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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報処理装置と無線通信可能な操作装置であって、
　前記操作装置に対する操作に基づいて操作データを生成する生成部と、
　前記情報処理装置において前記操作データに基づいた処理によって生成される画像デー
タであって、１画像分の画像データを前記情報処理装置から第１頻度で受信し、前記第１
頻度よりも高い第２頻度で前記情報処理装置へ前記操作データを送信する通信部と、
　前記画像データに基づいて画像を表示する表示部とを備え、
　前記通信部は、前記第１の頻度で前記画像データを受信する第１通信モードと、前記第
１の頻度の半分の頻度で前記画像データを受信する第２通信モードとの両方で動作可能で
ある、操作装置。
【請求項２】
　情報処理装置と無線通信可能な操作装置であって、
　カメラと、
　前記操作装置に対する操作に基づいて操作データを生成する生成部と、
　前記カメラによって生成されるカメラ画像データを所定の頻度で前記情報処理装置へ送
信し、１画像分の前記カメラ画像データを送信する頻度の整数倍の頻度で前記操作データ
を送信する通信部とを備え、
　前記通信部は、前記情報処理装置において前記操作データに基づいた処理によって生成
される画像データであって１画像分の画像データを前記情報処理装置から第１頻度で受信
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し、前記第１頻度よりも高い第２頻度で前記情報処理装置へ前記操作データを送信し、
　前記通信部は、前記第１の頻度で前記画像データを受信する第１通信モードと、前記第
１の頻度の半分の頻度で前記画像データを受信する第２通信モードとの両方で動作可能で
ある、操作装置。
【請求項３】
　情報処理装置と無線通信可能な操作装置であって、
　前記操作装置に対する操作に基づいて操作データを生成する生成部と、
　前記情報処理装置とは異なる他の外部装置との通信を行う拡張通信部と、
　前記外部装置との通信における管理情報を表す通信管理データを前記操作データととも
に所定の頻度で前記情報処理装置へ送信する通信部とを備え、
　前記通信部は、送信機会が相対的に多い第１の種類のデータと、送信機会が相対的に少
ない第２の種類のデータとを前記情報処理装置へ送信可能であり、前記通信管理データお
よび前記操作データを、前記第１の種類のデータとして前記情報処理装置へ送信し、前記
外部装置から受信したデータを、前記第２の種類のデータとして前記情報処理装置へ送信
し、
　前記通信部は、前記情報処理装置において前記操作データに基づいた処理によって生成
される画像データであって１画像分の画像データを前記情報処理装置から第１頻度で受信
し、前記第１頻度よりも高い第２頻度で前記情報処理装置へ前記操作データを送信し、
　前記通信部は、前記第１の頻度で前記画像データを受信する第１通信モードと、前記第
１の頻度の半分の頻度で前記画像データを受信する第２通信モードとの両方で動作可能で
ある、操作装置。
【請求項４】
　情報処理装置と無線通信可能な操作装置であって、
　前記操作装置に対する操作に基づいて操作データを生成する生成部と、
　前記情報処理装置において前記操作データに基づいた処理によって生成される画像デー
タを前記情報処理装置から受信し、前記情報処理装置へ前記操作データを送信する通信部
と、
　前記画像データに基づいて画像を表示する表示部とを備え、
　前記通信部は、第１頻度で前記画像データを受信する第１通信モードと、前記第１頻度
の半分の頻度で前記画像データを受信する第２通信モードとの両方で動作可能であり、前
記第１通信モードおよび前記第２通信モードのいずれのモードにおいても、前記第１頻度
よりも高い第２頻度で前記情報処理装置へ前記操作データを送信する、操作装置。
【請求項５】
　情報処理装置と無線通信可能な操作装置であって、
　カメラと、
　前記操作装置に対する操作に基づいて操作データを生成する生成部と、
　前記情報処理装置から送信される同期信号に基づくタイミングで送信される１画像分の
画像データを前記情報処理装置から第１頻度で受信し、前記情報処理装置から送信されて
くる前記同期信号に基づくタイミングでかつ前記第１頻度の整数倍の第２頻度で前記情報
処理装置へ前記操作データを送信し、前記カメラによる１画像分のカメラ画像データを前
記第１頻度の１／ｎ（ｎは自然数）の第３頻度で前記情報処理装置へ送信する通信部と、
　前記画像データに基づいて画像を表示する表示部とを備え、
　前記通信部は、前記第１の頻度で前記画像データを受信する第１通信モードと、前記第
１の頻度の半分の頻度で前記画像データを受信する第２通信モードとの両方で動作可能で
ある、操作装置。
【請求項６】
　前記通信部は、前記画像データを受信する頻度の整数倍の頻度で前記操作データを送信
する、請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の操作装置。
【請求項７】
　前記情報処理装置は、同期信号を前記操作装置へ送信し、当該同期信号に基づくタイミ
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ングで前記画像データを送信し、
　前記通信部は、前記情報処理装置から送信されてくる前記同期信号に基づくタイミング
で前記操作データを送信する、請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の操作装置。
【請求項８】
　前記表示部は、前記同期信号に基づくタイミングで、かつ、前記第１頻度で前記画像デ
ータを更新して表示する、請求項７に記載の操作装置。
【請求項９】
　前記表示部は、前記同期信号を受信してから、前記第１頻度の間隔よりも短い時間内に
、当該同期信号に基づくタイミングで送信された前記画像データの描画を開始する、請求
項８に記載の操作装置。
【請求項１０】
　前記通信部は、前記同期信号とは独立したタイミングで前記情報処理装置から音声デー
タを受信する、請求項７に記載の操作装置。
【請求項１１】
　前記操作装置は、マイクをさらに備え、
　前記通信部は、前記マイクによる音声データを、前記同期信号とは独立したタイミング
で前記情報処理装置へ送信する、請求項７に記載の操作装置。
【請求項１２】
　前記操作装置は、カメラをさらに備え、
　前記通信部は、前記カメラによって生成される１画像分のカメラ画像データを前記第１
頻度よりも低い頻度で前記情報処理装置へ送信する、請求項１、請求項３、および請求項
４のいずれか１項に記載の操作装置。
【請求項１３】
　前記通信部は、前記第１頻度よりも高くかつ前記第２頻度よりも低い頻度で１パケット
分の音声データを前記情報処理装置から受信する、請求項１から請求項５のいずれか１項
に記載の操作装置。
【請求項１４】
　前記操作装置は、マイクをさらに備え、
　前記通信部は、前記第１頻度よりも高くかつ前記第２頻度よりも低い頻度で、前記マイ
クによって生成される１パケット分の音声データを前記情報処理装置へ送信する、請求項
１から請求項５のいずれか１項に記載の操作装置。
【請求項１５】
　前記通信部は、送信の度に新しく生成される操作データを送信する、請求項１から請求
項５のいずれか１項に記載の操作装置。
【請求項１６】
　タッチパネル、加速度センサ、およびジャイロセンサのうち少なくとも１つを含むセン
サ部をさらに備え、
　前記生成部は、前記センサ部の出力に基づくデータを含む操作データを生成する、請求
項１から請求項５のいずれか１項に記載の操作装置。
【請求項１７】
　前記情報処理装置とは異なる他の外部装置との通信を行う拡張通信部をさらに備え、
　前記通信部は、前記外部装置との通信における管理情報を表す通信管理データを前記操
作データとともに前記情報処理装置へ送信する、請求項１、請求項２、請求項４、および
請求項５のいずれか１項に記載の操作装置。
【請求項１８】
　前記通信部は、送信機会が相対的に多い第１の種類のデータと、送信機会が相対的に少
ない第２の種類のデータとを前記情報処理装置へ送信可能であり、前記通信管理データお
よび前記操作データを、前記第１の種類のデータとして前記情報処理装置へ送信し、前記
外部装置から受信したデータを、前記第２の種類のデータとして前記情報処理装置へ送信
する、請求項１７に記載の操作装置。
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【請求項１９】
　前記通信部は、前記第２の種類のデータの送信よりも前記第１の種類のデータの送信を
優先し、かつ、前記情報処理装置から送信されてくる画像データの受信を前記第１の種類
のデータの送信よりも優先する無線通信方法を用いて前記情報処理装置との通信を行う、
請求項３または請求項１８に記載の操作装置。
【請求項２０】
　前記通信部は、前記第１通信モードおよび前記第２通信モードのいずれのモードにおい
ても前記第２頻度で前記情報処理装置へ前記操作データを送信する、請求項１から請求項
３、および、請求項５のいずれか１項に記載の操作装置。
【請求項２１】
　前記情報処理装置は、同期信号を前記操作装置へ送信し、当該同期信号に基づくタイミ
ングで前記画像データを送信し、
　前記通信部は、前記情報処理装置から送信されてくる前記同期信号に基づくタイミング
で前記操作データを送信し、前記第２通信モードにおいて、前記情報処理装置と無線通信
可能な他の装置が操作データを送信するタイミングとは異なるタイミングで操作データを
送信することが可能である、請求項４または請求項２０に記載の操作装置。
【請求項２２】
　前記通信部は、前記第２通信モードにおいて、前記第１通信モードと同じタイミングで
前記操作データを送信するモードと、前記第１通信モードと異なるタイミングで前記操作
データを送信するモードとの両方で動作可能である、請求項２１に記載の操作装置。
【請求項２３】
　前記通信部は、前記第１通信モードおよび前記第２通信モードのいずれの場合において
も、前記操作装置が備えるカメラによる１画像分のカメラ画像データを所定の頻度で前記
情報処理装置へ送信する、請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の操作装置。
【請求項２４】
　前記通信部は、前記第２通信モードにおいては、前記第１通信モードの場合よりも１画
像分のデータ量を減らして前記カメラ画像データを前記情報処理装置へ送信する、請求項
２３に記載の操作装置。
【請求項２５】
　情報処理装置と、当該情報処理装置と無線通信可能な操作装置とを含む情報処理システ
ムであって、
　前記情報処理装置は、前記操作装置からの操作データに基づいた処理によって画像デー
タを生成し、１画像分の画像データを前記操作装置へ第１頻度で送信し、
　前記操作装置は、
　　前記操作装置に対する操作に基づいて操作データを生成する生成部と、
　　前記１画像分の画像データを前記情報処理装置から第１頻度で受信し、前記第１頻度
よりも高い第２頻度で前記情報処理装置へ前記操作データを送信する通信部と、
　　前記画像データに基づいて画像を表示する表示部とを備え、
　前記情報処理装置は、前記画像データを第１頻度で前記操作装置へ送信する第１通信モ
ードと、前記第１頻度の半分の頻度で前記画像データを前記操作装置へ送信する第２通信
モードとの両方で動作可能であり、
　前記通信部は、前記第１頻度で前記画像データを受信する第１通信モードと、前記第１
頻度の半分の頻度で前記画像データを受信する第２通信モードとの両方で動作可能である
、情報処理システム。
【請求項２６】
　情報処理装置と、当該情報処理装置と無線通信可能な操作装置とを含む情報処理システ
ムであって、
　前記操作装置は、
　　カメラと、
　　前記操作装置に対する操作に基づいて操作データを生成する生成部と、
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　　前記カメラによって生成されるカメラ画像データを所定の頻度で前記情報処理装置へ
送信し、１画像分の前記カメラ画像データを送信する頻度の整数倍の頻度で前記操作デー
タを送信する通信部とを備え、
　前記情報処理装置は、前記操作データと前記カメラ画像データとを受信し、
　前記情報処理装置は、前記操作装置からの操作データに基づいた処理によって画像デー
タを生成し、１画像分の画像データを前記操作装置へ第１頻度で送信する第１通信モード
と、当該第１頻度の半分の頻度で当該画像データを送信する第２通信モードとの両方で動
作可能であり、
　前記通信部は、前記情報処理装置において前記操作データに基づいた処理によって生成
される画像データであって１画像分の画像データを前記情報処理装置から第１頻度で受信
し、前記第１頻度よりも高い第２頻度で前記情報処理装置へ前記操作データを送信する、
情報処理システム。
【請求項２７】
　情報処理装置と、当該情報処理装置と無線通信可能な操作装置とを含む情報処理システ
ムであって、
　前記操作装置は、
　　前記操作装置に対する操作に基づいて操作データを生成する生成部と、
　　前記情報処理装置とは異なる他の外部装置との通信を行う拡張通信部と、
　　前記外部装置との通信における管理情報を表す通信管理データを前記操作データとと
もに所定の頻度で前記情報処理装置へ送信する通信部とを備え、
　前記情報処理装置は、前記操作データと前記通信管理データとを受信し、
　前記通信部は、送信機会が相対的に多い第１の種類のデータと、送信機会が相対的に少
ない第２の種類のデータとを前記情報処理装置へ送信可能であり、前記通信管理データお
よび前記操作データを、前記第１の種類のデータとして前記情報処理装置へ送信し、前記
外部装置から受信したデータを、前記第２の種類のデータとして前記情報処理装置へ送信
し、
　前記情報処理装置は、前記操作装置からの操作データに基づいた処理によって画像デー
タを生成し、１画像分の画像データを前記操作装置へ第１頻度で送信する第１通信モード
と、当該第１頻度の半分の頻度で当該画像データを送信する第２通信モードとの両方で動
作可能であり、
　前記通信部は、前記情報処理装置において前記操作データに基づいた処理によって生成
される画像データであって１画像分の画像データを前記情報処理装置から第１頻度で受信
し、前記第１頻度よりも高い第２頻度で前記情報処理装置へ前記操作データを送信する、
情報処理システム。
【請求項２８】
　情報処理装置と、当該情報処理装置と無線通信可能な操作装置とを含む情報処理システ
ムであって、
　前記情報処理装置は、前記操作装置からの操作データに基づいた処理によって画像デー
タを生成して前記操作装置へ送信し、
　前記操作装置は、
　　前記操作装置に対する操作に基づいて前記操作データを生成する生成部と、
　　前記画像データを前記情報処理装置から受信し、前記情報処理装置へ前記操作データ
を送信する通信部と、
　　前記画像データに基づいて画像を表示する表示部とを備え、
　前記情報処理装置は、前記画像データを第１頻度で前記操作装置へ送信する第１通信モ
ードと、前記第１頻度の半分の頻度で前記画像データを前記操作装置へ送信する第２通信
モードとの両方で動作可能であり、
　前記通信部は、前記第１頻度で前記画像データを受信する第１通信モードと、前記第１
頻度の半分の頻度で前記画像データを受信する第２通信モードとの両方で動作可能であり
、前記第１通信モードおよび前記第２通信モードのいずれのモードにおいても、前記第１
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頻度よりも高い第２頻度で前記情報処理装置へ前記操作データを送信する、情報処理シス
テム。
【請求項２９】
　情報処理装置と、当該情報処理装置と無線通信可能な操作装置とを含む情報処理システ
ムであって、
　前記情報処理装置は、前記操作装置からの操作データに基づいた処理によって前記画像
データを生成して前記操作装置へ送信し、
　前記操作装置は、
　　前記操作装置に対する操作に基づいて前記操作データを生成する生成部と、
　　カメラと、
　　前記情報処理装置から送信される同期信号に基づくタイミングで送信される１画像分
の画像データを前記情報処理装置から第１頻度で受信し、前記情報処理装置から送信され
てくる前記同期信号に基づくタイミングでかつ前記第１頻度の整数倍の第２頻度で前記情
報処理装置へ前記操作データを送信し、前記カメラによる１画像分のカメラ画像データを
前記第１頻度の１／ｎ（ｎは自然数）の第３頻度で前記情報処理装置へ送信する通信部と
、
　　前記画像データに基づいて画像を表示する表示部とを備え、
　前記情報処理装置は、前記操作データと前記カメラ画像データとを前記操作装置から受
信し、
　前記情報処理装置は、前記画像データを第１頻度で前記操作装置へ送信する第１通信モ
ードと、前記第１頻度の半分の頻度で前記画像データを前記操作装置へ送信する第２通信
モードとの両方で動作可能であり、
　前記通信部は、前記第１頻度で前記画像データを受信する第１通信モードと、前記第１
頻度の半分の頻度で前記画像データを受信する第２通信モードとの両方で動作可能である
、情報処理システム。
【請求項３０】
　前記通信部は、前記画像データを受信する頻度の整数倍の頻度で前記操作データを送信
する、請求項２５から請求項２８のいずれか１項に記載の情報処理システム。
【請求項３１】
　前記情報処理装置は、同期信号を前記操作装置へ送信し、当該同期信号に基づくタイミ
ングで前記画像データを送信し、
　前記通信部は、前記情報処理装置から送信されてくる前記同期信号に基づくタイミング
で前記操作データを送信する、請求項２５から請求項２８のいずれか１項に記載の情報処
理システム。
【請求項３２】
　前記表示部は、前記同期信号に基づくタイミングで、かつ、前記第１頻度で前記画像デ
ータを更新して表示する、請求項３１に記載の情報処理システム。
【請求項３３】
　前記表示部は、前記同期信号を受信してから、前記第１頻度の間隔よりも短い時間内に
、当該同期信号に基づくタイミングで送信された前記画像データの描画を開始する、請求
項３２に記載の情報処理システム。
【請求項３４】
　前記情報処理装置とは異なる他の外部装置との通信を行う拡張通信部をさらに備え、
　前記通信部は、前記外部装置との通信における管理情報を表す通信管理データを前記操
作データとともに前記情報処理装置へ送信し、
　前記情報処理装置は、前記操作データと前記通信管理データとを受信する、請求項２５
、請求項２６、請求項２８、および請求項２９のいずれか１項に記載の情報処理システム
。
【請求項３５】
　前記通信部は、送信機会が相対的に多い第１の種類のデータと、送信機会が相対的に少
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ない第２の種類のデータとを前記情報処理装置へ送信可能であり、前記通信管理データお
よび前記操作データを、前記第１の種類のデータとして前記情報処理装置へ送信し、前記
外部装置から受信したデータを、前記第２の種類のデータとして前記情報処理装置へ送信
する、請求項３４に記載の情報処理システム。
【請求項３６】
　前記通信部は、前記第２の種類のデータの送信よりも前記第１の種類のデータの送信を
優先し、かつ、前記情報処理装置から送信されてくる画像データの受信を前記第１の種類
のデータの送信よりも優先する無線通信方法を用いて前記情報処理装置との通信を行う、
請求項２７または請求項３５に記載の情報処理システム。
【請求項３７】
　前記情報処理装置は、前記画像データを第１頻度で前記操作装置へ送信する第１通信モ
ードと、前記第１頻度の半分の頻度で前記画像データを前記操作装置へ送信する第２通信
モードとの両方で動作可能であり、
　前記通信部は、前記第１頻度で前記画像データを受信する第１通信モードと、前記第１
頻度の半分の頻度で前記画像データを受信する第２通信モードとの両方で動作可能である
、請求項２６または請求項２７に記載の情報処理システム。
【請求項３８】
　前記通信部は、前記第１通信モードおよび前記第２通信モードのいずれのモードにおい
ても前記第２頻度で前記情報処理装置へ前記操作データを送信する、請求項３７に記載の
情報処理システム。
【請求項３９】
　前記情報処理装置は、同期信号を前記操作装置へ送信し、当該同期信号に基づくタイミ
ングで前記画像データを送信し、
　前記通信部は、前記情報処理装置から送信されてくる前記同期信号に基づくタイミング
で前記操作データを送信し、前記第２通信モードにおいて、前記情報処理装置と無線通信
可能な他の装置が操作データを送信するタイミングとは異なるタイミングで操作データを
送信することが可能である、請求項２８または請求項３７に記載の情報処理システム。
【請求項４０】
　前記通信部は、前記第２通信モードにおいて、前記第１通信モードと同じタイミングで
前記操作データを送信するモードと、前記第１通信モードと異なるタイミングで前記操作
データを送信するモードとの両方で動作可能である、請求項３９に記載の情報処理システ
ム。
【請求項４１】
　情報処理装置と無線通信可能な操作装置において実行される通信方法であって、
　前記操作装置に対する操作に基づいて操作データを生成する生成ステップと、
　前記情報処理装置において前記操作データに基づいた処理によって生成される画像デー
タであって、１画像分の画像データを前記情報処理装置から第１頻度で受信し、前記第１
頻度よりも高い第２頻度で前記情報処理装置へ前記操作データを送信する通信ステップと
、
　前記画像データに基づいて画像を表示する表示ステップとを備え、
　前記通信ステップにおいて、操作装置は、前記第１の頻度で前記画像データを受信する
第１通信モードと、前記第１の頻度の半分の頻度で前記画像データを受信する第２通信モ
ードとの両方で動作可能である、通信方法。
【請求項４２】
　情報処理装置と無線通信可能な操作装置において実行される通信方法であって、
　前記操作装置に対する操作に基づいて操作データを生成する生成ステップと、
　前記操作装置が備えるカメラによって生成されるカメラ画像データを所定の頻度で前記
情報処理装置へ送信し、１画像分の前記カメラ画像データを送信する頻度の整数倍の頻度
で前記操作データを送信する通信ステップとを備え、
　前記通信ステップにおいて、操作装置は、前記情報処理装置において前記操作データに
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基づいた処理によって生成される画像データであって１画像分の画像データを前記情報処
理装置から第１頻度で受信し、前記第１頻度よりも高い第２頻度で前記情報処理装置へ前
記操作データを送信し、
　前記通信ステップにおいて、操作装置は、前記第１の頻度で前記画像データを受信する
第１通信モードと、前記第１の頻度の半分の頻度で前記画像データを受信する第２通信モ
ードとの両方で動作可能である、通信方法。
【請求項４３】
　情報処理装置と無線通信可能な操作装置において実行される通信方法であって、
　前記操作装置に対する操作に基づいて操作データを生成する生成ステップと、
　前記情報処理装置とは異なる他の外部装置との通信を行う拡張通信ステップと、
　前記外部装置との通信における管理情報を表す通信管理データを前記操作データととも
に所定の頻度で前記情報処理装置へ送信する通信ステップとを備え、
　前記通信ステップにおいて、操作装置は、送信機会が相対的に多い第１の種類のデータ
と、送信機会が相対的に少ない第２の種類のデータとを前記情報処理装置へ送信可能であ
り、前記通信管理データおよび前記操作データを、前記第１の種類のデータとして前記情
報処理装置へ送信し、前記外部装置から受信したデータを、前記第２の種類のデータとし
て前記情報処理装置へ送信し、
　前記通信ステップにおいて、操作装置は、前記情報処理装置において前記操作データに
基づいた処理によって生成される画像データであって１画像分の画像データを前記情報処
理装置から第１頻度で受信し、前記第１頻度よりも高い第２頻度で前記情報処理装置へ前
記操作データを送信し、
　前記通信ステップにおいて、操作装置は、前記第１の頻度で前記画像データを受信する
第１通信モードと、前記第１の頻度の半分の頻度で前記画像データを受信する第２通信モ
ードとの両方で動作可能である、通信方法。
【請求項４４】
　情報処理装置と無線通信可能な操作装置において実行される通信方法であって、
　前記操作装置に対する操作に基づいて操作データを生成する生成ステップと、
　前記情報処理装置において前記操作データに基づいた処理によって生成される画像デー
タを前記情報処理装置から受信し、前記情報処理装置へ前記操作データを送信する通信ス
テップと、
　前記画像データに基づいて画像を表示する表示ステップとを備え、
　前記通信ステップにおいて、操作装置は、第１頻度で前記画像データを受信する第１通
信モードと、前記第１頻度の半分の頻度で前記画像データを受信する第２通信モードとの
両方で動作可能であり、前記第１通信モードおよび前記第２通信モードのいずれのモード
においても、前記第１頻度よりも高い第２頻度で前記情報処理装置へ前記操作データを送
信する、通信方法。
【請求項４５】
　情報処理装置と無線通信可能な操作装置において実行される通信方法であって、
　前記操作装置に対する操作に基づいて操作データを生成する生成ステップと、
　前記情報処理装置から送信される同期信号に基づくタイミングで送信される１画像分の
画像データを前記情報処理装置から第１頻度で受信し、前記情報処理装置から送信されて
くる前記同期信号に基づくタイミングでかつ前記第１頻度の整数倍の第２頻度で前記情報
処理装置へ前記操作データを送信し、前記操作装置が備えるカメラによる１画像分のカメ
ラ画像データを前記第１頻度の１／ｎ（ｎは自然数）の第３頻度で前記情報処理装置へ送
信する通信ステップと、
　前記画像データに基づいて画像を表示する表示ステップとを備え、
　前記通信ステップにおいて、操作装置は、前記第１の頻度で前記画像データを受信する
第１通信モードと、前記第１の頻度の半分の頻度で前記画像データを受信する第２通信モ
ードとの両方で動作可能である、通信方法。
【請求項４６】
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　前記通信ステップにおいて、操作装置は、前記画像データを受信する頻度の整数倍の頻
度で前記操作データを送信する、請求項４１から請求項４４のいずれか１項に記載の通信
方法。
【請求項４７】
　前記情報処理装置は、同期信号を前記操作装置へ送信し、当該同期信号に基づくタイミ
ングで前記画像データを送信し、
　前記通信ステップにおいて、操作装置は、前記情報処理装置から送信されてくる前記同
期信号に基づくタイミングで前記操作データを送信する、請求項４１から請求項４４のい
ずれか１項に記載の通信方法。
【請求項４８】
　前記表示ステップにおいて、操作装置は、前記同期信号に基づくタイミングで、かつ、
前記第１頻度で前記画像データを更新して表示する、請求項４７に記載の通信方法。
【請求項４９】
　前記表示ステップにおいて、操作装置は、前記同期信号を受信してから、前記第１頻度
の間隔よりも短い時間内に、当該同期信号に基づくタイミングで送信された前記画像デー
タの描画を開始する、請求項４８に記載の通信方法。
【請求項５０】
　前記通信ステップにおいて、操作装置は、前記同期信号とは独立したタイミングで前記
情報処理装置から音声データを受信する、請求項４７に記載の通信方法。
【請求項５１】
　前記通信ステップにおいて、操作装置は、前記操作装置が備えるマイクによる音声デー
タを、前記同期信号とは独立したタイミングで前記情報処理装置へ送信する、請求項４７
に記載の通信方法。
【請求項５２】
　前記通信ステップにおいて、操作装置は、前記操作装置が備えるカメラによって生成さ
れる１画像分のカメラ画像データを前記第１頻度よりも低い頻度で前記情報処理装置へ送
信する、請求項４１、請求項４３、および請求項４４のいずれか１項に記載の通信方法。
【請求項５３】
　前記通信ステップにおいて、操作装置は、前記第１の頻度よりも高くかつ前記第２頻度
よりも低い頻度で１パケット分の音声データを前記情報処理装置から受信する、請求項４
１から請求項４５のいずれか１項に記載の通信方法。
【請求項５４】
　前記通信ステップにおいて、操作装置は、前記第１頻度よりも高くかつ前記第２頻度よ
りも低い頻度で、前記操作装置が備えるマイクによって生成される１パケット分の音声デ
ータを前記情報処理装置へ送信する、請求項４１から請求項４５のいずれか１項に記載の
通信方法。
【請求項５５】
　前記通信ステップにおいて、操作装置は、送信の度に新しく生成される操作データを送
信する、請求項４１から請求項４５のいずれか１項に記載の通信方法。
【請求項５６】
　前記操作装置は、タッチパネル、加速度センサ、およびジャイロセンサのうち少なくと
も１つを含むセンサ部を備え、
　前記生成ステップにおいて、操作装置は、前記センサ部の出力に基づくデータを含む操
作データを生成する、請求項４１から請求項４５のいずれか１項に記載の通信方法。
【請求項５７】
　前記情報処理装置とは異なる他の外部装置との通信を行う拡張通信ステップをさらに備
え、
　前記通信ステップにおいて、操作装置は、前記外部装置との通信における管理情報を表
す通信管理データを前記操作データとともに前記情報処理装置へ送信する、請求項４１、
請求項４２、請求項４４、および請求項４５のいずれか１項に記載の通信方法。
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【請求項５８】
　前記通信ステップにおいて、操作装置は、送信機会が相対的に多い第１の種類のデータ
と、送信機会が相対的に少ない第２の種類のデータとを前記情報処理装置へ送信可能であ
り、前記通信管理データおよび前記操作データを、前記第１の種類のデータとして前記情
報処理装置へ送信し、前記外部装置から受信したデータを、前記第２の種類のデータとし
て前記情報処理装置へ送信する、請求項５７に記載の通信方法。
【請求項５９】
　前記通信ステップにおいて、操作装置は、前記第２の種類のデータの送信よりも前記第
１の種類のデータの送信を優先し、かつ、前記情報処理装置から送信されてくる画像デー
タの受信を前記第１の種類のデータの送信よりも優先する無線通信方法を用いて前記情報
処理装置との通信を行う、請求項４３または請求項５８に記載の通信方法。
【請求項６０】
　前記通信ステップにおいて、操作装置は、前記第１通信モードおよび前記第２通信モー
ドのいずれのモードにおいても前記第２頻度で前記情報処理装置へ前記操作データを送信
する、請求項４１から請求項４３、および、請求項４５のいずれか１項に記載の通信方法
。
【請求項６１】
　前記情報処理装置は、同期信号を前記操作装置へ送信し、当該同期信号に基づくタイミ
ングで前記画像データを送信し、
　前記通信ステップにおいて、操作装置は、前記情報処理装置から送信されてくる前記同
期信号に基づくタイミングで前記操作データを送信し、前記第２通信モードにおいて、前
記情報処理装置と無線通信可能な他の装置が操作データを送信するタイミングとは異なる
タイミングで操作データを送信する、請求項４４または請求項６０に記載の通信方法。
【請求項６２】
　前記通信ステップにおいて、操作装置は、前記第２通信モードにおいて、前記第１通信
モードと同じタイミングで前記操作データを送信するモードと、前記第１通信モードと異
なるタイミングで前記操作データを送信するモードとの両方で動作可能である、請求項６
１に記載の通信方法。
【請求項６３】
　前記通信ステップにおいて、操作装置は、前記第１通信モードおよび前記第２通信モー
ドのいずれの場合においても、前記操作装置が備えるカメラによる１画像分のカメラ画像
データを所定の頻度で前記情報処理装置へ送信する、請求項４１から請求項４５のいずれ
か１項に記載の通信方法。
【請求項６４】
　前記通信ステップにおいて、操作装置は、前記第２通信モードにおいては、前記第１通
信モードの場合よりも１画像分のデータ量を減らして前記カメラ画像データを前記情報処
理装置へ送信する、請求項６３に記載の通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、操作データを送信する操作装置、操作装置を含む情報処理システム、および
、操作装置における通信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ユーザの操作を受け付け、操作に応じた操作データを出力する操作装置がある。
例えば、操作データに基づく情報処理を実行する情報処理装置へ操作データを送信する操
作装置がある（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特開２００７－０６１４８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のような操作装置においては、情報処理装置において操作データが用いられるので
、一定の操作性を確保すること等を考慮すると、操作データを適切な方法で送信すること
がよい。また、操作データを効率的な方法で送信することがよい。
【０００５】
　それ故、本発明の目的は、操作データを適切に送信することができる操作装置、情報処
理システム、および通信方法を提供することである。また、本発明の別の目的は、操作デ
ータを効率的な方法で送信することができる操作装置、情報処理システム、および通信方
法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上記の課題を解決するために、以下の（１）～（２６）の構成を採用した。
【０００７】
　（１）
　本発明の一例は、情報処理装置と無線通信可能な操作装置である。操作装置は、生成部
と、通信部と、表示部とを備える。生成部は、操作装置に対する操作に基づいて操作デー
タを生成する。通信部は、情報処理装置において操作データに基づいた処理によって生成
される画像データであって、１画像分の画像データを情報処理装置から第１頻度で受信し
、第１頻度よりも高い第２頻度で情報処理装置へ操作データを送信する。表示部は、画像
データに基づいて画像を表示する。
【０００８】
　上記（１）の構成によれば、操作装置において表示される画像の更新頻度よりも高い頻
度で操作データが送信されるので、操作装置に対する操作内容を高い頻度で情報処理装置
へ伝達することができ、操作性の良い操作装置を提供することができる。また、操作装置
は、一定の操作性を提供できる程度に操作データの送信頻度を確保しつつ、情報処理装置
から画像データを受信して画像を表示することができ、操作データを効率的な方法で送信
することができる。
【０００９】
　（２）
　また、本発明の他の一例は、情報処理装置と無線通信可能な操作装置であって、操作装
置は、カメラと、生成部と、通信部とを備える。生成部は、操作装置に対する操作に基づ
いて操作データを生成する。通信部は、カメラによって生成されるカメラ画像データを所
定の頻度で情報処理装置へ送信し、１画像分のカメラ画像データを送信する頻度の整数倍
の頻度で操作データを送信する。
【００１０】
　上記（２）の構成によれば、カメラ画像データよりも高い頻度で操作データが送信され
るので、操作装置に対する操作内容を高い頻度で情報処理装置へ伝達することができ、操
作性の良い操作装置を提供することができる。また、操作装置は、一定の操作性を提供で
きる程度に操作データの送信頻度を確保しつつ、情報処理装置に対してカメラ画像データ
を送信することができ、操作データを効率的な方法で送信することができる。
【００１１】
　（３）
　また、本発明の他の一例は、情報処理装置と無線通信可能な操作装置であって、生成部
と、拡張通信部と、通信部とを備える。生成部は、操作装置に対する操作に基づいて操作
データを生成する。拡張通信部は、情報処理装置とは異なる他の外部装置との通信を行う
。通信部は、外部装置との通信における管理情報を表す通信管理データを操作データとと
もに所定の頻度で情報処理装置へ送信する。通信部は、送信機会が相対的に多い第１の種
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類のデータと、送信機会が相対的に少ない第２の種類のデータとを情報処理装置へ送信可
能であり、通信管理データおよび操作データを、第１の種類のデータとして情報処理装置
へ送信し、外部装置から受信したデータを、第２の種類のデータとして情報処理装置へ送
信する。
【００１２】
　上記（３）の構成によれば、操作装置は管理情報を情報処理装置へ定期的に送信するの
で、情報処理装置は、通信状態を迅速に認識することができる。また、操作装置は、外部
装置から受信したデータを情報処理装置へ送信する場合であっても、通信管理データおよ
び操作データを安定的に送信することができる。これによって、操作性の良い操作装置を
提供することができ、また、操作データを効率的な方法で送信することができる。
【００１３】
　（４）
　また、本発明の他の一例は、情報処理装置と無線通信可能な操作装置であって、生成部
と、通信部と、表示部とを備える。生成部は、操作装置に対する操作に基づいて操作デー
タを生成する。通信部は、情報処理装置において操作データに基づいた処理によって生成
される画像データを情報処理装置から受信し、情報処理装置へ操作データを送信する。表
示部は、画像データに基づいて画像を表示する。通信部は、第１頻度で画像データを受信
する第１通信モードと、第１頻度の半分の頻度で画像データを受信する第２通信モードと
の両方で動作可能であり、第１通信モードおよび第２通信モードのいずれのモードにおい
ても、第１頻度よりも高い第２頻度で情報処理装置へ操作データを送信する。
【００１４】
　上記（４）の構成によれば、操作装置は、情報処理装置に対して１台を無線接続して使
用することと、情報処理装置に対して２台を無線接続して使用することとの両方が可能と
なる。このとき、どちらの使用方法においても同じ頻度で操作データが送信されるので、
操作性の良い操作装置を提供することができる。
　また、どちらの使用方法においても、操作装置において表示される画像の更新頻度より
も高い頻度で操作データが送信される。したがって、操作装置に対する操作内容を高い頻
度で情報処理装置へ伝達することができ、操作性の良い操作装置を提供することができる
。さらに、操作装置は、一定の操作性を提供できる程度に操作データの送信頻度を確保し
つつ、情報処理装置から画像データを受信して画像を表示することができ、操作データを
効率的な方法で送信することができる。
【００１５】
　（５）
　また、本発明の他の一例は、情報処理装置と無線通信可能な操作装置であって、カメラ
と、生成部と、通信部と、表示部とを備える。生成部は、操作装置に対する操作に基づい
て操作データを生成する。通信部は、情報処理装置から送信される同期信号に基づくタイ
ミングで送信される１画像分の画像データを情報処理装置から第１頻度で受信し、情報処
理装置から送信されてくる同期信号に基づくタイミングでかつ第１頻度の整数倍の第２頻
度で情報処理装置へ操作データを送信し、カメラによる１画像分のカメラ画像データを第
１頻度の１／ｎ（ｎは自然数）の第３頻度で情報処理装置へ送信する。表示部は、画像デ
ータに基づいて画像を表示する。
【００１６】
　上記（５）の構成によれば、操作装置において表示される画像の更新頻度の整数倍の頻
度で操作データが送信されるので、操作性の良い操作装置を提供することができる。また
、操作装置は、一定の操作性を提供できる程度に操作データの送信頻度を確保しつつ、情
報処理装置から画像データを受信して画像を表示することができる。これによって、操作
データを効率的な方法で送信することができる。
　また、上記（５）の構成によれば、同期信号を用いることによって、操作装置は、適切
なタイミングでの操作データの送信をより確実に行うことができ、また、操作データの送
信タイミングを同期信号によって決めることで操作データの遅延時間を保証することがで
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きる。さらに、カメラ画像データを第１頻度の１／ｎ（ｎは自然数）の第３頻度で送信す
ることによって、操作装置は、カメラ画像データを送信する場合であっても、情報処理装
置からの画像を高い頻度で表示することができる。
【００１７】
　（６）
　通信部は、情報処理装置において操作データに基づいた処理によって生成される画像デ
ータであって１画像分の画像データを情報処理装置から第１頻度で受信し、第１頻度より
も高い第２頻度で情報処理装置へ操作データを送信してもよい。
【００１８】
　上記（６）の構成によれば、操作装置において表示される画像の更新頻度よりも高い頻
度で操作データが送信されるので、操作装置に対する操作内容を高い頻度で情報処理装置
へ伝達することができ、操作性の良い操作装置を提供することができる。また、操作装置
は、一定の操作性を提供できる程度に操作データの送信頻度を確保しつつ、情報処理装置
から画像データを受信して画像を表示することができ、操作データを効率的な方法で送信
することができる。
【００１９】
　（７）
　通信部は、画像データを受信する頻度の整数倍の頻度で操作データを送信してもよい。
【００２０】
　上記（７）の構成によれば、画像データを受信する１周期の間に操作データを送信する
回数は一定となるので、情報処理装置は、１フレーム時間内に一定数の操作データを受信
することができる。これによって、操作装置の操作性を向上することができる。
【００２１】
　（８）
　情報処理装置は、同期信号を操作装置へ送信し、当該同期信号に基づくタイミングで画
像データを送信してもよい。このとき、通信部は、情報処理装置から送信されてくる同期
信号に基づくタイミングで操作データを送信する。
【００２２】
　上記（８）の構成によれば、操作装置で受信される画像と操作装置から送信される操作
データとの同期を取ることができるので、適切なタイミングでの操作データの送信をより
確実に行うことができる。また、操作データの送信タイミングを情報処理装置からの同期
信号によって決めることができるので、操作データの遅延時間を保証することができる。
【００２３】
　（９）
　表示部は、同期信号に基づくタイミングで、かつ、第１頻度で画像データを更新して表
示してもよい。
【００２４】
　上記（９）の構成によれば、操作装置における画像表示タイミングと操作データの送信
タイミングとを同期させることができ、操作データをより適切なタイミングで送信するこ
とができる。
【００２５】
　（１０）
　表示部は、同期信号を受信してから、第１頻度の間隔よりも短い時間内に、当該同期信
号に基づくタイミングで送信された画像データの描画を開始してもよい。
【００２６】
　上記（１０）の構成によれば、情報処理装置で生成された画像を操作装置において描画
を開始するまでの遅延時間を、画像が表示される間隔（１フレーム時間）より小さくする
ことができ、操作装置において高速な描画を行うことが可能となる。
【００２７】
　（１１）
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　通信部は、同期信号とは独立したタイミングで情報処理装置から音声データを受信して
もよい。
【００２８】
　上記（１１）の構成によれば、操作装置は、同期信号および／または画像データの受信
状況にかかわらず、情報処理装置から音声データを逐次受信して音声を逐次出力すること
ができる。
【００２９】
　（１２）
　操作装置は、マイクをさらに備えていてもよい。このとき、通信部は、マイクによる音
声データを、同期信号とは独立したタイミングで情報処理装置へ送信する。
【００３０】
　上記（１２）の構成によれば、操作装置は、同期信号の受信状況にかかわらず、マイク
による音声データを逐次送信することができる。
【００３１】
　（１３）
　操作装置は、カメラをさらに備えていてもよい。このとき、通信部は、カメラによって
生成される１画像分のカメラ画像データを第１頻度よりも低い頻度で情報処理装置へ送信
する。
【００３２】
　上記（１３）の構成によれば、情報処理装置からの画像データはカメラ画像データの送
信頻度よりも高い頻度で受信されるので、操作装置は、カメラ画像データを送信する場合
であっても、情報処理装置からの画像を高い頻度で表示することができる。
【００３３】
　（１４）
　通信部は、１の頻度よりも高くかつ第２頻度よりも低い頻度で１パケット分の音声デー
タを情報処理装置から受信してもよい。
【００３４】
　上記（１４）の構成によれば、操作装置は、１フレーム時間内に少なくとも１回は情報
処理装置から音声データを受信することができるので、音声データが表す音声を出力する
処理を適切な頻度で実行することができる。
【００３５】
　（１５）
　操作装置は、マイクをさらに備えていてもよい。このとき、通信部は、第１頻度よりも
高くかつ第２頻度よりも低い頻度で、マイクによって生成される１パケット分の音声デー
タを情報処理装置へ送信する。
【００３６】
　上記（１５）の構成によれば、操作装置は、１フレーム時間内に少なくとも１回の頻度
でマイクによる音声データを送信するので、情報処理装置は、マイクによる音声データに
対する情報処理を適切な頻度で実行することができる。
【００３７】
　（１６）
　通信部は、送信の度に新しく生成される操作データを送信してもよい。
【００３８】
　上記（１６）の構成によれば、送信毎に新しい内容の操作データが送信されるので、操
作装置は実質的に高い頻度で操作内容を情報処理装置へ伝達することができ、操作装置の
操作性を向上することができる。
【００３９】
　（１７）
　タッチパネル、加速度センサ、およびジャイロセンサのうち少なくとも１つを含むセン
サ部をさらに備えていてもよい。このとき、生成部は、センサ部の出力に基づくデータを
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含む操作データを生成する。
【００４０】
　上記（１７）の構成によれば、操作装置は、センサ部の出力に基づくデータを高い頻度
で情報処理装置へ送信することができるので、センサ部によって検出される操作の操作性
を向上することができる。
【００４１】
　（１８）
　情報処理装置とは異なる他の外部装置との通信を行う拡張通信部をさらに備えていても
よい。このとき、通信部は、外部装置との通信における管理情報を表す通信管理データを
操作データとともに情報処理装置へ送信する。
【００４２】
　上記（１８）の構成によれば、操作装置は管理情報を情報処理装置へ定期的に送信する
ので、情報処理装置は、通信状態を迅速に認識することができる。また、操作装置は、外
部装置から受信したデータを情報処理装置へ送信する場合であっても、通信管理データお
よび操作データを安定的に送信することができる。
【００４３】
　（１９）
　通信部は、送信機会が相対的に多い第１の種類のデータと、送信機会が相対的に少ない
第２の種類のデータとを情報処理装置へ送信可能であり、通信管理データおよび操作デー
タを、第１の種類のデータとして情報処理装置へ送信し、外部装置から受信したデータを
、第２の種類のデータとして情報処理装置へ送信してもよい。
【００４４】
　上記（１９）の構成によれば、操作装置は、外部装置から受信したデータを情報処理装
置へ送信する場合であっても、通信管理データおよび操作データを安定的に送信すること
ができる。
【００４５】
　（２０）
　通信部は、第２の種類のデータの送信よりも第１の種類のデータの送信を優先し、かつ
、情報処理装置から送信されてくる画像データの受信を第１の種類のデータの送信よりも
優先する無線通信方法を用いて情報処理装置との通信を行うようにしてもよい。
【００４６】
　上記（２０）の構成によれば、操作装置は、外部装置から受信したデータを情報処理装
置へ送信する場合において、通信管理データおよび操作データを安定的に送信することが
できるとともに、情報処理装置から画像データをより安定的に受信することができる。
【００４７】
　（２１）
　通信部は、第１の頻度で画像データを受信する第１通信モードと、第１の頻度の半分の
頻度で画像データを受信する第２通信モードとの両方で動作可能であってもよい。
【００４８】
　上記（２１）の構成によれば、操作装置は、情報処理装置に対して１台を無線接続して
使用することと、情報処理装置に対して２台を無線接続して使用することとの両方が可能
となる。
【００４９】
　（２２）
　通信部は、第１通信モードおよび第２通信モードのいずれのモードにおいても第２頻度
で情報処理装置へ操作データを送信してもよい。
【００５０】
　上記（２２）の構成によれば、操作装置は、上記２つのモードのいずれにおいても情報
処理装置による画像データの送信頻度よりも高い頻度で情報処理装置へ操作データを送信
することができる。したがって、操作装置に対する操作内容を高い頻度で情報処理装置へ
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伝達することができ、操作性の良い操作装置を提供することができる。
【００５１】
　（２３）
　情報処理装置は、同期信号を操作装置へ送信し、当該同期信号に基づくタイミングで画
像データを送信してもよい。このとき、通信部は、情報処理装置から送信されてくる同期
信号に基づくタイミングで操作データを送信し、第２通信モードにおいて、情報処理装置
と無線通信可能な他の装置が操作データを送信するタイミングとは異なるタイミングで操
作データを送信することが可能である。
【００５２】
　上記（２３）の構成によれば、第２通信モードにおいて２台の操作装置が情報処理装置
と通信を行う場合に、操作データが衝突する可能性を低減することができる。
【００５３】
　（２４）
　通信部は、第２通信モードにおいて、第１通信モードと同じタイミングで操作データを
送信するモードと、第１通信モードと異なるタイミングで操作データを送信するモードと
の両方で動作可能であってもよい。
【００５４】
　上記（２４）の構成によれば、情報処理装置と無線通信可能な他の装置（他の操作装置
）との間で操作データの送信タイミングを容易にずらすことができ、操作データが衝突す
る可能性を低減することができる。
【００５５】
　（２５）
　通信部は、第１通信モードおよび第２通信モードのいずれの場合においても、操作装置
が備えるカメラによる１画像分のカメラ画像データを所定の頻度で情報処理装置へ送信し
てもよい。
【００５６】
　上記（２５）の構成によれば、操作装置は、第１通信モードおよび第２通信モードのい
ずれの場合においても同じ頻度でカメラ画像データを送信することができる。
【００５７】
　（２６）
　通信部は、第２通信モードにおいては、第１通信モードの場合よりも１画像分のデータ
量を減らしてカメラ画像データを情報処理装置へ送信してもよい。
【００５８】
　上記（２６）の構成によれば、操作装置は、第２通信モードにおける上記通信量の増加
を抑えつつ、第１通信モードと同じ頻度でカメラ画像データを送信することができる。
【００５９】
　なお、本発明の別の一例は、上記（１）～（２６）における操作装置と情報処理装置と
を含む情報処理システムであってもよいし、上記操作装置において実行される通信方法で
あってもよい。
【発明の効果】
【００６０】
　以上のように、本発明によれば、操作装置は、情報処理装置へ操作データを適切に送信
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】情報処理システムの一例の外観図
【図２】操作装置の一例の正面図
【図３】操作装置の一例の背面図
【図４】一例である操作装置の内部構成を示すブロック図
【図５】一例である情報処理装置の内部構成を示すブロック図
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【図６】操作装置と情報処理装置との間で送受信されるデータを示す図
【図７】送信情報データに含まれるデータの一例を示す図
【図８】第１通信モードにおいて、操作装置と情報処理装置との間で送受信される各デー
タの送信タイミングを示す図
【図９】第２通信モードにおいて、操作装置と情報処理装置との間で送受信される各デー
タの送信タイミングを示す図
【図１０】通信管理データに含まれるデータの一例を示す図
【図１１】操作装置と外部装置とが赤外線通信を行う場合における通信動作の一例を示す
図
【図１２】操作装置と外部装置とが近距離無線通信を行う場合における通信動作の一例を
示す図
【図１３】操作データに含まれる各データを生成方法の一例を示す図
【図１４】情報処理システムの各装置における動作の一例を示す図
【図１５】第２情報処理の実行中において操作装置に表示される画像の一例を示す図
【図１６】第１および第２情報処理と、操作装置の各構成要素の使用との対応の一例を示
す図
【図１７】操作装置における処理の一例を示すフローチャート
【図１８】情報処理装置における処理の一例を示すフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００６２】
　［１．情報処理システムの全体構成］
　以下、図面を参照して、本発明の一実施形態に係る操作装置、情報処理システム、およ
び通信方法の一例について説明する。図１は、情報処理システムの一例の外観図である。
図１において、情報処理システム１は、操作装置２と、情報処理装置３と、表示装置４と
を含む。情報処理システム１は、操作装置２に対する操作に基づいて情報処理装置３にお
いて情報処理を実行し、情報処理によって得られる画像を操作装置２および／または表示
装置４に表示するものである。
【００６３】
　操作装置２は、可搬型であり、ユーザが把持可能な程度の大きさである。操作装置２は
情報処理装置３と無線通信が可能である。詳細な構成は後述するが、操作装置２は、ユー
ザによる操作を表すデータを出力する操作部（本実施形態においては、後述するボタン群
１４、加速度センサ２３、およびタッチパネル１２等）を備える。操作装置２は、操作装
置２（操作部）に対する操作に基づいて操作データを生成し、操作データを情報処理装置
３へ無線で送信する。操作データは、操作装置２（操作部）に対する操作を表すデータで
あり、具体的な内容はどのようなものであってもよい。本実施形態における操作データの
詳細については後述する（後述する“［６．操作データの生成］”参照）。
【００６４】
　なお、操作データは、操作装置２に対して行ったユーザの指示を表すものと言うことも
できる。つまり、操作装置２は、ユーザの指示を表す指示データを生成し、指示データを
情報処理装置３へ無線で送信すると言うこともできる。また、操作データは、操作装置２
に対して行われた入力を表すものと言うこともできる。つまり、操作装置２は、操作装置
２に対して行われた入力を表す入力データを生成し、入力データを情報処理装置３へ無線
で送信すると言うこともできる。
【００６５】
　また、操作装置２は、表示部を備える。操作装置２は、情報処理装置３から送信されて
くる画像データを受信する。表示部は、受信された画像データが表す画像を表示する。な
お、この画像データは、典型的には、情報処理装置３において上記操作データを使った情
報処理（後述する第１情報処理）に基づいて生成される。
【００６６】
　また、本実施形態においては、操作装置２は、表示装置４を制御する機能を備える。詳
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細は後述するが、操作装置２は例えば、制御信号である赤外線信号を表示装置４に対して
送信することによって、表示装置４の動作を制御することが可能である（図１に示す点線
の矢印参照）。なお、操作装置２は、表示装置４を制御する機能を備えていなくてもよい
。
【００６７】
　情報処理装置３は、例えば据置型の情報処理装置である。情報処理装置３は、例えばゲ
ームプログラムを実行可能なゲーム装置であってもよい。情報処理装置３は、自機がアク
セス可能な記憶媒体（または記憶装置）に記憶されるプログラムを実行することによって
情報処理を行う。本実施形態においては、情報処理装置３は、操作装置２から送信されて
くる操作データを受信し、操作データを入力として用いて所定の情報処理を実行する。な
お、情報処理装置３は、操作装置２以外の他の装置からも操作データを受信し、各装置か
ら受信した操作データに基づいて上記所定の情報処理を実行してもよい。
【００６８】
　また、情報処理装置３は、上記所定の情報処理において画像（画像データ）を生成する
。つまり、情報処理装置３は、上記操作データを使った情報処理に基づいて画像データを
生成する。この画像は、情報処理装置３から操作装置２へ無線で送信され、操作装置２に
おいて表示（出力）される。以下では、上記所定の情報処理において生成される画像を「
出力画像」と呼ぶことがあり、当該画像を表す画像データを「出力画像データ」と呼ぶこ
とがある。
【００６９】
　なお、情報処理装置３は、上記所定の情報処理において画像に加えて音声（音声データ
）を生成する場合がある。この音声は、情報処理装置３から操作装置２へ無線で送信され
、操作装置２において出力される。以下では、上記所定の情報処理において生成される音
声を「出力音声」と呼ぶことがあり、当該音声を表す音声データを「出力音声データ」と
呼ぶことがある。
【００７０】
　また、情報処理装置３は、表示装置４と通信可能である。本実施形態においては、情報
処理装置３および表示装置４は互いに有線で通信を行う。なお、本実施形態の変形例にお
いて、情報処理装置３と表示装置４との通信は無線通信であってもよい。
【００７１】
　情報処理装置３は、上記所定の情報処理において、表示装置４へ出力すべき画像および
／または音声を生成する場合がある。表示装置４へ出力すべき画像は、操作装置２へ出力
すべき画像（上記出力画像）と同じであってもよいし、異なっていてもよい。表示装置４
へ出力すべき音声は、操作装置２へ出力すべき音声（上記出力音声）と同じであってもよ
いし、異なっていてもよい。
【００７２】
　表示装置４は、例えば据置型の表示装置である。本実施形態においては、表示装置４は
、テレビジョン受像器（テレビ）である。表示装置４は、典型的には操作装置２の表示部
よりも大きい画面を有する。表示装置４は、情報処理装置３において実行される情報処理
において生成された画像を表示する。また、表示装置４はスピーカ５（図４）を有してお
り、スピーカ５は、上記情報処理において生成された音声を出力する。
【００７３】
　また、表示装置４は、操作装置２からの制御信号を受信する機能を有する。例えば、表
示装置４は、赤外線信号を受光可能な赤外線受光部を備えている。また、表示装置４は、
赤外線受光部によって受信された赤外線信号に応じた動作を行う。つまり、表示装置４は
、制御信号である赤外線信号を受信し、制御信号に従って動作することが可能である。
【００７４】
　なお、図１においては情報処理システム１が１つの操作装置２を含む構成を示している
が、情報処理システム１は２つの操作装置２を含む構成であってもよい。すなわち、情報
処理装置３は、２つの操作装置２と通信を行うことが可能である。情報処理装置３は、各
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操作装置２から操作データを受信することが可能である。また、情報処理装置３は、各操
作装置２のそれぞれへ出力画像データ（および出力音声データ）を送信することが可能で
ある。このように、本実施形態においては、情報処理装置３は、２つまでの操作装置２に
対応することが可能である。なお、本実施形態の変形例においては、情報処理装置３は、
３つ以上の操作装置２と同時に無線通信可能であってもよい。
【００７５】
　[２．操作装置の構成] 
　次に、図２～図４を参照して、操作装置２の構成について説明する。図２は、操作装置
２の一例の正面図である。図３は、操作装置２の一例の背面図である。
【００７６】
　図２に示されるように、操作装置２は、大略的には横長の長方形の板状形状であるハウ
ジング１０を備える。操作装置２は、タブレット型の情報処理装置（端末装置）であると
いうこともできる。なお、本明細書における「板状形状」とは、全体として板状形状であ
ることを意味し、一部に曲面を有していてもよいし、一部に突起等を有していてもよい。
また、操作装置２（ハウジング１０）の形状はどのような形状であってもよい。ハウジン
グ１０は、ユーザが把持することができる程度の大きさである。したがって、ユーザは、
操作装置２を持って動かしたり、操作装置２の配置位置を変更したりすることができる。
【００７７】
　操作装置２は、表示部１１を備える。表示部１１は、任意の表示手段でよく、例えばＬ
ＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ：液晶表示装置）である。表示部
１１は、ハウジング１０の表面の中央付近に設けられる。したがって、ユーザは、表示部
１１の両側部分のハウジング１０を持つことによって、表示部１１の画面を見ながら操作
装置２を持って動かすことができる。なお、ユーザは、表示部１１の左右両側の部分のハ
ウジング１０を持つことで操作装置２を横持ちで（横に長い向きにして）持つことも可能
であるし、操作装置２を縦持ちで（縦に長い向きにして）持つことも可能である。
【００７８】
　操作装置２は、上述の操作部を備える。操作部は、ユーザによる操作を表すデータを出
力可能であればどのようなものであってもよい。本実施形態においては、操作装置２は以
下に説明する複数種類の操作部を備える。ただし、操作装置２は少なくとも１つの操作部
を備えていればよく、操作部の種類は任意でよい。
【００７９】
　図２に示すように、操作装置２は、上述の操作部の一例としてタッチパネル１２を備え
る。タッチパネル１２は表示部１１の画面上に設けられる。タッチパネル１２はシングル
タッチ方式でもよいし、マルチタッチ方式であってもよい。なお、ハウジング１０には、
タッチパネル１２に対する操作を行うために用いられるタッチペンを収納する収納穴が設
けられている。
【００８０】
　図２に示すように、操作装置２は、操作部の一例として、方向入力部１３を備える。方
向入力部１３は、方向を入力（指示）することが可能な操作部である。本実施形態におい
て、方向入力部１３はアナログスティックである。また、本実施形態においては、操作装
置２は、表示部１１の左側に設けられる左アナログスティック１３Ａと、表示部１１の右
側に設けられる左アナログスティック１３Ｂという、２つのアナログスティックを方向入
力部１３として備える。アナログスティックは、可動部材（例えばスティック部）がハウ
ジング１０の表面に対して任意の方向（換言すれば、上下左右および斜め方向の任意の角
度）に傾倒可能な種類の方向入力部であってもよいし、可動部材がハウジング１０の表面
に対して任意の方向にスライド可能な種類の方向入力部であってもよい。また、本実施形
態においては、アナログスティックは、上記可動部材がハウジング１０の表面に対して略
垂直な方向に押下可能に構成される。つまり、本実施形態における方向入力部１３は、可
動部材を任意の方向に移動させる操作と、可動部材を押下する操作とを行うことが可能な
種類のアナログスティックである。なお、上記可動部材は押下可能に構成されなくてもよ
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い。
【００８１】
　操作装置２は、操作部の一例として、ボタン群１４（各ボタン１４Ａ～１４Ｉ）を備え
る。各ボタン１４Ａ～１４Ｉは、押下可能なキーである。本実施形態においては、ハウジ
ング１０の表面には、十字ボタン（方向入力ボタン）１４Ａと、ボタン１４Ｂと、ボタン
１４Ｃと、ボタン群１４Ｅとが設けられる。ハウジング１０の表面に設けられる各ボタン
１４Ａ～１４Ｅは、ユーザが操作装置２の左右部分を把持した状態でユーザの親指で操作
可能な位置に配置されている。したがって、ユーザは、操作装置２を持って動かす場合に
おいてもこれらのボタン１４Ａ～１４Ｅを容易に操作することができる。
【００８２】
　十字ボタン１４Ａは、十字の形状を有しており、少なくとも上下左右の方向を指示する
ことが可能である。したがって、本実施形態においては、十字ボタン１４Ａが方向入力部
として用いられてもよい。
【００８３】
　ボタン１４Ｃは、操作装置２において実行されるプログラムを起動する指示を行うため
のボタンである。以下では、このプログラムを、後述する「第１プログラム」と区別する
目的で、「第２プログラム」と呼ぶことがある。第２プログラムは、操作装置２で実行さ
れるプログラムである。また、第２プログラムによって操作装置２において実行される情
報処理を「第２情報処理」と呼ぶことがある。詳細は後述するが、上記第２プログラムは
、本実施形態においては表示装置（テレビ）４を操作するためのプログラムである。した
がって、操作装置２はテレビのリモコンの機能を有する。なお、以下では、ボタン１４Ｃ
を「起動ボタン」と呼ぶことがある。
【００８４】
　また、ボタン１４Ｂは、所定のメニュー画面を表示する指示を行うためのボタンである
。ボタン１４Ｄは、操作装置２の電源をオン／オフするための電源ボタンである。電源ボ
タンの操作により、ユーザは情報処理装置３の電源を遠隔でオン／オフすることも可能で
ある。
【００８５】
　図２および図３に示すように、本実施形態においては、第１Ｌボタン１４Ｆおよび第１
Ｒボタン１４Ｇは、ハウジング１０の上側の面における左右の両側にそれぞれ設けられる
。また、図３に示すように、第２Ｌボタン１４Ｈおよび第２Ｒボタン１４Ｉは、ハウジン
グ１０の背面（裏面）の左右の両側にそれぞれ設けられる。第２Ｌボタン１４Ｈおよび第
２Ｒボタン１４Ｉは、ハウジング１０の背面に形成される突起部１９の上面に設けられる
。これらのボタン１４Ｆ～１４Ｉは、ユーザが操作装置２の左右部分を把持した状態でユ
ーザの人差し指、中指、または薬指で操作可能な位置に配置されている。したがって、ユ
ーザは、操作装置２を持って動かす場合においてもこれらのボタン１４Ｆ～１４Ｉを容易
に操作することができる。
【００８６】
　本実施形態においては、各ボタン１４Ａおよび１４Ｅ～１４Ｉには、情報処理装置３で
実行される情報処理に応じた機能が適宜割り当てられる。例えば、十字ボタン１４Ａおよ
びボタン群１４Ｅに対しては方向指示や選択指示が割り当てられてもよいし、各ボタン１
４Ｅ～１４Ｉに対しては決定指示やキャンセル指示が割り当てられてもよい。また、本実
施形態の変形例において、操作装置２は、表示部１１の画面表示をオン／オフする指示を
行うためのボタン、および／または、自機と情報処理装置３との接続設定（ペアリング）
の指示を行うためのボタンを有していてもよい。
【００８７】
　なお、図２および図３に示した各ボタン１４Ａ～１４Ｉの形状、数、および設置位置等
は単なる一例に過ぎず、操作装置２が備えるボタンの形状、数、および設置位置は任意で
ある。
【００８８】
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　また、本実施形態では、ハウジング１０の裏側（表示部１１が設けられる表面の反対側
）には、突起部１９が設けられる（図３参照）。図３に示すように、突起部１９は、略板
状のハウジング１０の裏面から突起して設けられる、山状の部材である。本実施形態にお
いては、突起部１９は左右に延びるように形成されており、庇状の形状であると言える。
突起部は、ハウジング１０の裏面を把持するユーザの指に掛止可能な高さ（厚さ）を有す
る。ユーザは、指を突起部１９に掛けて（指の上に突起部１９を乗せて）把持することに
よって、操作装置２が比較的大きなサイズであっても、疲れることなく安定した状態で操
作装置２を把持することができる。すなわち、突起部１９は、指でハウジング１０を支え
るための支持部材であると言うことができ、また、指掛部と言うこともできる。なお、本
実施形態において、突起部１９の形状および配置位置は任意である。また、本実施形態の
変形例において、操作装置２は、突起部１９が設けられない構成であってもよい。
【００８９】
　また、本実施形態においては、操作装置２はマーカ部１５を備える。マーカ部１５は、
図２に示すように、ハウジング１０の表面に設けられるマーカ１５Ａおよびマーカ１５Ｂ
を有する。各マーカ１５Ａおよびマーカ１５Ｂは、赤外ＬＥＤで構成される。この赤外Ｌ
ＥＤは、赤外光を透過する窓部の内側に配置される。マーカ部１５は、赤外光を検知可能
なコントローラの位置、姿勢、または動き等を算出するために用いられる。本実施形態に
おいては、情報処理装置３はマーカ部１５が備える各赤外ＬＥＤの点灯を制御することが
可能である。
【００９０】
　操作装置２は、撮像装置であるカメラ１６を備える。カメラ１６は、所定の解像度を有
する撮像素子（例えば、ＣＣＤイメージセンサやＣＭＯＳイメージセンサ等）と、レンズ
とを含む。図２に示すように、本実施形態では、カメラ１６はハウジング１０の表面に設
けられる。したがって、カメラ１６は、操作装置２を持っているユーザの顔等を撮像する
ことができ、例えば表示部１１の画面を見ながらゲームを行っている時のユーザを撮像す
ることができる。
【００９１】
　操作装置２は、音声入力部の一例であるマイク３２（図４参照）を備える。図２に示す
ように、ハウジング１０の表面にはマイク孔１８が設けられる。マイク３２はこのマイク
孔１８の奥のハウジング１０内部に設けられる。マイク３２は、操作装置２の周囲の音（
例えばユーザの音声等）を検出する。
【００９２】
　以上のように、操作装置２は、カメラ１６およびマイク３２を備える構成であるが、操
作装置２は、カメラ１６およびマイク３２を備えていなくてもよく、また、いずれか一方
のみを備えていてもよい。
【００９３】
　操作装置２は、音声出力部の一例であるスピーカ３１（図４参照）を備える。図２に示
すように、ハウジング１０の表面にはスピーカ孔１７が設けられる。スピーカ３１の出力
音はこのスピーカ孔１７から操作装置２の外部へ出力される。本実施形態では、操作装置
２は２つのスピーカ３１を備えており、左スピーカおよび右スピーカのそれぞれの位置に
スピーカ孔１７が設けられる。なお、操作装置２は、スピーカ３１の音量を調節するため
のつまみ（図示せず）を備える。また、操作装置２は、イヤホン等の音声出力部を接続す
るための音声出力端子（図示せず）を備える。音声出力端子およびつまみが設けられる位
置はどこであってもよい。なお、操作装置２は、音声出力部を備えていない構成であって
もよい。
【００９４】
　また、ハウジング１０には、赤外線を透過可能な窓２０が設けられる。窓２０は、後述
する赤外線通信部３６および赤外線発光部３８において赤外線信号を送受信するために設
けられる。すなわち、本実施形態においては、赤外線通信部３６および赤外線発光部３８
が窓２０の内側（ハウジング１の内部）に設けられる。赤外線通信部３６は、操作装置２
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の外部から窓２０を介して赤外線信号を受光し、操作装置２の外部へ窓２０を介して赤外
線信号を送信する。また、赤外線発光部３８は、操作装置２の外部へ窓２０を介して赤外
線信号を送信する。本実施形態においては、表示部１１の両側を把持した場合にユーザの
前方へ赤外線信号が発射される（あるいは、ユーザの前方から赤外線信号を受光する）よ
うに、窓２０はハウジング１０の上側の側面に設けられる（図３参照）。ただし、窓２０
は、例えばハウジング１０の裏面等、どの位置に設けられてもよい。
【００９５】
　また、操作装置２は、周辺装置を操作装置２に接続するためのコネクタ２６（図３参照
）を備える。コネクタ２６は、操作装置２に接続される他の周辺装置との間でデータ（情
報）を送受信するための通信端子である。なお、コネクタ２６には、周辺装置に電力を供
給する端子や、充電のための端子が含まれていてもよい。
【００９６】
　ここで、本明細書では、情報処理装置３とは異なる装置であって、操作装置２と通信可
能な他の装置を「外部装置」と呼ぶ。外部装置は、操作装置２と通信可能であればよく、
後述する赤外線通信部３６と通信可能であってもよいし、近距離無線通信部３７を介して
操作装置２と通信可能であってもよい。外部装置の種類はどのようなものであってもよく
、例えば、メモリカード等の外部記憶媒体、あるいは、情報処理端末等である。また、以
下において、操作装置２と外部装置との通信を「拡張通信」と呼ぶことがある。
【００９７】
　なお、図２および図３に示した操作装置２に関して、各構成要素の形状、数、および設
置位置等は、単なる一例である。当該各構成要素は、他の形状、数、および設置位置であ
ってもよい。
【００９８】
　次に、図４を参照して、操作装置２の内部構成について説明する。図４は、一例である
操作装置２の内部構成を示すブロック図である。操作装置２は、図２および図３に示した
構成の他、図４に示す構成を備える。図４に示す各構成要素の電子部品は、例えば電子回
路基板上に実装されてハウジング１０内に収納される。
【００９９】
　図４に示すように、操作装置２は、入出力制御部２１を備える。入出力制御部２１は、
入出力制御部２１に接続される上記操作部に対するデータの入出力を制御する。入出力制
御部２１は上記各操作部と接続される（タッチパネル１２については、タッチパネルコン
トローラ２２を介して接続される）。以下、各操作部について説明する。
【０１００】
　操作装置２は、タッチパネルコントローラ２２を備える。タッチパネルコントローラ２
２は、タッチパネル１２の制御を行う回路である。タッチパネルコントローラ２２は、タ
ッチパネル１２に接続され、入出力制御部２１に接続される。タッチパネルコントローラ
２２は、タッチパネル１２からの信号に基づいて入力位置データを生成して入出力制御部
２１へ出力する。入力位置データは、タッチパネル１２の入力面において入力が行われた
位置（「入力位置」と呼ぶ。タッチ位置とも言う）を表す。より具体的には、入力位置デ
ータは、上記入力位置を示す２次元の座標を表すデータであってもよい。タッチパネルコ
ントローラ２２は、タッチパネル１２からの信号の読み込み、および、入力位置データの
生成を所定時間に１回の割合で行う。また、入出力制御部２１からタッチパネルコントロ
ーラ２２へは、タッチパネル１２に対する各種の制御指示が出力される。
【０１０１】
　上述の方向入力部１３は、入出力制御部２１に接続される。方向入力部１３は、ユーザ
が指示した方向を表す指示方向データを入出力制御部２１へ出力する。本実施形態におい
て、指示方向データは、ユーザの指で操作される上記可動部材の移動方向および移動量を
表す。より具体的には、指示方向データは、例えば、可動部材が傾倒した（またはスライ
ドした）方向および量を表す。具体的には、縦方向および横方向の２軸方向の傾き量がそ
れぞれ検出され、出力される。これらの２軸成分の値は、方向および量を表す２次元ベク
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トルとみなすこともできる。本実施形態においてはさらに、指示方向データは、上記可動
部材が押下されたか否かを表す。
【０１０２】
　上述のボタン群１４（各ボタン１４Ａ～１４Ｉ）は、入出力制御部２１に接続される。
ボタン群１４は、各ボタン１４Ａ～１４Ｉに対する入力状況を表すボタンデータを入出力
制御部２１へ出力する。ボタンデータは、例えば、各ボタン１４Ａ～１４Ｉが押下された
か否かをボタン毎に表す。なお、ボタン群１４のうちのいくつかのボタン（例えば第１Ｌ
ボタン１４Ｆおよび第１Ｒボタン１４Ｇは）については、押し込み量を検出可能なボタン
であってもよい。このとき、ボタンデータは、押し込み量を検出可能なボタンについては
、押下されたか否かに加えて、押し込み量を表す。
【０１０３】
　操作装置２は、操作部の一例として、加速度センサ２３を備える。加速度センサ２３は
、入出力制御部２１に接続される。加速度センサ２３は、ハウジング１０の内部に設けら
れ、１以上の所定軸方向に沿った直線加速度の大きさを検出する。具体的には、加速度セ
ンサ２３は、ハウジング１０の長辺方向をｘ軸、ハウジング１０の短辺方向をｙ軸、ハウ
ジング１０の表面に対して垂直な方向をｙ軸として、各軸の直線加速度の大きさを検出す
る。検出された加速度を表す加速度データは入出力制御部２１へ出力される。また、入出
力制御部２１から加速度センサ２３へは、加速度センサ２３に対する制御指示が出力され
る。加速度センサ２３は、例えば静電容量式のＭＥＭＳ型加速度センサであるが、他の方
式の加速度センサであってもよい。また、加速度センサ２３は、上記においては３軸方向
の加速度を検出するものとして説明したが、２軸でもよいし、１軸以上の加速度を検出す
ればどのようなものであってもよい。
【０１０４】
　操作装置２は、操作部の一例として、ジャイロセンサ２４を備える。ジャイロセンサ２
４は、入出力制御部２１に接続される。ジャイロセンサ２４は、ハウジング１０の内部に
設けられ、１以上の所定軸回りの角速度を検出する。本実施形態においては、ジャイロセ
ンサ２４の検出軸は、加速度センサ２３の検出軸と同じであり、上記ｘ軸、ｙ軸およびｚ
軸である。検出された角速度を表す角速度データは、入出力制御部２１へ出力される。ま
た、入出力制御部２１からジャイロセンサ２４へは、ジャイロセンサ２４に対する制御指
示が出力される。また、ジャイロセンサ２４は、上記においては３軸回りの角速度を検出
するものとして説明したが、２軸でもよいし、１軸以上の角速度を検出すればどのような
ものであってもよい。
【０１０５】
　操作装置２は、操作部の一例として、磁気センサ２５を備える。磁気センサ２５は、入
出力制御部２１に接続される。磁気センサ２５は、磁界の大きさおよび方向を検知するこ
とで磁気方向（方位）を検出する。検出された磁気方向を示す磁気データは、入出力制御
部２１へ出力される。また、入出力制御部２１から磁気センサ２５へは、磁気センサ２５
に対する制御指示が出力される。磁気センサ２５に関しては、ＭＩ（磁気インピーダンス
）素子、フラックスゲートセンサ、ホール素子、ＧＭＲ（巨大磁気抵抗）素子、ＴＭＲ（
トンネル磁気抵抗）素子、あるいはＡＭＲ（異方性磁気抵抗）素子等を用いたセンサがあ
るが、磁気方向を検出することができればどのようなものが用いられてもよい。なお、厳
密には、地磁気以外に磁界が発生している場所においては、得られた磁気データは、厳密
な意味での方位（地磁気を基準とした方位）を示さないことになる。しかし、そのような
場合であっても、操作装置２の姿勢が変化した場合には磁気データが変化するため、操作
装置２の姿勢の変化を算出することができる。したがって、磁気センサ２５は、厳密な意
味での方位を検出するものに限らず、磁気に基づいて方向を検出することが可能なもので
あればよい。また、磁気センサ２５は、ここでは３次元の値で磁気方向を検出するものと
して説明するが、１次元以上の磁気方向を検出すればどのようなものであってもよい。
【０１０６】
　以上のように、操作装置２は、操作装置２の位置、姿勢、および動きのうちの少なくと
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も１つを検出するセンサとして、加速度センサ２３、ジャイロセンサ２４、および磁気セ
ンサ２５を備える。ただし、操作装置２は、これらのセンサのうち１つまたは２つのみを
備える構成であってもよい。また、操作装置２は、これらのセンサに代えて、または、こ
れらのセンサとともに、他のセンサを備える構成であってもよい。
【０１０７】
　入出力制御部２１は、上記の各操作部が出力した各データを受け取り、当該各データを
含む操作データを生成する。つまり、入出力制御部２１は、操作装置２に対する操作に基
づいて操作データを生成する生成部である。入出力制御部２１は通信データ管理部２７に
接続される。入出力制御部２１は、生成された操作データを通信データ管理部２７へ出力
する。なお、入出力制御部２１は、所定時間（後述する時間Ｔ４）に１回の頻度で操作デ
ータを生成して出力する。
【０１０８】
　また、入出力制御部２１には上述のコネクタ２６が接続される。コネクタ２６を介して
操作装置２に他の装置が接続される場合、入出力制御部２１は、当該他の装置に対する操
作を表すデータを受け取り、当該データを通信データ管理部２７へ出力してもよい。
【０１０９】
　また、操作装置２は電源ＩＣ３８を備える。電源ＩＣ３８は、入出力制御部２１に接続
される。電源ＩＣ３８は、内蔵の電池から操作装置２内の各部への電力供給を制御する。
また、電源ＩＣ３８には、外部電源から電力を取得可能な充電器またはケーブルを、充電
コネクタを介して接続することが可能である。操作装置２は、当該充電器またはケーブル
を用いて外部電源からの電力供給および充電が可能である。なお、操作装置２は、図示し
ない充電機能を有するクレイドルに操作装置２を装着することで充電を行うことも可能で
ある。
【０１１０】
　図４に示すように、操作装置２は、通信データ管理部２７を備える。通信データ管理部
２７は、情報処理装置３との間の通信に関する各種の処理を実行する。通信データ管理部
２７は、ＣＰＵ２８とメモリ２９とを有する。通信データ管理部２７は、例えば、後述す
るデータの圧縮・伸張処理を実行可能なＬＳＩ（コーデックＬＳＩとも言う）である。ま
た、操作装置２はフラッシュメモリ３５を備えており、フラッシュメモリ３５は通信デー
タ管理部２７に接続される。本実施形態においては、フラッシュメモリ３５は、操作装置
２において実行される各種のプログラムを記憶している。本実施形態においては、各種の
プログラムとして、自機（操作装置２）の管理および／または通信のためのプログラム、
ならびに、上述の第２プログラム等がフラッシュメモリ３５に記憶される。ＣＰＵ２８は
、フラッシュメモリ３５に記憶されているプログラムの実行によって上記各種の処理を実
行する。メモリ２９は、上記各種の処理が実行される場合に記憶領域として使用される。
メモリ２９の一部の領域は、表示部１１に表示される画像のためのメモリ（いわゆるＶＲ
ＡＭ）として使用されてもよい。操作装置２の電源が投入された場合、フラッシュメモリ
３５に格納された起動用プログラムをメモリ２９に読み出してＣＰＵ２８が実行すること
で、操作装置２が起動する。
【０１１１】
　通信データ管理部２７は、情報処理装置３へ送信するデータに対する各種の処理を行う
。すなわち、通信データ管理部２７は、通信データ管理部２７に接続される構成要素から
データを受け取り、所定の処理（例えば、後述する圧縮処理）を必要に応じて行って情報
処理装置３へ送信するデータを生成する。また、通信データ管理部２７は、情報処理装置
３から受信されたデータに対する各種の処理を行う。すなわち、通信データ管理部２７は
、情報処理装置３から受信されたデータに対して所定の処理（例えば、後述する伸張処理
）を必要に応じて行い、通信データ管理部２７に接続される構成要素へ処理済みのデータ
を出力する。なお、通信データ管理部２７が実行する処理の詳細については後述する。以
下、通信データ管理部２７に接続される各構成要素について説明する。
【０１１２】
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　上述した表示部１１は通信データ管理部２７に接続される。表示部１１は、情報処理装
置３から送信された出力画像データを通信データ管理部２７から受け取り、出力画像デー
タが表す画像を表示する。なお、情報処理装置３は所定の頻度で出力画像データを送信し
、通信データ管理部２７は所定の頻度で出力画像データを出力するので、表示部１１は動
画を表示することが可能である。
【０１１３】
　上述したカメラ１６は通信データ管理部２７に接続される。カメラ１６は、画像を撮像
し、撮像した画像データを通信データ管理部２７へ出力する。以下では、カメラ１６によ
って撮像された画像のデータを「カメラ画像データ」と呼ぶ。また、通信データ管理部２
７は、画像の撮像指示等、カメラ１６に対する制御指示をカメラ１６へ出力する。なお、
カメラ１６は動画の撮影も可能である。すなわち、カメラ１６は、繰り返し撮像を行って
カメラ画像データを通信データ管理部２７へ繰り返し出力することも可能である。
【０１１４】
　また、操作装置２は、サウンドＩＣ３０を備える。サウンドＩＣ３０は通信データ管理
部２７に接続される。サウンドＩＣ３０は、スピーカ３１およびマイク３２に接続される
。サウンドＩＣ３０は、スピーカ３１およびマイク３２に対する音声データの入出力を制
御する。すなわち、通信データ管理部２７から音声データ（出力音声データ）を受け取っ
た場合、サウンドＩＣ３０は、当該音声データに対してＤ／Ａ変換を行って得られる音声
信号をスピーカ３１へ出力する。これによって、スピーカ３１から音が発生する。また、
マイク３２は、操作装置２に伝わる音（ユーザの音声等）を検知して、検知した音を示す
音声信号をサウンドＩＣ３０へ出力する。サウンドＩＣ３０は、マイク３２からの音声信
号に対してＡ／Ｄ変換を行って得られる音声データ（マイク音声データ）を通信データ管
理部２７へ出力する。
【０１１５】
　また、操作装置２は、無線モジュール３３およびアンテナ３４を備える。無線モジュー
ル３３は通信データ管理部２７に接続される。無線モジュール３３にはアンテナ３４が接
続される。無線モジュール３３は、アンテナ３４を用いて情報処理装置３との間で無線通
信を行う。無線モジュール３３は、例えばＷｉ－Ｆｉの認証を受けた通信モジュールであ
る。無線モジュール３３は、例えばＩＥＥＥ８０２．１１ｎ規格で採用されるＭＩＭＯ（
Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ）の技術を用いて情報
処理装置３との間の無線通信を高速に行うようにしてもよいし、他の通信方式を用いて情
報処理装置３との間の無線通信を行ってもよい。
【０１１６】
　操作装置２から情報処理装置３へデータが送信される場合、通信データ管理部２７は、
情報処理装置３へ送信すべきデータを無線モジュール３３へ出力する。無線モジュール３
３は、送信すべきデータを情報処理装置３へアンテナ３４を介して無線送信する。
【０１１７】
　また、情報処理装置３からのデータが操作装置２において受信される場合、無線モジュ
ール３３は、アンテナ３４を用いて情報処理装置３からのデータを受信し、受信されたデ
ータを通信データ管理部２７へ出力する。通信データ管理部２７は、受信されたデータを
、当該データを送るべき適切な構成要素へ出力する。
【０１１８】
　なお、詳細は後述するが、操作装置２と情報処理装置３との間の通信においては、デー
タの種類によっては、送信側の装置でデータが圧縮されて送信され、受信側の装置で受信
されたデータが伸張される場合がある。通信データ管理部２７は、上記の圧縮処理と、情
報処理装置３において行われた圧縮処理に対する伸張処理を実行する。
【０１１９】
　本実施形態において、操作装置２と情報処理装置３との間の通信において圧縮して送信
されるデータは任意である。本実施形態においては、例えば、送信側において圧縮処理が
施されるデータは、情報処理装置３から送信される出力画像データおよび出力音声データ
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、ならびに、操作装置２から送信されるカメラ画像データおよびマイク音声データである
。なお、本実施形態の変形例においては、情報処理装置３からの出力画像データのみが圧
縮されてもよいし、情報処理装置３からの出力画像データと操作装置２からのカメラ画像
データとが圧縮されてもよい。また、上記以外の他のデータが圧縮されてもよいし、全て
のデータが無圧縮で送信されてもよい。
【０１２０】
　また、操作装置２および情報処理装置３において行われる圧縮および伸張の方法はどの
ような方法であってもよい。本実施形態においては、各装置（操作装置２および情報処理
装置３）は、例えばＨ．２６４規格といった高効率の圧縮技術を用いてデータを圧縮する
。したがって、本実施形態によれば、送信側で生成された画像および／または音声を受信
側へ高速に送信することができ、受信側において生じる遅延を小さくすることができる。
【０１２１】
　図４に示すように、操作装置２は、赤外線通信部３６を備える。赤外線通信部３６は、
情報処理装置３以外の外部装置との間で赤外線通信を行う。本実施形態においては、赤外
線通信部３６は、例えばＩｒＤＡの規格に従った赤外線通信を行う機能を有する。赤外線
通信部３６は通信データ管理部２７に接続される。赤外線通信によって操作装置２から外
部装置へデータが送信される場合、通信データ管理部２７は、外部装置へ送信すべきデー
タを赤外線通信部３６へ出力する。赤外線通信部３６は、送信すべきデータを表す赤外線
信号を出力する。外部装置からのデータが操作装置２において受信される場合、赤外線通
信部３６は、外部装置からの赤外線信号を受信し、受信された赤外線信号のデータを通信
データ管理部２７へ出力する。詳細は後述するが、通信データ管理部２７は、赤外線通信
部３６を用いた赤外線通信を制御する（“＜５－４：外部装置と通信が行われる場合にお
ける動作＞”参照）。
【０１２２】
　また、操作装置２は、近距離無線通信部３７を備える。近距離無線通信部３７は、情報
処理装置３以外の外部装置との間でＮＦＣ（Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａ
ｔｉｏｎ）規格に従った通信（非接触通信）を行う。近距離無線通信部３７は通信データ
管理部２７に接続される。近距離無線通信によって操作装置２から外部装置へデータが送
信される場合、通信データ管理部２７は、外部装置へ送信すべきデータを近距離無線通信
部３７へ出力する。近距離無線通信部３７は、送信すべきデータを表す無線信号を出力す
る。外部装置からのデータが操作装置２において受信される場合、近距離無線通信部３７
は、外部装置からの無線信号を受信し、受信された無線信号のデータを通信データ管理部
２７へ出力する。詳細は後述するが、通信データ管理部２７は、近距離無線通信部３７を
用いた通信を制御する（“＜５－４：外部装置と通信が行われる場合における動作＞”参
照）。
【０１２３】
　上記の赤外線通信部３６および／または近距離無線通信部３７によって外部装置との通
信が行われる場合、当該外部装置から操作装置２を介して情報処理装置３へデータが送信
されてもよい。また、上記の場合、情報処理装置３から操作装置２を介して上記外部装置
へデータが送信されてもよい。
【０１２４】
　以上のように、本実施形態においては、操作装置２は、情報処理装置３とは異なる他の
外部装置との通信（拡張通信）を行う拡張通信部の一例として、上記赤外線通信部３６お
よび近距離無線通信部３７を備える。なお、操作装置２が備える拡張通信部は、上記外部
装置と通信を行う機能を有していればどのようなものであってもよい。例えば、操作装置
２は、上記の構成要素（赤外線通信部３６および近距離無線通信部３７）のうちのいずれ
か一方のみを備えていてもよいし、当該構成要素とは異なる通信手段を備えていてもよい
。
【０１２５】
　また、操作装置２は、赤外線発光部３８を備える。赤外線発光部３８は、表示装置４を
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制御するための赤外線信号を出力する。赤外線発光部３８は、例えば赤外ＬＥＤを有する
。通信データ管理部２７は、赤外線発光部３８による赤外線信号の出力（赤外線の出射）
を制御する。操作装置２から表示装置４へ制御信号（赤外線信号）が送信される場合、通
信データ管理部２７は、表示装置４へ送信すべき制御信号を赤外線発光部３８へ出力する
。赤外線発光部３８は、通信データ管理部２７から受け取った制御信号を表す赤外線信号
を出力する。
【０１２６】
　上述のマーカ部１５は、通信データ管理部２７に接続される。マーカ部１５が有する赤
外ＬＥＤの発光は、通信データ管理部２７の制御指示により制御される。マーカ部１５に
対する制御は、単に電力の供給のＯＮ／ＯＦＦであってもよい。
【０１２７】
　操作装置２は、バイブレータ３９を備える。バイブレータ３９は、通信データ管理部２
７に接続される。バイブレータ３９は、振動可能な任意の部材であり、例えば振動モータ
やソレノイドである。バイブレータ３９の振動は、通信データ管理部２７によって制御さ
れる。バイブレータ３９が作動することによって操作装置２に振動が発生し、その結果、
操作装置２を把持しているユーザの手にその振動が伝達される。バイブレータ３９は、例
えば、いわゆる振動対応ゲームに用いることができる。
【０１２８】
　[３．情報処理装置の構成]
　次に、図５を参照して、情報処理装置３の構成について説明する。図５は、一例である
情報処理装置３の内部構成を示すブロック図である。本実施形態において、情報処理装置
３は、図５に示す各部を備える。
【０１２９】
　情報処理装置３は、制御部４１を備える。制御部４１は、ＣＰＵ４２とメモリ４３とを
有する。制御部４１は、例えばシステムＬＳＩとして情報処理装置３内に実装される。な
お、制御部４１は、ＣＰＵ４２およびメモリ４３の他に、画像を生成するためのプロセッ
サ（ＧＰＵ）、生成された画像を記憶するためのメモリ（ＶＲＡＭ）、および／または、
制御部４１に対するデータの入出力を制御する回路等の部材を含んでいてもよい。
【０１３０】
　制御部４１は、所定の情報処理を実行することによって出力画像データを生成する。以
下では、制御部４１によって実行される上記所定の情報処理を「第１情報処理」と呼ぶこ
とがある。なお、情報処理装置３は、プログラムを記憶するプログラム記憶部（図示せず
）を備える。ＣＰＵ４２は、上記プログラム記憶部に記憶されるプログラムを実行する。
これによって、情報処理装置３において第１情報処理が実行される。以下では、第１情報
処理を実行するためのプログラムを「第１プログラム」と呼ぶことがある。
【０１３１】
　上記第１情報処理は、操作データを入力として用いて、出力画像データおよび／または
出力音声データを生成する処理である。第１情報処理の具体的な内容はどのようなもので
あってもよい。第１情報処理は、例えば、操作データに基づいてゲームオブジェクトを制
御するゲーム処理であってもよいし、操作データに基づいてＷｅｂページを表示するブラ
ウザ処理であってもよい。すなわち、第１プログラムは、例えば、ゲーム処理を実行する
ためのゲームプログラムであってもよいし、ブラウザ処理を実行するためのブラウザプロ
グラムであってもよい。
【０１３２】
　制御部４１が第１情報処理を実行することによって生成される出力画像は操作装置２に
表示される。また、本実施形態において、制御部４１において生成される画像は表示装置
４に表示される。さらに、制御部４１において生成される出力音声は操作装置２において
出力される。また、本実施形態において、制御部４１において生成される音声はスピーカ
５において出力される。
【０１３３】
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　次に、制御部４１によって生成される出力画像を操作装置２へ無線送信する構成につい
て説明する。本実施形態において、情報処理装置３は、圧縮伸張部４４を備える。圧縮伸
張部４４は、例えば、データの圧縮・伸張処理を実行可能なＬＳＩ（コーデックＬＳＩと
も言う）である。圧縮伸張部４４は制御部４１に接続される。なお、制御部４１と圧縮伸
張部４４との接続は、例えばＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）規格
に従って行われてもよい。圧縮伸張部４４による圧縮および伸張の方式は、操作装置２に
おける通信データ管理部２７による圧縮および伸張の方式と同じである。
【０１３４】
　また、情報処理装置３は、無線モジュール４５およびアンテナ４６を備える。無線モジ
ュール４５は圧縮伸張部４４に接続される。無線モジュール４５にはアンテナ４６が接続
される。無線モジュール４５は、アンテナ４６を用いて情報処理装置３との間で無線通信
を行う。無線モジュール４５は操作装置２の無線モジュール３３と無線通信可能である。
典型的には、無線モジュール４５は操作装置２の無線モジュール３３と同じ機能を有する
。
【０１３５】
　情報処理装置３から操作装置２へデータが送信される場合、制御部４１は、送信すべき
データを圧縮伸張部４４へ出力する。圧縮伸張部４４は、操作装置２へ送信すべきデータ
を必要に応じて圧縮し、無線モジュール４５へ出力する。圧縮伸張部４４は、例えば、制
御部４１によって生成される出力画像データおよび出力音声データを圧縮し、圧縮された
データを無線モジュール４５へ出力する。また、圧縮伸張部４４は、制御部４１から送ら
れてくるデータのうちで圧縮しないデータについてはそのまま無線モジュール４５へ出力
する。無線モジュール４５は、圧縮伸張部４４から出力されたデータを操作装置２へアン
テナ４６を介して無線送信する。
【０１３６】
　操作装置２からのデータが情報処理装置３において受信される場合、無線モジュール４
５は、アンテナ４６を用いて操作装置２からのデータを受信し、受信されたデータを圧縮
伸張部４４へ出力する。圧縮伸張部４４は、圧縮されたデータが操作装置２から受信され
る場合、当該圧縮されたデータを伸張する。圧縮伸張部４４は、例えば、操作装置２にお
いて圧縮されて送信されるカメラ画像データおよびマイク音声データを伸張する。圧縮伸
張部４４は、伸張されたデータを制御部４１へ出力する。なお、圧縮伸張部４４は、操作
装置２から受信されるデータが圧縮されていない場合には当該データをそのまま制御部４
１へ出力する。
【０１３７】
　次に、制御部４１によって生成される画像を表示装置４へ送信する構成について説明す
る。本実施形態において、情報処理装置３は、ＡＶ－ＩＣ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉ
ｒｃｕｉｔ）４７およびＡＶコネクタ４８を備える。制御部４１によって生成された画像
および音声のうちで、表示装置４において出力される画像および音声のデータは、ＡＶ－
ＩＣ４７によって読み出される。ＡＶ－ＩＣ４７は、読み出した画像データをＡＶコネク
タ４８を介して表示装置４へ出力する。また、ＡＶ－ＩＣ４７は、読み出した音声データ
を、表示装置４に内蔵されるスピーカ５へ出力する。これによって、表示装置４に画像が
表示され、スピーカ５から音が出力される。なお、情報処理装置３と表示装置４との接続
および通信は、どのような方式で行われてもよい。例えば、情報処理装置３は、表示装置
４を制御する制御信号を有線または無線で表示装置４へ送信するようにしてもよい。情報
処理装置３と表示装置４との通信には、例えばＨＤＭＩ（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏ
ｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）規格に則ったＨＤＭＩケーブルが用い
られてもよい。ＨＤＭＩ規格では、ＣＥＣ（Ｃｏｎｓｕｍｅｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ
　Ｃｏｎｔｒｏｌ）と呼ばれる機能によって、接続相手の機器を制御することが可能であ
る。
【０１３８】
　情報処理装置３は、上記の機能の他、例えば次の機能を有していてもよい。すなわち、
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情報処理装置３は、情報処理システム１の外部の通信ネットワーク（例えばインターネッ
ト等）に接続可能であり、通信ネットワークを介して情報処理システム１外の他の情報処
理装置との間で通信を行う機能を有していてもよい。また、情報処理装置３は、操作装置
２とは別の入力装置と有線または無線で通信を行う機能を有していてもよい。また、情報
処理装置３は、拡張コネクタを備えており、拡張コネクタを介して拡張機器（例えば、外
部記憶媒体および周辺機器等）を接続する機能を有していてもよい。
【０１３９】
　［４．操作装置と情報処理装置との間で送受信されるデータ］
　次に、図６～図７を参照して、操作装置２と情報処理装置３との間で送受信されるデー
タについて説明する。図６は、操作装置２と情報処理装置３との間で送受信されるデータ
を示す図である。
【０１４０】
　以下、情報処理装置３から操作装置２へ送信されるデータ（ダウンストリーム）につい
て説明する。情報処理装置３は、上述の出力画像データを操作装置２へ送信する。操作装
置２は、出力画像データを受信する。これによって、情報処理装置３が生成した出力画像
を操作装置２において表示することができる。上述のように、情報処理装置３は出力画像
データを圧縮して操作装置２へ送信する。圧縮済みの出力画像データが情報処理装置３か
ら送信されると、操作装置２（無線モジュール３３）は、圧縮済みの出力画像データを受
信する。操作装置２の通信データ管理部２７は、受信された圧縮済みの出力画像データを
伸張する。通信データ管理部２７は、伸張された出力画像データを表示部１１へ出力する
。これによって、出力画像が表示部１１に表示される。
【０１４１】
　また、情報処理装置３は、上述の出力音声データを操作装置２へ送信する。操作装置２
は、出力音声データを受信する。これによって、情報処理装置３が生成した出力音声を操
作装置２において出力することができる。上述のように、情報処理装置３は出力音声デー
タを圧縮して操作装置２へ送信する。圧縮済みの出力音声データが情報処理装置３から送
信されると、操作装置２（無線モジュール３３）は、圧縮済みの出力音声データを受信す
る。操作装置２の通信データ管理部２７は、受信された圧縮済みの出力音声データを伸張
する。そして、通信データ管理部２７は、伸張された出力音声データをサウンドＩＣ３０
へ出力する。これによって、スピーカ３１から出力音声が出力される。
【０１４２】
　また、情報処理装置３は、第１拡張通信データを操作装置２へ送信する。第１拡張通信
データとは、操作装置２と上述の外部装置とが通信を行う場合に情報処理装置３から操作
装置２へ送信するデータである。情報処理装置３は、例えば、操作装置２または外部装置
に対する指令（コマンド）を表すデータ、および、外部装置へ送信すべきデータ等を、第
１拡張通信データとして操作装置２へ送信する。操作装置２（無線モジュール３３）は、
情報処理装置３から送信されてくる第１拡張通信データを受信する。通信データ管理部２
７は、受信された第１拡張通信データが表す指令に応じた処理を実行したり、受信された
第１拡張通信データを外部装置へ送信したりする。このように、第１拡張通信データによ
って、情報処理装置３は、操作装置２を介して外部装置との通信を行うことができる。な
お、第１拡張通信データに関する通信の動作例については後述する（後述する“＜５－４
：外部装置と通信が行われる場合における動作＞”参照）。
【０１４３】
　情報処理装置３は、制御データを操作装置２へ送信する。制御データは、例えば、操作
装置２と情報処理装置３との間の通信に関する制御に用いられるデータである。なお、制
御データの具体的な内容はどのようなものであってもよい。例えば、制御データは、無線
通信の設定に関する内容を表すものであってもよい。
【０１４４】
　以下、操作装置２から情報処理装置３へ送信されるデータ（アップストリーム）につい
て説明する。操作装置２は、送信情報データを情報処理装置３へ送信する。送信情報デー
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タは、情報処理装置３へ送信すべき情報を表すデータである。図７は、送信情報データに
含まれるデータの一例を示す図である。図７に示すように、送信情報データ５０は、例え
ば上述の操作データ５１を含む。送信情報データ５０に操作データ５１が含まれるため、
情報処理装置３は、操作装置２に対する操作の内容を認識することができる。操作データ
５１の詳細については後述する（後述する“［６．操作データの生成］”参照）。
【０１４５】
　また、送信情報データ５０は、管理データ５２を含む。管理データ５２は、操作装置２
に関する状態を表す。送信情報データ５０に管理データ５２が含まれることによって、情
報処理装置３は、操作装置２における状態を認識することができる。管理データ５２は、
情報処理装置３において管理すべき情報である。本実施形態においては、管理データ５２
は通信管理データ５３を含む。通信管理データ５３は、操作装置２と上述した外部装置と
の通信に関する状態を表す。また、管理データ５２は起動状態データ５４を含む。起動状
態データ５４は、上述の第２プログラムの起動状態を表す。なお、これら通信管理データ
５３および起動状態データ５４の詳細については後述する。
【０１４６】
　上記のように、管理データ５２は、操作装置２の状態を表すデータであってもよいし、
操作装置２と外部装置との通信に関する状態を表すデータであってもよいし、操作装置２
と通信可能な外部装置の状態を表すものであってもよい。なお、管理データ５２の具体的
な内容はどのようなものであってもよい。例えば、管理データ５２は、通信管理データ５
３および起動状態データ５４のいずれか一方または両方を含まない構成であってもよい。
また例えば、管理データ５２は、通信管理データ５３および起動状態データ５４以外のデ
ータを含んでいてもよい。
【０１４７】
　送信情報データ５０は、操作装置２において例えば次の方法で生成される。上述のよう
に、操作データ５１は入出力制御部２１によって生成されて通信データ管理部２７へ出力
される。通信データ管理部２７は操作データ５１に管理データ５２を加える。すなわち、
通信データ管理部２７は、操作データ５１と管理データ５２とを含む送信情報データ５０
を生成する。通信データ管理部２７は、送信情報データ５０を無線モジュール３３へ出力
する。これによって、送信情報データ５０が情報処理装置３へ送信される。なお、通信デ
ータ管理部２７は、所定時間（後述する時間Ｔ４（図８参照））に１回の頻度で送信情報
データ５０を生成して出力する。
【０１４８】
　以上のように、本実施形態においては、送信情報データ５０が操作装置２から情報処理
装置３へ送信される。つまり、操作装置２は、操作データ５１とともに管理データ５２を
情報処理装置３へ送信する。換言すれば、操作装置２は、操作データ５１と管理データ５
２とを同じ頻度で送信する。より具体的には、操作装置２は、操作データ５１と管理デー
タ５２とを同じタイミングで送信する。なお、本実施形態の変形例においては、操作装置
２は、操作データ５１と管理データ５２とを別々に（別のタイミングで）送信してもよい
し、管理データ５２を送信しなくてもよい。
【０１４９】
　また、操作装置２は、上記以外の他のデータを送信情報データ５０に含めて情報処理装
置３へ送信してもよい。例えば、コネクタ２６を介して操作装置２に周辺装置が接続され
る場合、送信情報データ５０は、当該周辺装置から取得されるデータ（例えば、周辺装置
に対する操作を表すデータ）を含んでいてもよい。このとき、入出力制御部２１は、周辺
装置からコネクタ２６を介してデータを受け取り、当該データを通信データ管理部２７へ
出力する。通信データ管理部２７は、当該周辺装置から取得されるデータを含む送信情報
データ５０を生成する。また、例えば、送信情報データ５０は、上述した音声出力端子に
対して接続される音声出力部（イヤホン等）に関するデータを含んでいてもよい。例えば
、送信情報データ５０は、上記音声出力部が音声入力機能を有するか否か（例えばマイク
機能付きのイヤホンであるか否か）を表すデータを含んでいてもよい。また例えば、送信
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情報データ５０は、上記音声出力部がボタンを有するか否かを表すデータを含んでいても
よいし、当該ボタンの入力状況（押下されたか否か）を表すデータを含んでいてもよい。
なお、これらのデータは、上記管理データ５２として送信情報データ５０に含まれてもよ
い。
【０１５０】
　図６の説明に戻り、操作装置２は、上述のカメラ画像データを情報処理装置３へ送信す
る。ここで、操作装置２はカメラ画像データを圧縮して情報処理装置３へ送信する。具体
的には、通信データ管理部２７は、カメラ１６から受け取ったカメラ画像データを圧縮す
る。通信データ管理部２７は、圧縮されたカメラ画像データを無線モジュール３３へ出力
する。圧縮されたカメラ画像データは、無線モジュール３３によって情報処理装置３へ送
信される。これによって、情報処理装置３は、カメラ画像データを受信することができ、
カメラ画像データを用いた情報処理を実行することができる。
【０１５１】
　また、操作装置２は、上述のマイク音声データを情報処理装置３へ送信する。ここで、
操作装置２はマイク音声データを圧縮して情報処理装置３へ送信する。具体的には、通信
データ管理部２７は、サウンドＩＣ３０を介してマイク３２から受け取ったマイク音声デ
ータを圧縮する。通信データ管理部２７は、圧縮されたマイク音声データを無線モジュー
ル３３へ出力する。圧縮されたマイク音声データは、無線モジュール３３によって情報処
理装置３へ送信される。これによって、情報処理装置３は、マイク音声データを受信する
ことができ、マイク音声データを用いた情報処理を実行することができる。
【０１５２】
　操作装置２は、第２拡張通信データを情報処理装置３へ送信する。第２拡張通信データ
とは、操作装置２と上述の外部装置とが通信を行う場合において、操作装置２から情報処
理装置３へ送信するデータである。例えば、情報処理装置３が操作装置２を介して外部装
置とデータのやり取りを行う場合、操作装置２は、情報処理装置３へ送信すべきデータを
外部装置から受信する。通信データ管理部２７は、例えば外部装置から受け取ったデータ
を第２拡張通信データとして情報処理装置３へ送信する。このように、第２拡張通信デー
タによって、情報処理装置３は、操作装置２を介して外部装置から送信されてくるデータ
を取得することができる。なお、第２拡張通信データに関する通信の動作例については後
述する（後述する“＜５－４：外部装置と通信が行われる場合における動作＞”参照）。
【０１５３】
　なお、詳細は後述するが、図６に示す各データのうち、拡張通信データ（第１拡張通信
データおよび第２拡張通信データ）は、不定期に送信される。つまり、情報処理装置３お
よび操作装置２は、送信すべき拡張通信データが自機において発生すると、当該拡張通信
データを相手側へ送信する。これによって、拡張通信データとして送信する情報が無い場
合には、操作装置２と情報処理装置３との間で不要なデータを送信することなく、通信を
効率良く行うことができる。一方、図６に示す各データのうち、拡張通信データ以外の他
のデータは、定期的に（換言すれば、所定時間に１回の割合で繰り返し）送信されること
が可能である。これによって、上記他のデータについては通信が途切れることなく受信側
で定期的にデータを取得することができる。なお、上記他のデータは、常に定期的に送信
される必要は無く、例えば操作装置２は、上記他のデータのうちの一部のデータ（例えば
カメラ画像データおよびマイク音声データ）を送信するモードと、送信しないモードとの
両方で動作可能であってもよい。
【０１５４】
　本実施形態においては、図６に示す各データが操作装置２と情報処理装置３との間で送
受信される。ただし、上記各データは必ずしも全て送信される必要はなく、これらのデー
タのうちのいくつかは送信されなくてもよい。例えば、情報処理装置３は出力音声データ
を送信しないモードで動作してもよいし、出力音声データを送信する機能を有していなく
てもよい。また例えば、操作装置２はカメラ画像データおよび／またはマイク音声データ
を送信しないモードで動作してもよいし、カメラ画像データおよび／またはマイク音声デ



(32) JP 5122035 B1 2013.1.16

10

20

30

40

50

ータを送信する機能を有していなくてもよい（このとき、操作装置２はカメラ１６および
／またはマイク３２を備えていなくてもよい）。また例えば、拡張通信データは、操作装
置２と外部装置とが通信を行う場合にのみ送受信され、操作装置２と外部装置とが通信を
行わない場合（操作装置２と通信可能な外部装置が存在しない場合）には送受信されなく
てもよい。また、操作装置２は、外部装置と通信する機能を有していなくてもよく、各拡
張通信データを送受信する機能を有していなくてもよい。
【０１５５】
　（通信の優先度）
　また、図６において示されるように、操作装置２と情報処理装置３との間で送受信され
る各データに対して、通信の優先度が設定される。この優先度は、操作装置２および情報
処理装置３（各無線モジュール３３および４５）が複数のデータを送信可能である場合に
、先に送信する優先順位を表す。換言すれば、優先度は、上記の場合に優先して送信され
るデータの順序を表す。例えばＷｉ－Ｆｉの認証を受けた通信モジュールについては、こ
のような優先度を設定することが可能である。
【０１５６】
　本実施形態においては、各データについて優先度は次のように設定される。
優先度１：出力画像データおよび出力音声データ
優先度２：送信情報データ
優先度３：カメラ画像データおよびマイク音声データ
優先度４：制御データ
優先度５：第１拡張通信データ
優先度６：第２拡張通信データ
　上記のように、出力画像データおよび出力音声データは、最も優先して送信される。ま
た、送信情報データは、出力画像データおよび出力音声データ以外の他のデータよりも優
先して送信される。このように、出力画像データ、出力音声データ、および送信情報デー
タは、他のデータよりも優先して送信される。これによれば、情報処理装置３の基本的な
機能である、情報処理装置３からの出力画像（および出力音声）を出力する機能、および
、操作内容を情報処理装置３へ送信する機能が、通信状況の悪化等によって低下する可能
性を抑制することができる。
【０１５７】
　また、各拡張通信データは、その他のデータよりも優先度は低い。これによれば、操作
装置２と外部装置との間で通信が行われる場合であっても、各拡張通信データの送信のた
めにその他のデータの送信が遅延されることがないので、当該その他のデータを安定的に
送信することができる。
【０１５８】
　なお、図６に示す優先度の設定は一例であり、上記各データに対して設定される優先度
は任意である。また、上記各データに対して優先度が設定されない（同じ優先度を設定す
る）ようにしてもよい。
【０１５９】
　［５．操作装置と情報処理装置との間の通信動作］
　次に、図８～図１２を参照して、操作装置２と情報処理装置３との間の通信動作につい
て説明する。以下では、まず、図８および図９を参照して、操作装置２と情報処理装置３
との間における通信の基本的な動作（外部装置が存在しない場合の動作）について説明す
る。その後、図１０～図１２を参照して、操作装置２と外部装置とが通信を行う場合にお
ける動作について説明する。
【０１６０】
　また、本実施形態においては、情報処理システム１は、２つまでの操作装置２に対応す
ることが可能である。つまり、情報処理システム１は、情報処理装置と１台の操作装置２
とが通信を行う第１通信モードと、情報処理装置と２台の操作装置２とが通信を行う第２
通信モードとの両方のモードで動作可能である。
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【０１６１】
　＜５－１：操作装置と情報処理装置との通信（第１通信モード）＞
　まず、第１通信モードにおける通信について説明する。図８は、第１通信モードにおい
て、操作装置２と情報処理装置３との間で送受信される各データの送信タイミングを示す
図である。なお、図８においては、１つの矩形ブロックが、データ送信の１単位（１つの
パケット）を示している（図９においても同様）。
【０１６２】
　（同期信号）
　図８において、一点鎖線より上には、情報処理装置３から操作装置２へ送信されるデー
タ（ダウンストリーム）が示される。情報処理装置３は、操作装置２へ同期信号を送信す
る。同期信号は、情報処理装置３および操作装置２におけるいくつかの処理に関して同期
を取るための信号である。つまり、同期信号によって、情報処理装置３および操作装置２
における処理のタイミングを揃えることができる。情報処理装置３は、所定時間Ｔ１の間
隔で同期信号を送信する。操作装置２は、上記時間Ｔ１の間隔で同期信号を受信する。詳
細は後述するが、出力画像データは同期信号と同期を取って送信され、出力画像データが
表す画像の更新間隔は上記時間Ｔ１となる。つまり、時間Ｔ１は１フレーム時間であると
言うことができる。上記時間Ｔ１は、例えば１６．６８［ｍｓｅｃ］に設定される。この
とき、同期信号の送信頻度、すなわち、出力画像データが表す画像の更新頻度（フレーム
レート）は、約５９．９４［ｆｐｓ］（一般的には６０［ｆｐｓ］と言われることもある
）となる。
【０１６３】
　（出力画像データ）
　情報処理装置３は、操作装置２へ出力画像データを送信する。本実施形態において、情
報処理装置３は、所定の頻度で１画像分（１画面分）の出力画像データを送信する。すな
わち、情報処理装置３は、上記１フレーム時間の間に１画像分の出力画像データを送信す
る。操作装置２は、上記所定の頻度で１画像分の出力画像データを受信する。その結果、
表示部１１は１フレーム時間に１回の割合で画像を更新して表示する。また、情報処理装
置３は、出力画像データを複数の（図では２０個）パケットに分割して送信する。本実施
形態において、出力画像データの圧縮および送信の方法はどのような方法でもよい。例え
ば、圧縮伸張部４４は１画像分の画像を複数の領域に分割し、分割された領域毎に圧縮処
理を行ってもよい。このとき、無線モジュール４５は、上記領域の圧縮されたデータを複
数のパケットに分割して送信する。各パケットは、所定時間（例えば５６９［μｓｅｃ］
）間隔で送信される。
【０１６４】
　なお、情報処理装置３（例えば圧縮伸張部４４）は、通信状況に応じて、および／また
は、操作装置２と情報処理装置３との間で送受信されるデータ量に応じて、分割数を変更
してもよい。例えば、操作装置２と情報処理装置３との間で送信し得る各種のデータのう
ちで一部のデータが送信されない第１モード（例えば操作装置２がマイク音声データおよ
びカメラ画像データを送信しないモード）と、上記各種のデータを全て送信する第２モー
ドとの両方で情報処理システム１が動作可能である場合を考える。この場合、第１モード
においては上記分割数が相対的に多く設定され、第２モードにおいては上記分割数が相対
的に少なく設定されてもよい。
【０１６５】
　また、出力画像データは、同期信号と同期を取って送信される。情報処理装置３は、同
期信号により決められるタイミングで出力画像データを送信する。具体的には、情報処理
装置３は、同期信号が送信されてから、所定時間Ｔ２の経過後に出力画像データ（出力画
像データの最初のパケット）を送信する。上記時間Ｔ２は、例えば３４０１［μｓｅｃ］
に設定される。
【０１６６】
　（出力音声データ）
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　情報処理装置３は、操作装置２へ出力音声データを送信する。出力音声データは、同期
信号（換言すれば、出力画像データ）とは非同期で送信される。換言すれば、情報処理装
置３は、同期信号とは独立したタイミングで出力音声データを送信する。操作装置２は、
同期信号とは独立したタイミングで情報処理装置３から出力音声データを受信する。また
、情報処理装置３は、出力音声データの１つのパケットを所定時間Ｔ３の間隔で送信する
。上記時間Ｔ３は、例えば８．８３［ｍｓｅｃ］に設定される。このとき、出力音声デー
タの１つのパケットは１フレーム時間に２回あるいは１回送信される。
【０１６７】
　（送信情報データ）
　また、図８において、一点鎖線より下には、操作装置２から情報処理装置３へ送信され
るデータ（アップストリーム）が示される。操作装置２は、上記送信情報データを情報処
理装置３へ送信する。本実施形態において、操作装置２は、所定の頻度で送信情報データ
を送信する。すなわち、操作装置２は、所定時間Ｔ４の間隔で送信情報データを送信する
。情報処理装置３は、上記所定の頻度で操作装置２から送信情報データを受信する。上記
時間Ｔ４は、例えば、上記同期信号の送信間隔Ｔ１の１／ｍ（ｍは１以上の整数）に設定
される。具体的には、時間Ｔ４は、例えば５．５６（＝Ｔ１／３）［ｍｓｅｃ］に設定さ
れる。このとき、送信情報データは、１画像分の出力画像データの送信頻度に対して上記
ｍ倍の頻度で送信されることになる。
【０１６８】
　また、送信情報データは、同期信号と同期を取って送信される。すなわち、操作装置２
は、同期信号により決められるタイミングで送信情報データを送信する。具体的には、操
作装置２は、同期信号が送信されてから所定時間Ｔ５が経過した時点で送信情報データを
送信するための処理を開始する。上記時間Ｔ５は、例えば１６［ｍｓｅｃ］に設定される
。なお、操作装置２は、同期信号の送信から受信までの時間が十分に短い場合には、同期
信号を受信した時点を上記「同期信号が送信された時点」としてもよい。また、操作装置
２は、同期信号を受信した時点から所定時間の経過後に送信情報データを送信してもよい
。
【０１６９】
　なお、本実施形態においては、操作装置２は、同期信号により決められるタイミングで
同期を取って操作装置２内の所定の動作を行う。例えば、操作装置２は、同期信号が送信
されてから所定時間Ｔ５が経過した時点で、出力画像データの画像表示（描画）処理を開
始する。上記時間Ｔ５は例えば１６［ｍｓｅｃ］に設定される。この場合には、すべての
出力画像データの受信前に描画処理が開始されるが、前述のように画像の領域が分割され
ているので、操作装置２は、受信されて復号済みの領域の画像から描画処理を行うことが
可能である。すべての出力画像データの受信と復号化は、遅くとも最後の領域が描画され
る前に完了している。描画処理は、その描画処理が開始されたフレーム期間（第１同期信
号を送ってから次に第１同期信号を送るまでに期間）の次のフレーム期間において描画処
理が開始されるタイミングまでには完了する。したがって、同期信号を送信してから操作
装置２において出力画像が表示されるまでに要する時間は、Ｔ１＋Ｔ５以内であって、こ
れは２フレーム分の時間よりも短い。したがって、本実施形態においては、情報処理装置
３から無線を介して操作装置２へ画像を送信しているにも関わらず、操作装置において非
常に高速な描画を行うことが可能となっている。
【０１７０】
　（カメラ画像データ）
　操作装置２は、上記カメラ画像データを情報処理装置３へ送信する。操作装置２は、１
画像分のカメラ画像データを所定の頻度で送信する。情報処理装置３は、上記所定の頻度
で１画像分のカメラ画像データを操作装置２から受信する。例えば図８に示すように、操
作装置２は、１画像分のカメラ画像データを２フレーム時間の間に（２フレーム時間に１
つの割合で）送信する。つまり、１画像分の出力画像データの送信頻度に対する１画像分
のカメラ画像データの送信頻度は１／２である。
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【０１７１】
　カメラ画像データの圧縮および送信の方法はどのような方法でもよい。例えば、通信デ
ータ管理部２７は、１画像分のカメラ画像データに対して圧縮処理を行ってもよい。また
、無線モジュール３３は、圧縮されたカメラ画像データを複数（図８では１５個）のパケ
ットに分割して送信してもよい。なお、操作装置２（例えば通信データ管理部２７）は、
通信状況に応じて、および／または、操作装置２と情報処理装置３との間で送受信される
データ量に応じて圧縮率（換言すれば、パケットの数）を変更してもよい。例えば、上記
第１モードにおいては圧縮率が相対的に低く設定され、上記第２モードにおいては圧縮率
が相対的に高く設定されてもよい。
【０１７２】
　また、カメラ画像データは、同期信号（換言すれば、送信情報データ）とは同期を取っ
て送信される。すなわち、操作装置２は、同期信号により決められるタイミングでカメラ
画像データを送信する。本実施形態においては、操作装置２は、１画像分のカメラ画像デ
ータのうちの最後のパケットについて同期信号と同期を取って送信し、当該最後のパケッ
ト以外の他のパケットについては、送信が可能となり次第（すなわち、圧縮が完了し次第
）送信する。具体的には、操作装置２は、同期信号が送信されてから所定時間Ｔ６が経過
した時点で、上記最後のパケットを送信する。本実施形態において、上記時間Ｔ６は、２
フレーム時間（Ｔ１×２）よりも短い時間に設定される。これによって、上述のように、
１画像分のカメラ画像データを２フレーム時間に１つの割合で送信することができる。な
お、本実施形態の変形例においては、操作装置２は、１画像分のカメラ画像データを構成
する各パケットを、同期信号と同期を取って送信してもよいし、同期信号とは非同期でカ
メラ画像データを送信してもよい。
【０１７３】
　（マイク音声データ）
　操作装置２は、上記マイク音声データを情報処理装置３へ送信する。マイク音声データ
は、同期信号（換言すれば、送信情報データ）とは非同期で送信される。換言すれば、操
作装置２は、同期信号とは独立したタイミングでマイク音声データを送信する。また、操
作装置２は、マイク音声データの１つのパケットを所定の頻度で送信する。すなわち、操
作装置２は、マイク音声データの１つのパケットを所定時間Ｔ７の間隔で送信する。情報
処理装置３は、マイク音声データ（マイク音声データの１つのパケット）を上記所定の頻
度で操作装置２から受信する。上記時間Ｔ７は、例えば１６［ｍｓｅｃ］に設定される。
【０１７４】
　なお、同期信号との同期を取らないデータ（例えば上記マイク音声データ）に関して、
操作装置２は、各パケットの送信タイミングを厳密に管理しなくてもよい。すなわち、同
期信号との同期を取らないデータに関して、無線モジュール３３は、当該データのパケッ
トが送信できる状態になったことに応じてパケットを順次送信してもよい。
【０１７５】
　＜５－２：第２通信モードにおける動作）＞
　次に、上記第２通信モードにおける通信について説明する。図９は、第２通信モードに
おいて、操作装置２と情報処理装置３との間で送受信される各データの送信タイミングを
示す図である。
【０１７６】
　ここで、情報処理システム１においては、情報処理装置３と操作装置２との間の通信が
行われる前に、情報処理装置３と操作装置２との間で接続設定（ペアリングとも言う）処
理が実行される。接続設定処理においては、情報処理装置３と操作装置２との間で識別情
報のやり取り等が行われる。接続設定処理において１つの操作装置２が認識された場合、
操作装置２および情報処理装置３は、上述したような第１通信モードで動作する。一方、
接続設定処理において２つの操作装置２が認識された場合、操作装置２および情報処理装
置３は第２通信モードで動作する。この場合、２つの操作装置２のうち一方の装置が第１
操作装置に設定され、他方の装置が第２操作装置に設定される。詳細は後述するが、第１
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操作装置と第２操作装置とでは通信に関する処理に異なる部分がある。以下、第２通信モ
ードにおける通信の詳細について説明する。
【０１７７】
　（同期信号）
　図９において、一点鎖線より上には、情報処理装置３から操作装置２へ送信されるデー
タ（ダウンストリーム）が示される。第２通信モードにおいて、情報処理装置３は、第１
同期信号を第１操作装置へ送信し、第２同期信号を第２操作装置へ送信する。第１同期信
号の送信処理は、上述の第１通信モードにおける同期信号の送信処理と同様である。一方
、情報処理装置３は、第１同期信号の送信の後に続けて第２同期信号を第２操作装置へ送
信する。ただし、第１同期信号と第２同期信号とは必ずしも連続して送信される必要はな
く、第２同期信号は第１同期信号の送信直後に送信される必要はない。第２同期信号の送
信間隔は、第２同期信号の送信間隔Ｔ１と同じである。
【０１７８】
　（出力画像データ）
　情報処理装置３は、２つの操作装置２へ出力画像データをそれぞれ送信する。すなわち
、第１出力画像データが第１操作装置へ送信される。また、第２出力画像データが第２操
作装置へ送信される。第１出力画像データは、第１操作装置で表示すべき出力画像を表す
出力画像データである。第２出力画像データは、第２操作装置で表示すべき出力画像を表
す出力画像データである。第１操作装置は、第１出力画像データを受信する。また、第２
操作装置は、第２出力画像データを受信する。
【０１７９】
　情報処理装置３は、上記１フレーム時間に１画像分の出力画像データを送信する。第２
通信モードにおいて、情報処理装置３は、第１操作装置および第２操作装置へ同じ数の出
力画像データを送信する。具体的には、本実施形態においては、情報処理装置３は、第１
操作装置および第２操作装置へ交互に出力画像データを送信する（図９参照）。より具体
的な処理としては、あるフレーム期間（第１同期信号を送ってから次に第１同期信号を送
るまでに期間）において、情報処理装置３は第１出力画像データを第１操作装置へ送信す
る。このフレーム期間においては第２出力画像データは第２操作装置へ送信されない。上
記のあるフレーム期間の次のフレーム期間において、情報処理装置３は第２出力画像デー
タを第２操作装置へ送信する。当該次のフレーム期間においては第１出力画像データは第
１操作装置へ送信されない。情報処理装置３は上記の処理を繰り返し実行することで、各
操作装置２へ交互に出力画像データを送信する。以上より、１つの操作装置２に関して言
えば、情報処理装置３は、出力画像データを所定の頻度で送信する第１通信モードと、所
定の頻度の半分の頻度で出力画像データを送信する第２通信モードとの両方で動作可能で
あると言える。
【０１８０】
　以上のように、第２通信モードにおいて、各操作装置２は、２フレーム時間（Ｔ１×２
）に１回の頻度で１画像分の出力画像データを受信する。したがって、操作装置２におけ
る出力画像のフレームレート（更新頻度）は第１通信モードにおけるフレームレートの半
分になる。すなわち、出力画像データが表す画像の更新頻度（フレームレート）は、約２
９．９７［ｆｐｓ］（一般的には３０［ｆｐｓ］と言われることもある）となる。
【０１８１】
　第２通信モードにおける各出力画像データの圧縮および送信の方法は、上述の第１通信
モードと同様であってもよい。また、第２通信モードにおいて（第１通信モードと同様）
、情報処理装置３（例えば圧縮伸張部４４）は、通信状況に応じて、および／または、操
作装置２と情報処理装置３との間で送受信されるデータ量に応じて、上述の分割数を変更
してもよい。
【０１８２】
　第２通信モードにおいて（第１通信モードと同様）、出力画像データは、同期信号と同
期を取って送信される。すなわち、情報処理装置３は、第１同期信号により決められるタ
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イミングで第１出力画像データを送信し、第２同期信号により決められるタイミングで第
２出力画像データを送信する。第１同期信号に基づく第１出力画像データの送信タイミン
グは、上述の第１通信モードと同様である。上記時間Ｔ２は、（第１通信モードと同様）
例えば３４０１［μｓｅｃ］に設定される。一方、第２出力画像データについては、情報
処理装置３は、第２同期信号が送信されてから、所定時間Ｔ２’の経過後に第２出力画像
データ（第２出力画像データの最初のパケット）を送信する。上記時間Ｔ２’は、第２出
力画像を送信するフレーム期間の最初に送信する第２同期信号を基準として、例えば２．
１８４［ｍｓｅｃ］に設定される。なお、第２出力画像データの送信タイミングは、第２
出力画像を送信するフレーム期間の１つ前のフレーム期間に送信する第２同期信号を基準
として、当該第２同期信号の送信時点から例えば１８．８６４（＝１６．６８（１フレー
ム期間）＋２．１８４）［ｍｓｅｃ］に設定されてもよい。
【０１８３】
　（出力音声データ）
　情報処理装置３は、２つの操作装置２へ出力音声データをそれぞれ送信する。すなわち
、第１出力音声データが第１操作装置へ送信される。また、第２出力音声データが第２操
作装置へ送信される。第１出力音声データは、第１操作装置で出力すべき出力音声を表す
出力音声データである。第２出力音声データは、第２操作装置で出力すべき出力音声を表
す出力音声データである。第１操作装置は、第１出力音声データを受信する。また、第２
操作装置は、第２出力音声データを受信する。
【０１８４】
　第２通信モードにおいて（第１通信モードと同様）、出力音声データは、同期信号（換
言すれば、出力画像データ）とは非同期で送信される。すなわち、情報処理装置３は、第
１同期信号とは独立したタイミングで第１出力音声データを送信する。また、情報処理装
置３は、第２同期信号とは独立したタイミングで第２出力音声データを送信する。また、
情報処理装置３は、第１出力音声データの１つのパケットを所定時間Ｔ３の間隔で送信し
、第２出力音声データの１つのパケットを所定時間Ｔ３の間隔で送信する。図９に示すよ
うに、情報処理装置３は、第１出力音声データと第２出力音声データとをタイミングをず
らして送信する。
【０１８５】
　（送信情報データ）
　また、図９において、一点鎖線より下には、各操作装置２から情報処理装置３へ送信さ
れるデータ（アップストリーム）が示される。各操作装置２は、第１送信情報データおよ
び第２送信情報データを情報処理装置３へ送信する。第１送信情報データは、第１操作装
置から送信される送信情報データである。第２送信情報データは、第２操作装置から送信
される送信情報データである。第１操作装置が第１送信情報データを送信する処理は、上
述の第１通信モードにおいて操作装置２が送信情報データを送信する処理と同様である。
【０１８６】
　一方、第２送信情報データの送信間隔は、第１送信情報データと同じである。また、第
２送信情報データは、第２同期信号と同期を取って送信される。すなわち、第２操作装置
は、第２同期信号により決められるタイミングで第２送信情報データを送信する。具体的
には、第２操作装置は、第２同期信号が送信されてから所定時間Ｔ５’が経過した時点で
第２送信情報データを送信する。上記時間Ｔ５’は、第２送信情報データの送信タイミン
グが第１送信情報データの送信タイミングとずれるように設定される。すなわち、上記時
間Ｔ５’は、上記時間Ｔ５から所定時間ΔＴだけずれた時間（Ｔ５＋ΔＴ）に設定される
。これによれば、第１送信情報データと第２送信情報データとが衝突する可能性を低くす
ることができ、通信をより確実に行うことができる。具体的には、時間Ｔ５’は、例えば
１８．２５［ｍｓｅｃ］（ΔＴ＝２．５［ｍｓｅｃ］）に設定される。
【０１８７】
　なお、第２通信モードにおいて（第１通信モードと同様）、操作装置２は、同期信号の
送信から受信までの時間が十分に短い場合には、同期信号を受信した時点を上記「同期信
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号が送信された時点」としてもよい。また、操作装置２は、同期信号を受信した時点から
所定時間の経過後に送信情報データを送信してもよい。
【０１８８】
　また、第２通信モードにおいて（第１通信モードと同様）、各操作装置２は、同期信号
により決められるタイミングで同期を取って操作装置２内の上記所定の動作を行う。なお
、第２操作装置は、第２同期信号が送信されてから所定時間Ｔ５が経過した時点を基準と
して同期を取って上記所定の動作を行う。すなわち、各操作装置２は、同期信号が送信さ
れてから所定時間Ｔ５が経過した時点で、出力画像データの画像表示（描画）処理を開始
する。第２通信モードにおいても第１通信モードと同様、１つの出力画像に関する描画処
理は、描画処理が開始されてから１フレーム時間（Ｔ１）が経過するまでに完了する。な
お、第２通信モードにおいては上述のように、１つの操作装置２においては、２フレーム
時間に１回の頻度で１画像分の出力画像データが受信される。したがって、出力画像デー
タが送信されてこないフレーム期間において、各操作装置２は、当該フレーム期間の前の
フレーム期間において表示に用いた出力画像データを再度用いて画像表示処理を実行する
。つまり、各操作装置２は、出力画像データが送信されてこないフレーム期間においては
、前のフレーム期間においてフレームバッファに記憶された画像データを用いて再度表示
処理を行う。
【０１８９】
　（カメラ画像データ）
　各操作装置２は、第１カメラ画像データおよび第２カメラ画像データを情報処理装置３
へ送信する。第１カメラ画像データは、第１操作装置から送信されるカメラ画像データで
ある。第２カメラ画像データは、第２操作装置から送信されるカメラ画像データである。
【０１９０】
　第２通信モードにおいて（第１通信モードと同様）、各操作装置２は、１画像分のカメ
ラ画像データを所定の頻度で（例えば、２フレーム時間で１つの割合で）送信する。なお
、本実施形態においては、第２通信モードにおいて、各操作装置２は、第１通信モードに
おける圧縮率よりも高い圧縮率でカメラ画像データを圧縮して送信する。つまり、各操作
装置２は、第１通信モードにおけるデータサイズよりも小さいデータサイズでカメラ画像
データを送信する。したがって、第２通信モードにおいて１つの操作装置から送信される
カメラ画像データのパケット数は、第１通信モードにおけるパケット数よりも少なくなる
（図８および図９参照）。そのため、カメラ画像データのパケットの送信間隔は、第１通
信モードにおける送信間隔よりも大きくなる。
【０１９１】
　上記のように、送信されるカメラ画像データのデータサイズを小さくすることによって
、操作装置２と情報処理装置３との間における通信量を低減することができる。第２通信
モードにおいては操作装置２が２台となるので、第１通信モードよりも上記通信量が大き
くなる可能性がある。そのため、第２通信モードにおいてはカメラ画像データのデータサ
イズを小さくすることが有効である。
【０１９２】
　また、操作装置２は（第１通信モードと同様）、各カメラ画像データを同期信号（換言
すれば、送信情報データ）と同期を取って送信する。すなわち、各操作装置２は、１画像
分のカメラ画像データのうちの最後のパケットを、同期信号が送信されてから所定時間Ｔ
６が経過した時点で送信する。なお、各操作装置２における上記所定時間Ｔ６は互いに異
なるように（換言すれば、最後のパケットの送信タイミングが２つの操作装置でずれるよ
うに）設定されてもよい。これによって、各操作装置２から送信される最後のパケットが
衝突する可能性を低くすることができ、通信をより確実に行うことができる。
【０１９３】
　（マイク音声データ）
　各操作装置２は、第１マイク音声データおよび第２マイク音声データを情報処理装置３
へ送信する。第１マイク音声データは、第１操作装置から送信されるマイク音声データで
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ある。第２マイク音声データは、第２操作装置から送信されるマイク音声データである。
第２通信モードにおいて各操作装置２がマイク音声データを送信する方法は、第１通信モ
ードにおけるマイク音声データの送信方法と同様である。
【０１９４】
　なお、上記の説明においては、第２通信モードにおける各種の時間Ｔ１～Ｔ７は、第１
通信モードにおける時間Ｔ１～Ｔ７と同じであるとしたが、これらの時間Ｔ１～Ｔ７のい
くつかまたは全部は２つの通信モードで異なる値に設定されてもよい。
【０１９５】
　なお、図８または図９に示した各データ（パケット）を送信するタイミングの管理は、
どの構成要素で行われてもよい。例えば、上記の管理は、無線モジュール（操作装置２に
おいては無線モジュール３３、情報処理装置３においては無線モジュール４５）によって
行われてもよい。また、操作装置２であれば通信データ管理部２７が上記の管理を行って
もよいし、情報処理装置３であれば制御部４１あるいは圧縮伸張部４４が上記の管理を行
ってもよい。
【０１９６】
　また、図８および図９において示した各データのうちのいくつかのデータについては、
操作装置２と情報処理装置３との間で常に送受信が行われなくてもよい。例えば、操作装
置２は、カメラ画像データおよび／またはマイク音声データを必要に応じて情報処理装置
３へ送信してもよい。すなわち、情報処理装置３においてカメラ画像データ（および／ま
たはマイク音声データ）を用いた情報処理を実行する場合に、操作装置２はカメラ画像デ
ータ（および／またはマイク音声データ）を送信してもよい。なお、カメラ画像データお
よび／またはマイク音声データが送信される間においては、これらのデータは定期的に（
一定の頻度で）送信される。
【０１９７】
　また、図８および図９に示すデータの他、情報処理装置３は、上述の制御データを操作
装置２へ送信する。なお、制御データは、どのような方法で送信されてもよい。例えば、
制御データは、一定の頻度で（例えば、１フレーム時間につき１回の頻度で）送信されて
もよいし、制御データの送信頻度は不定（つまり、定期的に送信されるものではない）で
あってもよい。また、制御データは、上述の同期信号とは同期を取って送信されてもよい
し、上述の同期信号とは非同期で送信されてもよい。
【０１９８】
　＜５－３：５－１，５－２に関する効果＞
　以上に示した構成および動作によって、操作装置２は、以下に示す効果を奏する。なお
、以下に示す効果を奏するためには、操作装置２は、以下において効果とともに説明する
構成を有していればよく、本実施形態における全ての構成を備えている必要はない。
【０１９９】
　以上の第１および第２通信モードにおいては、操作装置２（より具体的には、入出力制
御部２１）は、操作装置２に対する操作に基づいて操作データを生成する。操作装置２（
より具体的には、通信データ管理部２７および無線モジュール３３）は、１画像分の出力
画像データを情報処理装置３から第１頻度（第１通信モードの例では時間Ｔ１に１回の頻
度、第２通信モードの例では時間（Ｔ１×２）に１回の頻度）で受信し、第１頻度よりも
高い第２頻度（上記例では時間Ｔ４（＝Ｔ１／３）に１回の頻度）で情報処理装置３へ操
作データを送信する。これによれば、操作装置２において表示される画像の更新頻度より
も高い頻度で操作データが送信されるので、操作装置２に対する操作内容を高い頻度で情
報処理装置３へ伝達することができ、操作性の良い操作装置２を提供することができる。
また、操作装置２は、一定の操作性を提供できる程度に操作データの送信頻度を確保しつ
つ、情報処理装置３から出力画像データを受信して画像を表示することができる。
【０２００】
　なお、上記において、操作データの一部または全部は、前回に送信した操作データと同
じとなる場合があっても上記の効果を奏することができる。例えば、操作装置２は、操作
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データの一部のデータについては、操作データが複数回送信される度に１回の割合でその
内容を更新して操作データを送信してもよい。つまり、操作データに含まれるデータのう
ちの所定のデータについては、操作データ自身の送信頻度よりも低い頻度でその内容が更
新されてもよい。なお、上記所定のデータとしては、例えば操作データの送信頻度よりも
検出頻度が低いセンサに基づくデータが考えられる。
【０２０１】
　なお、操作装置２において表示される画像の更新頻度よりも高い頻度で操作データを送
信することを必要としない場合には、上記第２頻度は上記第１頻度よりも必ずしも高く設
定される必要はなく、第２頻度は第１頻度以下に設定されてもよい。
【０２０２】
　また、第１および第２通信モードにおいて、操作装置２は、出力画像データを受信する
頻度の整数倍（第１通信モードの例では３倍、第２通信モードの例では６倍）の頻度で操
作データを送信する。これによれば、出力画像データを受信する１周期の間に操作データ
を送信する回数は一定となる。換言すれば、情報処理装置３は、１フレーム時間内に一定
数の操作データを受信することができる。これによって、操作装置２の操作性を向上する
ことができる。なお、本実施形態の変形例においては、操作データの送信頻度は出力画像
データの受信頻度の整数倍に設定されなくてもよい。
【０２０３】
　また、第１および第２通信モードにおいて、情報処理装置３は、同期信号を操作装置２
へ送信し、当該同期信号に基づくタイミングで出力画像データを送信する。そして、操作
装置２は、情報処理装置３から送信されてくる同期信号に基づくタイミングで操作データ
を送信する。これによれば、操作装置２で受信される画像と操作装置２から送信される操
作データとの同期を取ることができるので、適切なタイミングでの操作データの送信をよ
り確実に行うことができる。また、操作データの送信タイミングを情報処理装置３からの
同期信号によって決めることができるので、操作データの遅延時間を保証することができ
る。なお、本実施形態の変形例においては、操作データは同期信号および／または出力画
像データとの同期が取られず、同期信号および／または出力画像データとは独立したタイ
ミングで送信されてもよい。
【０２０４】
　また、第１および第２通信モードにおいて、操作装置２は、同期信号に基づくタイミン
グで出力画像データを更新して表示する。また、出力画像データは、上記第１頻度（出力
画像データの送信頻度）で更新されて表示される。したがって、操作装置２は、同期信号
に基づくタイミングで、かつ、上記第１頻度で出力画像データを更新して表示する。これ
によれば、操作装置２における画像表示タイミングと操作データの送信タイミングとを同
期させることができ、操作データをより適切なタイミングで送信することができる。なお
、本実施形態の変形例においては、出力画像の表示は同期信号とは独立したタイミングで
行われてもよい。
【０２０５】
　また、第１および第２通信モードにおいて、操作装置２は、同期信号を送信してから１
フレーム時間内に出力画像を表示する。換言すれば、操作装置２は、同期信号を受信して
から、上記第１頻度の間隔（Ｔ１＝１６．６８［ｍｓｅｃ］）よりも短い時間（Ｔ５＝１
６［ｍｓｅｃ］）内に、当該同期信号に基づくタイミングで送信された出力画像データの
描画を開始する。これによれば、情報処理装置３で生成された出力画像について操作装置
２において描画を開始するまでの遅延時間を、出力画像の１フレーム時間より小さくする
ことができる。なお、本実施形態の変形例においては、上記表示遅延時間は、出力画像の
１フレーム時間以上に設定されてもよい。
【０２０６】
　また、第１および第２通信モードにおいて、操作装置２は、同期信号とは独立したタイ
ミングで情報処理装置３から出力音声データを受信する。したがって、操作装置２は、同
期信号および／または出力画像データの受信状況にかかわらず、出力音声データを逐次受
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信して出力音声を逐次出力することができる。なお、本実施形態の変形例においては、情
報処理装置３は、出力音声データの送信と同期信号の送信との同期を取るようにしてもよ
い。
【０２０７】
　また、第１および第２通信モードにおいて、操作装置２は、同期信号とは独立したタイ
ミングでマイク音声データを情報処理装置３へ送信する。したがって、操作装置２は、同
期信号の受信状況にかかわらず、マイク音声データを逐次送信することができる。なお、
本実施形態の変形例においては、操作装置２は、同期信号に基づくタイミングでマイク音
声データを送信するようにしてもよい。
【０２０８】
　また、第１通信モードにおいて、操作装置２は、カメラ１６による１画像分のカメラ画
像データを第１頻度よりも低い頻度（上記例では２フレーム時間に１回の頻度）で情報処
理装置３へ送信する。これによれば、出力画像データはカメラ画像データの送信頻度より
も高い頻度で受信されるので、操作装置２は、カメラ画像データを送信する場合であって
も、出力画像を高い頻度で表示することができる。なお、本実施形態の変形例においては
、操作装置２は、カメラ画像データの送信頻度を出力画像データの受信頻度以上にしても
よい。
【０２０９】
　また、第１および第２通信モードにおいて、操作装置２は、上記１の頻度よりも高くか
つ上記第２頻度よりも低い頻度で（上記例では１フレーム時間に１回以上の頻度）１パケ
ット分の出力音声データを情報処理装置３から受信する。これによれば、操作装置２は、
１フレーム時間内に少なくとも１回は出力音声データを受信することができるので、出力
音声データが表す音声を出力する処理を適切な頻度で実行することができる。なお、本実
施形態の変形例においては、出力音声データを受信する頻度は任意であってもよい。
【０２１０】
　また、第１通信モードにおいて、操作装置２は、上記第１頻度よりも高くかつ上記第２
頻度よりも低い頻度で、で、マイク３２による１パケット分の音声データを情報処理装置
３へ送信する。これによれば、操作装置２は、１フレーム時間内に少なくとも１回の頻度
でマイクによる音声データを送信するので、情報処理装置３は、マイクによる音声データ
に対する情報処理を適切な頻度で実行することができる。なお、本実施形態の変形例にお
いては、音声データを送信する頻度は任意であってもよい。
【０２１１】
　また、第１および第２通信モードにおいて、操作装置２は、操作データ（送信情報デー
タ）を所定時間Ｔ４に１回の頻度で生成し、操作データが生成される度に当該生成された
操作データを送信する。つまり、操作装置２は、送信の度に新しく生成される操作データ
を送信する。換言すれば、操作装置２は、前回に送信した操作データが表す操作が行われ
た後に行われた操作に基づいて生成された操作データを、前回に送信した操作データの次
に送信する。これによれば、常に新しい内容の操作データが送信されるので、操作装置２
は実質的に高い頻度で操作内容を情報処理装置３へ伝達することができ、操作装置２の操
作性を向上することができる。なお、本実施形態の変形例においては、操作データの一部
または全部は、必ずしも送信の度に新しく生成されなくてもよい。
【０２１２】
　また、操作装置２は、タッチパネル１２、加速度センサ２３、およびジャイロセンサ２
４のうち少なくとも１つを含むセンサ部を備える。ここで、詳細は後述するが、操作装置
２は、上記センサ部の出力に基づくデータを含む操作データを生成する（後述の“[６．
操作データの生成]”を参照）。上述のように、操作データは高い頻度で（例えば、出力
画像データの受信頻度より高い頻度で）送信されるので、操作装置２は、上記センサ部の
出力に基づくデータを高い頻度で情報処理装置３へ送信することができる。センサ部の出
力結果を高い頻度で情報処理装置３へ伝達することができるので、センサ部によって検出
される操作の操作性を向上することができる。なお、本実施形態の変形例においては、操
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作データは、センサ部の出力に基づくデータを含まなくてもよい。
【０２１３】
　また、第１および第２通信モードにおいて、操作装置２（より具体的には、入出力制御
部２１）は、操作装置２に対する操作に基づいて操作データを生成する。操作装置２（よ
り具体的には、通信データ管理部２７および無線モジュール３３）は、情報処理装置３か
ら送信される同期信号に基づくタイミングで送信される１画像分の出力画像データを情報
処理装置３から上記第１頻度で受信し、情報処理装置３から送信されてくる同期信号に基
づくタイミングでかつ第１頻度の整数倍の第２頻度で情報処理装置３へ操作データを送信
し、カメラ１６による１画像分のカメラ画像データを第１頻度の１／ｎ（ｎは自然数）の
第３頻度で情報処理装置３へ送信する。これによれば、操作装置２において表示される画
像の更新頻度の整数倍の頻度で操作データが送信されるので、操作性の良い操作装置２を
提供することができる。また、操作装置２は、一定の操作性を提供できる程度に操作デー
タの送信頻度を確保しつつ、情報処理装置３から出力画像データを受信して画像を表示す
ることができる。また、同期信号を用いることによって、操作装置２は、適切なタイミン
グでの操作データの送信をより確実に行うことができ、また、操作データの送信タイミン
グを同期信号によって決めることで操作データの遅延時間を保証することができる。さら
に、カメラ画像データを第１頻度の１／ｎ（ｎは自然数）の第３頻度で送信することによ
って、操作装置２は、カメラ画像データを送信する場合であっても、出力画像を高い頻度
で表示することができる。
【０２１４】
　また、第１および第２通信モードにおいて、操作装置２（より具体的には、入出力制御
部２１）は、操作装置２に対する操作に基づいて操作データを生成する。操作装置２（よ
り具体的には、通信データ管理部２７および無線モジュール３３）は、カメラ１６によっ
て生成されるカメラ画像データを所定の頻度（上記例では２フレーム時間に１回の頻度）
で情報処理装置３へ送信し、カメラ１６による１画像分のカメラ画像データを送信する頻
度よりも高い頻度（上記第２頻度）で操作データを情報処理装置３へ送信する。これによ
れば、カメラ画像データよりも高い頻度で操作データが送信されるので、操作装置２に対
する操作内容を高い頻度で情報処理装置３へ伝達することができ、操作性の良い操作装置
２を提供することができる。また、操作装置２は、一定の操作性を提供できる程度に操作
データの送信頻度を確保しつつ、情報処理装置３に対してカメラ画像データを送信するこ
とができる。なお、上記においては、情報処理装置３から送信される出力画像データを受
信する頻度（第１頻度）は任意であり、当該頻度によらず操作装置２は上記の効果を奏す
ることができる。
【０２１５】
　さらに、第１および第２通信モードにおいて、操作装置２は、カメラ１６による１画像
分のカメラ画像データを送信する頻度（上記例では時間（Ｔ１×２）に１回の頻度）の整
数倍の頻度（上記例では時間Ｔ４（＝Ｔ１／３）に１回の頻度）で操作データを送信する
。これによれば、カメラ画像データを送信する１周期の間に操作データを送信する回数は
一定となる。したがって、情報処理装置３は、カメラ画像データと操作データとを一定の
比率で受信することができるので、情報処理装置３における処理を簡易化することができ
る。なお、本実施形態の変形例においては、操作データの送信頻度は出力画像データの受
信頻度の整数倍に設定されなくてもよい。
【０２１６】
　また、本実施形態において、操作装置２（より具体的には、入出力制御部２１）は、操
作装置２に対する操作に基づいて操作データを生成する。操作装置２（より具体的には、
通信データ管理部２７および無線モジュール３３）は、出力画像データを情報処理装置３
から受信し、情報処理装置３へ操作データを送信する。操作装置２は、第１頻度（上記例
では１フレーム時間に１回の頻度）で出力画像データを受信する第１通信モードと、第１
頻度の半分の頻度（上記例では２フレーム時間に１回の頻度）で出力画像データを受信す
る第２通信モードとの両方で動作可能である。これによれば、操作装置２は、第１頻度で
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１台の操作装置２へ出力画像データを送信する情報処理装置３の動作に対応可能であると
ともに、第１頻度の半分の頻度で２台の操作装置２へそれぞれ出力画像データを送信する
情報処理装置３の動作にも対応可能である。つまり、操作装置２は、情報処理装置３に対
して１台を無線接続して使用することと、情報処理装置３に対して２台を無線接続して使
用することとの両方が可能となる。なお、上記においては、情報処理装置３から各種のデ
ータ（出力画像データ等）を受信する頻度、および、操作装置２から操作データ以外のデ
ータを送信する頻度は任意であり、これらの頻度によらず、操作装置２は上記の効果を奏
することができる。
【０２１７】
　なお、操作装置２は、第１通信モードおよび第２通信モードのうちのいずれか１つのモ
ードにのみ対応するものであってもよい。すなわち、操作装置２は、上記第１通信モード
における動作を行う機能を有し、かつ、上記第２通信モードにおける動作を行う機能を有
していなくてもよい。また、操作装置２は、上記第１通信モードにおける動作を行う機能
を有しておらず、かつ、上記第２通信モードにおける動作を行う機能を有していなくても
よい。このとき、操作装置２は、上記第１操作装置の動作を行う機能と、上記第２操作装
置の動作を行う機能との両方の機能を有していてもよいし、いずれか一方の機能を有して
いてもよい。
【０２１８】
　また、操作装置２（より具体的には、通信データ管理部２７および無線モジュール３３
）は、第１通信モードおよび第２通信モードのいずれのモードにおいても、第１頻度より
も高い第２頻度で情報処理装置３へ操作データを送信する。これによれば、操作装置２は
、上記２つのモードのいずれにおいても出力画像データの送信頻度よりも高い頻度で情報
処理装置３へ操作データを送信することができる。したがって、操作装置２に対する操作
内容を高い頻度で情報処理装置３へ伝達することができ、操作性の良い操作装置２を提供
することができる。なお、本実施形態の変形例においては、第１通信モードおよび第２通
信モードにおける操作データの送信頻度は任意であってもよい。
【０２１９】
　また、第１通信モードおよび第２通信モードにおいて、情報処理装置３は、同期信号を
操作装置２へ送信し、当該同期信号に基づくタイミングで出力画像データを送信する。操
作装置２は、情報処理装置３から送信されてくる同期信号に基づくタイミングで操作デー
タを送信する。このとき、操作装置２は、第２通信モードにおいて、情報処理装置３と通
信可能な他の装置（他の操作装置）が操作データを送信するタイミングとは異なるタイミ
ングで操作データを送信することが可能である。これによれば、第２通信モードにおいて
２台の操作装置２が情報処理装置３と通信を行う場合に、操作データが衝突する可能性を
低減することができる。なお、本実施形態の変形例において、２つの操作装置から送信さ
れる操作データの送信タイミングは任意であってもよい。
【０２２０】
　さらに、操作装置２は、第２通信モードにおいて、第１通信モードと同じタイミングで
操作データを送信するモード（上記第１操作装置の動作モード）と、第１通信モードと異
なるタイミングで操作データを送信するモード（上記第２操作装置の動作モード）との両
方で動作可能である。これによれば、情報処理装置３と無線通信可能な他の装置（他の操
作装置）との間で操作データの送信タイミングを容易にずらすことができる。
【０２２１】
　また、操作装置２は、第１通信モードおよび第２通信モードのいずれの場合においても
、操作装置２が備えるカメラ１６による１画像分のカメラ画像データを所定の頻度で情報
処理装置３へ送信する。これによれば、操作装置２は、第１通信モードおよび第２通信モ
ードのいずれの場合においても同じ頻度でカメラ画像データを送信することができる。つ
まり、操作装置２は、１台で使用される場合であっても２台で使用される場合であっても
、同じ頻度でカメラ画像データを送信することができる。なお、本実施形態の変形例にお
いては、操作装置２は、第１通信モードと第２通信モードとでカメラ画像データの送信頻
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度が異なるようにしてもよい。例えば、操作装置２は、第２通信モードにおけるカメラ画
像データの送信頻度を、第１通信モードにおける送信頻度よりも低く設定してもよい。
【０２２２】
　また、操作装置２は、第２通信モードにおいては、第１通信モードの場合よりも１画像
分のデータ量を減らしてカメラ画像データを情報処理装置３へ送信する。ここで、第２通
信モードにおいては操作装置２が２台となるので、操作装置２と情報処理装置３との間に
おける通信量が第１通信モードよりも大きくなる傾向がある。これに対して、上記によれ
ば、操作装置２は、第２通信モードにおける上記通信量の増加を抑えつつ、第１通信モー
ドと同じ頻度でカメラ画像データを送信することができる。なお、本実施形態の変形例に
おいては、操作装置２は、第２通信モードにおけるカメラ画像データのデータ量を第１通
信モードにおけるデータ量と同じに設定してもよい。
【０２２３】
　また、上記実施形態においては、操作装置２は、操作データを他のデータ（管理データ
５２）とともに情報処理装置３へ送信した。ここで、操作データが他のデータとともに情
報処理装置３へ送信される（送信情報データに含める形で送信される）か、それとも、単
独で送信されるかに関わらず、操作装置２は、“＜５－３＞”において説明した上記の効
果を奏することができる。
【０２２４】
　＜５－４：外部装置と通信が行われる場合における動作＞
　次に、操作装置２と外部装置とが通信を行う場合における動作について説明する。本実
施形態においては、外部装置との通信のために、操作装置２と情報処理装置３との間の通
信において、上述した各拡張通信データおよび通信管理データが用いられる。すなわち、
操作装置２と情報処理装置３との間においては、情報処理装置３からの通信に関する指令
を表すデータ、および、外部装置に対して送受信されるデータは、拡張通信データ（第１
拡張通信データまたは第２拡張通信データ）として送受信される。また、操作装置２と外
部装置との通信に関する状態を情報処理装置３が認識するべく、当該状態を表す通信管理
データが操作装置２から情報処理装置３へ送信される。以下、操作装置２と外部装置とが
通信を行う場合における動作の詳細について説明する。
【０２２５】
　（赤外線通信における動作）
　まず、操作装置２と外部装置とが赤外線通信を行う場合を説明する。図１０は、通信管
理データに含まれるデータの一例を示す図である。また、図１１は、操作装置２と外部装
置とが赤外線通信を行う場合における通信動作の一例を示す図である。
【０２２６】
　まず、赤外線通信に用いられる通信管理データの詳細について説明する。図１０に示す
ように、通信管理データ５３は、赤外線通信データ６１を含む。赤外線通信データ６１は
、赤外線通信部３６による赤外線通信に関する状態を表す。赤外線通信データ６１の具体
的な内容は任意であるが、赤外線通信データ６１は例えば以下のデータを含む。
【０２２７】
　赤外線通信データ６１は、接続状態データ６２を含む。接続状態データ６２は、赤外線
通信部３６と外部装置との赤外線通信の接続状態を表す。具体的には、接続状態データ６
２は、例えば上記赤外線通信が確立している（通信可能である）か否かを表すフラグのデ
ータである。以下では、このフラグを「接続状態フラグ」と呼ぶ。なお、操作装置２の通
信データ管理部２７は、接続状態フラグのオン／オフを表すデータをメモリ２９に記憶す
る。赤外線通信の開始前においては、接続状態フラグはオフに設定される。
【０２２８】
　また、赤外線通信データ６１は、赤外イベントデータ６３を含む。赤外イベントデータ
６３は、上記赤外線通信におけるイベントの状態を表す。例えば、赤外イベントデータ６
３は、イベントの有無（イベントが発生したか否か）を表すフラグのデータである。以下
では、このフラグを「赤外イベントフラグ」と呼ぶ。ここで、イベントとは、赤外線通信
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によって生じた事象であって、情報処理装置３に伝達すべき事象である。イベントの具体
的な内容はどのようなものであってもよい。イベントの例としては、例えば、外部装置か
ら情報処理装置３へ送信すべきデータの受信が操作装置２において完了したこと、および
、赤外線通信においてエラーが発生したこと等が考えられる。なお、赤外イベントデータ
６３は、イベントの有無に加えて、あるいは、イベントの有無に代えて、発生したイベン
トの内容（種類）を表すものであってもよい。なお、操作装置２の通信データ管理部２７
は、赤外イベントフラグのオン／オフを表すデータをメモリ２９に記憶する。赤外線通信
の開始前においては、赤外イベントフラグはオフに設定される。
【０２２９】
　以下、図１１を参照して、操作装置２と外部装置とが赤外線通信を行う場合の動作を説
明する。なお、本実施形態においては、赤外線通信に関する操作装置２における動作は、
通信データ管理部２７によって管理される。すなわち、通信データ管理部２７は、赤外線
通信部３６を制御することによって外部装置との赤外線通信（赤外線信号の送受信）を行
う。また、通信データ管理部２７は、無線モジュール３３を制御することによって情報処
理装置３との通信（拡張通信データおよび送信情報データ等の送受信）を行う。ただし、
上記動作の管理は、操作装置２におけるどの構成要素で行われてもよい。
【０２３０】
　赤外線通信を開始する場合、情報処理装置３は、操作装置２へ接続指令を送信する。接
続指令は、外部装置との赤外線通信による接続を行う旨を示す指令（コマンド）である。
ここで、操作装置２と外部装置との通信（拡張通信）における操作装置２への指令は、当
該指令を表す第１拡張通信データを操作装置２へ送信することによって行われる。すなわ
ち、情報処理装置３は、接続指令を表す第１拡張通信データを操作装置２へ送信する。
【０２３１】
　ここで、各拡張通信データ（第１拡張通信データおよび第２拡張通信データ）は、不定
期に送信される（定期的には送信されない）データである。なお、「不定期に送信する」
とは、送信すべき情報が発生した場合には当該情報を表すデータを送信し、発生していな
い場合にはデータを送信しない、という意味である。また、上述のように拡張通信データ
は、図６に示した各データのうちの他のデータ（拡張通信データ以外のデータ）に比べて
優先度が低く設定される。したがって、本実施形態においては、拡張通信データは、上記
他のデータに比べて送信機会が少ない（送信機会が確保されにくい）データであると言え
る。なお、図１１において、拡張通信データによって送受信される情報は、太い斜線の矢
印で示される。一方、送信情報データによって送受信される情報は、細い実線の矢印で示
される。なお、図１１および図１２においては図示しないが、送信情報データは定期的に
送信される。
【０２３２】
　情報処理装置３からの接続指令を受信すると、操作装置２は、外部装置との赤外線通信
を開始する。ここで、操作装置２が外部装置との赤外線通信を開始する方法としては、認
証処理を行ってから通信を開始する方法と、認証処理を行わずに通信を開始する方法とが
ある。認証処理を行う場合、操作装置２は、接続指令を受信すると外部装置との間で認証
処理を行う。そして、認証処理が成功（完了）すると、操作装置２は、上述の接続状態フ
ラグをオンに設定する（図１１において、“Ｃｏｎｎｅｃｔ　Ｏｎ”と記載）。一方、認
証処理を行わない場合、操作装置２は、接続指令を受信すると、接続状態フラグをオンに
設定する。
【０２３３】
　上述のように、接続状態データ６２を含む送信情報データは所定時間間隔で情報処理装
置３へ送信されている。また、接続状態フラグがオンに設定された後においては、操作装
置２は、接続状態フラグがオンであることを表す接続状態データ６２を含む送信情報デー
タを生成する。そして、接続状態フラグがオンであることを表す接続状態データ６２を含
む送信情報データが情報処理装置３へ送信される。これによって、情報処理装置３は、接
続状態フラグがオンであること、すなわち、操作装置２と外部装置との赤外線通信の通信
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接続が完了したことを認識することができる。なお、上記認証処理が行われる場合におい
て、認証処理が失敗する場合には、接続状態フラグはオフに設定されたままである。した
がって、接続状態フラグがオフであることを表す接続状態データ６２を含む送信情報デー
タが所定時間間隔で情報処理装置３へ送信されるので、情報処理装置３は、操作装置２と
外部装置との赤外線通信の接続が完了していないことを認識することができる。このとき
、情報処理装置３は、例えば、接続指令を送信してから所定時間を経過しても接続状態フ
ラグがオンとならない場合には、赤外線通信の接続が失敗したと判断してもよい。
【０２３４】
　操作装置２と外部装置との赤外線通信が開始されると、操作装置２と外部装置との間で
データの送受信が行われる。例えば、外部装置から情報処理装置３へ送信すべきデータが
外部装置から操作装置２へ送信される処理等が行われる。なお、操作装置２と外部装置と
の間のデータの送受信は、どのような方法で行われてもよい。例えば、操作装置２および
外部装置は、それぞれデータの送信と受信とを交互に行うようにしてもよい。
【０２３５】
　赤外線通信の結果、操作装置２においてイベントが発生した場合、操作装置２は、赤外
イベントフラグをオンに設定する（図１１において、“Ｅｖｅｎｔ　Ｏｎ”と記載）。な
お、イベントが発生した場合とは、例えば、情報処理装置３へ送信すべきデータを操作装
置２が外部装置から受信完了した場合、あるいは、赤外線通信においてエラーが発生した
場合等である。
【０２３６】
　赤外イベントフラグがオンに設定された後において、操作装置２は、赤外イベントフラ
グがオンであることを表す赤外イベントデータ６３を含む送信情報データを生成する。そ
して、当該送信情報データが情報処理装置３へ送信される。これによって、情報処理装置
３は、赤外イベントフラグがオンであること、すなわち、赤外線通信に関してイベントが
発生したことを認識することができる。
【０２３７】
　情報処理装置３は、イベントが発生したことを認識すると、イベントに応じた何らかの
動作を行う。具体的には、情報処理装置３は、所定の制御指令を操作装置２へ送信する。
この制御指令の内容は任意であるが、例えば、制御指令として受信指令および／または送
信指令が考えられる。受信指令とは、外部装置から情報処理装置３へ送信すべきデータを
情報処理装置３が受信する旨、すなわち、当該データを操作装置２から情報処理装置３へ
送信させる旨の指令である。また、送信指令とは、情報処理装置３から外部装置へ送信す
べきデータを、操作装置２が外部装置へ送信する旨の指令である。なお、上述のように、
上記所定の制御指令は、第１拡張通信データとして操作装置２へ送信される。また、上記
送信指令の場合、情報処理装置３は、上記送信すべきデータを上記第１拡張通信データと
して操作装置２へ送信する。
【０２３８】
　操作装置２は、上記所定の制御指令を受信すると、赤外イベントフラグをオフに設定す
る（図１１において、“Ｅｖｅｎｔ　Ｏｆｆ”と記載）。発生したイベントに対する情報
処理装置３の応答（所定の制御指令）があったので、さらに指令を送信する必要がないこ
とを情報処理装置３に認識させるためである。なお、赤外イベントフラグがオフに設定さ
れた後において、操作装置２は、赤外イベントフラグがオフであることを表す赤外イベン
トデータ６３を含む送信情報データを生成して情報処理装置３へ送信する。これによって
、情報処理装置３は、赤外イベントフラグがオフであること、すなわち、イベントが発生
していないことを認識することができる。
【０２３９】
　また、操作装置２は、上記所定の制御指令を受信すると、当該制御指令に応じた動作を
行う。例えば上記受信指令を受信した場合、操作装置２は、外部装置から受信したデータ
を情報処理装置３へ送信する。また例えば、上記送信指令を受信した場合、操作装置２は
、外部装置へ送信すべきデータを情報処理装置３から受信し、当該データを外部装置へ送
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信する。また例えば、エラーが発生したことに応じて赤外イベントフラグがオンに設定さ
れた場合には、操作装置２は、エラーの内容を示す第２拡張通信データを情報処理装置３
へ送信してもよい。
【０２４０】
　上記所定の制御指令に応じた動作として、何らかのデータを情報処理装置３へ送信する
場合、操作装置２は、当該データを第２拡張通信データとして送信する。本実施形態にお
いては、第２拡張通信データは第１拡張通信データと同様、拡張通信データ以外の他のデ
ータに比べて送信機会が少ないデータであると言える。
【０２４１】
　上記所定の制御指令に応じた操作装置２の動作が完了すると、情報処理装置３は、切断
指令を操作装置２へ送信する。切断指令は、外部装置との赤外線通信を切断（終了）する
旨を示す指令である。すなわち、情報処理装置３は、切断指令を表す第１拡張通信データ
を操作装置２へ送信する。
【０２４２】
　情報処理装置３からの切断指令を受信すると、操作装置２は、外部装置との赤外線通信
を切断する処理（切断処理）を行う。例えば、操作装置２は、赤外線通信を切断する旨の
制御データを外部装置へ送信する。切断処理によって外部装置との赤外線通信が終了する
と、操作装置２は、接続状態フラグをオフに設定する（図１１において、“Ｃｏｎｎｅｃ
ｔ　Ｏｆｆ”と記載）。なお、接続状態フラグがオフに設定された後において、操作装置
２は、接続状態フラグがオフであることを表す接続状態データを含む送信情報データを生
成して情報処理装置３へ送信する。これによって、情報処理装置３は、接続状態フラグが
オフであること、すなわち、操作装置２と外部装置との赤外線通信が完了したことを認識
することができる。
【０２４３】
　以上のように、赤外線通信の場合、情報処理装置３からの指令、および、外部装置から
情報処理装置３までの間で送受信されるデータは、操作装置２と情報処理装置３との間で
は拡張通信データとして伝達される。本実施形態において、拡張通信データは、定期的に
送信されないことから、および／または、優先度が低く設定されることから、送信機会が
相対的に確保されにくいデータである。換言すれば、拡張通信データの送受信は、出力画
像データおよび送信情報データ等の他のデータの送受信に対して影響が少ない。つまり、
本実施形態においては、赤外線通信が当該他のデータの通信に大きな影響を与えないので
、他のデータの通信を安定的に行うことができる。
【０２４４】
　また、赤外線通信の通信状態を表す赤外線通信データ６１については、送信情報データ
を用いて伝達される。上述のように、送信情報データは、定期的に送信されることから、
および／または、（拡張通信データよりも）優先度が高く設定されることから、送信機会
が相対的に確保されやすいデータである。したがって、送信情報データを用いて上記通信
状態が情報処理装置３へ定期的に伝達されることによって、情報処理装置３は、通信状態
を迅速に認識することができる。以上より、本実施形態においては、情報処理装置３は、
赤外線通信の通信状態を迅速に認識することができるとともに、操作装置２と情報処理装
置３との間の通信を安定的に行うことができる。
【０２４５】
　（近距離無線通信における動作）
　次に、図１０および図１２を参照して、操作装置２と外部装置（近距離無線通信におい
ては、「タグ」と呼ばれることもある）とが近距離無線通信を行う場合を説明する。図１
２は、操作装置２と外部装置とが近距離無線通信を行う場合における通信動作の一例を示
す図である。
【０２４６】
　まず、近距離無線通信に用いられる通信管理データの詳細について説明する。図１０に
示すように、通信管理データ５３は、近距離無線通信データ（以下、「ＮＦＣデータ」と



(48) JP 5122035 B1 2013.1.16

10

20

30

40

50

記載する）６４を含む。ＮＦＣデータ６４は、近距離無線通信部３７による近距離無線通
信に関する状態を表す。ＮＦＣデータ６４の具体的な内容は任意であるが、ＮＦＣデータ
６４は例えば以下のデータを含む。
【０２４７】
　ＮＦＣデータ６４は、検出状態データ６５を含む。検出状態データ６５は、操作装置２
と近距離無線通信が可能な外部装置の検出状態を表す。具体的には、検出状態データ６５
は、上記外部装置が検出されたか否かを表すフラグのデータである。以下では、このフラ
グを「検出フラグ」と呼ぶ。なお、操作装置２の通信データ管理部２７は、検出フラグの
オン／オフを表すデータをメモリ２９に記憶する。近距離無線通信の開始前においては、
検出フラグはオフに設定される。
【０２４８】
　ＮＦＣデータ６４は、初期化状態データ６６を含む。初期化状態データ６６は、操作装
置２において実行される、近距離無線通信に関する初期化処理（例えば、近距離無線通信
部３７の初期化処理）の状態を表す。具体的には、初期化状態データ６６は、初期化処理
が完了したか否かを表すフラグのデータである。以下では、このフラグを「初期化フラグ
」と呼ぶ。なお、操作装置２の通信データ管理部２７は、初期化フラグのオン／オフを表
すデータをメモリ２９に記憶する。近距離無線通信の開始前においては、接続状態フラグ
はオフに設定される。
【０２４９】
　ＮＦＣデータ６４は、ＮＦＣイベントデータ６７を含む。ＮＦＣイベントデータ６７は
、上記近距離無線通信におけるイベントの状態を表す。例えば、ＮＦＣイベントデータ６
７は、イベントの有無（イベントが発生したか否か）を表すフラグのデータである。以下
では、このフラグを「ＮＦＣイベントフラグ」と呼ぶ。ここで、イベントとは、近距離無
線通信によって生じた事象であって、情報処理装置３に伝達すべき事象である。イベント
の具体的な内容はどのようなものであってもよい。イベントの例としては、例えば、外部
装置から情報処理装置３へ読み出すべきデータを外部装置から受信完了したこと、および
、近距離無線通信においてエラーが発生したこと等が考えられる。なお、ＮＦＣイベント
データ６７は、イベントの有無に加えて、あるいは、イベントの有無に代えて、発生した
イベントの内容（種類）を表すものであってもよい。なお、操作装置２の通信データ管理
部２７は、ＮＦＣイベントフラグのオン／オフを表すデータをメモリ２９に記憶する。近
距離無線通信の開始前においては、ＮＦＣイベントフラグはオフに設定される。
【０２５０】
　以下、図１２を参照して、操作装置２と外部装置とが近距離無線通信を行う場合の動作
を説明する。なお、本実施形態においては、近距離無線通信に関する操作装置２における
動作は、通信データ管理部２７によって管理される。すなわち、通信データ管理部２７は
、近距離無線通信部３７を制御することによって外部装置との近距離無線通信を行う。ま
た、通信データ管理部２７は、無線モジュール３３を制御することによって情報処理装置
３との通信（拡張通信データおよび送信情報データ等の送受信）を行う。ただし、上記動
作の管理は、操作装置２におけるどの構成要素で行われてもよい。
【０２５１】
　近距離無線通信を開始する場合、情報処理装置３は、操作装置２へ初期化指令を送信す
る。初期化指令は、上記の初期化処理を行う旨を示す指令（コマンド）である。すなわち
、情報処理装置３は、初期化指令を表す第１拡張通信データを操作装置２へ送信する。な
お、図１２においても図１１と同様、拡張通信データによって送受信される情報は、太い
斜線の矢印で示され、送信情報データによって送受信される情報は、細い実線の矢印で示
される。
【０２５２】
　情報処理装置３からの初期化指令を受信すると、操作装置２は、上記の初期化処理を実
行する。操作装置２は、初期化処理が完了すると、上記の初期化フラグをオンに設定する
（図１２において、“Ｉｎｉｔ　Ｏｎ”と記載）。ここで、上述のように初期化状態デー
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タ６６を含む送信情報データは、所定時間間隔で情報処理装置３へ送信されている。した
がって、初期化状態フラグがオンに設定された後において、操作装置２は、初期化状態フ
ラグがオンであることを表す接続状態データ６２を含む送信情報データを生成し、当該送
信情報データを情報処理装置３へ送信する。これによって、情報処理装置３は、初期化状
態フラグがオンであること、すなわち、初期化処理が完了したことを認識することができ
る。
【０２５３】
　情報処理装置３は、初期化処理が完了したことを認識すると、所定の制御指令を送信す
る。すなわち、所定の制御指令を表す第１拡張通信データを操作装置２へ送信する。この
制御指令の内容は任意であるが、例えば、制御指令として読み出し指令および／または書
き込み指令が考えられる。読み出し指令とは、外部装置からデータを読み出す旨、すなわ
ち、操作装置２が外部装置からデータを受信して当該データを情報処理装置３へ送信させ
る旨の指令である。なお、読み出し指令の場合、操作装置２は、外部装置から読み出され
たデータを上記第２拡張通信データとして情報処理装置３へ送信する。また、書き込み指
令とは、外部装置にデータを書き込む旨、すなわち、外部装置に書き込むべきデータを、
操作装置２が情報処理装置３から受信して外部装置へ送信する旨の指令である。なお、書
き込み指令の場合、情報処理装置３は、上記書き込むべきデータを上記第１拡張通信デー
タとして操作装置２へ送信する。
【０２５４】
　操作装置２は、上記所定の制御指令を受信すると、外部装置を検知するための検知処理
（例えばポーリング処理）を実行する。すなわち、操作装置２は、操作装置２との近距離
無線通信が可能な外部装置を検知する。これによって、近距離無線通信が可能な程度に操
作装置２と接近している外部装置があれば、当該外部装置が検知される。検知処理の結果
、外部装置が検知されると、操作装置２は、上記の検出フラグをオンに設定する（図１２
において、“Ｄｅｔｅｃｔ　Ｏｎ”と記載）。検出フラグがオンに設定された後において
、操作装置２は、検出フラグがオンであることを表す検出状態データ６５を含む送信情報
データを生成し、当該送信情報データを情報処理装置３へ送信する。これによって、情報
処理装置３は、検出フラグがオンであること、すなわち、操作装置２との近距離無線通信
が可能な外部装置が検出されたことを認識することができる。なお、情報処理装置３は、
例えば、制御指令を送信してから所定期間内に外部装置が検出されない場合には近距離無
線通信を終了させる目的等で、検出フラグを用いるようにしてもよい。
【０２５５】
　上記検知処理の後、操作装置２は、上記所定の制御指令に応じた処理を実行する。すな
わち、操作装置２の近距離無線通信部３７は、外部装置および／または情報処理装置３と
の間で必要に応じてデータの送受信を行う。例えば、制御指令が読み出し指令である場合
、読み出すべきデータを外部装置から受信する。また例えば、制御指令が書き込み指令で
ある場合、書き込むべきデータを情報処理装置３から受信し、当該データを外部装置へ送
信する。
【０２５６】
　上記所定の制御指令に応じた処理において、操作装置２においてイベントが発生した場
合、操作装置２は、ＮＦＣイベントフラグをオンに設定する（図１２において、“Ｅｖｅ
ｎｔ　Ｏｎ”と記載）。なお、イベントが発生した場合とは、例えば、上記所定の制御指
令に応じた処理が完了した場合、あるいは、当該処理においてエラーが発生した場合等で
ある。ＮＦＣイベントフラグがオンに設定された後において、操作装置２は、ＮＦＣイベ
ントフラグがオンであることを表すＮＦＣイベントデータ６７を含む送信情報データを生
成する。そして、当該送信情報データが情報処理装置３へ送信される。これによって、情
報処理装置３は、ＮＦＣイベントフラグがオンであること、すなわち、近距離無線通信に
関してイベントが発生したことを認識することができる。なお、エラーが発生したことに
応じてＮＦＣイベントフラグがオンに設定された場合には、操作装置２は、エラーの内容
を示す第２拡張通信データを情報処理装置３へ送信してもよい。
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【０２５７】
　情報処理装置３は、イベントが発生したことを認識すると、操作装置２へ確認指令を送
信する。すなわち、情報処理装置３は、確認指令を表す第１拡張通信データを操作装置２
へ送信する。確認指令は、上記制御指令に応じた処理が正常に完了したことを確認するた
めの指令である。
【０２５８】
　上記確認指令を受信すると、操作装置２は、ＮＦＣイベントフラグおよび検知フラグを
それぞれオフに設定する（図１２において、“Ｅｖｅｎｔ・Ｄｅｔｅｃｔ　Ｏｆｆ”と記
載）。発生したイベントに対する情報処理装置３の応答（確認指令）があったので、さら
に指令を送信する必要がないことを情報処理装置３に認識させるためである。なお、ＮＦ
Ｃイベントフラグおよび検知フラグがオフに設定された後において、操作装置２は、検知
フラグがオフであることを表す検出状態データ６５と、ＮＦＣイベントフラグがオフであ
ることを表すＮＦＣイベントデータ６７とを含む送信情報データを生成して情報処理装置
３へ送信する。これによって、情報処理装置３は、ＮＦＣイベントフラグがオフであるこ
と、すなわち、イベントが発生していないことを認識することができる。
【０２５９】
　なお、上記確認指令を受信すると、操作装置２は、必要に応じて情報処理装置３および
／または外部装置との間でデータの送受信を行う。例えば、上記制御指令が読み出し指令
である場合、操作装置２は、外部装置から読み出したデータを情報処理装置３へとして送
信する。このデータは、第２拡張通信データとして情報処理装置３へ送信される。
【０２６０】
　上記所定の制御指令に応じた動作が完了すると、情報処理装置３は、終了指令を操作装
置２へ送信する。終了指令は、外部装置との近距離無線通信を切断（終了）する旨を示す
指令である。すなわち、情報処理装置３は、終了指令を表す第１拡張通信データを操作装
置２へ送信する。
【０２６１】
　情報処理装置３からの終了指令を受信すると、操作装置２は、近距離無線通信部３７に
対する終了処理を実行する。終了処理が完了すると、操作装置２は、上記の初期化フラグ
をオフに設定する（図１２において、“Ｉｎｉｔ　Ｏｆｆ”と記載）。初期化フラグがオ
フに設定された後において、操作装置２は、初期化フラグがオンであることを表す初期化
状態データ６６を含む送信情報データを生成する。そして、当該送信情報データが情報処
理装置３へ送信される。これによって、情報処理装置３は、初期化フラグがオフであるこ
と、すなわち、操作装置２と外部装置との近距離無線通信が完了したことを認識すること
ができる。
【０２６２】
　以上のように、近距離無線通信においても赤外線通信と同様、情報処理装置３からの指
令、および、外部装置から情報処理装置３までの間で送受信されるデータは、操作装置２
と情報処理装置３との間では拡張通信データとして伝達される。これによって、近距離無
線通信が拡張通信データ以外の他のデータの通信に大きな影響を与えることなく、当該他
のデータの通信を安定的に行うことができる。また、近距離無線通信においても赤外線通
信と同様、近距離無線通信の通信状態を表すＮＦＣデータ６４については、送信情報デー
タを用いて伝達される。これによって、情報処理装置３は、通信状態を迅速に認識するこ
とができる。以上より、本実施形態においては、情報処理装置３は、近距離無線通信の通
信状態を迅速に認識することができるとともに、操作装置２と情報処理装置３との間の通
信を安定的に行うことができる。
【０２６３】
　以上に説明した赤外線通信および近距離無線通信における動作に関して、操作装置２に
おける情報処理（フラグデータの管理を含む）は、例えば、通信データ管理部２７で行わ
れる。ただし、この情報処理は、操作装置２における他の構成要素によって行われてもよ
い。
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【０２６４】
　なお、上記においては、拡張通信による操作装置２と外部装置との通信方法の一例とし
て、赤外線通信および近距離無線通信において、拡張通信データと通信管理データとを用
いて通信処理を実行する場合を説明した。ただし、拡張通信の通信方法はこれらの通信に
限らず、どのような通信方法であってもよい。また、通信管理データは、赤外線通信およ
び近距離無線通信の通信に関する状態を表すものであったが、これに限らない。通信管理
データは、拡張通信による操作装置２と外部装置との通信に関する状態を表すものであっ
てもよい。
【０２６５】
　なお、通信管理データに含まれるデータは、１ビットで構成されてもよい。例えば、赤
外線通信データ６１に含まれる各データは、１ビットで構成されるフラグデータであって
もよい。また例えば、ＮＦＣデータ６４に含まれる各データは、１ビットで構成されるフ
ラグデータであってもよい。通信管理データに含まれるデータが１ビットで構成される場
合、送信情報データのデータサイズに実質的に影響を与えることなく、送信情報データに
含めて拡張通信データを情報処理装置３へ送信することができる。
【０２６６】
　＜５－５：５－４に関する効果＞
　以上に示した構成および動作によって、操作装置２は、以下に示す効果を奏する。なお
、以下に示す効果を奏するためには、操作装置２は、以下において効果とともに説明する
構成を有していればよく、本実施形態における全ての構成を備えている必要はない。
【０２６７】
　以上のように、操作装置２（より具体的には、入出力制御部２１）は、操作装置２に対
する操作に基づいて操作データを生成する。また、操作装置２は、情報処理装置３とは異
なる他の外部装置との通信を行う。そして操作装置２は、外部装置との通信における管理
情報を表す通信管理データを操作データとともに所定の頻度（上記例では時間Ｔ４に１回
の頻度）で情報処理装置３へ送信する。これによれば、操作装置２は管理情報を情報処理
装置３へ定期的に送信するので、情報処理装置３は、通信状態を迅速に認識することがで
きる。なお、本実施形態の変形例においては、操作装置２は通信管理データを情報処理装
置３へ送信しなくてもよいし、通信管理データを情報処理装置３へ不定期に送信してもよ
い。
【０２６８】
　また、操作装置２は、送信機会が相対的に多い第１の種類のデータ（送信情報データ）
と、送信機会が相対的に少ない第２の種類のデータ（第２拡張通信データ）とを情報処理
装置３へ送信可能である。ここで、操作装置２は、通信管理データおよび操作データを、
上記第１の種類のデータとして情報処理装置３へ送信し、外部装置から受信したデータを
、上記第２の種類のデータとして情報処理装置３へ送信する。これによれば、情報処理シ
ステム１は、外部装置から受信したデータを情報処理装置３へ送信する場合であっても、
通信管理データおよび操作データを安定的に送信することができる。なお、本実施形態の
変形例においては、通信管理データ、操作データ、および、外部装置から受信したデータ
は、どのような方法で操作装置２から情報処理装置３へ送信されてもよい。例えば、送信
頻度が同じとなる（あるいは、送信機会が同じとなる）方法でこれらのデータが送信され
てもよい。
【０２６９】
　また、操作装置２は、上記第２の種類のデータの送信よりも上記第１の種類のデータの
送信を優先し（第２拡張通信データの優先度よりも送信情報データの優先度が高い）、か
つ、第１の種類のデータの送信よりも出力画像データの受信を優先する（送信情報データ
の優先度よりも出力画像データの優先度が高い）無線通信方法を用いて情報処理装置との
通信を行う。これによれば、情報処理システム１は、外部装置から受信したデータを情報
処理装置３へ送信する場合において、通信管理データおよび操作データを安定的に送信す
ることができるとともに、出力画像データをより安定的に受信することができる。なお、
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本実施形態のように、情報処理装置３から出力画像を受信して表示部１１に表示する操作
装置２においては、出力画像データをより安定的に受信することは有効である。なお、本
実施形態の変形例においては、無線通信方法の具体的な内容は任意であり、上記第１の種
類のデータと、上記第２の種類のデータと、出力画像データとの優先度はどのように設定
されてもよい。
【０２７０】
　［６．操作データの生成］
　次に、図１３を参照して、操作データの生成方法の詳細について説明する。図１３は、
操作データに含まれる各データを生成方法の一例を示す図である。上述のように、操作デ
ータは、操作装置２に対する操作に基づいて生成される。以下、操作データに含まれるデ
ータの一例と、その生成方法の一例について説明する。
【０２７１】
　（送信ボタンデータ）
　操作データ５１は、送信ボタンデータ７１を含む。送信ボタンデータ７１は、操作装置
２が備える１以上のボタン（ここではボタン群１４）に対する入力状況を表す。例えば、
送信ボタンデータ７１は、ボタン群１４に含まれる各ボタンがそれぞれ押下されたか否か
を表す。
【０２７２】
　送信ボタンデータ７１は、ボタン群１４から出力されるボタンデータに基づくデータで
ある。つまり、送信ボタンデータ７１は、各ボタンから出力されるデータを単に１つにま
とめたデータ（ボタンデータ）であってもよいし、当該ボタンデータに対して何らかの加
工が施されたデータであってもよい。本実施形態においては、入出力制御部２１は、ボタ
ン群１４からボタンデータを取得する。入出力制御部２１は、取得したボタンデータをそ
のまま送信ボタンデータ７１とする（図１３参照）。
【０２７３】
　以上のように、本実施形態においては、１つの操作データ５１（１回に送信される操作
データ５１）に含まれる送信ボタンデータ７１は、操作装置２が備える各ボタンから出力
される上記ボタンデータの１回分のデータとなる。ここで、操作データ５１は、ユーザが
ボタンを押下する一般的な頻度に比べると高い頻度で（例えば、時間Ｔ４（＝５．５６［
ｍｓｅｃ］）に１回の頻度で）送信される。したがって、１つの操作データ５１には１回
分のボタンデータが含まれていれば、ユーザによるボタン操作を十分に検知することがで
きる。また、送信ボタンデータ７１が１回分のボタンデータを含むようにすることで、操
作データのデータサイズを抑えることができ、操作データのデータサイズを効率の良いも
のとすることができる。なお、本実施形態の変形例においては、１つの送信ボタンデータ
７１は、複数回分のボタンデータを含んでいてもよい。
【０２７４】
　（送信指示方向データ）
　操作データ５１は、送信指示方向データ７２を含む。送信指示方向データ７２は、操作
装置２を用いてユーザによって指示された方向に関する情報を表す。例えば、送信指示方
向データ７２は、ユーザによって指示された方向（例えば上述の可動部材が傾倒された方
向）と、その方向に関する量（例えば可動部材が傾倒された量）とを表す。具体的には、
縦方向および横方向の２軸方向の傾き量がそれぞれ検出され、出力される。これらの２軸
成分の値は、方向および量を表す２次元ベクトルとみなすこともできる。なお、送信指示
方向データ７２は、上記方向および量に加えて、上記可動部材が押下されたか否かを表し
てもよい。また、本実施形態においては、方向入力部１３は２つのアナログスティック１
３Ａおよび１３Ｂを含む。したがって、送信指示方向データ７２は、アナログスティック
１３Ａおよび１３Ｂのそれぞれに対する指示方向に関する情報を表す。
【０２７５】
　送信指示方向データ７２は、方向入力部１３から出力される指示方向データに基づくデ
ータである。つまり、送信指示方向データ７２は、指示方向データそのものであってもよ
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いし、指示方向データに対して何らかの加工が施されたデータであってもよい。
【０２７６】
　本実施形態においては、入出力制御部２１は、操作データ５１が送信される１周期分（
時間Ｔ４）の期間に、４回分の指示方向データ（第１～第４指示方向データ）を方向入力
部から取得する。入出力制御部２１は、取得した４回分の指示方向データが表す値の平均
値を算出する。入出力制御部２１は、算出された平均値を表すデータを送信指示方向デー
タ７２とする（図１３参照）。
【０２７７】
　以上のように、本実施形態においては、１つの操作データ５１に含まれる送信指示方向
データ７２は、方向入力部１３が検出する方向の１個分を表すデータ（上記指示方向デー
タの１個分のデータ）となる。したがって、操作データのデータサイズを抑えることがで
き、操作データのデータサイズを効率の良いものとすることができる。また、本実施形態
においては、送信指示方向データ７２は、方向入力部１３が検出する複数回分（４回分）
の指示方向の平均値を表す。したがって、ユーザによる指示方向を精度良く算出すること
ができ、ひいては操作装置２の操作性を向上することができる。なお、本実施形態の変形
例においては、１つの送信指示方向データ７２は、複数個分の指示方向データを含んでい
てもよい。
【０２７８】
　（送信加速度データ）
　操作データ５１は、送信加速度データ７３を含む。送信加速度データ７３は、操作装置
２が備える加速度センサ２３が検出する加速度に関する情報を表す。送信加速度データ７
３は、例えば３次元の加速度（ベクトルあるいは行列）を表すが、１次元以上の加速度を
表すものであればよい。
【０２７９】
　送信加速度データ７３は、加速度センサ２３から出力される加速度データに基づくデー
タである。つまり、送信加速度データ７３は、加速度データそのものであってもよいし、
当該加速度データに対して何らかの加工が施されたデータであってもよい。
【０２８０】
　本実施形態においては、入出力制御部２１は、操作データ５１が送信される１周期分（
時間Ｔ４）の期間に、４回分の加速度データ（第１～第４加速度データ）を加速度センサ
２３から取得する。つまり、加速度センサ２３は、方向入力部１３と同じ頻度で検出結果
を出力する。入出力制御部２１は、取得した４回分の加速度データが表す値の平均値を算
出する。入出力制御部２１は、算出された平均値を表すデータを送信加速度データ７３と
する（図１３参照）。
【０２８１】
　以上のように、本実施形態においては、１つの操作データ５１に含まれる送信加速度デ
ータ７３は、加速度センサ２３が検出する加速度の１個分を表すデータ（上記加速度デー
タの１個分のデータ）となる。したがって、操作データのデータサイズを抑えることがで
き、操作データのデータサイズを効率の良いものとすることができる。また、本実施形態
においては、送信加速度データ７３は、加速度センサ２３が検出する複数回分（４回分）
の加速度の平均値を表す。したがって、操作装置２に対して加えられる加速度の検出精度
を良くすることができ、ひいては操作装置２の操作性を向上することができる。なお、本
実施形態の変形例においては、１つの送信加速度データ７３は、複数個分の加速度データ
を含んでいてもよい。
【０２８２】
　（送信角速度データ）
　操作データ５１は、送信角速度データ７４を含む。送信角速度データ７４は、操作装置
２が備えるジャイロセンサ２４が検出する角速度に関する情報を表す。送信角速度データ
７４は、例えば３次元の角速度（ベクトルあるいは行列）を表すが、１次元以上の角速度
を表すものであればよい。
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【０２８３】
　送信角速度データ７４は、ジャイロセンサ２４から出力される角速度データに基づくデ
ータである。つまり、送信角速度データ７４は、角速度データそのものであってもよいし
、当該角速度データに対して何らかの加工が施されたデータであってもよい。
【０２８４】
　本実施形態においては、入出力制御部２１は、操作データ５１が送信される１周期分（
時間Ｔ４）の期間に、９回分の角速度データ（第１～第９角速度データ）をジャイロセン
サ２４から取得する。つまり、ジャイロセンサ２４は、加速度センサ２３よりも高い頻度
で検出結果を出力する。入出力制御部２１は、取得した９回分の角速度データが表す値の
和を算出する。入出力制御部２１は、算出された和を表すデータを送信角速度データ７４
とする（図１３参照）。
【０２８５】
　上記のように、本実施形態においては、送信角速度データ７４は、角速度データの９個
分の値（ジャイロセンサが検出する９回分の角速度の和）を表す。したがって、送信角速
度データ７４を受信する情報処理装置３は、角速度を用いた演算を行う場合、角速度デー
タの９個分の値を表すものとして送信角速度データ７４を取り扱う処理を行う。なお、操
作データ５１が送信される１周期分の期間に９回分の角速度データをジャイロセンサ２４
から取得することができない場合、操作装置２は、情報処理装置３での上記のような処理
に適合するべく、取得した１回分以上の角速度データから、角速度データの９個分の値を
表す送信角速度データ７４を生成してもよい。例えば、ジャイロセンサ２４から上記期間
に１回分の角速度データのみが取得される場合、操作装置２は、当該１回分の角速度デー
タの値を９倍することで送信角速度データ７４を生成してもよい。
【０２８６】
　以上のように、本実施形態においては、１つの操作データ５１に含まれる送信角速度デ
ータ７４は、ジャイロセンサ２４が検出する複数回（９回）分の角速度を加算した値を表
すデータである。したがって、単に９回分の角速度データを送信する場合に比べて操作デ
ータのデータサイズを抑えることができ、操作データのデータサイズを効率の良いものと
することができる。また、操作装置２は、９回分の角速度データの値を加算するものの、
平均値を算出していない（除算を行わない）。そのため、操作装置２は、操作データの生
成処理を簡易化することができ、操作装置２の処理負荷を軽減することができる。
【０２８７】
　なお、本実施形態においては、上記方向入力部１３および加速度センサ２３に関しては
、取得されるデータが２のｎ乗個（ｎは１以上の整数。ここでは４個）であるので、操作
装置２は、平均値を算出するための除算を簡単な演算（ビットシフト演算）で行うことが
できる。加速度センサ２３および方向入力部１３に関しては、ジャイロセンサ２４に比べ
て出力値の急激な変化があまり想定されないので、２のｎ乗にサンプリング数を制限して
も十分な精度が得られる。一方、本実施形態においては、ジャイロセンサ２４に関しては
、取得されるデータが２のｎ乗個ではないので、操作装置２は、平均値を算出するための
除算をビットシフト演算で行うことはできない。そのような場合であっても、ジャイロセ
ンサ２４のデータに関しては、急激な変化を含み得るものであるので、２のｎ乗にサンプ
リング数を制限するよりもできるだけ多くのサンプリング数のデータを用いる方が精度を
確保する上で好ましい。そのため、本実施形態のように、平均値を算出せずに加算値を算
出することは、操作装置２の処理負荷を軽減するために有効である。
【０２８８】
　なお、本実施形態の変形例においては、１つの送信角速度データ７４は、１個分の角速
度データで構成されてもよい。また、１つの送信角速度データ７４は、ジャイロセンサ２
４が検出する複数回分の角速度の平均値を表すものであってもよい。
【０２８９】
　（送信磁気データ）
　操作データ５１は、送信磁気データ７５を含む。送信磁気データ７５は、操作装置２が
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備える磁気センサ２５が検出する磁気方向に関する情報を表す。送信磁気データ７５は、
例えば３次元の磁気方向（ベクトルあるいは行列）を表すが、１次元以上の磁気方向を表
すものであればよい。
【０２９０】
　送信磁気データ７５は、磁気センサ２５から出力される磁気データに基づくデータであ
る。つまり、送信磁気データ７５は、磁気データそのものであってもよいし、当該磁気デ
ータに対して何らかの加工が施されたデータであってもよい。
【０２９１】
　本実施形態においては、入出力制御部２１は、操作データ５１が送信される１周期分（
時間Ｔ４）の期間に、１回分の磁気データを磁気センサ２５から取得する。つまり、磁気
センサ２５は、加速度センサ２３よりも低い頻度で検出結果を出力する。これは、一般的
に、磁気センサのサンプリング回数は、加速度センサのサンプリング回数等よりも低いも
のとなっているためである。入出力制御部２１は、取得した磁気データをそのまま送信磁
気データとする（図１３参照）。
【０２９２】
　以上のように、本実施形態においては、１つの操作データ５１に含まれる送信磁気デー
タ７５は、磁気センサ２５が検出する磁気方向の１個分を表すデータ（上記磁気データの
１個分のデータ）となる。換言すれば、送信磁気データ７５は、磁気センサ２５が検出す
る１回分の磁気方向を表すデータである。したがって、操作データ５１のデータサイズを
抑えることができ、操作データ５１のデータサイズを効率の良いものとすることができる
。また、磁気センサ２５による出力結果は操作装置２の姿勢を算出するために用いること
ができる一方、操作装置２の姿勢は、他のセンサ（加速度センサ２３および／またはジャ
イロセンサ２４）の検出結果を用いても算出することができる。したがって、磁気センサ
２５による出力結果を他のセンサの出力結果と組み合わせて用いる場合には、１つ分の磁
気データを用いて精度良く操作装置２の姿勢を算出することができる。なお、本実施形態
の変形例においては、１つの送信磁気データ７５は、複数個分の磁気データを含んでいて
もよい。
【０２９３】
　（入力位置データ）
　操作データ５１は、送信入力位置データ７６を含む。送信入力位置データ７６は、操作
装置２が備えるタッチパネル１２が検出する入力位置（タッチ位置）に関する情報を表す
。送信入力位置データ７６は例えば、上記入力位置を示す２次元の座標値を表す。また、
タッチパネル１２が例えばマルチタッチ方式のものである場合には、送信入力位置データ
７６は、複数個の入力位置に関する情報を表すものであってもよい。
【０２９４】
　送信入力位置データ７６は、タッチパネル１２から出力される入力位置データに基づく
データである。つまり、送信入力位置データ７６は、入力位置データそのものであっても
よいし、当該入力位置データに対して何らかの加工が施されたデータであってもよい。
【０２９５】
　本実施形態においては、入出力制御部２１は、操作データ５１が送信される１周期分（
時間Ｔ４）の期間に、１０回分の入力位置データ（第１～第１０入力位置データ）をタッ
チパネルコントローラ２２を介してタッチパネル１２から取得する。入出力制御部２１は
、取得した１０回分の入力位置データを含む送信入力位置データ７６を生成する（図１３
参照）。
【０２９６】
　以上のように、本実施形態においては、１つの操作データ５１に含まれる送信入力位置
データ７６は、タッチパネル１２が検出する１０個分の入力位置を表すデータ（１０個分
の入力位置データ）となる。ここで、タッチパネル１２については、上記センサ２３～２
５とは異なり、（タッチパネル１２に対する）入力が行われているか否かが検知される。
また、タッチパネル１２から連続して取得される入力位置データのうち１つの入力位置デ
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ータのみが、誤検出によって、入力があることを表す結果となる場合が考えられる。この
ようなタッチパネル１２の性質を考慮すると、入力位置データの値を加算等の演算によっ
てまとめると、タッチパネル１２の検出精度が低下するおそれがある。
【０２９７】
　そこで、本実施形態においては、操作装置２は、複数個の入力位置データをそのまま送
信入力位置データ７６に含めて、情報処理装置３へ送信する。これによって、操作装置２
は、タッチパネル１２の検出精度を向上することができる。また、操作装置２は入力位置
データに対して演算を行わないので、送信入力位置データ７６の生成処理を簡易化するこ
とができ、操作データを生成する処理の処理負荷を軽減することができる。
【０２９８】
　なお、本実施形態の変形例においては、１つの送信入力位置データ７６は、１個分の入
力位置データで構成されてもよい。また、１つの送信入力位置データ７６は、タッチパネ
ル１２が検出する複数回分の入力位置の平均値を表すものであってもよい。
【０２９９】
　なお、図１３においては、操作装置２が各操作部１２～１４および２３～２５（タッチ
パネル１２、方向入力部１３、ボタン群１４、加速度センサ２３、ジャイロセンサ２４、
および磁気センサ２５）を備え、操作データ５１が、各データ７１～７６（送信ボタンデ
ータ７１、送信指示方向データ７２、送信加速度データ７３、送信角速度データ７４、送
信磁気データ７５、および送信入力位置データ７６）を含む場合を例として説明した。た
だし、操作装置２が備える操作部の具体的な内容や、操作データ５１の具体的な内容は任
意である。操作データが有するデータは、以下のいずれかであってもよい。
（操作データが各データ７１～７６のうちの任意の１つを含む例）
・データ７１のみ
・データ７２のみ
・データ７３のみ
・データ７４のみ
・データ７５のみ
・データ７６のみ
（操作データが各データ７１～７６のうちの任意の２つを含む例）
・データ７１および７２
・データ７１および７３
・データ７１および７４
・データ７１および７５
・データ７１および７６
・データ７２および７３
・データ７２および７４
・データ７２および７５
・データ７２および７６
・データ７３および７４
・データ７３および７５
・データ７３および７６
・データ７４および７５
・データ７４および７６
・データ７５および７６
（操作データが各データ７１～７６のうちの任意の３つを含む例）
・データ７１，７２，および７３
・データ７１，７２，および７４
・データ７１，７２，および７５
・データ７１，７２，および７６
・データ７１，７３，および７４
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・データ７１，７３，および７５
・データ７１，７３，および７６
・データ７１，７４，および７５
・データ７１，７４，および７６
・データ７１，７５，および７６
・データ７２，７３，および７４
・データ７２，７３，および７５
・データ７２，７３，および７６
・データ７２，７４，および７５
・データ７２，７４，および７６
・データ７２，７５，および７６
・データ７３，７４，および７５
・データ７３，７４，および７６
・データ７３，７５，および７６
・データ７４，７５，および７６
（操作データが各データ７１～７６のうちの任意の４つを含む例）
・データ７１，７２，７３，および７４
・データ７１，７２，７３，および７５
・データ７１，７２，７３，および７６
・データ７１，７２，７４，および７５
・データ７１，７２，７４，および７６
・データ７１，７２，７５，および７６
・データ７１，７３，７４，および７５
・データ７１，７３，７４，および７６
・データ７１，７３，７５，および７６
・データ７１，７４，７５，および７６
・データ７２，７３，７４，および７５
・データ７２，７３，７４，および７６
・データ７２，７３，７５，および７６
・データ７２，７４，７５，および７６
・データ７３，７４，７５，および７６
（操作データが各データ７１～７６のうちの任意の５つを含む例）
・データ７１，７２，７３，７４，および７５
・データ７１，７２，７３，７４，および７６
・データ７１，７２，７３，７５，および７６
・データ７１，７２，７４，７５，および７６
・データ７１，７３，７４，７５，および７６
・データ７２，７３，７４，７５，および７６
　なお、上記において、操作装置２は、各操作部１２～１４および２３～２５のうちで、
操作データ５１に含まれないデータに対応する操作部を備えていなくてもよい。
【０３００】
　また、操作装置２は、上記各操作部１２～１４および２３～２５以外の他の操作部を備
え、操作データ５１は、上記のデータ７１～７６以外の他のデータを含んでいてもよい。
例えば、操作装置２がタッチパッドを備え、操作データ５１は、タッチパッドにおける検
出結果に基づくデータを含んでいてもよい。
【０３０１】
　また、上記実施形態においては、操作データを生成する処理を入出力制御部２１が実行
することとしたが、当該処理は操作装置２が備える任意の構成要素によって実行されても
よい。例えば、通信データ管理部２７が上記処理を実行してもよい。また例えば、入出力
制御部２１と通信データ管理部２７とが１つの部材（例えばＬＳＩ）として構成される場
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合には、当該部材が上記処理を実行してもよい。
【０３０２】
　また、情報処理装置３は、上記の操作データを操作装置２から受信し、上述の第１情報
処理において操作データに基づいて所定の処理を実行する。情報処理装置３は、例えば、
各センサ２３～２５に基づくセンサデータ（上記データ７３～７５）を用いて操作装置２
の動作情報を算出する。動作情報とは、姿勢、位置、および動きのうちの少なくとも１つ
に関する情報である。このとき、情報処理装置３は、センサデータに加えてセンサ特性デ
ータを用いて動作情報を算出してもよい。ここで、センサ特性データは、センサの入出力
関係（入出力特性）を表すデータである。例えば、センサ特性データは、センサに対する
ある入力の値と、当該入力に対する出力値との対応を表す。具体的には、例えば加速度セ
ンサ２３に関しては、入力が０［Ｇ］のとき、および、±１［Ｇ］のときの出力値を表す
センサ特性データが用意される。また、例えばジャイロセンサ２４に関しては、入力が０
［ｒｐｍ］のとき、および、±２００［ｒｐｍ］のときの出力値を表すセンサ特性データ
が用意される。これらのセンサ特性データは、既知の量の動作（既知の量の加速度あるい
は角速度）をセンサに加えた場合にセンサから出力されるデータを取得することで得られ
る。±２００［ｒｐｍ］のときの出力値は、±７８［ｒｐｍ］の角速度がジャイロセンサ
２４に加えられたときの出力値に基づいて算出される。なお、ここでは、加速度センサ２
３およびジャイロセンサ２４についてセンサ特性データが用意されるが、磁気センサ２５
についてセンサ特性データが用意されてもよい。また、センサの特性はセンサの個体毎に
異なる可能性があるので、センサ特性データの内容は、センサの個体毎に（操作装置の個
体毎に）設定されてもよい。
【０３０３】
　上記センサ特性データは、操作装置２において予め記憶されている。そして、操作装置
２は、所定のタイミングで情報処理装置３へセンサ特性データを送信する。なお、センサ
特性データは、操作データとは別に送信される。例えば、操作装置２が情報処理装置３と
通信を開始した際にセンサ特性データが送信されてもよい。情報処理装置３は、センサ特
性データに対応するセンサの検出結果に応じた情報処理を実行する場合、当該センサ特性
データと、操作データに含まれる当該センサのセンサデータとに基づいて当該情報処理を
実行する。なお、情報処理装置３は、実行すべき上記情報処理においてセンサ特性データ
とセンサデータとを用いてもよい。また、情報処理装置３は、上記情報処理の前にセンサ
特性データを用いてキャリブレーション処理を実行しておき、キャリブレーション処理の
結果とセンサデータとを用いて上記情報処理を実行してもよい。
【０３０４】
　（効果）
　以上に示した構成および動作によって、操作装置２は、以下に示す効果を奏する。なお
、以下に示す効果を奏するためには、操作装置２は、以下において効果とともに説明する
構成を有していればよく、本実施形態における全て構成を備えている必要はない。
【０３０５】
　本実施形態においては、操作装置２は、ジャイロセンサ２４、加速度センサ２３、方向
入力部１３、およびタッチパネル１２を少なくとも含む操作部を備え、操作部から得られ
るデータに基づいて操作データ５１を生成する。操作装置２は、操作データ５１を所定周
期毎に情報処理装置３へ無線で送信する。ここで、１回に送信される操作データ５１は以
下のデータを含んでいる。つまり、操作装置２は、１回に送信される操作データ５１を、
以下のデータを含むように生成する。
（１）ジャイロセンサ２４が検出する角速度の９個分を加算した値を表すデータ
（２）加速度センサ２３が検出する加速度の１個分を表すデータ
（３）方向入力部１３が検出する方向の１個分を表すデータ
（４）タッチパネル１２が検出する位置の１０個分を表すデータ
【０３０６】
　上記によれば、ジャイロセンサ、加速度センサ、方向入力部、およびタッチパネルを備
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える操作装置２において、操作装置２の操作性を確保しつつ、操作データのデータサイズ
を効率の良いものとすることができる。上記（２）および（３）のデータを含む操作デー
タとすることで、操作データのデータサイズを抑えることができ、操作データのデータサ
イズを効率の良いものとすることができる。また、上記（１）のデータを含む操作データ
とすることで、操作データのデータサイズを抑えることができる。また、操作データの生
成処理を簡易化することができる。また、上記（４）のデータを含む操作データとするこ
とで、タッチパネル１２の検出精度を向上することができる。また、操作データを生成す
る処理の処理負荷を軽減することができる。なお、上記においては、操作データの送信頻
度は任意であり、この送信頻度によらず、操作装置２は上記の効果を奏することができる
。
【０３０７】
　なお、上記（１）のデータは、ジャイロセンサが実際に検出した９回分の角速度の値を
加算した値を表すデータに限らず、結果として、９回分の角速度の加算値と同等の値を表
すデータであればよい。例えば、操作データが送信される１周期分の期間において、何ら
かの理由（例えば、センサの能力等による理由）でジャイロセンサが角速度を９回よりも
少ない回数しか検出できない場合には、操作装置２は、検出した角速度から９個分の角速
度を加算した値を算出して上記（１）のデータを生成してもよい。具体的には、操作装置
２は、検出された１つの角速度の値を９倍することで、上記（１）のデータを生成しても
よい。これによっても上記と同様の効果を奏することができる。
【０３０８】
　また、何らかの理由でタッチパネルが１０個より少ない回数しか位置を検出できない場
合には、操作装置２は、検出した位置から１０個分の位置の値を生成して上記（４）のデ
ータを生成してもよい。例えば、操作装置２は、タッチパネルが検出する１０個よりも少
ない位置のいくつかをコピーして１０個分の位置を生成することで上記（４）のデータを
生成してもよい。これによっても上記と同様の効果を奏することができる。
【０３０９】
　なお、本実施形態の変形例においては、操作データは、上記（１）～（４）のデータの
一部または全部を含まない構成であってもよい。
【０３１０】
　また、本実施形態においては、操作装置２は、ジャイロセンサ２４、加速度センサ２３
、およびタッチパネル１２を少なくとも含む操作部を備え、操作部から得られるデータに
基づいて操作データ５１を生成する。操作装置２は、操作データ５１を所定周期毎に情報
処理装置３へ無線で送信する。ここで、１回に送信される操作データ５１は以下のデータ
を含んでいる。
（１’）ジャイロセンサ２４が検出する複数回（例えば９回）分の角速度を加算した値を
表すデータ
（２’）加速度センサ２３が検出する複数回（例えば４回）分の加速度の平均値を表すデ
ータ
（４’）タッチパネル１２が検出する複数回（例えば１０回）分の位置を表すデータ
これによれば、操作装置２は、操作データが上記（１）～（４）のデータを含む場合と同
様の効果を奏することができる。
【０３１１】
　なお、何らかの理由でジャイロセンサが９回分より少ない角速度しか検出できない場合
には、操作装置２は、検出した角速度から９回分の角速度の値を算出して上記（１’）の
データを生成してもよい。また、何らかの理由でタッチパネルが１０回分より少ない位置
しか検出できない場合には、操作装置２は、検出した位置から１０回分の位置の値を生成
して上記（４’）のデータを生成してもよい。これによっても上記と同様の効果を奏する
ことができる。
【０３１２】
　なお、本実施形態の変形例においては、操作データは、上記（１’）～（４’）のデー
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タの一部または全部を含まない構成であってもよい。
【０３１３】
　さらに、本実施形態においては、操作部が磁気センサ２５をさらに有しており、操作デ
ータは、以下のデータをさらに含む。
（５）磁気センサ２５が検出する磁気方向の１個分を表すデータ（換言すれば、磁気セン
サ２５が検出する１回分の磁気方向を表すデータ）
これによれば、操作装置２は、操作データのデータサイズを抑えつつ、磁気センサ２５の
検出結果に基づくデータを情報処理装置３へ送信することができる。なお、本実施形態の
変形例においては、操作データは、上記（５）のデータを含まない構成であってもよい。
【０３１４】
　さらに、本実施形態においては、操作装置２は、上記（２）のデータとして、加速度セ
ンサ２３が検出する複数回分（例えば４回分）の加速度の平均値を表すデータ（送信加速
度データ７３）を含む操作データ５１を生成する。これによれば、操作装置２に対して加
えられる加速度の検出精度を良くすることができ、ひいては操作装置２の操作性を向上す
ることができる。なお、本実施形態の変形例においては、操作データ５１は、上記加速度
の平均値を表すデータを含まない構成であってもよい。
【０３１５】
　さらに、本実施形態においては、操作装置２は、上記（３）のデータとして、方向入力
部１３が検出する複数回分（例えば４回分）の指示方向の平均値を表すデータ（送信指示
方向）を含む操作データ５１を生成する。これによれば、ユーザによる指示方向を精度良
く算出することができ、ひいては操作装置２の操作性を向上することができる。なお、本
実施形態の変形例においては、操作データ５１は、上記指示方向の平均値を表すデータを
含まない構成であってもよい。
【０３１６】
　さらに、本実施形態においては、操作装置２は、２のｎ乗回（ｎは１以上の整数）分の
加速度の平均値を表すデータを操作データ５１に含める。これによれば、平均値を算出す
るための除算をビットシフト演算によって行うことができるので、操作データ５１を生成
する処理を簡易化することができ、操作装置２の処理負荷を軽減することができる。なお
、本実施形態の変形例においては、操作データ５１は、２のｎ乗回の加速度の平均値を表
すデータを含まない構成であってもよい。
【０３１７】
　また、上記実施形態において、操作装置２は、次の構成を備えると言うこともできる。
すなわち、操作装置２は、第１センサ（例えば磁気センサ２５）と、第１センサよりも高
い頻度で検出結果を出力する第２センサ（例えば加速度センサ２３）と、第２センサより
も高い頻度で検出結果を出力する第３センサ（例えばジャイロセンサ２４）とを備えてお
り、操作装置２は、次のデータを含む操作データを生成する。
・第１センサが検出する１回分の値を表すデータ
・第２センサが検出する複数回分の値の平均値を表すデータ
・第３センサが検出する複数回分の値の和を表すデータ
上記の構成によれば、操作装置２は、第１センサが検出する１回分の値を表すデータを送
信データに含めることによって、操作データのデータサイズを抑えることができる。また
、操作装置２は、第２センサが検出する複数回分の値の平均値を表すデータを送信データ
に含めることによって、操作データのデータサイズを抑えつつ、第２センサの検出精度を
向上することができる。さらに、操作装置２は、第３センサが検出する複数回分の値の和
を表すデータを送信データに含めることによって、操作データのデータサイズを抑えつつ
、第３センサの検出精度を向上することができる。なお、第３センサについては第２セン
サよりも検出頻度が高く、多くのデータが出力されるので、平均値を算出するための除算
を省略することで、操作装置２における処理負荷を軽減することができる。なお、本実施
形態の変形例においては、操作データ５１は、上記３つのセンサが検出する各データの一
部または全部を含まない構成であってもよい。
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【０３１８】
　また、上記実施形態において、操作装置２は、ジャイロセンサおよび加速度センサの少
なくとも１つについてセンサの入出力関係（入出力特性）を表すセンサ特性データを操作
データとは別に情報処理装置３へ送信する。情報処理装置３は、センサ特性データと操作
データとに基づいて、当該センサ特性データに対応するセンサの検出結果に応じた情報処
理を実行する。これによれば、情報処理システム１は、センサの検出結果を用いる情報処
理をより精度良く行うことができ、操作装置２の操作性を向上することができる。なお、
本実施形態の変形例においては、操作装置２は、上記センサ特性データを情報処理装置３
へ送信しない構成であってもよい。また、情報処理装置３は、センサ特性データに基づか
ずに上記情報処理を実行してもよい。
【０３１９】
　また、上記実施形態においては、操作装置２は、操作データを他のデータ（管理データ
５２）とともに情報処理装置３へ送信した。ここで、操作データが他のデータとともに情
報処理装置３へ送信される（送信情報データに含める形で送信される）か、それとも、単
独で送信されるかに関わらず、操作装置２は、上記“（効果）”において説明した上記の
効果を奏することができる。
【０３２０】
　［７．第２プログラムの実行］
　＜７－１：概要＞
　次に、図１４～図１８を参照して、操作装置２において上述の第２プログラム（第２情
報処理）が実行される場合の動作について説明する。図１４は、情報処理システム１の各
装置における動作の一例を示す図である。本実施形態においては、上述の第１プログラム
（第１情報処理）が情報処理装置３において実行される場合において、操作装置２は第２
プログラム（第２情報処理）を実行することが可能である。以下、図１４を参照して、上
記第１および第２情報処理が実行される場合における上記各装置の動作の概要を説明する
。
【０３２１】
　図１４に示すように、情報処理装置３は、第１情報処理を実行する。上述のように、第
１情報処理は、操作データに基づいて実行され、出力画像データおよび／または出力音声
データ（以下、「出力画像データ等」と記載することがある）を生成する処理である。第
１情報処理が実行される場合、上述のように操作装置２は操作データ（送信情報データ）
を送信する（図１４参照）。情報処理装置３は、操作データに基づいて第１情報処理を実
行して、出力画像データ等を生成する。そして、情報処理装置３は、出力画像データ等を
操作装置２へ送信する（図１４参照）。操作装置２は、出力画像データ等を受信して、出
力画像等を出力する（図１４参照）。すなわち、操作装置２は、出力画像を表示部１１に
表示し、出力音声をスピーカから出力する。
【０３２２】
　また、図１４に示すように、第１情報処理において、情報処理装置３は、表示装置４に
表示すべき画像および／または音声を生成して表示装置４から出力させるようにしてもよ
い。すなわち、情報処理装置３は、表示装置４へ画像を出力して当該画像を表示装置４に
表示させてもよいし、スピーカ５へ音声を出力して当該音声をスピーカ５から出力させる
ようにしてもよい。このように、第１情報処理において、表示装置４は、第１情報処理に
よって生成された画像を表示する。
【０３２３】
　上記第１情報処理の実行中において、操作装置２に対して所定の操作が行われた場合、
操作装置２は、第２情報処理の実行を開始する。つまり、操作装置２は、第２プログラム
を起動する（第２プログラムの実行を開始する）。以下、第２プログラムを起動するため
の上記所定の操作を、「起動操作」と呼ぶことがある。
【０３２４】
　なお、上記第２プログラム（第２情報処理）の内容はどのようなものであってもよい。
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本実施形態においては、上記第２プログラムは、操作装置２に対する操作に応じて表示装
置（テレビ）４を制御するためのプログラムである。換言すれば、第２情報処理は、表示
装置４を制御するための制御信号を、操作装置２に対するユーザの操作に応じて出力する
処理である。なお、詳細は後述するが、本実施形態においては、操作装置２は、赤外線発
光部３８からの赤外線信号を制御信号として用いて表示装置４を制御する。
【０３２５】
　第２プログラムの実行中（すなわち、第２情報処理中）において、操作装置２は、第２
プログラムの実行による画像を表示部１１に表示する。第２プログラムの実行による画像
とは、第２プログラムの実行（換言すれば、第２情報処理の実行）によって表示される画
像である。以下では、上記「第２プログラムの実行による画像」を「第２出力画像」と呼
ぶ。また、“［７．第２プログラムの実行］”の説明においては、情報処理装置３によっ
て生成される上記出力画像データが表す出力画像を、「第１出力画像」と呼ぶことがある
。本実施形態においては、第２出力画像として、例えば操作画像が表示部１１に表示され
る。操作画像は、第２プログラムによって実行される処理、すなわち、第２情報処理に関
する操作を行うための画像である。操作画像の具体例については後述する。
【０３２６】
　なお、第２プログラムの実行中において、操作装置２は、第２プログラムの実行による
音声をスピーカ３１から出力してもよい。第２プログラムの実行による音声とは、第２プ
ログラムの実行（換言すれば、第２情報処理の実行）によって出力される音声である。以
下では、上記「第２プログラムの実行による音声」を「第２出力音声」と呼ぶ。また、“
［７．第２プログラムの実行］”の説明においては、情報処理装置３によって生成される
上記出力音声データが表す出力音声を、「第１出力音声」と呼ぶことがある。
【０３２７】
　以上のように、本実施形態においては、情報処理装置３側において第１情報処理が実行
されることによって操作装置２に出力画像が表示されている場合に、操作装置２側で別の
情報処理（第２情報処理）を実行することが可能である。したがって、ユーザは、情報処
理装置３で実行されるアプリケーション（第１プログラム）を使用している間に、操作装
置２で実行される別のアプリケーションを使用することができる。これによれば、操作装
置２をより多くの情報処理のために用いることができる。ユーザは、操作装置２をより多
くの目的で使用することができ、ユーザの利便性を向上することができる。
【０３２８】
　また、図１４に示すように、上記第２プログラムの実行中において、操作装置２は、第
２プログラムが実行中であることを表す実行中データを情報処理装置３へ送信する。本実
施形態において、「実行中データ」とは、上述の起動状態データ５４（図７参照）である
。また、上述の起動ボタン１４Ｃに対する入力状況を表すボタンデータも、実行中データ
であると言うことができる。実行中データは、どのような方法で操作装置２から情報処理
装置３へ送信されてもよい。なお、本実施形態においては、上述のように、当該実行中デ
ータは、操作データとともに、すなわち、送信情報データに含めて送信される。
【０３２９】
　具体的には、図７に示すように、送信情報データ５０に含まれる管理データ５２には、
起動状態データ５４が含まれる。起動状態データ５４は、第２プログラムの起動状態を表
す。具体的には、起動状態データ５４は、第２プログラムが起動しているか否か（実行中
であるか否か）を表すフラグのデータである。なお、例えば第２プログラムが複数用意さ
れる場合、起動状態データ５４は、起動している第２プログラムを表すものであってもよ
い。また、起動状態データ５４は１ビットで構成されてもよい。これによれば、操作装置
２は、送信情報データのデータサイズにほとんど影響を与えることなく、送信情報データ
５０に含めて起動状態データ５４を情報処理装置３へ送信することができる。
【０３３０】
　上記実行中データを情報処理装置３へ送信することによって、操作装置２は、第２プロ
グラムの起動状態を情報処理装置３へ伝達することができる。これによって、情報処理装
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置３は、第２プログラムの起動状態を識別することができる。詳細は後述するが、情報処
理装置３は、第１情報処理の内容を第２プログラムの起動状態に応じて変更してもよい。
【０３３１】
　また、図１４に示すように、本実施形態においては、第２プログラムの実行中において
（実行中でない場合と同様に）、第１情報処理は継続して実行される。つまり、第２プロ
グラムの実行中において、情報処理装置３は、第１情報処理を実行し、出力画像データ等
を操作装置２へ送信する。これに応じて、操作装置２は、情報処理装置３からの出力画像
データが表す出力画像（第１出力画像）を表示部１１に表示する。つまり、操作装置２は
、第２プログラムの実行中か否かに関わらず、出力画像データを受信して第１出力画像を
表示する。したがって、第２プログラムの実行中において、操作装置２は、上記第２出力
画像とともに第１出力画像を表示部１１に表示する。したがって、本実施形態によれば、
ユーザは、表示部１１を見ることによって第１情報処理と第２情報処理との両方を確認す
ることができる。
【０３３２】
　＜７－２：実行中の画像例＞
　図１５は、第２情報処理の実行中において操作装置に表示される画像の一例を示す図で
ある。図１５において、操作装置２の表示部１１には、第１出力画像８０が表示される。
第１出力画像８０は、第１プログラムの実行によって生成される画像であり、具体的な内
容はどのようなものであってもよい。図１５においては、第１プログラムがゲームプログ
ラムであり、第１出力画像８０としてゲーム画像が表示される場合を例として示している
。すなわち、情報処理装置３は、ゲーム処理を実行し、ゲーム処理によって生成されるゲ
ーム画像データを出力画像データとして操作装置２へ送信する。操作装置２は、ゲーム画
像データを受信する。そして、操作装置２は、ゲーム画像データが表す画像を表示部１１
に表示する。また、情報処理装置３がネットワーク（例えばインターネット）を介して他
の情報処理装置と通信可能である場合には、第１プログラムが例えばブラウザプログラム
であり、第１出力画像８０としてＷｅｂページの画像が表示されてもよい。
【０３３３】
　また、表示部１１には、上記第２出力画像として操作画像８１が表示される。操作画像
８１は、例えば、第１出力画像８０に重ねて表示される。なお、図１５においては、操作
画像８１の一部（ボタン画像以外の部分）は半透明で表示される（図１５においては点線
で表す）。ただし、操作画像８１は、その一部または全部が不透明であってもよいし、一
部が透明であってもよい。
【０３３４】
　操作画像８１は、第２プログラムによって実行される処理（第２情報処理）に対するユ
ーザの操作に関する画像である。本実施形態においては、操作画像８１は、第２情報処理
に対する操作を行うための画像である。具体的には、操作画像８１は、第２情報処理に対
する指示を行うためのボタン画像８２～８８を含む。
【０３３５】
　上記のように、本実施形態においては、第２プログラムは、表示装置４の動作を制御す
ることが可能なプログラムである。そのため、操作画像８１は、表示装置４に対する操作
を行うためのボタン画像（表示装置４に対する操作を表すボタン画像）８２～８７を含む
。具体的には、操作画像８１は、表示装置４の電源のオン／オフを切り替える指示を行う
ための電源ボタン画像８２を含む。また、操作画像８１は、入力切替ボタン画像８３を含
む。入力切替ボタン画像８３は、表示装置４における入力を切り替える（例えば、テレビ
放送の映像を入力して表示するモードと、情報処理装置３からの出力画像を入力して表示
するモードとの間の切り替え）指示を行うためのボタン画像である。また、操作画像８１
は、音量増加ボタン画像８４および音量減少ボタン画像８５を含む。音量増加ボタン画像
８４は、表示装置４の音量を上げる指示を行うためのボタン画像である。音量減少ボタン
画像８５は、表示装置４の音量を下げる指示を行うためのボタン画像である。また、操作
画像８１は、チャンネル増加ボタン画像８６およびチャンネル減少ボタン画像８７を含む



(64) JP 5122035 B1 2013.1.16

10

20

30

40

50

。チャンネル増加ボタン画像８６は、表示装置（テレビ）４の選局を昇順に１つずつ変更
する指示を表す画像である。チャンネル減少ボタン画像８７は、表示装置４の選局を降順
に１つずつ変更する指示を表す画像である。
【０３３６】
　上記各ボタン画像８２～８７に対する操作（具体的には、ボタン画像をタッチする操作
）によって、ユーザは表示装置４の電源、入力切替、音量、および選局を操作することが
できる。なお、操作画像８１は、上記各ボタン画像８２～８７のいくつかのみを含んでい
てもよい。また、操作画像８１は、上記各ボタン画像８２～８７に加えて、あるいは、上
記各ボタン画像８２～８７のいくつかに代えて、一般的なテレビのリモコンが有するボタ
ンを含んでいてもよい。例えば、操作画像８１は、各チャンネルの番号を表すボタン画像
、テレビ放送から取得される電子番組表を表示する指示を表すボタン画像、および、（表
示装置４が録画機能を有する場合）録画の指示を表すボタン画像のうちのいくつかを含ん
でいてもよい。また、操作画像８１は、番組表の画像を含んでもいてもよい。
【０３３７】
　また、操作画像８１は、第２情報処理に対する指示を行うためのボタン画像として、終
了ボタン画像８８を含む。終了ボタン画像８８は、第２情報処理を終了する、すなわち、
第２プログラムの実行を終了する指示を行うためのボタン画像である。ユーザは、終了ボ
タン画像８８に対する操作によって、第２情報処理を終了することができる。
【０３３８】
　なお、上記においては、第２出力画像として表示される「操作に関する画像」の一例と
して、操作を行うためのボタン画像が表示される場合を例として説明した。なお、上記「
操作に関する画像」は、例えば、操作方法を表す画像であってもよい。「操作に関する画
像」は、例えば、「Ｌボタン：音量増」および「Ｒボタン：音量減」のように、操作装置
２のボタンと、当該ボタンによって行われる指示との対応（換言すれば、ボタンと指示と
の割り当て）を示す画像であってもよい。
【０３３９】
　＜７－３：各情報処理における操作データの使用＞
　上記のように、本実施形態においては、第２情報処理の実行中において、第１情報処理
も実行される。したがって、第１情報処理に関する操作と第２情報処理に関する操作との
両方の操作が操作装置２によって行われる。つまり、操作装置２の各構成要素は、各情報
処理に用いられる可能性がある。そこで、本実施形態においては、操作装置２を２つの情
報処理に対応させるべく、操作装置２の各構成要素を次のように使用する。以下、詳細を
説明する。
【０３４０】
　図１６は、第１および第２情報処理と、操作装置２の各構成要素の使用との対応の一例
を示す図である。操作装置２のボタン群１４（ただし、起動ボタン１４Ｃを除く）は、第
２情報処理において一部が使用される。つまり、各ボタン１４Ａ～１４Ｉのうちのいくつ
かのボタンは、第２情報処理において使用される。例えば、選択中のボタン画像を変更す
る操作のために十字ボタン１４Ａが使用されてもよいし、選択中のボタン画像が表す指示
の実行を決定するためにボタン群１４Ｅのいずれかが使用されてもよい。
【０３４１】
　上記のように上記ボタン群１４（起動ボタン１４Ｃを除く）は、第２情報処理において
使用されるので、第２情報処理の実行中における第１情報処理においては使用されない（
無効とされる）。なお、上記ボタン群１４のうちで第２情報処理において使用されないボ
タンについては、第２情報処理の実行中における第１情報処理において使用されてもよい
。
【０３４２】
　また、起動ボタン１４Ｃは、第２プログラムを起動（あるいは終了）するために第２情
報処理において使用される。そのため、起動ボタン１４Ｃは、第２情報処理の実行中であ
るか否かに関わらず、第１情報処理においては使用されない。
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【０３４３】
　方向入力部１３は、第２情報処理において使用される。例えば、選択中のボタン画像を
変更する操作のために方向入力部１３が使用されてもよい。方向入力部１３は、第２情報
処理の実行中における第１情報処理では、使用されない。
【０３４４】
　各センサ２３～２５は、第２情報処理では使用されない。そのため、第２情報処理の実
行中における第１情報処理においては、各センサ２３～２５は、単独での実行時と同じよ
うに取り扱われる。なお、「単独での実行時」とは、第２情報処理が実行中でない場合に
おける第１情報処理の実行時のことである。つまり、単独での実行時において使用されて
いるセンサは、第２情報処理が実行中である場合もそのまま第１情報処理において使用さ
れる。一方、単独での実行時において使用されていないセンサは、第２情報処理が実行中
である場合もそのまま第１情報処理において使用されない。
【０３４５】
　タッチパネル１２は、第２情報処理において使用される。タッチパネル１２は、例えば
上述のボタン画像に対する操作を行うために使用される。そのため、第１情報処理におい
ては使用されない。
【０３４６】
　マイク３２は、第２情報処理において使用されない。そのため、第２情報処理の実行中
における第１情報処理においては、マイク３２は、単独での実行時と同じように取り扱わ
れる。
【０３４７】
　カメラ１６は、第２情報処理において使用されない。そのため、第２情報処理の実行中
における第１情報処理においては、カメラ１６は、単独での実行時と同じように取り扱わ
れる。
【０３４８】
　以上のように、入力部（操作部、マイク３２、およびカメラ１６）は、２つの情報処理
のいずれか一方で使用される。つまり、入力部に関しては、第２情報処理で使用されるも
のについては、第１情報処理で使用されない。一方、第２情報処理で使用されないものに
ついては、第１情報処理においては単独での実行時と同じように取り扱われる。これによ
って、一方の情報処理に対するユーザの入力が他方の情報処理において誤って使用される
ことがなく、誤入力を防止することができる。
【０３４９】
　なお、「操作部が第１情報処理で使用されない」とは、情報処理装置３が当該操作部に
対する操作を無効として第１情報処理を実行する、換言すれば、当該操作部に対する操作
を表す操作データを無効として第１情報処理を実行する、ということである。このとき、
操作装置２は、第１情報処理で使用されない操作部に関する操作データを情報処理装置３
へ送信してもよいし、しなくてもよい。
【０３５０】
　また、出力機能あるいは通信機能を有する各構成要素は、次のように取り扱われる。第
２情報処理の実行中において、スピーカ３１は、第１および第２情報処理装置の両方にお
いて用いられる。これによって、ユーザは、２つの情報処理による両方の音声を聞くこと
ができる。例えば、操作装置２は、２つの情報処理のいずれにおいても、警告音を出力す
ることでユーザに対して注意喚起を行うことができる。
【０３５１】
　具体的には、操作装置２（通信データ管理部２７および／またはサウンドＩＣ３０）は
、第１情報処理による音声（上記第１出力音声）と、第２情報処理による音声（上記第２
出力音声）とをミキシングしてスピーカ３１から出力する。ここで、本実施形態において
は、操作装置２は、第２情報処理の実行中において、第１出力音声の音量を、第１情報処
理の単独での実行時に比べて小さくして出力する。操作装置２は、第１出力音声を第２出
力音声よりも比率を小さくして出力してもよい。具体的には、操作装置２は、第１出力音



(66) JP 5122035 B1 2013.1.16

10

20

30

40

50

声と第２出力音声とを、２５：１００の比率でミキシングして出力してもよい（図１６に
おいては「音量２５％」と記載）。これによれば、操作装置２は、第２出力音声をユーザ
が聞き取りやすくすることができるとともに、２つの情報処理による両方の音声をユーザ
に聞かせることができる。
【０３５２】
　バイブレータ２６は、第２情報処理において使用されない。また、第２情報処理の実行
中においてバイブレータ２６が作動することによって第２情報処理に関する操作に何らか
の影響を及ぼす可能性があることを考慮して、第２情報処理の実行中における第１情報処
理においてバイブレータ２６は使用されない。
【０３５３】
　マーカ部１５は、第２情報処理において使用されない。そのため、第２情報処理の実行
中における第１情報処理においては、マーカ部１５は、単独での実行時と同じように取り
扱われる。
【０３５４】
　また、赤外線発光部３８は、第２情報処理において使用される。なお、第１情報処理に
おいては、赤外線発光部３８は使用されない（使用が禁止される）。
【０３５５】
　赤外線通信部３６は、第２情報処理において使用されない。また、第２情報処理におい
ては、上記赤外線発光部３８が使用されるので、赤外線発光部３８からの赤外線信号が操
作装置２の窓２０（図３参照）を介して出射される。そのため、第２情報処理の実行中に
おける第１情報処理においては、赤外線通信部３６から赤外線信号が出力されると、赤外
線発光部３８による赤外線信号に何らかの影響を及ぼされる可能性を考慮して、赤外線通
信部３６の使用が禁止される。
【０３５６】
　近距離無線通信部３７は、第２情報処理装置において使用されない。また、第２情報処
理の実行中における第１情報処理においては、近距離無線通信部３７の使用によって何ら
かの影響（操作ミス等）が生じる可能性を考慮して、近距離無線通信部３７の使用が禁止
される。
【０３５７】
　以上のように、外部装置との間で拡張通信を行う構成要素（赤外線通信部３６および近
距離無線通信部３７）は、第２情報処理の実行中における第１情報処理においては使用さ
れない。これによって、操作ミス等の可能性を低減することができる。ただし、本実施形
態の変形例においては、上記構成要素は、第２情報処理の実行中における第１情報処理に
おいて使用されてもよい
【０３５８】
　なお、「通信機能を有する構成要素が第１情報処理で使用されない」とは、情報処理装
置３が当該構成要素が外部装置から取得したデータ（第２拡張通信データ等）を無効とし
て第１情報処理を実行する、ということである。このとき、操作装置２は、当該データを
情報処理装置３へ送信してもよいし、しなくてもよい。
【０３５９】
　コネクタ２６については、第２情報処理装置において使用されない。また、追加の操作
機能を有する周辺装置がコネクタ２６に接続されている場合に、当該周辺装置が第２情報
処理の実行後においても使用可能とすること等を考慮して、第２情報処理の実行中におけ
る第１情報処理において、コネクタ２６は、単独での実行時と同じように取り扱われる。
なお、第２情報処理の実行中における第１情報処理においては、コネクタ２６の使用によ
って何らかの（操作ミス等）影響が生じる可能性を考慮して、コネクタ２６の使用が禁止
されてもよい。
【０３６０】
　なお、通信機能を有する構成要素について使用が禁止される場合、操作装置２は、通信
に関する制御指令（コマンド）を送信しない。また、使用が禁止された時点（第２プログ
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ラムが起動された時点）で通信の接続中であれば、操作装置２は、通信を停止（切断）す
る処理を実行する。
【０３６１】
　＜７－４：処理例＞
　次に、操作装置２および情報処理装置３における処理の流れの一例を説明する。図１７
は、操作装置２における処理の一例を示すフローチャートである。本実施形態では、操作
装置２における処理は通信データ管理部２７において実行される。ここで、操作装置２お
よび情報処理装置３の起動後において、第１プログラムを実行する指示がユーザによって
行われることに応じて、情報処理装置３は第１プログラムの実行を開始する。図１７に示
すフローチャートは、第１プログラムの実行開始後に実行される処理を示している。なお
、第１プログラムの実行は、どのような方法で開始されてもよい。例えば、操作装置２お
よび情報処理装置３の起動に応じて操作装置２にメニュー画面が表示され、メニュー画面
が表示されている状態において、第１プログラムを実行する指示がユーザによって行われ
ることに応じて第１プログラムが起動されてもよい。また、操作装置２および情報処理装
置３の起動後に第１プログラムが自動的に起動されてもよい。
【０３６２】
　また、図１７に示す各ステップの処理は、通信データ管理部２７によって実行されるも
のとする。ただし、上記各ステップの処理は、通信データ管理部２７に限らず、操作装置
２の任意の構成要素によって実行されてもよい。
【０３６３】
　第１プログラムの実行が開始された後、ステップＳ１において、第１情報処理に応じた
処理が実行される。すなわち、操作装置２は、情報処理装置３から送信されてくるデータ
を受信し、受信したデータに応じた処理を実行する。例えば、通信データ管理部２７は、
出力画像データを受信し、出力画像を表示部１１に表示する。また例えば、通信データ管
理部２７は、出力音声データを受信し、出力音声をスピーカ３１から出力する。また、操
作装置２は、情報処理装置３へ送信すべきデータを生成し、情報処理装置３へ送信する。
例えば、入出力制御部２１は操作データを生成し、通信データ管理部２７は、生成された
操作データを含む送信情報データを生成して情報処理装置３へ送信する。また例えば、通
信データ管理部２７は、必要に応じてカメラ画像データおよび／またはマイク音声データ
を情報処理装置３へ送信する。また例えば、通信データ管理部２７は、必要に応じて外部
装置と通信を行い、通信によって得られたデータの情報処理装置３への送信、および／ま
たは、通信に必要なデータの情報処理装置３からの受信を行う。なお、ステップＳ１にお
いて実行される上記の各処理の具体的な内容は、上述の［４．操作装置と情報処理装置と
の間で通信されるデータ］～　[６．操作データの生成]において記載されている。
【０３６４】
　ステップＳ２において、操作装置２は、第２プログラムを起動するか否かを判定する。
すなわち、操作装置２は、上述の起動操作が行われたか否かを判定する。なお、操作装置
２は、例えば上述の起動ボタン１４Ｃに対する入力状況を表すボタンデータを参照して、
起動ボタン１４Ｃが押下されたか否かを判定することによって、ステップＳ２の判定を行
うことができる。なお、ステップＳ２における処理は、通信データ管理部２７と入出力制
御部２１とのいずれが実行してもよい。ステップＳ２の処理の判定結果が肯定である場合
、ステップＳ３の処理が実行される。一方、ステップＳ２の処理の判定結果が否定である
場合、上記ステップＳ１の処理が実行される。
【０３６５】
　以上より、ステップＳ２において第２プログラムを起動すると判定されるまで、ステッ
プＳ１の処理が繰り返し実行される。つまり、上記起動操作が行われるまでは、操作装置
２においては、第１情報処理に応じた処理が実行される。なお、上記においては、ステッ
プＳ１の処理は、所定の頻度で繰り返し実行されるものとするが、ステップＳ１において
行われる各処理は、ステップＳ１が実行される頻度と同じ頻度で実行されるとは限らない
。例えば、ステップＳ１の処理が上述した１フレーム時間（時間Ｔ１）に１回の頻度で実
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行される場合には、送信情報データを送信する処理は、当該頻度よりも高い頻度で実行さ
れてもよい。つまり、送信情報データを送信する処理は、１回のステップＳ１において複
数回実行されてもよい。
【０３６６】
　ステップＳ３において、操作装置２は、外部装置との通信を停止（切断）する。例えば
、通信データ管理部２７は、外部装置に対して通信を切断する旨の指示を送信する等の切
断処理を実行する。外部装置との通信を切断する処理が完了すると、操作装置２はステッ
プＳ４の処理を実行する。なお、ステップＳ３の時点（第２プログラムを起動する時点）
において、操作装置２と外部装置との間で通信が行われていない場合には、操作装置２は
切断処理を行わずにステップＳ４の処理に進む。
【０３６７】
　ステップＳ４において、操作装置２は、第２プログラムを起動する。すなわち、通信デ
ータ管理部２７のＣＰＵ２８は、フラッシュメモリ３５から第２プログラムを読み出して
実行を開始する。なお、後述するステップＳ６～Ｓ９の処理は、ＣＰＵ２８が第２プログ
ラムを実行することによって行われる。ステップＳ４の次にステップＳ５の処理が実行さ
れる。以降、ステップＳ５～Ｓ９の処理が繰り返し実行される。
【０３６８】
　以上のように、操作装置２は、操作装置２に対する所定の操作が行われた場合、所定の
プログラム（第２プログラム）を実行する。ここで、上記においては、操作装置２は、情
報処理装置３から受信される画像データが表す画像が表示部１１に表示されている状態に
おいて上記所定の操作が行われた場合、上記所定のプログラムを実行した。なお、操作装
置２は、上記画像データが表す画像が表示部１１に表示されていない状態において上記所
定の操作が行われた場合についても、上記所定のプログラムを実行してもよい。つまり、
操作装置２は、情報処理装置３において第１プログラムが実行されていない場合であって
も、（上記所定の操作が行われたことに応じて）第２プログラムを実行してもよい。
【０３６９】
　ステップＳ５において、操作装置２は、第１情報処理に応じた処理を実行する。ステッ
プＳ５の処理は、出力画像の表示処理、および、出力音声の出力処理が実行されない（こ
れらの処理は後述するステップＳ６およびＳ７で実行される）点を除いて、上記ステップ
Ｓ１の処理と同じであってもよい。また、ステップＳ５において、操作装置２は、第２情
報処理中における第１情報処理において使用されないデータを操作データに含めないよう
にしてもよい。ステップＳ５の次にステップＳ６の処理が実行される。
【０３７０】
　ステップＳ６において、操作装置２は、少なくとも第２出力画像を表示部１１に表示す
る。上述のように本実施形態においては、操作装置２は、第１出力画像と第２出力画像と
を重ねて表示部１１に表示する。ステップＳ６の処理において具体的には、通信データ管
理部２７は、第２出力画像を取得する。ここで、本実施形態においては、第２出力画像を
取得するためのデータは、操作装置２内の記憶部（例えばフラッシュメモリ３５）に記憶
されている。通信データ管理部２７は、当該記憶部に記憶されているデータを用いて第２
出力画像を取得する。なお、「第２出力画像を取得するためのデータ」は、第２出力画像
の画像データそのものであってもよいし、第２出力画像を生成するために用いられるデー
タ（例えばボタン画像のデータ）であってもよい。また、操作装置２は、「第２出力画像
を取得するためのデータ」を情報処理装置３から受信することによって取得してもよい。
次に、通信データ管理部２７は、ステップＳ５で生成された第１出力画像に、第２出力画
像を重ねた画像を生成する。そして、通信データ管理部２７は、生成された画像を表示部
１１に表示させる。これによって、第１出力画像および第２出力画像が表示部１１に表示
される。
【０３７１】
　ステップＳ７において、操作装置２は、スピーカ３１に音声を出力する。上述のように
本実施形態においては、操作装置２は、第１出力音声および第２出力音声をスピーカ３１
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から出力する。ステップＳ７の処理において具体的には、通信データ管理部２７は、第２
出力音声を取得する。ここで、本実施形態においては、第２出力音声を取得するためのデ
ータは、操作装置２内の記憶部（例えばフラッシュメモリ３５）に記憶されている。通信
データ管理部２７は、当該記憶部に記憶されているデータを用いて第２出力音声を取得す
る。なお、「第２出力音声を取得するためのデータ」は、第２出力音声の音声データその
ものであってもよいし、第２出力音声を生成するために用いられるデータ（例えば音源デ
ータ）であってもよい。また、操作装置２は、「第２出力音声を取得するためのデータ」
を情報処理装置３から受信することによって取得してもよい。次に、通信データ管理部２
７は、ステップＳ５で生成された第１出力音声と、第２出力画像とをミキシングしてサウ
ンドＩＣ３０へ出力する。通信データ管理部２７は、上述のように、操作装置２は、第１
出力音声を第２出力音声よりも低い比率でミキシングしてもよい。以上によって、第１出
力音声および第２出力音声がスピーカ３１から出力される。
【０３７２】
　ステップＳ８において、操作装置２は、ユーザによる操作に応じた処理を実行する。ス
テップＳ８における具体的な処理はどのような内容でもよい。本実施形態においては、操
作装置２は、ユーザによる操作に応じて、表示装置４へ制御信号を送信する処理を実行す
る。具体的には、通信データ管理部２７は、表示装置４に対する命令を表す各ボタン画像
（ボタン画像８２～８７）のいずれかに対して操作が行われた（例えばボタン画像がタッ
チされた）か否かを判定する。そして、上記各ボタン画像のうちで、操作が行われたボタ
ン画像がある場合、通信データ管理部２７は、当該ボタン画像に対応する制御信号を出力
する。ここで、表示装置４に対する制御信号は、例えば、ボタン画像と関連づけられて操
作装置２内の記憶部（例えばフラッシュメモリ３５）に記憶されていてもよい。このとき
、通信データ管理部２７は、操作が行われたボタン画像に関連づけられている制御信号を
記憶部から読み出して出力する。なお、操作装置２は、情報処理装置３から制御信号を受
信することによって取得し、取得した制御信号を出力してもよい。また、制御信号は、赤
外線発光部３８によって赤外線信号として出力される。すなわち、通信データ管理部２７
は、制御信号を赤外線発光部３８に出力させる。これによって、表示装置４の赤外線受光
部において制御信号が受信され、表示装置４は制御信号に従った動作を行う。上記ステッ
プＳ８の次にステップＳ９の処理が実行される。
【０３７３】
　なお、上記ステップＳ８において、上記ボタン画像に対して操作が行われていない（す
なわち、操作が行われたボタン画像がない場合）、操作装置２は制御信号を出力しない。
【０３７４】
　ステップＳ９において、操作装置２は、第２プログラムを終了するか否かを判定する。
ステップＳ９の判定は、例えば、第２プログラムを終了する操作が行われたか否かによっ
て行われる。第２プログラムを終了する操作は、例えば、（第２情報処理の実行中におけ
る）上述の起動ボタン１４Ｃに対する操作であってもよいし、上述の終了ボタン画像８８
（図１５）に対する操作であってもよい。なお、操作装置２は、例えば上述の起動ボタン
１４Ｃに対する入力状況を表すボタンデータを参照して、起動ボタン１４Ｃが押下された
か否かを判定することによって、ステップＳ９の判定を行うことができる。また、操作装
置２は、例えば入力位置データを参照して、終了ボタン画像８８に対する操作が行われた
か否かを判定することによって、ステップＳ９の判定を行うことができる。ステップＳ９
の判定結果が否定である場合、ステップＳ５の処理が再度実行される。以降、ステップＳ
９の判定結果が肯定となるまで、ステップＳ５～Ｓ９の一連の処理が繰り返し実行される
。一方、ステップＳ９の判定結果が肯定である場合、ステップＳ１の処理が再度実行され
る。このとき、第２プログラムの実行は終了され、操作装置２は、第１情報処理に応じた
処理を実行する。
【０３７５】
　なお、図１７に示すフローチャートにおいては、操作装置２は、ステップＳ３～Ｓ９の
各処理を直列的に実行するものとした。ただし、本実施形態においては、操作装置２は、
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ステップＳ３～Ｓ９の各処理のうちのいくつかの処理を並列的に実行してもよい。
【０３７６】
　図１８は、情報処理装置３における処理の一例を示すフローチャートである。図１８に
示すフローチャートは、情報処理装置３における第１プログラムの実行開始後に実行され
る処理を示している。また、図１８に示す各ステップの処理は、制御部４１のＣＰＵ４２
によって実行されるものとする。ただし、上記各ステップの処理は、ＣＰＵ４２に限らず
、操作装置２の任意の構成要素によって実行されてもよい。
【０３７７】
　第１プログラムの実行が開始された後、ステップＳ１１において、情報処理装置３は、
第２プログラムが実行中か否かを判定する。情報処理装置３は、例えば、操作装置２から
受信される上述の起動状態データに基づいて判定を行う。すなわち、ＣＰＵ４２は、操作
装置２から受信された操作データに含まれる起動状態データを参照し、起動状態データが
第２プログラムが実行中であることを示すか否かを判定する。なお、情報処理装置３は、
起動状態データに代えて、または、起動状態データに加えて、起動ボタン１４Ｃのボタン
データを用いて判定を行ってもよい。ステップＳ１１の処理の判定結果が否定である場合
、ステップＳ１２の処理が実行される。一方、ステップＳ１１の処理の判定結果が肯定で
ある場合、ステップＳ１３の処理が実行される。
【０３７８】
　ステップＳ１２において、情報処理装置３は、第１情報処理を実行する。すなわち、情
報処理装置３は、操作装置２から操作データを受信し、受信した操作データに基づいて第
１情報処理を実行し、出力画像データ（および出力音声データ）を生成する。また、情報
処理装置３は、出力画像データ（および出力音声データ）を操作装置２へ送信する。この
とき、情報処理装置３は、必要に応じて、操作装置２の各構成要素（例えばバイブレータ
２６、および、マーカ部１５等）に動作を行わせる制御指示を操作装置２へ送信してもよ
い。なお、この制御指示は、上述の制御データとして送信されてもよい。また、情報処理
装置３は、必要に応じて、操作装置２と外部装置との通信に関する上述の第１拡張通信デ
ータを操作装置２へ送信してもよい。
【０３７９】
　なお、ステップＳ１２においては、情報処理装置３は、第２情報処理が実行中であるこ
とに起因する制限を加えることなく、操作データを第１情報処理のための入力として用い
る。つまり、情報処理装置３は、操作データに含まれるいくつかのデータを無効とするこ
となく、第１情報処理を実行する。ただし、上述のように、起動ボタン１４Ｃのボタンデ
ータは第１情報処理において使用されない。上記ステップＳ１２の次に、後述するステッ
プＳ１４の処理が実行される。
【０３８０】
　また、情報処理装置３は、操作装置２からの上記カメラ画像データおよび／またはマイ
ク音声データを上記第１情報処理において用いてもよい。つまり、情報処理装置３は、操
作装置２から受信した操作データとカメラ画像データ（および／またはマイク音声データ
）とを用いて情報処理を実行してもよい。例えば、情報処理装置３は、第１情報処理にお
いて、カメラ画像データが表す画像に所定の加工を行って表示装置４に表示させる処理を
実行してもよいし、マイク音声データが表す音声を認識し、音声認識の結果に従った処理
を実行してもよい。
【０３８１】
　また、情報処理装置３は、操作装置２からの上記第２通信管理データを上記第１情報処
理において用いてもよい。つまり、情報処理装置３は、操作装置２から受信した操作デー
タと通信管理データとを用いて情報処理を実行してもよい。例えば、情報処理装置３は、
通信管理データの内容に応じて情報処理の内容を変更するようにしてもよいし、操作デー
タおよび通信管理データを入力として用いて情報処理を実行するようにしてもよい。
【０３８２】
　一方、ステップＳ１３において、情報処理装置３は、操作装置２に対する操作のうち一
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部の操作を無効として、第１情報処理を実行する。すなわち、情報処理装置３は、操作装
置２から受信した操作データのうち、一部のデータを使用せずに第１情報処理を実行し、
出力画像データ（および出力音声データ）を生成する。なお、第１情報処理において無効
とされる（使用が制限される）操作部の一例は、上述の“＜７－３：各情報処理における
操作データの使用＞”で記載されている。また、ステップＳ１３における第１情報処理に
おいては、情報処理装置３は、バイブレータ２６を作動させる制御指示を操作装置２へ送
信しない。また、ステップＳ１３における第１情報処理においては、情報処理装置３は、
操作装置２と外部装置との通信に関する第１拡張通信データを操作装置２へ送信しない。
ステップＳ１３の次にステップＳ１４の処理が実行される。
【０３８３】
　ステップＳ１４において、情報処理装置３は、表示装置４へ画像および音声を出力する
。表示装置４へ出力すべき画像および音声は、上記ステップＳ１２またはＳ１３の処理に
おいて生成されてもよいし、ステップＳ１４において上記第１情報処理に基づいて生成さ
れてもよい。ＣＰＵ４２は、生成された画像および音声をＡＶ－ＩＣ４７へ出力する。Ａ
Ｖ－ＩＣ４７は上記画像を、ＡＶコネクタ４８を介して表示装置４へ出力する。これによ
って、表示装置４に画像が表示される。また、ＡＶ－ＩＣ４７は上記音声を、ＡＶコネク
タ４８を介してスピーカ５へ出力する。これによって、スピーカ５から音声が出力される
。
【０３８４】
　ステップＳ１４の次に、上述のステップＳ１１の処理が再度実行される。情報処理装置
３は、上記ステップＳ１１～Ｓ１４の一連の処理からなる処理ループを所定時間（例えば
１フレーム時間）に１回の割合で繰り返し実行する。なお、情報処理装置３は、例えばユ
ーザ等によって終了指示が行われた場合、図１８に示す一連の処理を終了する。
【０３８５】
　なお、図１７および図１８に示すフローチャートにおける各ステップの処理は、単なる
一例に過ぎず、同様の結果が得られるのであれば、各ステップの処理順序を入れ替えても
よいし、各ステップの処理に加えて別の処理が実行されてもよい。
【０３８６】
　＜７－５：効果＞
　以上に示した構成および動作によって、操作装置２は、以下に示す効果を奏する。なお
、以下に示す効果を奏するためには、操作装置２は、以下において効果とともに説明する
構成を有していればよく、本実施形態における全て構成を備えている必要はない。
【０３８７】
　以上のように、本実施形態においては、操作装置２は、操作データを情報処理装置３へ
送信し、情報処理装置３において操作データに基づいた処理によって生成される画像デー
タを情報処理装置３から受信する。そして、操作装置２は、操作装置２に対する所定の操
作（起動操作）が行われた場合、所定のプログラム（第２プログラム）を実行し、少なく
とも当該プログラムの実行による画像を表示部に表示させる。また、操作装置２は、上記
所定のプログラムが実行中であることを表すデータ（実行中データ）を情報処理装置３へ
送信する。これによれば、情報処理装置３で実行される情報処理（第１情報処理）による
画像を操作装置２において表示する間に、操作装置２において別の情報処理（第２情報処
理）を実行することができる。したがって、操作装置２をより多くの情報処理のために用
いることができる。ユーザは、操作装置２をより多くの目的で使用することができ、ユー
ザの利便性を向上することができる。また、本実施形態においては、上記所定のプログラ
ムが実行中であることを表すデータが情報処理装置３へ送信されるので、情報処理装置３
は、当該プログラムの実行状態を識別することができる。これによって、情報処理装置３
は、操作データに基づいて上記画像データを生成する情報処理の内容を、上記プログラム
の実行状態に応じて変更することができる。
【０３８８】
　また、本実施形態においては、操作装置２は、上記プログラム（第２プログラム）の実
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行による画像（第２出力画像）として、当該プログラムによって実行される所定の処理に
関する操作を行うための操作画像８１を少なくとも表示する。これによれば、情報処理装
置３における情報処理に対する入力を操作装置２によって行うことができるとともに、操
作装置２における情報処理に対する入力を操作装置２によって行うことができる。なお、
本実施形態の変形例において、操作装置２は、操作画像とは異なる他の画像を表示するよ
うにしてもよい。
【０３８９】
　また、本実施形態においては、操作装置２は、上記所定のプログラムの実行中か否かに
関わらず情報処理装置３から画像データを受信する。そして、操作装置２は、上記プログ
ラムの実行中においては上記画像データが表す画像（第１出力画像）を、当該プログラム
の実行による画像（第２出力画像）とともに表示する。これによれば、操作装置２には、
情報処理装置３における情報処理に関する画像が表示されるとともに、操作装置２におけ
る情報処理に関する画像が表示される。すなわち、操作装置２は、上記２つの情報処理に
関するそれぞれの画像をユーザに提供することができる。ユーザは、操作装置２を用いて
上記２つの画像の両方を確認することができる。なお、本実施形態の変形例において、操
作装置２は、上記所定のプログラムの実行中においては情報処理装置３から画像データを
受信しないようにしてもよい。また、本実施形態の変形例において、操作装置２は、上記
プログラムの実行中においては上記画像データが表す画像（第１出力画像）を表示しない
ようにしてもよい。
【０３９０】
　また、本実施形態においては、操作装置２は、操作部のうちの一部の操作部（ボタン群
１４の一部のボタン、方向入力部１３、および、タッチパネル１２）に対する操作を入力
として所定の処理（第２情報処理）を実行する。このとき、情報処理装置３は、上記所定
のプログラムが実行中であることを表すデータ（実行中）を受信する場合、上記一部の操
作部に対する操作を無効として操作データに基づく処理を実行することによって画像デー
タを生成する。これによれば、操作装置の操作部のうちの上記一部の操作部に対する操作
は、操作装置２において実行される所定の処理において用いられ、情報処理装置３におい
て実行される処理においては用いられない。したがって、ある操作部に対する操作が、ユ
ーザが意図しない処理に用いられることがなく、誤入力を防止することができる。なお、
本実施形態の変形例において、情報処理装置３は、上記所定のプログラムが実行中である
ことを表すデータ（実行中）を受信する場合であっても、上記一部の操作部に対する操作
を無効とせずに操作データに基づく処理を実行してもよい。
【０３９１】
　また、本実施形態においては、操作装置２は、上記一部の操作部として、表示部１１の
画面上に設けられるタッチパネル１２を備える。これによれば、操作装置２は、操作装置
２における情報処理に対する入力を、タッチパネル１２を用いた直感的な操作によってユ
ーザに行わせることができる。さらに、上記情報処理に対する操作を行うための画像（例
えば、情報処理に対する指示を行うためのボタン画像）が上記操作画像として表示部１１
に表示される場合には、当該画像に対する直感的かつ容易な操作をユーザに提供すること
ができる。なお、本実施形態の変形例において、上記一部の操作部は、タッチパネル以外
の操作部であってもよい。
【０３９２】
　また、本実施形態においては、操作装置２は、上記一部の操作部として１以上のボタン
を備える。これによれば、操作装置２は、操作装置２における情報処理に対する入力を、
ボタンを用いた容易な操作によってユーザに行わせることができる。なお、本実施形態の
変形例において、上記一部の操作部は、ボタン以外の操作部であってもよい。
【０３９３】
　また、本実施形態においては、操作装置２は、操作装置２の位置、姿勢、および動きの
うちの少なくとも１つを検出するセンサ（加速度センサ２３、ジャイロセンサ２４、およ
び磁気センサ２５）を備える。また、操作装置２は、上記所定のプログラムの実行中か否
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かに関わらず、（情報処理装置３において画像データを生成する処理のために、）上記セ
ンサによる検出結果に基づくデータを含む操作データを送信する。このとき、操作装置２
は、上記センサによる検出結果を用いずに上記所定の処理（第２情報処理）を実行する。
これによれば、操作装置２自体を動かす操作が、ユーザの意図に反して操作装置２におけ
る処理に用いられることがなく、誤入力を防止することができる。また、情報処理装置３
において上記各センサによる検出結果に基づくデータを含む操作データが用いられる場合
には、操作装置２は、情報処理装置３における情報処理に対する入力を、操作装置２自体
を動かす直感的な操作によってユーザに行わせることができる。さらに、操作装置２にお
ける情報処理に対する入力がタッチパネル１２によって行われる場合には、操作装置２に
おける情報処理と情報処理装置３における情報処理との両方の処理に関して直感的な操作
をユーザに提供することができる。なお、本実施形態の変形例において、操作装置２は、
上記センサによる検出結果に基づくデータを用いて上記所定の処理を実行してもよい。
【０３９４】
　また、本実施形態においては、操作装置２は、情報処理装置３からの音声データが表す
音声（第１出力音声）、および／または、上記所定の処理によって生成される音声（第２
出力音声）を出力する。操作装置２は、上記所定のプログラムの実行中においては、当該
プログラムが実行されていない場合に比べて音声データが表す音声（第１出力音声）を小
さくして、上記所定の処理によって生成される音声（第２出力音声）とともに出力する。
これによれば、操作装置２は、操作装置２における情報処理による音声と情報処理装置３
における情報処理による音声との両方をユーザに提供することができるとともに、操作装
置２における情報処理による音声をユーザに聞き取りやすく提供することができる。なお
、本実施形態の変形例において、操作装置２は、上記所定のプログラムの実行中において
は、当該プログラムが実行されていない場合に比べて音声データが表す音声を大きくして
（または同程度にして）出力してもよい。
【０３９５】
　また、本実施形態においては、操作装置２は、上記所定のプログラムが実行中であるか
否かを表すデータを操作データとともに所定の頻度で情報処理装置３へ送信する。これに
よれば、情報処理装置３は、上記所定のプログラムの実行状態を確実に確認することがで
きる。なお、本実施形態の変形例において、操作装置２は、上記所定のプログラムが実行
中であるか否かを表すデータを操作データとは別にして情報処理装置３へ送信してもよい
。
【０３９６】
　また、本実施形態においては、操作装置２は、上記所定のプログラムの実行による画像
（第２出力画像）を、画像データが表す画像（第１出力画像）に重ねて表示する。これに
よれば、操作装置２は、操作装置２における情報処理による画像と情報処理装置３におけ
る情報処理による画像との両方をユーザに提供することができるとともに、操作装置２に
おける情報処理による画像をユーザに見やすく提供することができる。なお、本実施形態
の変形例においては、操作装置２は、上記所定のプログラムの実行による画像を、画像デ
ータが表す画像とは別に表示してもよいし、上記所定のプログラムの実行による画像のみ
を表示してもよい。
【０３９７】
　また、本実施形態においては、操作装置２は、情報処理装置３において生成された画像
を表示可能な表示装置４に対して、操作装置２に対する操作に応じた制御を行うプログラ
ムを所定のプログラムとして実行する。これによれば、ユーザは、操作装置２を用いて表
示装置４を操作することができる。なお、例えば情報処理装置３において生成された画像
が表示装置４に表示される場合には、操作装置２を用いて表示装置４を操作できることが
有効である。
【０３９８】
　すなわち、本実施形態においては、操作装置２は、操作装置２とは異なる他の装置（上
記では表示装置４）に対して、操作装置２に対する操作に応じた制御を行うプログラムを
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実行する。これによって、ユーザは、操作装置２を用いて他の装置を操作することができ
る。
【０３９９】
　なお、上記所定のプログラムの内容は、任意であり、上記他の装置に対して制御を行う
プログラムに限らない。例えば、操作装置２がネットワーク（例えばインターネット）を
介して他の情報処理装置と通信可能である場合、上記所定のプログラムは、当該他の情報
処理装置との間で電子メールをやり取りするためのプログラム（いわゆるメーラー）であ
ってもよいし、当該他の情報処理装置との間で映像および音声のやり取りを行うための（
いわゆるテレビ電話の機能を有する）プログラムであってもよい。
【０４００】
　また、本実施形態においては、操作装置２は、赤外線信号を発光する赤外線発光部３８
を備える。また、表示装置４は、赤外線信号を受光する赤外線受光部を備える。操作装置
２は、赤外線信号を赤外線発光部に出力させることによって表示装置４を制御する。これ
によれば、赤外線信号を受信する機能を有する一般的な表示装置（例えばテレビ）を本実
施形態における情報処理システム１に用いることができ、種々の表示装置を情報処理シス
テム１に用いることができる。また、赤外線信号を用いることで操作装置２によって表示
装置４を容易に制御することができる。なお、本実施形態の変形例においては、操作装置
２は、赤外線信号による通信機能を有している必要はない。また、操作装置２と表示装置
４との間の通信は、赤外線信号を用いる方法以外の他の方法によって行われてもよい。
【０４０１】
　また、本実施形態においては、操作装置２は、所定のボタン（起動ボタン１４Ｃ）を備
えており、上記所定の操作として当該所定のボタンに対する操作が行われた場合、所定の
プログラムを実行する。これによれば、ユーザは所定のボタンを操作することによって容
易に上記所定のプログラムを起動することができる。なお、上記所定の操作は、ボタンに
対する操作以外の他の操作（例えば、タッチパネルに対する操作）によって行われてもよ
い。
【０４０２】
　なお、上記において、所定のボタンに対する操作が、情報処理装置３における情報処理
（操作データに基づいて出力画像データを生成する処理）には使用されない場合には、ユ
ーザは、情報処理装置３における情報処理の状況にかかわらずいつでも上記所定のプログ
ラムを起動することができる。
【０４０３】
　また、本実施形態においては、操作装置２は、上記所定のプログラムが実行中であるか
否かを表すデータと、所定のボタンに対する操作を表すデータとを情報処理装置３へ送信
する。これによれば、これらのデータを受信する情報処理装置３は、所定のプログラムが
実行中であるか否かをより精度良く判断することができる。なお、本実施形態の変形例に
おいては、上記２つのデータのうちいずれか一方のみが情報処理装置３へ送信されてもよ
い。
【０４０４】
　また、本実施形態においては、操作装置２は、画像を記憶する記憶部（フラッシュメモ
リ３５）をさらに備え、上記記所定の操作（起動操作）が行われた場合、記憶部に記憶さ
れている画像を表示部１１に表示させる。これによれば、操作装置２は、所定のプログラ
ムの実行による画像を容易に生成することができる。なお、本実施形態の変形例において
は、所定のプログラムの実行による画像は、記憶部に記憶されている画像でなくてもよい
。
【０４０５】
　また、本実施形態においては、操作装置２は、上記画像データとして、情報処理装置３
において実行されるゲーム処理によって生成されるゲーム画像データを受信する。表示部
１１は、ゲーム画像データが表す画像を表示する。これによれば、ユーザは、情報処理装
置３におけるゲーム処理に基づくゲームのプレイ中に、操作装置２において他のプログラ
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ムを起動することができる。なお、本実施形態の変形例においては、情報処理装置３はゲ
ーム処理以外の他の情報処理を実行してもよく、操作装置２にはゲーム画像以外の他の画
像が表示されてもよい。
【０４０６】
　［８．他の実施形態の一例］
　上記実施形態においては、“［６．操作データの生成］”において操作データの生成方
法およびその詳細な内容について説明した。ただし、操作データの生成方法および具体的
な内容はどのようなものであってもよい。
【０４０７】
　また、上記実施形態においては、“［７．第２プログラムの実行］”において、操作装
置２がプログラム（第２プログラム）を実行する場合について説明した。ただし、操作装
置２はプログラムを実行する機能を有していなくてもよい。また、操作装置２は、プログ
ラムが実行中であることを示す実行中データ（例えば上述の起動状態データ）を情報処理
装置３へ送信しなくてもよい。また、操作装置２は、表示装置４を制御する機能を備えて
いなくてもよい。
【０４０８】
　なお、上記実施形態においては、情報処理システム１は、３つの装置（操作装置２、情
報処理装置３、および表示装置４）を含む構成であった。ただし、情報処理システムは、
操作装置２および情報処理装置３として（つまり、表示装置４を含まない形態で）提供さ
れてもよい。また、情報処理システムは、情報処理装置３と表示装置４とが一体として構
成される形態であってもよい。
【産業上の利用可能性】
【０４０９】
　以上のように、本発明は、情報処理装置と通信可能な操作装置において、操作データを
適切に送信すること等を目的として、例えば、ゲームシステム、および、それにおいて用
いられる操作装置として利用することができる。
【符号の説明】
【０４１０】
　１　情報処理システム
　２　操作装置
　３　情報処理装置
　４　表示装置
　１１　表示部
　１２　タッチパネル
　１３　方向入力部
　１４　ボタン群
　１６　カメラ
　２１　入出力制御部
　２３　加速度センサ
　２４　ジャイロセンサ
　２５　磁気センサ
　２７　通信データ管理部
　２８　ＣＰＵ
　２９　メモリ
　３１　スピーカ
　３２　マイク
　３３　無線モジュール
　３６　赤外線通信部
　３７　近距離無線通信部
　３８　赤外線発光部
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　４１　制御部
　４２　ＣＰＵ
　４３　メモリ
　４４　圧縮伸張部
　４５　無線モジュール
　５０　送信情報データ
　５１　操作データ
　５２　管理データ
　５３　通信管理データ
　５４　起動状態データ
　７１　送信ボタンデータ
　７２　送信指示方向データ
　７３　送信加速度データ
　７４　送信角速度データ
　７５　送信磁気データ
　７６　送信入力位置データ
　８０　出力画像（第１出力画像）
　８１　操作画像（第２出力画像）
【要約】
　操作装置から情報処理装置へ操作データを適切に送信する。
　操作装置は、情報処理装置と無線通信可能である。操作装置は、生成部と、通信部と、
表示部とを備える。生成部は、操作装置に対する操作に基づいて操作データを生成する。
通信部は、情報処理装置において操作データに基づいた処理によって生成される画像デー
タであって、１画像分の画像データを情報処理装置から第１頻度で受信し、第１頻度より
も高い第２頻度で情報処理装置へ操作データを送信する。表示部は、画像データに基づい
て画像を表示する。
【選択図】図８
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