
１ ・Ｎ Ｓ ライブへようこそ 

西田式スピード指数ＬＩＶＥは、信頼のデータと先進の技術で 

クオリティーの高いオリジナルな競馬予想をサポートします。

２０年間にわたり、信頼を積み重ねてきた西田式

スピード指数に、新しいオンライン・コンテンツ

が誕生しました。 

西田式スピード指数ＬＩＶＥは 

オッズ、成績などの速報性を重視した設計に加え、 

なによりも使い勝手の良さがポイント。 

また、わかりやすいと人気の「指数ナビグラフ」

も搭載しています。 

メンテナンスフリーのオンラインサービスであり

ながら、ユーザー設定の自由度が高く、自分仕様

のデータベースを構築できます。 

ひとりひとりが競馬に立ち向かうための、 

強固でオリジナリティーの高いコンテンツ。 

ＷＩＮＤＯＷＳ７時代を先取りした先進技術で 

ユーザーの競馬予想をサポートする

競馬予想の最強ツール 

それが西田式スピード指数ＬＩＶＥです。 



２・ＮＳライブ導入の準備をします

①インストール（無料）
N.S.L IVEを利用するには、はじめにデータ閲覧用ソフトをインス
トールする必要があります。ソフトのダウンロード・インストー
ルは無料ですので、まずインストールしてお客様の環境で動作を
ご確認下さい。
※インストールの際は、N.S.LIVEの動作環境をご確認の上、ご
利用ください。
※お客様のパソコンの環境によりお時間を要する場合がございま
すので、予めご注意ください。

②入会する　価格：月額2,7５0円（税込）
N.S.L IVEは、有料のサービスです。入会のお支払い手続きが完了
しますと、入会した日からすぐにご利用いただけます。

③利用キー取得
入会手続きが完了後、「N.S .L IVE利用キーを取得」ボタンをクリ 
ック→「利用キーを設定する」ボタンをクリックすると、利用キ 
ーが自動的に設定され、N.S.L IVEが起動します。以上で、ご利用
いただく準備が整います。N.S.L IVEをどうぞお楽しみください。

※お支払いには、「楽天ペイ決済」がご利用いただけます。

〈楽天ペイ決済について〉

・楽天ペイ決済は、楽天会員の方が楽天グループ以外のサイトでも「あんし

ん」「簡単」「便利」に、お支払いをすることができるサービスです。

・楽天会員にご登録のクレジットカードを利用したお支払いが可能です。

また、楽天スーパーポイントの利用、購入金額に応じて獲得も出来ます。

・楽天会員ＩＤをお持ちで無い場合は、楽天会員登録(無料）を行うと、楽天会

員ＩＤとパスワードを入力するのみでご利用頂けます。

【ハードウェア環境】

N.S.L IVEは以下の基準を満たす端末で、動作いたします。

◎対応OS
Windows XP SP3、Windows Vista、Windows 7、Windows 8
※Windows 7は32bit版、64bit版に対応。XP、Vistaは32bit版のみ。

※Windows RTでは動作いたしません。

◎ブラウザ
Internet Explorer 7以上

◎CPU
最低　Pentium4 2GHzと同等の性能を持つCPU
推奨　Core 2 Duoシリーズと同等以上の性能を持つCPU

◎必要メモリ
最低512MB推奨　1024MB以上

◎ハードディスクドライブ
　　最低　200MB程度の空き容量
　　推奨　1GB以上の空き容量

◎ディスプレイ解像度
最低　1024×768
推奨解像度　1280×1024以上

◎ネットワーク
ブロードバンドの常時接続環境

ご利用手順 動作環境

http://www.rakuten.co.jp/myrakuten/help/


３ ・開催日のレースを選択する（1） 

前、当日レース選択画面 

① レース前日、またレースの当日に表示されるレース選択のトッ

プ画面です。

② 今週に開催される各場の特別レースを表示しています。

③ 右下の日付をクリックすると、その日の全レースのレース選択

画面に切り替わります。

レース選択画面

① レースの選択画面から、各レースの出馬表に入ります。

② 当日の馬場状態、天気なども合わせて表示します。

③ 確定したレースは、成績一覧にレース結果が表示されます。

② 
③ 

①



４ ・開催日のレースを選択する（2） 

開催変更情報画面 

■レース当日の出走取り消し、騎手の乗り替わり、出走時間の変更

など、変更情報を表示します。 

■騎手、負担重量の変更は、当日の出馬表に赤字で反映されます。 

■変更情報は、レース翌週にすべて削除されます。

過去レース日付選択画面 

① ２０００年以降のレースを日付順に表示しています。

② クリックすると該当の開催日のレース一覧を表示します。



５ ・特別レースの登録馬 

 

特別登録馬画面 

 
■次週の特別レースの一覧。 

■２週前登録のＧ１は、２週前に表示されます。 

■レース名をクリックすると、そのレースに登録したすべての馬

の出馬表を表示します。 

表示馬の絞り込み機能 

 
■特別レースの登録馬を、表示馬絞り込み機能を使って絞り込む

ことができます。 

■絞り込まれた馬たちだけの、出馬表を表示します。絞り込みは

ナビグラフなどにも反映されます。 

■事前の予想にお役立てください。 

 

 



６ ・出馬表の読み方 

 

■出馬表のグリーン地表示は過去３走内のベスト４指

数を、ピンク地はＸＹＺ馬を示しています。 

■先行指数上位は赤色の白抜き文字で、上がり指数上

位は青地に白抜き文字で表示しています。 

■ペース指数の黄色はスローペースを表しています。 

■タスクバーの「通常指数」は５５キロを通常指数と

して表していますが、「斤量調整」に切り替えると、今

回の負担重量で調整された指数を表示します。（ＸＹＺ

や平均指数ａｂｃｄなどのランクが一部変更になる場

合もあります） 

■馬番、馬名、印、単勝オッズ、複勝オッズ、馬齢、

性別、負担重量、展開指標、調整ＬＡＮＫ、平均ＬＡ

ＮＫ、着順、などの項目は各項目欄をクリックすると、

「昇順、降順」の並び替えができます。 

P13参照 

P11参照 

P14～15参照 

中央競馬での競走成

 

馬具の装着 

Ｂ：ブリンカ

ー 
Ａ当該レースの 

平均スピード指数 

Ｂ標準的なスピード指数 

ＡとＢの差 

芝の 

スローペース 
調整値 

 

 

ダートの 

スローペース 
調整値 

 

 

Ｃ前走の先行指数 
上位の平均値 

Ｄ標準先行指数 ＣとＤの差 

■出馬表画面の基本形です。 

 スピード指数 

ペース指数 
先行指数 

上がり指数 

P11参照 

P8 参照 



７ ・出馬表を使いこなす 

 

  
 
 
 

ポップアップ表示 

 

■タスクバーの「ポップアップＯＮ」状態の場合、カーソルを合

わせた位置で成績の詳細をポップアップ表示します。 

■タスクバーの「ポップアップＯＮ」状態の場合、馬名にカーソ

ルを合わせると、条件別の簡易成績が表示されます。 

■タスクバーの「ポップアップ０ＦＦ」状態の場合には、上記の

表示はされません。 

同一レースを表示 

 
■レースにカーソルを合わせると、同一レースを赤色の囲みで表示

し、対戦成績を出馬表上ですぐに比較できます。 

■馬名をクリックすると各馬の成績一覧に移動します。 

■騎手名にカーソルを合わせると、その騎手が騎乗したレースを赤

色の囲みで表示します。 

 

 



８ ・フォーカス機能を使う 

 
  

フォーカス機能 

 
■芝、ダート、スピード指数、距離、馬場状態、クラス、着順、着

差など、様々な条件を設定して、注目馬を絞り込んでいく機能です。 

■指数での絞り込みは１単位で可能です。 

■距離は１２００から１６００までという範囲指定も可能です。 

■フォーカス機能で絞り込んだデータは、ナビグラフにも反映され

ます。 

同名レースをクリックすると 

 
■同名レースをクリックするか、もしくはレース名をクリックす

ると、過去の同名レース結果が一覧で表示されます。 

■一覧のそれぞれの年度のレース名をクリックすると、各出馬表

に移動します。 

■配当はもちろん、スピード指数、通過順、人気、指数ランクな

ども表示でき、過去のレースの傾向を確認するのには最適です。 

 



９ ・指数強調モード、チェック馬機能 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

指数強調モード 

 
■出馬表のスピード指数だけを大きく表示、画面上でもわかりやすい

出馬表を工夫することができます。 
■オプション設定から、指数強調モードに設定してキーください。 

チェック馬表示機能 

 
■出馬表の馬名にカーソルをあわせ、右クリックすると、チェック機

能の画面がポップアップします。要注意馬など、好きな色でチェック

してください。 
■チェック馬の解除は指定馬にカーソルを合わせ、右クリックでポッ

プアップした画面の開示ボタンでできます。 



１ ０ ・クイックレース選択 

 

  

  
 
 

クイックレース選択 

 
■左肩、白抜き文字になったレース番号をクリックすると、当日

のレースの一覧が、透過モードで表示されます。いちいち出馬表

選択にもどらなくても、次のレースをすぐに選択できます。 



１ １ ・競走成績、適性画面 

 

適性画面 

 
■出走各馬の、距離適性、コース適性などを比較できる画面です。 

■各カテゴリーの最高指数、連対率も合わせて表示しています。 

 

成績画面 

 
■レースが確定すると、成績が表示されます。 

■成績欄のスピード指数（ペース、先行、上がり指数を含む）は、

レースが確定しても表示されません。通常、馬場指数が確定する火

曜日に表示されます。 

■ラップは基準タイムをもとにグラフ化しています。赤は速く、青

色は基準より遅いことを表しています。 

 



１ ２ ・競走馬成績を検証する 

 

  
 
 
 

競走馬（戦歴）画面 

 
■各競走馬ごとに、過去の戦績をスピード指数とともに表示しま

す。 

■スピード指数（ペース、先行、上がり指数ともに）は５５キロ

の負担重量で統一されています。 

■右上のグラフは直近４レースのレース条件、スピード指数、上

がり指数、ペース指数をグラフ化しています。 

 

競走馬（分析）画面 

 
■レースの条件別に、成績を整理しています。 

 



１ ３ ・ナビグラフを使う 

 
 
 
 
 

ナビグラフ画面１ 
 

■出馬表と同時に全出走馬の過去２走分をナビグラフ上に表示し

ます。 

■フォーカス機能を使って絞り込みされた場合は、該当の馬だけ

を表示します。 

■ナビグラフでは全馬の過去２走を表示していますが、（芝戦では

芝のみ、ダート戦はダートのみ）の過去５走中の指数上位馬だけ

を追加表示するため、「３―５走のベスト５を表示」機能を備えて

います。 

 

ナビグラフ画面２ 
 

■左の出馬表画面の馬名をクリックすると、その馬の過去５走の

ポジションがナビグラフ上に表示されます。 

 



１ ４ ・充実したオッズ表示（1） 

 

オッズ（確定）画面 

 
■締め切り前は、オッズを取得した（時刻）が表示されていますが、

投票締め切り後は（最終）の表示がされ、最終オッズが表示されま

す。レース確定後は（確定）の表示に変わります。 

■参考画像は、馬連のオッズをすべて表示させた画面です。 

■枠連、馬連、馬単、ワイド、３連単、３連複など、すべてのオッ

ズを、ほぼリアルタイムで、自動的に更新します。 

■オッズの表示は馬番順、人気順も自由に選択できます。 

■印欄に印を打つと、その該当馬だけに絞って表示します。 

 

オッズ（馬毎）画面 

 
■表示馬選択から１頭を選ぶか、出馬表の単勝オッズをクリックす

ると、その馬が関係するすべてのオッズが１画面上に表示されます。

■他の馬に印が打ってある場合、「印馬のみ表示」ボタンを押すと、

その印馬だけを対象にしたオッズが表示されます。使いやすさを最

優先した構成になっています。 

 



１ ５ ・充実したオッズ表示（2） 

 
 
 
 
 

オッズ（３連単）画面 

 
■４８９０通り以上もある３連単のオッズもすべて表示します。 

■１着流し、２着流し、３着流し、１頭軸、２頭軸、ボックス、イ

ンフォメーションなど、すべての方式に対応しています。 

 

オッズ（３連単）画面 

 
■出馬表に印がある場合、自動的に軸馬と相手を読み込んで、オッ

ズを表示します。 

■人気順に表示させることもでき、そのときの買い目数に対する配

当率もパーセントで表示しています。 



１ ６ ・騎手を調べる 

 

 
 
 
 

騎手成績ランキング 

 
■各騎手の成績を、勝利数でランキングしたデータです。 

■年度、芝、ダート、重賞、指数ランク、競馬場、距離、人気、ロ

ーテーション別に表示できます。 

■成績欄のパーセント表示は連対率を、その右の数値は単勝回収率

を表しています。 

■重賞成績欄をクリックすると、騎乗したすべての重賞名とともに

成績が表示されます。 

 

個別騎手成績 

 
■各騎手の成績を、年度、芝、ダート、重賞、指数ランク、競馬

場、距離、人気、ローテーション別に表示します。 

■成績欄のパーセント表示は連対率を、その右の数値は単勝回収

率を表しています。 

 



１ ７ ・調教師を調べる 

 

 
 
 
 

調教師成績ランキング 

 
■各調教師の成績を、勝利数でランキングしたデータです。 

■年度、芝、ダート、重賞、指数ランク、競馬場、距離、人気、ロ

ーテーション別に表示できます。 

■成績欄のパーセント表示は連対率を、その右の数値は単勝回収率

を表しています。 

■重賞成績欄をクリックすると、各調教師が管理する競走馬が出走

したすべての重賞名とともに、成績が表示されます。 

個別調教師成績 

 
■各調教師の成績を、年度、芝、ダート、重賞、指数ランク、競

馬場、距離、人気、ローテーション別に表示します。 

■成績欄のパーセント表示は連対率を、その右の数値は単勝回収

率を表しています。 

 



１ ８ ・検索も簡単、自由自在（1） 

 
 
 
 
 

クイック検索画面 

 
■クイック検索を使うと 常時、「競走馬、騎手、レース名」で検

索ができます。１文字入力でもその文字を含むすべての項目を検

索、表示します。該当する項目は多くなり、多少時間がかかります。

表示は別窓に２５件単位で表示されます。 

 

競走馬（検索）画面 

 
■馬名、父名、母名、母父名など、入力できるすべての項目から、

競走馬の検索が可能です。 

■先頭一致方式で検索でき、最低２文字以上の入力が必要です。 

■検索対象は２０００年以降、中央競馬で出走履歴がある馬に限っ

ています。 

■検索後、並び替えもできます。 

 



１ ９ ・検索も簡単、自由自在（2） 

 
 
 
 
 

競走馬スピード指数ランキング画面 

 
■過去１年、芝、ダート別に指数上位馬のランクキングを表示しま

す。 

■５着以内の馬を対象にしています。 

 



２ ０ ・払い戻しと結果 

  

成績・払戻し画面 

 
■競馬場ごとに、その日の成績、払い戻しを、確定したレースから

1着から５着までを速報、一覧形式で表示します。 

■指数のランクも表示されます。 

■人気、通過順は、成績が確定しても、すぐには表示されません。 

 



２１・出馬表の印刷

出馬表の印刷

①　レース選択画面右下の「出馬表印刷」をクリックすると、
②　「印刷レース選択」ダイアログボックスが開きます。
③　レース番号をクリックして印刷したいレースを選択します。
　　競馬場名をクリックすると、全てのレースが選択されます。
④　「出馬表印刷」ボタンをクリックすると印刷が開始されます。

①

②

④

③



２２・設定で自分専用ツールに（2）

オプション設定（指数色）画面

■出馬表に表示するスピード指数、先行指数、上がり指数などの文

字の色を自由に設定できます。

■地色を左クリックするとパレットがポップアップします。

オプション設定（スピード指数）画面

■自分の好みに合わせて、設定を変更することが出来ます。

■出馬表は過去１５走まで表示が可能です。

■指数強調モードは、スピード指数を大きな文字で表示する機能

です。



２３・設定で自分専用ツールに（2）

オプション設定（印）画面

■出馬表などに表示させる「予想印」を設定します。「予想印」は

自由に設定、変更することができます。

■「予想印」は順位付けされた順位で、オッズ表示などに反映さ

れます。



２４・著作権、利用規約など　

月曜日 17時 特別登録馬、騎手、調教師データ

火曜日 14時
成績(スピード指数)、競走馬ランキング、

騎手、調教師ランキング・集計データ

木曜日 17時 土・日曜日分の出走馬名表(馬番なし)

金曜日 13時
土曜日分(前日発売の日曜日レース含む)の

出馬表(馬番確定)

土曜日 13時 日曜日分の出馬表(馬番確定)

速報データ

(随時)

天候・馬場状態、オッズ、馬体重、

レース結果、払い戻し、発走時刻変更、

騎手変更、出走取消

データ更新スケジュール

データ更新スケジュールは以下の通りです。

変則開催などの場合は、更新スケジュールも変わります。

ご了解ください。



著作権について

■西田式スピード指数に係わる著作権およびその他一切の知的財

産権は、西田和彦と当社に帰属します。 

■データはＪＲＡの商用データをもとに作成しています。ＪＲＡと

の契約、並びに著作権の関係で、地方競馬、海外の競走成績は表示

できません。あしからずご了解ください。 

■右肩のバージョン番号をクリックすると、各種情報にアクセスで

きます。 

利用規約について

□サービス名

西田式スピード指数LIVE

□サービス提供者

ライトニックス株式会社

□内容

中央競馬情報・予想情報配信

□料金

月額 2,750円(税込）

□ご利用期間

お申し込みいただいた日からご利用になれますが、ご利用料金は月

（月初～月末）を単位として計算します。月の途中でサービスをお

申し込みいただいた場合も、当該月１か月分の料金がかかりますの

でご了承ください。利用契約を解除し、利用を停止する際は月末ま

でにご自身で停止手続きを行ってください。月末までに利用停止手

続きがなければ、自動的に翌月分の料金が課金されますのでご注意

ください。月の途中で利用停止手続きを行った場合でも、その月の

月末までの料金がかかります（日割り計算は行いません）。

なお、上記にかかわらず、サービスの提供が終了した場合、ご利用

期間も同時に終了とさせていただきます。

利用規約の詳細は、本ソフトの利用規約をお読みください。    

２５・著作権、利用規約など
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