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(57)【要約】
【課題】検出された風向きや風速を有効に活用すること
を可能とすること。
【解決手段】携帯端末であって、風速を計測する風速検
出部と、風向を計測する風向検出部と、自装置の現在位
置を検出する位置検出部と、少なくとも操作者が現在位
置するコースの情報を記憶するゴルフコース記憶部と、
位置検出部によって検出された現在位置から、操作者が
現在位置するコースのピンまでの距離及び方角を算出し
、この算出結果と、検出された風速と、検出された風向
と、に基づいて、最適なクラブを選択し操作者に推薦す
る情報提供部と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　風速を計測する風速検出部と、
　風向を計測する風向検出部と、
　自装置の現在位置を検出する位置検出部と、
　少なくとも操作者が現在位置するコースの情報を記憶するゴルフコース記憶部と、
　前記位置検出部によって検出された現在位置から、前記操作者が現在位置するコースの
ピンまでの距離及び方角を算出し、この算出結果と、検出された風速と、検出された風向
と、に基づいて、最適なクラブを選択し操作者に推薦する情報提供部と、
　を備える携帯端末。
【請求項２】
　操作者に関するクラブ特性情報を記憶するクラブ特性記憶部をさらに備え、
　前記情報提供部は、前記算出結果と、検出された風速と、検出された風向と、前記クラ
ブ特定情報と、に基づいて、最適なクラブを選択し操作者に推薦することを特徴とする請
求項１に記載の携帯端末。
【請求項３】
　風速を計測する風速検出部と、風向を計測する風向検出部と、自装置の現在位置を検出
する位置検出部と、少なくとも操作者が現在位置するコースの情報を記憶するゴルフコー
ス記憶部と、を備える携帯端末が、前記位置検出部によって検出された現在位置から、前
記操作者が現在位置するコースのピンまでの距離及び方角を算出する算出ステップと、
　前記携帯端末が、前記算出ステップにおける算出結果と、検出された風速と、検出され
た風向と、に基づいて、最適なクラブを選択し操作者に推薦する情報提供ステップと、
　を備える推薦方法。
【請求項４】
　風速を計測する風速検出部と、風向を計測する風向検出部と、自装置の現在位置を検出
する位置検出部と、少なくとも操作者が現在位置するコースの情報を記憶するゴルフコー
ス記憶部と、を備えるコンピュータに対し、
　前記位置検出部によって検出された現在位置から、前記操作者が現在位置するコースの
ピンまでの距離及び方角を算出する算出ステップと、
　前記算出ステップにおける算出結果と、検出された風速と、検出された風向と、に基づ
いて、最適なクラブを選択し操作者に推薦する情報提供ステップと、
　を実行させるためのコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、風向きや風速を検出する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、風向きや風速を検出するための装置が提案されている。例えば、特許文献１では
、風速検出センサと方位センサを備えた電子腕時計が提案されている。具体的には、ウイ
ンドーキーが該孔を塞ぐようにして押されると、ＣＰＵが風速検出センサを駆動して風速
の検出を開始し、検出した風速検出信号を増幅器及びＡ／Ｄ変換器を介して取り込んで、
ゼロリセット時の基準値としてＲＡＭに記憶する。その後、ウインドーキーから指が離さ
れると、風速検出センサからの風速検出信号を風向・風速演算部に供給して風速を算出さ
せてＲＡＭに記憶するとともに、最大風速を検出する。方位を方位センサで検出して風向
・風速演算部で風向を算出する。算出した風速及び風向を表示部に表示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平８－４３５６１号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、風向きや風速を検出できても、検出された風向きや風速を有効に活用す
ることができないという問題があった。
　上記事情に鑑み、本発明は、検出された風向きや風速を有効に活用することを可能とす
る技術を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一態様は、携帯端末であって、風速を計測する風速検出部と、風向を計測する
風向検出部と、自装置の現在位置を検出する位置検出部と、少なくとも操作者が現在位置
するコースの情報を記憶するゴルフコース記憶部と、前記位置検出部によって検出された
現在位置から、前記操作者が現在位置するコースのピンまでの距離及び方角を算出し、こ
の算出結果と、検出された風速と、検出された風向と、に基づいて、最適なクラブを選択
し操作者に推薦する情報提供部と、を備える。
【０００６】
　本発明の一態様は、推薦方法であって、風速を計測する風速検出部と、風向を計測する
風向検出部と、自装置の現在位置を検出する位置検出部と、少なくとも操作者が現在位置
するコースの情報を記憶するゴルフコース記憶部と、を備える携帯端末が、前記位置検出
部によって検出された現在位置から、前記操作者が現在位置するコースのピンまでの距離
及び方角を算出する算出ステップと、前記携帯端末が、前記算出ステップにおける算出結
果と、検出された風速と、検出された風向と、に基づいて、最適なクラブを選択し操作者
に推薦する情報提供ステップと、を備える。
【０００７】
　本発明の一態様は、風速を計測する風速検出部と、風向を計測する風向検出部と、自装
置の現在位置を検出する位置検出部と、少なくとも操作者が現在位置するコースの情報を
記憶するゴルフコース記憶部と、を備えるコンピュータに対し、前記位置検出部によって
検出された現在位置から、前記操作者が現在位置するコースのピンまでの距離及び方角を
算出する算出ステップと、前記算出ステップにおける算出結果と、検出された風速と、検
出された風向と、に基づいて、最適なクラブを選択し操作者に推薦する情報提供ステップ
と、を実行させるためのコンピュータプログラムである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明により、検出された風向きや風速を有効に活用することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】携帯端末の機能構成を表す概略ブロック図である。
【図２】クラブ特性記憶部が記憶するクラブ特性情報の概略を表す図である。
【図３】ゴルフコース記憶部が記憶するコースデータベースの例を表す図である。
【図４】携帯端末の外観を表す図である。
【図５】携帯端末の動作の流れを表すフローチャートである。
【図６】携帯端末の動作の流れを表すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　図１は、携帯端末１０の機能構成を表す概略ブロック図である。携帯端末１０は、バス
で接続されたＣＰＵ（Central Processing Unit）やメモリや補助記憶装置などを備え、
プログラムを実行することによって、入力部１０１、表示部１０２、方位検出部１０３、
風速検出部１０４、位置検出部１０５、クラブ特性記憶部１０６、ゴルフコース記憶部１
０７、情報提供部１０８を備える装置として機能する。携帯端末１０は、例えば携帯電話
機や、腕時計や、携帯型情報処理端末（スマートフォンやノート型パソコン等）を用いて
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実現される。なお、携帯端末１０の各機能の全て又は一部は、ＡＳＩＣ（Application Sp
ecific Integrated Circuit）やＰＬＤ（Programmable Logic Device）やＦＰＧＡ（Fiel
d Programmable Gate Array）等のハードウェアを用いて実現されても良い。
【００１１】
　入力部１０１は、キーボード、ポインティングデバイス（マウス、タブレット等）、ボ
タン、タッチパネル等の既存の入力装置を用いて構成される。入力部１０１は、各種の指
示やデータを携帯端末１０に入力する際に操作者によって操作される。表示部１０２は、
液晶ディスプレイ、有機ＥＬ（Electro Luminescence）ディスプレイ等の画像表示装置を
用いて構成され、情報提供部１０８によって提供される画像や文字を表示する。
【００１２】
　方位検出部１０３は、磁気センサを用いて構成され、電子コンパスとして携帯端末１０
が向いている方位を検出する。風速検出部１０４は、風速センサを用いて構成され、風速
を検出する。風速検出部１０４は、例えば風の流れに応じて回転する羽根車と、羽根車の
回転速度を検出するセンサとを用いて構成される。位置検出部１０５は、ＧＰＳ（Global
 Positioning System）等を用いて構成され、携帯端末１０の現在位置の座標を取得する
。
【００１３】
　クラブ特性記憶部１０６は、磁気ハードディスク装置や半導体記憶装置などの記憶装置
を用いて構成される。クラブ特性記憶部１０６は、携帯端末１０の操作者に関するクラブ
特性情報を記憶する。ゴルフコース記憶部１０７は、磁気ハードディスク装置や半導体記
憶装置などの記憶装置を用いて構成される。ゴルフコース記憶部１０７は、各地のゴルフ
コースにおけるコースの情報を表すコースデータファイルと、コースデータベースとを記
憶する。
【００１４】
　図２は、クラブ特性記憶部１０６が記憶するクラブ特性情報の概略を表す図である。ク
ラブ特性情報は、携帯端末１０の操作者が各クラブを用いてボールを打つ際の弾道や飛距
離に関する特性を表す情報である。例えば、図２に図示されるように、クラブ特性情報と
して、各クラブの番手と、飛距離と、高さ指標と、左右方向指標とが対応付けられている
。飛距離は、該当する番手のクラブを用いた際の操作者の平均的な飛距離を表す。高さ指
標は、該当する番手のクラブを操作者が用いた際の弾道の高さを表す。例えば、高さ指標
は１０段階で表され、数が大きいほど高く飛ぶことを表しても良い。左右方向指標は、該
当する番手のクラブを操作者が用いた際の弾道の左右方向の曲がりの程度を表す。例えば
、左右方向指標は、左右それぞれ５段階で表され、数が大きいほどその方向へ大きく曲が
ることを表しても良いても良い。なお、左右方向指標における“Ｒ”は右方向へ曲がるこ
とを表し、“Ｌ”は左方向へ曲がることを表す。図２の具体例を参照すると、１Ｗのクラ
ブを用いた際の平均飛距離は３４０ヤードであり、高さの指標は４であり、左右方向指標
は右方向の４である。
【００１５】
　図３は、ゴルフコース記憶部１０７が記憶するコースデータベースの例を表す図である
。コースデータベースは、コースＩＤと、ホールＮＯと、地図情報とを対応付けて有する
。コースＩＤは、各ゴルフコースを一意に表す識別情報である。ホールＮＯは、各ゴルフ
コースにおけるホール番号を表す。地図情報は、コースＩＤ及びホールＮＯによって特定
される各コースの地図情報が記録されたコースデータファイルのファイル名を表す。情報
提供部１０８は、コースデータベースにおいて、コースＩＤ及びホールＮＯを引数とする
ことによって、コースデータファイルのファイル名を検索することができる。
【００１６】
　図４は、携帯端末１０の外観を表す図である。図４Ａは、風速検出部１０４の羽根車部
分を使用可能な状態にしている場合の携帯端末１０の外観を表す。図４Ｂは、風速検出部
１０４の羽根車部分を収容している場合の携帯端末１０の外観を表す。図４Ｃは、風速検
出部１０４の羽根車部分を収容している場合の携帯端末１０の側面の外観を表す。風速検
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出部１０４の羽根車部分は、検出しようとする風を受け易い状態に保持される。例えば、
羽根車部分は、表示部１０２の上方向部分に取り付けられる。また、方位検出部１０３は
、入力部１０１（ボタン）付近の筐体内部に取り付けられている。
【００１７】
　風速を検出しない場合（未使用時）には、羽根車部分は折り畳んで筐体内に収納可能に
構成される。このとき、羽根車部分が、筐体から突起しないように構成される。特に図４
Ｃから明らかなように、羽根車部分が収容された部分を上方向に向けて携帯端末１０を置
いた場合に、羽根車部分が筐体の他の部分から上方向に突出しないように構成されている
。
【００１８】
　図５及び図６は、携帯端末１０の動作の流れを表すフローチャートである。操作者が携
帯端末１０の不図示の電源スイッチを操作し電源をＯＮにすると、情報提供部１０８は表
示部１０２に待受画面を表示する（ステップＳ１０１）。また、情報提供部１０８は、風
速や風向を測定する機能や、情報提供を行うためのアプリケーションを起動する（ステッ
プＳ１０２）。
【００１９】
　次に、情報提供部１０８は、風速検出部１０４の羽根車部分を使用可能な状態（図４Ａ
の状態）にセットすることを操作者に促すように、注意事項を表示部１０２に表示する（
ステップＳ１０３）。操作者が、風速検出部１０４の羽根車部分を使用可能な状態にセッ
トすると、情報提供部１０８はこれを検出し、風上に羽根車部分の正面を向けることを操
作者に促すように、指示を表示部１０２に表示する（ステップＳ１０４）。
【００２０】
　その後、操作者が入力部１０１の『計測開始』を表すボタンを押下すると（ステップＳ
１０５）、これに応じて情報提供部１０８が方位検出部１０３及び風速検出部１０４との
協働により、風向及び風速を測定する（ステップＳ１０５）。具体的には、方位検出部１
０３は、風速検出部１０４の羽根車部分の正面が向いている方向を風上の方向として風向
を検出する。また、風速検出部１０４は、羽根車の回転速度に基づいて風速を検出する。
情報提供部１０８は、検出された風向及び風速を表示部１０２に表示し、所定の周期で表
示内容を更新する（ステップＳ１０７）。また、情報提供部１０８は、検出された風向及
び風速を所定の周期でＲＡＭに記録する（ステップＳ１０８）。情報提供部１０８は、入
力部１０１の『計測終了』を表すボタンが押下されるまで、ステップＳ１０６～Ｓ１０８
の処理を繰り返し実行する。
【００２１】
　『計測終了』を表すボタンが押下された場合（ステップＳ１０９－ＹＥＳ）、情報提供
部１０８は、方位検出部１０３及び風速検出部１０４による風向及び風速の測定を終了す
る。情報提供部１０８は、ＲＡＭに記録された測定データの中で最速の風速とその時の風
向を表示部１０２に表示する（ステップＳ１１０）。
【００２２】
　次に、情報提供部１０８は、位置検出部１０５によって測定される現在位置を取得する
。情報提供部１０８は、現在位置に基づいて、ゴルフコース記憶部１０６に記憶される各
コースの各ホールのうち、端末装置が位置するコースのホールを特定する（ステップＳ１
１１）。情報提供部１０８は、特定したホールのコースデータファイルを読み出し、現在
位置とピンまでの距離及び方角を特定する（ステップＳ１１２）。また、情報提供部１０
８は、クラブ特性記憶部１０６から操作者のクラブ特性情報を読み出し、操作者の特性を
特定する（ステップＳ１１３）。そして、情報提供部１０８は、現在の風向及び風速と、
操作者の特性と、現在位置からピンまでの距離及び方角と、に基づいて、推奨クラブ及び
打ち方を特定する（ステップＳ１１４）。
【００２３】
　例えば、情報提供部１０８は、現在の風向及び風速と、操作者の特性と、現在位置から
ピンまでの距離及び方角と、に基づいて、各クラブに対し複数の項目について得点を付与
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し、クラブ毎にその合計値を算出する。そして、得点が最も高いクラブを推奨クラブとし
て特定しても良い。項目の具体例としては、風速と高さ指標との関連性がある。この場合
、情報提供部１０８は、風速が速いほど、高さ指標が小さいクラブに対して高い点数を付
与する。また、項目の具体例として、ピンまでの距離と飛距離との関連性がある。この場
合、情報提供部１０８は、ピンまでの距離に対して飛距離の値がより近いクラブに対して
高い点数を付与する。また、項目の具体例として、風向と左右方向指標との関連性がある
。この場合、情報提供部１０８は、現在位置からピンまでの方角と風向との相対的な角度
のズレが右向きであるか左向きであるかを求め、右向きである場合には左右方向指標がＬ
の値をもつクラブに高い点数を付与し、左向きである場合には左右方向指標がＲの値をも
つクラブに高い点数を付与する。また、情報提供部１０８は、上記の角度のズレが右向き
である場合、風速が速いほど左右方向指標がＬであって且つ値の大きいクラブに高い点数
を付与し、風速が遅いほど左右方向指標がＬであって且つ値の小さいクラブに点数を付与
する。また、情報提供部１０８は、上記の角度のズレが左向きである場合、風速が速いほ
ど左右方向指標がＲであって且つ値の大きいクラブに高い点数を付与し、風速が遅いほど
左右方向指標がＲであって且つ値の小さいクラブに高い点数を付与する。情報提供部１０
８は、上記の角度のズレが小さいほど、左右方向指標の値が小さいクラブに高い点数を付
与する。
【００２４】
　そして、情報提供部１０８は、特定した推奨クラブを、表示部１０２に表示する（ステ
ップＳ１１５）。この際、推奨クラブを特定する際に算出された各項目の点数のうち、点
数が低かった項目については、情報提供部１０８は打ち方のアドバイスを表示部１０２に
表示する。アドバイスの内容は、不図示のアドバイスデータベースに記憶されている。ア
ドバイスデータベースには、アドバイスの内容と、各項目とが対応付けられている。情報
提供部１０８は、点数が低かった項目に対応するアドバイスの内容を読み出し、表示部１
０２に表示する。例えば、飛距離に関する点数が低かった場合には、情報提供部１０８は
、「飛距離がマッチしていませんので、気をつけて打って下さい」というアドバイスを表
示しても良い。また、情報提供部１０８は、さらに飛距離とピンまでの距離との差を算出
し、その差を表示するように構成されても良い。また、情報提供部１０８は、上記各情報
に基づいて、操作者が推奨クラブを用いて狙うべきポイントを判定して、表示部１０２に
表示するように構成されても良い。
【００２５】
　このように構成された携帯端末１０は、風速及び風向をその場で測定し、測定結果に応
じて最適なゴルフクラブを操作者に対して推奨する。また、その際に、推奨したクラブに
応じたアドバイスも行われる。そのため、操作者は、風速や風向に応じた最適なクラブを
容易に知ることが可能となる。
【００２６】
　なお、ステップＳ１１１の処理に代えて、情報提供部１０８が現在のコースのホールを
特定するのではなく、操作者によって現在のコースのホールが特定され、入力部１０１の
操作によって指定されても良い。
　また、表示部１０２に代えて、音声を出力する音声出力部が設けられても良い。この場
合、情報提供部１０８は、音声によって推奨クラブやアドバイスを出力する。
【００２７】
　以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこ
の実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれ
る。
【符号の説明】
【００２８】
１０…携帯端末，　１０１…入力部，　１０２…表示部，　１０３…方位検出部，　１０
４…風速検出部，　１０５…位置検出部，　１０６…クラブ特性記憶部，　１０７…ゴル
フコース記憶部，　１０８…情報提供部
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