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はじめに 

【【【【本ドキュメント推奨環境本ドキュメント推奨環境本ドキュメント推奨環境本ドキュメント推奨環境】】】】    

このドキュメント上に書かれている URL はクリックできます。できない場合は最新の Adobe Adobe Adobe Adobe 

ReaderReaderReaderReader をダウンロードしてください。（無料） 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html 

 

 

【動作環境動作環境動作環境動作環境についてについてについてについて】】】】    

� WindowsWindowsWindowsWindowsXPXPXPXP、、、、WindowsVistaWindowsVistaWindowsVistaWindowsVista、、、、    7777 上で動作確認しております。 

� JVJVJVJV----Link3.Link3.Link3.Link3.ｘｘｘｘ....ｘｘｘｘ以上がインストールされていること。 

� 安定した常時接続回線に接続していること。 

� JRA-VAN Data Lab.に入会してデータ取得可能になっていること。 

※ 一部のセキュリティソフトで障害が発生する可能性がありますが、その場合はセキュリ

ティソフトの設定などで回避するか、セキュリティソフト会社が対策してくれるのを待つ

か・・・、などの必要があります。このようなケースでは基本的にユーザー独自に解決し

ていただく必要があります。 

 

【著作権著作権著作権著作権・制限等・制限等・制限等・制限等についてについてについてについて】】】】    

� 本ソフトはフリーソフトウェアです。どなた様も無料でご利用できます。基本機能は無料

で利用できますが、全データを表示するためには競馬最強の法則 WEB サイトなどで有

料データを購入する必要があります。  

� 本ソフトの指定した動作環境にてたいていの場合は動作致しますが、希に一部の環境

にて不具合が発生する可能性は否定できません。当方ではいくつかの環境にて動作

確認しておりますが、すべての環境での動作テストは事実上不可能です。不具合によ

りソフトが利用できない事態が発生しましても対応致しかねますので、ご了承ください。  

� 本ソフトのご利用にあたって、ファイルやフォルダの意味など最低限のパソコンの知識

は必要です。 

� 本ソフトを使用することにより生じたいっさいの損害等について、著作者・提供者は何ら

責任を負いません。すべて自己責任となりますので、特に馬券の購入等は十分にご注

意ください。  

� 本ソフトで利用する競馬データの配信会社がそのデータ仕様を変更した場合は、その

内容によっては本ソフトが利用できなくなる場合があります。  

� 本ソフトウェアで利用する競馬データは、JRA-VAN などの配信サービスより提供される

ものです。もし、データの提供会社がサービスを停止したり、会社の解散、破産、事業

停止などの不測の事態が発生したりした場合は、本ソフトも利用できなくなる可能性が

あることをご了承ください。  
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第１章：本ソフトについて 
 

 

（１）ミリオンダラーMAKER とは？ 

本ソフトは、竹内裕也竹内裕也竹内裕也竹内裕也氏氏氏氏考案のミリオンダラー馬券ミリオンダラー馬券ミリオンダラー馬券ミリオンダラー馬券術術術術の理論に準拠した馬券理論を利用し

て効率的に競馬を楽しむためのソフトです。 

 

ミリオンダラー馬券術について、詳しくは下記サイトの説明をご参照ください。 

http://saikyo.k-ba.com/members/takeuchi/about.html 
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第２章：本ソフトの動作環境 
 

 

（１）動作環境 

本ソフトウェアは、WindowsWindowsWindowsWindowsXPXPXPXP, Vista, Vista, Vista, Vista, , , , ７７７７上で動作確認しております。 

またデータの取得に伴い、インターネットに接続可能な安定した回線環境が必要です。

(本ソフトは基本的に常時接続回線常時接続回線常時接続回線常時接続回線での利用を想定しております。) ADSL、光ファイバー、

CATV などの常時接続回線では通常問題ありませんが、ダイアルアップ回線の方はご注

意ください。不安定な通信状況ですとデータ取得に支障が生じる場合があります。 

 

なお、JRAJRAJRAJRA----VAN Data Lab.VAN Data Lab.VAN Data Lab.VAN Data Lab.の利用権が必要の利用権が必要の利用権が必要の利用権が必要となりますので、お持ちでない方は、

JRA-VAN のホームページでご購入ください。 

 

 

本ソフトを利用するためには JVJVJVJV----LinkLinkLinkLink（JRA-VAN Data Lab.のデータを取得するため

のモジュール）のインストールが必要です。JRA-VAN の利用権を購入する他に

JRA-VAN のホームページで JVJVJVJV----LinkLinkLinkLink を入手し、インストールを行ってください。 

※ 本ソフトは、JVJVJVJV----LinkLinkLinkLink のバージョンは３．３．３．３．＊＊＊＊．．．．＊＊＊＊以降以降以降以降がインストールされている

必要があります。原則として JV-Link は最新のバージョンをインストールしてく

ださい。 



ミリオンダラーミリオンダラーミリオンダラーミリオンダラー    MAKERMAKERMAKERMAKER    

    

- 7 – 

 

第３章：本ソフトのインストール  
 

 

（１）本ソフトのインストール 

本ソフトにはインストーラーが付いていますので、ファイルを実行して画面の指示に従ってく

ださい。 

 

バージョンアップの場合はそのまま上書きでインストールしてください。ただし、上書きインス

トールの際は必ず前のバージョンが終了していることに注意してください。前のバージョン

起動中にインストールを行うとインストーラーがエラーを発生させます。 

 

 

（２）PC の設定確認 

■PC の時計を合わせる 

本ソフトを正しく利用するためには PC の時計が正確であることが必要です。日付、時刻

が狂っていると正常な運用ができません。コントロールパネルの日付と時刻より時刻が

合っているか確認し、合っていない場合は合わせてください。 

 

Windows の「コントロールパネル」の「日付と時刻」画面で「日付と時刻の変更」をクリック

します。 
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年・月・日・時刻のすべてが正確かを確認し、現在時刻と合っていない場合は修正してく

ださい。 

 

 

インターネット時刻画面で、「自動的にインターネット時刻サーバーと同期する」をチェック

しておくと正確な時刻を維持できて便利です。 

 

 

■PC の日付フォーマットの確認 

コントロールパネルの「地域と言語のオプション」で地域オプションの標準と形式が「日本

語」に設定してあるか、また各書式が次のようになっているか確認してください。 
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WindowsXP の場合は下記のような内容となります。 

 

   時刻：hh:mm:ss 

   短い形式：yyyy/mm/dd 

   長い形式：yyyy 年 mm 月 dd 日 

  

上記のように設定されていない場合は、「カスタマイズ」ボタンをクリックし、「日付」タブの

「カレンダー」の設定を「西暦（日本語）」と設定してください。そのとき上記画像の設定に

なっているか確認してください。 

 

Windows７の場合は下記のような画面となります。購入時のままの設定であれば問題は

ありません。 
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第４章：JRA-VAN Data Lab.について 
 

JRAJRAJRAJRA----VAN Data Lab.VAN Data Lab.VAN Data Lab.VAN Data Lab.については JRA-VAN のホームページに詳しく書いてありますので、こ

こでは本ソフトを利用するにあたって必要な知識だけをご紹介します。 

 

（１）JRA-VAN Data Lab.って何？ 

JRAJRAJRAJRA----VAN Data Lab.VAN Data Lab.VAN Data Lab.VAN Data Lab.は、JRA-VAN の高度な競馬データが使い放題で利用できるサービス

です。多種多様な JRA-VAN Data Lab.対応の競馬ソフトでデータを受信して利用することが

できます。 

料金もリーゾナブルな月額定額制のため、何本のソフトで利用しても負担は変わりません。

また、データ取得機能は各ソフトに標準的に搭載されており、ソフトが必要とするデータを特

にユーザーが意識する必要もなく簡単な操作で受信できるようになっています。 

 

（２）JRA-VAN Data Lab.以前のデータとの違い 

JRA-VAN Data Lab.で入手できる JRA-VAN データ（以下 JVJVJVJV データデータデータデータと呼ぶ）を利用する競馬

ソフトは、大別して蓄積系ソフトと非蓄積系ソフトのふたつに分けることができます。 

 

蓄積系ソフト蓄積系ソフト蓄積系ソフト蓄積系ソフト        

基本的に開催毎のデータを毎週取得してデータを蓄積していくソフトです。大きな特徴

は、初めてソフトを使うときにある程度の量のデータをセットアップする必要があるとい

うことです。セットアップにはある程度時間を要しますが、次回から通常の差分データ

を受信する際は時間もかかりません。 また一定期間データ取得をしなかった場合も、

自動的に続きのデータから取得するため継続性を維持できるメリットがあります。 

 

非蓄積系ソフト非蓄積系ソフト非蓄積系ソフト非蓄積系ソフト        

蓄積系ソフトと違って、基本的にはユーザーが競馬をやりたいと思ったときに入手した

データで利用することができるソフトです。 

たとえば、開催日のレース詳細や各馬情報と過去データだけで予想できるソフトであ

れば、データを蓄積せずともその週に利用するデータだけを取得して利用することが

できます。またオッズだけで予想するソフトなども非蓄積系ソフトということになります。  

 

（２）どうやったら利用できるの？ 

JRA-VAN のホームページへアクセスし利用権を購入し、JV-Link というモジュールをインス

トールしてください。 

利用権を購入するとサービスキーがもらえますので、このサービスキーを競馬ソフトを起動

して所定の操作で入力すればスタンバイ OK ということになります。 
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第５章：ご利用の前に（前準備） 
 

本ソフトを初めて起動したときに、ソフト上部の各メニューより次のような設定をしておくと

便利です。 

 

（１）各種設定 

 

■ミリオンダラーデータ取得 ID、パスワード設定 

本ソフトでは、「競馬最強の法則 WEB」などで販売されている有料データを取得して利用

することができます。その際は同サイトの ID とパスワードの取得が必要となります。会員

登録して ID、パスワードを取得したら、下記の要領で登録しておいてください。 

 

「オプションオプションオプションオプション」－「ミリオンダラーデータ取得ミリオンダラーデータ取得ミリオンダラーデータ取得ミリオンダラーデータ取得 IDIDIDID、パスワード設定、パスワード設定、パスワード設定、パスワード設定」をクリックします。 

 

 

表示されたダイアログに、ID とパスワードを入力して「OK」ボタンをクリックしてください。こ

れで保存されます。 

 

 

 

■データ自動取得時刻指定 

本ソフトでは、開催当日にソフトを起動して開催日を選択しておくと指定時刻のオッズ指定時刻のオッズ指定時刻のオッズ指定時刻のオッズ

やややや結果情報結果情報結果情報結果情報が自動取得されます。本ソフトは原則として当日オッズを使用します。前日

オッズでも利用できますが、なるべく出走直前にオッズ取得するのがベターです。 
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メニューの「オプション」－「「オプション」－「「オプション」－「「オプション」－「データ自動取得時刻データ自動取得時刻データ自動取得時刻データ自動取得時刻設定設定設定設定」」」」をクリックして出たダイアログよ

り、各オッズの取得時刻や結果情報を何分間隔でチェックするかを指定してください。 

  

 

初期値として、オッズ取得時刻は発走１０分前に設定されています。基本的には、これ

は変更せずにそのままご利用ください。他の時刻で検証などを行いたい方は、自分な

りのやり方に合わせて任意に指定してください。 

 

結果情報の取得時刻は、初期値として１０分間隔に指定されています。もっと頻繁に

結果をチェックすることもできますが、パソコンに負荷がかかりますので、特に支障が

なければこのまま利用した方が良いでしょう。 

 

 

■時系列オッズフォルダ指定 

本ソフトは、オッズを取り逃したレースなどで、時系列オッズから指定時刻のオッズを

取り込んで事後検証ができる機能を搭載しています。 

 

この機能を使うためには、以下のソフトが必要となりますので、JRA-VAN サイトで入手

してインストールしてください。このソフトはフリーソフトウェアですので、ユーザー登録

の必要もありません。 

 

●時系列オッズ時系列オッズ時系列オッズ時系列オッズ ViewerViewerViewerViewer２２２２ 

⇒ http://keibasoft.com/jv/ozview2.html 
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このソフトとの連携機能により、オッズ（単・複・馬連のみ）を事後取得して過去データ

の検証などに使用することができます。 

  

 

メニューの「フォルダ指定フォルダ指定フォルダ指定フォルダ指定」－「時系列オッズフォルダの指定時系列オッズフォルダの指定時系列オッズフォルダの指定時系列オッズフォルダの指定」をクリックするとフォルダ

指定のダイアログが表示されます。フォルダツリーより時系列オッズ時系列オッズ時系列オッズ時系列オッズ ViewerViewerViewerViewer２２２２がインス

トールされているフォルダの中の「DataDataDataData」フォルダを指定し、「OK」ボタンをクリックして

ダイアログを閉じてください。（時系列オッズの取り込み方法は後述） 

 

前ページの図は時系列オッズ時系列オッズ時系列オッズ時系列オッズ ViewerViewerViewerViewer２２２２のインストールされているフォルダ内の

「DataDataDataData」フォルダを指定した例です。フォルダツリーをたどって該当のフォルダを指定

したら「OKOKOKOK」ボタンをクリックしてください。なお、画像下部の赤枠内は選択されたフォ

ルダのパスを示しています。 

 

※ 本機能を使う場合は、時系列オッズ時系列オッズ時系列オッズ時系列オッズ ViewerViewerViewerViewer２２２２がインストールされており、該当開催日

の時系列オッズが取得済みである必要があります。 

※ 過去データの検証には、時系列オッズ時系列オッズ時系列オッズ時系列オッズ ViewerViewerViewerViewer２２２２からのデータ取込みの他にも確定オ確定オ確定オ確定オ

ッズッズッズッズを利用することが可能です。その場合はこの指定は不要です。 

 

 

■PATBET 買い目フォルダ指定 

本ソフトは、買い目を PATBET 形式の投票ファイルに出力し、他の IPAT 投票ソフトから 
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ファイルを読み込んで投票できる機能を搭載しています。この機能を利用する場合は、投

票ファイルを出力するフォルダを指定しておくと便利です。 

（※投票に KSCKSCKSCKSC 投票プラグイン投票プラグイン投票プラグイン投票プラグインを利用する場合はこの指定は不要です） 

 

メニューの「フォルダ指定フォルダ指定フォルダ指定フォルダ指定」－「PATBETPATBETPATBETPATBET 買い目フォルダ買い目フォルダ買い目フォルダ買い目フォルダ指定指定指定指定」をクリックしてください。 

 

 

すると、買い目フォルダ指定のダイアログが表示されます。 

  

フォルダツリーより、利用する IPAT 対応投票ソフトが投票ファイルを保存している買い目フ

ォルダを指定し（上図はシンプルぱっシンプルぱっシンプルぱっシンプルぱっと２と２と２と２の例で「kaimekaimekaimekaime」フォルダを指定しています。）、

「OKOKOKOK」ボタンをクリックしてダイアログを閉じてください。 

なお、上の画像下部の赤枠内は選択されたフォルダのパスを示しています。 

 

この投票ファイルの出力先フォルダは、指定しなければ、本ソフトのインストールされたフォ

ルダ内の「KaimeKaimeKaimeKaime」というフォルダになります。 

 

ただし、投票ソフトの仕様によっては、競馬ソフト側から買い目フォルダを指定できた方が便

利な場合もあります。目的に応じて使い分けてください。 

 

投票ファイルを利用した投票方法は、こちら（http://keibasoft.com/osirase.html#ipat）にも 

詳しい説明がありますので、参考にしてください。 
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第６章：初めての利用で 
 

 

（１）JV データのセットアップ 

本ソフトは蓄積系ソフトですので、ご利用の前にまず JV データのセットアップが必要です。

セットアップとは、過去のある時点より現在までのデータを一括で取得すると思っていた

だければわかりやすいでしょう。 

 

必要なデータの種類はソフトがすべて自動的に判断して取得しますので、特に意識せず

に次の手順通りに行っていただくだけになります。 

 

まず「JVJVJVJV データ取得データ取得データ取得データ取得」ボタンをクリックして、取得画面を表示しましょう。 

 

 

JVデータ取得画面が表示されたら取得データとして「セットアップセットアップセットアップセットアップデータデータデータデータ」が選択されてい

ることを確認し、「データ取込データ取込データ取込データ取込」を行ってください。 

  

なお、「取得開始日付取得開始日付取得開始日付取得開始日付」はソフトが自動制御しますので、原則としていじらないでください。 

ただし、データを取りこぼしたときやさらに過去のデータを取得したい場合は、取得開始

日付を目的の日付に変更して取り込みを開始すると、長期間のデータが取得できます。 

 

また、セットアップ時は過去のオッズがありませんので、「確定オッズも合わせて取得す確定オッズも合わせて取得す確定オッズも合わせて取得す確定オッズも合わせて取得す

るるるる」をチェックしておくことをお奨めします。過去データの検証をする際に利用できます。 
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取り込みを開始すると、CD-ROM を持っているかどうか確認する画面が出ますが、

CD-ROM は持っている必要はありませんので「持っていない持っていない持っていない持っていない」を選んで問題ありません。 

また、必要なデータ容量を確認する画面も出ますが、問題なければ「OKOKOKOK」をクリックしてく

ださい。 

 

セットアップが開始されると、パソコンの能力にもよりますが終了までに１時間以上かか

ることがありますので、そのまま触らずにデータ取得が終わるのを待ちましょう。 

 

セットアップが終わると、取得開始日付が取得データのタイムスタンプに合わせて変更さ

れます。この日付が次回にデータを取得するときの取得開始日付となります。また、次回

のデータ取得はセットアップデータではなく、毎週開催日前に取得することになりますの

で、「通常データ通常データ通常データ通常データ」が対象となります。 

 

このセットアップ作業は、ソフトを初めて使用するときに行う作業ですので、一度行なえば

再インストールでもしない限り、行うことはありません。 
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第７章：開催日の利用 
 

 

（１）開催日毎のデータ取得 

開催日の前日、または当日の朝に「JVJVJVJV データ取得データ取得データ取得データ取得」を行って当日の出馬表などのデータ

を取得します。「JVJVJVJV データ取得データ取得データ取得データ取得」ボタンより次の画面を表示し、当日のJV データを取得し

てください。 

 

「JVJVJVJV データ取得データ取得データ取得データ取得」ボタンをクリックして、JV データ取得用のダイアログを表示させます。 

 

 

取得画面で「データ取込データ取込データ取込データ取込」ボタンをクリックすると必要なデータが取得できます。 

 

 

※取得開始日付は、原則としてソフトが自動制御しますので通常は触れないようにしてく

ださい。データの取り込みに失敗し、再取り込みの必要が生じた場合などにのみ日付を

手動で戻して利用してください。 

 

 

 

 

 

 

 

過去の検証をしたい場合過去の検証をしたい場合過去の検証をしたい場合過去の検証をしたい場合    

本ソフトは、開催日にリアルタイムのオッズで運用することを基本としているソフトです

が、過去の検証をしたい場合は、確定オッズを利用しても十分実用になります。過去の

検証をしたい場合は、「取得開始日付取得開始日付取得開始日付取得開始日付」を目的の日付まで戻し、「確定オッズも合わせて確定オッズも合わせて確定オッズも合わせて確定オッズも合わせて

取得する取得する取得する取得する」のチェックを入れた上でデータ取得を行ってください。 
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（２）ミリオンダラーデータの取得 

「競馬最強の法則 WEB」などで配信しているミリオンダラーデータ（開催当日の予想データ）

は、下記の手順で取得できます。 

「ファイル」―「ミリオンダラーデータダウンロード」―「予想（最新）データ」「ファイル」―「ミリオンダラーデータダウンロード」―「予想（最新）データ」「ファイル」―「ミリオンダラーデータダウンロード」―「予想（最新）データ」「ファイル」―「ミリオンダラーデータダウンロード」―「予想（最新）データ」をクリックします。 

 

 

予想データは「ミリオンダラーデータミリオンダラーデータミリオンダラーデータミリオンダラーデータ」ボタンでも取得可能です。 

 

 

※予想データは、開催日前日夜に配信されます。また、開催終了後、月曜日の午後に後

述の検索用データが上記のメニューから同様の操作で取得できます。 

データ取得操作は、開催前日と終了後の翌日開催前日と終了後の翌日開催前日と終了後の翌日開催前日と終了後の翌日に取得するようにしてください。 

 

また、過去の開催日のミリオンダラーデータを取得するときは次の手順で取得できます。 

「ファイル」―「ミリオンダラーデータダウンロード」―「「ファイル」―「ミリオンダラーデータダウンロード」―「「ファイル」―「ミリオンダラーデータダウンロード」―「「ファイル」―「ミリオンダラーデータダウンロード」―「過去過去過去過去データ」データ」データ」データ」をクリックします。 

 

 

データは、年単位、月単位、３か月単位の３種類あります。左側のボックスからデータの種

類を選択し、データ期間を選択後、「ダウンロード」ボタンをクリックすると該当期間のデータ

が取得できます。 
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※データダウンロードには、「競馬最強の法則 WEB」などに会員登録して ID とパス

ワードを取得し、データの購入手続きをしておく必要があります。 

 

なお、ミリオンダラーデータを未購入の場合でもサンプルデータの取得をして試してみること

は可能です。利用できる開催日は限られますが、初めての利用のときには試用してみても

よいでしょう。 

「ファイル」―「ミリオンダラーデータダウンロード」―「「ファイル」―「ミリオンダラーデータダウンロード」―「「ファイル」―「ミリオンダラーデータダウンロード」―「「ファイル」―「ミリオンダラーデータダウンロード」―「サンプルサンプルサンプルサンプルデータ」データ」データ」データ」をクリックすると取得

できます。 

 

 

 

（３）R 馬データの手入力 

 

ミリオンダラーデータを購入しない場合でも、R 馬の入力は手作業で行うことが可能です。

「RRRR 馬手入力馬手入力馬手入力馬手入力」ボタンをクリックしてください。 

 

 

表示されたダイアログ上で R レベルと R 馬をマウスクリックで入力していってください。レー

スを選択後、該当のレースの R レベルと R 馬を入力するという作業を１日分繰り返します。 
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（４）開催日の選択（前日または当日の運用開始） 

 

データ取得が終了したら運用開始です。日付選択のドロップダウンリストより当日のデー

タを選択してください。 

 

 

こうしておくだけで、あとは放っておいても当日の指定時刻オッズを自動的に取得してき

ます。また、結果が確定したレースでは払戻などの情報も自動的に取得します。 

 

レースの選択は左側のリストよりマウスで選択します。 

このリストで目的のレースを選択することにより、該当レースのデータや

情報などが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

（５）その他の機能 

 

ここでは、本ソフトに搭載されているその他の機能について説明致します。 

 

■印刷 

「印刷印刷印刷印刷」ボタンをクリックすると 1 レース 1 ページで詳細出馬表に準拠したような画面が表示

されます。 

 

なお、印刷機能はバージョン１．００では準備中です。次期バージョンで搭載する予定です。 
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■１日分の全オッズを一括取得 

メニューの「ファイル」－「「ファイル」－「「ファイル」－「「ファイル」－「1111 日分の全オッズを一括取得」日分の全オッズを一括取得」日分の全オッズを一括取得」日分の全オッズを一括取得」を行うと、選択されている日付

の全レースの現時点のオッズが取得されます。ある時点の全レースのオッズを調べた

い場合などにご利用ください。なお、このメニューでは、開催終了後に取得を行うと、す

べて確定オッズが取得されます。 

 

 

特に前日予想前日予想前日予想前日予想をしたいときは、もしその時点（例えば開催日前夜など）でオッズが配信

されていれば、この方法でオッズを取得することにより前日予想が可能となります。 

 

 

■直前レースを選択する 

画面左上の「直前レース直前レース直前レース直前レース」をクリックすると現在時刻でもっとも近い発走前レースを選

択します。なお、この機能は開催当日のみ有効です。 

  

 

 

■時系列オッズより取得 

前項でも説明の通り、本ソフトでは過去のレースの指定時刻オッズ（単・複）を時系列

オッズより取り込むことができます。 

 

できるだけ当日の直前オッズを使うことが理想ですが、過去の日付のオッズを見て検

証したい場合などもあると思います。その場合は過去のオッズを時系列オッズより取り

込むことができます。 

 

競馬ソフトコレクションサイトに掲載している「時系列オッズ時系列オッズ時系列オッズ時系列オッズ ViewerViewerViewerViewer２２２２」で時系列オッズを

取得しておき、本ソフトのメニューの「ファイル」－「時系列オッズより取得」「ファイル」－「時系列オッズより取得」「ファイル」－「時系列オッズより取得」「ファイル」－「時系列オッズより取得」をクリックす

ると、現在選択されている日付のすべてのレースの単勝・複勝の各オッズを取り込む

ことができます。 
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なお、この機能を利用する場合は、第５章（２）第５章（２）第５章（２）第５章（２）で解説の「時系列オッズフォルダ指定時系列オッズフォルダ指定時系列オッズフォルダ指定時系列オッズフォルダ指定」

がされている必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単複単複単複単複・馬連・馬連・馬連・馬連以外のオッズを取込したい場合以外のオッズを取込したい場合以外のオッズを取込したい場合以外のオッズを取込したい場合    

本ソフトでは、買い目を作成する際に資金配分するうえでオッズを必要としますが、時系時系時系時系

列オッズ列オッズ列オッズ列オッズ ViewerViewerViewerViewer２２２２では馬単・ワイド・３連複・３連単などのオッズが取得できません。これ

らのオッズはリアルタイムのみで配信されますので通常は不可能ですが、「時系列オッ時系列オッ時系列オッ時系列オッ

ズバイアスズバイアスズバイアスズバイアス Premium EPremium EPremium EPremium E」を使用して過去の時系列オッズを蓄積すれば、蓄積したオッズ

の範囲で３連複の指定時刻オッズを取込むことが可能です。 

但し、過去の検証は確定オッズでもできますので、直前オッズにこだわらない方はこの

必要はありません。 

 

■時系列オッズバイアス■時系列オッズバイアス■時系列オッズバイアス■時系列オッズバイアス PremiumPremiumPremiumPremium    EEEE    

⇒http://keibasoft.com/JikeOZPE/ 
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第８章：R 馬検索 
 

「RRRR 馬検索馬検索馬検索馬検索」は本ソフトの核となる強力な機能で、諸条件を設定して過去の検証ができるだ

けでなく、検証結果を狙い馬ファイル狙い馬ファイル狙い馬ファイル狙い馬ファイルに保存しておいて、予想時に活用したり買い目構築に

利用したりするなど、幅広く活用できるようになっています。 

 

※検索にはミリオンダラーデータを一定期間購入しておく必要があります。1 年分のデー

タで検証した場合は最低 1 年分、2 年分のデータで検証したい場合は 2 年分のミリオンダ

ラーデータを購入しておいてください。 

 

（１）R 馬検索の仕方 

画面上部にある「RRRR 馬検索馬検索馬検索馬検索」ボタンをクリックすると検索画面が出てきます。ここで各種条件

を指定して検索を行ってください。 

 

 

手順としては、R 馬検索画面で「採用データ範囲採用データ範囲採用データ範囲採用データ範囲」を指定し、本走条件および前走条件にて

指定したい項目を選択・指定、あとは「RRRR 馬検索馬検索馬検索馬検索」ボタンをクリックするだけです。システムが

過去データを検索して指定条件下での実績を表示してくれます。 

 

各項目の指定の仕方は、選択項目の場合はマウスでクリック、数値の場合は数字の直接

入力で行ってください。 

 

選択項目の場合は、下図のようにマウスクリックすると反転され指定項目となります。再度

クリックすると解除されます。また、右クリックすると該当項目が全選択され、再度右クリック

で全解除になりますので、多くの項目を一度に選択したい場合は一度全選択してから一部

の項目を解除すると入力がしやすくなるでしょう。 

 

 

数値項目の場合は、下図のようになっています。基本は直接入力ですが、人気や頭数、距

離などのように右側にアップダウンの矢印キーがある場合は、そちらをクリックして入力す

ることもできます。 
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検索範囲の指定では、下図のように指定範囲の両端を指定できます。▼ボタンをクリックす

るとカレンダーが出ますので、そこから指定してください。 

 

 

また、現在～○日前までといった指定をしたい場合があります。その際は日数を○日前と

指定して「更新更新更新更新」ボタンをクリックしてください。下図は過去 2 年分の検証期間を指定した例

です。 

 

 

 

下図は目的の項目を選択した例です。この状態で「RRRR 馬検索馬検索馬検索馬検索」ボタンをクリックすると検索が

始まります。検索期間やパソコンの性能に応じて時間がかかります。途中で中止したい場

合は「中止中止中止中止」ボタンをクリックして中断することができます。 

 

 

※検索指定項目で色が薄黄色で表示されている項目は馬別の指定項目です。その他の

項目はレース別の指定項目となります。 

 

検索が完了するとその結果として該当数、単勝的中率・回収率、複勝的中率・回収率と明

細データが表示されます。 

下図は結果の数字の例です。 
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下図はその検索結果です。 

 

 

さらに詳しい明細も「該当馬明細該当馬明細該当馬明細該当馬明細」タブより閲覧できます。 

 

 

検索結果が良好だった場合は、その条件を「狙い馬ファイル狙い馬ファイル狙い馬ファイル狙い馬ファイル」として保存しておきましょう。 

下図の例ように、わかりやすいファイル名を入力して「登録登録登録登録」ボタンをクリックしてください。こ

れでこの条件は狙い馬ファイルとして保存できました。 

 

 

保存済みの狙い馬ファイルを削除する場合は、その下のドロップダウンメニューで該当の

狙い馬ファイルを選択して「削除削除削除削除」ボタンをクリックしてください。 

 

 

なお、この選択メニューをクリックすると選択された狙い馬の指定状況を確認することがで

きます。削除する前にはよく確認してから削除してください。 

 

また、選択された狙い馬の指定条件を少しだけ変更して再度検索すると好条件が見つか選択された狙い馬の指定条件を少しだけ変更して再度検索すると好条件が見つか選択された狙い馬の指定条件を少しだけ変更して再度検索すると好条件が見つか選択された狙い馬の指定条件を少しだけ変更して再度検索すると好条件が見つか

ることもありますることもありますることもありますることもありますので、このメニューは必要に応じて適宜活用してください。 
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（２）データ確認―R 馬検索画面 

「RRRR 馬検索馬検索馬検索馬検索」をするには過去のデータが揃っている必要があります。これはミリオンダラーデ

ータの過去データを購入していれば問題ありませんが、その内容を確認したい場合があり

ます。その際は「データ確認データ確認データ確認データ確認」タブを開いて閲覧してください。日付やレースは自由に選択で

きますので、見たいところを開いて閲覧すればよいでしょう。 

 

 

なお、通常の利用では予想データを毎週ダウンロードしていれば先週までの検索用データ

が取得されますのであまり意識する必要はありませんが、今週の開催の場合は検索用デ

ータが配信されるのは開催終了後の月曜日午後となります。検索データが揃っているかど

うかの確認は該当日のデータの末尾をご覧ください。 

 

下図のように「結果結果結果結果」欄に「νννν」マークがついていれば、検索データが揃ったデータであるこ

とが確認できます。これが付いていない場合は、翌月曜午後にミリオンダラー予想データを

再取得してください。 
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（３）R 馬統計―R 馬検索画面 

「RRRR 馬検索馬検索馬検索馬検索」とは別に R 馬の的中・回収状況を一括で検索する機能があります。「RRRR 馬統計馬統計馬統計馬統計」

タブを開き、採用データ範囲と R 馬、クラス、トラック、種別を指定して「RRRR 馬検索馬検索馬検索馬検索」ボタンをク

リックすると、一括での実績集計を一覧できます。 

 

 

この画面でも、通常の R 馬検索と同様に検索結果の他に「該当馬明細該当馬明細該当馬明細該当馬明細」が閲覧できます。 
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（４）検索された狙い馬の確認 

「RRRR 馬検索馬検索馬検索馬検索」によって保存された「狙い馬ファイル狙い馬ファイル狙い馬ファイル狙い馬ファイル」は、メイン画面で選択してしておくと該当

馬が出現したときに色表示で教えてくれます。 

 

狙い馬ファイルは４つまで指定できますので、下図の例のように指定しておいてください。 

 

 

狙い馬の狙い馬の狙い馬の狙い馬の該当馬が出現した場合、狙い馬１に指定された該当馬は青、狙い馬２に指定され該当馬が出現した場合、狙い馬１に指定された該当馬は青、狙い馬２に指定され該当馬が出現した場合、狙い馬１に指定された該当馬は青、狙い馬２に指定され該当馬が出現した場合、狙い馬１に指定された該当馬は青、狙い馬２に指定され

た該当馬は黄色、狙い馬３に指定された該当馬は緑、狙い馬４に指定された該当馬は紫た該当馬は黄色、狙い馬３に指定された該当馬は緑、狙い馬４に指定された該当馬は紫た該当馬は黄色、狙い馬３に指定された該当馬は緑、狙い馬４に指定された該当馬は紫た該当馬は黄色、狙い馬３に指定された該当馬は緑、狙い馬４に指定された該当馬は紫

で出馬表の馬名の右に表示されます。 

 

 

表示状況は詳細出馬表でも同様です。 

 

 

読み込まれている開催日の該当馬を一括で見るには、「当日該当馬当日該当馬当日該当馬当日該当馬」ボタンをクリックしてく

ださい。 

 

 

各狙い馬ファイルの該当馬の状況が一括で閲覧でき、該当馬数も表示されます。 
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（５）検索された狙い馬の買い目への反映 

「RRRR 馬検索馬検索馬検索馬検索」によって保存された「狙い馬ファイル狙い馬ファイル狙い馬ファイル狙い馬ファイル」は、買い目設定画面で指定しておくことで

買い目に反映させて利用することもできます。 

 

「狙い馬ファイル狙い馬ファイル狙い馬ファイル狙い馬ファイル」を買い目指定に利用する場合は、設定画面より各種指定をしておく必要

があります。「ユユユユーザー設定ーザー設定ーザー設定ーザー設定」－「買い目設定買い目設定買い目設定買い目設定」をクリックすると設定画面が表示されます。 

 

 

設定画面の上部、軸馬、紐１、紐２軸馬、紐１、紐２軸馬、紐１、紐２軸馬、紐１、紐２の各ドロップダウンメニューより目的の狙い馬ファイルを

指定してください。 

 

 

メイン画面の買い目タブで「ユーザーユーザーユーザーユーザー」を選択している場合、狙い馬ファイルの該当馬によっ

て馬券種毎に次のように買い目が構築されます。 

 

単勝→ 軸馬 

複勝→ 軸馬 

馬連→ 軸馬―紐１（流し） 

ワイド→軸馬―紐１（流し） 

馬単→ 軸馬―紐１（流し） 

3 連複→軸馬―紐１-紐２（フォーメーション） 

3 連単→軸馬―紐１-紐２（フォーメーション） 
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なお紐馬を指定する際の注意点として、R 馬検索でレース条件を指定していない狙い馬フ

ァイルを選んだほうが利用範囲は広がります。R 馬検索画面では黄色の項目が馬毎の条

件ですので、紐馬にはこちらのみ指定された狙い馬ファイルを使うことをお薦めします。 

 

指定された組合せについても、名前を付けて保存しておくことができます。適当な名前をつ

けて「設定登録設定登録設定登録設定登録」ボタンをクリックしてください。現在の買い目組合せが保存されます。 

 

 

また、上記で保存された組合せはいつでも呼び出すことができます。設定選択のドロップダ

ウンメニューから利用する買い目パターンを選択してください。 

 

 

組合せパターンを削除したい場合は、該当の設定が選択されている状態で「設定削除設定削除設定削除設定削除」ボ

タンをクリックしてください。 

 

ここで指定された狙い馬ファイルで買い目を構築するには、メイン画面の買い目タブで「ユユユユ

ーザーーザーーザーーザー」を指定しておくことを忘れないでください。 
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第９章：各画面の説明と機能 
 

ここでは本ソフトの画面の説明や運用・活用法について解説を致します。 

 

（１）出馬表 

開催日、レースを選択すると、基本的な数値や印などが掲載された出馬表の画面が表

示されます。レースの選択は左側のレースリストをクリックして行います。 

 

※各種項目の意味については、競馬最強の法則 WEB サイトなどで解説をご覧下さい。 

 

 

（２）詳細出馬表 

各馬の過去走を含む馬柱形式の詳細な出馬表も表示できます。 

 

※各種項目の意味については、競馬最強の法則 WEB サイトなどで解説をご覧下さい。 
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（３）結果 

レース終了後、結果データが取得されると結果情報の画面に払戻金が表示されます。 

 

 

 

（４）買い目 

 

本ソフトに搭載されている買い目は次の 2 種類があり、選択的に利用できます。 

 

●竹内買い目 

●ユーザー買い目 

 

「竹内買い目竹内買い目竹内買い目竹内買い目」は、ミリオンダラー馬券術の考案者である竹内裕也氏提供のロジックで、

特に何もしなくても所定のデータが取得済みであれば、このロジックに基づいた買い目が

表示されます。 
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「ユーザー買い目ユーザー買い目ユーザー買い目ユーザー買い目」は、第第第第 8888 章の（５）章の（５）章の（５）章の（５）の説明のようにユーザーが狙い馬ファイルを選択し

て構築した買い目が表示されます。 

 

その他、買い目構築に当たっては投資金額投資金額投資金額投資金額と資金配分資金配分資金配分資金配分の指定が必要です。資金配分を

行うためにオッズを使用しますので、できるだけ投票直前のオッズを取得しておくとよい

でしょう。ただし、過去の検証のために取得するオッズは確定オッズでもかまいません。 

 

1 レースの投資金額は、下図の入力投票金額の欄に入力して指定します。 

また資金配分は、均等と比例の均等と比例の均等と比例の均等と比例の 2222 種類種類種類種類が選択できます。均等均等均等均等は買い目のすべてを同じ金

額で投票する方法、比例比例比例比例はどの買い目が的中しても払戻金が同じ額になるようにする配

分です。ただし、比例を選択しても投資額が少ない場合、回収額は必ずしも同じにはなり

ません。これは 1 点当たりの投票金額が最低 100 円であり、10 円単位の投票ができない

ためです。 

 

 

なお、入力投票金額は毎回指定して入力する必要はありません。「ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定ユーザー設定」－「投投投投

票金額設定票金額設定票金額設定票金額設定」メニューで出てきた画面に 1 レースあたりの投票金額を指定しておけば、毎

レースそれが反映されることになります。 

 

 

 

 

これで通常は入力投票金額を入力する必要はありませんので、特定のレースのみ多く購

入したり少なく購入したりする場合のみ、この金額を適宜変更して利用してください。 
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（５）投票 

 

買い目が作成できたら投票ということになりますが、本ソフトでは次の 2 種類の投票方法

に対応しています。 

 

① 買い目を PATBET 形式の投票ファイルに出力し、他の IPAT 投票ソフトから読み込

んで投票する。 

② KSCKSCKSCKSC 投票プラグイン投票プラグイン投票プラグイン投票プラグインを利用して投票する。 

 

前者はすでに PATBET 対応の投票ソフトをご利用中の方にお薦めですが、各種設定が

苦手な方は、インストールするだけで簡単に投票機能と連動できる「KSCKSCKSCKSC 投票プラグイ投票プラグイ投票プラグイ投票プラグイ

ンンンン」の利用をお奨め致します。 

 

上記 2 種類の投票方法は下記の通りになります。 

 

■PATBET 形式投票ファイル対応ソフトでの投票 

 

 

 

「投票ファイル投票ファイル投票ファイル投票ファイル」ボタンにより、資金配分表に表示された買い目と投票金額をまとめた投

票ファイルを出力します。投票ファイルは PATBETPATBETPATBETPATBET 形式形式形式形式フォーマットで出力され、PATBETPATBETPATBETPATBET

形式対応の投票ソフトで読込、投票形式対応の投票ソフトで読込、投票形式対応の投票ソフトで読込、投票形式対応の投票ソフトで読込、投票することすることすることすることができができができができますますますます。 

 

IPAT 対応投票ソフトから投票ファイルを読み込む方法や、動作確認できた投票ソフトの

情報は、下記のページに詳しい説明がありますので、参考にしてください。 

 

○○○○IPATIPATIPATIPAT 対応投票ソフトについて対応投票ソフトについて対応投票ソフトについて対応投票ソフトについて    

http://keibasoft.com/useipat.html 

 

○具体的な投票ソフトの使い方の例○具体的な投票ソフトの使い方の例○具体的な投票ソフトの使い方の例○具体的な投票ソフトの使い方の例    

http://keibasoft.com/ipat/usesp2.html 

http://keibasoft.com/ipat/useipnv.html 

 

■KSC 投票プラグインでの投票 

 

「KSCKSCKSCKSC 投票プラグイン投票プラグイン投票プラグイン投票プラグイン」というソフトをインストールしておくと、買い目フォルダの設定など

一切意識せずにボタンをクリックするだけでの簡単投票が可能です。 
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使い方はとても簡単で、買い目が作成されている状態で「KSCKSCKSCKSC 投票投票投票投票」ボタンをクリックする

だけです。 

 

○○○○KSCKSCKSCKSC 投票プラグイン入手先投票プラグイン入手先投票プラグイン入手先投票プラグイン入手先    

http://keibasoft.com/jv/KSCTohyo.html 

 

※「KSC投票プラグイン」は付属のインストーラーでインストールしておく必要があります。 

※「KSC 投票プラグイン」側で IPAT の ID 等の諸設定が行われている必要があります。 
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■お問い合わせ■お問い合わせ■お問い合わせ■お問い合わせ    

本ソフトに関するお問い合わせ等は下記アドレス宛にお願い致します。 

 

E-mail：saikyoweb@k-ba.com （競馬最強の法則 WEB 事務局） 

 

 

 



 

 

本ソフトは日本国の法律にて保護されている著作物です。 

本ソフトの複製・譲渡・転貸その他著作権を侵害する可能性のある 

いかなる行為も禁止いたします。 

 

ミリオンダラー MAKER 

監修：竹内裕也 


