⾃動ズーム, この機能を有効にすると、ウェイポイントに近づくと⾃動
ズームが実⾏されます。このズームは、近くなるに従い大きくなります。ウェイポイントを取ったら、数秒後に
ズームは前の縮尺に戻ります。
o ウェイポイント順の表示, 地図上でウェイポイントの順序を表示します。
・グライドと平均滑空⽐
o グライド平均の秒数, 平均をとる秒数を表示します。1 秒以下のグライドレシオはより早く変動し、
瞬時のグライドレシオはより正確になります。より⻑い秒数では、変動が少なく、すべての時間で平均
グライドレシオはおおよそのものになります。
・グライドレシオ
o 小数点第２位を使う, グライドレシオウィジェットは、小数点第 1 位または第 2 位の表示を選ぶこと
ができます。この機能は、目的地への必要なグライドレシオが重要な場合、小数点第２位まで有効に
すると、その判断がいいのか悪いのか瞬時にわかります。
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・ベアリング（方向）
o 文字でベアリング（方向）を表示, デフォルトでは 0°〜359°の間で表示され、この機能を有効に
すると、基本的に N-S-E-W という(文字)、およびその中間で表示されます。
・リリーフグラフ
o エアスペースの表示, 現在のフライト位置とターゲットポイントの間に存在する場合、エアスペースの
区域をグラフィカルに表示します。
o 風の情報の表示, 異なる⾼度での風の⽅向と速度を矢印で表示します。それは次のように表示さ
れます。

→ Back Wind; ↑ Lateral right Wind; ↓ Lateral Left Wind; ← Front Wind.
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8. フライトマネージャー
8.1 フライトマネージャーのボタン
フライトの 3 種類のモードで、SeRi Fly（セリフライ）には”Back button”(バックボタン)でアクセスできる
”Flight Manager”（フライトマネージャー）を備えています。次の機能が物理的なボタンに割り当てられます︓

8.2 XC モード

XC フライトでは、フライトマネージャーは、いくつかの可能性を示し、最初のものは XC フライト に関連しており、続い
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ては利⽤できるウェイポイントリストを表示します。 (セクション 6.7.2 を参照してください。) それは、設定の構成した
⽅法に応じて、英数字の順序または距離によって順とできます。(セクション 6.8.5 を参照してください。) 前と次のボ
タンにより、選択した機能を変更できます。 (それは⿊の背景で表示されます。) この機能を有効にするには、有効化
ボタン（Validate button）を推してください。逆に、キャンセルしたい場合は、戻るボタンを押してください。
・[無効]︓以前に選択した機能を無効にし、3 つのターンポイントに基づいて XC フライトを続けることができま
す。
・完全なトライアングル（トライアングルを閉じる）︓トライアングルアシスタントを有効化し、シリンダーを閉じる
ことと同様に、トライアングルやセクターを作れるなどの可能性を地図上に表示します。
・テイクオフ- テイクオフへ戻る︓テイクオフへ戻るための道順と⽅向、同様に必要な場所、テイクオフ⾼度、距離
などを提供します。
・テイクオフ – Get away from takeoff（テイクオフから離れる）︓アルファパイロットによって開発され
た独⾃の機能です。ターンポイントがないディスタンスフライトのために設計しました。テイクオフからできる限り遠く
へ⾏けるベストな⽅向の判断を容易になります。このシステムは、テイクオフと反対⽅向、30km の距離に、仮
想ウェイポイントを地図上につくり、そのポイントの近づくたびに、それが再計算されます。
・ウェイポイントリスト︓GOTO のためのウェイポイントのリスト
8.3 ルートまたはコンペティションモード

ルートまたはコンペティションフライトでは、フライトマネージャーは、前⽅または後⽅の、順序を⾃身で設定できるウェイ
ポイントを表示し、アクティブルートまたはタスクのウェイポイントへ移動できます。戻るまたは次のボタンは、実⾏したい
（⿊い背景で示されている）次のウェイポイントへ変更でき、検証ボタン（Validate button）を使い、有効なウェ
イポイントとできます。逆に、キャンセルしたい場合は、バックボタン（Back button）を押します。ルートやタスクフラ
イトで新しいウェイポイントを選択すると、このウェイポイントは次のウェイポイントとなります。
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9. ウィジェットリスト
スクリーン編集(セクション 7.6.1 参照)より追加できます。異なるウィジェットの機能を説明します。
* いくつかのウィジェットでは、例えば km/h または Mi/h という単位システムを変更できます。 (セクション 6.3.6 を参照)

9.1 システム
・ステータスバー, ステータス（状態）バーを表示します。
・時間, 現在の時刻を表示します。
9.2 Xi + ウィジェット
・線形加速度 G, 角度に関係なく、G の絶対加速度を表示します。
・G フォース, 重⼒に対しての、加速度を表示します。
9.3 フライト
・GPS スピード, GPS 速度を表示示します。
・グライド⽐, 現在のグライドレシオを表示します。
・平均グライド⽐, 設定した時間単位の平均グライドレシオを表示します。
・デジタルバリオ, m/s の単位でデジタルバリオを表示します。
・アナログバリオ, m/s の単位でアナログバリオを表示します。
・アナログおよびデジタルバリオ, サーマルで獲得した⾼度でのアナログおよびデジタルバリオを表示します。
・QNH 気圧⾼度, QNH による補正された気圧⾼度
・QNE 気圧⾼度 (コンペティション), 絶対気圧⾼度 (補正されていない)
・ゼロ⾼度, ある場所で”0”と設定することで、その場所からの⾼度を表示し、参照できます。例えばテイクオフで⾏
います。
・GNSS ⾼度, WS84（WGS84 ???）ジオイドに基づいて⾼度をし、この⾼度は IGC ファイルに使⽤されます
・地表上の⾼度, 対地⾼度を表示します。(標⾼ファイル必要)
・地上⾼度, その位置の地⾯上の⾼度（標⾼）を表示します。(標⾼ファイル必要)
・サーマルでの獲得⾼度, サーマル中での獲得した⾼度を表示します。
・経度, その位置の GPS 経度を座標（coodinates）DD. DDD º と表示します。
・緯度, その位置の GPS 緯度を座標（coodinates）DD. DDD º と表示します。
・方位, 現在の GPS ⽅位を表示します。
・風速, 予測による風速を表示します。
・⾶⾏時間, ⾶⾏時間を表示します。
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9.4 気象条件
・気圧, 現在の気圧を mb 単位で表示します。
・気温, 現在の気温を摂氏で表示します。
・相対湿度, 相対湿度を表示します。
・絶対湿度, 絶対湿度を表示します。
・露点温度, 露点温度を表示します。
・雲底⾼度, 現在の条件での雲底の推定値を示し、この分野は実験であり、推定値はデバイスをオンにした後、
テイクオフで正確性があがります。
9.5 ナビゲーション
・XC フライトでのナビゲーションマップ, XC ナビゲーション地図を表示します。
・ルートの⾶⾏の運⾏地図, ルートナビゲーション地図を表示します。
・競争の中で⾶⾏中のナビゲーションマップ, コンペティションでのナビゲーション地図を表示します。
・エアスペース, 近くのエアスペース (灰色の背景) の情報を表示し、侵⼊してしまった場合も(⿊の背景色で)
表示します。
・コンパスナビゲーション, コンパスナビゲーションを表示します。
・次のシリンダーまでの距離, 次のターンポイントの半径までの残りの距離を表示します。
・次のポイントへの最適化された距離, 次のターンポイントまでの最適なポイントまでの残りの距離を表示します。
・ファイナルまでの最適化された距離, 最適化されたルートを考慮して、最終ポイントまでの残りの距離を表示し
ます。
・次へ必要なグライドレシオ, 次の最適化されたポイントに到達するために必要なグライドレシオを表示します。
・次へ必要な⾼度, 次の最適化されたポイントに到達する⾼度を表示し、この⾼度が負の場合、現在の⾼度が
不十分で、残りの必要な⾼度を獲得する必要があることを示します。
・ファイナルに必要なグライド⽐, 最適化したコースを考慮し、ファイナルまでの必要なグライドレシオを表示します。
・ゴールに必要なグライド⽐,

最適化したコースを考慮し、ゴールまでの必要なグライドレシオを表示します。

・ゴール上の⾼度, ゴールポイントに到達する予定⾼度を表示し、この⾼度が負の場合、現在の⾼度が不⾜し
ており、残りの必要な⾼度を獲得する必要があることを示します。
・ファイナル上の⾼度, ファイナルポイントに到達する予定⾼度を表示し、この⾼度が負の場合、現在の⾼度が
不⾜しており、残りの必要な⾼度を獲得する必要があることを示します。
・SSS 開始までの残り時間, スタートポイント(SSS=Start Speed Section)の開始までの残りの時間、間違っ
た側にある場合(例えば、EXIT スタートでスタート時間前に外にいる場合)、背景が⿊になります。
・SSS(近い付近) へ必要な速度, 最も近いポイントへ開始時間に合うようにスタートポイントへ到達するために
必要とされる速度を示します。
・SSS(最適化されたポイント)へ必要な速度,

最適化されたポイントへ開始時間に合うようにスタートポイントへ

到達するために必要とされる速度を示します。
・スピードセクター（セクション）の平均速度, スタートポイントからフライトした距離に応じて、現在の時間までの
平均速度です。
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・フライト
ト終了までの残
残り時間, フライト締め切
フ
e deadline time）までの
t
の残り時間を表
表示します。
り時刻（the
・XC フライトの平均
均速度,

テイ
イクオフからフライ
イトした距離に
に応じて、現在
在の時間までの
の平均速度で
です。

デ
ライト,
・XC ディスタンスフラ

テイク
クオフ〜ランデ
ディングと３つの
のターンポイントを考慮して、
、XC フライトの
の移動距離を
を

表示しま
ます。
・FAI トライアングルを
ト
を閉じる（closing）, FAI
F トライアングルを完全に仕上げられる場合の合計⾶
⾶⾏距離を表
表
示します
す。
・Flat トライアングル
ト
ルを閉じる（close）,

F トライアングルを完全に仕上げられる場合の合計⾶
Flat
⾶⾏距離を表
表

示します
す。
・最大 FAI
F トライアン
ングル, FAI トライアングル
ルを完成できる
る可能性がある
る場合、最大距
距離を表示し
します。
・最小 FAI
F トライアン
ングル, FAI トライアングル
ルを完成できる
る可能性がある
る場合、最小距
距離を表示し
します。
・トライア
アングルを閉じ
じるまで 20%
%までの距離
離, 合計距離のあと 20%で
で閉じたトライ
イアングルを完成
成できるまでの
の
残りの距
距離を表示しま
ます。
・トライア
アングルを閉じ
じるまでの距離
離, トライアン
ングルを閉じるポイントまでの
の残りの距離を
を表示します。
・グランドレベルグラフ
フィック（地表
表の⾼さを示す
すグラフ）, 現在のポイン
現
トと次のポイン
ント間の地表の
の起伏をグラフ
フ
のデータに応じ
じた）グライド
ドレシオのライン
ンも表示します
す。このグラフィ
ィックは、現在のポイントと次
次
で示し、（⾃身の翼の
表の起伏を素早
早く視覚化し、
、目的地へ届
届くかどうかの判
判断の補助とな
なります。次のポイントがない
い
のポイントの間の地表
このグラフは値を
を表示しません
ん。
場合、こ
・スピードトゥフライ（
（Speed to Fly）, グライドレシオ、風
風向・風速、そ
そして現在の⾼
⾼度を考慮して
て、最適なスピ
ピ
再婚で表示しま
ます。
ードを再
最適なスピード
o そのままで最
o (最初のステ
テップの) 33%
%スピードバー
ーを踏むことで速
速度最適化
o (2 番目のス
ステップの)66
6%スピードバーを踏むことで
で速度最適化
化
ステップの)10
00%スピードバ
バーを踏むこと
とで速度最適化
化
o (3 番目のス
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10. セリフライ（SeRiFLY）フォルダ構造
コンピューターより

・AirSpaces（エアスペース）-> ".aip"または" .txt "形式にエアスペースファイルが含まれています。
・Config（設定）-> “.cfg”形式にエクスポートされた設定ファイルが含まれています。.
・Download（ダウンロード）-> ⼀時的にダウンロードされたファイルが含まれます。
・Elevetions（標⾼）-> ".tiff" 形式に標⾼*ファイルが含まれています。
・FlyBook（フライブック）-> ”.ser”形式にエクスポートされたフライトブックファイルを含みます。
・Log（ログ）-> ".log"形式でログファイルを格納します。
・Maps（マップ）-> ".maps”形式.ロードマップ、町、および等⾼線を含む地図ファイルが含まれています。
・Routes（ルート）-> エクスポートされたルートファイルが含まれます。
・Sounds（サウンド）-> “.ogg”形式で警告⾳ファイルが含まれています。
・Tasks（タスク）-> エクスポートされたタスクファイルが含まれます。
・Thermals（サーマル）-> “.gpx”または“.thp”形式でホットスポット（サーマル）ファイルが含まれています。
・Tracks（トラック）-> “.igc”形式で⾃身のフライトのファイルが含まれています。
・Waypoints（ウェイポイント）-> “.wpt”あるいは”.gpx”形式でウェイポイントパッケージを格納します。
* 標⾼フォルダーで、”.tiff”形式で GeoTiff（ジオティフ）標⾼からファイルをコピーできます。これらは" .zip "形式で私たちのサポートウェブサイト上で
利⽤可能です、それらのファイルは SeRiFLY（セリフライ）によって、解凍でき、直接コピーすることができます。(解凍は⻑い時間がかかることがあります
。) また、PC 上で解凍することができ、”.tif”形式だけでファイルをコピーすることができます。
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11. 使用のヒント
・弊社 web のサポートページでは、「よく寄せられる質問（FAQ=Frequently asked questions）」セクシ
ョンがあり、それを読むことをお勧めします。
・十分な衛星の受信を容易にし、正確なポジションを得るために、アルファパイロットをテイクオフの５ ~ 10 分ほど
前にスイッチをオンにすることをお勧めします。
・⾼照度の⽇、画⾯のハイコントラストは、晴れた⽇に雪のような効果を生むことがあるので、サングラスを着⽤するこ
とをお勧めします。
・WIFI の使⽤を必要とする機能を使⽤しない場合は、不要な消費を避けるために WIFI をオフにすることをお勧め
します。
・画⾯のバックライトは暗い場所または夜の間にだけ必要です。昼間や屋外でバックライトを使⽤してもディスプレイ
表示は改善しませんし、電池の消費を⾼めます。
・当社のデバイスを読み込むと、通常、読み込み完了前は画⾯上にパーセンテージで表示します。バッテリーがフルに
チャージされると電源ボタン右側のグリーン LED がベストの表示として光ります。読み込み中にもこの LED が点きま
すが、バッテリーチャージャーを接続している場合は、読み込み完了するとこの LED は消えます。
・アルファパイロットは PowerBank（外部電源） と同時使⽤することが可能です。これにより、バッテリーレベルは
常に最大に維持されます。PowerBank の電池が消費されると、アルファパイロットは内部バッテリーによって動作を
続⾏します。PowerBank が 2500mAh 容量の容量であれば 10 時間、動作を延⻑できます。
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12. セキュリティアドバイス
デバイスを気遣う
・地⾯に直接置くなど、細かいほこりのある環境は避けてください。
・テイクオフ、フライト、ランディング時の落下を避けるため、セーフティーコードを使⽤してください。
・⽔に濡れたり、浸したりすることは避けてください。防⽔性はこのデバイスはありません。スクリーン⾯は、⽔滴程度で
あれば耐えることができます。
・クリーニングには柔らかく、少し湿らせた布を使⽤してください。
・アルファパイロットには研磨剤などを含んだ、洗剤・クレンザーなどを使⽤しないでください。それらは傷やスクリーンに
影響を与えることがあります。
損害（破損）を避けるための警告
・デバイスへの強い衝撃や落下を避け、画⾯や電子機器に損傷を与えることがあります。
・スクリーン上をへ余分に押したり重いものをのせたりしないでください。スクリーンを破損することがあります。
・スクリーンへ大きな⼒が加わるようなパラグライダーのザックの中に⼊れるなどして、アルファパイロットを持ち運ばない
でください。
・アルファパイロットを輸送する場合、十分に硬いケースにいれて保護してください。繊細な電子機器として、バッグを
分けて輸送してください。
・タッチスクリーンは、直接または専⽤のグローブの指先の圧⼒によって動作します。従来の⼿袋を着⽤しての使⽤や
指先の脈動を検出しない場合は、スクリーンは動作しません。その場合、過度な圧⼒でスクリーンを押さないでくださ
い。破損する場合があります。
・アルファパイロットを暑い⽇に強烈な太陽の下に放置しないでください。過度な温度上昇につながります。（50℃
以上でデバイスが、80℃以上でプロセッサーが破損します。）この場合、セキュリティーは保護されます。この問題が
発生した場合は、⽇陰にアルファパイロットを持っていき、数分待ち、15 秒間パワーボタンを押してください。これが完
了すると、通常のスタートスクリーンに進みます。これを避けるために、アルファパイロットを（the flight jacket で）
カバーすることで十分です。
・アルファパイロットの低温 (0 ℃以下) での使⽤では、リチウムバッテリーの特性に留意してください。低温ではこれ
らの電池は、パフォーマンスと⾃⽴性が落ちます。外部バッテリー（PowerBank）を使⽤することで、⾃律性が落
ちることを軽減します。
・破損したコネクターや緩いプラグの電源ケーブルは使⽤しないでください。電源コードを曲げたり傷つけたりしないでく
ださい。濡れた⼿で電源コードを触らないでください。また充電器を切断してしまうことがあるためコードを引っ張らない
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でください。
・アルファパイロット本体を開こうとしないでください。電子機器やスクリーンにダメージを与えることがあります。この操作
によって保証が無効になる場合があります。
・アルファパイロットの使⽤温度制限 10℃~ 47℃で、適切な使⽤温度は 5℃~ 40℃です。
・リチウム電池の温度制限は、-25℃~65℃で、これらの温度を超えると電池が損傷し、電池の変形が起こり、極
端な状況では燃焼が発生します。

13. 用語集
使用される用語の説明:
・Widgets（ウィジェット）︓フライト情報を表示するデータフィールド
・Waypoints（ウェイポイント）︓座標を持つウェイポイントまたは地理的な点
・art Point（アートポイント）︓時間、SSS 応じて始まりのウェイポイント
・Start Speed Section（スピードセクションの開始）︓スタートポイント（開始点）と同じ
・End Speed Section（スピードセクションの終了）︓タスクの時間計算を停止するポイント
・IGC︓FAI/IGC フライトレコーダーデータフォーマット
・HotSpots（ホットスポット）︓サーマルまたは上昇できる大きな可能性がある座標を持つ地理的な点
・GNSS︓Global Navigation Satellite System（グローバルナビゲーション衛星システム）

14. 本製品の正しい廃棄について
(廃電気・電子機器)
(欧州連合及び欧州諸国において選択的廃棄物収集システムに適用)
製品、付属品または情報材料にこの記号の存在は、その耐⽤年数の終わりに、製品もその電子アクセサリー (充電
器、ケーブルなど) と⼀緒に処分する必要があることを示しています。
環境や人体の健康被害を避けるため、これらの製品を他の廃棄物から分別し、正しくリサイクルしてくださ
い。これにより、材料資源の持続的な再利⽤を促進し、有限資源の枯渇を避けることができます。
個人ユーザーとして、製品または関連する地⽅⾃治体を購⼊した施設に連絡して、生態系や安全なリサイクルの対
象となるように、どこでどのようにするかの情報を得ることができます。
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15. 欧州規制 CE
アルファパイロットデバイスレンジ︓M16, Xi, Xi +, XiHD

適合規格に準拠した無線機器の法令 2014/53/EU の規定を遵守します。

1.

健康 [NET 法令 第 3.1a 条]
・EN 50566:2013 + AC:2014
・EN 62209-2:2010

2.

セキュリティ [NET 法令 第 3.1a 条]
・EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013

3.

電磁両⽴性 [NET 法令 第 3.1b 条]
・EN 301 489-1 v 2.1.1 (2017-02)
・EN 301 489-17 v 3.1.1 (2017-02)
・EN 55032: 2015 + AC:2016・ EN 55024: 2010 + A1: 2015

4.

無線周波数スペクトルの利⽤ [NET 法令 第 3.2 条]
・ETSI EN 300 328 v 2.1.1 (2016-11)

Made in Spain.
スペイン製
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