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(57)【要約】
　本発明の実施形態は、一般に、インターラクティブ式
スポーツゲーム装置、及びそれを製作し、利用する方法
に関する。より詳細には、本発明の実施形態は、真正の
スポーツアクセサリの感触をシミュレートし、費用効果
のある実際のスポーツ競技のための訓練装置を提供でき
るインターラクティブ式スポーツゲーム装置に関する。
本発明の一実施形態では、インターラクティブ式スポー
ツゲーム装置は、ビデオゲームシステムと無線で通信す
るための動き検出コントローラを支持するハウジングと
、ハウジングの第１の端部から突設されている真正のハ
ンドルとを備え、インターラクティブ式スポーツゲーム
装置は、真正のスポーツアクセサリの感触をシミュレー
トする。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビデオゲームシステムと無線で通信するための動き検出コントローラを支持するハウジ
ングと、
　前記ハウジングの第１の端部から突設されている真正のハンドルと
を備えるインターラクティブ式スポーツゲーム装置であって、
　真正のスポーツアクセサリの感触をシミュレートする、
インターラクティブ式スポーツゲーム装置。
【請求項２】
　前記真正のスポーツアクセサリが、ゴルフ、野球、ホッケー、テニス、ラクロス、バド
ミントン、クリケット、フェンシング、ハイアライ、パドルボール、スカッシュ及びポロ
のうちのいずれか１つに適した器具を備える、請求項１に記載のインターラクティブ式ス
ポーツゲーム装置。
【請求項３】
　前記真正のハンドルが、真正のスポーツアクセサリの一部を含む、請求項１に記載のイ
ンターラクティブ式スポーツゲーム装置。
【請求項４】
　前記真正のハンドルが、ゴルフクラブ、野球バット、ホッケースティック、テニスラケ
ット、ラクロスのスティック、バドミントンラケット、クリケットのパドル、フェンシン
グの剣、ハイアライのシステラ、パドルボールのパドル、スカッシュラケット及びポロの
マレットのうちの１つの一部を備える、請求項３に記載のインターラクティブ式スポーツ
ゲーム装置。
【請求項５】
　前記真正のハンドルが、取付け手段により前記ハウジングに取外し可能に接続される、
請求項１に記載のインターラクティブ式スポーツゲーム装置。
【請求項６】
　前記取付け手段が、ねじ、スナップロック及び摩擦嵌め構成のうちの少なくとも１つを
備える、請求項５に記載のインターラクティブ式スポーツゲーム装置。
【請求項７】
　前記動き検出コントローラ上のアクションボタンと相互作用するための係合手段をさら
に備える、請求項１に記載のインターラクティブ式スポーツゲーム装置。
【請求項８】
　前記インターラクティブ式スポーツゲーム装置をユーザの手首に取外し可能に固定する
ための保護用リストバンドをさらに備える、請求項１に記載のインターラクティブ式スポ
ーツゲーム装置。
【請求項９】
　ビデオゲームシステムと無線で通信するための動き検出コントローラを支持するハウジ
ングと、
　前記ハウジングの第１の端部から突設されている真正のゴルフシャフトと
を備えるインターラクティブ式ゴルフゲーム装置であって、
　真正のゴルフクラブの感触をシミュレートする、インターラクティブ式ゴルフゲーム装
置。
【請求項１０】
　前記真正のゴルフシャフトが、金属又は金属合金のシャフトと、その一部を覆うゴルフ
グリップとを備える、請求項９に記載のインターラクティブ式ゴルフゲーム装置。
【請求項１１】
　前記ゴルフグリップが、ゴム、液状ゴムと粒状コルクの混合物、ポリマー、皮革、綿糸
のコード、又はそれらの組合せを備える、請求項１０に記載のインターラクティブ式ゴル
フゲーム装置。
【請求項１２】
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　前記動き検出コントローラ上のアクションボタンと相互作用するための係合手段をさら
に備える、請求項９に記載のインターラクティブ式ゴルフゲーム装置。
【請求項１３】
　前記インターラクティブ式ゴルフゲーム装置をユーザの手首に取外し可能に固定するた
めの保護用リストバンドをさらに備える、請求項９に記載のインターラクティブ式ゴルフ
ゲーム装置。
【請求項１４】
　前記ハウジングが、少なくともウェイトを中に保持するウェイトボックスをさらに備え
る、請求項９に記載のインターラクティブ式ゴルフゲーム装置。
【請求項１５】
　前記ゴルフゲーム装置の全体重量が、真正のゴルフクラブの感触を調整可能にシミュレ
ートするために、前記ハウジングにウェイトを追加する、又はウェイトを取り外すことに
より調整可能である、請求項１４に記載のインターラクティブ式ゴルフゲーム装置。
【請求項１６】
　センサを有する、ビデオゲームシステムと無線で通信するための動き検出コントローラ
を、ハウジングのセンサポータルに対して支持するためのハウジングと、
　前記ハウジングの第１の端部から突設されている真正のハンドルであり、真正のゴルフ
クラブ、野球バット、ホッケースティック、テニスラケット、ラクロスのスティック、バ
ドミントンラケット、クリケットのマレット、フェンシングの剣、ハイアライのシステラ
、パドルボールのパドル、スカッシュラケット及びポロのマレットのうちの１つの一部を
備える真正のハンドルと
を具備するインターラクティブ式スポーツゲーム装置であって、
　真正のスポーツアクセサリのうちの少なくとも１つの感触をシミュレートする、インタ
ーラクティブ式スポーツゲーム装置。
【請求項１７】
　前記真正のハンドルが、ホワイトアッシュ、カエデ、アルミニウム、チタン、グラファ
イト、ヒッコリー及び竹並びにこれらの組合せのうち１つから作られる野球バットの一部
を備える、請求項１６に記載のインターラクティブ式スポーツゲーム装置。
【請求項１８】
　前記真正のハンドルが、木材、アルミニウム、ガラス繊維、炭素繊維及びケブラー並び
にこれらの組合せのうちの１つから作られるホッケースティックの一部を備える、請求項
１６に記載のインターラクティブ式スポーツゲーム装置。
【請求項１９】
　前記真正のハンドルが、ガラス繊維、ケブラー、チタン、テクサリウム、液体金属及び
木材並びにこれらの組合せのうちの１つから作られるテニスラケットの一部を備える、請
求項１６に記載のインターラクティブ式スポーツゲーム装置。
【請求項２０】
　前記真正のハンドルの一部を囲むグリップ又はテープの一方をさらに備える、請求項１
６に記載のインターラクティブ式スポーツゲーム装置。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　[0001]本出願は、２００９年８月７日に出願された、「Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ　Ｓｐ
ｏｒｔｓ　Ｇａｍｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ」と題する係属中の米国特許仮出願第６１／２３
２，０４８号に対する優先権を主張し、その開示の全体を参照により本明細書に組み込む
。
【技術分野】
【０００２】
　[0002]本発明の実施形態は、一般に、インターラクティブ式スポーツゲーム装置、及び
それを製作し、利用する方法に関する。より詳細には、本発明の実施形態は、真正（本物
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及び本物と同等のものを含む意）のスポーツアクセサリ（スポーツ具部品）の感触をシミ
ュレートし、費用効果のある実際のスポーツ競技のための訓練装置を提供できるインター
ラクティブ式スポーツゲーム装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]人々は、若い頃、仮想ゲーム装置に接することが多い。これらのゲーム装置は、
仮想世界に入るその魅力及び簡便さのために、子供にとっては特に魅力的なものであり、
仮想世界では、従うべきゲーム規則はあるが、プレーヤは、現実で同様の課題に従事する
ことによる社会的な影響を被ることなく、基本的に自分の満足することを行うことができ
る。特に１０代の人々や若い成人など、多くの人々にとり、仮想ゲーム装置は、社交のた
めの集まりを持つ理由となるが、内向的な娯楽手段を提供することにもなる。
【０００４】
　[0004]一般の仮想ゲームシステムは、アタリ（Ａｔａｒｉ）、ニンテンドー（Ｎｉｎｔ
ｅｎｄｏ）、セガジェネシス（Ｓｅｇａ　Ｇｅｎｅｓｉｓ）、プレイステーション（Ｐｌ
ａｙＳｔａｔｉｏｎ）、Ｘｂｏｘ、ニンテンドーＷｉｉ（Ｎｉｎｔｅｎｄｏ　Ｗｉｉ）、
及び何百もの他のシステムを含む。ビデオゲームシステムはまた、パーソナルコンピュー
タ、又は汎用コンピューティング装置の形をとることができる。これらのシステムのため
のゲームコントローラは無線であることが多く、ユーザを動けるようにし、部屋の任意の
位置からゲームシステムを自由に操作できるようにする。これらのゲームシステムのため
のゲームは、３次元の視点及び動き検出コントローラを用いて、ますます現実感のあるも
のになりつつある。しかし、これらの新しく、改良されたゲームシステム及びコントロー
ラに伴う問題は、例えば、仮想スポーツゲームを行っているとき、本物らしさが欠けるこ
とである。例えば、ニンテンドーＷｉｉでゴルフ又はテニスゲームを行っているとき、ユ
ーザの手首を単にねじるだけで、仮想のボールを極めて強く、且つ迅速に打つことができ
、それによりゲームで容易に優位に立つことができる。当然ではあるが、実際のゴルフ又
はテニスの試合では、このようなことは決して起こりえない。
【０００５】
　[0005]技術は、単なる子供の遊びに加えて、スポーツのシミュレーション装置を実現す
るためにも利用されており、それにより、運動選手は、仮想環境で自分の運動競技の技量
を練習することが可能になる。例えば、ゴルフ産業では、仮想の室内ゴルフ練習場は、ゴ
ルフコースにおけるゴルファーの視界を示す大きなスクリーンを設けており、また実際の
ゴルフクラブを用いたゴルファーのスイングをモニタして、ボールを仮想的に打ったとき
、仮想のゴルフボールがどこに飛ぶかを決定する。このような技術は、非常に魅力的なも
のであるが、このような装置を取得することには、２万ドルから約４万ドル若しくはそれ
以上の費用がかかる可能性がある。したがって、平均的なアマチュアのゴルファー、又は
平均的なゴルフのファンにとって、このような装置を入手することはできない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　[0006]したがって、真正のスポーツアクセサリの感触をシミュレートし、費用効果のあ
る実際のスポーツ競技のための訓練装置を提供できるインターラクティブ式スポーツゲー
ム装置が、業界で求められている。
【０００７】
　[0007]本発明の実施形態は、一般に、インターラクティブ式スポーツゲーム装置、及び
それを製作し、利用する方法に関する。より詳細には、本発明の実施形態は、真正のスポ
ーツアクセサリの感触をシミュレートし、費用効果のある実際のスポーツ競技のための訓
練装置を提供できるインターラクティブ式スポーツゲーム装置に関する。本発明の一実施
形態では、インターラクティブ式スポーツゲーム装置は、ビデオゲームシステムと無線で
通信するための動き検出コントローラを支持するハウジングと、ハウジングの第１の端部
から突設されている真正のハンドルとを備え、インターラクティブ式スポーツゲーム装置
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は、真正のスポーツアクセサリの感触をシミュレートしている。
【０００８】
　[0008]本発明の他の実施形態では、インターラクティブ式ゴルフゲーム装置は、ビデオ
ゲームシステムと無線で通信するための動き検出コントローラを支持するハウジングと、
ハウジングの第１の端部から突設されている真正のゴルフシャフトとを備え、インターラ
クティブ式スポーツゲーム装置は、真正のゴルフクラブの感触をシミュレートしている。
【０００９】
　[0009]本発明のさらに他の実施形態では、インターラクティブ式スポーツゲーム装置は
、センサを有する、ビデオゲームシステムと無線で通信するための動き検出コントローラ
を、ハウジングのセンサポータルに対して支持するためのハウジングと、ハウジングの第
１の端部から突設されているハンドルであり、真正のゴルフクラブ、野球バット、ホッケ
ースティック、テニスラケット、ラクロスのスティック、バドミントンラケット、クリケ
ットのマレット、フェンシングの剣、ハイアライ（ｊａｉ　ａｌａｉ）のシステラ（ｘｉ
ｓｔｅｒａ）、パドルボールのパドル、スカッシュラケット、又はポロのマレットのうち
の１つの一部を備える真正のハンドルとを具備し、このインターラクティブ式スポーツゲ
ーム装置は、真正のスポーツアクセサリのうちの少なくとも１つの感触をシミュレートす
る。
【００１０】
　[0010]本発明の上記で述べた特徴を詳細に理解できるような方法で、上記で簡単に要約
した本発明の諸実施形態のより詳細な説明を、添付の図面で示された実施形態を参照して
行うことができる。しかし、添付の図面は、本発明の範囲内に含まれる諸実施形態のうち
の典型的な実施形態だけを示しており、したがって、本発明は他の等しく有効な実施形態
を許容できるため、添付の図面を限定的なものと見なすべきではないことに留意されたい
。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施形態によるインターラクティブ式スポーツゲーム装置の斜視図で
ある。
【図２】本発明の一実施形態によるインターラクティブ式スポーツゲーム装置の側面図で
ある。
【図３】本発明の一実施形態による動き検出コントローラを有するインターラクティブ式
スポーツゲーム装置を示す図である。
【図４】本発明の一実施形態による動き検出コントローラを有するインターラクティブ式
スポーツゲーム装置の側面図である。
【図５Ａ】本発明の一実施形態によるインターラクティブ式ゴルフゲーム装置を示す図で
ある。
【図５Ｂ】本発明の一実施形態によるインターラクティブ式テニスゲーム装置を示す図で
ある。
【図５Ｃ】本発明の一実施形態によるインターラクティブ式ラクロスゲーム装置を示す図
である。
【図５Ｄ】本発明の一実施形態によるインターラクティブ式クリケットゲーム装置を示す
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本明細書で使用される見出しは、編成目的のために過ぎず、本記述又は特許請求の範囲
を限定するために使用されることを意味していない。本出願の全体を通して使用される場
合、用語「できる／可能性がある（ｍａｙ）」は、義務的な意味（すなわち、「ｍａｙ」
を意味する）ではなく、許容的な意味（すなわち、「～をする可能性を有する」ことを意
味する）で使用される。同様に、用語「含む（ｉｎｃｌｕｄｅ）」、「含んでいる（ｉｎ
ｃｌｕｄｉｎｇ）」、及び「含む（ｉｎｃｌｕｄｅｓ）」は、「含めるが、これだけには
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限らない」ことを意味する。理解を容易にするために、同様の参照数字は、可能な場合、
諸図に共通の同様の要素を指定するために使用される。
【００１３】
　[0019]以下の詳細な説明では、本明細書で述べる例示的な実施形態又は他の例の十分な
理解を与えるために、数多くの特有の詳細が述べられる。しかし、これらの例は、特有の
詳細がなくても実施できることが理解されよう。他の例では、よく知られた方法、手順、
及びコンポーネントを、以降の記述を不明確にすることのないように、詳細には説明して
いない。さらに、本明細書で開示される例は、例示のために過ぎず、開示された例に代え
て、又はそれと組み合わせて他の例を使用することもできる。
【００１４】
　[0020]本発明の実施形態は、一般に、インターラクティブ式スポーツゲーム装置、及び
それを製作し、利用する方法に関する。より詳細には、本発明の実施形態は、真正のスポ
ーツアクセサリの感触をシミュレートし、費用効果のある実際のスポーツ競技のための訓
練装置を提供できるインターラクティブ式スポーツゲーム装置に関する。
【００１５】
　[0021]本発明の実施形態では、用語「真正のスポーツアクセサリ」とは、その変形及び
派生語を含めて、スポーツにおけるアマチュア及びプロの運動選手に一般に知られており
、且つスポーツに使用できる器具としてスポーツ選手に一般に認識されるスポーツ器具で
あると定義している。例えば、一実施形態では、インターラクティブ式スポーツゲーム装
置をゴルフビデオゲームと共に使用することが意図される場合、「真正のスポーツアクセ
サリ」は、競技を管轄する規制機関により指定された、規定の重量、長さ、及び／又は全
体的なパラメータの寸法範囲を有するゴルフクラブ、又はその一部を含むことができる。
本開示の全体を通して、「真正の」という用語は、特定のスポーツアクセサリの隣に配置
している。このように用語が使用される場合、この「真正のスポーツアクセサリ」の定義
は、概して、特定のスポーツアクセサリが、特定の競技における業界で真正でありうる範
囲で、このような用語の特定の使用に適用すべきである。
【００１６】
　[0022]本発明の実施形態では、「真正のスポーツアクセサリの感触をシミュレートする
」という句は、その変形又は派生語を含めて、１つの真正なスポーツ器具と実質的に同様
の、触覚及び感覚的な感触を与えるものであると当業者は理解すべきである。例えば、一
実施形態では、インターラクティブ式スポーツゲーム装置をゴルフビデオゲームと共に利
用することが意図される場合、当業者であれば、インターラクティブ式スポーツゲーム装
置を視覚的に見ることなく、重量、実際の（ｐｈｙｓｉｃａｌ）握り、全体の感触、非視
覚的な感覚が、インターラクティブ式スポーツゲーム装置を適正の保持したとき、実質的
に、真正のスポーツアクセサリと同様に感じられるものであることを理解されたい。
【００１７】
　[0023]図１は、本発明の一実施形態によるインターラクティブ式スポーツゲーム装置を
示している。概して、インターラクティブ式スポーツゲーム装置１００は、プラスチック
、金属、木材、又は同様のものから作られた、動き検出コントローラ（図示せず）のため
のハウジング１１０と、真正のハンドル１２０とを備える。ハウジング１１０は、長方形
、正方形、楕円形、円、又は同様のものに形成することができる。多くの実施形態では、
ハウジング１１０は、実質的に、上面が開放された内側容積部を含む。任意選択で、ハウ
ジング１１０は、動き検出コントローラのセンサを、それを介して露出させることのでき
るセンサポータル１３０を備えることができる。
【００１８】
　[0024]概して、真正のハンドル１２０は、スポーツで使用される何らかのスティックの
真正な外観及び感触を含むことができ、それにより、仮想スポーツゲームを行ったとき、
より現実感のある感触をプレーヤに与えることが可能になる。これらのスポーツは、これ
だけに限らないが、ゴルフ、野球、ホッケー、テニス、ラクロス、バドミントン、クリケ
ット、フェンシング、又は同様のものを含むことができる。したがって、真正のハンドル
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１２０は、ゴルフクラブ、野球バット、ホッケースティック、テニスラケット、ラクロス
のスティック、バドミントンラケット、クリケットのパドル、フェンシングの剣、ハイア
ライのシステラ、パドルボールのパドル、スカッシュラケット、ポロのマレット、又は同
様のもののすべて又はその一部を実質的に備えることができる。真正のハンドル１２０は
、仮想スポーツゲームを行うためのより現実感のある感触をシミュレートするように、真
正のスポーツアクセサリの外観及び感触を有する。
【００１９】
　[0025]一実施形態では、真正のハンドル１２０は、例えば、ゴルフグリップなどの真正
のグリップを備えることができる。ゴルフグリップは、ソフトグリップ又はハードグリッ
プを含むことができ、またハーフコード又はフルコードで利用できる。ゴルフグリップの
コードは、クラシック（ｃｌａｓｓｉｃ）、ＧＸ、ツアーラップ（ｔｏｕｒ　ｗｒａｐ）
などで入手することができる。ゴルフグリップのタイプは、これだけに限らないが、ゴム
（液状ゴムと粒状のコルクの混合物）、ポリマー（例えば、エチレンプロピレンジエンモ
ノマー）、皮革（牛革又は子牛の皮）、コード入り（ｃｏｒｄｅｄ）（綿糸の混合）、又
は同様のものを含む。ゴルフグリップの重量は、２０グラム未満～約７０グラムの範囲と
することができる。大部分のグリップは、４０～５５グラムの範囲にある。
【００２０】
　[0026]本発明の他の実施形態は、真正の野球バットの外観及び感触に類似した真正のハ
ンド１２０を使用することができる。野球バットのための真正のハンドル１２０は、これ
だけに限らないが、ホワイトアッシュ、カエデ、アルミニウム（チタン、グラファイト、
又は他の材料で裏打ちすることができる）、ヒッコリー、竹、又は同様のものを含む材料
から構成することができる。野球バットのための真正のハンドル１２０は、プレーヤの個
々の好みにより、テープ（図示せず）又は同様のもので包むことができる。
【００２１】
　[0027]本発明の他の実施形態では、インターラクティブ式スポーツゲーム装置は、真正
のホッケースティック（図示せず）の外観と感触に類似した真正のハンドル１２０を備え
ることができる。ホッケースティックのための真正のハンドル１２０は、これだけに限ら
ないが、木材、アルミニウム、ガラス繊維、炭素繊維（例えば、グラファイト）、ケブラ
ー（Ｋｅｖｌａｒ）、又は同様のものを含む材料、又は材料の組合せから構成することが
できる。他のスポーツスティックのものと同様に、ホッケースティックの保持部は、プレ
ーヤの個々の好みに従って包むことができるが、或いは（例えば、フリクションテープ、
布テープなど）テープを巻くこともできる。
【００２２】
　[0028]本発明のさらに他の実施形態では、インターラクティブ式スポーツゲーム装置は
、真正のラクロスのスティック（図示せず）の外観と感触に類似した真正のハンドル１２
０を備えることができる。ラクロススティックのための真正のハンドル１２０は、これだ
けに限らないが、アルミニウム、グラファイト、チタン、ケブラー、アルミニウム合金、
マグネシウム、スカンジウム、亜鉛、木材、又は同様のものを含む材料、又は材料の組合
せから構成することができる。真正のハンドル１２０の他の保持部分のものと同様に、真
正のハンドル１２０は、プレーヤの個々の好みに従って包むことができるが、或いはテー
プで巻くこともできる。
【００２３】
　[0029]本発明の他の実施形態では、インターラクティブ式スポーツゲーム装置は、真正
のテニスラケット（図示せず）の外観と感触に類似した真正のハンドル１２０を備えるこ
とができる。テニスラケットのための真正のハンドル１２０は、これだけに限らないが、
ガラス繊維、ケブラー、チタン、テクサリウム、液体金属、木材、又は同様のものを含む
材料、又は材料の組合せから構成することができる。真正のハンドル１２０の他の保持部
分のもの、又はグリップと同様に、真正のハンドル１２０は、プレーヤの個々の好みに従
って包むことができるが、或いはテープで巻くこともできる。
【００２４】
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　[0030]真正のハンドル１２０は、動き検出コントローラ１１０に対して取外し可能であ
り、分離することができる。真正のハンドル１２０が、特定のインターラクティブ式ゲー
ムに必須のものではない場合、取り外して後で使用するために保管することができる。い
くつかの実施形態では、取付け手段を設けることができ、それにより、真正のハンドル１
２０を動き検出コントローラ１１０の背部に（例えば、ねじ、スナップロック、摩擦嵌め
などにより）取り付けることができる。これにより、一連の真正のハンドル１２０を、様
々な仮想ゲームのために簡便に、且つ容易に交換可能にすることもできる。
【００２５】
　[0031]いくつかの実施形態では、係合手段１１６を、係合タブ１１４を制御するために
設けることができる。動き検出コントローラがハウジング内に設けられたとき、以下で詳
細に述べるように、動き検出コントローラのアクションボタンに対して、係合タブ１１４
が隣接して配置されることが多い。したがって、ユーザが、アクションボタンを作動させ
る、又は活動化させることを望む場合、係合手段を利用することができる。
【００２６】
　[0032]本発明の一実施形態によるインターラクティブ式スポーツゲーム装置２００の側
面図を示す図２で示されるように、係合手段１１６は、真正のハンドル１２０と平行に延
びる、ループとシャフトの組合せを備える。係合手段１１６は、ハウジング１１０の一部
を通って延びることができ、係合タブ１１４で終了する。多くの実施形態では、係合手段
１１６は、ハウジング内でばねによりバイアスがかけられており、したがって、ユーザが
係合手段１１６のループをハウジングから離れるように引っ張り、その後、ループを解放
したとき、係合手段１１６は、その通常の状態に戻る。
【００２７】
　[0033]多くの実施形態では、係合手段１１６の寸法及び配置は、真正のハンドル１２０
の性質に依存する。本発明の一実施形態では、係合手段１１６は、ユーザが、同じ手で真
正のハンドル１２０を保持している間に、手が届き、操作するのに適した長さまで延ばす
ことができる。プレーヤは、一方又は両方の手で真正のハンドル１２０を把持するが、そ
の一方又は両方の手の指で係合手段１１６を保持する。したがって、真正のハンドルの性
質に応じて、係合手段１１６は、インターラクティブ式スポーツゲーム装置１００を保持
するユーザが、インターラクティブ式スポーツゲーム装置１００の正常な保持位置を実質
的に変えることなく、係合手段１１６、したがって、アクションボタンを作動させうるの
に適した任意の構造を備えることができる。
【００２８】
　[0034]本発明の実施形態によれば、使用されたとき、動き検出コントローラを保持する
ために、固定タブ１４０を、ハウジング１１０上に設けることができる。このような固定
タブ１４０は、動き検出コントローラが、使用中に意図せずにハウジングから落下するこ
とを防止するのに適した、ハウジングからの何らかの突起物を含むことができる。同様に
、いくつかの実施形態では、解放タブ１４２もまた設けることができる。このような実施
形態では、解放タブ１４２は、ハウジング１１０内で移動可能にバイアスをかけることが
できて、動き検出コントローラを、容易に挿入し、且つハウジング１１０から取り外すこ
とを可能にする。
【００２９】
　[0035]図３は、本発明の一実施形態による動き検出コントローラを有するインターラク
ティブ式スポーツゲーム装置を示している。図で示すように、インターラクティブ式スポ
ーツゲーム装置３００は、ハウジング１１０、真正のハンドル１２０、及び動き検出コン
トローラ３１０を備えることができる。任意選択のものであるが、動き検出コントローラ
は、Ｗｉｉ、プレイステーション、Ｘｂｏｘ、動き検出コントローラと互換性のある任意
の将来のゲーム装置、及び同様のものなど、動き検出コントローラを可能にする任意のゲ
ームユニットで使用することができる。
【００３０】
　[0036]動き検出コントローラ３１０は、ゲームユニット、又はビデオゲームシステム、
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又は信号受信装置の全体的な方向を示すように、例えば、動きセンサコントローラ３１０
の前部に、又はその他の形で組み込まれたセンサ３３０を備えることができる。しかし、
センサは、動き検出コントローラ上の、若しくはその中の任意の位置に組み込むことがで
きることを理解されたい。いくつかの実施形態では、センサ３３０は、本発明の諸実施形
態により使用されたとき、インターラクティブ式スポーツゲーム装置の動きの性質に関す
る信号を受信する、又は送信することのできる何らかの能動的な、又は受動的なセンサを
備えることができる。動き検出コントローラ３１０が使用されている間、センサ３３０は
、動き検出コントローラ３１０をゲームユニットに同期させるために、ゲームユニットの
概略的な方向を指すことができる。センサ３３０は、動き検出コントローラ３３０の動き
からの信号を送信し、信号をゲームユニットに送って、プレーヤの動きを、ゲーム上の仮
想オブジェクト又はキャラクタへと模倣させることができる。
【００３１】
　[0037]いくつかの実施形態では、動き検出コントローラ３１０は、電源ボタン３１２を
さらに備えることができる。電源ボタン３１２は、動き検出コントローラ３１０の電源を
入れ、また使用しないときには、電力を節約するために電源を切るのに使用することがで
きる。動き検出コントローラ３１０は、一定の時間期間にわたり使用されない場合、電源
が切れるようにすることができるが、手動で電源を切ることもできる。
【００３２】
　[0038]図４は、本発明の一実施形態による動き検出コントローラを有するインターラク
ティブ式スポーツゲーム装置の側面図を示している。動き検出コントローラ３１０は、ア
クションボタン３１４をさらに備えることができる。いくつかの実施形態では、動き検出
コントローラ３１０の底部にあるアクションボタン３１４の位置決めにより、必要に応じ
て、迅速且つ高い信頼性で操作を行うことが可能になる。
【００３３】
　[0039]多くの実施形態では、アクションボタン３１４は、プレーヤのキャラクタ、又は
オブジェクトに、パンチを打つ、投げる、捕まえる、手に入れる、乗る、ジャンプする、
又は同様のものなど、任意のアクションを行うことを可能にする。例えば、アクションゲ
ームにおいて、アクションボタン３１４は、ジャンプする、パンチを打つ、武器を発射す
る、打撃を加える、ボールを打つ、パスを行う、走るなどを指定することを可能にする。
代替的には、ロールプレーイングゲーム、又は同様のもののシミュレーションにおいて、
アクションボタン３１４は、アイテムの獲得、武器の選択、ボール、スティック、パック
、シャトルコック、コマンドプロンプトなどを指定することを可能にする。
【００３４】
　[0040]上記で述べたように、一実施形態では、アクションボタン３１４は、係合手段１
１６の係合タブ１１４と物理的に、又は電気的に通じているように配置される。しかし、
係合手段１１６は、アクションボタン３１４を活動化させる任意の物理的、電気的、磁気
的、又は光学的手段を備えうることを理解されたい。本明細書でボタンとして述べられて
いるが、アクションボタン３１４は、動き検出コントローラにアクションを行わせるよう
に命令する任意の手段を備えることができる。
【００３５】
　[0041]いくつかの実施形態では、方向スイッチ３１８が、動き検出コントローラ３１０
上に設けられる。方向スイッチ３１８は、多方向プッシュスイッチと中心スイッチを組み
合わせたスイッチであり、前方若しくは上方、後方若しくは下方、左右方向を含み、また
いくつかの実施形態では、それらの間の任意の方向を含む。多方向プッシュスイッチ、又
は中心スイッチのいずれかを操作する、又は押すことにより、プレーヤにより操作できる
キャラクタ又はオブジェクトの動作方向を指定し、或いはカーソル方向への動きを指定す
ることが可能になる。方向スイッチ３１８はまた、ジョイスティックなどとして使用する
こともできる。
【００３６】
　[0042]本発明の様々な実施形態では、プレーヤの手の動作は、仮想オブジェクト又はキ
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ャラクタの動きを規定することができる。動作は、これだけに限らないが、ゲーム中で走
る仮想オブジェクト又はキャラクタを示すために、動き検出コントローラ１１０をひねる
（ｔｏｇｇｌｅ）、又は揺することを含むことができる。
【００３７】
　[0043]さらに、複数のボタン（図示せず）を、動き検出コントローラ３１０上に配置す
ることができる。複数のボタンは、３次元画像の表示において、視点位置及び視点方向の
調整を行うために使用することができる。例えば、広いスペースを必要とするラクロスゲ
ーム又は他のスポーツゲームにおいて、複数のボタンのうち１つを、仮想カメラの位置及
び視野角の調整を行うために使用することができ、同様に、１つ又は複数のゲームメニュ
ーを表示するために使用することができる。基本的に、動き検出コントローラ３１０は、
必要に応じて、対応するボタン及び方向スイッチを備える任意のゲーム装置に適合するこ
とができる。
【００３８】
　[0044]任意選択で、本発明の実施形態は、リストバンド（図示せず）をさらに含むこと
ができる。リストバンドは、動き検出コントローラに接続され、インターラクティブ式ス
ポーツゲーム装置を保持するプレーヤの手首に合うような長さに調整可能である。リスト
バンドは、プレーヤを保護し、且つオブジェクト、人、及びプレーヤの周囲のもの全体を
保護するためのものであり、インターラクティブ式スポーツゲーム装置が、使用中に偶発
的に落ちるか、はずれた場合に、制御を失って回転したり、飛んでいかないように保証す
ることができる。
【００３９】
　[0045]本発明の一実施形態では、ハウジングそれ自体が動き検出コントローラであるか
のように、ハウジング１１０は、動き検出コントローラ３１０を完全にケースに入れて収
容することができる。例えば、一実施形態では、ハウジング１１０は、完全にケースに入
れた容積部を含むことができ、また動き検出コントローラ３１０は、中に格納した複数の
ハードウェアを備えることができる。
【００４０】
　[0046]このような実施形態では、ハウジングは、使用中に電池を隠すことができるよう
に、取外し可能な蓋を有する電池ボックス（図示せず）を備えることができる。電池を交
換しようとするときには、蓋を、分離して外すことができる。インターラクティブ式スポ
ーツゲーム装置に電力を供給するために使用される電池は、これだけに限らないが、炭素
亜鉛、塩化亜鉛、アルカリ（例えば、ＡＡ、ＡＡＡ）、酸化銀、リチウムイオン、又は同
様のものを含むことができる。電池に代えて、本発明の様々な実施形態では、動き検出コ
ントローラ１１０には、任意の知られた交流若しくは直流電力源、又は電力供給から電気
的に電力が供給されうる。
【００４１】
　[0047]本発明のいくつかの実施形態では、ハウジング１１０は、真正のスポーツアクセ
サリを用いることのシミュレーションをさらに支援するために、ウェイトボックス（図示
せず）を備えることができる。真正のスポーツアクセサリの重量は、ハウジング１１０内
の重量調整により、より正確に再現することができる。ウェイトボックスと称しているが
、このような重量調整は、ハウジング、動き検出コントローラ内の、又はその外部の何ら
かの質量を修正することによって得ることができる。一実施形態では、複数のウェイトを
ウェイトボックス内に含むことができる。他の実施形態では、鉛テープ又は同様の市販さ
れている質量付加部品を、このような重量調整を達成するためにハウジング１１０内で使
用することができる。
【００４２】
　[0048]一実施形態では、複数のウェイトを、ウェイトボックス内の個々のボックス中に
配置して、インターラクティブ式スポーツゲーム装置の動作中に複数のウェイトの動きが
少なくなるように保証することができる。ウェイトボックスは、上記で論じた電池の蓋の
ものと同様に、蓋で隠すことができる。複数のウェイトを交換し、又は取り外す場合には
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【００４３】
　[0049]図５Ａ～５Ｄは、本発明の実施形態によるインターラクティブ式スポーツゲーム
装置の例示的な実施形態を示す。図５Ａは本発明の一実施形態によるインターラクティブ
式ゴルフゲーム装置を示している。図で示すように、インターラクティブ式ゴルフゲーム
装置は、ゴルフグリップを有する真正のゴルフシャフト５２０を第１の端部に接続したハ
ウジング５１０を備える。
【００４４】
　[0050]図５Ｂは、本発明の一実施形態によるインターラクティブ式テニスゲーム装置を
示している。図で示すように、インターラクティブ式テニスゲーム装置は、グリップを有
するテニスハンドル５２０に接続された、擬似的なテニスラケットヘッドにより囲まれた
ハウジング５１０を備える。
【００４５】
　[0051]図５Ｃは、本発明の一実施形態によるインターラクティブ式ラクロスゲーム装置
を示す。図で示すように、インターラクティブ式ラクロスゲーム装置は、ハウジング５１
０、ハウジングの第２の端部に固定された任意選択のラクロスヘッド、及びラクロスシャ
フト５２０を備える。いくつかの実施形態、例えば、スティック若しくはアクセサリ、及
び広いフィールド若しくはスケートリンクを必要とするラクロス、ホッケー、又は任意の
他のスポーツ用に設計された装置では、第２のコントローラ５５０を、シャフト５２０に
沿った何らかの場所に設けることができる。このような第２のコントローラは、フィール
ドを駆け下りる、又は氷を横断してスケートする、或いはゲームで必要な他の機能など、
２次的な動きをモニタするために利用することができる。第２のコントローラ５５０は、
実質的に、本明細書で述べる動き検出コントローラ３１０と同様のものとすることができ
るが、いくつかの実施形態では、第２のコントローラ５５０は、触覚的な方向装置、又は
他のゲーム機能を備える。例示的な市販の第２のコントローラは、「ヌンチャク（Ｎｕｎ
ｃｈｕｋ）」の商標で、ニンテンドー社（Ｎｉｎｔｅｎｄｏ、Ｉｎｃ．）により販売され
ている。
【００４６】
　[0052]図５Ｄは、本発明の一実施形態によるインターラクティブ式クリケットゲーム装
置を示す。図で示すように、インターラクティブ式クリケットゲーム装置は、擬似的なパ
ドルにより囲まれており、クリケットハンドル５２０に接続されたハウジング５１０を備
える。
【００４７】
　[0053]前述の内容は、本発明の諸実施形態を対象としているが、本発明の他の、またさ
らなる実施形態を、本発明の基本的な範囲から逸脱することなく考案することもできる。
本発明の代替の実施形態は、概して、わずかな追加及び／又は修正を用いて、上記の実施
形態で述べられた構造及び方法を組み込む。開示された実施形態の特徴を、本明細書に含
まれた任意の他の実施形態の任意の他の特徴とは独立して、又はそれらと組み合わせて検
討し、本発明のさらに他の実施形態を作成することもできる。
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