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(57)【要約】
【課題】多様性のあるコースであってユーザの意思が反
映されたコースを呈示することができるようにする。
【解決手段】スタート地点５０１からゴール地点５０２
までの３．４５ｋｍ（０．４５＋２．５５＋０．４５＝
３．４５）を会員５０３がランニングした後、リスト端
末でＯＫ操作を行うと、このスタート地点５０１からゴ
ール地点５０２までの３．４５ｋｍからなるコースが当
該会員５０３のマイコースとして登録される。また、会
員５０３がスタート地点を０．４５ｋｍ短縮した補正ス
タート地点５０４を指定すると、補正スタート地点５０
４からゴール地点５０２までの３ｋｍのコースが作成さ
れ、登録される。会員５０３がゴール地点も０．４５ｋ
ｍ短縮した補正ゴール地点５０５を指定すると、補正ス
タート地点５０４から補正ゴール地点５０５までの２．
５５ｋｍのコースが作成され、登録される。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　会員制ＳＮＳにおけるコース作成支援装置であって、
　前記会員が運動を行うコースを作成する際の作成条件を取得する取得手段と、
　前記取得手段により取得された作成条件に基づき、前記コースの構成要素を特定する特
定手段と、
　前記特定手段により特定された構成要素を含むように前記コースを作成する作成手段と
、
　前記作成手段により作成されたコースを記録する記録手段と
を備えることを特徴とするコース作成支援装置。
【請求項２】
　前記取得手段は、前記コースのスタート地点とゴール地点とを前記作成条件として取得
し、
　前記特定手段は、前記スタート地点からゴール地点までの移動軌跡を特定し、
　前記作成手段は、前記スタート地点からゴール地点までの移動軌跡を含むようにコース
を作成することを特徴とする請求項１記載のコース作成支援装置。
【請求項３】
　前記取得手段は、前記コースのスタート地点とゴール地点とを前記作成条件として取得
し、
　前記特定手段は、前記スタート地点からゴール地点までの移動軌跡を特定し、
　前記作成手段は、前記スタート地点からゴール地点までであって、前記移動軌跡とは異
なる経路からなる複数のコースを作成することを特徴とする請求項１記載のコース作成支
援装置。
【請求項４】
　前記取得手段は、前記コースが含まれるエリアを前記作成条件として取得し、
　前記特定手段は、前記エリア内において周回可能なコースを特定し、
　前記作成手段は、前記エリア内であって周回のコースを作成することを特徴とする請求
項１記載のコース作成支援装置。
【請求項５】
　前記取得手段は、ランドマークを前記作成条件として取得し、
　前記特定手段は、前記ランドマークを囲繞するエリアを特定し、
　前記作成手段は、前記エリア内であって前記ランドマークを囲繞する周回のコースを作
成することを特徴とする請求項１記載のコース作成支援装置。
【請求項６】
　前記取得手段は、前記コースの距離とエリアとを前記作成条件として取得し、
　前記特定手段は、前記エリア内において前記距離が確保されるコースを特定し、
　前記作成手段は、前記エリア内であって前記距離が確保された複数のコースを作成する
ことを特徴とする請求項１記載のコース作成支援装置。
【請求項７】
　前記取得手段は、複数のランドマークを前記作成条件として取得し、
　前記特定手段は、前記複数のランドマークの順序を特定し、
　前記作成手段は、前記複数のランドマークを前記順序で巡るコースを作成することを特
徴とする請求項１記載のコース作成支援装置。
【請求項８】
　前記取得手段は、時間優先モードと距離優先モードとを選択的に前記作成条件として取
得し、
　前記特定手段は、所定の距離に対応するコース、又は所定の所要時間に対応するコース
を特定し、
　前記作成手段は、前記時間優先モードの状態では所定の距離に対応するコースを作成し
、前記距離優先モードの状態では所定の時間に対応するコースを作成することを特徴とす
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る請求項１記載のコース作成支援装置。
【請求項９】
　前記作成手段により作成されたコースを補正する補正手段を備えることを特徴とする請
求項１乃至８記載のコース作成支援装置。
【請求項１０】
　前記補正手段には、コースの経路を補正する経路補正手段、所要時間を補正する時間補
正手段、距離を補正する距離補正手段の少なくとも一つが含まれることを特徴とする請求
項９記載のコース作成支援装置。
【請求項１１】
　前記記録手段は、前記補正手段により補正されたコースを記録することを特徴とする請
求項９又は１０記載のコース作成支援装置。
【請求項１２】
　会員制ＳＮＳにおけるコース作成支援装置が有するコンピュータを、
　前記会員が運動を行うコースを作成する際の作成条件を取得する取得手段と、
　前記取得手段により取得された作成条件に基づき、前記コースの構成要素を特定する特
定手段と、
　前記特定手段により特定された構成要素を含むように前記コースを作成する作成手段と
して機能させることを特徴とする前記コンピュータ読み取り可能なプログラム。
【請求項１３】
　会員制ＳＮＳにおけるコース作成支援方法であって、
　前記会員が運動を行うコースを作成する際の作成条件を取得する取得ステップと、
　前記取得ステップにより取得された作成条件に基づき、前記コースの構成要素を特定す
る特定ステップと、
　前記特定ステップで特定された構成要素を含むように前記コースを作成する作成ステッ
プと
を含むことを特徴とするコース作成支援方法。
【請求項１４】
　ネットワークを介して接続される端末とサーバーとで構成されるコース作成支援システ
ムであって、
　前記端末は、
　コースを作成する際の作成条件を送信する送信手段を備え、
　前記サーバーは、
　前記送信手段により送信された前記作成条件を受信する受信手段と、
　前記受信手段により受信された作成条件に基づき、前記コースの構成要素を特定する特
定手段と、
　前記特定手段により特定された構成要素を含むようにコースを作成する作成手段と
を備えることを特徴とするコース作成支援システム。
【請求項１５】
　前記サーバーは、会員制ＳＮＳプログラムを記憶し、
　前記端末は、会員端末であって、前記サーバーと接続して前記ＳＮＳプログラムとの間
で、前記コースの作成条件並びに前記コースの構成要素を交換するＳＮＳ対応プログラム
を記憶することを特徴とする請求項１４記載のコース作成支援システム。
【請求項１６】
　前記端末は、腕に装着可能なリスト端末であり、前記コースを作成する際に作成条件と
すべき情報を取得する取得手段を備えることを特徴とする請求項１５記載のコース作成支
援システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コースの作成を支援するコース作成支援装置並びにプログラム、コース作成
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支援方法及びコース作成支援システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来におけるコースの作成支援装置として、下記特許文献１に開示された技術が知られ
ている。この技術にあっては、パソコン上でプログラムが実行されることにより、習慣コ
ース生成部、情報取得部、コース検索部、表示生成部が設けられる。そして、情報取得部
が取得した状態情報および環境情報に基づいて、習慣コース生成部が所定の基準でユーザ
の習慣コースを生成する。コース検索部は、情報取得部がユーザの要求を取得すると、ジ
ョギングコースＤＢ（database）が記憶しているジョギングコースの中から、習慣コース
に最も近似するジョギングコースを検索する。表示生成部は、検索したジョギングコース
を表示する画像を生成してユーザに提示する。これにより、ユーザは日常的に行っている
ジョギングに近似するジョギングコースを取得することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－１２０７１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このように、前述の従来技術は、ユーザが日常的に行っているジョギングに近似するジ
ョギングコースを、ジョギングコースＤＢに記憶されている既成のジョギングコースの中
から選択して表示により呈示するものである。したがって、呈示されるコースはユーザが
日常的に行っているジョギングに近似するジョギングコースに限定されることとなる。し
かも、ジョギングコースＤＢに予め記憶されている既成のコースを選択して呈示するので
あるから、呈示されるコースに多様性はない。また、ユーザの意思が反映されたものでは
ない。
【０００５】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、多様性のあるコースであってユーザの意思
が反映されたコースを呈示することのできるコース作成支援装置並びにプログラム、コー
ス作成支援方法及びコース作成支援システムを提供すること目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を解決するために本発明は、会員制ＳＮＳにおけるコース作成支援装置であっ
て、前記会員が運動を行うコースを作成する際の作成条件を取得する取得手段と、前記取
得手段により取得された作成条件に基づき、前記コースの構成要素を特定する特定手段と
、前記特定手段により特定された構成要素を含むように前記コースを作成する作成手段と
、前記作成手段により作成されたコースを記録する記録手段とを備えることを特徴とする
コース作成支援装置を提供する。
【０００７】
　また、本発明は、会員制ＳＮＳにおけるコース作成支援装置が有するコンピュータを、
前記会員が運動を行うコースを作成する際の作成条件を取得する取得手段と、前記取得手
段により取得された作成条件に基づき、前記コースの構成要素を特定する特定手段と、前
記特定手段により特定された構成要素を含むように前記コースを作成する作成手段として
機能させることを特徴とする前記コンピュータ読み取り可能なプログラムを提供する。
【０００８】
　また、本発明は、会員制ＳＮＳにおけるコース作成支援方法であって、前記会員が運動
を行うコースを作成する際の作成条件を取得する取得ステップと、前記取得ステップによ
り取得された作成条件に基づき、前記コースの構成要素を特定する特定ステップと、前記
特定ステップで特定された構成要素を含むように前記コースを作成する作成ステップとを
含むことを特徴とするコース作成支援方法を提供する。
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【０００９】
　また、本発明は、ネットワークを介して接続される端末とサーバーとで構成されるコー
ス作成支援システムであって、前記端末は、コースを作成する際の作成条件を送信する送
信手段を備え、前記サーバーは、前記送信手段により送信された前記作成条件を受信する
受信手段と、前記受信手段により受信された作成条件に基づき、前記コースの構成要素を
特定する特定手段と、前記特定手段により特定された構成要素を含むようにコースを作成
する作成手段とを備えることを特徴とするコース作成支援システムを提供する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、ランニング、ジョギング、ウォーキング等の会員が運動する際に用い
るコースであって、多様性があり、かつユーザの意思が反映されたコースを呈示すること
ができる
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施の形態に係るコース作成支援システムの全体構成を示すブロ　　
ック図である。
【図２】同実施の形態に係るコース作成支援システムのイメージを説明する図である　　
。
【図３】サーバーの構成を示す概略ブロック図である。
【図４】リスト端末の構成を示す概略ブロック図である。
【図５】スマホ端末及びＰＣの構成を示す概略ブロック図である。
【図６】第１の実施の形態の処理手順を示すフローチャートである。
【図７】同実施の形態の動作を示す説明図である。
【図８】第２の実施の形態の処理手順を示すフローチャートである。
【図９】同実施の形態の動作を示す説明図である。
【図１０】第３の実施の形態の処理手順を示すフローチャートである。
【図１１】同実施の形態の動作を示す説明図である。
【図１２】第４の実施の形態の処理手順を示すフローチャートである。
【図１３】同実施の形態の動作を示す説明図である。
【図１４】第５の実施の形態の処理手順を示すフローチャートである。
【図１５】同実施の形態の動作を示す説明図である。
【図１６】第６の実施の形態の処理手順を示すフローチャートである。
【図１７】同実施の形態の動作を示す説明図である。
【図１８】第７の実施の形態の処理手順を示すフローチャートである。
【図１９】同実施の形態の動作を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
　図１は、本実施の形態に係るコース作成支援システムの全体構成を示すブロック図であ
る。
　サーバー１１を含むＳＮＳ（Social Networking Service）サイト１０は、インターネ
ット５００を介して会員のスマホ（スマートフォン）端末１－１、１－２、１－３、・・
・、リスト端末２－１、２－２、２－３・・・及びＰＣ（Personal Computer）３－１と
接続される。また、リスト端末２－１、２－２、２－３、・・・は腕に装着可能な腕時計
型のリスト端末であり、スマホ端末１－１、１－２、１－３と無線でも接続可能である。
スマホ端末１－１、・・・は、アプリケーションプログラムをインストールして、ＳＮＳ
サイト１０との連携を図る動作をする。また、リスト端末２－１、・・・にも比較的軽い
アプリケーションプログラムをインストールして、スマホ端末１－１、・・・との連携を
図るように動作する。また、リスト端末２－１、・・・とサーバー１１を直接接続して、
スマホ端末１－１、・・・を経由しなくても情報交換ができるルートも用意されている。



(6) JP 2014-46196 A 2014.3.17

10

20

30

40

50

【００１３】
　図２は、本実施の形態に係るコース作成支援システムのイメージを説明する図である。
ＳＮＳサイト１０を介して、トレーニングする会員が装着するリスト端末２－１、２－２
、スマホ端末１－１、ＰＣ３が接続される。これにより、ＳＮＳサイト１０で作成したコ
ースを、リスト端末２－１を装着してトレーニングしている会員、あるいはリスト端末２
－２を装着しているトレーニングしている他の会員に送ったり、会員のスマホ端末１－１
やＰＣ３に送ることができる。なお、ＳＮＳサイト１０としてクラウドサービスを用いる
ことができる。
【００１４】
　図３は、サーバー１１の概略構成を示すブロック図である。
　図において、１０２はＣＰＵであり、システム全体を制御する。１０４はプログラムメ
モリであり、各種制御プログラムが記憶されている。ＣＰＵ１０２はプログラムメモリ１
０４のプログラムを実行することにより各種処理を行う。
【００１５】
　１０４１はコース設定プログラムであり、後述するコースを設定するためのプログラム
である。コースは、ユーザ自身がリスト端末２－１を腕に装着して実際に走ったコースを
トレースして設定してもよいし、地図上をなぞってコース設定してもよいし、ランドマー
クを指定してそのランドマークを経由する、あるいは周回する５キロコース、１０キロコ
ースなどの設定を視点もよい。実際の地図と、指定したコースの誤差は公知のマップマッ
チング技術で修正できる。
【００１６】
　１０４２は会員制ＳＮＳプログラムであり、端末２－１、２－２、スマホ端末１－１、
ＰＣ３と後述するフローチャートに示すようなコース作成支援に関連する情報の交換を行
う際に用いられるプログラムである。
【００１７】
　１０６は会員管理部であり、ＳＮＳシステムとして会員を管理する。友人関係もここで
管理している。また、プロフィール画像Ｐ１も会員毎に記憶されて管理されている。
【００１８】
　１２０は、ユーザが複数回のトレーニングを行って、その結果を後で比較できるように
、トレーニングの履歴を保存しておく履歴メモリである。
　１３０は各種コースが設定されているコースメモリである。サーバー１１が予め作成し
た既存のコースが複数用意されている。例えば東京マラソンコース、ホノルルマラソンコ
ース、皇居前ジョギングコース、などであり、これらが設定コースＡ、Ｂ、Ｃ、・・・の
１３０Ａ、１３０Ｂ、１３０Ｃ、・・・である。また、ユーザが自分で設定し登録したコ
ースはマイコース１、２、３、・・・の１３０１、１３０２、１３０３、・・・である。
【００１９】
　図４は、リスト端末２－１の構成を示す概略ブロック図である。４０は、表示部であり
ＬＣＤとこれを駆動する駆動回路等から構成されている。２５４は、表示部４０の表示状
態を制御する表示制御部である。２５６は、入力部であり、各種キーやスイッチを有して
構成される。２３０は、各種コースが設定されているコースメモリである。予めサーバー
１１からダウンロードしたコースが複数記憶される。前記サーバー１１のコースメモリ１
３０と同様に、例えば東京マラソンコース、ホノルルマラソンコース、皇居前ジョギング
コース、などが記憶されることもある。
【００２０】
　２５０は、ＧＰＳ部であり、公知のＧＰＳ（Global Positioning System）を利用して
現在位置を計測する。すなわちＧＰＳ部２５０は、複数の測位衛星（ＧＰＳ衛星）から送
られてくる電波をアンテナにより受信することによって、現在位置を示す緯度、経度から
なる位置データを取得し、取得した位置データを、使用者の行動場所を示す場所情報とし
てＣＰＵ２０２に供給する。２５２は、センサーであり、３軸地磁気センサー、１軸加速
度センサーおよび１軸ジャイロ等で構成されている。したがって、ＧＰＳ部２５０に加え



(7) JP 2014-46196 A 2014.3.17

10

20

30

40

50

て３軸地磁気センサー、１軸加速度センサーおよび１軸ジャイロ等を用いてリスト端末１
の進行方向を計測することをも可能で、これにより一層精度を上げることができる。
【００２１】
　２０２は、ＣＰＵであり、リスト端末２－１全体を制御する。１０４はプログラムメモ
リであり、制御プログラム２０４１、アプリケーションプログラム２０４２、会員制ＳＮ
Ｓプログラム２０４３等が予め記憶されている。制御プログラム２０４１はリスト端末全
体を制御する基本的な制御プログラムであり、アプリケーションプログラム２０４２は、
スマホ端末１－１や協働やサーバー１１と協働するためのプログラムである。２５８は携
帯型端末との間で、ブルートゥース（登録商標）のリンクを行うＩ／Ｆであり、２６０は
Ｗｉ－Ｆｉなどでサーバーとのリンクを行うＩ／Ｆである。
　会員制ＳＮＳプログラム２０４３は、サーバー１１が後述するフローチャートに示すよ
うなコース作成支援に関連する情報の交換を行う際に、リスト端末２－１に必要な処理を
実行させるプログラムである。
【００２２】
　図５は、スマホ端末１－１及びＰＣ３の構成を示す概略ブロック図である。スマホ端末
１－１及びＰＣ３は、ＧＰＳ部２５０及びセンサー２５２を有していない点においてのみ
前述のリスト端末２－１とは異なるが、その他の構成はリスト端末２－１と同様である。
すなわち、３４０は、表示部でありＬＣＤとこれを駆動する駆動回路等から構成されてい
る。３５４は、表示部３４０の表示状態を制御する表示制御部である。３５６は、入力部
であり、スマホ端末１－１の場合には各種キーやスイッチを有して構成され、ＰＣ３の場
合にはこれらにマウスも加わる。３３０は、各種コースが設定されているコースメモリで
ある。予めサーバー１１からダウンロードしたコースが複数記憶される。
【００２３】
　３０２は、ＣＰＵであり、スマホ端末１－１やＰＣ３全体を制御する。３０４はプログ
ラムメモリであり、制御プログラム３０４１及びアプリケーションプログラム３０４２、
会員制ＳＮＳプログラム２０４３等が予め記憶されている。制御プログラム３０４１はス
マホ端末１－１、ＰＣ３全体を制御する基本的な制御プログラムであり、アプリケーショ
ンプログラム３０４２は、リスト端末２－１や協働やサーバー１１と協働するためのプロ
グラムである。２５８は携帯型端末との間で、ブルートゥース（登録商標）のリンクを行
うＩ／Ｆであり、２６０はＷｉ－Ｆｉなどでサーバーとのリンクを行うＩ／Ｆである。
　会員制ＳＮＳプログラム３０４３は、サーバー１１が後述するフローチャートに示すよ
うなコース作成支援に関連する情報の交換を行う際に、スマホ端末１－１、ＰＣ３に必要
な処理を実行させるプログラムである。
【００２４】
　（第１の実施の形態）
　本発明の第１の実施の形態は、インターネット５００を介して接続された会員のリスト
端末２－１とＳＮＳサイト１０のサーバー１１とを用いるコース作成支援システムである
。図６は、本実施の形態におけるサーバー１１の処理手順を示すフローチャートである。
会員は、リスト端末２－１で入力部２５６を操作することにより、表示部４０に表示され
ている地図上で、ゴール地点としようとする座標を指定する。すると、このゴール地点を
示す情報がインターネット５００を介してサーバー１１に送信され、サーバー１１は当該
会員のゴール地点を設定する（ステップＳ１０１）。
【００２５】
　一方、リスト端末２－１は、ＧＰＳ部２５０により一定の時間間隔で現在位置を検出し
てサーバー１１に送信している。サーバー１１は、前記ゴール地点を設定した後の現在位
置の変化の有無により、会員がランニングを開始すべくスタートしたか否かを判断する（
ステップＳ１０２）。スタートしたと判断したならば、その直前に受信したＧＰＳ部２５
０からの現在位置をスタート地点として設定する（ステップＳ１０３）。
【００２６】
　このようにして会員がランニングを開始すると、サーバー１１は前述のようにＧＰＳ部
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２５０により一定の時間間隔で送信されれる現在位置を受信したか否かをチェックし（ス
テップＳ１０４）、受信する毎に受信した位置と、時刻とを記録していく（ステップＳ１
０５）。また、受信した現在位置とゴール地点とを比較することにより、会員がゴール地
点に到達したか否かを判断する（ステップＳ１０６）。
【００２７】
　会員がゴール地点に達したならば、前記ステップＳ１０５で記録している一定時間毎の
位置を連続させることにより、当該会員がランニングにより移動した移動軌跡を生成する
（ステップＳ１０７）。そして、この移動軌跡を地図上で表示したコースを作成するとと
もに、当該コースの距離を算出し、これらコースと距離とをリスト端末２－１に送信して
、表示部４０に表示させる（ステップＳ１０８）。
【００２８】
　この表示部４０に表示されたコース及び距離を視認した会員は、当該コース及び距離が
満足である場合には、リスト端末２－１で入力部２５６を操作してＯＫ信号を送信する。
サーバー１１は、当該会員リスト端末２－１からのＯＫ信号を受信したか否かを判断する
（ステップＳ１０９）。そして、ＯＫ信号を受信したならば、当該距離のコースを当該会
員のマイコース１３０１～１３０３として登録する（ステップＳ１１０）。
【００２９】
　したがって、図７に示すように、スタート地点５０１からゴール地点５０２までの３．
４５ｋｍ（０．４５＋２．５５＋０．４５＝３．４５）を会員５０３がランニングした後
、リスト端末２－１でＯＫ操作を行うと、このスタート地点５０１からゴール地点５０２
までの３．４５ｋｍからなるコースが当該会員５０３のマイコースとして登録されること
になる。
【００３０】
　かかるコースにあっては、会員５０３が実際にランニングした結果気に入ったコースで
あるから、会員５０３の意思が反映されたものとなる。また、どのようなコースでランニ
ングするかは、会員によってことなることから、多様性のあるコースでもあり、よって多
様性がありユーザの意思が反映されたコースを作成することができる。
【００３１】
　また、ステップＳ１０９での判断の結果ＯＫ信号を受信しない場合には、リスト端末２
－１からのスタート地点変更指示を受信したか否かを判断する（ステップＳ１１１）。ス
タート地点変更指示を受信したならば、引き続きリスト端末２－１から送信されてきた変
更内容に従ってスタート地点を変更する（ステップＳ１１２）。
【００３２】
　したがって、図７に示すように、会員５０３がスタート地点を０．４５ｋｍ短縮した補
正スタート地点５０４を指定すると、補正スタート地点５０４からゴール地点５０２まで
の３ｋｍのコースが作成される。また、この状態でＯＫ操作を行うと、補正スタート地点
５０４からゴール地点５０２までの３ｋｍのコースがマイコースとして登録されることと
なる。
【００３３】
　また、ステップＳ１１２に続くステップＳ１１３では、リスト端末２－１からのゴール
地点変更指示を受信したか否かを判断する。ゴール地点変更指示を受信したならば、引き
続きリスト端末２－１から送信されてきた変更内容に従ってゴール地点を変更する（ステ
ップＳ１１４）。
【００３４】
　したがって、図７に示すように、会員５０３がゴール地点も０．４５ｋｍ短縮した補正
ゴール地点５０５を指定すると、補正スタート地点５０４から補正ゴール地点５０５まで
の２．５５ｋｍのコースが作成される。また、この状態でＯＫ操作を行うと、補正スター
ト地点５０４から補正ゴール地点５０５までの２．５５ｋｍのコースがマイコースとして
登録されることとなる。
【００３５】
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　つまり、本実施の形態においては、下記コースのいずれかをマイコースとして登録する
ことが可能となる。
（１）スタート地点５０１からゴール地点５０２までの３．４５ｋｍのコース
（２）補正スタート地点５０４からゴール地点５０２までの３ｋｍのコース
（３）スタート地点５０１から補正ゴール地点５０５までの３ｋｍのコース
（４）補正スタート地点５０４から補正ゴール地点５０５までの２．５５ｋｍのコース
【００３６】
　（第２の実施の形態）
　本発明の第２の実施の形態も、インターネット５００を介して接続された会員のリスト
端末２－１とＳＮＳサイト１０のサーバー１１とを用いるコース作成支援システムである
。図８は、本実施の形態におけるサーバー１１の処理手順を示すフローチャートである。
このフローチャートにおいて、ステップＳ２０１～Ｓ２１０の処理は、図６に示した第１
の実施の形態におけるステップＳ１０１～Ｓ１１０の処理と同一である。そして、ステッ
プＳ２０９の判断がＮＯであって、リスト端末２－１からＯＫ信号を受信しない場合には
、引き続き送信される補正距離を受信する（ステップＳ２１１）。この補正距離を受信し
たならば、この補正距離からなるＸ個の補正コースであるパターン１～パターンＸを作成
してリスト端末２－１に送信し、表示部４０に表示させる（ステップＳ２１２）。
【００３７】
　つまり、図９に示すように、スタート地点５０１からゴール地点５０２までの３．４５
ｋｍ（０．４５＋２．５５＋０．４５＝３．４５）を会員５０３がランニングした後、補
正距離として例えば５ｋｍを送信したとする。すると、サーバー１１は、３．４５ｋｍの
コースを会員が要望する５ｋｍのコースにするために、地点５０４→５０６→５０７→５
０８→５０９→５０５を通過する鎖線で示した４．１ｋｍからなるコースを作成する。更
に、この地点５０４→５０６→５０７→５０８→５０９→５０５を通過する４．１ｋｍに
、スタート地点５０１から地点５０４までの０．４５ｋｍ、及び地点５０５からゴール地
点５０２までの０．４５ｋｍを加えた５ｋｍ（４．１＋０．４５＋０．４５＝５）の補正
コース：パターン１を表示部４０に表示させる。
【００３８】
　また、図示しないが同様に５ｋｍではあるが経路が異なるパターンＸまでのコースを表
示部４０に切替表示させる。そして、パターン１～パターンＸまでのコースのいずれかが
表示部４０表示されている状態で、これをリスト端末２－１にて選択する操作を行うと、
選択信号がリスト端末２－１からサーバー１１に送信されて、ステップＳ２１３の判断が
ＹＥＳとなる。よって、サーバー１１は、ステップＳ２１３からステップＳ２１０に処理
を進めて、選択された補正コースを当該会員のマイコースとして登録する。
【００３９】
　したがって、本実施の形態によれば、実際のスタート地点とゴール地点を共通にするが
会員の要望する距離であって、経路の異なる多様なコースをマイコースとして登録するこ
とができる。
【００４０】
　（第３の実施の形態）
　本発明の第３の実施の形態は、インターネット５００を介して接続された会員のリスト
端末２－１、スマホ端末１－１、ＰＣ３のいずれか（以下、これらを総称して会員端末と
いう）とＳＮＳサイト１０のサーバー１１とを用いるコース作成支援システムである。図
１０は、本実施の形態におけるサーバー１１の処理手順を示すフローチャートである。サ
ーバー１１は、会員端末からの要求に応じて地図データを送信し、会員端末に地図を表示
させる（ステップＳ３０１）。会員は、表示された地図を参照しつつ、図１１に示すよう
に、閉ループ５１０により周回コースを設定すべきエリアを指定する。すると、会員端末
側からこの指定エリアを示すエリア情報が送信され、サーバー１１はこれを受信する（ス
テップＳ３０２）。
【００４１】
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　引き続きサーバー１１は、この閉ループ５１０内にて周回コースを作成し、この作成し
た周回コースと距離とを会員端末に送信して表示させる（ステップＳ３０３）。この表示
されたコース及び距離を視認した会員は、当該コース及び距離が満足である場合には、リ
スト端末２－１で入力部２５６を操作してＯＫ信号を送信する。サーバー１１は、当該会
員リスト端末２－１からのＯＫ信号を受信したか否かを判断する（ステップＳ３０４）。
そして、ＯＫ信号を受信したならば、当該距離のコースを当該会員のマイコース１３０１
～１３０３として登録する（ステップＳ３０５）。
【００４２】
　ステップＳ３０５の判断がＮＯであって、リスト端末２－１からＯＫ信号を受信しない
場合には、引き続き送信される補正距離を受信する（ステップＳ３０６）。この補正距離
を受信したならば、この補正距離からなるＸ個の補正周回コースであるパターン１～パタ
ーンＸを作成してリスト端末２－１に送信し、表示部４０に表示させる（ステップＳ３０
７）。
【００４３】
　つまり、図１１に示すように、会員が補正距離として５ｋｍを指定したとすると、地点
５０１→５１１→５１２→５１３→５１４→５１５→５１６→５１７→５０１を通過する
鎖線で示した５ｋｍからなる周回コースを例えばパターン１として呈示する。また、図示
しないが同様に５ｋｍではあるが経路が異なるパターンＸまでの補正周回コースを表示部
４０に切替表示させる。そして、パターン１～パターンＸまでの補正周回コースのいずれ
かが表示されている状態で、これを会員端末にて選択する操作を行うと、選択信号がリス
ト端末２－１からサーバー１１に送信されて、ステップＳ３０８の判断がＹＥＳとなる。
よって、サーバー１１は、ステップＳ３０８からステップＳ３０５に処理を進めて、選択
された補正周回コースを当該会員のマイコースとして登録する。
【００４４】
　したがって、本実施の形態によれば、会員が要望する地域（エリア）内であって、要望
する距離であり経路の異なる多様な周回コースをマイコースとして登録することができる
。無論、このとき、図示の自宅を含むような閉ループを設定すれば、自宅が含まれる周回
コースをマイコースとして登録することもできる。
【００４５】
　（第４の実施の形態）
　本発明の第４の実施の形態も、インターネット５００を介して接続された会員端末とＳ
ＮＳサイト１０のサーバー１１とを用いるコース作成支援システムである。図１２は、本
実施の形態におけるサーバー１１の処理手順を示すフローチャートである。サーバー１１
は、会員端末からの要求に応じて地図データを送信し、会員端末に地図を表示させる（ス
テップＳ４０２）。会員は、表示された地図を参照しつつ、図１３に示すように、周回コ
ースの中心とすることを所望するランドマーク５０８を指定する。すると、会員端末側か
らこのランドマーク５０８を示す情報が送信され、サーバー１１はこれを受信し、中心ラ
ンドマークとして設定する（ステップＳ４０３）。
【００４６】
　更に、会員は、表示された地図を参照しつつ、図１３に示すように、閉ループ５１０に
より周回コースを設定すべきエリアを指定する。すると、会員端末側からこの指定エリア
を示すエリア情報が送信され、サーバー１１はこれを受信してエリアを設定する（ステッ
プＳ４０３）。
【００４７】
　このとき、会員端末から最長距離を送信して作成される周回コースの最長距離を指定す
るようにしてもよい。
【００４８】
　引き続きサーバー１１は、この閉ループ５１０内にて、ランドマーク５８１を中心とし
た前記最長距離からなる周回コースを作成し、この作成した周回コースと距離とを会員端
末に送信して表示させる（ステップＳ４０５）。この表示されたコース及び距離を視認し
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た会員は、当該周回コース及び距離が満足である場合には、リスト端末２－１で入力部２
５６を操作してＯＫ信号を送信する。サーバー１１は、当該会員リスト端末２－１からの
ＯＫ信号を受信したか否かを判断する（ステップＳ４０６）。そして、ＯＫ信号を受信し
たならば、当該距離のコースを当該会員のマイコース１３０１～１３０３として登録する
（ステップＳ４０７）。
【００４９】
　ステップＳ４０６の判断がＮＯであって、リスト端末２－１からＯＫ信号を受信しない
場合には、引き続き送信される補正エリアの閉ループを示す情報を受信する（ステップＳ
４０８）。この補正エリアの閉ループを示す情報を受信したならば、この補正エリアとし
て、再度ランドマーク５８１を中心とした周回コースを作成し、この作成した周回コース
と距離とを会員端末に送信して表示させる（ステップＳ４０５）。
【００５０】
　また、ステップＳ４０８の判断がＮＯであって、補正エリアの設定がない場合には、引
き続き送信される補正距離を示す情報を受信する（ステップＳ４０９）。この補正距離を
示す情報を受信したならば、この補正距離からなり、ランドマーク５８１を中心とした周
回コースを再度作成し、この作成した周回コースと距離とを会員端末に送信して表示させ
る（ステップＳ４０５）。そして、ＯＫ信号を受信したならば、当該距離のコースを当該
会員のマイコース１３０１～１３０３として登録する（ステップＳ４０７）。
【００５１】
　したがって、本実施の形態によれば、会員が所望するランドマークを中心とした周回コ
ースであって、経路及び距離が異なる複数の周回コースの中から当該会員が所望する周回
コースを選択して登録することができる。
【００５２】
　（第５の実施の形態）
　本発明の第５の実施の形態は、インターネット５００を介して接続された会員端末とＳ
ＮＳサイト１０のサーバー１１とを用いるコース作成支援システムである。図１４は、本
実施の形態におけるサーバー１１の処理手順を示すフローチャートである。サーバー１１
は、会員端末からの要求に応じて地図データを送信し、会員端末に地図を表示させる（ス
テップＳ５０１）。また、会員が周回コースの距離（例えば、３ｋｍ）を指定すると、会
員端末側からこの指定距離を示す情報が送信され、サーバー１１はこれを受信する（ステ
ップＳ５０２）。
【００５３】
　更に、会員が、表示された地図を参照しつつ、図１１に示すように、閉ループ５１０に
より周回コースを設定すべきエリアを指定する。すると、会員端末側からこの指定エリア
を示すエリア情報が送信され、サーバー１１はこれを受信する（ステップＳ５０３）。
【００５４】
　引き続きサーバー１１は、この閉ループ５１０内にて、前記指定された距離の周回コー
スを含む複数の周回コースである推奨１、推奨２、推奨３・・・を作成し、この作成した
複数の周回コースと距離とを会員端末に送信して表示させる（ステップＳ５０４）。この
ステップＳ５０４での処理により、図１５に示すように、推奨１～推奨３の周回コースが
表示される。また、この推奨１～推奨３には、会員が指定した距離からなる周回コース（
推奨１）が含まれている。
【００５５】
　この表示されたコース及び距離を視認した会員は、推奨１～推奨３コースのいずれかが
満足である場合には、リスト端末２－１で入力部２５６を操作して当該推奨コースを選択
するとともにＯＫ信号を送信する。サーバー１１は、当該会員リスト端末２－１からの推
奨コース番号とＯＫ信号を受信したか否かを判断する（ステップＳ５０５）。そして、Ｏ
Ｋ信号を受信したならば、当該選択された推奨コース及びその距離を当該会員のマイコー
ス１３０１～１３０３として登録する（ステップＳ５０６）。
【００５６】
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　ステップＳ５０５の判断がＮＯであって、リスト端末２－１からＯＫ信号を受信しない
場合には、引き続き送信される補正距離を受信する（ステップＳ５０７）。この補正距離
を受信したならば、この補正距離からなる補正周回コースを作成して会員端末に送信し、
表示させる（ステップＳ５０８）。そして、補正周回コースのが表示されている状態で、
これを会員端末にて選択する操作を行うと、選択信号がリスト端末２－１からサーバー１
１に送信されて、ステップＳ５０５の判断がＹＥＳとなる。よって、サーバー１１は、ス
テップＳ５０５からステップＳ５０６に処理を進めて、選択された補正周回コースを当該
会員のマイコースとして登録する。
【００５７】
　したがって、本実施の形態によれば、異なる距離からなる複数の推奨周回コースから選
択したコースをマイコースとして登録することができるのみならず、複数の推奨周回コー
スのいずれも気に入らない場合には、会員自らが距離を指定してマイコースとして登録す
ることができる。このとき、図示の宿泊しているホテルを含むような閉ループを設定すれ
ば、宿泊ホテルが含まれる周回コースをマイコースとして登録することもできる。
【００５８】
　（第６の実施の形態）
　本発明の第６の実施の形態も、インターネット５００を介して接続された会員端末とＳ
ＮＳサイト１０のサーバー１１とを用いるコース作成支援システムである。図１６は、本
実施の形態におけるサーバー１１の処理手順を示すフローチャートである。サーバー１１
は、会員端末からの要求に応じて地図データを送信し、会員端末に地図を表示させる（ス
テップＳ６０２）。会員は、表示された地図を参照しつつ、図１３に示す公園５１８、川
原５１９、郵便局５２０のように、周回コース中に含めようとする複数のランドマークを
指定する。サーバー１１はこれを受信し、複数の中心ランドマークを設定する（ステップ
Ｓ６０２）。
【００５９】
　更に、会員が指定したランドマークを巡る順番を指定すると、サーバー１１はこれを受
信し、ランドマークを巡る順番を設定する（ステップＳ６０３）。これにより、例えば下
記のようなランドマークの順番が設定される。
１番：公園５１８
２番：川原５１９
３番：郵便局５２０
【００６０】
　しかる後に、サーバー１１は、この順番で各ランドマークを巡る周回コースを作成し、
この作成した周回コースと距離（１２．７ｋｍ）とを会員端末に送信して表示させる（ス
テップＳ６０４）。この表示されたコース及び距離を視認した会員は、当該周回コース及
び距離が満足である場合には、リスト端末２－１で入力部２５６を操作してＯＫ信号を送
信する。サーバー１１は、当該会員リスト端末２－１からのＯＫ信号を受信したか否かを
判断する（ステップＳ６０５）。そして、ＯＫ信号を受信したならば、当該距離のコース
を当該会員のマイコース１３０１～１３０３として登録する（ステップＳ６０６）。
【００６１】
　ステップＳ６０６の判断がＮＯであって、リスト端末２－１からＯＫ信号を受信しない
場合には、補正距離を示す情報を受信したか否かを判断する（ステップＳ６０７）。補正
距離を示す情報を受信したならば、当該補正距離であって、前記順番で各ランドマークを
巡る周回コースを作成し、この作成した周回コースと距離とを会員端末に送信して表示さ
せる（ステップＳ６０４）。
【００６２】
　したがって、本実施の形態によれば、図１７に示すように、補正距離として１０ｋｍを
指定すると、同図に鎖線で示すように、距離補正が実行されて、会員が所望する複数のラ
ンドマークを、所望する順序で巡る所望する距離からなる周回コースを登録することがで
きる。



(13) JP 2014-46196 A 2014.3.17

10

20

30

40

50

【００６３】
　（第７の実施の形態）
　本発明の第７の実施の形態は、インターネット５００を介して接続された会員端末とＳ
ＮＳサイト１０のサーバー１１とを用いるコース作成支援システムである。サーバー１１
は時間優先モードが選択されたか否を判断する（ステップＳ７０１）。会員が、自己の会
員端末を操作して時間優先モードを選択すると、この時間優先モードを選択した情報がサ
ーバー１１に送信され、サーバー１１は時間優先モードが選択されたと判断する（ステッ
プＳ７０１：ＹＥＳ）。したがって、サーバー１１はステップＳ７０１からステップＳ７
０２に処理を進めて、６０分、３０分、１５分のコースを作成し、この作成した複数の周
回コースと距離とを会員端末に送信して表示させる（ステップＳ７０２）。このステップ
Ｓ７０２での処理により、図１９に示すように、推奨１（６０分コース）、推奨２（３０
分コース）、推奨３（１５分コース）の周回コースが表示される。
【００６４】
　このとき、予めスタート地点を指定しておくことも可能であり、この場合には、図示の
ように、自宅あるいは宿泊しているホテルをスタート地点とした推奨１～３コースを作成
して表示する。
【００６５】
　この表示されたコース及び距離を視認した会員は、推奨１～推奨３コースのいずれかが
満足である場合には、会員端末を操作して当該推奨コースを選択するとともにＯＫ信号を
送信する。サーバー１１は、当該会員リスト端末２－１からの推奨コース番号とＯＫ信号
を受信したか否かを判断する（ステップＳ７０３）。そして、ＯＫ信号を受信したならば
、当該選択された推奨コース及びその距離を当該会員のマイコース１３０１～１３０３と
して登録する（ステップＳ７０６）。
【００６６】
　ステップＳ７０３の判断がＮＯであって、リスト端末２－１からＯＫ信号を受信しない
場合には、時間優先モードではなく距離優先モードを自動設定し、７ｋｍ、５ｋｍ、３ｋ
ｍのコースを作成し、この作成した複数の周回コースと距離とを会員端末に送信して表示
させる（ステップＳ７０５）。この表示されたコース及び距離を視認した会員は、３コー
スのいずれかが満足である場合には、会員端末を操作して当該推奨コースを選択するとと
もにＯＫ信号を送信する。サーバー１１は、当該会員リスト端末２－１からの推奨コース
番号とＯＫ信号を受信したか否かを判断する（ステップＳ７０５）。そして、ＯＫ信号を
受信したならば、当該選択されたコース及びその距離を当該会員のマイコース１３０１～
１３０３として登録する（ステップＳ７０６）。
【００６７】
　ステップＳ７０５の判断がＮＯであって、リスト端末２－１からＯＫ信号を受信しない
場合には、引き続き会員端末から送信されてくる補正情報に基づき、時間を補正する（ス
テップＳ７０７）。そして、この補正した時間からなる補正コースを作成し、その距離と
ももに会員端末に送信して表示させる（ステップＳ７０８）。
【００６８】
　したがって、図１９に示すように、推奨１（６０分コース）、推奨２（３０分コース）
、推奨３（１５分コース）のいずれも気に入らず、会員が時間を「２０分」に補正したと
すると、推奨１（６０分コース）、推奨２（３０分コース）、推奨３（１５分コース）以
外に、補正コース５２１（２０分コース）が作成されて表示されることとなる。そして、
この補正コース５２１（２０分コース）を選択してＯＫ操作を行えば、補正コース５２１
（２０分コース）がマイコースとして登録される。
【００６９】
　したがって、本実施の形態によれば、時間優先モードの状態では、所要時間が異なる複
数のコースが作成され、距離優先モードの状態では、距離が異なる複数のコースが作成さ
れ、これらの中から希望のコースをマイコースとして登録することができる。更に、会員
の所望する時間を要するコースも自動作成することもできる。
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【００７０】
　以上、この発明の実施形態について説明したが、この発明はこれらに限定されるもので
はなく、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲を含むものである。
　以下に、本願出願時の特許請求の範囲を付記する。
【００７１】
　＜請求項１＞
会員制ＳＮＳにおけるコース作成支援装置であって、
前記会員が運動を行うコースを作成する際の作成条件を取得する取得手段と、
前記取得手段により取得された作成条件に基づき、前記コースの構成要素を特定する特定
手段と、
前記特定手段により特定された構成要素を含むように前記コースを作成する作成手段と、
前記作成手段により作成されたコースを記録する記録手段と
を備えることを特徴とするコース作成支援装置。
【００７２】
　＜請求項２＞
前記取得手段は、前記コースのスタート地点とゴール地点とを前記作成条件として取得し
、
前記特定手段は、前記スタート地点からゴール地点までの移動軌跡を特定し、
前記作成手段は、前記スタート地点からゴール地点までの移動軌跡を含むようにコースを
作成することを特徴とする請求項１記載のコース作成支援装置。
【００７３】
　＜請求項３＞
前記取得手段は、前記コースのスタート地点とゴール地点とを前記作成条件として取得し
、
前記特定手段は、前記スタート地点からゴール地点までの移動軌跡を特定し、
前記作成手段は、前記スタート地点からゴール地点までであって、前記移動軌跡とは異な
る経路からなる複数のコースを作成することを特徴とする請求項１記載のコース作成支援
装置。
【００７４】
　＜請求項４＞
前記取得手段は、前記コースが含まれるエリアを前記作成条件として取得し、
前記特定手段は、前記エリア内において周回可能なコースを特定し、
前記作成手段は、前記エリア内であって周回のコースを作成することを特徴とする請求項
１記載のコース作成支援装置。
【００７５】
　＜請求項５＞
前記取得手段は、ランドマークを前記作成条件として取得し、
前記特定手段は、前記ランドマークを囲繞するエリアを特定し、
前記作成手段は、前記エリア内であって前記ランドマークを囲繞する周回のコースを作成
することを特徴とする請求項１記載のコース作成支援装置。
【００７６】
　＜請求項６＞
前記取得手段は、前記コースの距離とエリアとを前記作成条件として取得し、
前記特定手段は、前記エリア内において前記距離が確保されるコースを特定し、
前記作成手段は、前記エリア内であって前記距離が確保された複数のコースを作成するこ
とを特徴とする請求項１記載のコース作成支援装置。
【００７７】
　＜請求項７＞
前記取得手段は、複数のランドマークを前記作成条件として取得し、
前記特定手段は、前記複数のランドマークの順序を特定し、
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前記作成手段は、前記複数のランドマークを前記順序で巡るコースを作成することを特徴
とする請求項１記載のコース作成支援装置。
【００７８】
　＜請求項８＞
前記取得手段は、時間優先モードと距離優先モードとを選択的に前記作成条件として取得
し、
前記特定手段は、所定の距離に対応するコース、又は所定の所要時間に対応するコースを
特定し、
前記作成手段は、前記時間優先モードの状態では所定の距離に対応するコースを作成し、
前記距離優先モードの状態では所定の時間に対応するコースを作成することを特徴とする
請求項１記載のコース作成支援装置。
【００７９】
　＜請求項９＞
前記作成手段により作成されたコースを補正する補正手段を備えることを特徴とする請求
項１乃至８記載のコース作成支援装置。
【００８０】
　＜請求項１０＞
前記補正手段には、コースの経路を補正する経路補正手段、所要時間を補正する時間補正
手段、距離を補正する距離補正手段の少なくとも一つが含まれることを特徴とする請求項
９記載のコース作成支援装置。
【００８１】
　＜請求項１１＞
前記記録手段は、前記補正手段により補正されたコースを記録することを特徴とする請求
項９又は１０記載のコース作成支援装置。
【００８２】
　＜請求項１２＞
会員制ＳＮＳにおけるコース作成支援装置が有するコンピュータを、
前記会員が運動を行うコースを作成する際の作成条件を取得する取得手段と、
前記取得手段により取得された作成条件に基づき、前記コースの構成要素を特定する特定
手段と、
前記特定手段により特定された構成要素を含むように前記コースを作成する作成手段と
して機能させることを特徴とする前記コンピュータ読み取り可能なプログラム。
【００８３】
　＜請求項１３＞
会員制ＳＮＳにおけるコース作成支援方法であって、
前記会員が運動を行うコースを作成する際の作成条件を取得する取得ステップと、
前記取得ステップにより取得された作成条件に基づき、前記コースの構成要素を特定する
特定ステップと、
前記特定ステップで特定された構成要素を含むように前記コースを作成する作成ステップ
と
を含むことを特徴とするコース作成支援方法。
【００８４】
　＜請求項１４＞
ネットワークを介して接続される端末とサーバーとで構成されるコース作成支援システム
であって、
前記端末は、
コースを作成する際の作成条件を送信する送信手段を備え、
前記サーバーは、
前記送信手段により送信された前記作成条件を受信する受信手段と、
前記受信手段により受信された作成条件に基づき、前記コースの構成要素を特定する特定
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手段と、
前記特定手段により特定された構成要素を含むようにコースを作成する作成手段と
を備えることを特徴とするコース作成支援システム。
【００８５】
　＜請求項１５＞
前記サーバーは、会員制ＳＮＳプログラムを記憶し、
前記端末は、会員端末であって、前記サーバーと接続して前記ＳＮＳプログラムとの間で
、前記コースの作成条件並びに前記コースの構成要素を交換するＳＮＳ対応プログラムを
記憶することを特徴とする請求項１４記載のコース作成支援システム。
【００８６】
　＜請求項１６＞
前記端末は、腕に装着可能なリスト端末であり、前記コースを作成する際に作成条件とす
べき情報を取得する取得手段を備えることを特徴とする請求項１５記載のコース作成支援
システム。
【符号の説明】
【００８７】
　　１－１、１－２　　スマホ端末
　　２－１、２－２、２－３　　リスト端末
　　３　　ＰＣ
　　１０　　ＳＮＳサイト
　　１１　　サーバー
　　４０　　表示部
　　１０２　　ＣＰＵ
　　１０４　　プログラムメモリ
　　１３０　　コースメモリ
　　２０２　　ＣＰＵ
　　２５０　　ＧＰＳ部
　　２５２　　センサー
　　２５６　　入力部
　　３４０　　表示部
　　５００　　インターネット
　　５０１　　スタート地点
　　５０２　　ゴール地点
　　５０３　　会員
　　５０４　　補正スタート地点
　　５０５　　補正ゴール地点
　　５０８　　ランドマーク
　　５１０　　閉ループ
　　５８１　　ランドマーク
　　５８１　　再度ランドマーク
　　２０４１　　制御プログラム
　　２０４２　　アプリケーションプログラム
　　３０４１　　制御プログラム
　　３０４２　　アプリケーションプログラム
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