
２０１４年ＣＩＶＬ総会レポート                    by Y.OKA&M.KITANO 

 

日程：２０１４年２月２０，２１日委員会 

          ２２，２３日総会 

場所：インドネシア、クタ。 

グランド・イスタナ・ラマホテル 

参加国： ２３＋４（委任状） 

日本からの出席者：岡 芳樹（デレゲート）、北野正浩（オブザーバー）。 

議決事項： 

 

HG/PG 共通関連 

１． 距離の測定は WGS84 エリプソイドを採用する。また、２０１５年１月１日以降、誤差

は０．０１％（ただし最小値は５ｍ）とする。 

２． 高度の測定は GPS 高度を採用する。ただし WGS84 ジオイドとするかは理事会にゆだ

ねる（決定は２０１４年５月１日まで）。 

３． ローカルルールに明記し、大会最初のブリーフィングで承認された場合は、真高度（GPS

高度を、気圧高度を考慮して実際の高度に近づけた高度）をタスクにおけるスコアリングの

目的（侵入禁止空域の判定には使用しない）で使用する。 

 

ＨＧ関連 

１． 2.29.2 Controlled Airspace（飛行禁止空域）に関して： 

従来は、禁止空域への進入が 100m までなら 1 回目で警告（ペナルティなし）、2 回目でその

タスクのスコアゼロ（100m 以上の進入は 1 回でスコアゼロ）であったが、今後:禁止空域に

100m まで近付いたら警告（ペナルティなし）で成績表に掲載。禁止空域に 30m 以上進入し

たらそのタスクのスコアゼロ（30m は計器誤差を考慮）とする。これは、フライト全体が対

象となる。タスク実行中かストップされたかを問わず、ゴール前か後かも問わない（※フォ

ーブスでの問題を反映）。 

２． カテ１で使用できるヘルメットとして、EN966（スカイスポーツ）だけでなく、EN1077 

A・B（スノースポーツ）や ASTM 2040（スノースポーツ）や SNELL rs98 も許可する。 

３． タスクストップ時の高度を得点に反映させる。滑空比 5:1 で計算して得点を加える。 

４． リスクコントロール条項 

・タスクブリーフィングにおいて、公式の気象予報と最新の気象データと共に、リスク評価

つきで暫定タスクを発表する。選手の意見を集め、タスク変更を考慮する、というもの。タ

スク終了後、選手はトラックログと共にフィードバック（タスクの安全度に関する意見）を

無記名で提出する。セーフティーコミッティーとセーフティーディレクターは、リザルトと

フィードバックを見て、見落としや改善点がなかったかを検証する。2015 年 1 月 1 日から適

用する。（※フォーブス世界選手権に関するタスク無効の申し立てがあったが、改善のための

行動を起こすことで取り下げが決定。これを考慮したもの） 

５．  SAFEPRO（HG）に新たにコンペレベルを追加して６段階とする件は、さらに揉んで



HG 委員会で討議して再提出する。 

 

ＰＧ関連 

１． WPRS として大陸 WPRS も設ける。ヨーロッパ選手権の参加資格として、現行の WPRS

ランキング４００位以内の文言に変えて、ヨーロッパ WPRS ランキング４００位までに入っ

ていることに変更する。 

２． 飛行禁止空域に関して、地図のみでなく、オープンエアー.TXT フォーマットで提供され

ることとする。また、ペナルティは平面及び高度共に境界から２０ｍに接近した時から始ま

り、近づく距離１ｍに対し２％の減点を科す。したがって境界内３０ｍに侵入した時点でそ

のタスクはゼロスコアとなる。この判定はテイクオフからランディングまでの全軌跡に対し

て行われる。 

３． カテ１で使用できるヘルメットとして EN966 以外に、ASTM2040（スノースポーツ）、

SNELLrs98（スノースポーツ）認証取得ヘルメットも含むものとする。 

４． 現行の S7B１１．１．１．３では２０１４年において、EN 認証を取得している機体を

使用するにあたっては、改造していないとの宣誓書を提出するようになっているが、これを

廃し、２０１４年のヨーロッパ選手権及びパン・アメリカン選手権においては、グライダー

コントロールが実施されるとローカルルールに明記し、何がどのようにチェックされるかに

ついても明記する。規準としては新たに決定された CIVL コンペクラス（CIVL 

COMPETITION CLASS）規準とする。 

＊CIVL コンペクラス（昨年導入した CIVL EN コンペクラスの文言は、まだ EN 規準となってい

ないため使用できないので CIVL コンペクラスとする）に関して： 

A) CIVL コンペクラス（CCC と略す）の要約 

ⅰ．EN 認証規則（EN926-1,EN926-2）をベースとして使用する。 

ⅱ．アクセルの可動範囲を制限することでトップスピードを制限する。 

ⅲ．アスペクト比を２０１３年１２月３１日現在で EN 認証を取得しているグライダーの最大

の値までに制限する。 

ⅳ．ライザーは認証を取得したトッピスピードを超えることができないようなものとする。 

ⅴ．カテ１大会の前に、広範囲のパイロット体重をカバーするように、複数サイズが入手可能

でなければならない。 

ⅵ．荷重試験は EN 基準に準じる。 

ⅶ．ライン強度試験は各サイズに対して実施することができる。 

ⅷ．このクラスのグライダーに不適切な飛行試験項目は行わない。 

ⅸ．潰しからの回復試験において、パイロットは３秒後に回復操作を開始する。 

ⅹ．（必要であればコンペハーネスを使用して、）飛行重量範囲の上限で飛行試験を行う。 

ⅺ．取説に、グライダー操作、保守に関する情報を掲載する。 

ⅻ．グライダーが認証取得したものと合致しているかを確認するために、明確、正確かつ実施

が容易な計測、試験方法を追記する。 

B) スケジュール 

２０１４年１月２日：２０１５年提案最終版を公表する（実施済） 



２０１４年２月２２，２３日：CIVL 総会で、公表された提案を承認するかを決議。（承認済） 

２０１５年１月１日：上記総会で承認されれば決定は有効となり、以降２年ごとに改定される。 

２０１５年終盤：２０１７年版の提案を公表する。 

２０１６年初頭：CIVL 総会で２０１７年版の承認を決議。 

２０１７年１月１日：上記総会で承認されれば２０１７年版は有効となる。 

C) CCC クラスに要求される事項 

ⅰ．最小サイズの飛行最大重量と、最大サイズの最大飛行重量の差は２５ｋｇ以上（２０１６

年１月１日以降は３５kｇ以上）とする。 

ⅱ．最小サイズの飛行最大重量は１００ｋｇ（２０１６年１月１日以降は９０ｋｇ）とする。 

ⅲ．展開アスペクトは７．９０以下とする。 

ⅳ．アクセルのレンジ（B ライザーに対し A ライザーの引き下げ量）を１８cm 以下とする。

また、それ以上引かれないような造作とする。 

ⅴ．実施しない飛行試験項目： 

  ＊ロール安定及び減衰 

  ＊緩スパイラル安定 

  ＊低速スピン傾向 

  ＊スピンからの回復 

  ＊B ラインストール 

  ＊翼端折り（トリム速度および加速状態共に） 

ⅵ．取説に掲載される事項： 

  ＊グライダー寸法（センターコード長、４分の１スパンでのコード長、スパン、トレーリン

グエッジ長） 

＊ライン取り付け位置 

＊ライン取り付け図およびライン寸法 

＊ライザー見取り図および寸法 

＊アクセル可動範囲 

＊EN-D 認証機と比較しての飛行特性 

＊最大飛行重量でのリアライザーの対称引き下げ可能長さ 

＊SIV に関しての特記事項 

＊ライン長測定方法及びトリム方法 

ⅶ．認証取得日は、認証に必要なすべての資料が CIVL に到着した時とする。 

ⅷ．許容誤差： 

  ＊スパン（±２％） 

＊コード（±１％） 

＊トレーリングエッジ（±１％） 

＊ライン取り付け位置（コード方向に対し±１０ｍｍ、取り付けリブは変更がないこと） 

＊ライザー（±５ｍｍ） 

＊アクセル可動範囲（±５ｍｍ） 

＊ライン長（±１０ｍｍ） 



＊迎角ライン長（相対するライン群が共に２０ｍｍ加速方向にずれていないこと） 

＊スパン方向の相対する２ラインの組が本来のライン長から±５０ｍｍずれていないこと 

＊翼型寸法（誤差は±１％または５ｍｍのどちらか大きいほう） 

ⅷ．EN 認証取得機でカテ１大会に参加可能なものは： 

＊EN－A,B,C 認証を取得しているもの 

＊EN-D 認証を取得しているもので以下のどれかに合致するもの： 

   １）取説に記載された展開アスペクト比が７．０以下のもの 

   ２）CIVL の HP に以下の全項目を満たすと掲載さているもの 

    ・２０１４年５月１日より前に認証取得している 

    ・CCC に要求されている寸法基準を満たす 

    ・シリーズの最新版により置き換わっている 

   ３）CCC 認証を取得しているもの 

 

ＰＧアキュラシー関連 

１． S7C２．１８．１：無線機は、フライト中はコーチングやアドバンテージを与えるよう

な情報を伝えられないことになっていたが、管理が不可能なので、自由に使用できるように

なった。 

２． S7C２．２１．６．４他の選手との空中接触を避ける安全上の理由で、ターゲットを狙

わなかった場合とあるのを、他の選手との空中接触を避けるという文言を削除する。 

３． S7C５．５．１エリアの条件として規定されていた高度２００ｍの文言を削除する。し

たがって今後は高度差が２００ｍなくてもカテ１大会を開催することが可能となる。 

４． S7C５．５．２トーイングでのリリース高度規定として１５０ｍがあったがこれを削除

する。 

５． DC のサイズを現在の３ｃｍから２ｃｍに変更する。この規定は２０１４年５月１日以

降のカテ１大会に適用され、カテ２大会では２０１６年１月１日以降に適用される。 

６． 現チャンピオンは、チームメンバーとして選抜されなかった場合、個人タイトルを守る

ために参加できるものとする。 

７． 記録公認の最小値として：連続 DC に関しては３回、連続５ｃｍ以内は５回とする。 

８． 記録あるいはバッジを申請できるラウンドは、FAI 公認大会におけるもの（最終結果に

反映されるもの（つまりキャンセルとなったラウンドは無効））とする。記録に関しては、複

数の FAI 公認大会に渡って有効とする（つまり、ある FAI 公認大会の最終ラウンドで DC を

踏んだ場合、次の FAI 公認大会の１ラウンドに DC を踏めば、記録の可能性が継続すること

になる。また、ある FAI 公認大会の間に参加した FAI 非公認の大会での結果は無かったもの

として扱う）。 

 

選手権の承認 

１． ２０１６年 PG ヨーロッパ選手権（マケドニア）７月９～２３日 

  ２０１５年 HG/PG アクロ世界選手権（フランス）８月２６日～９月６日 

２０１６年 PG アキュラシーアジア選手権（カザフスタン）５月２７日～６月３日 



２０１６年 PG アキュラシーヨーロッパ選手権（リトワニア） 

 

表彰関連 

１． ＦＡＩゴールドメダル：Bill Moyes（オーストラリア） 

２． ＨＧディプロマ：無し 

３． ペペ・ロペスメダル：無し 

 

その他 

１． FAI スポーティングライセンスのデータ・べースがようやく稼働した。２０１４年から、

このデーターベースに掲載されていないスポーティングライセンスは無効とみなす。 

２． アンチドーピングに関して、FAI においては２０１３年は問題は起きなかった。 

３． オーストリアでのフライトに関する情報： 

HG/PG に関して発行されたライセンスが法的根拠のあるもの（端的には、国が規定するライ

センス。日本でいえば国交省）でなければ認めない（つまり JHF の技能証ではダメと言うこ

と）。そのようなライセンスを持っていないパイロットはオーストリアではフライトできない。

ただし、公認大会に参加する選手はその限りではない。IPPI カードは認められていないので、

CIVLはFAIと協力して IPPIカードを認めるようにオーストリアのオーソリティに要求する

こととする。 

 

次回総会 

１． 総会開催の立候補がセルビアからなされ全会一致で承認された。 

開催場所はベオグラード決定。日程は未定だが、例年通り２月の予定。 

 

以上 


