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ORC セーラーサービスの使い方 
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ORC セーラーサービスはオープンな Web サービスです。 
1. 誰でも利用可能 ORC の Web 上で世界中の 145,000 以上の証書データがある。 
2. コピー証書：何枚でも全て無料！  
3. テスト証書：Web 上で主要データが変更可能 （有料）   
4. スピードガイド：コピー、テスト、いずれの証書もスピードガイドを取得可能 （有料） 
5. 上記、全てのサービスは、自艇他艇問わず、世界中の艇で可能！ 
6. 即発行 最新の VPP を使用している。 
7. JSAF ORC Rating Office では、証書発行と同時に証書データは ORC のサーバーに UP さ

れます。このために、そのデータは即時に反映されます。 
 

ORC のページから登録  ORC のページ www.orc.org/へ       

(Google など検索ページで《 ＯＲＣ sail 》と入力）  

 



 
右上に ORC Sailor Services の枠があります。 黄色に囲んだリンクで登録ページに行き登録します。 
ORC からメイルで登録のお知らせが来ます。メールアドレスとパスワードでログインして下さい。Google、

FaceBook のアカウントでもログイン可能です。 
 

ORC の登録アドレスでログイン 
 

 
 
FaceBook、Google でログイン 
 
 
 
ORC の登録ページへのリンク 

 
 

 
注：ORC スコアラー、IMS エディターを使うには、メールアドレスでの登録が必要。 

（Facebook、Google アカウントだけでは上記ソフトに適合しません） 
 
 
 
 

セーラーサービス利用の注意点 
セーラーサービスで利用可能なサービスは JSAF でも提供しています。 
Target Speed Sheet は ORCclub 証書発行時に添付されます。ORCinternational 証書には

SpeedGide を添付しています。 
  
テスト証書、ORC Speed Guide について 
テスト証書の発行には、多くの専門的知識が必要な場合があります。JSAF では JSAF で発行したテ

スト証書、Speed Guide については利用者へのサポートもします。パフォーマンス算出のために艇へ

の計測も行います。詳しくは JSAF 外洋計測委員会にお問い合わせ下さい。 
  
セーラーサービスは ORC 本部のサーバー上で全てが行われる Web サービスです。そのため各利用

者に対するサポートは直接 ORC に問い合わせる必要があります。JSAF 外洋計測委員会は、セーラ

ーサービスのサポートサービスを行いません。 
  

日本語に翻訳表示 

セーラーサービス左上の 日の丸をクリックして下さい。 JSAF が翻訳しました。 
  
一部、日本語訳されていないページや ORC ホームページなどの翻訳 
Chrome、Edge ソフト：文章の空白部分で右クリック、中段の”日本語に翻訳“をクリック 

ソフトが大凡の翻訳してくれます。参考にして下さい。 
 
 
 
 

 



使ってみよう 

ログインすると Sailor Services メインページに入れます。 （下図参照） 

左上の 日の丸をクリックして翻訳しましょう。 

 

左に各ページへのリンク、右側は、使い方などの説明です。 
セーラーサービスは左の 5 つのリンクから各ページに移動して使用します。 
 
1． ソフトウエア       Software  ORC 提供のソフトへのリンク 
2． 証書を探す       Search for Certificates  
3． マイボート          My Boat  自分が選んだ艇を登録しておくページです 
4． スクラッチシート Scratch sheet  マイボートに登録した艇のスクラッチシートを作成 
5． クレジットを買う  Buy Credits  テスト証書、パフォーマンスパッケージを購入時に必要 

 
 

自艇のコピー証書： →証書を探す → Japan を選択→ セールナンバー

（番号のみ）入力 → 探す→  
 
 

1．ORC のソフトへのリンクページ SoftWare 

ORC スコアラー（ORC の成績算出ソフト）：主にレース運営者が使います。 

IMS editor (計測用ソフト）：主に計測員が使い、計測値を記録しレーティングオフィスに送る

ときに使います。 

https://data.orc.org/public/WPub.dll?action=Login


2．検索ページ Search for Certificates 
Web ページ右の文書を参考に検索して下さい。 

 

 1 項目だけでも、文字の一部だけでも検索できます。 

 “%” を文字列の間に入れると前後が不明でも検索できます。 

ハイフンやスラッシュなどの代わりに“%”を入れます。 
 
国名 ： 発行国を選べます.。判らなければ Any を選択 

年度 ： 証書発行年を選択します。これも Any も可能です。 
ORC 参照番号 ：ORC 証書に記載 Reference ナンバーで検索 
艇名 ： 艇名で検索  艇名の一部でも OK です 
セール番号 ： セールナンバーでの検索。数字だけが良い結果が得ら

れる 
ヨットクラス ： ヨットの建造者／モデル名かその一部を記入。 

 
 
 

検索結果 Search results 
検索結果が下の表の様に表示されます。検索結果が 500 を超えるとそれ以上は表示されませ

んので、検索ページに戻って絞り込んだ検索をしてください。 
表は列ごとに以下の様になっています 
 
リスト No. / レーティングオフィス/ Refe.No. / ヨット名 Sail Num. / 証書種類 GPH / 発行年月日 / クラ

ス名エイジデイト / デザイナー.ビルダー  
 

 
このページは翻訳されません。 

以下の様にこのページから次の操作に移ることが出来ます。 



My Boats に登録  

各Yacht Nameの左側の  ボタンをクリックすると My Boat ページに移動し、登録選

択した艇がマイボートに登録されます。 

 
Scratch Sheet に登録 

のチェックボックスにチェックを入れると Scratch Sheet に登録

できます。 
 

コピー証書の入手 

各艇の  をクリック 
 

スピードガイドの入手 

をクリックします。事前にクレジットの購入が必要（クレジット購入ページで購入） 
 

ターゲットスピードの入手 

をクリックします。事前にクレジットの購入が必要です。 
 
 
 

3．MY Boats  マイボート 
検索ページから ボタンを押す 

My Boats のページに下の様に登録され、複数登録可能です。  

このページはお気に入り艇の登録と同時に、編集画面へのリンクとなります。 
表は左から以下の様になります。 
リスト No. / レコードネーム / ヨット名 セールナンバー / クラス名 / 証書タイプ / GPH / モディファイ年

月日 

 
 

 

各艇のページへ 
各艇ごとのページは、My Boats ページで各艇の Record Name をクリックすると、移動します。 
下の様に、Record Name、や基本情報、リンクが表示されます。その先の各ページへのリンク

は下の図の通りです。 



 
編集ページへ   ここから編集 Edit ページに移動します。 
テスト証書のリクエスト 有料でテスト証書が発行されます。クレジットのデポジットがある場合は即課金され発

行されます。ご注意下さい。 
セイルプラン図の表示  画面にセイルプランが表示されます。 
もう 1 枚のコピーを製作 同じ艇種から幾つもの、テスト証書を作る場合など、すぐにクローンを

作れます。 
この艇を削除 My Boats のリストから削除します。 

Show Advanced Options この説明書の最後に説明を書き入れました。ORC のデータ交換フ

ァイル.dxt ファイルを UP ロード Down ロードできます。1．ORC ソフト

のリンクページにある”IMS Editor”を使ってデータを編集します。 
 

4．編集 Edit 

各艇ごとのページでペンボタン  をクリックします。下記画面になります。 
上の黄色いタブで General、Rig、Sails、Stability の各タブで、それぞれデータを編集できます。 
ここで編集したデータは、あなたの My Boats にのみ反映されます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集が終わりましたら、Save Changes のボタンをクリックし、保存し各艇のページに戻ります。 

戻った、ページでテスト証書のリクエストボタン   をクリックするとテスト証書が発行
されます。 10 クレジットが必要です。テスト証書が発行されますと、下の様な画面となり、PDF フ

ァイルでダウンロードできます。同時に ORC Speed Guide, Target Speed Sheet もそれ

ぞれリクエスト可能となります。（有料）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左の欄から My Boats ページに戻れば、リストに反映され保存されます。My Boats に保存した

結果は保存され、いつでも Web にアクセスし閲覧が可能です。 
 

 

 

 

 



スクラッチシート 
“証書を探す”で検索した後にボート名の下に 

にチェックを入れると Scratch Sheet に登録できます。 

“スクラッチシート”のページに移動 
All countries( 全 て の 国 ) ま た は 国 を 選 択  →  ス コ ア リ ン グ 方 法 を 選 択  → 

 をクリック 

直ぐに Web ページに作成されます。 

 
 

 左の 〇 にチェックすると、その艇を中心とした差が表示出来ます。戻すには右上の“here”

をクリックします。  

 任意の変数を上段に入力することも出来ます。 



クレジットの購入 

テスト証書、スピードガイドの発行にはクレジットの購入が必要です。 
ORC セーラーサービスは。Paypal の決済サービスを取り入れていますが、Paypal アカウントを

持っていなくても、クレジットカードでお支払いが可能です。 
ORC セーラーサービス左画面の Buy Credits リンクをクリックして進んで下さい。 
余ったクレジットは、そのままデポジット出来ます。次回以降に使用してください。 
 

Show Advanced Options   
My Boat で個別の艇を選択します。移動したページの左下の Show Advanced Option をクリッ

クすると、下の図のようになります。 これは ORC のデータ交換ファイル.dxt ファイルを UP 

Load, Down Load 出来るオプションです。 
 
IMS Editor”を使ってｄｘｔファイルのデータを編集し、そのデータを UP Load する事ができます。  
セーラーサービスの Web 上では見られない艇のより詳しいデータも見ることが可能です。 
 
テスト証書発行の際、ｄｘｔファイルで ORC International を指定すると、Club 証書の艇でも International 

の Test 証書が発行されます。 
ここから Dwon Load した dxt ファイルではフロテーションの Inventory List は纏められて Sailor Sarvice

として一括の重量とステムからの距離になっています。必要であればコピー証書から写す必要がありま

す。 

 

 


