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第1章： SI の概要 

1. SI の概要 

1.1. SI とは？ 

SI（エスアイ）はドイツに本社のある SPORTident 社が開発した計時システムで、オリエンテーリングでは世界中の主

要な大会で幅広く使われています。さらにロゲイニング、トレイルランなどにも使われています。オリエンテーリングの

成績処理ソフトは日本では主に的場氏作成の Mulka2 を使用していて、このマニュアルも Mulka2 を使用することを前提

にして記述しました。 

1.2. SI ステーションと SI カード 

競技に使用するのは、SI ステーション（左）と SI カード（右）です。 

 

 

 

 

 

1.3. 競技の流れ 

・各競技者は SI カードを持ちます。SI ステーションはスタート・フィニッシュ、各コントロールに設置します。 

・スタートでは前大会のデータの消去のためのクリアパンチと、クリアの確認のためのチェックパンチを行います。 

・スタートパンチで競技が開始し、各コントトールでパンチ、フィニッシュパンチで競技が終了します。 

・パンチは SI ステーションの穴に SI カードを差し込んで行います。この時ステーションが音と光を発生します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・SI カードに記録されたデータ例 

 クリア・チェック後 スタート直後 フィニッシュ後 
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◆ パンチした時の動作は？ 

パンチした時のごく短い時間（コンマ数秒）にいくつかの動作が行われます。ステーションはデータを照合してから音と

光を出すので、それを競技者が確認すればデータがカードに確実に記録されたことになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. タッチフリー 

◆ 機材 

タッチフリー用の SI カードは、SIAC（SI Active Card）を使用します。SIAC は電池を内蔵していて、電源の ON/OFF

が必要です。SI ステーションはタッチフリー専用のものもありますが、普通の SI ステーションをタッチフリー用に設定

して使用できます。その場合は通常の差込パンチとタッチフリーパンチを併用することができます。 

◆ 動作 

SI ステーションは 50cm 位の範囲で電波を出し続けています。SIAC がその範囲を通過すると、SIAC にコントロール番

号とパンチ時刻が記録され、SIAC が音と光を発生します。タッチフリーでは、ステーションの穴にカードを挿入する必

要がないので、高速にパンチすることができます。SIAC はクリア→チェックパンチで電源 ON、フィニッシュパンチで

電源 OFF になります。 

・SIAC に記録されるデータ（例）：赤枠が増えたデータ 

 クリア・チェック後 パンチングスタート後 フィニッシュ後 

 

SIAC には秒以下の時刻が記録されます。 

（R)はリザーブ欄で、最初のパンチが記録されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ステーションはカードが挿入されるのを待っている 

カード挿入 

・ステーションはカードにデータを書き込む 

・ステーションにカード番号とパンチの時刻が記録される。 

・ステーションはカードのデータを読み検証する。 

・書き込んだデータと同じなら音と光を出す。 

カードを抜く 

最速 0.06 秒 

カードの種類で異なる 

・カードの挿入検知 
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2. SI 機材の詳細 

2.1. SI ステーション 

◆ SI ステーションの動作 

SI ステーションは内部に専用のマイコンを持っていて電池で動作します。 

電源は常時オンになっていて、スタンドバイモードとアクティブモードの２つのモードがあります。両モードの動作上の

違いは SI カード挿入の検知間隔で、スタンドバイモードでは１秒、アクティブモードでは 0.04 秒です。パンチにかか

る時間はスタンドバイで 1 秒以下、アクティブで０.0 数秒です。スタンドバイモードの消費電力は微小なので、使用し

ない時はスタンドバイにしておき、競技に使用するときだけアクティブにします。 

SI ステーションは、差込パンチ用にスタート、フィニッシュ、クリア、チェック、コントロールの５つの機能に設定でき

ます。いずれの場合も動作時間（ラストパンチからスタンドバイに戻る時間）が設定できます。ステーションは内部に時

計を持っていて月当たり数１０秒の誤差が出てくるので、必要に応じて時計の時刻合わせを行います。特にスタートとフ

ィニッシュは誤差を少なくするために大会当日の朝に設定することを推奨します。 

2015 年に上記の SI ステーションをタッチフリー用に設定できる新機能が公開されました。従来のパンチとも共用でき

るので、タッチフリーが一気に身近になりました。タッチフリー用に新しい機能が用意されています。 

◆ SI ステーション一覧 

 

 BSF8-DB:Base Station Field 8 (Display Bottom) 

・競技に使用する普通の SI ステーションで、役割をあらかじめ設定する。 

・設定できる役割 

通常：CONTROL,CLEAR, CHECK, START, FINISH 

タッチフリー：CONTROL,START, FINISH,SIAC TEST,SIAC ON,SIAC OFF 

 SIAC Radio readout,SIAC Battery test 

 

 BSF7-D 

・機能は上記の BSF8-DB と同じ。大型ステーションで電池容量が２倍。 

 

 SI-Master 

・SI ステーション内部の時計合わせに使用する。 

・CLEAR,CHECK などにも使用可能（非常用） 

 

 BSM8-D-USB 

・USB で PC と接続。SI カードの読み取りや、SI ステーションの設定に使用する。 

・BSM8 はバッテリーなし。 

 

 BSM7-D-USB 

・機能は上記の BSM8-D-USB と同じ。大型ステーションでバッテリー内蔵。 

 

 BSF8-DB SRR (Short Range Ratio) 

・電波を出して、数 m の近距離通信に使用できる。レシーバは SRR ドングル。 

・通常の SI ステーションとしても使用できる。 

 

 BSM7-D-RS232 

・RS232C という機能を持っていて、日本では主にオンラインコントロールに使用する。 
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◆  SI ステーション（タッチフリー専用） 

◆ SI ステーションとパンチ台 

SI ステーションはアルミのパンチ台に取り付けて使用します。パンチ台にはフラッグと

SI ステーション/SI カードが故障したときに使用するピンパンチも取り付けます。 

サン・スーシ所有のステーションに貼付けてある番号ラベルのサイズは JOA（IOF）の

規則に準じていますので、パンチ台に番号札を取り付ける必要はありません。 

2.2. SI カード 

◆ SI カードの種類 

SI カードは発売以来改良が重ねられてきて、表でも下の方が新しくなっています。パン

チ時間も速くなってきました。カード６以降はほとんどストレスなく反応します。

Card5、Card６と Card11 は発売が終了しました。SI カードの種類で記録できるコント

ロールの数が異なるので、使用するカードの記録数の確認が必要です。 

 種類 SI 番号 方式 バッテリー パンチ時間 記録数 

 
Card5 1-499,999 

差込パンチ 
なし 

0.33 秒 30+6 

 
Card6 500,000-999,999 0.13 64 

 
Card8 2,000,000-2,999,999 

0.115 
30 

 
Card9 1,000,000-1,999,999 50 

 
Card10 7,000,000-7,999,999 

0.06 128 
 

Card11 9,000,000-9,999,999 
内蔵 

 
SIAC 8,000,000-8,999,999 タッチフリー/差込 

◆ ComCard Pro と ComCard UP 

・ComCard Pro は SI カード 10 と、ComCard UP は SI カード 8 と同等の機能を持っています。通常はサムコンパスと

して使用し、コンパスの中心とステーションの穴の上に合わせてパンチします。読取りもパンチと同じように読取りス

テーションの上に載せます。日本でも所有している競技者がいるのでマイカードの場合は対応してください。 

 

 

 

 

 

 

◆ インストラクションカード 

インストラクションカードは補助的に使用します。 

 

 

 

 

 

 

 BS11-BL:Base Station Beacon Large 

・タッチフリー専用の大型ステーション。アンテナ内蔵。 

 BS11-Loop:Base Station Loop Anntenna 

・外部アンテナを接続する。 

 

 BS11-BS Blue 

・タッチフリー専用の小型ステーションで動作範囲が約 1.8m。 

  BS11-BS Red 

・動作範囲が約 1.0m。 

service OFF よく使用します。使用方法は別途記述 

clear backup バックアップメモリのクリア 

on/off switch BS11 の ON/OFF に使用。マグネット 

START プリントセットで使用 

print results あまり使わない 



第 1 章：SI の概要 

5 

 

2.3. パンチ動作の詳細（差込の場合） 

ここではパンチ動作の詳細を記述します。運営者だけではなく、競技者も知っていただきたいこともあります。SI 社が

公表していることに加えて筆者が独自に実証しました。少し不明なこともありますが大筋は間違っていないと思います。 

◆ SI カードに記録される時刻について 

★SI カードを SI ステーションに挿入すると音と光が出ます。そのまま挿入し続けると音と光は断続的に連続しますが、

挿入して最初の音と光が出た時の時間が記録されます。スタートやフィニッシュでも同じです。 

★スタートでは差し込んだ時刻が記録されて、引き抜いた時刻は記録されません。 

 ・スタート 10 秒前に差し込んでスタート時刻で引き抜いたときの SI カードのデータ 

 

 

 

 

 

★スタートステーションに連続して何回かパンチした時にはパンチした間隔にかかわらず、最後にパンチした時間が記録

されます。リザーブ欄*には最初のパンチが記録されます。 

 ・スタートに連続してパンチしたデータ 

 スタートステーションに記録されたデータ SI カード 

 

 

 

 

 

 

*リザーブ欄は SI カード 10/11 と SIAC にあります。 

 

◆ SI カードに記録されるパンチデータについて 

★スタートとフィニッシュはコントロールの「記録数」とは各々別に記録されます。したがって、フィニッシュパンチ後

にコントロールをパンチしても記録されます。 

★競技者が誤ってコース外の余分のコントロールをパンチしても SI カードにそのパンチは記録されます。 

★SI カードの記録数が一杯になった時には、SI カードにはパンチは記録されません。ただし、SI ステーションは反応し

ませんが、パンチの記録が残るので、バックアップメモリを読み出すと差し込まれたことが分かります。 

 ・SI カードの記録が一杯になったときのパンチで SI ステーションに記録されたデータ 

 

 

 

 

★コントロールで、同じステーションに連続して２回以上パンチした場合には、いずれも音と光の反応はありますが、パ

ンチの間隔が８秒までなら後でパンチした方は記録されません。８秒を超すと SI カードには両方のパンチが記録され

ます。 

 ・９秒間隔でパンチしたときの SI カードのデータ 

 

 

 

 

10 秒前の時刻が記録されるので、所要時間が 10 秒長くなる。 

リザーブ欄には最初のパンチが 

スタートには最後のパンチが記録される。 

Err9 として記録されて、時刻は

記録されない。 

９秒後のパンチなので、 

２つ記録されている。 
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★フィニッシュはコントロールと同じように、複数の連続パンチでは８秒までなら最初のパンチが記録されます。それ以

降は後のパンチが有効になります。フィニッシュを複数設置した場合に交互にパンチすると、パンチ間隔にかかわらず、

最後にパンチしたデータが記録されます。 

 ・５秒間隔で２回パンチしたデータ 

 ステーションに記録されたデータ SI カードに記録されたデータ 

 

 

 

 ・10 秒間隔で２回パンチしたデータ 

 ステーションに記録されたデータ SI カードに記録されたデータ 

 

 

 

 

 ・５秒間隔で２台のフィニッシュにパンチしたデータ 

 ２台のフィニッシュに記録されたデータ SI カードに記録されたデータ 

 

 

 

 

★混雑対策として１つのコントロールに同じ番号のステーションを複数台設置することがあります。この場合に複数のス

テーションに交互にパンチした場合は８秒以内でも両方のパンチが記録されます。 

 ・５秒間隔で２台のフィニッシュに交互にパンチしたデータ 

 ２台のステーションに記録されたデータ SI カードに記録されたデータ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★SI カードにデータがあるとチェックステーションは反応しません。ただしチェックステーションのバックアップメモ

リには差し込まれた記録がエラーとして残ります。 

 

 

 

★SI カードにスタートパンチ以外のデータがあるとスタートステーションは反応しません。ただしスタートステーショ

ンのバックアップメモリには差し込まれた記録がエラーとして残ります。 

 

 

 

 

20:37:00 と 20:37:05 に

パンチ。最初のパンチのみ

が記録される。 

２つ記録されている。 

20:45:00 と 20:45:10 にパ

ンチ。8 秒以上なので、最後

のパンチが有効になる。 

２つ記録されている。 

20:57:30 と 20:57:35 にパンチ。最後のパンチが有効になる。

フィニッシュでの再パンチは同一ステーションが有利。 

２つ記録されている。 

異なるステーションに連続してパンチすると全ての 

パンチが記録される。普通はこんなことはしませんが・・・ 
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◆ ケーススタディ 

★例題１：フィニッシュ後のパンチ 

フィニッシュとコントロールは独立に記録されるので、フィニッシュパンチ後のコントロールのパンチや再度のフィニ

ッシュパンチは可能です。３つのケースで試してみました。ケース２は明らかに失格で、ケース３も失格になると思わ

れますが、Mulka で読み取るといずれも OK になります。 

ケース１：スタート → コントロール５個 → フィニッシュ（正常） 

ケース２：スタート → コントロール３個 → フィニッシュ → コントロール２個（失格にすべき） 

ケース３：スタート → コントロール３個 → フィニッシュ → コントロール２個 → フィニッシュ（失格か？） 

・SI カードに記録されたデータ 

  ケース１（正常） ケース２ ケース３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ケース２の SI カードを Mulka2 で読み取った結果 

ケース２を Mulka2 で読み取った結果です。フィニッシュ後にパンチしたデータも正解チェックに使われていて、OK

になっています。記録はフィニッシュ時刻ー（マイナス）スタート時刻で計算されます。コントロール 105 よりフィ

ニッシュ時刻が早いので、ラスポ→フィニッシュのラップが計算されません。 

 

 

 

 

 

 

 

・対策 

フィニッシュパンチ後はコントロールをパンチしないように誘導すれば、防ぐことができます。またＳＩカードを読み

取ったときにラップデータを競技者に渡すようにすれば、そこで気づくことが出来るかもしれません。 

★例題２：クリア・チェック忘れ 

スタート地区でのクリア・チェック忘れの場合には、以前のデータに続いて今回のパンチデータが記録されます。した

がって記録数が大幅に増えた結果、記録できる数を越してしまう可能性があります。超えてしまった場合は SI ステー

ションが反応しないので、競技者は針パンチを使うことになりますが、スタート地区でのクリアとチェックは競技者の

責任で行うことをプログラム等で明記しておくと、クレームを避けることができます。 

 

 

 

 

ラップが計算出来ない 

フィニッシュ後にパンチ

したデータ。 

フィニッシュでの

２回目のパンチが

フィニッシュ時刻 
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★例題３：クリア・チェック忘れ（続き） 

クリア・チェック忘れの続きです。Mulka ではスタート時刻・フィニッシュ時刻とは独立にコントロールの全データが

パンチした順番に正解チェックの対象にされるので、以前のデータが正解チェックに使われて、失格でも OK になる可

能性があります。ただし、OK なのに失格と判定されることはありません。クリア・チェック忘れの例を見てみます。 

・SI カードのデータ 

 以前の大会のデータ 今回のデータ 

 （パンチングスタート） （パンチングスタートではない） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Mulka2 で処理した結果 

このケースでは SI カードを読み取って処理をしても、NG にはなりません。ラップデータはおかしいですが、一般的

に計算センタではラップをチェックしないので、OK のままになることが考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対応策 

スタートでクリア・チェック忘れを起こさないようにしましょう。パンチングスタートでは以前のデータがあると 

スタートステーションが反応しないので、そこでクリア・チェック忘れが分かります。また SI カード読み取りでラッ

プデータを印刷すれば、おかしいということに気づくことが出来ます。 

今回追加されたデータ 

103 不通過 

赤枠は今回の計算処理

に使われたデータ 
ラップはおかしいが正

解チェックは OK にな

っている。 

記録は OK になってい

て、計算センタでは NG

がわからない。 
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第2章： SI システムの詳細 

1 SI 設定用のソフトの使い方 

SI 社のフリーソフト SPORTident ConfigPlus で SI ステーションの設定を行います。ここではいろいろな設定のやり方

を記述していますが、実際の運営では既設定のままでほとんど使用可能なので、個別の大会での設定変更は必要最小限に

してください。 

1.1. ステーションの設定について 

ステーションには下記写真のように役割や番号のラベルが貼ってあるので、極力そのまま使ってください。複数のステー

ションを設置する場合は、ラベルの作成も必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステーションの内部には時計がありパンチの時刻が SI カードに記録されます。時計は高精度ですが長期間経過すると誤

差が出てきます。後述しますが、SI マスタを使用すると全ステーションの設定が簡単に出来ます。なおスタート/フィニ

ッシュとスプリントのコントロールは大会当日の朝に時計を設定することを推奨します。ミドルやロングのコントロール

は数秒の誤差は問題にならないので、２～３日前に設定すれば OK です。 

動作時間も SI マスタを使用して時刻合わせと同時に設定が可能です。後述する計算の仕方がありますが、回収後すぐに

OFF できるなら長めに設定して大丈夫です。 

1.2. ソフトのインストール 

SI 社の HP https://www.sportident.com/products.html#software から SPORTident ConfigPlus をダウンロードし

て、インストールしてください。USB driver は単独にもインストールできますが、SPORTident ConfigPlus と同時にイ

ンストールすることができます。USB driver はプレインストールタイプなので、最初に機器を接続したときにドライバ

が自動的に設定されます。 

1.3. 設定に必要な機器類と接続方法 

◆ 設定に必要な機器類 

メインステーション BSM8-D-USB または BSM7-D-USD、連結棒、Service/OFF カードを用意します。 

 

 

 

 

◆ 機器の接続方法 

メインステーションをパソコンの USB ポートに接続し、連結棒を挿入します。設定する SI ステーションに Service/OFF

カードを挿入してサービスモード（液晶が動作していれば OK）に切り替えて、SI ステーションをメインステーションの

上に設置します。 

 

 

 

 

 

大型ステーション上下逆に設置 

BSM8-D-USB 

BSM7-D-USB 

https://www.sportident.com/products.html#software
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1.4. 設定画面の説明 

メインステーションを USB ポートに接続して、SPORTident ConfigPlus を起動すると初期画面が表示されます。最初に

画面の左下で言語を日本語に設定します。ステーションが正常に認識されている場合は COM 番号などが表示されます。

この表示部分をダブルクリックすると、メインステーションの内容が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ダイレクト】/【リモート】はクリックする毎に変わります。 

◆ 【ダイレクト】の概要 

【ダイレクト】ではメインステーションの基本情報が表示されます。またこの画面でメインステーションの設定を変える

ことができますが、通常は変えないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 【リモート】の概要 

【ダイレクト】を【リモート】に切り替えます。【設定】をクリックすると、連結棒で接続したステーションの基本情報

と設定内容が表示されます。設定を変更して【適用】をクリックすると、ステーションの設定が変わります。 

繰り返し他のステーションの内容を表示する場合は、【読み取り】ボタンを使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダブルクリックする 

メインステーションの 

内容が表示される 

基本情報 

設定されている内容 

コマンドボタン 

設定 

設定内容 

ログファイル 

適用 

日本語を選択 

基本情報 

読み取り 
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◆ メニュー 

メニューの中で使用するコマンドのみを解説します。（普通は使いません） 

メニュー 機能説明 

ファイル 

ファイルメニューは全てログファイルの操作です。通常使用するのは【デバイスログファイル】 で、ステーシ

ョンに対する書き込みや読出しの操作が全て記録されています。ログファイルはレンタルステーションの設定

内容を確認するときなどにも有効です。 

コマンド デバイスを工場出荷状態にリセット：ステーションの異常時に使用します。 

サービス 

通常は表示されません。ステーションや SIAC のバッテリーを交換したときに使用します。 

SPORTident ConfigPlus のショートカットのリンク先に--service を追加すると、サービスメニューが表示され

ます。--service の前のスペースを忘れずに。 

表示 

SI カード設定：SI カードに所有者の名前等を入力します。 

[デフォルトとして保存]ボタンを表示する：デフォルト設定用のボタンを表示します。 

ステーションには通常の動作設定の他に、任意のデフォルト設定を行うことができます。デフォルト機能は管理

者以外使用しないので、通常はボタンを非表示にしてください。 

◆ コマンドボタンの解説 

ボタンの表示は下記になります。赤枠はデフォルト設定関連のボタンで、管理者以外は使用しないで下さい。 

 

 

 

 

 

 

各ボタンの機能をまとめました。【ヘルプ】メニューで【クイックヘルプを表示】を有効にしておくと、ボタンや項目を

ポイントすると、機能の概要が表示されます。 

 機能説明 

ホーム 初期画面に戻します。ボタンは上段のみ表示されます。 

設定 ステーションの設定を読み取ります。 

バックアップ ステーションのバックアップメモリを読み取ります。 

時刻 パソコンの時計を大きく表示します。SI ステーションの時計合わせに使うことが出来ます。 

ファームウエア ファームウエアをアップデートします。 

パンチ表示 SRR ステーションをパンチしたデータを無線で SRR ドングルが受けて表示します。 

SI カード読込 SI カードの内容を読み取ります。 

電源オフ 書き込み終了時にステーションをスタンドバイにします。 

読み取り ステーションの設定内容を読み取ります。 

元に戻す 設定画面をもとに戻します。ステーションの設定は変わりません。 

出力 読み取った内容などをファイルに出力します。 

適用 表示された設定内容をステーションに適用します。 

デフォルト値を登録 表示された設定内容をステーションに適用し、デフォルト設定とします。 

デフォルト値に戻す デフォルト設定をステーションに適用します。 

 

ボタンは必要に応じてさらに表示されます。たとえば【SI カード読込】の実行時にはボタンが追加されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加ボタン 



第 2 章：SI システムの詳細 

12 

 

1.5. ステーションの設定方法 

◆ 準備 

ステーションの設定を行う前に、パソコンの時計を合わせておきます。（詳細は省略）ステーションは、間違えて設定す

ると競技が不成立になる可能性があります。間違いを起こさないために、設定の前にラベルを貼ってラベルを見ながら設

定するようにします。下記は、TEPRA SR5900P を使用して印刷しました。・JOA(IOF)の競技規則では、コントロール識

別番号の文字サイズが高さ 30mm 以上、太さが 5mm 以上です。サン・スーシのステーションはこの規則に適合してい

ます。 

 

 

 

 

◆ 設定 

ステーションを Service/OFF カードでサービスモードにして、メインステーションの上に設置します。 

【コード番号】【動作モード】【動作時間】を設定し、【リモート】を確認して、【適用】をクリックすると設定できます。 

設定時にステーションの時計もパソコンの時計に同期されます。また【電源オフ】にチェックが入っていると、設定後に

ステーションがスタンドバイ状態になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ コード番号と動作時間の設定方法 

項目 設定の仕方 

コード番号 

・コントロールの場合は３１～511 に設定します。（SI カード５の使用時は 31～255） 

・その他の場合は１～30 に設定します。【クリア】はコード番号を１に設定すると、SIAC の音

と光のフィードバックがないので、クリアの後すぐにチェックパンチができます。 

動作時間 

・ステーションへの最終のパンチからスタンドバイ状態に戻る時間です。電池の消耗を抑えるた

めには短い方がいいですが、競技の公正性を確保するために下記の条件を満たす時間に充分な

余裕をもって設定します。なおタッチフリーにはこの条件はあてはまりません。 

・条件１：当日のコントロール確認でのパンチから、競技者が最初にパンチするまでの時間 

・条件２：競技中に競技者がパンチする間隔 

動作時間が推奨の設定値に変わる 

電圧はビープ時を示す。％は計算上で目安 

タッチフリーの時に使用 

その他設定を隠す 

管理者以外は設定してはいけない 

隠しておくことを推奨 

ステーションの時計 
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◆ その他の設定 

【その他の設定】は必要な時以外は見せないようにします。【旧プロトコルを使用】はチェックを入れないでください。 

【データ自動送信】はパンチしたデータをステーションから送信します。オンラインコントロールなどに使います。 

【パンチ時のビープ設定】【パンチ時の点滅設定#1】はチェックを外さないようにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ デフォルト設定について 

ステーションの最近の Firmware では内部にデフォルトの状態を設定できるようになりました。SI ステーションは役割

や番号を変更できますが、あらかじめ設定されたデフォルト設定にボタン一つで戻すことが可能です。 

【デフォルト値を登録】：表示された設定内容をステーションに適用し、さらにデフォルト設定とします。 

【デフォルト値に戻す】：デフォルト設定をステーションに適用します。 

 

 

 

 

 

デフォルト値を使用する例として、次のようなケースが考えられます。 

タッチフリーの大会では設定をタッチフリー用に変更します。大会の終了後に再び通常の設定に戻す必要がありますが、

その時にデフォルト状態を設定しておけば、ボタン一つで戻ります。また下記のように SI マスタを使えば、SportIdent 

ConfigPlus を使わずに全ての SI ステーションの設定を戻すことが出来ます。 

 

 

 

 

 

 

◆ ログファイルでの設定確認 

【ファイル】【デバイスログファイルの表示】でログファイルを表示することができます。SI ステーションを連続して設

定したときなどに確認してください。 

◆ 内部時計の設定 

SI ステーションの時計をパソコンの時計に同期するやり方は下記の３通りあります。 

・SI マスタ(BS8)をパソコンの時計に同期させてから、SI マスタ単独でステーションを設定する。（詳細は後述） 

・SPORTident ConfigPlus の【適用】ボタンで SI ステーションの設定を行う。 

・SPORTident ConfigPlus での【時刻設定】をクリックする。 

 

 

 

 

 

 

普通は表示しない 

タッチフリー用 129 ス タ ン ダ ー ド マ ス タ モ ー ド

Beacon-Control129 

普通のコントロール 129 
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1.6. バックアップメモリ 

ステーションのバックアップメモリには、パンチ状況が記録されています。スタート地区で使用したチェックステーショ

ンやスタートステーションのバックアップメモリを読み取ると出走者の確定が可能です。 

◆ 読取り方法 

【リモート】で【バックアップ】をクリックすると、バックアップメモリの情報が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この画面で【出力】をクリックするとテキストファイルに保存できます。失格となった競技者が正常にパンチしたと主張

した場合に、バックアップメモリにパンチ情報が記録されている可能性がありますが下記の運用を行います。 

・パンチが不完全でステーションに Err が記録されている場合 

（１）SI カードにパンチ情報がある場合は正常なパンチとみなします。 

（２）SI カードにパンチ情報がない場合には原則として失格ですが、2019 年に IOF の記述が変更になり、競技者の 

要求があればバックアップメモリを読み取って判断することが記述されました。第 4 章を参考にしてください。 

◆ バックアップメモリのクリア 

ステーションのバックアップメモリは大会の前にクリアすることをお勧めします。特にチェックステーションを出走者の

確定に使用する場合にはクリアが必須になります。バックアップメモリをクリアする方法は下記の３通りあります。 

・Clear backup カードで SI ステーションをパンチする 

・SI マスター(BS8)の Extended mode を使用する（詳細は後述） 

・SPORTident ConfigPlus で、【リモート】【バックアップ消去】を実行します。 

1.7. ファームウエアのアップデート（管理者用） 

ステーションには専用のマイコンが入っていてプログラムで動作しています。 

このような内部プログラムを一般的にファームウエアと呼んでいます。この 

ファームウエアはユーザでアップデートが可能です。SPORTidnt configPlus で 

アップデートが必要かどうかを調べることができます。緑色は最新バージョンで 

黄色はアップデート要を示します。 

 

 

 

 

 

アップデートは下記の【ファームウエア】をクリックして、表示に従います。2 回のビープの後に再起動しますので、終

了まで必ず待ってください。アップデートには時間がかかります。管理者以外はやらないで下さい。 

 

 

 

 

 

 

パンチが不完全 

アップデート要 
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2. SI ステーションの動作モード 

2.1. SI ステーションの動作 

◆ 動作モード 

スタンドバイ・アクティブ・サービスの３つの動作モードがあります。その主な遷移を下図に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*確率は低いですが、アクティブモードではなくサービスモードになることがあるのでパンチを行うのが確実です。 

◆ 解説 

競技で使用するときは【アクティブモード】、保管時は【スタンドバイモード】、各種の設定時は【サービスモード】です。

SI ステーションの電力消費は多い順に【サービスモード】【アクティブモード】【スタンドバイモード】で、特に【スタン

ドバイモード】ではごく微小の電力しか消費しません。【サービスモード】【アクティブモード】からある時間を経過する

と、【スタンドバイモード】に戻りますが、電力消費を抑えて内部のバッテリーを長持ちさせるために、設定や競技が終

了したら、できるだけ早く Service/OFF カードを挿入して【スタンドバイモード】に戻すようにします。 

2.2. SI ステーションの液晶表示 

上記の動作モードは SI ステーションの裏または表にある液晶の表示で確認が出来ます。 

◆ スタンドバイモード：液晶表示なし 

◆ アクティブモード：下記を交互に表示 

表示例 説明 

14:21:34 ステーション内部の時計を表示 

CN    31 ステーション設定を表示 

◆ サービスモード：下記を順番に繰り返し表示（Firmware V656 の例） 

表示例 説明 

CN 35 CN：コントロール、CLR：クリア、CHK：チェック、STA：スタート、FIN：フィニッシュ 

13:21:21 内部時計表示 

OFF300 動作時間（分表示） 

SW656 内部のファームウエアのバージョン 

PC71 バックアップメモリに記録されているパンチ数 

BAT343 ビープ発生時のバッテリーの電圧 

CAP012 バッテリーの消費 例では 12％消費している 

スタンドバイモード 

（保管） 

サービスモード（設定） 

アクティブモード（競技） 

・SERVICE/OFF カード 

・ファーストパンチ 

・SI マスタ(時間合せ)* 

・ラストパンチから動作時間経過 

・SERVICE/OFF カード 

・SERVICE/OFF カード 

・５分経過 

・パンチで 

動作時間リセット 



第 2 章：SI システムの詳細 

16 

 

3. SI マスタの使い方 
SI マスタ（BSM8）を使うと、SPORTident configPlus を使わなくても SI ステーションの時計合わせなどが出来ます。 

 

 

 

 

 

◆ SI マスタの動作モード 

SI マスタに SERVICE/OFF カードを挿入すると、下記の動作モードに順番に切り替えることが出来ます。 

モード 液晶表示 機能 解説 

サービスモード SERVMO ・内部設定が可能  

タイムマスタ TIMEMA ・時間合わせ  

拡張マスタ EXT MA 

・時計合わせ 

・動作時間設定 

・バックアップメモリのクリア 

よく使う機能：これを使うと各 SI

ステーションの設定は不要 

スタンダードマスタ 

（要注意） 
STD MA 

・時計合わせ 

・デフォルト設定に戻す 

使用例：大会ではタッチフリーに設定し 

大会後に通常のコントロールに戻す。 

要注意： 

誤って設定が変更になる可能

性があるので大会の前には使

わないこと 

スタンドバイモード 表示なし 保管状態  

ステーションのファームウエアのバージョンが古い場合は「スタンダードマスタ」はありません。 

 

◆ SI マスタの使い方 

SPORTident ConfigPlus を使用して、SI マスタの内部時計の時間を合わせます。SERVICE/OFF カードで動作モードを

設定します。SI マスタに連結棒を差し込み、連結棒を SI ステーションに差し込むと、ピツピツと音がして設定が完了し

ます。SI マスタで SI ステーションを設定するとアクティブモードになるので、必要に応じて Service/OFF カードでス

タンドバイに戻します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ SI マスタをクリアやチェックに使う 

SI ステーションの数が不足している時は普通のステーションとしてクリアやチェックなどに使用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI カードパン

チ 

 

SERVICE/OFF カ

ード 

Service/OFF カードでモード設定 連結棒を差し込む ステーションに差し込む 
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4. SI カードの読取り 

4.1. SI カードの読み取り 

◆ 操作方法 

SPORTIdent Config Plus を使用して、SI カードを読み取る方法を記述します。【ダイレクト】にして、【SI カード読込】

をクリックすると下記の画面が表示されます。【詳細パネル】を表示させておきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

SI カードをメインステーションに挿入すると、読み取った内容が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. プリントセットでの SI カード読取り 

プリントセット(Printout-set)は SI カードの読取り用のステーションと充電池で動作するプリンタを組み合わせたもの

で、これを使うと AC 電源がなくても成績の印刷が可能です。 

◆ 機材と使い方 

 
 

プリンタとステーションをケーブルで接続し、プリンタの電源を ON にします。 

競技後の SI カードをプリンタステーションに挿入すると SI カードの内容が印刷されます。パンチングスタート・パンチ

ングフィニッシュの場合には所要時間も計算されます。マススタートの場合には、プリンタステーションに START カー

ドでパンチするとその時刻がスタート時刻として所要時間が計算されます。プリンタステーションには読取った SI カー

ドの情報が記録されているので、後でステーションを読取ってデータを保存することができます。プリンタは時々充電が

必要です。 

 

プリンタ 
BS7-P 

プリンタステーション 

詳細リスト 

全体リスト、ここで選択できる 

チェックを入れると同じ SI カードを

重複して読むことができる 
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5. 0.1 秒単位の計測 

5.1. 概要 

SI システムでは SI カードに 0.004 秒 (4ms) のデータを記録する機能があります。SIAC を使用してタッチフリーのパ

ンチを行うと、スタート・コントロール・フィニッシュの全てのデータが 4ms の分解能で記録されます。スタートステ

ーションとフィニッシュステーションに 4ms の設定を行うと、SI カード５以外で差し込みパンチを行った場合に 4ms

のデータが記録されます。Mulka2 ではこれらの 4ms のデータを使用して、0.1 秒単位の成績を計算しています。 

ただし、IOF のルールでは所要時間は秒以下を切り捨てることになっていますので、通常は 0.1 秒の成績を出すことはあ

りません。ここではやり方だけを簡単に記述します。 

 

5.2. Mulka2 の設定 

0.1 秒単位の計測を行うためには、Mulka2 のイベントマネージャでイベントを設定する時に、【成績処理単位】を 0.1 秒

に設定します。Mulka2 は Ver.2.18a 以降にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. 差し込みパンチを行う場合 

差し込みパンチの場合はコントロールの設定時に SPORTidentCOnfigplus の【その他の設定】の【スプリント 4ms】に

チェックを入れます。【スプリント 4ms】は【動作モード】が【スタート】/【フィニッシュ】/【ビーコンスタート】/

【ビーコンフィニッシュ】の時のみ有効にできます。【コントロール】/【ビーコンコントロール】には設定できないので、

差し込みパンチではコントロールのデータは秒単位になります。対象は SI カード６、８、９、１０、１１、SIAC です。

SI カード５は 0.1 秒計測は出来ません。 

5.4. SIAC をタッチフリーで使用する場合 

SIAC を使ってタッチフリーパンチを行う場合は、SI ステーションに 4ms の設定を行う必要はありません。 

Start/Finish/Control の SI ステーションをタッチフリー用に設定して、タッチフリーでパンチすると 4ms のデータが

記録されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1 秒単位 

秒単位 
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6. スマホによる出走者チェック 

6.1. 概要 

スマホでのスタートでの出走のチェックは、Mulka2 のクラウド接続で行うことができますが、BSM8-USB をスマホに

接続して出走チェックを行うことができます。従来のやり方に比較して次のメリットがあります。 

・SI カードの番号を自動で読取ることが出来て、番号確認と出走チェックが自動でできる。 

・BSM8-USB の役割がチェックなので、SI カードのクリアも確認できる。 

・SIAC の電源 ON が確実にできる。 

・SI カード番号の変更が簡単にできる。 

6.2. 構成と動作 

・CHECK に設定した BSM8-USB をスマホに接続します。 

・参加者の SI カードを差し込むと自動的に出走チェックが出来ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. 事前の準備 

・BSM8-USB の設定はダイレクトモードで【動作モード】を【CHK-チェック】にして、【データ自動送信】にチェック

を入れてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・USB 端子が外部機器の接続（OTG）に対応している Android スマホを使用します。 

・スマホに Mulka2 出走者チェックアプリをインストールしておきます。 

Mulka2StartChecker05.apk（正式公開ではないので、入手先は的場さんまたは筆者に確認してください。） 

6.4. 操作方法 

・スマホを充電しておきます。 

・スマホに変換ケーブルを介して、BSM8-USB を接続します。 

・Mulka2 出走者チェックを起動すると右のメッセージが表示されます。 

 

 

 

 

 

BSM8-USB  

CHECK に設定 

スマホ 
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・Mulka2 出走者チェック画面を設定して接続をタップします。 

・出走者チェックの画面が表示されます。いままでのクラウド接続の画面と同一です。 

・SI カードの読み込みで、該当の選手が自動的に出走になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ SI カードに変更がある場合 

・未登録カードが表示 該当者の【変更/遅刻】をタップ 【カード番号変更欄】に貼り付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・番号入力後、【OK】をタップ 番号変更が反映される もう一度カードを読み込む 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI カード番号はクリップ

ボードにコピーされます 

枠内を長押しして【貼り付

け】をタップします。 

SI カード読み込みで 

自動的に出走になります。 

今まで通りのタップでも

OK です。 

従来と同じように【出走】

ボタンをタップしても OK

です。 
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第3章： オンラインコントロール 

1. 概要編 

1.1. オンラインコントロールとは？ 

オンラインコントロールは、パンチ情報をオンラインで計算センタに伝えるものです。通常は計算センタで SI カードを

読み取るまではパンチ情報を入手できませんが、オンラインコントロールでは中間コントロールやフィニッシュのパンチ

情報が瞬時に計算センタに伝わるので、効果的な演出や競技者の状況把握が可能です。 

オンラインコントロールでは、競技者がパンチをするとステーションから SI カード番号とパンチ時刻が Mulka2 に伝え

られます。複数のオンラインコントロールを設置した場合には、Mulka2 で第 1 中間や第２中間など、どこからの情報な

のかを切り分けます。Mulka2 の下記マニュアルもあわせてご覧ください。 

https://mulka2.com/mulka2/ja/index.php/オンラインコントロールの使い方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. オンラインコントロールの種類 

下記のように各種の方法があります。必要に応じて複数の方法の併用も可能です。 

◆ 一覧表 

 

・１のインターネット経由は、インターネットに接続するためのスマホが必要ですが、電波が届く場所であれば設置場所

に制限がありません。コントロールだけでなくスタートやフィニッシュでも使用できます。このマニュアルでは主にこ

のインターネット経由でさらにクラウドを使用する場合を中心に記述します。 

・２と３はスマホが不要で、オンラインコントロールが簡単に構築できます。主にフィニッシュが計センの近くにある場

合に使用します。ただし２の SRR を使用するやり方は、データの欠損を避けるために、電波の飛ぶ距離を短くする必

要があります。３の Bluetooth を使うやり方はデータの欠損の問題はありませんが、Mulka2 本体とは別に用意されて

いるソフトを使用する必要があります。 

 

 項目 概略の構成図 説明 評価 

1 
インターネット 

経由 

 

 

 

インターネット経由でパンチ

情報を計センに伝達する。クラ

ウド使用が一般的。 

◎ 

2 
近距離無線 

(SRR) 

 

 

 

SRR ス テ ー シ ョ ン と SRR 

dongle 使用。 
△ 

3 
近距離無線 

(Bluetooth) 

 

 

 

RS232C ス テ ー シ ョ ン と -

Bluetooth 変換器使用。 
〇 

計算センタ 
Online Control 

1

１ 

2 ３ 

４ ５ 

  

概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PC 

Online Finish 

インターネット経由 

近距離無線かインターネット経由 

計算センタ 

SRR Dongle 

計算センタ 

 

Bluetooth 10-100m? 

計算センタ 
 

5

m 

SRR 

Bluetooth 

Online Start 

https://mulka2.com/mulka2/ja/index.php/オンラインコントロールの使い方
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2. インターネットを使用するオンラインコントロール 

2.1. クラウドの使用/不使用の違いについて 

◆ フィールドに設置する機材について 

インターネットを使用するオンラインコントロールでは、クラウドを使う場合と使わな

い場合があります。どちらもフィールドに設置する機材は同一で、スマホアプリの設定

が少し異なります。クラウドを使う場合は【クラウドユーザーID】と【パスワード】は

Mulka2 の通信マネージャでの設定と同じ値を入力します。クラウドを使わない場合は、

【クラウドユーザーID】は入力不要で、【パスワード】は任意の値を入力します。 

◆ Mulka2 などの設定について 

クラウドを使用する場合は、Mulka2 の通信マネージャでクラウドに接続し、PC または

スマホでクラウドに接続して Mulka2 とオンラインコントロールを結び付けます。一方

クラウドを使用しない場合は、その結び付けは Mulka2 のメニューで行います。 

2.2. 一般的なオンラインコントロール 

◆ 動作概要 

ケーブル付きの大型ステーション BSM7-D-RS232 を使用します。パンチされたデータは Bluetooth-RS232 変換器を介

して無線の Bluetooth でスマホに伝えられます。スマホではオンラインコントロールアプリを使ってインターネットに

データを転送します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 主な機材 

下記の機材については、資料編に記述しました。 

SI ステーション/ Bluetooth-RS232 変換器/モバイルバッテリー/スマホ/充電器/パンチ台 

◆ オンラインコントロールの設定 

・Bluetooth-RS232 変換器に特殊なモバイルバッテリーを接続して電源を ON にします。通常のモバイルバッテリーで

は動作しません。電源を ON にすると、変換器の赤色 LED が点灯し、青色 LED が点滅します。DTE/DCE のスライド

スイッチは DTE 側にしてください。DCE は Bluetooth-RS232 変換器の内部の設定に使用します。（後述） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バッテリー 

BT-RS232 変換器 

スマホ 

バッテリー 

Bluetooth 

BSM7-D-RS232 
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・スマホの電源を ON にして、Bluetooth のペアリングを行います。サン・スーシの Bluetooth-RS232 変換器のデバイ

ス名称とパスコードは下記になっています。変換器にもデバイス名称とパスコードのラベルが貼ってあります。 

デバイス名称 SansSouci 01 ⇔ パスコード 1111 

デバイス名称 SansSouci 02 ⇔ パスコード 2222 

・スマホのオンラインコントロールアプリを起動します。 

 

 

 

 

 

 

・Bluetooth-RS232 変換器に SI ステーションを接続します。まだ青ランプは点滅状態です。 

・【開始】をタップして、動作が正常に開始すると Bluetooth-RS232 変換器の青ランプが点灯状態になります。 

・適当な SI カードでパンチしてスマホ画面に SI カードの番号が表示されることを確認します。 

2.3. その他のオンラインコントロール 

◆ スマホダイレクト接続 

・USB ケーブル付きのステーションをスマホに接続します。ステーションは BSM8-D-USB または BSM7-D-USB です。 

 

 

スマホは外部の USB 機器を接続できる機能を持ったものを

使用し、スマホのミニ USB 端子にケーブルを使って SI ステ

ーションを接続します。 

 

 

 

・ステーションは【データ自動送信】に設定します。これでパンチデータがスマホに転送されます。 

 

 

 

 

・スマホはオンラインコントロールアプリを使用します。設定は通常のオンラインコントロールと同じです。 

・スマホに外部バッテリーを接続できないのでスマホのバッテリーを消費しますので、長時間の稼働はできません。

BSM7-D-USB はバッテリーを内蔵、BSM8-D-USB はバッテリーを内蔵していませんが、スマホ接続で流れる電流は

両方ともスタンドバイ状態で 20mA 程度です。 

・スマホによっては、画面が消えると、ミニ USB の動作が出来なくなるものもあります。その場合は画面を ON のまま

にします。特にバッテリーを内蔵しない BSM8-D-USB を使用する場合はパンチができなくなるので注意が必要です。 

項目 内容 

中間ラジコン地点名称 場所が分かるように記述します。 

例：C105、スタート、フィニッシュなど 

クラウドユーザーID クラウド使用：クラウド接続時の値を入力 

クラウド不使用：パスワードのみ任意の値を入力 パスワード 

サーバドメイン名 本番：jp.mulka2.com 

テスト：test.mulka2.com 

パンチングシステム SPORTident にチェックを入れます。 

Bluetooth/USB デバイス ペアリングしたデバイス名称を選びます。 

通信速度 38400bps です。 

オプション設定 開始日や時間を設定できます。 

通常は使いません。 

BSM8-D-USB BSM7-D-USB 

接続用ケーブル 
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◆ タッチフリー 

・タッチフリーに設定した通常の SI ステーション（BSM8）と SRR ドング

ルを接続したスマホで構成されます。タッチフリーでパンチすると SI カ

ード（SIAC)からパンチデータが無線で SRR ドングルを介してスマホに

転送されます。 

・データの転送経路 

SIAC⇒SRR ドングル（タッチフリーのみ有効） 

・SI ステーションはタッチフリー設定に加えて、【無線送信指示】を【直近

のレコードを送信】に設定します。 

 

 

 

 

・スマホはオンラインコントロールアプリを使用します。設定は通常のオンラインコントロールと同じです。 

・注意事項 

スマホによっては、画面が消えるとミニ USB の動作が出来なくなるものがあります。その場合は画面を ON のままに

する必要があります。スマホの電池の持ちにも注意してください。 

◆ タッチフリーと通常パンチ共有のオンラインコントロール１ 

・ SRR ステーション（BSF8-DB-SRR）をタッチフリーに設定すると、

タッチフリーと差し込みパンチの両方ともオンラインコントロールを

有効にすることが出来ます。 

・データの転送経路 

タッチフリーパンチの場合：SIAC⇒SRR ドングル 

差し込みパンチの場合：SRR ステーション⇒SRR ドングル 

・SRR ステーション（BSF8-DB-SRR）はタッチフリー設定に加えて次の

設定を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

・スマホの設定は通常のオンラインコントロールと同じです。 

・注意事項 

スマホによっては、画面が消えるとミニ USB の動作が出来なくなるものがあります。その場合は画面を ON のままに

する必要があります。スマホの電池の持ちにも注意してください。 

◆ タッチフリーと通常パンチ共有のオンラインコントロール２ 

・普通のオンラインコントロールで、BSM7-D-RS232 の 

設定をタッチフリーの【無線送信指示】【直近のレコードを

送信】に設定して、スマホには SRR ドングルを接続します。 

・スマホは Bluetooth と SRR ドングルの両方に接続します。 

・データの転送経路 

タッチフリーパンチの場合：SIAC⇒SRR ドングル 

差し込みパンチの場合： 

BSF70RS232⇒Bluetooth 変換器⇒スマホ 

 

 

通常のステーション 

SRR ドングル 

SRR ドングル 

BSF8-DB SRR 

SIAC から電波を出す設定 

SRR ステーションから電波を出す設定 

SIAC から電波を出す設定 
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2.4. Mulka2 などの設定 

◆ Mulka2 でのクラウド接続 

・Mulka2 では、Intermediate.dat にオンラインコントロールの定義を行います。 

・Mulka の通信マネージャのサーバモードでイベントを選択してクラウド接続を行います。クラウド接続には Mulka2 の

ライセンスが必要です。クラウドサーバは事前のテスト用には test.mulka2.com を本番には jp.mulka2.com を選択

します。この時の ID と PW を後で使用します。なお PW はイベント毎に決まるので、テスト用のクラウドサーバの時

に表示された PW は本番でも使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ クラウドでの設定 

クラウドに接続して、Mulka2 とオンラインコントロールを結びつけます。 

・PC またはスマホで下記にアクセスして、ID と PW と名前（チャットなどに使う）を入力します。 

http://jp.mulka2.com/cloud（テストのときは、http://test.mulka2.com/cloud） 

・【オンラインコントロール接続】を開きます。 

 

 

 

 

・【設定】をクリックして、読み込み先を選択します。 

 

 

 

 

 

◆ クラウドを使用しない場合 

・Mulka2 のマインウィンドウのメニューで【演出・実況】【オンラインコントロール接続】を選択します。 

・【jp.mulka2.com】を入力し、ポイント名称を選択して【接続】をクリックします。 

・スマホアプリで入力した PW を入力し、サーバに登録された接続先を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最初から用意されている 

Intermediate.dat の定義されたもの 

ID 

PW を表示して記録しておく 

http://jp.mulka2.com/cloud
http://test.mulka2.com/cloud
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3. インターネットを使用しないオンラインコントロール 

3.1. 近距離通信：共通項目（最近はクラウドを使うので、あまり使用しない） 

インターネット経由以外は通信用のパソコンで【Online Control Server for SPORTident】を起動して、オンラインコン

トロールのパンチ情報を Mulka2 に伝えます。 

◆ 構成を下記に示します。 

 

 

 

◆ Online Control Server for SPORTident の起動と設定 

Mulka2 をインストールしたフォルダ（Program Files）の Mulak2 フォルダ内の SIOnline.exe を実行して、 

【Online Control Server for SPORTident】を起動します。どの近距離通信を選んでも COM 番号が振られるので、 

その番号を選んで【Connect】をクリックします。【Connected】と表示されたら、必ずカードでパンチしてカード番号

が表示されることを確認してください。表示されない場合は再度 COM 番号を確認してください。 

【Skip initial check】は、SRR/RS232 の場合はチェックなしで、Bluetooth の場合にはチェックを入れてください。 

 

 

 

 

 

 

 

  

パンチした SI カードの番号とパンチ数は下記のように表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

一度接続すると COM ポートを覚えています。前日のテスト時と当日で USB の位置は変更しないようにします。 

◆ Mulka2 と Online Control Server for SPORTident の接続 

Mulak2 のメインウィンドウで、【演出／実況】【オンラインコントロール】選択して、【オンラインコントロール接続】画

面で、接続先に「Localhost」と入力して、【接続】をクリックします。オンラインコントロールがフィニッシュの場合は

他の項目はデフォルトのままにします。中間計時の場合は、Mulka2 のマニュアルをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ テスト用に読み込んだ SI カードのデータの消去 

【ドキュメント】【Mulka2】【Local】【SIOnline】中の yyyy/mm/dd.dat ファイルを消去します。 

計セン：通信用パソコン 

Online Control Server 

for SPORTident 

Mulka2 オンラインコントロール  

COMポート 



第 3 章：オンラインコントロール 

27 

 

コントロール 

3.2. 近距離無線（SRR） 

◆ 構成を下記に示します。 

 

 

 

 

フィニッシュが計算センタの近くにある場合にオンラインフィニッシュとして使用します。無線の実用距離が５ｍと短い

ために、一般的には USB リピータケーブルを使って延長します。無線は障害物に弱いため釣竿で USB ドングルを吊り下

げて SRR ステーションとの間に競技者や運営者が入らないようにするやり方も有効です。 

◆ USB ドングルを認識させる 

通信用パソコンには SI 社の USB ドライバをインストールしておきます。USB ドングルを通信用パソコンに挿入すると、

自動的に COM 番号が割り振られるので、デバイスマネージャで調べておきます。デバイスマネージャでは、【SPORTident 

USB to UART Bridge (COMXX)】と表示されます。 

3.3. 近距離通信：無線 Bluetooth 

インターネット経由の構成から、スマホを除いて Bluetooth で通信します。障害物があっても安定した通信ができます。 

 

 

 

 

 

通信用のパソコンでは Bluetooth の通信機能が必要になります。パソコンが Bluetooth をサポートして

いても、Class2 の場合には通信距離が 10m なので、より長い距離を通信する場合には外付けの Class1

の Bluetooth ユニットを使用するのがいいでしょう。右の写真のように超小型の USB タイプが市販さ

れています。ドライバが必要ですが、自動的に認識される場合もあります。 

◆ Bluetooth 機器のペアリング 

Bluetooth の機器を接続することをペアリングと呼んでいます。タスクトレイの Bluetooth マーク をクリックして、

デバイスの追加を行います。しばらくすると接続した RS232C-Bluetooth 変換器が認識されるので、選択をして【次へ】

をクリックします。 

   
次にペアリングオプションの追加画面で【デバイスのペアリングコードの入力】を選択して、あらかじめ決まっているコ

ードを入力します。設定された COM ポートは【コントロールパネル】【デバイスとプリンタ】で該当の Bluetooth デバ

イスのプロパティで確認することができます。（右図） 

   
 

複数の接続を行う場合には、上記の設定を繰り返します。 

計算センタ 

サーバ 

 

USB ド ン グ
 

SRR ステーショ

 

無 線 （ ５ ｍ  

USB リ ピ ー タ ケ ー ブ ル

(15m) 
通信用パソコン 

BSM7-D-RS232 

ントロール 計算センタ 

通信用パソコン 
計セン用 

サーバなど 

RS232C-Bluetooth変換 

 

Bluetooth (10-Class1/100m 

Class2/10m 
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4. 資料編 

4.1. オンラインコントロールの機材について 

◆ SI ステーション 

型名は BSM7-D-RS232 です。BSM7 は BSM8 と機能は全く同じでバッテリーの容量が 2

倍です。写真では番号が 152 になっていますが、必要に応じて役割*や番号を変更します。

変更時はケーブルを無視して、通常のステーションの設定と同じやり方で設定しますが、

連結棒には裏向きにして入れるようにします。写真の赤丸の部分のケーブルの被覆が壊れ

やすいので、大事に扱ってください。 

*設定できる役割：コントロール/スタート/フィニッシュケース 

 

 

◆ Bluetooth-RS232 変換器 

SI ステーションの RS232 ケーブルを接続して、スマホと Bluetooth で通信します。SI ス

テーションと Bluetooth-RS232 変換器は１：１で接続します。通信距離は約 100m で、

スマホとの距離を離すことが可能です。モバイルバッテリーをミニ USB ケーブルで接続

して動作します。待機時の電流が 10mA 程度と非常に少なく、スマホ用のバッテリーでは

動作しないので、次のような特殊なバッテリーが必要になります。  

◆ モバイルバッテリー 

サン・スーシで保有している微少電流でも動作する特殊なモバイルバッテリーです。 

上が多摩電子工業製の TL026 で、容量は 2600mAh、下が cheero 製で容量が

3200mAh です。いずれのタイプも電源 ON/OFF スイッチを使用前に ON して使

用後に OFF にします。 

 

 

 

◆ スマホ 

オンラインコントロールアプリを使用して、Bluetooth-RS232 変換器を媒体として、SI ステーションの

パンチ情報をインターネットに伝達します。複数の SI ステーションを１個のスマホに接続することが出

来ます。コントロールの設置場所でスマホの電波が弱い場合は、スマホだけを別な場所に設置すること

ができます。Bluetooth の通信距離の規格は最大 100m です。実際には 50m 程度なら問題なく使用で

きます。サン・スーシで保有しているスマホは、どの機種でも外部バッテリーなしで 24 時間の稼働が可

能ですが、稼働時間を延ばす場合は外部バッテリーを接続します。スマホの稼働時間については後述し

ます。 

 

サン・スーシで保有しているスマホは次の４台です。かっこ内は内蔵バッテリーの容量です。Mulka2 で使用する Android

アプリはインストール済です。SIM カードはサン・スーシでは用意していませんが、筆者の個人カードを２枚提供が可能

です。必要に応じて残りは、ご使用者様に用意していただいています。 

★ZenfoneMax 黒色（5000mAh）/Android6.0.1/SIM のサイズ：micro 

★ZenfoneMax 白色（5000mAh）/Android5.0/SIM のサイズ：micro 

★Freetel REI（2800mAh）/Android6.0/SIM のサイズ：micro または nano 

★Freetel Priori4（4000mAh）/Android7.0/SIM のサイズ：micro または nano 

◆ 充電器 

サン・スーシではオンラインコントロールに使用するモバイルバッテリーとスマホを充電する充電器を所有しています。

一度に 10 個のデバイスを充電できます。充電ケーブル付きでレンタル可能です。 
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◆ ケース 

サン・スーシの機材は全て一つの弁当箱に入っています。その中から SI ステーションを取り出してパンチ台に取り付け

ます。SI ステーションのコードは弁当箱の○下 のきざみから外に出します。弁当箱のふたにも○下 のマークがあるので、方

向を間違わないように取り付けます。下からコードを出すのは雨の侵入防止です。 

◆ パンチ台 

パンチ台は大型ステーション用を使用します。直接土に刺す１ｍタイプと、自立台を使う 80cm タイプがあります。パン

チ台のステー部分に弁当箱を載せる台を取り付けて使用します。組み立て方法はここを参照してください。 

◆ パンチ台の組み立て方 

組み立て方はここを参考にしてください。 

ケースを取り付ける前にオンラインコントロールを後述の方法でスタートさせておきます。ケース内の部品の固定などを

やって、ケースのふたをしっかりと閉めます。ケースはパンチ台のステーの固定台に載せてベルトで固定します。その後、

養生テープで全体に補強しておきます。 

4.2. オンラインコントロールの動作時間について 

◆ 通常のオンラインコントロールの稼働時間 

スマホをオンラインコントロールとして動作させた状態での持続時間を実験的に確認してみました。スマホは５種類、外

部バッテリーのある/なしのデータです。スマホの種類で異なりますが、いずれも外部バッテリーを付けると３日間の稼

働が可能なことが分かりました。使用したバッテリーは多摩電子工業製の TL026 です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bluetooth-RS232 変換器に cheero 製のバッテリーを使用すると４日間の稼働が可能なので、OMM やロゲイニングなど

設置から実使用まで長期間の稼働が必要な場合に使用できます。多摩電子製でも２日間は稼働しますので、通常のオリエ

ンテーリング大会では問題はありません。 

◆ タッチフリーのオンラインコントロールの稼働時間 

スマホのミニ USB（OTG）に SRR ドングルを接続する場合は外部バッテリーが接続できないことと、画面を表示させた

ままにする必要があるので、稼働時間がかなり短くなります。SRR ドングルに流れる電流は約５０ｍA です。 

★ZenfoneMax 黒色 約 22 時間稼働（スリープでは動作しないので、画面を表示したままにする） 

★ZenfoneMax 白色 約 20 時間稼働（スリープでは動作しないので、画面を表示したままにする） 

★Freetel REI 約 19 時間（スリープで動作可） 

★Freetel Priori4 約 30 時間（スリープで動作可） 
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4.3. RS232C-Bluetooth 変換器の設定 

オンラインコントロールに使用する RS232C-Bluetooth 変換器は EMIT 用と SI 用では設定が異なるので、設定が必要に

なる場合があります。設定には通信ソフトと COM ポートを持ったパソコン（USB-RS232C 変換器でも OK）を使用しま

す。ここでは設定の概要を説明しますが、詳しい内容はメーカの日新テクニカの説明書をダウンロードして確認してくだ

さい。 

◆ USB－RS232C 変換器 

USB-RS232C 変換器（USB-シリアルケーブル）は秋月電子などで購入できます。Windows10 では USB に接続すると

ドライバが自動的にインストールされると思います。接続後の COM ポート番号はデバイスマネージャで確認します。 

 

 

 

◆ RS232C-Bluetooth 変換器の接続 

RS232C-Bluetooth 変換器にバッテリーと USB-RS232C 変換器を接続します。電源の赤 LED が点灯し、Bluetooth の

青 LED が点滅します。設定時は DTE/DCE のスイッチを DCE 側にスライドしてください。（使用時は DTE） 

◆ RS232C-Bluetooth 変換器の設定方法 

設定には通信ソフトの Tera Term などを使用します。同等の機能を持っていれば他のソフトも使用できます。 

Tera Term の初期画面でシリアルを選択し、デバイスマネージャで確認した COM ポートを選択します。 

メニューの【設定】【シリアルポートで】で【ボーレート】を設定します。ここでは RS232C-Bluetooth 変換器の内部に

設定された値を選びます。SI は 4800bps/EMIT は 9600bps です。直前にどちらで使用したかを確認して設定しますが、

わからない時は 4800 と 9600 の両方を試してみましょう。AT コマンドを打ち込んで、OK が返って来たら PC からの設

定が可能です。 

 

 

 

 

ATI1 で設定内容が表示されます。SI と EMIT では赤枠が異なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設定は AT コマンドを入力します。SI を EMIT に設定するには下記を入力します。 

・ATK1（TWO STOP BIT）/ATL1（ボーレート 9600） 

ボーレートを変更した場合は、Tera Term のボーレート設定をやり直してください。 

EMIT 設定を SI に変更するには下記を入力します。 

・ATK0（ONE STOP BIT）/・ATL0（ボーレート 4800） 

最後に必ず ATI1 で設定内容を確認してください。 

 

 

 

SI EMIT 

http://www5d.biglobe.ne.jp/~tohba/Bluetooth-RS232.pdf
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-02746/
https://ja.osdn.net/projects/ttssh2/releases/
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第4章： 大会の運営 

1. 事前の準備 

1.1. 機材の確保（例） 

◆ カード 

分類 用途 個数例 カードの種類の決め方 

競技用 
事前申込み用 3００ ・カードの種類によって、記録できるコントロール数や、

パンチの反応速度が異なる。 

・マイカードの場合はカードの種類の把握が必要。場合に

よってはレンタルに切り替える。 

（カードの種類は番号でわかる） 

当日申込み用 30 

運営用 

当日朝のコントロールチェック用 １０ 

スタート予備（カード忘れ、故障） １０ 

受付予備（マイカード忘れ、故障） １０ 

◆ ステーション 

種類 用途 個数例  

コントロール 
コントロールに設置 ５０ 

複数設置の場合は＋する 

目安は 1 台でランナー３００名通過／１時間 

予備 ２ ラベルは未記入、朝のチェックで判明した故障対応 

チェック 

スタート用 ２ カードの動作チェック・出走者名のチェック 

受付用 １ マイカードチェック用 

パンチ見本用 １ パンチ見本には SI カードをぶら下げておく 

クリア 
スタート用 ２ 

カード動作チェックでＮＧの場合にクリア、それでも

ＮＧなら予備を使用 

計算センタ予備用 １  

スタート スタート用 ５ パンチングスタートの場合 

フィニッシュ フィニッシュ用 ３ 通常はパンチングフィニッシュにします 

メインステーション カード読取り他 ２ 計算センタで使用 

SI マスタ ステーションの時刻合わせ １  

◆ その他 

・service OFF カード、連結棒、clear backup カードなど 

・パンチ台、ピンパンチ（バックアップ用）、自立台、穴明治具 

 

1.2. 計算センタの運営内容を決める 

◆ パンチングスタートにするか 

スタート時刻が事前に決められているときには、通常はパンチングスタートにはしません。ただし運営側から見たパンチ

ングスタートのメリットは、運営側の都合や競技者のミスで正規のスタート時刻が守れない場合でも正常に成績計算が出

来ることです。 

◆ マイカードを使用可能にするか 

通常はマイカードを使用可にしますが、マイカードの扱いには注意が必要になります。一番重要なことは、マイカード内

のデータのクリアです。その他カードの固有番号の確認方法やラベルを貼付けるか、マイカード忘れの対応方法、マイカ

ードに記録できるコントロール数の問題はないか、などを検討します。 

◆ フィニッシュと計算センタが遠い場合 

フィニッシュ後の SI カードを速やかに計算センタが入手するような工夫が必要です。できる限りフィニッシュで SI カ

ードを読み取るようにしてください。 
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◆ 地図 

地図にはバックアップパンチ用の欄を設けておきます。 

◆ 当日のサービス 

通常は成績速報の印刷を行いますが、それに加えて表彰状やラップの印刷を行うかどうかを決めます。さらに大規模大会

では選手権クラスの中間計時、速報のリアルタイム表示、速報ボードへの成績の掲示や実況放送なども行うことを検討し

ます。サービスに応じて必要な機材・システム構成を検討します。 

◆ SI カードの選定 

カードに記録できるコントロール数はカードの種類によって異なります。カード５は３６、カード８は３０、カード９は

５０です。競技者が間違えてパンチした場合でもカードにはその番号が記録されるので、正常に記録できる数が少なくな

ってしまいます。したがって十分に余裕を持ったカードを選定する必要があります。必要に応じてパンチできる数を公表

します。 

◆ 計算センタシステムの構成例（サン・スーシ大会 2013/4/7 神奈川県中井町、パーク O） 

競技エリアと会場が徒歩で 10 分程度と離れていたので、インターネット経由のオンラインコントロールを使用しました。

またプロジェクタによるリアルタイム速報も行っています。（紙版の速報は掲示しない） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. SI ステーションの設定 

SI ステーションには、あらかじめ番号、役割と動作時間が設定されています。そのまま使用できる場合にはこれらの設

定は不要で、準備段階ではバックアップメモリのクリアと内部時計の時間合わせのみを行います。以下ポイントのみを記

述します。 

・SI ステーションの設定は最小限に！ 

・バックアップメモリのクリア 

・時計合わせ 

・動作時間の設定 

・設定の確認 

1.4. SI カードの準備 

◆ 大会に使用する SI カードの種類について 

SI カードの種類は、大会すべてで同じ種類である必要はありません。コントロール数の多いクラス（コース）のみにカー

ド 10 を割り当てるなど、同じクラスで同じ種類が割り当てられれば問題はありません。 

 

 

 

 

 

パンチングフィニッシュ 

オンラインコントロール 

計算センタ（会場内） 

カード読取り 

ラップ印刷 

サーバ 

当日受付入力 

 

プロジェクタ速報 
速報用 PC 

通信 用

PC 

DWR-PG 

SW 

HUB 

各 PC

へ 

 

3G 通信+ルー

タ 
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◆ SI カード用のラベルの作成と貼付け 

スタートリストが確定した時点で、SI カード用のラベルを作成して、SI カードに貼り付けます。ラベルの内容はスター

トナンバー、氏名、クラス、スタート時刻です。スタートナンバーは必須ですが、それ以外は任意です。 

ラベル印刷例：テプラの SR5900P/SP10 を使用して、テープの幅 12mm(黄色）に印刷します。 

貼り付けた後はスタートナンバー順に整理しておきます。整理用のスポンジなどを使用するのが便利です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ SI カード用のクリアとチェック 

SI カードには前回の競技データが残っているので、競技開始前にクリアする必要があります。レンタルカードとマイカ

ードの両方ともクリアが必要なので、スタート地区にクリアとチェックの両方のステーションを配置して、参加者が必ず

実行できるようなレイアウトを考えておきます。 

◆ SI カードの不具合チェック 

Mulka2 の操作中に SI カードの動作に少しでも異常があるときには、カードに印を付けて別のカードを使用します。ま

た外形やゴムバンド不良も交換します。 

◆ SI カードの動作確認 

入力されたカード番号が正しいかを、次の方法で検証します。Mulka2 を起動して、【メインウィンドウ】でイベントを 

選択し、【EMIT/SI】【SI カード読取り】【動作/登録確認】で SI カードを読み取り、SI カードラベルと画面表示が一致す

るかを確認します。 

 

2. 当日の運営 

2.1. 当日朝に行うこと（例） 

◆ コントロール確認関連 

コントロール確認者に SI カードとピンパンチ用の CC を渡します。コントロール確認者はすべてのステーションのパン

チとバックアップ用ピンパンチで CC にパンチします。コントロール確認担当が戻ってきたらカードを読取って担当者と

読み合わせて照合します。すべてのコントロールが確認できたら競技が開始可能になるので、競技責任者にその旨連絡し

ます。もしステーションの故障が見つかったときは、予備のステーションに識別番号を記入してから設定し、さらに SI

カードでパンチしてアクティブモードにしてから競技責任者に渡します。 

コントロール確認した SI カードを読み取る方法は下記の３つです。 

・プリントセットを使用 

・SIConfig plus を使用 

・Mulka2 を使用 

◆ スタート関連 

スタート担当へ予備の SI カード、チェック、クリア、スタート（パンチングスタートの場合）の各 SI ステーションを渡

します。計算センタ担当はスタートステーションの時計合わせ、チェックステーションのバックアップメモリのクリアを

渡す前にやります。スタート担当はスタート終了直後にはチェックステーションを計算センタに届けます。 

Mulka2 のクラウドを使用する場合は、スマホでの出走チェックが可能です。 

◆ 受付関連 

受付担当へ当日参加者用の SI カード、予備の SI カード、マイカード用のラベル、チェックステーション、クリアステー

ション、マイカード所有者のリスト（含 SI 番号）を渡します。 
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◆ 当日参加の対応 

当日参加者用は、あらかじめスタートリストに仮のスタートナンバーを登録しておきます。スタートナンバーを記入した

ラベルに、受付時にクラスとスタート時刻を記入します。スタート地区での確認はこのラベルで行

います。計算センタでは受付担当から当日受付者の情報を受取って、Mulka2 に入力します。 

◆ マイカードの対応 

マイカード所有者は受付に来るようにプログラム等に記述しておきます。受付ではマイカードを受け取って番号をリスト

と照合してラベルを貼りつけ、クリアとチェックを行ってから参加者に返します。番号の照合をやるので、マイカード所

有者が受付に必ず来るような仕掛けが必要です。マイカード忘れは予備カードで対応します。 

◆ フィニッシュ関連 

フィニッシュステーションの時計合わせを行います。またバックアップ用のビデオも設置します。 

2.2. トラブル対応 

SI システムでは事前の準備が非常に重要です。それをきちんとやっておけば、当日のトラブルはほとんど発生しません。

それでもトラブルが起きることを想定して、対応策をあらかじめ考えておきましょう。 

◆ SI カードの故障 

SI カードが競技中に故障することはめったにありませんが、万一発生した時は個別に対応します。競技者が正常にコー

スを回ってきたことが判明すれば、バックアップの計時（ビデオ等）で所要時間を決定します。 

◆ SI ステーションの故障 

故障が発生すると音と光が発生しないので、競技者はバックアップ用のピンパンチを行います。それを見て正解チェック

を行います。 

◆ SI カードに記録がないが、競技者はパンチしたと主張 

SI カードにパンチの記録がないが競技者がどうしても納得しない場合には、同一クラスの他の競技者のパンチ状況を確

認してみます。他の競技者が問題なくパンチしている場合には、音や光を確認していないので失格にします。同一クレー

ムが複数ある場合には別途可能性を検討します。なお、最終的にはステーションのバックアップ記録でも判断できます。 

2.3. 機材の整理 

・SI カードを整理し、問題がなくなった時点でカードのラベルをはがします。SI カードはラベルがはがれていることを

確認して、洗って乾かしてから返却します。 

・パンチ台の泥を洗い流して拭いてから返却します。 

・SI ステーションの設定を変えたときは原則としてもとに戻しておきます。 
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3. トラブルを起こさないために、トラブル事例など 

3.1. 大会の運営者が注意すること 

◆ SI ステーションの役割間違い 

コントロールに設置された SI ステーションがクリアに設定されていた例が日本でも実際に起きています。そのコントロ

ールまでのパンチデータが全て消去されてしまいました。最近の SI カードは高速にクリアされ、またステーションの反

応もコントロールの差込パンチと同じなので、競技者はパンチ時間が少し長いと感じるだけです。 

★ 起こさないための対策 

・設置前に SI ステーションを SI カードでパンチを行って、裏の液晶画面で確認する。 

・当日のコントロール確認でパンチした SI カードを読み取って確認を行う。 

★起こしてしまったとき 

・競技中に判明したときは、すぐに該当の SI ステーションを正常なものと交換します。 

・撤収後に SI ステーションのバックアップメモリを読み取って記録の復元が可能です。 

◆ 読取りステーションが動作しない 

最近、読取りステーションが動作しない例が増えています。Windows のアップデートなどが原因のようです。ほとんど

のケースはドライバの再インストールで解決できますので、最新のドライバをインストールしておいて、さらにドライバ

ファイルを PC にコピーしておいて下さい。 

◆ SI マスタの設定間違い 

SI マスタは連結棒でかざすだけで、SI ステーションの設定を変えることが出来るので便利ですが、一方で SI ステーシ

ョンが予期しない設定になってしまうことがあるので、使用の際は注意が必要になります。 

・例１：SI ステーションを全て５時間に設定していたが、時計合わせとバックアップメモリのクリアの際に SI マスタの 

動作時間が全 SI ステーションに設定されてしまって３時間設定に変わってしまった。 

・例２：SI マスタの Standard master mode を間違えて使用して、SI ステーションのデフォルト設定が適用されて、 

コントロール設定がクリア設定に変わってしまった。 

◆ SIAC の動作確認 

ある時期に購入した SIAC はバッテリーの問題を内在しています。新品でも突然バッテリーの電圧が低下して使用できな

いことがありますので、SIAC Battery test は事前と大会当日の朝に必ず行ってください。 

◆ SIAC が競技中に動作しなくなった 

SIAC がタッチフリーのコントロールで競技途中に反応しなくなったことが、今まで１件報告されています。その時でも

従来の差し込みパンチは可能なので、プログラム等で競技者に伝えておくことで競技不成立を防ぐことができる可能性が

あります。 

◆ SI カードの記録数に注意 

SI カードの記録数はカードの種類によって異なります。カード８は３０で最小です。いずれのカードを使用する場合で

もコントロール数を記録数以下にすることは当然ですが、余裕がない場合には、競技者に記録数を提示しておいて、それ

以上は反応しないことをプログラム等で公表する必要があります。マイカードは特に注意してください。 

◆ コントロール不通過による失格で競技者から自分は通過しているとクレームを受けた時の対応 

IOF の規定が変更になりました。２０ユーロを支払って

もらって、コントロールのバックアップメモリを読んで

エラーのないパンチがあった場合は失格を取り消しま

す。その場合は２０ユーロを競技者に返却します。タッ

チフリーは適用外です。 

このような変更の理由は、まれに【正常にパンチしても、

SI カードに正常に記録できない】ケースがあるためです。（日本では経験していませんが） 

◆ パンチ台にステーションをしっかりと固定して設置すること 

2019 年の全日本大会で、ステーションが飛んで紛失しました。養生テープなどでしっかりと固定してください。 

It is permitted for the organiser to read the backup from 

any control. A competitor can require the organiser to read 

the backup from a control, subject to a payment of 20 EUR 

(or the equivalent in local currency). If the control is found 

to contain a complete (non-error) punch; the competitor 

shall be recorded as having punched that control correctly 

and the fee will be returned; otherwise the fee shall be 

retained by the organiser. 
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3.2. 競技者が特に注意すること 

◆ スタートでのクリアとチェック 

SI カードには前の大会のデータが残っています。スタートでは確実にクリアし、クリアされているかをチェックしてく

ださい。 

◆ SIAC の動作の確認 

通常、会場かスタートに SIAC TEST ステーションが設置されているので、SIAC のタッチフリーパンチを確認してくだ

さい。 

◆ コントロールでのパンチを確実に行うこと 

差込パンチの時はステーションの光か音を確認してください。タッチフリーの場合はパンチ後に約３秒間光と音が発生し

ますので、これを確認してください。 

3.3. SI 機材の管理者が注意すること 

◆ SI 機材を貸し出す時は、貸し出し先とよくコンタクトをとること 

貸出先（大会運営者）が必ずしも SI を熟知しているとは限らないので、できるだけ負担を減らすようにしてください。 

特に SI ステーションンについては、必要に応じて設定をやってから貸し出してください。 

◆ SI ステーションの電池の状況確認 

SI-Config+でステーションを読み取ったときの電池バーの【緑→黄色→赤】を確認します。電圧が３V 以下の場合は交

換が必要です。2.6V 以下では動作しません。またバーの右の日付け（バッテリーの交換日）も参考にします。 

 

 

 

 

 

 

サン・スーシでは下記の目安で電池の交換を行っています。 

電池の残りが 20%以下/交換後４～５年経過/電圧が３.2V 以下 

◆ SI ステーションのその他のメンテナンス 

・ブザーの音が弱くなったら交換します。 

・ステーションの Default 設定は通常設定と同じにしておきます。 

◆ SI ステーションの封止不良 

最近 SI ステーションの封止不良によるステーション内部への浸水が２件発生しました。１件は新品のステーションで購

入してから数か月で発生、もう１件は筆者がバッテリーを交換して封止したものです。いずれもパンチ時刻が不正に記録

され、最終的には動作が停止しました。内部を分解すると、電子基板の電極間にエレクトロマイグレーションが確認でき、

基板の使用をやめました。雨の大会で使用した後には内部に水滴などがないかを確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ SIAC のメンテナンス 

SIAC のバッテリーテストは随時実施してください。NG の場合は SI 本社に交換を申し出るようにします。保証期間内な

ら無料です。 

 

水滴が確認された 
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第5章： タッチフリー 

1. タッチフリーの概要 

1.1. タッチフリーとは？ 

タッチフリーでは SI カードを SI ステーションに近づけるだけでコントロール番号とパンチ時刻が SI カードに記録され

ます。通常のコントロールに使用する BSF8 をタッチフリーのコントロールに使用することが可能です。したがって専用

の SI カードの SIAC(SI Active Card)を購入するだけで、タッチフリーを実現することが出来ます。ここでは主に BSF8

と SIAC の組み合わせでフット O 大会を行うことを前提として記述します。 

◆ SIAC（タッチフリー用の SI カード） 

 タッチフリー  穴パンチ用 SI カード（参考） 

 SIAC  SI-Card11 SI-Card10 

 

 

  

 

 

 

カード番号 8000000-

8999999 

 9000000-9999999 7000000-7999999 

バッテリー（寿命） 内蔵（4 年間以内）  内蔵 (30000 パンチ) なし 

コントロール記録数 128  128 128 

パンチ時間 60ms  60ms 60ms 

フィードバック 音と光  光 なし 

◆ SI ステーション 

 BSF8 BS11-LOOP BS11-BL BS11-BS Blue BS-11-BS Red 

用途 フット O フィニッシュ フィニッシュ MTBO/SKIO 
フット O 

MTBO/SKIO? 

形状 

BSF8  
   

Battery 

Charge 
不可 可能 (USB) 可能 (USB) 可能 (USB) 可能 (USB) 

反応範囲 50cm  3m 120cm 60cm 
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2. タッチフリー解説 

2.1. SIAC 

◆ SIAC の動作モード 

SIAC の動作モードは ON(Active)と OFF(Passive)があります。各モードの特徴を下記にまとめました。 

ON 状態はタッチフリーも差込パンチも可能な状態で、OFF 状態は差込パンチだけに使用できます。 

 

なおクリアステーションの番号を１に設定すると、SIAC はクリア時に音と光反応がないので、すぐにチェックステーシ

ョンパンチで ON にできます。 

2.2. タッチフリーに使用するステーション 

◆ SIAC 専用のステーション 

SIAC 専用のステーションは下記のものがあり、いずれも SPORTIdent Config Plus で設定が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

各ステーションの機能の概要を下記にまとめました。 

名称 機能概要 主な用途 

SIAC ON SIAC を強制的に ON にする。 テスト時や大会での使用前に ON にいておく 

SIAC OFF SIAC を強制的に OFF にする。 テスト時やフィニッシュでの OFF が出来ない時 

SIAC Battery test 内部バッテリーの電圧チェック メンテ時、大会の朝など 

SIAC Radio readout SIAC のデータを SRR Dongle に送信 SIAC 読み取りに使用 

SIAC TEST SIAC のタッチフリーの機能チェック スタート、パンチ試行 

◆ SIAC Battery test 

SIAC battery-test はパンチすると液晶画面に【OK】と電圧値が表示されるので、前面に液晶のある BSF8 を使用しま

す。大会の朝のチェックだけでなく、保管時もチェックすることをお勧めします。なお電源の ON/OFF は無関係にチェ

ックが可能です。チェックは３つのレベルがあり、OK/WARN/FAIL が表示されます。（WARN は 2.71V-2.44V/FAIL は

2.44V 以下） 

 

 ON（アクティブ） OFF（パッシブ） 

状態の説明 タッチフリー対応 タッチフリー非対応 

状態の判断 カードの先端の緑の LED 点滅（１０秒間隔） 緑の LED 点滅しない 

対応する SI ステーション タッチフリーステーション 

通常ステーション（差込パンチ） 

BSF8 タッチフリー設定 

通常ステーション（差込パンチ用） 

パンチ時の反応 SIAC が音と光を出す 

SI ステーションは反応しない 

SIAC が音と光を出す 

SI ステーションも音と光を出す 

状態への移行（ON⇔OFF） ON⇒OFF への移行 

・タッチフリーフィニッシュ 

・通常フィニッシュ（差込パンチ） 

・SIAC OFF（差込パンチ） 

・ON 状態で約 20 時間（パンチ*でリセット） 

*パンチ：差込み/タッチフリー 

OFF⇒ON への移行 

・クリア→チェック（差込パンチ） 

・SIAC ON（差込パンチ） 

・SIAC TEST（差込パンチ） 
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◆ SIAC TEST 

SIAC が ON の状態で、SIAC のタッチフリーの機能が正常に働いているかのチェックを行います。

SIAC のテストの履歴は SIAC には記録されません。SIAC TEST ステーションにも履歴が残りません。 

SIAC が OFF の状態で差し込みパンチを行うと、データの有無にかかわらず SIAC は ON になります。

SIAC TEST ステーションは使用後に必ず Service/OFF カードでスタンドバイに戻してください。 

SIAC TEST は SIAC を挿入して起動します。普通の SI カードを挿入しても起動しますが、パンチの

時に音と光のフィードバックはありません。 

次の用途があります。 

・大会でのタッチフリーパンチの試し 

大会会場で競技者がタッチフリーのパンチのやり方を自由に試すことができます。SIAC が ON の必要があります。 

・スタートでのタッチフリーテスト 

スタート枠内で競技者の SIAC の電源が ON になっているかのテストを行います。 

◆ タッチフリー用のコントロール 

BSF８を SPORTident ConfigPlus でタッチフリー用に設定して使用します。タッチフリーでは静的には SIAC をステー

ションから 50cm 以内に近づけると反応します。50cm は通過スピードが速くなると短くなります。ステーションは無

反応ですが、SIAC が約３秒間音と光を出すのでパンチできたことが分かります。 

BSF8 をタッチフリー用に設定しても、通常の差込パンチも可能です。したがって同じ大会でタッチフリーと通常のパン

チを混在させることが可能です。通常の SI カードのパンチはタッチフリーの妨げにはなりません。 

タッチフリーでは同時に複数の競技者がパンチしても動作するので、混雑対策は不要です。仮に複数のステーションを設

置する場合は、電波の範囲が重ならないようにしてください。 

◆ 走り抜けフィニッシュ（BS11-Loop Timing mode) 

BSF８をタッチフリーフィニッシュに設定して、パンチングフィニッシュを行うことができますが、パンチをしないで走

り抜けるフィニッシュには Loop アンテナ付きの BS11 を Timing Mode で使用します。アンテナは長さが６ｍあり、ど

こを通過しても安定して反応します。アンテナは６ｍですが、両側に１ｍ位の余裕を見るようにします。したがって、レ

ーンの幅は最大４ｍ位にするのがいいでしょう。アンテナの保護のために、サン・スーシでは特殊な保護治具を作成しま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ Timing mode と Punching mode 

・Timing mode：SIAC がステーションを通過するときにステーションから発信される電波が最大強度の時の時刻がパ

ンチ時刻になります。ただし SIAC の反応は電波のエリアを過ぎてから発生するので、反応が遅れたように感じますが、

実際にはループアンテナを超えた時の時刻が SI カードには記録されます。SI 社ではこの走り抜けの Timing mode での

精度向上をやっています。精度の数値は公表されていませんが、筆者が簡易に測定したところ、±0.2 秒以内に入ってい

ました。 

・Punching mode：SIAC がステーションを通過するときにステーションから発信される電波のエリアに入った時 SIAC

が反応を開始して、エリア外になると反応が終了します。SIAC には反応を開始した時刻が記録されます。BS11-BL は

Timing/Punching の両モードに対応していますが、BSF7/8 は Punching mode しか設定できません。 

 

ループアンテナ 
走り抜け 

BS11 本体 
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2.3. BS11-BL について 

◆ 設定方法 

タッチフリー用の大型ステーションの BS11-BL には Loop アンテナ付きとアンテナなしの２種類がありますが、設定方

法は同じです。BS11-BL に USB ケーブルで接続して SPORTident configplus のダイレクトモードで設定します。動作

モードとして、BC-Start / BC-Control / BC-Finish/SIAC TEST に設定可能です。 

◆ BS11-BL の電源 ON/OFF 

・BS11-BL は内部に充電式のバッテリーを持っています。バッテリーはミニ USB ケーブルで充電します。（チャージ完

了時は緑 LED 点灯） 

・電源 ON/OFF 方法は、BS11-BL の製造時期によって２種類あります。ある時期までは赤いボタンで ON/OFF します。

ON はボタンをポンと押して、OFF はボタンを長押ししてカウントダウンします。最近のものは表面の I/O の部分にマ

グネットをかざして電源を ON します。OFF するには、表面の I/O の部分にマグネットを長くかざします。 

・電源は設定した Operating time（普通は１２時間）を経過すると自動的に OFF になります。 

◆ BS11-BL の動作範囲 

BS11-BL の Punching mode の動作範囲は、SPEC 上は 3m になっていますが、実際に動作を確認してみると、静的に

は全方位 4-4.5m まで SIAC が反応しました。 

2.4. タッチフリー使用上の注意事項 

・競技者が競技途中で SIAC がフィニッシュに反応すると OFF になるので、コースはフィニッシュのそばを通らないよ

うに設定します。 

・強い電波のある場所には設置できません。（例として、筆者の家の電話の子機のそばは動作しません） 

・BSF8 のタッチフリーコントロールは通常の差込パンチで起動します。SIAC のタッチフリーパンチでは起動しません。 

・動作時間は通常の差込パンチでは更新されますが、SIAC のタッチフリーパンチでは更新されません。したがって動作

時間は十分に長い間隔を取る必要があります。SPORTident ConfigPlus ではデフォルトとして 12 時間を設定するよ

うになっています。 

・BSF8 のタッチフリー設定時は非常に大きな電力を消費します。使用後はただちに Service OFF カードを使用して OFF

状態にします。 

・競技終了後に SIAC の電源が On の場合は SIAC OFF ステーションで OFF にします。 

・タッチフリーと通常の差込パンチを併用する場合に、大型ステーションの BS11-BL をフィニッシュに使用するときは、

差込パンチ用のフィニッシュステーションが別に必要になります。ただし両方を設けると、SIAC を使用している競技

者が誤ってフィニッシュの差込パンチを行うことがあるので、あらかじめ走り抜けのことを競技者に徹底することが必

要です。 
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3. タッチフリーの大会の流れ 

◆ 使用機材例 

スプリント大会へのサン・スーシ機材の貸し出し例です。 

分類 内容（かっこ内は数） 

SI ステーション 

（赤字はタッチフリー設定） 

Control(40) 

Start(2)/ Finish(2)/ Clear(3)/ Check(3) 

SIAC TEST(2)/ SIAC ON(1)/ SIAC OFF(1)/ SIAC Battery Test(2) 

SI マスタ(1) 

読取りステーション(2) 

SI カード SIAC(250) 

その他 
Service/OFF カード(2)/ 連結棒(2) 

自立台(40)/ フラッグ(40)/ ピンパンチ(40) 

◆ タッチフリー機器の準備 

BSF8 をタッチフリー用の設定にします。レンタルの SIAC は Battery test ステーション（右の写

真）を使用して前日にバッテリーチェックを行います。フィニッシュ用の BS11-BL などはバッテ

リーのチャージを忘れずに行います。タッチフリーステーションの動作時間はタッチフリーのパン

チを行っても更新されないので、コントロール確認から競技終了まで稼働するように設定します。 

動作時間はデフォルトで 12 時間です。ステーションの時計合わせも必要です。 

◆ コントロール設置 

起動のためのパンチを行うまでは、スタンドバイモードになっているので、通常の大会と同じよう

に設置が可能です。当日の朝にコントロール確認のパンチでステーションを起動します。起動はタッチフリーではなく差

し込みパンチで行います。その後、タッチフリーステーションの動作を確認するために、全コントロールをタッチフリー

パンチします。 

◆ 会場で 

会場ではタッチフリーの操作の試し用に、SIAC TEST ステーションを設置しておきます。電源を ON にするためにクリ

アとチェックも必要です。会場に Battery test ステーションを用意しておいて、SIAC のマイカードを使用する競技者が

チェックできるようにしておきます。 

◆ スタート 

スタート枠に入る前にクリアとチェックを行います。チェックをパンチすると、SIAC が ON になって使用可能になりま

す。会場で SIAC が仮に ON になっていても、必ず実施してください。スタート地区にも SIAC TEST を設置して、競技

者がタッチフリーのテストを出来るようにしてください。パンチングスタートでは、タッチフリーでも通常の差し込みパ

ンチのどちらも可能です。 

◆ フィニッシュ 

フィニッシュをパンチすると SIAC は OFF になります。タッチフリーの場合は、BSF8 か BS11-BL を使用します。 

◆ SIAC の読み取り 

メインステーションを使う通常の読み取りも可能ですが、SIAC の読み取りに時間がかかる場合があります。SIAC 

readout と SRR dongle を使うと読み取り時間が短縮されます。（詳細は略） 

◆ ステーションの撤収 

競技が終了したら、速やかにステーションを撤収し、ステーションを Service/OFF カードでスタンドバイに戻します。

タッチフリーに設定したステーションは通常のステーションに比べて約１０倍の電力を必要とするので、電池の消耗を少

なくするためにも是非行ってください。 
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第6章： その他 

1. 大会のプログラムでの記述例 

1.1. 大会プログラムの記述例（差込パンチ） 

[通過証明・計時システム] 

SPORTIdent 社の電子パンチング計時システム（SI カード）を使用します。マイ SI カードの使用が可能です。 

 

[スタート] 

３分前の枠に入るときに役員の指示に従ってクリアとチェックを行なってください。クリアには数秒かかります。クリア

していない SI カードを使用した場合は、コースを正しく回ってきても失格になる可能性があります。クリアとチェック

は競技者の責任で行ってください。 

[パンチ方法] 

コントロール（右図参照）に着いたらステーション上部の番号を確認して、カードの先

端を SI ステーションの穴に差し込みます。パンチされた時には「ピッ！」という電子音

が鳴り、SI ステーションの赤いランプが点灯します。必ず電子音か光を確認してくださ

い。確認できない場合に、SI カードに通過記録が残らないのでご注意ください。複数の

ステーションが設置されているコントロールがありますが、どちらを使用してもかまい

ません。 

[パンチが確認できなかった場合] 

SI カードを SI ステーションに差しこんでから数秒待っても電子音も光も出ない場合は、

SI ステーションが故障している可能性があります。その場合は、コントロールに設置さ

れているピンパンチを使用して地図のリザーブ欄にパンチをしてください。 

[ミスパンチについて] 

途中で間違ったコントロールのパンチが記録されていても正しい順番で回ったことが確

認できれば完走と認めます。したがって、間違ったコントロールでパンチした場合でも

そのまま正しいコントロールに行ってパンチすればよいことになります。 

【例1】 7→8→9 と行くべきところ、8 を飛ばして 9 をパンチした（7→9）場合 

⇒8 に戻ってパンチし、再び 9 をパンチする。 

【例2】 7 の次に 8 に行くべきところを他のクラスのコントロール X でパンチした場合 

⇒8 に行ってパンチし、9 へ向かう。 

[SI カードの加工・紛失] 

レンタル SI カードへの加工、書き込み等は認められません。 

SI カードの紛失防止の目的でレンタル SI カードにゴムひもを取り付けることを認めます。（ゴムひもは各自で用意して

ください）レンタル SI カードを破損又は紛失した場合は実費を頂きます。競技中の SI カード破損又は紛失によりデータ

の読み取りが不可能となった場合、記録は失格となります。 

[パンチできる数] 

SI カードはコントロール記録数に下記の制限があります。不必要なパンチを行ってパンチ数が記録数を超える場合には

失格になります。（同一コントロールを複数回パンチした場合でもすべてのパンチが記録される可能性がありますので、

ご注意ください）マイカードの方はご自分の SI カード番号でカードの種類をご確認ください。レンタルカードはカード

9 またはカード 10 です。 

カード種類 カード番号 コントロール記録数 

カード 5 1-499999 36（通過時刻の記録は 30 まで） 

カード 8 2000000-2999999 30 

カード 9 1000000-1999999 50 

カード 10 7000000-7999999 128 

 

 

ステーション 

ピンパンチ 
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1.2. 大会プログラムの記述例（タッチフリー） 

[通過証明・計時システム] 

SPORTIdent 社のタッチフリー専用のカード（SIAC）を使用します。コントロール（右の写真）に

設置するステーションは従来と同じ穴の開いたステーションを使用します。 

[パンチ方法] 

タッチフリーでは SIAC をステーションから静的には 50cm 以内に近づけれ

ば、SIAC が光と音を約３秒間発生してパンチが完了します。通常の差込パン

チはステーションが音と光を発生するので、この点が大きく異なります。 

50cm は通過スピードが速くなると短くなります。 

何人かで同時にパンチしたときは、音が聞こえても、他人のパンチの音の場合

もあるので、自分の SIAC の音か光を確認するのが最も確実です。 

[反応がない場合] 

①SIAC をステーションに差込んでパンチを行ってください。 

②それでも反応しない場合はピンパンチでリザーブ欄にパンチし、フィニッシュ後に役員に申し出てください。 

[スタート前に] 

SIAC は電池を内蔵しています。その電池の電圧が低下すると、正常な動作ができません。レンタル SIAC

の場合は主催者が事前に電池のチェックを行いますが、マイ SIAC の場合には主催者が用意する Battery 

test ユニット（右図）でチェックを行ってください。OK が表示されれば競技に使用できます。 

会場とスタートでタッチフリーの試しが出来ます。 

[SIAC の電源 ON/OFF] 

SIAC は内蔵の電池の消耗を防ぐために保管状態では電池 OFF になっています。タッチフリーは ON 状

態でしか動作しません。SIAC はクリア後のチェックで ON になり、フィニッシュで OFF になります。ON 状態では、

SIAC 先端にある非常に小さな緑色の LED が 10 秒に１回光るので確認してください。電源ＯＮを確認するのは競技者の

責任です。 

競技途中でフィニッシュの近くは絶対に通らないでください。SIAC をいったん OFF 状態にしてしまうと、それ以降タッ

チフリーステーションは一切反応しなくなります。ただしこの場合でも穴のあるステーションの場合は、穴に差し込めば

タッチフリーではない従来の使用モードでパンチができます。競技者がフィニッシュの近くを通ったことが原因で SIAC

の電源が OFF になった場合、それに起因する事項については競技者の責任になります。 

[フィニッシュ] 

フィニッシュには、コントロールと同様のステーションを用いたパンチングフィニッシュと、走り抜けタイプのフィニッ

シュの２種類があります。SIAC が OFF の状態で走り抜けフィニッシュを通過した場合はフィニッシュ時間が記録でき

ないので失格になる可能性があります。 

[SIAC と GPS 時計]  

GPS 時計のアンテナが SIAC の感度を大きく低下させるので、SIAC と GPS 時計は同じ腕に取り付けないでください。

下記の写真はアームベルトを使った例ですが、指でも同じです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここが光る 

ピンパンチ 

ステーション 
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2. SI 機材のメインテナンス 

2.1. ステーションのバッテリーの交換 

各種のステーションのバッテリーは SI 本社に送って交換してもらうことができます。ただし費用と時間がかかりますの

で、バッテリーとシールの部材を購入して自分で交換することも可能です。またブザーは故障しやすいので、これも購入

して交換するのがいいでしょう。筆者は交換用の部材をストックしていて、すぐに交換できるようにしています。 

交換方法はこちらをご覧ください。 

◆ バッテリー交換後の処理 

SI ステーションのバッテリーを交換したときは、SPORTIdent Config Plus の【サービス】【新しいデバイスバッテリー】

を使用して、バッテリーの日付を更新しておきます。Capacity は BSF8:1000mAh/BSF7:2000mAh です。 

【サービス】通常の起動方法では表示されません。SPORTident ConfigPlus のショートカットのリンク先に 

【 --service】を追加して起動します。--の前のスペースを忘れずに。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 交換部品 

交換部品を SI 社から購入することが出来ますが、電池は最近（2018 年）断られました。 

電池：33320 Repair material / Battery lithium 1000 mAh / 1/2 AA 

シール：33331 Elastic O-ring seal BS8 

封止材：33341 Liquid SIlicone 

ブザー：33440 Repair material / Beeper 

◆ 参考 

交換時に使用するシリコン充填剤は、１回使用すると保存時に硬化して使用できないことがあります。筆者は国内で販売

している次のシール材を使用しています。 

バスコーク N（透明）：セメダイン社 

電池は国内でも購入できます。http://jp.rs-online.com/web/p/speciality-SIze-batteries/4364768/ 

 

2.2. その他のメインテナンス 

◆ SIAC の Battery test 

１か月に１回くらい、SIAC Battery test ステーションを使って SIAC のバッテリーのチェックを行ってください。 

◆ ブザーの交換 

SI ステーションの反応音が異常の場合にはブザーを交換します。 

ブザーはプリント基板上の赤枠の所にあります。交換手順は 

バッテリーの交換に準じますが、端子のプラスとマイナスを 

間違えないように注意してください。 

 

 

 

http://www5d.biglobe.ne.jp/~tohba/battery_exchange_instructions.pdf
http://jp.rs-online.com/web/p/speciality-size-batteries/4364768/
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3. サン・スーシの SI 機材 
サン・スーシで所有している SI 関連機材と組み立て方を紹介します。 

3.1. サン・スーシで所有している主な SI 機材 

分類 品名 数 備考 

SI カード 

カード９ 550 全て OMM 専用 

カード 10 450 100 個は OMM 専用（他にも貸出可） 

SIAC 300  

SI ステーション 

BSF8 196 60 個は OMM 専用 

BSF7  10 大型ステーション 

BSM8 SI マスタ 4 時計合わせ 

BSM7-D-USB 3 大型読取りステーション 

BSM8-D-USB 6 小型読取りステーション、通常使用 

オンラインコントロール 6 式 4 式は OMM 専用 

タッチフリー専用 

ステーション 

BS11-BS 4 Blue2, Red2 

BS11-BL 4  

BS11-Loop antenna 2  

その他 

テプラプリンタ 1  

フラッグ/ピンパンチ/パンチ台 多数  

自立台 41  

レシートプリンタ TM-P20 ２ ラップ印刷 58mm 

レシートプリンタ TM-T88V 1 演出用速報印刷 80mm 

3.2. パンチ台の種類と使用方法 

◆ パンチ台の組み立て 

パンチ台は左のように組み立てます。アルミステーの上部にはステーションのホルダと２つの穴があります。 

ピンパンチとフラッグには細い円柱が付いているので、これを穴に入れてぶら下げます。長時間設置状態の時など、 

必要に応じて養生テープで補強します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホルダの丸い先端にステーションの穴のあいている方を差し込んで、両手でパチンとしっかりと押し込みます。 

 

 

 

 

 

 

BSF8 ステーション 

ピンパンチ 

フラッグ 

アルミステー 

ホルダ 

押し込む 

差し込む 
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ステーションは横にずらすと外れやすいので、ほとんどのステーには、ずれ防止のストッパーが付けています。ステーシ

ョン装着後に左右に動かして、動かないことを確認します。ストッパーがない場合やステーションが動く場合は、裏から

養生テープで補強してください。（ガムテープは外した後でべたつくので、必ず養生テープを使ってください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステーションの取り外し方は、ホルダの端を広げてから上に外します。ちょっと力が要りますが、ステーションによって

は脱落防止のストッパーがあるので、横にずらさないでください。 

 

 

 

 

 

 

◆ オンラインコントロールの組み立て 

オンラインコントロールは左のように組み上げます。フラッグとピンパンチは後で取り付けます。アルミステーは通常の

ものを使用して、大型ステーションのホルダでステーションを固定します。弁当箱は固定用のアルミ金具の上に置きます。

ステーションの方向は【コードの出ている方】をステー側の【半円形に出ている方】を合わせてください。 

弁当箱は金具の上に載せて固定します。金具はアルミステーの穴にねじ止め出来ます。雨の侵入を避けるために、弁当箱

はコードの出口を下にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横に動かして確認 

横に広げる 

ずれ防止 

養生テープで補強する 

弁当箱 

大型ステーション 

コードの出口を下にする 

コードの出口を下にする 

【コードの出ている方】と 

【半円形に出ている方】を 

合わせる 

弁当箱はこの上に載せる 
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◆ 設置方法 

アルミステーの長さは 1m と 80cm の２種類があり、80cm は先端が黄色です。 

 

 

 

 

 

 

 

アルミの肉厚は 2mm と 3mm があります。（混じっています） 

 

設置は土の柔らかいところに直接刺しますが、固くて刺さらないところは、穴明治具で予備穴をあけるか、ポールをハン

マーで打ち込んでアルミステーをポールに固定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

舗装されたところには、自立台を使用します。アルミステーは先端の黄色(80cm)を使用してください。また使用時は肉

厚の 2mm のものを選んでください。 

台には水を入れると安定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヘッドの部分に横方向の力がかかると曲がってしまいます。アルミステーを土に差し込むときにはステーの中心に力がか

かるようにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポール 

穴明治具（下は引き抜くときに使う） 
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4. その他 

4.1. SI カードのベルトの種類 

SI カードを使用するときのベルトは下記の種類があって必要に応じて使い分けることができます。 

・指ベルト（ゴム、通常の仕様） 

・腕ベルト（ゴム、タッチフリー、OMM/LITE、ロゲイニングなど） 

・腕ベルト（タイベックス、一度装着すると外せない、OMM、ロゲイニングなど） 

4.2. SI ステーション保管時の並べ方（注意） 

SI ステーションの保管時は左のように穴が重ならないように並べてください。右のように穴を重ねると自動的にアクテ

ィブになって電池がすぐに切れることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. 機材の購入方法 

SI 機材は日本に代理店はありませんが、最近ドットコンパスの落合志保子さんが扱うようになりました。 

http://dotcompass.ocnk.net/ 

その他、SI 本社や各国の代理店にオーダすることが出来ます。筆者は SI 本社の他、USA/Canada/UK などにもオーダし

ました。 

なお OMM(Original Mauntain Marathon)に使用するタイベック製のリストバンドは UK しか扱っていません。 

http://www.sportident.co.uk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dotcompass.ocnk.net/
http://www.sportident.co.uk/
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第7章： 特殊な大会の運営 

ここでは SI＋Mulka2 でサポートしている特殊な大会について記述します。これらの大会の運営者だけではなく、このよ

うなことができることを知っていただくことで、知識の幅を広げることが出来ます。ぜひご一読ください。 

1. ２４時間ロゲイニング 
 

2017 年 7 月 15-16 日に第１回日本ロゲイニング大会が長野県で開催されました。初めて本格的な 24 時間競技に SI シ

ステムと Mulka2 で対応しました。この計測のやり方のポイントを備忘録として記述します。 

1.1. 大会の概要 

競技時間：24 時間、タイムオーバは-20 点/60 秒 

スタート：7 月 15 日 12:00:00→フィニッシュ：7 月 16 日 12:00:00 

競技：2-5 名/1 チーム、SI カードを全員が所持し、各メンバーはチーフのパンチの±1 分以内にパンチする 

1.2. 課題とやり方 

◆ 課題 

SI システムを使用して、計測ソフトに Mulka2 を使用することにしたが、次の３つの課題がありました。 

・Mulka2 のスコア処理では日をまたぐ場合の所要時間の計算ができない。 

・Mulka2 のクラス定義で競技時間の 24:00:00 が入力できない 

・Mulka2 では【各メンバーがチーフのパンチの±1 分以内にパンチする】の検証ができない（最新バージョンでは可能） 

◆ 所要時間の計算のやり方（概要） 

Mulka2 では日をまたぐ場合の所要時間の計算ができない理由は、SI カードを読み取ったときにフィニッシュ時刻がスタ

ート時刻より前になってしまって逆転するからです。スタートが 12:00:00 なので、例えばフィニッシュが 11:50:00 な

ら所要時間が-0:10:00 になってしまいます。SI カードのパンチデータは日付けが認識できますが Mulka2 ではそれを使

用していません。この対策として次の 3 つの方法が考えられます。 

★ステーションの時計を 12 時間進めて 7 月 15 日 12:00:00 を 7 月 16 日 0:00:00 に設定すると、フィニッシュ時刻

とスタート時刻の逆転がなくなります。このやり方は設定を間違えやすいので採用しませんでした。 

★オンラインフィニッシュを使って、フィニッシュ時刻を+24:00:00 した時刻として入力する。今回はこのやり方を採

用しました。 

★上記の他に人手入力でフィニッシュ時刻を+24:00:00 することが可能です。万一オンラインフィニッシュがうまくい

かない場合は人手での修正が可能です。 

◆ フィニッシュ時刻を+24:00:00 した時刻として入力するやり方 

クラウドサーバ経由のオンラインフィニッシュを使用して、オンラインフィニッシュのデータを Mulka2 の第 1 計時に

入れます。クラウド経由で第 1 計時なら 24:00:00 を越しても 25:00:00 などのフィニッシュ時刻入力が可能になりま

す。ただしオンラインフィニッシュ接続に使用するスマホをフィニッシュの前日から起動させておく必要があります。オ

ンラインフィニッシュのデータは第 1 計時に、フィニッシュ後にメインステーションで読み取った際にはフィニッシュ

のデータは第 2 計時に入ります。第 1・第 2 計時いずれにもデータがある場合は第 1 が優先になります。 

◆ クラス定義で競技時間の 24:00:00 が入力できない件の対応 

Mulka2 のクラス定義では競技時間の 24:00:00 が入力できなかったので、23:59:59 に設定しました。競技時間ぎりぎ

りにフィニッシュした場合や遅刻の減点は必要に応じて人手での修正をする必要があります。ただし実際の競技では該当

のチームはありませんでした。 

◆ 【各メンバーがチーフのパンチの±1 分以内にパンチする】の検証方法（Mulka2 の最新バージョンでは可能） 

マクロを作成して対応しました。具体的には Mulka2 から競技結果を CSV にファイル出力し、そのファイルを読み込ん

で処理を行います。 

マクロは下記からダウンロードできます。 

http://www5d.biglobe.ne.jp/~tohba/punch_interval.xlsm 
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PC1 PC2 

LAP Printer A4 Printer 

SI-Card Reader 

クラウド接続 
計測システム 

フィニッシュ 

ステーション 

Bluetooth-RS232C 

Android 

スマホ 

オンラインフィニッシュシステム 

Battery 

1.3. 計測システムの概要 

◆ ハードウエアレイアウト図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ Mulka2 をクラウドに接続して、クラウドサーバを使用 

・クラウドサーバ経由のオンラインフィニッシュを使用します。 

・フィニッシュデータは Mulka2 の第 1 計時に入れます。 

クラウド経由で第 1 計時なら 24:00:00 を越しても 25:00:00 などのフィニッシュ時刻入力が可能です。オンライン

コントロール接続に使用するスマホをフィニッシュの前日から起動させておく必要があります。仮に前日に起動を忘れ

ても、オンラインコントロール用の android アプリのオプション画面内に、初日の日付を設定するところがあるので

そこにスタート時刻の日付をセットすれば大丈夫です。 

・コントロールの時計は実時間に設定します。 

◆ Mulak2 のイベントマネージャでの設定 

・イベントデータ編集では【日をまたぐ大会】にチェックを入れます。 

・クラスの定義では競技時間を 23:59:59 に設定します。 

・（重要）フィニッシュ閉鎖時刻は記入しないでください。記入すると全員がＬＡＴＥになり成績が出ません。 

◆ Startlist.dat 

チーム全員の SI カードを読むために下記に設定します。 

・スタートナンバーの末尾 1：クラスは正規なもの、チーフの SI カード番号を登録、同行者にチーム全員を登録 

・スタートナンバーの末尾 2-4：クラスは架空のもの、各同行者個人の SI カード番号を登録 

1.4. 運営 

◆ 事前の準備 

通常のオリエンテーリング大会の準備との違いはありませんが、SI カードは記録できるパンチの数に余裕を取るために

SI カード１０を使用します。またクラウド接続やクラウド側でのオンラインフィニッシュの第１計時への設定などのシ

ミュレーションを行ってください。 

SI カードには番号と名前入りのラベルを作成してあらかじめ貼り付けておきます。 

◆ 現地での準備 

コントロールの稼働時間は１時間に設定し、設置前に時計合わせを行います。また予備の SI カードを使用して、番号が

正しいかの確認を行います。オンラインフィニッシュ用のスマホと電池は事前に充電しておきます。オンラインフィニッ

シュの設置に必ずダミーパンチでデータが Mulka2 に正常に入ってくるかの確認を行ってください。 

◆ 運営 

・SI カードは全部の競技者の分を読み取ってラップも全員分渡します。特に同一チームで得点が違っていないかを確認

してもらってください。違っている場合は必要に応じてチーフの得点の減点処理を行います。 

・速報はチーフのクラスのみ印刷します。 

・表彰式の前には各メンバーがチーフのパンチの±1 分以内にパンチ出来ているかの確認をおこないます。 

◆ 成績表の作成 

・Mulka2 はレッグ間の所要時間が２時間を超えるとラップを計算しないので、人手の計算が必要です。 

・Mulka2 は日をまたいだ場合のラップを計算しないので、人手の計算が必要です。 



第 7 章：特殊な大会の運営 

51 

 

2. 水見色トレラン（周回サポート・スコアとポイント処理） 
水見色トレランは毎年静岡市の高山市民の森で開催されています。Mulka2 の周回計測機能と SI タッチフリーを使用し

ます。2019 年から 20km のトレランクラスが新設されました。チームはスコアの周回処理、それ以外のクラスはポイン

ト処理を行います。１台の PC で２つの Mulka2 を起動して、１台のメインステーションで両方の SI カードを読み取り

ます。 

2.1. 概要 

◆ 競技概要 

種目 キッズ 個人 1 周 個人 20k チーム 

コース １周 1 周 水見色三昧 20k 周回 

スタート-ゴール閉鎖 9:45-10:45 9:45-10:45 9:30-14:00 10:00-14:00 

クラス 小学生 3,4 年 

小学生 5,6 年 

中学生 

男性 

女性 

39 歳以下男性/女性 

40-59 歳以下男性/女性 

60 歳以上男性/女性 

男性 1 位 

女性 1 位 

混合 1 位 

計測処理 ポイント処理 スコア周回処理 

 

◆ １周、周回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・前・後半とも回ると１周、中間で終了すると 0.5 周になります。 

・リレーは同じ周回数なら所要時間で順位を決めます。 

・タッチは SIAC（腕ベルト付）を次走者に渡して行います。 

 

 

 

 

 

・チームは競技時間内なら中間計時または周回計時後に競技を終了するか、さらに走るかの選択ができます。 

・チームは競技時間を超えたら中間計時または周回計時後に、競技を終了し計測場所に向かう必要があります。 

・チームは走るメンバーは任意です。（タッチせずに続けて走っても OK） 

 

 

 

 

 

スタート 中間 50 周回 100 
前半 後半 

計測へ 

終了 

タッチ 
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◆ 水見色三昧 20k 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・番号 150,200,50 の３か所で中間の計時を行い、番号 100 でフィニッシュ計時を行います。 

・50 と 100 は１周、周回と共用し、最後は１周、周回の後半と同じルートを走ります。 

2.2. 計測の詳細 

◆ 主な使用機材 

★BS-11BL（タッチフリー専用の大型ステーション） 

・計時用に４台使用します。ミニ USB で PC に接続して、ダイレクトモードで設定を行います。下記はコード番号５０

の設定です。ビーコンモードはタイムミングモードとパンチングモードが選択できますが、パンチングモードの方が、

競技者にパンチしたことが分かりやすいので、こちらに設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・電源のオン/オフのやり方はボタンタイプとマグネットタイプの２種類あります。特にマグネットタイプは分かりにく

いので、事前に方法を確認しておいてください。 

・スタート前に SIAC にパンチデータが記録されることを避けるために、電源をオンにする時刻を厳密に決める必要があ

します。これについては後述します。 

★BS-11BS（タッチフリー専用の小型ステーション） 

・SIAC TEST に設定して、受付で SIAC を渡したときの動作確認に使用します。 

★SIAC 

・全クラス SIAC を使います。指ベルトを腕ベルトに交換して使用します。 

 

 

 

 

関門 2 
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◆ 計測システムの構成 

★固定 IP アドレス、スイッチングハブで簡単な LAN を構築します。インターネット接続はやりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ スコアでの周回処理（チーム） 

★計測のやり方と周回処理 

・中間計時：コード番号 50（BCN50）/周回計時：コード番号 100（BCN100）で計測します。 

・パンチのパターンの例（S/F はパンチなし） 

チーム 0.5 周 

1 周 

1.5 周 

2 周 

(S)-50-(F) 

(S)-50-100-(F) 

(S)-50-100-50-(F) 

(S)-50-100-50-100-(F) 

★Mulka2 の設定 

・Mulka2 ではスコア処理を行います。 

・Score.dat の設定 

【0.5+】はパンチの数だけ 0.5 点が入るという意味になります。 

【,*,F,F・・・】は最後に得点したステーションのパンチ時刻をフィニッシュ時刻にします。 

コントロール ユニット 男子チーム 女子チーム 混合チーム 

50 50 0.5+ 0.5+ 0.5+ 

100 100 0.5+ 0.5+ 0.5+ 

 * F F F 

・Score.dat 以外は通常のスコアの設定と同じです。 

◆ ポイント処理（個人クラス） 

★計測のやり方 

・個人１周：中間計時（50）⇒周回計時（100、フィニッシュ） 

・個人 20km：水見色峠先（150）⇒水見色峠手前（200）⇒中間計時（５０）⇒周回計時（１００、フィニッシュ） 

★Mulka2 の設定 

 

 

 

・SI のパンチングフィニッシュの定義は通常は F ですが、ここでは 100 に設定します。 

◆ Mulka2 の使い方 

★使用するソフト 

・Mulka2：バージョンは Ver2.23 pre5 を使用します。このバージョンではスコア処理でスタート前のパンチを点数に

加算しない処理ができます。 

・MulkaTwinReader2.exe：スコアとポイントの両方を１つのメインステーションで読み取って、分配するためのソフト

です。ソフトは C:\Program Files (x86) \Mulka2 の中にあります。 

 

 

クラス コントロール１ コントロール２ コントロール 3 フィニッシュ 

個人１周 50   100 

個人 20km 150 200 50 100 

サーバ PC クライアント 

プリンタ 

ip110 

読取ステーション 

プリンタ 

ix6530 

記録証印刷 速報印刷他 
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★Mulka2 の使い方 

・ポイント処理とスコア処理の両方をサーバモードで起動し、各々標準ポートとポート 3001 を使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

・MulkaTwinReader2.exe を起動、フット O は【localhost】に、スコア O は【localhost:3001】に接続します。 

 

 

 

 

 

 

 

★完走証の印刷 

・ポイント（個人）とスコア（周回）で別々に設定して、同じ A5 横の用紙に印刷します。用紙の設定は A4 縦です。 

・用紙の例：【特厚口】A5 上質紙 110 キロ 国産（日本製紙 NPI 上質）400 枚 

・ポイント（個人）の場合はスタイルファイル【水見色トレラン個人記録証】を選択します。 

・【カテゴリー別順位】は、例えば個人 20km の総合順位を出したい場合に、カテゴリーを定義していると印刷できます。 

・【暫定の印刷】はフィニッシュ順に読込が出来ない場合に使います。オンラインフィニッシュなどを使って、あらかじ

め順位が決まる場合は不要なので、チェックを外します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・スコア（周回）の場合は【水見色周回用記録証】を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★表彰状 

・表彰状はあらかじめパワーポイントなどで作成して印刷しておいて、名前を人手で記入してもらいます。 

・用紙は【タカ印紙製品】の【OA 賞状用紙】【10-1160】を使用します。 

・パワーポイントの例はこちらから。 

http://www5d.biglobe.ne.jp/~tohba/prize.pptx
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★成績速報 

・スコア（周回）は専用のスタイルファイルを使用します。カテゴリーの順位を表示することも可能です。 

  

 

 

 

 

 

 

・ポイント（個人）の専用のスタイルファイルを使います。 

★スタイルファイルまとめ 

 
スタイルファイルの選択時の表

示 

スタイルファイル  

周回記録証 水見色トレラン周回記録証 PrintMizumiiroKirokuShuukai.xml/xsl  

個人記録証 水見色トレラン個人記録証 PrintMizumiiroKirokuPoint.xml/xsl  

成績速報（周回） 水見色周回リザルトリスト印刷 PrintMizumiiroResultListShuukai.xml/xsl  

成績速報（個人） 水見色個人リザルトリスト印刷 PrintMizumiiroResultListPoint.xml/xsl  

表彰状（周回） 水見色トレラン周回表彰状 PrintMizumiiroDiplomaSHuukai.xml/xsl 使用しない 

表彰状（個人） 水見色トレラン個人表彰状 PrintMizumiiroDiplomaPoint.xml/xsl 使用しない 

成績の CSV ファイル出力はデフォルトの表示【周回競技用結果データ一覧(CSV 形式)】を使用します。 

2.3. 運営手順 

◆ 前日までの準備 

・SIAC：ベルト交換/ラベルを貼付/Battery Check 

・BS-11BL の設定（BCN50/BCN100/BCN150/BCN200、稼働 12 時間、パンチングモード）/電源チャージ 

・BS-11BS（青）２台の設定（SIAC TEST）/電源チャージ 

◆ 大会当日 

★コントロール設置 

・関門２付近のコントロール 150,200 の設置、電源オン、動作テストを行います。 

持ち物は、BS11-BBL(2)/SIAC(2)/SIAC ON/SIAC OFF/短いポール(6)/ハンマー 

★受付 

・全 SIAC の Battery Test/クリアとチェックにより電源を ON にします。 

・競技者に対して SIAC の腕への装着、パンチ時の反応などの説明を行います。 

★会場 

・計測システムの設置 

・スタート枠の入口に SIAC TEST を設置して、SIAC の電源 ON と正常動作を確認します。反応のない場合はクリアと

チェックを行い、それでも NG の場合は予備の SIAC を使います。 

・BS-11BL（50/100）の電源は 9:45 以降（個人スタート後）すぐに ON にします。 

★計測 

・SIAC を読み込んで記録証を配布します。成績表の印刷と掲示を行います。表彰対象者の印刷をおこないます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄ポールを使った設置例 

参考（2019 年からの主な変更） 

・20km の追加に伴って、個人１周と２０ｋｍをポイント処理で行います。 

・BS-11BL のループアンテナと置台は使用をやめました。厳密な計測が不要なこと、機材を簡素化するためです。

設置は鉄ポールを使いました。 

・スタート枠のチェック・クリアの代わりに SIAC TEST を行います。Mulka2 の Ver2.23 pre5 から、スコア処

理でスタート時刻前のパンチデータが無視されたことによります。ただし、ポイント処理では無視されないの

で、会場のステーションの電源 ON の時間を厳密に管理する必要があります。 
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PC1（Server） 

カード読取

Reader 

Aterm MR04LN 
Day1 Finish 

Day2 Finish 

HUB 

PC2（Client） 

ラップ印刷 

成績印刷 

本部 

PC（Client） 

スマホ テザリングなど 

3. ＯＭＭ（複数日、ポイント・スコア混在） 
 

ＯＭＭ（Original Mountain Marathon）は 1968 年から毎年連続してイギリスで開催されていて、日本でも 2014 に伊

豆で第１回の大会が開催され、その後毎年継続して開催されています。さらに OMM JAPAN の登竜門としての OMM 

LITE/BIKE も開催されるようになりました。 

競技は Straight（ポイント O）と Score があり、両種目ともチームは２名で構成されます。1 日目は大会会場近辺からス

タートし、フィニッシュ後は指定の場所でキャンプ、２日目はキャンプ地近辺からスタートし、大会会場がフィニッシュ

になります。この間、必要な装備は全てバックパックに背負って行動します。2019 年の大会では、Straight は Elete/A/B

の３カテゴリー、Score は Long/Medium の２カテゴリーがあります。図に大会全体のレイアウトの例を示しました。

コントロールの識別番号は英字２文字です。 

3.1. Mulka2 の設定 

◆ 全パソコンの事前設定 

使用する全 PC に最新の Mulka2 のインストールと OMM 専用のスタイルファイルをコピーしておきます。必要に応じ

てドライバのインストールや SI 社のソフトのインストール、Mulka2 のライセンスファイルをインストールします。 

◆ 各日用のイベントデータ 

各日用のイベントとして、Score day1/Score day2/Straight day1/Straight day2 の４つを作成します。 

名称は OMM20xx Score day1 などに統一してください。イベントデータの作り方は下記を参考にしてください。 

http://www5d.biglobe.ne.jp/~tohba/OMM2017.zip 

3.2. 計測の概要 

計測の配置は、本部、１日目のフィニッシュ、２日目のフィニッシュの３つになります。 

◆ ＰＣなどの機器の構成（例） 

フィニッシュの構成は１日目と２日目で同じです。インターネット接続と複数 PC の LAN 接続が必要になりますが、LAN

は有線にすることを推奨します。理由は万一インターネット接続が切れた場合でも処理の継続が可能になるからです。

Aterm MR04LN はクレードルに有線 LAN ポートがあるので、それを HUB で各 PC に分配します。サーバの PC1 では

Mulka2 クラウドに接続します。本部ではインターネット経由で、フィニッシュのサーバに接続します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 処理の概要 

・１日目と２日目は単独の計測処理を行います。 

・２日間の総合成績は、１日目のデータ（確定済）と２日目のデータ（進行中）を使用して処理します。 

・各日とも計測用のサーバは通信機能でクラウドサーバに接続します。 

・各日とも本部（会場地区）でクラウドサーバに接続して、レースの進行状況を把握します。 

・レースの安全管理の目的でオンラインコントロールを設置して競技者の把握を行います。（本部） 

・オンラインスタートを行って、スタート時刻の入力を自動的に行います。（オプション） 
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3.3. 各日の計測処理 

◆ 各日のサーバの設定 

・サーバでは Mulka2 を２つ起動して、通信マネージャで Straight と Score の両方を起動します。 

・Straight は標準ポートの 2035 を使用し、Score はポート 3001 を使用します。ポート 3001 でうまくいかない時には

別の番号を使ってください。左が Straight、右が Score です。 

 

 

 

 

 

 

 

・Straight と Score の両方をクラウドに接続します。ライセンスは２つ必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 直接 LAN に接続されている他の PC の接続 

・通信マネージャを起動しクライアントモードでサーバの IP のアドレスを入力します。Score は【:3001】を追加。 

 

 

 

 

 

 

◆ クラウド経由での他の PC の接続 

・通信マネージャを起動しクライアントモードで【jp.mulka2.com】に接続してライセンス、PW を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

◆ SI カードを読取る PC での設定 

・C:Program Files(86)\Mulka2 の中にある MulkaTwinReader2.exe を起動して、 

フット O の【接続】をクリックして、【localhost】と入力して【OK】をクリックします。 

スコア O の【接続】をクリックして、【localhost:3001】と入力して【OK】をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

・SPORTident BSM7 を選択して、COM ポートを設定して【接続】をクリックします。 

・SI カードを読み取ると、自動的に Straight/Score のイベントにデータが入力されます。 
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◆ ラップ印刷の設定 

・Straight は【OMM Straight コード変換 58mm ラップ印刷】を使用します。 

Score は【OMM SCORE コード変換 58mm ラップ印刷】使用します。いずれもコード変換にチェックを入れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 遅刻者の時間加算 

・実際のスタート時刻からブロック指定の最終時刻を引いた分を所要時間から差し引いて加算します。ただし１分以内の

超過は加算しません。 

◆ リザルトリストの印刷 

・Straight は【OMM/LITEStraight リザルトリスト印刷】を使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・

Score は【ロゲ/OMM/スコア コード変換リザルトリスト印刷】を使用します。英２文字表示にチェックを入れると、

赤枠のようにコントロール識別記号が英２文字で表示されます。（下記は 2017 の例なので変換されないものがある） 
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3.4. オンラインコントロール 

従来のマニュアルではオンラインコントロールのスマホアプリに Straight の ID と１日目の PW を入れるやり方を紹介

していましたが、ここでは各イベントでの操作を共通にするやり方を提案します。 

◆ オンラインコントロールアプリでの設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ オンラインコントロールの設定 

・オンラインコントロールで使用するスマホの【中間ラジコン地点名称】と【Intermediate.dat】の名称との関連付けを

行います。関連付けはサーバの通信マネージャでクラウドに接続し、オンラインコントロールが動作している状態で行

います。 

・ブラウザで http://jp.mulka2.com/cloud/にアクセスし、各々のイベントの ID/PW でログインします。 

・【その他】の【オンラインコントロール接続】をクリックします。 

・【パスワード設定を表示】にチェックを入れて、アプリで設定した各コントロール共通のパスワードを入力します。 

 

 

 

 

・読み込み先を設定します。 

 

 

 

 

 

 

◆ オンラインコントロール通過の確認方法 

・競技者情報ウィンドウで【その他】をクリックして 

【ラジコン通過記録」を確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・全体的に確認するには Operations.log を適当な場所にコピーして競技者を検索します。 

 

 

 

項目 内容 

中間ラジコン地点名称 オンラインコントロールの番号を入力します。 

AU/BU/CU/DU 

クラウドユーザーID クラウドは使うけど、入力しない 

パスワード OMM2020 など任意に（各コントロール共通） 

サーバドメイン名 本番：jp.mulka2.com 

テスト：test.mulka2.com 

http://jp.mulka2.com/cloud/
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3.5. 総合成績処理 

◆ 総合処理の前に 

・１日目の処理を行ったシステムでエントリー情報（名前、クラス、カテゴリーなど）を Mulka2 のメインウィンドウで

変更している場合は１日目と２日目の Startlist.dat に変更をフィードバックしておきます。（重要） 

◆ Staright のデータ作成 

・Mulka2 のイベントマネージャの複数日イベント管理を起動、【新規作成】でイベントを作成し、大会名に【OMM JAPAN 

20XX Straight】を入力します。 

・複数日大会管理で【追加】をクリックして OMM JAPAN 20XX Straight day1 と OMM JAPAN 20XX Straight day2

のイベントを順に追加します。１日目の処理に使ったファイルを間違いなく指定してください。 

・両日のデータを取り込むと下記が表示されます。day1 の行をダブルクリックします。 

 

 

  

 

・詳細設定画面を表示し、【レース前】【複数日大会データをセットする】をクリックします。続いて day2 も行います。 

 

 

 

 

・Mutiday.dat が OK 表示になります。下方のエントリーリストの【表示/編集】をクリックします。これ以降の操作は、

総合成績のクラス別順位（男子 X 位、混合 X 位など）を表示するための設定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・【ファイル出力】をクリックして、ファイルを適当な場所に出力します。 

・出力された CSV ファイルに【カテゴリー１】の列を追加して、Category1:Day1 と同じ内容にします。 

 

 

 

 

 

・CSV ファイルを保存後に、【ファイル読み込み】をクリックして読み込みます。 

◆ Score 

・Score と Straight は【計算設定】以外はほとんど同じです。操作方法と画面は Straight を参考にしてください。 

・複数日大会管理画面で総合成績の【計算設定】をクリックして【Score の得点の合計】にチェックを入れてください。 
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◆ １日目のデータの取り込み 

・以下 Straight を記述していますが、Score も操作は同じです。 

・Day1 をダブルクリックして詳細画面を表示し、【レース後】を選択し【結果取り込み】をクリックします。 

 

 

 

 

 

・day2 をダブルクリックして、詳細画面を表示します。 

・【レース前】を選択し【複数日大会データをセットします】をクリックします。これで１日目のデータを２日目で参照

できるようになります。 

 

 

 

 

 

・イベントマネージャを終了してください。 

◆ 総合成績処理（大会２日目） 

・総合成績処理は Straight と Score 共通です。以下 Straight の操作を記述します。 

・メインウィンドウのメニューで【複数日処理】【総合成績印刷】を選択し、【OMM/汎用総合成績印刷】を選択します。

下記にチェックを入れて印刷します。 

 

 

 

 

・メインウィンドウのメニューで【複数日処理】【総合成績印刷】を選択し、【OMM/IMM 表彰対象者印刷】を選択します。 

・総合表彰者数と部門（男子など）表彰者数を入力して印刷します。 

 

 

 

 

 

3.6. 成績表の作成 

◆ 総合成績の作成 

・２日目の処理を行った PC のイベントマネージャの【複数日イベント処理】で該当のイベントを選択し、２日目のレー

ス後の結果取り込みを行います。 

・【複数日大会管理】の【ファイル出力】で【OMM 複数日リザルトリスト（CSV 形式)】でファイルを出力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・このファイルを使用してエクセルで元になる成績表を作成して PDF 化します。 

◆ 各日の成績の作成 

・Straight は各日のメインウィンドウで【OMM ストレート成績用(CSV 形式)】を、スコアは【OMM スコア成績用(CSV

形式)】を選択してファイルを出力して編集します。 
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3.7. 主な機材 

サン・スーシでは OMM 関連大会用に専用機材を用意しています。 

◆ SI ステーションと関連機材 

・コントロール、チェック、クリア、スタート、フィニッシュとオンラインコントロール用意します。コントロール識別

番号は英字で、対応して設定するコード番号は下記です。黄色の塗りつぶしはオンラインコントロールです。 

サン・スーシでは下記のOMM専用ステーションを用意しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ SI カード 

・OMM には SI カードを最大 650 個使用します。ベルトは通常の指タイプではなく１回しか使用できない特殊な腕ベル

トを使用します。OMM 大会向けには腕ベルトの交換が必要ですが、サン・スーシでは OMM 専用の SI カードを用意

しています。このカードはベルトを付けない状態で保管しています。大会では腕ベルト装着が必要です。 

・OMM 専用の SI カードには番号をラベルで貼っていて、これをそのままエントリー番号として使用します。 

 

・SI カード９ 

・OMM 専用 550 個（番号 001-550） 

 

・SI カード 10 

・OMM 専用 100 個（番号 551-650） 

 

・腕ベルトの購入先：SI 社の UK の販売店から購入します。 

https://www.sportident.co.uk/equipment/shop/item.php?id=11 

◆ 吊り下げ治具 

・コントロールはフラッグに SI ステーションを吊り下げます。サン・スーシでは OMM 専用に吊り下げのための機材を

用意しています。設置時には組み立てが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AA 101 BA 201 CA 301 DA 401 

AB 102 BB 202 CB 302 DB 402 

AC 103 BC 203 CC 303 DC 403 

AD 104 BD 204 CD 304 DD 404 

AE 105 BE 205 CE 305 DE 405 

AF 106 BF 206 CF 306 DF 406 

AG 107 BG 207 CG 307 DG 407 

AH 108 BH 208 CH 308 DH 408 

AJ 109 BJ 209 CJ 309 DJ 409 

AK 110 BK 210 CK 310 DK 410 

AL 111 BL 211 CL 311 DL 411 

AM 112 BM 212 CM 312 DM 412 

AN 113 BN 213 CN 313 DN 413 

AS 114 BS 214 CS 314 DS 414 

AU 115 BU 215 CU 315 DU 415 

AV 116 BV 216 CV 316 DV 416 

BSF8：60 個 

・ラベル：英字固定 

・稼働時間：１時間 

・コード番号：固定 

オンラインコントロール４セット 

・BSF7-D-RS232 

・Bluetooth-232C 変換器 

・スマホ（SIM 要のものあり） 

・専用バッテリー(2) 

・ケース 

https://www.sportident.co.uk/equipment/shop/item.php?id=11
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3.8. OMM LITE/BIKE および IMM の運営 

◆ 各競技の内容 

競技の内容をまとめました。(IMM：石井スポーツマウンテンマラソン）網掛けの部分が OMM JAPAN と異なっています。 

 OMM JAPAN OMM LITE/BIKE IMM 

競技日程 ２日間 ２日間 ２日間 

クラス Straight Elete 

Straight B 

Straight C 

Score Long 

Score Medium 

LITE（スコア、ラン） 

BIKE（スコア、自転車） 

スコアのみ 

レギュラースコア 

エントリースコア 

ストレートコンバインド 

チーム構成 ２名 ２～５名 ２名 

スタート ブロックスタート 一斉スタート 
スコア：一斉 

ストレート：タイムスタート 

パンチングスタート Score：〇／Straight：〇 × スコア：×／ストレート：〇 

オンラインコントロール 〇 × × 

表彰（各クラス） 総合 1～3 位 

女子 1 位 

混合 1 位 

総合 1～3 位 

女子 1 位 

混合 1 位 

1～3 位 

コントロール識別番号 AD,BK など AD,BK など AD,BK など 

SI カードベルト タイベックス製腕ベルト ゴム製腕ベルト タイベックス製腕ベルト 

◆ 計測システム（例） 

計測システムでは今のところオンラインコントロールがないので、インターネット接続は不要です。IMM の場合は Score

と Straight が混在するので、OMM JAPAN と同じように【MulkaTwinReader2.exe】の起動が必要です。 

◆ 処理の概要（OMM JAPAN と異なるところ） 

・IMM では女子や混合の表彰をやらないので、複数日処理での【カテゴリー１】定義が不要です。またカテゴリー用に用

意されている順位印刷もやらないように設定します。 

・IMM では OMM ロゴの印刷はやらないようにします。スタイルファイルで印刷の要否を選択できない場合は、OMM の

ロゴファイルを該当の Style フォルダから移動しておくと印刷されません。 

3.9. その他 

◆ Mulka2 スタイルファイル一覧 

選択時の表示 スタイルファイル 

OMM Straight コード変換 58m ラップ印刷 NewOMMPrintStraightLap58.xml/xsl 

OMM SCORE/LITE コード変換 58mm ラップ印刷 NewOMMprintScoreLap58.xml/xsl 

OMM/IMM Straight リザルトリスト印刷 OMMPrintStraightResultList.xml/xsl 

ロゲ/OMM/スコア コード変換リザルトリスト印刷 NewOMMPrintScoreResultList.xml/xsl 

OMM/汎用総合成績印刷 OMMPrintMultiDayResultList.xml/xsl 

OMM/IMM 表彰対象者印刷 OMMPrintMultiDayPrizeList.xml/xsl 

OMM 複数日リザルトリスト (CSV 形式) OMMExportCompetitorListCsv.xml/xsl 

OMM ストレート成績用(CSV 形式) OMMExportCompetitorResultcsv.xml/xsl 

OMM コード変換スコア成績用(CSV 形式) NewOMMExportCompetitorScoreResultcsv.xml/xsl 

OMM ロゴファイル OMMLogo.jpg 

◆ ライセンスファイル 

・OMM Straight：License00131 

・OMM Score：License00132 

 

 

 


