
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

を有することを特徴とするアドバンテージポイント付き周回レースの管理システム。
【請求項２】
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競技場において認定される基準周回タイム、および、アドバンテージポイントを含めた競
技車両等の個人情報を記憶する記憶装置を有するコンピュータを使用するアドバンテージ
ポイント付き周回レースの管理システムであって、
上記コンピュータは、
レース結果データの入力により該レース結果データを記憶するレース結果記憶手段と、
上記アドバンテージポイントに応じたアドバンテージ率を上記レース結果データに乗算さ
せて該レース結果データを修正するアドバンテージタイム演算手段と、
このアドバンテージタイム演算手段により得られるアドバンテージタイムに基づいて順位
を算出するレース順位算出手段と、
平均周回タイムと上記基準周回タイムとの差を該基準周回タイム全体における割合で算出
するアドバンテージポイント算出手段と

アドバンテージポイントを含めた競技車両等の個人情報を記憶する記憶装置を備えた本部
コンピュータと、
通信回線を介して上記本部コンピュータに接続された競技場コンピュータと
からなるアドバンテージポイント付き周回レースの管理システムにおいて、
上記競技場コンピュータは、



を有することを特徴とするアドバンテージポイント付き周回レースの管理システム。
【請求項３】
周回レースの競技車両にアドバンテージポイントを付与するコンピュータが読み取り可能
な記録媒体であって

をコンピュータに実行させるためのプログラムを記録した記録媒体。
【請求項４】
周回レースの競技車両にアドバンテージポイントを付与するコンピュータが読み取り可能
な記録媒体であって

をコンピュータに実行させるためのプログラムを記録した記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ラジコンカー、自転車、自動車、自動二輪車等によって競技場を周回する周回
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該競技場において認定される基準周回タイム、および、上記本部コンピュータから入手し
たアドバンテージポイントを含めた競技車両等の個人情報を記憶する記憶装置と、
レース結果データの入力により該レース結果データを記憶するレース結果記憶手段と、
上記アドバンテージポイントに応じたアドバンテージ率を上記レース結果データに乗算さ
せて該レース結果データを修正するアドバンテージタイム演算手段と、
このアドバンテージタイム演算手段により得られるアドバンテージタイムに基づいて順位
を算出するレース順位算出手段と、
平均周回タイムと上記基準周回タイムとの差を該基準周回タイム全体における割合で算出
するアドバンテージポイント算出手段と

、
レース種別、競技場の基準周回タイム、並びに、競技者名および直前のアドバンテージポ
イント等の個人情報の入力データを記憶するステップと、
レース結果データの入力により周回数および時間を記憶するステップと、
アドバンテージポイントに１／１００を乗じて得たアドバンテージ率を上記基準周回タイ
ムに乗算してアドバンテージタイムを算出するステップと、
上記レース結果データから平均周回タイムを算出するステップと、
平均周回タイムからアドバンテージタイムを減算してアドバンテージポイント付き平均周
回タイムを算出するステップと、
上記アドバンテージポイント付き平均周回タイムから順位を算出するステップと、
上記アドバンテージポイント付き平均周回タイムから上記基準周回タイムを差し引いた値
を該基準周回タイムで除算し、これを百分率であらわす本日のアドバンテージを算出する
ステップと、
上記本日のアドバンテージと直前のアドバンテージポイントを比較して小なるものを次回
のアドバンテージポイントと判断するステップと

、
レース種別、競技場の基準周回タイム、並びに、競技者名および直前のアドバンテージポ
イント等の個人情報の入力データを記憶するステップと、
レース結果データの入力により周回数および時間を記憶するステップと、
アドバンテージポイントに１／１００を乗じて得たアドバンテージ率を上記基準周回タイ
ムに乗算してアドバンテージタイムを算出するステップと、
上記レース結果データから平均周回タイムを算出するステップと、
平均周回タイムからアドバンテージタイムを減算してアドバンテージポイント付き平均周
回タイムを算出するステップと、
上記アドバンテージポイント付き平均周回タイムから順位を算出するステップと、
上記アドバンテージポイント付き平均周回タイムから上記基準周回タイムを差し引いた値
を該基準周回タイムで除算し、これを百分率であらわす本日のアドバンテージを算出する
ステップと、
上記順位の上位者についてのみ、上記本日のアドバンテージと直前のアドバンテージポイ
ントを比較して小なるものを次回のアドバンテージポイントと判断するステップと



レースであって、特に競技者ごとにアドバンテージポイントを付けたレースの管理システ
ム及び記録媒体に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、４輪（自動車）、２輪（バイク、自転車）、ラジコン等のマシンを使用したレ
ースは競技場に設けられたコースを周回走行し、速さを競うものとして行われている。こ
のレースにはラップレース、周回数限定レース及び周回時間限定レースがある。
【０００３】
先ず、ラップレースとは、コースを１周した時間を競うものであり、通常は、周回数限定
レース又は周回時間限定レースのスターティンググリッドを決定するための予選に採用さ
れることが多い。次に、周回数限定レースとは、走行コースを予め設定された回数だけ周
回し、その時間を競うものである。そして、周回時間限定レースとは、走行コースを予め
設定された時間だけ周回し、その周回数を競うものである。ラップレースと周回数限定レ
ースでは、その所要時間の短いマシンから順位が決定し、周回時間限定レースでは周回数
の多いマシンから順位が決定する。尚、周回時間限定レースでは最終周回数が同じとなる
ことがあるので、同じ周回数の場合にはゴールした時間の短いマシンから順位が決定する
のである。
【０００４】
このように、マシンを使用したレースでは、速いマシンから順位が決定することとなるの
で、上位に入賞するマシンが常に同じとなることが多かった。なぜならば、速いマシンと
いうのはその多くがワークスチームや企業が資金援助するチーム等に所属しており、ワー
クスチームはメーカー主体であるため経済的な援助はもちろんのこと、エンジンやシャー
シ等の開発にメーカーとしてのプライドをもって当たってもらえるため、その時代の最高
のマシンを使用できるからであり、企業がスポンサーとして資金を援助しているチームも
、このスポンサーからの資金によってマシンのチューンナップを行うことができるからで
ある。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、メーカー主体のワークスチームやスポンサーが出資するチームのマシンで
レースに参加する人は全体のほんの一部であり、その他の多くの参加者は、自らの資金で
できる範囲でマシンをチューンナップするか、若しくは何らチューンナップされていない
ままの状態のマシンで参加せざるを得ないのが現状である。これでは、ワークスチームや
スポンサーが資金援助するチームによってチューンナップされたマシンに対抗するのは難
しく、上位に進出することができる人は稀なものとなっていた。
【０００６】
又、マシン操作の熟練者や何度も同じコースを走行している者と初めてレースに参加する
初心者や初めてそのコースを走行する者との差が大きく、上位進出する顔ぶれが毎回固定
されてきているのが現状である。
【０００７】
このように同じ参加費用を払っても上位に進出することができないと、レースへの参加意
欲を失うこととなってしまい、競技者人口を減少させることとなっていた。特に、ラジコ
ンカーは、自動車のようにレース以外にドライブという楽しみがないため、レースへ参加
する楽しみがなくなれば、ラジコンカーを操作して楽しむ機会が減り、ラジコンカーから
離れていくという事態を招いていたのである。
【０００８】
本発明は、上記諸点にかんがみ、レースへの参加人口を増大させるとともに、努力の結果
を数字として表示して表彰することができるアドバンテージポイント付き周回レースの管
理システム及び記録媒体を提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】

10

20

30

40

50

(3) JP 4014366 B2 2007.11.28



本発明は、

を有することを
特徴とするアドバンテージポイント付き周回レースの管理システムを要旨とする。
【００１０】

を
有することを特徴とするアドバンテージポイント付き周回レースの管理システムを要旨と
する。
【００１２】

周回レースの競技車両にアドバンテージポイントを付与する
コンピュータが読み取り可能な記録媒体であって

をコンピュータに実行させるためのプログラム
を記録した記録媒体を要旨とする。
【００１３】

周回レースの競技車両にアドバンテージポイントを付与するコンピュー
タが読み取り可能な記録媒体であって
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管理システムにかかる 競技場において認定される基準周回タイム、および、ア
ドバンテージポイントを含めた競技車両等の個人情報を記憶する記憶装置を有するコンピ
ュータを使用するアドバンテージポイント付き周回レースの管理システムであって、上記
コンピュータは、レース結果データの入力により該レース結果データを記憶するレース結
果記憶手段と、上記アドバンテージポイントに応じたアドバンテージ率を上記レース結果
データに乗算させて該レース結果データを修正するアドバンテージタイム演算手段と、こ
のアドバンテージタイム演算手段により得られるアドバンテージタイムに基づいて順位を
算出するレース順位算出手段と、平均周回タイムと上記基準周回タイムとの差を該基準周
回タイム全体における割合で算出するアドバンテージポイント算出手段と

また、本発明は、アドバンテージポイントを含めた競技車両等の個人情報を記憶する記憶
装置を備えた本部コンピュータと、通信回線を介して上記本部コンピュータに接続された
競技場コンピュータとからなるアドバンテージポイント付き周回レースの管理システムに
おいて、上記競技場コンピュータは、該競技場において認定される基準周回タイム、およ
び、上記本部コンピュータから入手したアドバンテージポイントを含めた競技車両等の個
人情報を記憶する記憶装置と、レース結果データの入力により該レース結果データを記憶
するレース結果記憶手段と、上記アドバンテージポイントに応じたアドバンテージ率を上
記レース結果データに乗算させて該レース結果データを修正するアドバンテージタイム演
算手段と、このアドバンテージタイム演算手段により得られるアドバンテージタイムに基
づいて順位を算出するレース順位算出手段と、平均周回タイムと上記基準周回タイムとの
差を該基準周回タイム全体における割合で算出するアドバンテージポイント算出手段と

記録媒体にかかる本発明は、
、レース種別、競技場の基準周回タイム

、並びに、競技者名および直前のアドバンテージポイント等の個人情報の入力データを記
憶するステップと、レース結果データの入力により周回数および時間を記憶するステップ
と、アドバンテージポイントに１／１００を乗じて得たアドバンテージ率を上記基準周回
タイムに乗算してアドバンテージタイムを算出するステップと、上記レース結果データか
ら平均周回タイムを算出するステップと、平均周回タイムからアドバンテージタイムを減
算してアドバンテージポイント付き平均周回タイムを算出するステップと、上記アドバン
テージポイント付き平均周回タイムから順位を算出するステップと、上記アドバンテージ
ポイント付き平均周回タイムから上記基準周回タイムを差し引いた値を該基準周回タイム
で除算し、これを百分率であらわす本日のアドバンテージを算出するステップと、上記本
日のアドバンテージと直前のアドバンテージポイントを比較して小なるものを次回のアド
バンテージポイントと判断するステップと

また、本発明は、
、レース種別、競技場の基準周回タイム、並びに、

競技者名および直前のアドバンテージポイント等の個人情報の入力データを記憶するステ
ップと、レース結果データの入力により周回数および時間を記憶するステップと、アドバ
ンテージポイントに１／１００を乗じて得たアドバンテージ率を上記基準周回タイムに乗
算してアドバンテージタイムを算出するステップと、上記レース結果データから平均周回
タイムを算出するステップと、平均周回タイムからアドバンテージタイムを減算してアド
バンテージポイント付き平均周回タイムを算出するステップと、上記アドバンテージポイ
ント付き平均周回タイムから順位を算出するステップと、上記アドバンテージポイント付
き平均周回タイムから上記基準周回タイムを差し引いた値を該基準周回タイムで除算し、



をコンピュータに実行さ
せるためのプログラムを記録した記録媒体を要旨とする。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。先ず、図１に示すように、本発明
に係るアドバンテージポイント付き周回レースの管理システムに使用するプログラムを記
録した媒体を実行させるための装置（コンピュータ）の構成は、プログラム１０１を実行
させたときに入力フォーマット等を表示するディスプレイ１１、個人データを入力したり
するためのキーボード１２、ディスプレイ１１上のマウスカーソルを移動させ所望の位置
でクリックし入力を可能にするためのマウス１３、レース順位の算出やアドバンテージポ
イントの算出等の演算を行う中央演算装置（ＣＰＵ）１４、ＣＤ－ＲＯＭ１０を読みとる
ためのＣＤ－ＲＯＭドライブ１５、インストールされたプログラム１０１、競技者の個人
情報やレース結果等の入力されたデータなどを格納する記憶装置１６、装置起動時に記憶
装置１６に格納されたプログラム１０１を制御プログラムにより読み出して一時的に格納
するメモリ１７、ディスプレイ１１上に表示されたものを印字するプリンタ１８から構成
されている。また、プログラム１０１は、持ち運び可能なＣＤ－ＲＯＭ１０やフロッピー
・ディスク（図示せず）などの記憶媒体に格納され、インストール時に記憶装置１６に格
納される。尚、フロッピー・ディスクに格納されたプログラム１０１を記憶装置１６にイ
ンストールする場合には、フロッピー・ディスク・ドライブ（図示せず）が必要となる。
又、プログラム１０１は、オペレータによるキーボード操作又はマウス操作、或いは電話
回線等の通信回線からの指示に応じて実行される。
【００１５】
次に、プログラム１０１のディスプレイに表示された入力フォーマットについて説明する
。装置に電源を入れ、プログラム１０１を実行させるとディスプレイ１１上に周回数限定
レースか周回時間限定レースかの選択を促す画面が表示される。そして、オペレータがど
ちらかのレースを選択することによって、各々の処理に移ることとなる。
【００１６】
先ず、周回数限定レースを選択した場合には、ディスプレイ上に図２に示す入力フォーマ
ット２０１が表示される。「日付２０２」にはレース開催日、「場所２０３」にはレース
会場、「レース名２０４」には競技大会名、「基準タイム２０５」には予めそのコースに
設定されている基準周回タイム、「周回数２０６」は本日の競技大会において決定されて
いる周回数を、オペレータがマウスとキーボードとによって各々入力する。次に、「番号
２０７」の欄には通し番号が付与されているので、それに併せて「氏名２０８」の欄に競
技者名を、「アドバンテージ２０９」の欄にはその競技者が持っているアドバンテージポ
イントを入力する。「アドバンテージタイム２１０」は基準タイム２０５とアドバンテー
ジ２０９とから算出され表示される。「トータルタイム２１１」にはレースのトータルタ
イムを入力する。「レース結果ラップ２１２」はトータルタイムと周回数とで算出され表
示される。「アドバンテージ後２１３」の「アドバンテージ計算後の本日のラップ２１３
ａ」はレースラップとアドバンテージタイムとから算出され表示される。又、「順位２１
３ｂ」は競技者個々に算出されたアドバンテージ計算後の本日のラップ２１３ａの速い方
から順位を決定し、その順位を表示する。「本日のアドバンテージ２１４」はレース結果
ラップ２１２と基準タイム２０５とから算出され表示される。「次回のアドバンテージ２
１５」は本日のアドバンテージ２１４とアドバンテージ２０９とを比較して数値の小さい
方を表示する。尚、上述したアドバンテージポイントの決定方法は一例であり、レース順
位の上位者のみについて次回のアドバンテージポイントを減らすというものであってもよ
い。
【００１７】
次に、周回時間限定レースを選択した場合には、ディスプレイ上に図３に示す入力フォー
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これを百分率であらわす本日のアドバンテージを算出するステップと、上記順位の上位者
についてのみ、上記本日のアドバンテージと直前のアドバンテージポイントを比較して小
なるものを次回のアドバンテージポイントと判断するステップと



マット３０１が表示される。「日付３０２」にはレース開催日、「場所３０３」にはレー
ス会場、「レース名３０４」には競技名、「基準タイム３０５」はそのコースに設定され
ている基準周回タイム、「設定タイム３０６」には本日の競技大会において設定されてい
る時間を、オペレータがマウスとキーボードとによって各々入力する。次に、「番号３０
７」の欄には通し番号が付与されているので、それに併せて「氏名３０８」の欄に競技者
名を、「アドバンテージ３０９」の欄にはその競技者が持っている前回までのアドバンテ
ージの中で最も数値の小さいものを入力する。「アドバンテージタイム３１０」は基準タ
イム３０５とアドバンテージ３０９とで算出され表示される。「周回数３１７」には周回
数を、「トータルタイム３１１」にはレースのトータルタイムを入力する。又、「レース
結果ラップ３１２」はトータルタイム３１１と周回数３１７とから算出されて表示される
。さらに、「アドバンテージ後３１３」の「アドバンテージ計算後のラップ３１３ａ」は
レース結果ラップ３１２とアドバンテージタイム３１０とから算出されて表示される。「
順位３１３ｂ」は競技者個々に算出されたアドバンテージ計算後ラップ３１３ａの速い方
から順位を決定し、その順位を表示する。「本日のアドバンテージ３１４」はレース結果
ラップ３１２と基準タイム３０５とから算出され表示される。「次回のアドバンテージ３
１５」は本日のアドバンテージ３１４とアドバンテージ３０９とを比較して数値の少ない
方を表示する。
【００１８】
次に、周回数限定レースの処理を図４に示すフローチャートを使って説明する。プログラ
ムを実行させるとディスプレイ上に周回数限定レースか周回時間限定レースを選択する画
面が表示される。ここでオペレータが周回数限定レースを選択すると、この処理に移行す
る。ディスプレイ上には図２に示された周回数限定レースのフォーマットが表示される。
上述したようにオペレータは日付、場所、レース名、基準ラップタイム、周回数、氏名、
アドバンテージポイント、及びトータルタイムをマウスとキーボードとによって入力する
。そして、次の段階ではアドバンテージタイムが算出される。ここでアドバンテージタイ
ムＨＴとは基準タイムＳＬとアドバンテージポイントＨとによって算出されものであり、
この計算式はＨＴ＝ＳＬ×（Ｈ／１００）である。このアドバンテージタイムは入力フォ
ーマットのアドバンテージタイムの欄に表示される。そして、次の段階ではレース結果ラ
ップが算出される。ここでレース結果ラップＲＬとはトータルタイムＬＴと周回数Ｒとに
よって算出されるものであり、この計算式はＲＬ＝ＬＴ／Ｒである。このレース結果ラッ
プＲＬは入力フォーマットのレース結果ラップの欄に表示される。そして、次の段階では
アドバンテージ計算後のラップＲＲが算出される。ここでアドバンテージ計算後のラップ
ＲＲとはレース結果ラップＲＬとアドバンテージタイムＨＴとによって算出されるもので
あり、この計算式はＲＲ＝ＲＬ－ＨＴである。このアドバンテージ計算後のラップＲＲは
入力フォーマットのアドバンテージ計算後ラップの欄に表示される。そして、次の段階で
は本日のアドバンテージＨＨが算出される。ここで本日のアドバンテージＨＨとはレース
結果ラップＲＬと基準タイムＳＬとから算出されるものであり、この計算式は、ＨＨ＝（
（ＲＬ－ＳＬ）／ＳＬ）×１００である。この本日のアドバンテージは入力フォーマット
の本日のアドバンテージの欄に表示される。そして、次の段階では次回のアドバンテージ
が表示される。この次回のアドバンテージとはアドバンテージＨと本日のアドバンテージ
ＨＨとを比較して数値の小さい方が入力フォーマットの次回のアドバンテージの欄に表示
されるのである。尚、競技大会の主催者が参加した競技者全てのデータを処理するもので
あり、上述の説明ではオペレータがレース結果をコンピュータに入力してデータ処理する
ものとして説明しているが、後述するトランスポンダを利用すると効率的である。そして
、処理されたデータは競技者ごとのデータファイルに格納されるのである。
【００１９】
最後に、レースに参加した競技者全てのデータ処理が終了すると、レースに参加した競技
者全てのデータファイルが呼び出されてアドバンテージ計算後ラップの小さいものから順
位を決定する処理が行われ、入力フォーマットの順位の欄に各々の順位が表示されるので
ある。
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【００２０】
次に、上記処理を具体的な数値を用いて説明する。基準タイムＳＬ：１５．００秒、周回
数Ｒ：１０周、アドバンテージＨ：５．０、トータルタイムＬＴ：１６０．００秒とする
。先ず、アドバンテージタイムＨＴの算出は、ＨＴ＝ＳＬ×（Ｈ／１００）であるから、
１５．００×（５．０／１００）＝０．７５０となる。又、レース結果ラップＲＬの算出
は、ＲＬ＝ＬＴ／Ｒであるから、１６０．００／１０＝１６．０００となる。さらに、ア
ドバンテージ計算後のラップＲＲの算出は、ＲＲ＝ＲＬ－ＨＴであるから、１６．０００
－０．７５０＝１５．２５０となる。又、本日のアドバンテージＨＨの算出は、ＨＨ＝（
（ＲＬ－ＳＬ）／ＳＬ）×１００であるから、（（１６．０００－１５．０００）／１５
）×１００＝６．７となる。さらに、次回のアドバンテージＮＨは、アドバンテージＨの
５．０と本日のアドバンテージＨＨの６．７とを比較して、数値の小さいアドバンテージ
Ｈ５．０が、次回のアドバンテージＮＨとなるのである。尚、競技者別にこの処理を行っ
たものを図６（ｂ）に示す。
【００２１】
次に、周回時間限定レースの処理を図５に示すフローチャートを使って説明する。プログ
ラムを実行させるとディスプレイ上に周回数限定レースか周回時間限定レースかを選択す
る画面が表示される。ここでオペレータは周回時間限定レースを選択すると、この処理に
移行する。ディスプレイ上には図３に示された周回時間限定レースのフォーマットが表示
される。上述したように、オペレータは日付、場所、レース名、基準タイム、設定時間、
氏名、アドバンテージ、周回数及びトータルタイムをマウスとキーボードとによって入力
する。そして、次の段階ではアドバンテージタイムが算出される。ここでアドバンテージ
タイムＨＴとは基準タイムＳＬとアドバンテージＨとによって算出されるものであり、こ
の計算式はＨＴ＝ＳＬ×（Ｈ／１００）である。このアドバンテージタイムは入力フォー
マットのアドバンテージタイムの欄に表示される。そして、次の段階ではレース結果ラッ
プが算出される。ここでレース結果ラップＲＬは記録の時間ＬＴと周回数Ｒとによって算
出されるものであり、この計算式はＲＬ＝ＬＴ／Ｒである。このレース結果ラップＲＬは
入力フォーマットのレース結果ラップの欄に表示される。そして、次の段階ではアドバン
テージ計算後のラップＲＲが算出される。ここでアドバンテージ計算後のラップＲＲとは
レース結果ラップＲＬとアドバンテージタイムＨＴとによって算出されるものであり、こ
の計算式はＲＲ＝ＲＬ－ＨＴである。このアドバンテージ計算後のラップＲＲは入力フォ
ーマットのアドバンテージ計算後のラップの欄に表示される。そして、次の段階では本日
のアドバンテージＨＨが算出される。ここで本日のアドバンテージＨＨとはレース結果ラ
ップＲＬと基準タイムＳＬとから算出されるものであり、この計算式はＨＨ＝（（ＲＬ－
ＳＬ）／ＳＬ）×１００である。この本日のアドバンテージは入力フォーマットの本日の
アドバンテージの欄に表示される。そして、次の段階では次回のアドバンテージが表示さ
れる。この次回のアドバンテージとはアドバンテージＨと本日のアドバンテージＨＨとを
比較して数値の低い方が入力フォーマットの次回のアドバンテージの欄に表示されるので
ある。尚、競技大会の主催者が参加した競技者全てのデータを処理するものであり、上述
の説明ではオペレータがレース結果をコンピュータに入力してデータ処理するものとして
説明しているが、後述するトランスポンダを利用すると効率的である。そして、処理され
たデータは競技者ごとのデータファイルに格納されるのである。
【００２２】
最後に、レースに参加した競技者全てのデータ処理が終了すると、レースに参加した競技
者全てのデータファイルが呼び出されてアドバンテージ計算後ラップの小さいものから順
位を決定する処理が行われ、入力フォーマットの順位の欄に各々の順位が表示されるので
ある。尚、具体的な数値を用いて競技者別にこの処理を行ったものを図６（ａ）に示す。
【００２３】
ここで、アドバンテージポイントについて説明する。アドバンテージポイントとは、本日
のアドバンテージの算出方法からもわかるように、競技者が基準タイムから何秒遅れるか
をパーセントで表したものである。これは、数値で説明すると、基準ラップタイム２０秒
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のコースを、ある競技者が走行したら２２秒のラップタイムとなった。この数値でアドバ
ンテージポイントを計算すると、Ｈ＝（（２２－２０）／２０）×１００＝１０となる。
また、この競技者が基準ラップタイム３０秒のコースを走行したら、３０秒の１０％であ
る３秒遅れの３３秒でゴールすると推測できる。即ち、基準ラップタイムが異なるコース
であっても、その基準ラップタイムから何秒遅れてゴールするかが推測できるのである。
【００２４】
図７（ａ）は本発明に係るアドバンテージポイント付き周回レースの管理システムを示す
説明図である。先ず、Ａ．の基準周回タイムの認定であるが、同じ競技者が同じ車両を使
用して競技場を周回してもコースが変われば当然のことながら周回タイムは変動するもの
である。又、同じ競技者が同じ競技場を周回しても車両クラスが変われば、これも当然の
ことながら周回タイムは変動するものである。従って、基準周回タイムの認定は、全国大
会で常に上位に入っている競技者を数人集めて、車両クラス毎にレースを行わせ、この各
々のレース結果から算出される各々の平均周回タイムよりも若干短い数値を、その競技場
における各車両クラスの基準周回タイムとして認定するが好ましい。
【００２５】
次に、Ｂ．の個人情報の記録であるが、競技者の氏名等は初回に登録すればよい。この初
回登録時に競技者毎に固有の登録番号が付与され、２回目以降は登録番号さえ入力すれば
、コンピュータの記憶装置から個人情報の記録を取り出せるようにすることができる。
【００２６】
次に、Ｃ．のレース結果の記録であるが、上述したとおり、コンピュータの表示画面上の
入力フォーマットに従ってレース結果のデータを入力すればよいものである。尚、入力に
際しては、オペレータが手入力することも可能であるが、競技車両に予めトランスポンダ
（図示せず）を設置し、このトランスポンダから発信される電波を図８に示すようにゴー
ル地点付近に設置される受信装置５０が受信するようにすれば、この受信装置５０と上記
コンピュータとを接続することにより受信装置５０が受信したデータを図１で示したメモ
リ１７又は記憶装置１６に記録して、入力フォーマットに自動的にレース結果のデータを
入力することができる。
【００２７】
次に、Ｄ．の順位及びアドバンテージポイントの算出であるが、これも上述したとおり、
コンピュータ上でプログラムが実行されることによって自動的に行われるものであるが、
順位及びアドバンテージポイントの算出にあたってはＡ～Ｃのデータが利用されるのであ
る。そして、算出された順位とアドバンテージポイントはレース結果とともにＢ．の個人
情報の記録が記憶されているコンピュータ上のファイルに送られて個人情報の記録が最新
のものに更新されるのである。
【００２８】
図７（ｂ）は基準周回タイムの認定された競技場が複数になった場合の個人情報データの
やりとりを示す説明図である。各認定競技場ａ～ｄにはアドバンテージポイント付き周回
レースの起動プログラムがインストールされているコンピュータが設置されていて、本部
のコンピュータと電話回線等の通信回線によって繋がれているのである。従って、レース
が終了するたびに本部の個人情報記録（アドバンテージポイントを含む）は更新されて、
常に最新のものとなっているのである。この個人情報記録を各競技場はレースを行う直前
に入手することによって最新のアドバンテージポイントを入力することができ、これによ
って順位が算出されるので競技者は自らの上達度を毎回のレースで確認することができる
のである。
【００２９】
【発明の効果】
以上のように

レースに参加し始めたばかりの初心者が上位入賞する可能性が増大することによ
ってレースへの参加意欲が増し、結果として競技参加人口を拡大させることができる。
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、アドバンテージポイント付き周回レースの管理システムにかかる本発明に
よれば、

ま
た、通信回線を介して上記本部コンピュータに接続された競技場コンピュータを使用する



【００３２】

この記録媒体に記録されているプログラムを
コンピュータ上で実行させることによって統一された適正なアドバンテージポイントを競
技者に付与して順位を決定することができる。

【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る記録媒体に記載されたプログラムを実行する装置の概要を示す説明
図である。
【図２】周回数限定レースの入力フォーマットを示す説明図である。
【図３】周回時間限定レースの入力フォーマットを示す説明図である。
【図４】周回数限定レースのプログラムのフローチャートである。
【図５】周回時間限定レースのプログラムのフローチャートである。
【図６】各レース結果を表示した図である。
【図７】本発明に係るアドバンテージポイント付き周回レースの管理システムを示す説明
図である。
【図８】競技車両にトランスポンダを搭載した場合を説明する図である。
【符号の説明】
５０　受信装置
２０１，３０１　入力フォーマット
２０９，３０９　アドバンテージ
２１０，３１０　アドバンテージタイム
２１１，３１１　トータルタイム
２１２，３１２　レース結果ラップ
２１３ａ，３１３ａ　アドバンテージ計算後ラップ
２１３ｂ，３１３ｂ　順位
２１４，３１４　本日のアドバンテージ
２１５，３１５　次回のアドバンテージ

10

20

30

(9) JP 4014366 B2 2007.11.28

構成の発明によれば、統一した基準によってレースを行うことができ、認定競技場の数を
増やして行えば全国規模でアドバンテージポイント付き周回レースを行うことができる。

また、周回レースの競技車両にアドバンテージポイントを付与するコンピュータが読み取
り可能な記録媒体にかかる本発明によれば、

また、上位者のみのアドバンテージポイン
トを変更することにより、レース順位によってアドバンテージポイントを変動させて楽し
むこともできるものである。



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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