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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハウジングと、当該ハウジングの表面に設けられた複数個の操作ボタンと、当該複数個
の操作ボタンのうちのいずれかの操作ボタンに対する操作があったときに当該操作ボタン
の種類に応じた操作ボタンデータを発生させるボタンデータ発生手段とを備え、前記操作
ボタンデータを利用して所定の情報処理を実行する情報処理装置であって、
　前記ハウジングの動きに応じた動きデータを発生させる動きセンサと、
　前記操作ボタンデータおよび前記動きデータを取得するデータ取得手段と、
　前記データ取得手段が取得した前記動きデータをメモリに随時記憶するデータ記憶手段
と、
　前記操作ボタンが操作されたタイミングで発生する前記操作ボタンデータを取得したと
き、前記メモリに既に記憶されている動きデータおよび／または当該操作ボタンデータを
取得した後に前記メモリに記憶される動きデータを用いて当該タイミングにおける前記操
作ボタンに対する押下の強さを算出する押下強さ算出手段と、
　前記データ取得手段によって取得した操作ボタンデータの種類に応じて決まる処理を、
前記押下強さ算出手段によって算出された前記操作ボタンに対する押下の強さに応じて決
まる特性値を用いて実行する処理実行手段とを備える、情報処理装置。
【請求項２】
　前記押下強さ算出手段は、前記メモリに既に記憶されている所定期間内の動きデータお
よび／または当該操作ボタンデータを取得した後の所定期間内に前記メモリに記憶される
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前記動きデータの変化に基づいて前記操作ボタンに対する押下の強さを算出する、請求項
１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記押下強さ算出手段は、前記操作ボタンデータを取得した時点またはその前後に前記
メモリに記憶される前記動きデータの変化量を前記操作ボタンに対する押下の強さとして
算出する、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記押下強さ算出手段は、前記操作ボタンデータを取得した時点またはその前後に前記
メモリに記憶される前記動きデータの大きさを前記操作ボタンに対する押下の強さとして
算出する、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記動きセンサは、前記ハウジングの動きに応じた加速度を検出する加速度センサであ
り、
　前記動きデータは、前記加速度センサが検出した加速度を示す加速度データであり、
　前記データ取得手段は、前記加速度データを前記動きデータとして取得し、
　前記データ記憶手段は、前記加速度データを前記動きデータとしてメモリに随時記憶す
る、請求項１乃至４のいずれかに記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記動きセンサは、前記ハウジングの回転動作に応じた角速度を検出するジャイロセン
サであり、
　前記動きデータは、前記ジャイロセンサが検出した角速度を示す角速度データであり、
　前記データ取得手段は、前記角速度データを前記動きデータとして取得し、
　前記データ記憶手段は、前記角速度データを前記動きデータとしてメモリに随時記憶す
る、請求項１乃至４のいずれかに記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記押下強さ算出手段は、前記操作ボタンが操作されたタイミングから所定時間後まで
に取得されて前記メモリに記憶された動きデータを用いて、当該動きデータの単位時間毎
の変化量を累積することにより前記操作ボタンに対する押下の強さを算出する、請求項２
に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記押下強さ算出手段は、前記操作ボタンが操作されたタイミングの所定時間前から当
該タイミングまでに取得されて前記メモリに既に記憶された動きデータを用いて、当該動
きデータの単位時間毎の変化量を累積することにより前記操作ボタンに対する押下の強さ
を算出する、請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記押下強さ算出手段は、前記操作ボタンが操作されたタイミングの所定時間前から当
該タイミングの所定時間後までに取得されて前記メモリに記憶された動きデータを用いて
、当該動きデータの単位時間毎の変化量を累積することにより前記操作ボタンに対する押
下の強さを算出する、請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記処理実行手段は、第１の種類の前記操作ボタンデータによって決まる音声出力処理
によって、前記押下強さ算出手段で算出された前記操作ボタンに対する押下の強さに応じ
た音量および／または音質でスピーカから音声を出力させる、請求項１に記載の情報処理
装置。
【請求項１１】
　前記処理実行手段は、第２の種類の前記操作ボタンデータによって決まる、表示手段の
画面に第１画像を表示させるための第１画像表示処理によって、前記押下強さ算出手段で
算出された前記操作ボタンに対する押下の強さに応じた表示サイズで当該第１画像を表示
させる、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項１２】



(3) JP 4884867 B2 2012.2.29

10

20

30

40

50

　前記操作ボタンを操作するタイミングと、当該タイミングにおける前記操作ボタンに対
する押下の強さの基準値とを示す評価用データを設定する評価用データ設定手段を、さら
に備え、
　前記処理実行手段は、前記評価用データと、前記データ取得手段が取得した操作ボタン
データが示す前記操作ボタンを操作したタイミングおよび前記押下強さ算出手段によって
算出された前記操作ボタンに対する押下の強さの値とを比較し、当該比較結果に基づいた
評価値を決定する処理を行う、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　仮想ゲーム世界に登場するオブジェクトの当該ゲーム世界における動作が前記操作ボタ
ンに対する押下の強さに応じて変化するようにパラメータを設定するパラメータ設定手段
を、さらに備え、
　前記処理実行手段は、前記パラメータ設定手段で設定されたパラメータを用いて前記オ
ブジェクトを仮想ゲーム世界で動作させて表示手段の画面に表示する処理を、前記操作ボ
タンデータに応じて行う、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項１４】
　表示手段の表示画面に対して座標指示するためのデータを出力する座標出力手段を、さ
らに備え、
　前記データ取得手段は、前記座標出力手段が出力したデータをさらに取得し、
　前記処理実行手段は、
　　仮想ゲーム世界に登場するオブジェクトの特性が前記押下強さ算出手段によって算出
された前記操作ボタンに対する押下の強さに応じて変化するように当該オブジェクトのパ
ラメータを設定して前記メモリに記憶する特性設定手段と、
　　前記座標出力手段が出力したデータに対応させて、表示画面上の位置を指示位置とし
て算出する指示位置算出手段と、
　　前記指示位置算出手段が算出した表示画面上の位置と重なる仮想ゲーム世界の目標位
置を算出し、当該目標位置を示す標識を前記表示画面に表示する標識表示制御手段と、
　　前記操作ボタンデータに応じて、前記特性設定手段でその特性が設定されたオブジェ
クトを前記目標位置に向かって移動させて前記表示画面に表示するオブジェクト表示制御
手段とを含む、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項１５】
　前記請求項１乃至１３のいずれかに記載の情報処理装置と、
　他の電話機との間で無線通信を行う通信手段とを備える、携帯電話機。
【請求項１６】
　前記請求項１乃至１４のいずれかに記載の情報処理装置を含むゲーム装置であって、
　前記ハウジングは、ゲームコントローラのハウジングであり、
　前記ゲームコントローラは、前記操作ボタンと前記ボタンデータ発生手段と前記動きセ
ンサとを含む、ゲーム装置。
【請求項１７】
　ハウジングと、当該ハウジングの表面に設けられた複数個の操作ボタンと、当該複数個
の操作ボタンのうちのいずれかの操作ボタンに対する操作があったときに当該操作ボタン
の種類に応じた操作ボタンデータを発生させるボタンデータ発生手段と、当該ハウジング
の動きに応じた動きデータを発生させる動きセンサとを備える情報処理装置のコンピュー
タに、前記操作ボタンデータおよび前記動きデータの少なくともいずれか一方のデータに
基づいた所定の情報処理を実行させる情報処理プログラムであって、
　前記操作ボタンデータおよび前記動きデータを取得するデータ取得ステップと、
　前記データ取得ステップによって取得した前記動きデータをメモリに随時記憶するデー
タ記憶ステップと、
　前記操作ボタンが操作されたタイミングで発生する前記操作ボタンデータを取得したと
き、前記メモリに既に記憶されている動きデータおよび／または当該操作ボタンデータを
取得した後に前記メモリに記憶される動きデータを用いて当該タイミングにおける前記操
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作ボタンに対する押下の強さを算出する押下強さ算出ステップと、
　前記データ取得ステップで取得した操作ボタンデータの種類に応じて決まる処理を、前
記押下強さ算出ステップで算出された前記操作ボタンに対する押下の強さに応じて決まる
特性値を用いて実行する処理実行ステップとを、前記コンピュータに実行させる、情報処
理プログラム。
【請求項１８】
　前記押下強さ算出ステップでは、前記メモリに既に記憶されている所定期間内の動きデ
ータおよび／または当該操作ボタンデータを取得した後の所定期間内に前記メモリに記憶
される前記動きデータの変化に基づいて前記操作ボタンに対する押下の強さが算出される
、請求項１７に記載の情報処理プログラム。
【請求項１９】
　前記押下強さ算出ステップでは、前記操作ボタンデータを取得した時点またはその前後
に前記メモリに記憶される前記動きデータの変化量が前記操作ボタンに対する押下の強さ
として算出される、請求項１７に記載の情報処理プログラム。
【請求項２０】
　前記押下強さ算出ステップでは、前記操作ボタンデータを取得した時点またはその前後
に前記メモリに記憶される前記動きデータの大きさが前記操作ボタンに対する押下の強さ
として算出される、請求項１７に記載の情報処理プログラム。
【請求項２１】
　前記動きセンサは、前記ハウジングの動きに応じた加速度を検出する加速度センサであ
り、
　前記動きデータは、前記加速度センサが検出した加速度を示す加速度データであり、
　前記データ取得ステップでは、前記加速度データが前記動きデータとして取得され、
　前記データ記憶ステップでは、前記加速度データが前記動きデータとしてメモリに随時
記憶される、請求項１７乃至２０のいずれかに記載の情報処理プログラム。
【請求項２２】
　前記動きセンサは、前記ハウジングの回転動作に応じた角速度を検出するジャイロセン
サであり、
　前記動きデータは、前記ジャイロセンサが検出した角速度を示す角速度データであり、
　前記データ取得ステップでは、前記角速度データが前記動きデータとして取得され、
　前記データ記憶ステップでは、前記角速度データが前記動きデータとしてメモリに随時
記憶される、請求項１７乃至２０のいずれかに記載の情報処理プログラム。
【請求項２３】
　前記押下強さ算出ステップでは、前記操作ボタンが操作されたタイミングから所定時間
後までに取得されて前記メモリに記憶された動きデータを用いて、当該動きデータの単位
時間毎の変化量を累積することにより前記操作ボタンに対する押下の強さが算出される、
請求項１８に記載の情報処理プログラム。
【請求項２４】
　前記押下強さ算出ステップでは、前記操作ボタンが操作されたタイミングの所定時間前
から当該タイミングまでに取得されて前記メモリに既に記憶された動きデータを用いて、
当該動きデータの単位時間毎の変化量を累積することにより前記操作ボタンに対する押下
の強さが算出される、請求項１８に記載の情報処理プログラム。
【請求項２５】
　前記押下強さ算出ステップでは、前記操作ボタンが操作されたタイミングの所定時間前
から当該タイミングの所定時間後までに取得されて前記メモリに記憶された動きデータを
用いて、当該動きデータの単位時間毎の変化量を累積することにより前記操作ボタンに対
する押下の強さが算出される、請求項１８に記載の情報処理プログラム。
【請求項２６】
　前記処理実行ステップでは、第１の種類の前記操作ボタンデータによって決まる音声出
力処理によって、前記押下強さ算出ステップで算出された前記操作ボタンに対する押下の
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強さに応じた音量および／または音質でスピーカから音声が出力される、請求項１７に記
載の情報処理プログラム。
【請求項２７】
　前記処理実行ステップでは、第２の種類の前記操作ボタンデータによって決まる、表示
手段の画面に第１画像を表示させるための第１画像表示処理によって、前記押下強さ算出
ステップで算出された前記操作ボタンに対する押下の強さに応じた表示サイズで当該第１
画像が表示される、請求項１７に記載の情報処理プログラム。
【請求項２８】
　前記操作ボタンを操作するタイミングと、当該タイミングにおける前記操作ボタンに対
する押下の強さの基準値とを示す評価用データを設定する評価用データ設定ステップを、
さらに前記コンピュータに実行させ、
　前記処理実行ステップでは、前記評価用データと、前記データ取得ステップで取得した
操作ボタンデータが示す前記操作ボタンを操作したタイミングおよび前記押下強さ算出ス
テップで算出された前記操作ボタンに対する押下の強さの値とを比較し、当該比較結果に
基づいた評価値が決定される処理を行う、請求項１７に記載の情報処理プログラム。
【請求項２９】
　仮想ゲーム世界に登場するオブジェクトの当該ゲーム世界における動作が前記操作ボタ
ンに対する押下の強さに応じて変化するようにパラメータを設定するパラメータ設定ステ
ップを、さらに前記コンピュータに実行させ、
　前記処理実行ステップでは、前記パラメータ設定ステップで設定されたパラメータを用
いて前記オブジェクトを仮想ゲーム世界で動作させて表示手段の画面に表示する処理が、
前記操作ボタンデータに応じて行われる、請求項１７に記載の情報処理プログラム。
【請求項３０】
　前記データ取得ステップでは、表示手段の表示画面に対して座標指示するためのデータ
を出力する座標出力手段が出力したデータがさらに取得され、
　前記処理実行ステップは、
　　仮想ゲーム世界に登場するオブジェクトの特性が前記押下強さ算出ステップで算出さ
れた前記操作ボタンに対する押下の強さに応じて変化するように当該オブジェクトのパラ
メータを設定して前記メモリに記憶する特性設定ステップと、
　　前記座標出力手段が出力したデータに対応させて、表示画面上の位置を指示位置とし
て算出する指示位置算出ステップと、
　　前記指示位置算出ステップで算出された表示画面上の位置と重なる仮想ゲーム世界の
目標位置を算出し、当該目標位置を示す標識を前記表示画面に表示する標識表示制御ステ
ップと、
　　前記操作ボタンデータに応じて、前記特性設定ステップでその特性が設定されたオブ
ジェクトを前記目標位置に向かって移動させて前記表示画面に表示するオブジェクト表示
制御ステップとを含む、請求項１７に記載の情報処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置および情報処理プログラムに関し、より特定的には、ボタン操
作に基づいて情報処理を行う情報処理装置および情報処理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、押圧操作可能な操作子に対するアナログ的な操作入力の検出を可能とする操作装
置が開示されている（例えば、特許文献１参照）。上記特許文献１で開示された操作装置
は、押下操作可能な複数の操作子を備えており、各操作子には押下量をアナログ的に検出
するための検出素子が設けられている。これらの検出素子として、操作子の押し込み軌道
上に配置された感圧素子や抵抗体および導電部材を組み合わせたものが開示されている。
【０００３】
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　例えば、感圧素子の場合、操作子の押し込み量による変位に応じたアナログ値を出力し
て、アナログ的な操作入力が検出される。また、抵抗体および導電部材を組み合わせたも
のの場合、操作子の押し込み量に応じて、導電部材との接触面積に応じて変化する抵抗体
の抵抗値をアナログ出力して、アナログ的な操作入力が検出される。そして、アナログ出
力は、各検出素子に設けられたＡ／Ｄ変換部を介してデジタル値に変換される。このデジ
タル値の変化を操作子の押し込み量の変化として利用することにより、アナログ的な操作
入力を実現している。なお、検出素子によるアナログ出力は、その素子自身の個体差や経
年変化などの影響を受けやすいので、キャリブレーションが必要であることが記載されて
いる。
【特許文献１】国際公開第００／６４５４８号パンフレット
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１で開示された操作装置は、その構造上、比較的長時間操
作子を押下し続けるような操作に対するアナログ入力の検出を前提としているため、瞬間
的に操作子を押下するような操作に対して感度が鈍いという問題がある。また、アナログ
入力の検出を前提とする全ての操作子に検出素子を設ける必要があるので、操作装置が高
コストになるという問題がある。さらに、それぞれの操作子に設けられた検出素子のアナ
ログ検出を正確に行うためには、検出素子毎のばらつきをキャリブレーションによって調
整するという煩雑な作業が必要であった。
【０００５】
　それ故に、本発明の目的は、操作ボタンに加えられた強さをアナログ的に検出できる新
規な情報処理装置および情報処理プログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の目的を達成するために、本発明は以下の構成を採用した。なお、括弧内の参照符
号やステップ番号等は、本発明の理解を助けるために後述する実施形態との対応関係を示
したものであって、本発明の範囲を何ら限定するものではない。
【０００７】
　第１の発明は、ハウジング（７１）と、そのハウジングの表面に設けられた複数個の操
作ボタン（７２）と、それら複数個の操作ボタンのうちのいずれかの操作ボタンに対する
操作があったときにその操作ボタンの種類に応じた操作ボタンデータ（Ｄａ３）を発生さ
せるボタンデータ発生手段（７５１）とを備え、操作ボタンデータを利用して所定の情報
処理を実行する情報処理装置（３）である。情報処理装置は、動きセンサ（７０１）、デ
ータ取得手段（Ｄａ）、データ記憶手段（３３Ｄ）、大きさ算出手段（Ｓ５４、Ｓ５６を
実行するＣＰＵ３０、以下、単にステップ番号のみ記載する）、および処理実行手段（Ｓ
５７、Ｓ８３、Ｓ９５）を備える。動きセンサは、ハウジングの動きに応じた動きデータ
（Ｄａ４）を発生させる。データ取得手段は、操作ボタンデータおよび動きデータを取得
する。データ記憶手段は、データ取得手段が取得した動きデータをメモリ（３３）に随時
記憶する。大きさ算出手段は、操作ボタンが操作されたタイミングで発生する操作ボタン
データを取得したとき、メモリに既に記憶されている動きデータおよび／またはその操作
ボタンデータを取得した後（ｉｄ＿ｎｏｗ、ｉｄ＿ｅｎｄ）にメモリに記憶される動きデ
ータを用いてそのタイミングにおけるハウジングの動きの大きさ（ｐｏｗｅｒ）を算出す
る。処理実行手段は、データ取得手段によって取得した操作ボタンデータの種類に応じて
決まる処理を、大きさ算出手段によって算出された大きさに基づいて実行する。なお、情
報処理装置は、例えば、一般的なパーソナルコンピュータの他に、据置型のゲーム装置、
携帯ゲーム装置、携帯電話、ＰＤＡ等を含んでいる。据置型のゲーム装置では、ゲームコ
ントローラとゲーム装置本体とが別体であることが一般的であるが、この場合、動きセン
サは、ゲームコントローラのハウジングの動きに応じた動きデータを発生させる。一方、
携帯ゲーム装置、携帯電話、およびＰＤＡ等の携帯型デバイスでは、ハウジングが装置本
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体と一体型であることが一般的であるが、この場合、動きセンサは、携帯型デバイス本体
の動きに応じた動きデータを発生させる。
【０００８】
　第２の発明は、上記第１の発明において、大きさ算出手段は、メモリに既に記憶されて
いる所定期間内の動きデータおよび／またはその操作ボタンデータを取得した後の所定期
間内にメモリに記憶される動きデータの変化（ｗ）に基づいてハウジングの動きの大きさ
を算出する。
【０００９】
　第３の発明は、上記第１の発明において、大きさ算出手段は、操作ボタンデータを取得
した時点またはその前後にメモリに記憶される動きデータの変化量をハウジングの動きの
大きさとして算出する。
【００１０】
　第４の発明は、上記第１の発明において、大きさ算出手段は、操作ボタンデータを取得
した時点またはその前後にメモリに記憶される動きデータの大きさをハウジングの動きの
大きさとして算出する。
【００１１】
　第５の発明は、上記第１～第４の発明のいずれかにおいて、動きセンサは、ハウジング
の動きに応じた加速度を検出する加速度センサ（７０１）である。動きデータは、加速度
センサが検出した加速度を示す加速度データである。データ取得手段は、加速度データを
動きデータとして取得する。データ記憶手段は、加速度データを動きデータとしてメモリ
に随時記憶する。
【００１２】
　第６の発明は、上記第１～第４の発明のいずれかにおいて、動きセンサは、ハウジング
の回転動作に応じた角速度を検出するジャイロセンサである。動きデータは、ジャイロセ
ンサが検出した角速度を示す角速度データである。データ取得手段は、角速度データを動
きデータとして取得する。データ記憶手段は、角速度データを動きデータとしてメモリに
随時記憶する。
【００１３】
　第７の発明は、上記第２の発明において、大きさ算出手段は、操作ボタンが操作された
タイミングから所定時間後（Ｎ）までに取得されてメモリに記憶された動きデータを用い
て、それら動きデータの単位時間毎の変化量を累積することによりハウジングの動きの大
きさを算出する。
【００１４】
　第８の発明は、上記第２の発明において、大きさ算出手段は、操作ボタンが操作された
タイミングの所定時間前（Ｍ）からそのタイミングまでに取得されてメモリに既に記憶さ
れた動きデータを用いて、それら動きデータの単位時間毎の変化量を累積することにより
ハウジングの動きの大きさを算出する。
【００１５】
　第９の発明は、上記第２の発明において、大きさ算出手段は、操作ボタンが操作された
タイミングの所定時間前からそのタイミングの所定時間後までに取得されてメモリに記憶
された動きデータを用いて、それら動きデータの単位時間毎の変化量を累積することによ
りハウジングの動きの大きさを算出する。
【００１６】
　第１０の発明は、上記第１の発明において、処理実行手段は、第１の種類の操作ボタン
データによって決まる音声出力処理によって、大きさ算出手段で算出された大きさに応じ
た音量および／または音質でスピーカ（２ａ）から音声を出力させる。
【００１７】
　第１１の発明は、上記第１の発明において、処理実行手段は、第２の種類の操作ボタン
データによって決まる、表示手段（２）の画面に第１画像を表示させるための第１画像表
示処理によって、大きさ算出手段で算出された大きさに応じた表示サイズでその第１画像
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を表示させる（図１１、図１２のＯＢＪ）。
【００１８】
　第１２の発明は、上記第１の発明において、操作ボタンを操作するタイミングと、その
タイミングにおける基準値とを示す評価用データを設定する評価用データ設定手段を、さ
らに備える。処理実行手段は、評価用データと、データ取得手段が取得した操作ボタンデ
ータが示す操作ボタンを操作したタイミングおよび大きさ算出手段によって算出された大
きさの値とを比較し、それら比較結果に基づいた評価値を決定する処理を行う。
【００１９】
　第１３の発明は、上記第１の発明において、仮想ゲーム世界に登場するオブジェクトの
そのゲーム世界における動作が動きの大きさに応じて変化するようにパラメータを設定す
るパラメータ設定手段を、さらに備える。処理実行手段は、パラメータ設定手段で設定さ
れたパラメータを用いてオブジェクトを仮想ゲーム世界で動作させて表示手段の画面に表
示する処理を、操作ボタンデータに応じて行う。
【００２０】
　第１４の発明は、上記第１の発明において、表示手段の表示画面に対して座標指示する
ためのデータ（Ｄａ１、Ｄａ２）を出力する座標出力手段（７４）を、さらに備える。デ
ータ取得手段は、座標出力手段が出力したデータをさらに取得する。処理実行手段は、特
性設定手段（Ｓ９５）、指示位置算出手段（Ｓ９１）、標識表示制御手段（Ｓ９２、Ｓ１
００）、およびオブジェクト表示制御手段（Ｓ９９、Ｓ１００）を含む。特性設定手段は
、仮想ゲーム世界に登場するオブジェクト（図１８のＯＢＪ）の特性（移動速度ｖ、他の
キャラクタに与えるダメージ量等）が大きさ算出手段によって算出された大きさに応じて
変化するようにそのオブジェクトのパラメータを設定してメモリに記憶する。指示位置算
出手段は、座標出力手段が出力したデータに対応させて、表示画面上の位置を指示位置と
して算出する。標識表示制御手段は、指示位置算出手段が算出した表示画面上の位置と重
なる仮想ゲーム世界の目標位置を算出し、その目標位置を示す標識（ＴＧ）を表示画面に
表示する。オブジェクト表示制御手段は、操作ボタンデータに応じて、特性設定手段でそ
の特性が設定されたオブジェクトを目標位置に向かって移動させて表示画面に表示する。
【００２１】
　第１５の発明は、上記第１～第１３の発明のいずれかの情報処理装置と、他の電話機と
の間で無線通信を行う通信手段とを備える、携帯電話機である。
【００２２】
　第１６の発明は、上記第１～第１４の発明のいずれかの情報処理装置を含むゲーム装置
である。ハウジングは、ゲームコントローラのハウジングである。ゲームコントローラは
、操作ボタンとボタンデータ発生手段と動きセンサとを含む。
【００２３】
　第１７の発明は、ハウジングと、そのハウジングの表面に設けられた複数個の操作ボタ
ンと、それら複数個の操作ボタンのうちのいずれかの操作ボタンに対する操作があったと
きにその操作ボタンの種類に応じた操作ボタンデータを発生させるボタンデータ発生手段
と、そのハウジングの動きに応じた動きデータを発生させる動きセンサとを備える情報処
理装置のコンピュータ（３０）に、操作ボタンデータおよび動きデータの少なくともいず
れか一方のデータに基づいた所定の情報処理を実行させる情報処理プログラムである。情
報処理プログラムは、データ取得ステップ、データ記憶ステップ、大きさ算出ステップ、
および処理実行ステップをコンピュータに実行させる。データ取得ステップは、操作ボタ
ンデータおよび動きデータを取得する。データ記憶ステップは、データ取得ステップによ
って取得した動きデータをメモリに随時記憶する。大きさ算出ステップは、操作ボタンが
操作されたタイミングで発生する操作ボタンデータを取得したとき、メモリに既に記憶さ
れている動きデータおよび／またはその操作ボタンデータを取得した後にメモリに記憶さ
れる動きデータを用いてそのタイミングにおけるハウジングの動きの大きさを算出する。
処理実行ステップは、データ取得ステップで取得した操作ボタンデータの種類に応じて決
まる処理を、大きさ算出ステップで算出された大きさに基づいて実行する。
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【００２４】
　第１８の発明は、上記第１７の発明において、大きさ算出ステップでは、メモリに既に
記憶されている所定期間内の動きデータおよび／またはその操作ボタンデータを取得した
後の所定期間内にメモリに記憶される動きデータの変化に基づいてハウジングの動きの大
きさが算出される。
【００２５】
　第１９の発明は、上記第１７の発明において、大きさ算出ステップでは、操作ボタンデ
ータを取得した時点またはその前後にメモリに記憶される動きデータの変化量がハウジン
グの動きの大きさとして算出される。
【００２６】
　第２０の発明は、上記第１７の発明において、大きさ算出ステップでは、操作ボタンデ
ータを取得した時点またはその前後にメモリに記憶される動きデータの大きさがハウジン
グの動きの大きさとして算出される。
【００２７】
　第２１の発明は、上記第１７～第２０の発明のいずれかにおいて、動きセンサは、ハウ
ジングの動きに応じた加速度を検出する加速度センサである。動きデータは、加速度セン
サが検出した加速度を示す加速度データである。データ取得ステップでは、加速度データ
が動きデータとして取得される。データ記憶ステップでは、加速度データが動きデータと
してメモリに随時記憶される。
【００２８】
　第２２の発明は、上記第１７～第２０の発明のいずれかにおいて、動きセンサは、ハウ
ジングの回転動作に応じた角速度を検出するジャイロセンサである。動きデータは、ジャ
イロセンサが検出した角速度を示す角速度データである。データ取得ステップでは、角速
度データが動きデータとして取得される。データ記憶ステップでは、角速度データが動き
データとしてメモリに随時記憶される。
【００２９】
　第２３の発明は、上記第１８の発明において、大きさ算出ステップでは、操作ボタンが
操作されたタイミングから所定時間後までに取得されてメモリに記憶された動きデータを
用いて、それら動きデータの単位時間毎の変化量を累積することによりハウジングの動き
の大きさが算出される。
【００３０】
　第２４の発明は、上記第１８の発明において、大きさ算出ステップでは、操作ボタンが
操作されたタイミングの所定時間前からそのタイミングまでに取得されてメモリに既に記
憶された動きデータを用いて、それら動きデータの単位時間毎の変化量を累積することに
よりハウジングの動きの大きさが算出される。
【００３１】
　第２５の発明は、上記第１８の発明において、大きさ算出ステップでは、操作ボタンが
操作されたタイミングの所定時間前からそのタイミングの所定時間後までに取得されてメ
モリに記憶された動きデータを用いて、それら動きデータの単位時間毎の変化量を累積す
ることによりハウジングの動きの大きさが算出される。
【００３２】
　第２６の発明は、上記第１７の発明において、処理実行ステップでは、第１の種類の操
作ボタンデータによって決まる音声出力処理によって、大きさ算出ステップで算出された
大きさに応じた音量および／または音質でスピーカから音声が出力される。
【００３３】
　第２７の発明は、上記第１７の発明において、処理実行ステップでは、第２の種類の操
作ボタンデータによって決まる、表示手段の画面に第１画像を表示させるための第１画像
表示処理によって、大きさ算出ステップで算出された大きさに応じた表示サイズでその第
１画像が表示される。
【００３４】
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　第２８の発明は、上記第１７の発明において、評価用データ設定ステップを、さらにコ
ンピュータに実行させる。評価用データ設定ステップは、操作ボタンを操作するタイミン
グと、そのタイミングにおける基準値とを示す評価用データを設定する。処理実行ステッ
プでは、評価用データと、データ取得ステップで取得した操作ボタンデータが示す操作ボ
タンを操作したタイミングおよび大きさ算出ステップで算出された大きさの値とを比較し
、それら比較結果に基づいた評価値が決定される処理を行う。
【００３５】
　第２９の発明は、上記第１７の発明において、パラメータ設定ステップを、さらにコン
ピュータに実行させる。パラメータ設定ステップは、仮想ゲーム世界に登場するオブジェ
クトのそのゲーム世界における動作が動きの大きさに応じて変化するようにパラメータを
設定する。処理実行ステップでは、パラメータ設定ステップで設定されたパラメータを用
いてオブジェクトを仮想ゲーム世界で動作させて表示手段の画面に表示する処理が、操作
ボタンデータに応じて行われる。
【００３６】
　第３０の発明は、上記第１７の発明において、データ取得ステップでは、表示手段の表
示画面に対して座標指示するためのデータを出力する座標出力手段が出力したデータがさ
らに取得される。処理実行ステップは、特性設定ステップ、指示位置算出ステップ、標識
表示制御ステップ、およびオブジェクト表示制御ステップを含む。特性設定ステップは、
仮想ゲーム世界に登場するオブジェクトの特性が大きさ算出ステップで算出された大きさ
に応じて変化するようにそのオブジェクトのパラメータを設定してメモリに記憶する。指
示位置算出ステップは、座標出力手段が出力したデータに対応させて、表示画面上の位置
を指示位置として算出する。標識表示制御ステップは、指示位置算出ステップで算出され
た表示画面上の位置と重なる仮想ゲーム世界の目標位置を算出し、その目標位置を示す標
識を表示画面に表示する。オブジェクト表示制御ステップは、操作ボタンデータに応じて
、特性設定ステップでその特性が設定されたオブジェクトを目標位置に向かって移動させ
て表示画面に表示する。
【発明の効果】
【００３７】
　上記第１の発明によれば、操作ボタンを押下したタイミングのハウジングの動きを検出
することによって、従来に比べて簡易な構成で操作ボタンに対して加えられた操作をアナ
ログ的に検出してその値を情報処理に利用することができる。
【００３８】
　上記第２および第３の発明によれば、ハウジングに加わるボタン操作以外の定常的な動
きやハウジングに常に加わる力（重力加速度等）の影響を除外して、ハウジングの動きの
大きさを求めることができる。
【００３９】
　上記第４の発明によれば、ハウジングが定常的に動いていないときや動きデータ発生手
段がハウジングに常に加わる力を検出しない機能を有しているとき等に、適切なハウジン
グの動きの大きさを求めることができる。
【００４０】
　上記第５の発明によれば、ハウジングに生じる加速度を検出する加速度センサで動きセ
ンサを実現することができる。
【００４１】
　上記第６の発明によれば、ハウジングに生じる角速度を検出するジャイロセンサで動き
センサを実現することができる。
【００４２】
　上記第７の発明によれば、操作ボタンがＯＦＦからＯＮに変化する瞬間をトリガーとし
て、その後に生じた動きデータの差分を累積してハウジングの動きの大きさを取得してお
り、操作ボタンを押下する強さを算出することができる。例えば、操作ボタンを押し込ま
れることによって操作ボタン押下後にハウジングに与えられる衝撃力を算出することがで
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きる。
【００４３】
　上記第８の発明によれば、操作ボタンがＯＦＦからＯＮに変化する瞬間をトリガーとし
て、その以前に生じていた動きデータの差分を累積してハウジングの動きの大きさを取得
しており、押下する強さを算出することができる。例えば、操作ボタンを押し込まれる途
中にハウジングに与えられる力を算出することができる。
【００４４】
　上記第９の発明によれば、操作ボタンがＯＦＦからＯＮに変化する瞬間をトリガーとし
て、その前後に生じた動きデータの差分を累積してハウジングの動きの大きさを取得して
おり、操作ボタンを押下する強さを算出することができる。例えば、操作ボタンを押し込
まれる途中にハウジングに与えられる力や操作ボタンを押し込まれることによって操作ボ
タン押下後にハウジングに与えられる衝撃力を算出することができる。
【００４５】
　上記第１０の発明によれば、ハウジングの動きの大きさ（例えば、操作ボタンを押下す
る強さ）に応じて、スピーカから発せられる音声の音量や音質を変化させることができる
。
【００４６】
　上記第１１の発明によれば、ハウジングの動きの大きさ（例えば、操作ボタンを押下す
る強さ）に応じて、表示手段の画面に表示するオブジェクトのサイズを変化させることが
できる。
【００４７】
　上記第１２の発明によれば、操作タイミングとハウジングの動きの大きさ（例えば、操
作ボタンを押下する強さ）とに応じて、例えばドラム等の打楽器の操作タイミングと操作
の強弱とを競う音楽ゲーム等を実現することができる。
【００４８】
　上記第１３の発明によれば、ハウジングの動きの大きさ（例えば、操作ボタンを押下す
る強さ）に応じて、仮想ゲーム世界に登場するオブジェクトの動き（移動速度、ジャンプ
する高さ等）を変化させることができる。
【００４９】
　上記第１４の発明によれば、プレイヤが操作ボタンを強く押下すると、当該強さに応じ
た特性をオブジェクトに与えることができる。その一方、ハウジングに与えるぶれが大き
くなるため、当該ハウジングに備えられたポインティングデバイスなどの座標出力手段か
らのデータに応じて指示される画面に対する位置もぶれることになり、当該位置に応じて
設定される目標位置もぶれてオブジェクトが移動する方向がずれることもある。つまり、
プレイヤは、押下強さと本体に与えるぶれとを適切に調整するような操作が求められ、新
たな操作環境を提供することができる。
【００５０】
　また、本発明の携帯電話機およびゲーム装置によれば、上述した情報処理装置と同様の
効果を得ることができる。さらに、本発明の情報処理プログラムによれば、コンピュータ
で実行されることによって、上述した情報処理装置と同様の効果を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５１】
　図１を参照して、本発明の一実施形態に係る情報処理装置について説明する。以下、説
明を具体的にするために、当該情報処理装置の一例の据置型のゲーム装置を含むゲームシ
ステムについて説明する。なお、図１は据置型のゲーム装置３を含むゲームシステム１の
外観図であり、図２はゲーム装置本体５のブロック図である。以下、当該ゲームシステム
１について説明する。
【００５２】
　図１において、ゲームシステム１は、表示手段の一例の家庭用テレビジョン受像機（以
下、モニタと記載する）２と、当該モニタ２に接続コードを介して接続する据置型のゲー
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ム装置３とから構成される。モニタ２は、ゲーム装置本体５から出力された音声信号を音
声出力するためのスピーカ２ａを備える。また、ゲーム装置３は、本願発明の情報処理プ
ログラムの一例のゲームプログラムを記録した光ディスク４と、当該光ディスク４のゲー
ムプログラムを実行してゲーム画面をモニタ２に表示出力させるためのコンピュータを搭
載したゲーム装置本体５と、ゲーム画面に表示されたキャラクタなどを操作するゲームに
必要な操作情報をゲーム装置本体５に与えるためのコントローラ７とを備えている。
【００５３】
　また、ゲーム装置本体５は、通信ユニット６を内蔵する。通信ユニット６は、コントロ
ーラ７から無線送信されるデータを受信し、ゲーム装置本体５からコントローラ７へデー
タを送信して、コントローラ７とゲーム装置本体５とは無線通信によって接続する。さら
に、ゲーム装置本体５には、当該ゲーム装置本体５に対して交換可能に用いられる情報記
憶媒体の一例の光ディスク４が脱着される。ゲーム装置本体５の前部主面には、当該ゲー
ム装置本体５の電源ＯＮ／ＯＦＦスイッチ、ゲーム処理のリセットスイッチ、光ディスク
４を脱着する投入口、およびゲーム装置本体５の投入口から光ディスク４を取り出すイジ
ェクトスイッチ等が設けられている。
【００５４】
　また、ゲーム装置本体５には、セーブデータ等のデータを固定的に記憶するバックアッ
プメモリとして機能するフラッシュメモリ３８が搭載される。ゲーム装置本体５は、光デ
ィスク４に記憶されたゲームプログラム等を実行することによって、その結果をゲーム画
像としてモニタ２に表示する。さらに、ゲーム装置本体５は、フラッシュメモリ３８に記
憶されたセーブデータを用いて、過去に実行されたゲーム状態を再現して、ゲーム画像を
モニタ２に表示することもできる。そして、ゲーム装置本体５のプレイヤは、モニタ２に
表示されたゲーム画像を見ながら、コントローラ７を操作することによって、ゲーム進行
を楽しむことができる。
【００５５】
　コントローラ７は、通信ユニット６を内蔵するゲーム装置本体５へ、例えばＢｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ（ブルートゥース；登録商標）の技術を用いて操作情報などの送信データを無線
送信する。コントローラ７は、主にモニタ２の表示画面に表示されるゲーム空間に登場す
るプレイヤオブジェクト等を操作したりするための操作手段である。コントローラ７は、
片手で把持可能な程度の大きさのハウジングと、当該ハウジングの表面に露出して設けら
れた複数個の操作ボタン（十字キーやスティック等を含む）が設けられている。また、後
述により明らかとなるが、コントローラ７は、当該コントローラ７から見た画像を撮像す
る撮像情報演算部７４を備えている。また、撮像情報演算部７４の撮像対象の一例として
、モニタ２の表示画面近傍に２つのＬＥＤモジュール（以下、マーカと記載する）８Ｌお
よび８Ｒが設置される。これらマーカ８Ｌおよび８Ｒは、それぞれモニタ２の前方に向か
って例えば赤外光を出力する。また、コントローラ７は、ゲーム装置本体５の通信ユニッ
ト６から無線送信された送信データを通信部７５で受信して、当該送信データに応じた音
や振動を発生させることもできる。
【００５６】
　図２において、ゲーム装置本体５は、各種プログラムを実行する例えばＣＰＵ（セント
ラルプロセッシングユニット）３０を備える。ＣＰＵ３０は、図示しないブートＲＯＭに
記憶された起動プログラムを実行し、メインメモリ３３等のメモリの初期化等を行った後
、光ディスク４に記憶されているゲームプログラムの実行し、そのゲームプログラムに応
じたゲーム処理等を行うものである。ＣＰＵ３０には、メモリコントローラ３１を介して
、ＧＰＵ（Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）３２、メインメモリ３
３、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）３４、およびＡＲＡ
Ｍ（Ａｕｄｉｏ　ＲＡＭ）３５などが接続される。また、メモリコントローラ３１には、
所定のバスを介して、通信ユニット６、ビデオＩ／Ｆ（インターフェース）３７、フラッ
シュメモリ３８、オーディオＩ／Ｆ３９、およびディスクＩ／Ｆ４１が接続され、それぞ
れのインターフェースにモニタ２、スピーカ２ａ、およびディスクドライブ４０が接続さ
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れている。
【００５７】
　ＧＰＵ３２は、ＣＰＵ３０の命令に基づいて画像処理を行うものあり、例えば、３Ｄグ
ラフィックスの表示に必要な計算処理を行う半導体チップで構成される。ＧＰＵ３２は、
図示しない画像処理専用のメモリやメインメモリ３３の一部の記憶領域を用いて画像処理
を行う。ＧＰＵ３２は、これらを用いてモニタ２に表示すべきゲーム画像データやムービ
映像を生成し、適宜メモリコントローラ３１およびビデオＩ／Ｆ３７を介してモニタ２に
出力する。
【００５８】
　メインメモリ３３は、ＣＰＵ３０で使用される記憶領域であって、ＣＰＵ３０の処理に
必要なゲームプログラム等を適宜記憶する。例えば、メインメモリ３３は、ＣＰＵ３０に
よって光ディスク４から読み出されたゲームプログラムや各種データ等を記憶する。この
メインメモリ３３に記憶されたゲームプログラムや各種データ等がＣＰＵ３０によって実
行される。
【００５９】
　ＤＳＰ３４は、ゲームプログラム実行時にＣＰＵ３０において生成されるサウンドデー
タ等を処理するものであり、そのサウンドデータ等を記憶するためのＡＲＡＭ３５が接続
される。ＡＲＡＭ３５は、ＤＳＰ３４が所定の処理（例えば、先読みしておいたゲームプ
ログラムやサウンドデータの記憶）を行う際に用いられる。ＤＳＰ３４は、ＡＲＡＭ３５
に記憶されたサウンドデータを読み出し、メモリコントローラ３１およびオーディオＩ／
Ｆ３９を介してモニタ２に備えるスピーカ２ａに出力させる。
【００６０】
　メモリコントローラ３１は、データ転送を統括的に制御するものであり、上述した各種
Ｉ／Ｆが接続される。上述したように通信ユニット６は、コントローラ７からの送信デー
タを受信し、当該送信データをＣＰＵ３０へ出力する。また、通信ユニット６は、ＣＰＵ
３０から出力された送信データをコントローラ７の通信部７５へ送信する。ビデオＩ／Ｆ
３７には、モニタ２が接続される。オーディオＩ／Ｆ３９にはモニタ２に内蔵されるスピ
ーカ２ａが接続され、ＤＳＰ３４がＡＲＡＭ３５から読み出したサウンドデータやディス
クドライブ４０から直接出力されるサウンドデータをスピーカ２ａから出力可能に接続さ
れる。ディスクＩ／Ｆ４１には、ディスクドライブ４０が接続される。ディスクドライブ
４０は、所定の読み出し位置に配置された光ディスク４に記憶されたデータを読み出し、
ゲーム装置本体５のバスやオーディオＩ／Ｆ３９に出力する。
【００６１】
　図３および図４を参照して、コントローラ７について説明する。なお、図３は、コント
ローラ７の上面後方から見た斜視図である。図４は、コントローラ７を下面前方から見た
斜視図である。
【００６２】
　図３および図４において、コントローラ７は、ハウジング７１と、当該ハウジング７１
の表面に設けられた複数個の操作ボタンで構成される操作部７２とを備える。本実施例の
ハウジング７１は、その前後方向を長手方向とした略直方体形状を有しており、全体とし
て大人や子供の片手で把持可能な大きさであり、例えばプラスチック成型によって形成さ
れている。
【００６３】
　ハウジング７１上面の中央前面側に、十字キー７２ａが設けられる。この十字キー７２
ａは、十字型の４方向プッシュスイッチであり、４つの方向（前後左右）に対応する操作
部分が十字の突出片にそれぞれ９０°間隔で配置される。プレイヤが十字キー７２ａのい
ずれかの操作部分を押下することによって前後左右いずれかの方向を選択される。例えば
プレイヤが十字キー７２ａを操作することによって、仮想ゲーム世界に登場するプレイヤ
キャラクタ等の移動方向を指示したり、複数の選択肢から選択指示したりすることができ
る。
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【００６４】
　なお、十字キー７２ａは、上述したプレイヤの方向入力操作に応じて操作信号を出力す
る操作部であるが、他の態様の操作部でもかまわない。例えば、十字方向に４つのプッシ
ュスイッチを配設し、プレイヤによって押下されたプッシュスイッチに応じて操作信号を
出力する操作部を設けてもかまわない。さらに、上記４つのプッシュスイッチとは別に、
上記十字方向が交わる位置にセンタスイッチを配設し、４つのプッシュスイッチとセンタ
スイッチとを複合した操作部を設けてもかまわない。また、ハウジング７１上面から突出
した傾倒可能なスティック（いわゆる、ジョイスティック）を倒すことによって、傾倒方
向に応じて操作信号を出力する操作部を上記十字キー７２ａの代わりに設けてもかまわな
い。さらに、水平移動可能な円盤状部材をスライドさせることによって、当該スライド方
向に応じた操作信号を出力する操作部を、上記十字キー７２ａの代わりに設けてもかまわ
ない。また、タッチパッドを、上記十字キー７２ａの代わりに設けてもかまわない。
【００６５】
　ハウジング７１上面の十字キー７２ａより後面側に、複数の操作ボタン７２ｂ～７２ｇ
が設けられる。操作ボタン７２ｂ～７２ｇは、プレイヤがボタン頭部を押下することによ
って、それぞれの操作ボタン７２ｂ～７２ｇに割り当てられた操作信号を出力する操作部
である。例えば、操作ボタン７２ｂ～７２ｄには、１番ボタン、２番ボタン、およびＡボ
タン等としての機能が割り当てられる。また、操作ボタン７２ｅ～７２ｇには、マイナス
ボタン、ホームボタン、およびプラスボタン等としての機能が割り当てられる。これら操
作ボタン７２ａ～７２ｇは、ゲーム装置本体５が実行するゲームプログラムに応じてそれ
ぞれの操作機能が割り当てられる。なお、図３に示した配置例では、操作ボタン７２ｂ～
７２ｄは、ハウジング７１上面の中央前後方向に沿って並設されている。また、操作ボタ
ン７２ｅ～７２ｇは、ハウジング７１上面の左右方向に沿って操作ボタン７２ｂおよび７
２ｄの間に並設されている。そして、操作ボタン７２ｆは、その上面がハウジング７１の
上面に埋没しており、プレイヤが不意に誤って押下することのないタイプのボタンである
。
【００６６】
　また、ハウジング７１上面の十字キー７２ａより前面側に、操作ボタン７２ｈが設けら
れる。操作ボタン７２ｈは、遠隔からゲーム装置本体５の電源をオン／オフする電源スイ
ッチである。この操作ボタン７２ｈも、その上面がハウジング７１の上面に埋没しており
、プレイヤが不意に誤って押下することのないタイプのボタンである。
【００６７】
　また、ハウジング７１上面の操作ボタン７２ｃより後面側に、複数のＬＥＤ７０２が設
けられる。ここで、コントローラ７は、他のコントローラ７と区別するためにコントロー
ラ種別（番号）が設けられている。例えば、ＬＥＤ７０２は、コントローラ７に現在設定
されている上記コントローラ種別をプレイヤに通知するために用いられる。具体的には、
コントローラ７から通信ユニット６へ送信データを送信する際、上記コントローラ種別に
応じて複数のＬＥＤ７０２のうち、種別に対応するＬＥＤが点灯する。
【００６８】
　また、ハウジング７１上面には、操作ボタン７２ｂおよび操作ボタン７２ｅ～７２ｇの
間に後述するスピーカ（図５のスピーカ７０６）からの音を外部に放出するための音抜き
孔が形成されている。
【００６９】
　一方、ハウジング７１下面には、凹部が形成されている。後述で明らかとなるが、ハウ
ジング７１下面の凹部は、プレイヤがコントローラ７の前面をマーカ８Ｌおよび８Ｒに向
けて片手で把持したときに、当該プレイヤの人差し指や中指が位置するような位置に形成
される。そして、上記凹部の後面側傾斜面には、操作ボタン７２ｉが設けられる。操作ボ
タン７２ｉは、例えばＢボタンとして機能する操作部である。
【００７０】
　また、ハウジング７１前面には、撮像情報演算部７４の一部を構成する撮像素子７４３



(15) JP 4884867 B2 2012.2.29

10

20

30

40

50

が設けられる。ここで、撮像情報演算部７４は、コントローラ７が撮像した画像データを
解析してその中で輝度が高い場所を判別してその場所の重心位置やサイズなどを検出する
ためのシステムであり、例えば、最大２００フレーム／秒程度のサンプリング周期である
ため比較的高速なコントローラ７の動きでも追跡して解析することができる。この撮像情
報演算部７４の詳細な構成については、後述する。また、ハウジング７０の後面には、コ
ネクタ７３が設けられている。コネクタ７３は、例えばエッジコネクタであり、例えば接
続ケーブルと嵌合して接続するために利用される。
【００７１】
　ここで、以下の説明を具体的にするために、コントローラ７に対して設定する座標系に
ついて定義する。図３および図４に示すように、互いに直交するｘｙｚ軸をコントローラ
７に対して定義する。具体的には、コントローラ７の前後方向となるハウジング７１の長
手方向をｚ軸とし、コントローラ７の前面（撮像情報演算部７４が設けられている面）方
向をｚ軸正方向とする。また、コントローラ７の上下方向をｙ軸とし、ハウジング７１の
下面（操作ボタン７２ｉが設けられた面）方向をｙ軸正方向とする。さらに、コントロー
ラ７の左右方向をｘ軸とし、ハウジング７１の左側面（図３では表されずに図４で表され
ている側面）方向をｘ軸正方向とする。
【００７２】
　次に、図５および図６を参照して、コントローラ７の内部構造について説明する。なお
、図５は、コントローラ７の上ハウジング（ハウジング７１の一部）を外した状態を後面
側から見た斜視図である。図６は、コントローラ７の下ハウジング（ハウジング７１の一
部）を外した状態を前面側から見た斜視図である。ここで、図６に示す基板７００は、図
５に示す基板７００の裏面から見た斜視図となっている。
【００７３】
　図５において、ハウジング７１の内部には基板７００が固設されており、当該基板７０
０の上主面上に操作ボタン７２ａ～７２ｈ、加速度センサ７０１、ＬＥＤ７０２、および
アンテナ７５４等が設けられる。そして、これらは、基板７００等に形成された配線（図
示せず）によってマイコン７５１等（図６、図７参照）に接続される。マイコン７５１は
、本願発明のボタンデータ発生手段の一例として、操作ボタン７２ａ等の種類に応じた操
作ボタンデータを発生させるように機能する。この仕組みは公知技術であるが、例えばキ
ートップ下側に配置されたタクトスイッチなどのスイッチ機構による配線の接触／切断を
マイコン７５１が検出することによって実現されている。より具体的には、操作ボタンが
例えば押されると配線が接触して通電するので、この通電がどの操作ボタンにつながって
いる配線で発生したかをマイコン７５１が検出し、操作ボタンの種類に応じた信号を発生
させている。
【００７４】
　また、コントローラ７は、図示しない無線モジュール７５３（図７参照）およびアンテ
ナ７５４によって、ワイヤレスコントローラとして機能する。なお、ハウジング７１内部
には図示しない水晶振動子７０３が設けられており、後述するマイコン７５１の基本クロ
ックを生成する。また、基板７００の上主面上に、スピーカ７０６およびアンプ７０８が
設けられる。また、加速度センサ７０１は、操作ボタン７２ｄの左側の基板７００上（つ
まり、基板７００の中央部ではなく周辺部）に設けられる。したがって、加速度センサ７
０１は、コントローラ７の長手方向を軸とした回転に応じて、重力加速度の方向変化に加
え、遠心力による成分の含まれる加速度を検出することができるので、所定の演算により
、検出される加速度データからコントローラ７の回転を良好な感度でゲーム装置本体５等
が判定することができる。
【００７５】
　一方、図６において、基板７００の下主面上の前端縁に撮像情報演算部７４が設けられ
る。撮像情報演算部７４は、コントローラ７の前方から順に赤外線フィルタ７４１、レン
ズ７４２、撮像素子７４３、および画像処理回路７４４によって構成されており、それぞ
れ基板７００の下主面に取り付けられる。また、基板７００の下主面上の後端縁にコネク
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タ７３が取り付けられる。さらに、基板７００の下主面上にサウンドＩＣ７０７およびマ
イコン７５１が設けられている。サウンドＩＣ７０７は、基板７００等に形成された配線
によってマイコン７５１およびアンプ７０８と接続され、ゲーム装置本体５から送信され
たサウンドデータに応じてアンプ７０８を介してスピーカ７０６に音声信号を出力する。
【００７６】
　そして、基板７００の下主面上には、バイブレータ７０４が取り付けられる。バイブレ
ータ７０４は、例えば振動モータやソレノイドである。バイブレータ７０４は、基板７０
０等に形成された配線によってマイコン７５１と接続され、ゲーム装置本体５から送信さ
れた振動データに応じてその作動をオン／オフする。バイブレータ７０４が作動すること
によってコントローラ７に振動が発生するので、それを把持しているプレイヤの手にその
振動が伝達され、いわゆる振動対応ゲームが実現できる。ここで、バイブレータ７０４は
、ハウジング７１のやや前方寄りに配置されるため、プレイヤが把持している状態におい
て、ハウジング７１が大きく振動することになり、振動を感じやすくなる。
【００７７】
　次に、図７を参照して、コントローラ７の内部構成について説明する。なお、図７は、
コントローラ７の構成を示すブロック図である。
【００７８】
　図７において、コントローラ７は、上述した操作部７２、撮像情報演算部７４、加速度
センサ７０１、バイブレータ７０４、スピーカ７０６、サウンドＩＣ７０７、およびアン
プ７０８の他に、その内部に通信部７５を備えている。
【００７９】
　撮像情報演算部７４は、赤外線フィルタ７４１、レンズ７４２、撮像素子７４３、およ
び画像処理回路７４４を含んでいる。赤外線フィルタ７４１は、コントローラ７の前方か
ら入射する光から赤外線のみを通過させる。レンズ７４２は、赤外線フィルタ７４１を透
過した赤外線を集光して撮像素子７４３へ出射する。撮像素子７４３は、例えばＣＭＯＳ
センサやあるいはＣＣＤのような固体撮像素子であり、レンズ７４２が集光した赤外線を
撮像する。したがって、撮像素子７４３は、赤外線フィルタ７４１を通過した赤外線だけ
を撮像して画像データを生成する。撮像素子７４３で生成された画像データは、画像処理
回路７４４で処理される。具体的には、画像処理回路７４４は、撮像素子７４３から得ら
れた画像データを処理して高輝度部分を検知し、それらの位置座標や面積を検出した結果
を示す処理結果データを通信部７５へ出力する。なお、これらの撮像情報演算部７４は、
コントローラ７のハウジング７１に固設されており、ハウジング７１自体の方向を変える
ことによってその撮像方向を変更することができる。後述により明らかとなるが、この撮
像情報演算部７４から出力される処理結果データに基づいて、コントローラ７の位置や動
きに応じた信号を得ることができる。
【００８０】
　コントローラ７は、３軸（ｘ、ｙ、ｚ軸）の加速度センサ７０１を備えていることが好
ましい。この３軸の加速度センサ７０１は、３方向、すなわち、上下方向、左右方向、お
よび前後方向で直線加速度を検知する。また、他の実施形態においては、ゲーム処理に用
いる制御信号の種類によっては、上下および左右方向（または他の対になった方向）のそ
れぞれに沿った直線加速度のみを検知する２軸の加速度検出手段を使用してもよい。例え
ば、この３軸または２軸の加速度センサ７０１は、アナログ・デバイセズ株式会社（Ａｎ
ａｌｏｇ　Ｄｅｖｉｃｅｓ，　Ｉｎｃ．）またはＳＴマイクロエレクトロニクス社（ＳＴ
Ｍｉｃｒｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｎ．Ｖ．）から入手可能であるタイプのものでもよ
い。加速度センサ７０１は、シリコン微細加工されたＭＥＭＳ（Ｍｉｃｒｏ　Ｅｌｅｃｔ
ｒｏ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍｓ：微小電子機械システム）の技術に基づい
た静電容量式（静電容量結合式）であってもよい。しかしながら、既存の加速度検出手段
の技術（例えば、圧電方式や圧電抵抗方式）あるいは将来開発される他の適切な技術を用
いて３軸または２軸の加速度センサ７０１が提供されてもよい。
【００８１】
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　当業者には公知であるように、加速度センサ７０１に用いられるような加速度検出手段
は、加速度センサの持つ各軸に対応する直線に沿った加速度（直線加速度）のみを検知す
ることができる。つまり、加速度センサ７０１からの直接の出力は、その２軸または３軸
のそれぞれに沿った直線加速度（静的または動的）を示す信号である。このため、加速度
センサ７０１は、非直線状（例えば、円弧状）の経路に沿った動き、回転、回転運動、角
変位、傾斜、位置、または姿勢等の物理特性を直接検知することはできない。
【００８２】
　しかしながら、加速度センサ７０１から出力される加速度の信号に対して追加の処理を
行うことによって、コントローラ７に関するさらなる情報を推測または算出することがで
きることは、当業者であれば本明細書の説明から容易に理解できるであろう。例えば、静
的な加速度（重力加速度）が検知されると、加速度センサ７０１からの出力を用いて、傾
斜角度と検知された加速度とを用いた演算によって重力ベクトルに対する対象（コントロ
ーラ７）の傾きをそれぞれ推測することができる。このように、加速度センサ７０１をマ
イコン７５１（または他のプロセッサ）と組み合わせて用いることによって、コントロー
ラ７の傾き、姿勢または位置を決定することができる。同様に、加速度センサ７０１を備
えるコントローラ７が、例えばユーザの手で動的に加速されてそれぞれ動かされる場合に
、加速度センサ７０１によって生成される加速度信号を処理することによって、コントロ
ーラ７のさまざまな動きおよび／または位置をそれぞれ算出または推測することができる
。他の実施例では、加速度センサ７０１は、信号をマイコン７５１に出力する前に内蔵の
加速度検出手段から出力される加速度信号に対して所望の処理を行うための、組込み式の
信号処理装置または他の種類の専用の処理装置を備えていてもよい。例えば、組込み式ま
たは専用の処理装置は、加速度センサが静的な加速度（例えば、重力加速度）を検出する
ためのものである場合、検知された加速度信号をそれに相当する傾斜角に変換するもので
あってもよい。加速度センサ７０１でそれぞれ検知された加速度を示すデータは通信部７
５に出力される。
【００８３】
　他の実施形態の例では、コントローラ７の動きを検出する動きセンサとして、回転素子
または振動素子などを内蔵したジャイロセンサを用いてもよい。この実施形態で使用され
るＭＥＭＳジャイロセンサの一例として、アナログ・デバイセズ株式会社から入手可能な
ものがある。加速度センサ７０１と異なり、ジャイロセンサは、それが内蔵する少なくと
も一つのジャイロ素子の軸を中心とした回転（または角速度）を直接検知することができ
る。このように、ジャイロセンサと加速度センサとは基本的に異なるので、個々の用途の
ためにいずれの装置が選択されるかによって、これらの装置からの出力信号に対して行う
処理を適宜変更する必要がある。
【００８４】
　具体的には、加速度センサの代わりにジャイロセンサを用いて傾きや姿勢を算出する場
合には、大幅な変更を行う。すなわち、ジャイロセンサを用いる場合、検出開始の状態に
おいて傾きの値を初期化する。そして、当該ジャイロセンサから出力される角速度データ
を積分する。次に、初期化された傾きの値からの傾きの変化量を算出する。この場合、算
出される傾きは、角度に対応する値が算出されることになる。一方、加速度センサによっ
て傾きを算出する場合には、重力加速度のそれぞれの軸に関する成分の値を、所定の基準
と比較することによって傾きを算出するので、算出される傾きはベクトルで表すことが可
能であり、初期化を行わずとも、加速度検出手段を用いて検出される絶対的な方向を検出
することが可能である。また、傾きとして算出される値の性質は、ジャイロセンサが用い
られる場合には角度であるのに対して、加速度センサが用いられる場合にはベクトルであ
るという違いがある。したがって、加速度センサに代えてジャイロセンサが用いられる場
合、当該傾きのデータに対して、２つのデバイスの違いを考慮した所定の変換を行う必要
がある。加速度検出手段とジャイロスコープとの基本的な差異と同様にジャイロスコープ
の特性は当業者に公知であるので、本明細書ではさらなる詳細を省略する。ジャイロセン
サは、回転を直接検知できることによる利点を有する一方、一般的には、加速度センサは
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、本実施形態で用いるようなコントローラに適用される場合、ジャイロセンサに比べて費
用効率が良いという利点を有する。
【００８５】
　通信部７５は、マイクロコンピュータ（Ｍｉｃｒｏ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ：マイコン）７
５１、メモリ７５２、無線モジュール７５３、およびアンテナ７５４を含んでいる。マイ
コン７５１は、処理の際にメモリ７５２を記憶領域として用いながら、送信データを無線
送信する無線モジュール７５３を制御する。また、マイコン７５１は、アンテナ７５４を
介して無線モジュール７５３が受信したゲーム装置本体５からのデータに応じて、サウン
ドＩＣ７０７およびバイブレータ７０４の動作を制御する。サウンドＩＣ７０７は、通信
部７５を介してゲーム装置本体５から送信されたサウンドデータ等を処理する。また、マ
イコン７５１は、通信部７５を介してゲーム装置本体５から送信された振動データ（例え
ば、バイブレータ７０４をＯＮまたはＯＦＦする信号）等に応じて、バイブレータ７０４
を作動させる。
【００８６】
　コントローラ７に設けられた操作部７２からの操作信号（キーデータ）、加速度センサ
７０１からの加速度信号（ｘ、ｙ、およびｚ軸方向加速度データ；以下、単に加速度デー
タと記載する）、および撮像情報演算部７４からの処理結果データは、マイコン７５１に
出力される。マイコン７５１は、入力した各データ（キーデータ、加速度データ、処理結
果データ）を通信ユニット６へ送信する送信データとして一時的にメモリ７５２に格納す
る。ここで、通信部７５から通信ユニット６への無線送信は、所定の周期毎に行われるが
、ゲームの処理は１／６０秒を単位として行われることが一般的であるので、それよりも
短い周期で送信を行うことが必要となる。具体的には、ゲームの処理単位は１６．７ｍｓ
（１／６０秒）であり、ブルートゥース（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ；登録商標）で構成される
通信部７５の送信間隔は例えば５ｍｓである。マイコン７５１は、通信ユニット６への送
信タイミングが到来すると、メモリ７５２に格納されている送信データを一連の操作情報
として出力し、無線モジュール７５３へ出力する。そして、無線モジュール７５３は、例
えばブルートゥース（登録商標）の技術に基づいて、所定周波数の搬送波を用いて操作情
報で変調し、その電波信号をアンテナ７５４から放射する。つまり、コントローラ７に設
けられた操作部７２からのキーデータ、加速度センサ７０１からの加速度データ、および
撮像情報演算部７４からの処理結果データが無線モジュール７５３で電波信号に変調され
てコントローラ７から送信される。そして、ゲーム装置本体５の通信ユニット６でその電
波信号を受信し、ゲーム装置本体５で当該電波信号を復調や復号することによって、一連
の操作情報（キーデータ、加速度データ、および処理結果データ）を取得する。そして、
ゲーム装置本体５のＣＰＵ３０は、取得した操作情報とゲームプログラムとに基づいて、
ゲーム処理を行う。なお、ブルートゥース（登録商標）の技術を用いて通信部７５を構成
する場合、通信部７５は、他のデバイスから無線送信された送信データを受信する機能も
備えることができる。
【００８７】
　次に、図８～図１２を参照して、ゲーム装置本体５が行う具体的な処理を説明する前に
、本ゲーム装置本体５で行う処理の概要について説明する。図８Ａは、プレイヤがコント
ローラ７を右手で把持した状態をコントローラ７の前面側から見た一例である。図８Ｂは
、プレイヤがコントローラ７を右手で把持した状態をコントローラ７の左側面側から見た
一例である。図９は、親指で操作ボタン７２ｄを強く押し下げたとき、コントローラ７が
揺動する様子を示す図である。図１０は、マーカ８Ｌおよび８Ｒと撮像情報演算部７４と
の視野角を説明するための図である。図１１および図１２は、プレイヤがコントローラ７
を操作した押下強さに応じて、スピーカ２ａから再生される音量の大きさおよびモニタ２
の表示画面に表示されるオブジェクトＯＢＪの一例を示す図である。
【００８８】
　図８Ａおよび図８Ｂに示すように、プレイヤがコントローラ７を操作するとき、例えば
一方の手（例えば右手）でコントローラ７を把持する。このとき、プレイヤの親指をコン
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トローラ７の上面（例えば、操作ボタン７２ｄ付近）に添え、プレイヤの人差し指をコン
トローラ７下面の凹部（例えば、操作ボタン７２ｉ付近）に添えるようにして、コントロ
ーラ７を操作する。なお、このようなコントローラ７に対する把持状態は、プレイヤの左
手であっても同様に行えることは言うまでもない。このように、コントローラ７は、プレ
イヤが片手で把持した状態で操作部７２を押下する操作を容易に行うことができる。
【００８９】
　図８Ｂに示した親指で操作ボタン７２ｄを押したとき、コントローラ７は手で把持され
ているだけなので、図９に示すようにコントローラ７が上下に揺れる。なお、図９におい
ては、コントローラ７を側面側から示しており、破線で押下前のコントローラ７の状態を
示し、実線で押下によって揺動したコントローラ７の状態を示している。この上下方向の
揺動は、プレイヤが操作ボタン７２ｄを押下する強さが強いほど、その揺動角度θや揺動
速度が速くなる傾向がある。このようなコントローラ７の上下の揺れは、ハウジング７１
全体が下へ揺動する動きに応じてその先端部が下に揺動するという動きになるので、下方
向成分に着目すれば加速度センサ７０１が検出するｙ軸成分の加速度変化として現れる。
一方、動きセンサがジャイロセンサで構成されている場合には、その先端部の揺動が角速
度（揺動角度θ）として現れる。そして、コントローラ７の揺れの大きさは、操作ボタン
７２ｄを押したときの強さに応じて大きくなるので、加速度センサ７０１やジャイロセン
サの値にアナログ的に現れることとなる。
【００９０】
　例えば、操作ボタン７２が押下されたタイミングまでにメモリに記録されている動きセ
ンサ（加速度センサ７０１やジャイロセンサ）の値の変化、そのタイミング時点の動きセ
ンサの値、そのタイミング後にメモリに記録される動きセンサの値の変化、そのタイミン
グ前後の値の変化などを算出することによって、押下された強さを推定することができる
。
【００９１】
　本実施例では片手でコントローラ７を把持した場合について説明するが、本コントロー
ラ７を横持ちにして両手で把持した場合でも、片手の場合と同じように操作ボタン７２を
押す強さによってハウジング７１が揺れるので、その強さに応じた値が加速度センサ７０
１やジャイロセンサから出力される。なお、コントローラ７を机の上に置いて操作したよ
うな場合には、手で把持した場合に比べてその揺れが小さくなるが、操作ボタン７２が押
される際の衝撃がハウジング７１にも伝わるため、このような使用態様であってもアナロ
グ的な値が現れる。また、図９では、操作ボタン７２の押下時にハウジング７１が下がる
ことによる動きセンサの値を例に説明したが、押下のタイミング時またはその前後の動き
センサの値を利用することで、例えばハウジング７１が下がった後には上向きに戻るよう
な動き、さらには、操作ボタン７２の押下時の力が大きいほど、ハウジング７１が押下げ
方向に例えば上下にぶれるため、このような震動成分による値の変化によって、押下げ時
の大きさをアナログ的に検出することができる。
【００９２】
　また、プレイヤは、コントローラ７の前面（撮像情報演算部７４が撮像する光の入射口
側）がモニタ２の表示画面と対向するようにコントローラ７を把持することによって、撮
像情報演算部７４からの情報を用いた操作も可能となる。例えば、上述したように、プレ
イヤの親指をコントローラ７の上面に添え、プレイヤの人差し指をコントローラ７下面の
凹部に添えたとき、コントローラ７の前面に設けられている撮像情報演算部７４の光入射
口がプレイヤの前方方向に露出する。一方、モニタ２の表示画面近傍には、２つのマーカ
８Ｌおよび８Ｒが設置される。これらマーカ８Ｌおよび８Ｒは、それぞれモニタ２の前方
に向かって赤外光を出力し、撮像情報演算部７４の撮像対象となる。マーカ８Ｌおよび８
Ｒは、モニタ２に一体的に設けられても良いし、モニタ２とは別体で設けられてモニタ２
の近く（モニタ２の上や下など）に載置されて使用されるものであってもよい。
【００９３】
　このように、プレイヤがコントローラ７を片手で把持したとき、当該コントローラ７の
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前面に設けられている撮像情報演算部７４の光入射口が露出するため、上述した２つのマ
ーカ８Ｌおよび８Ｒからの赤外光を容易に当該光入射口から取り入れることができる。つ
まり、プレイヤは、撮像情報演算部７４の機能を阻害することなくコントローラ７を片手
で把持することができる。ここで、コントローラ７が縦長形状であり、当該長手方向の端
部前面に撮像情報演算部７４の光入射口が配設されているため、撮像情報演算部７４を利
用してプレイヤがコントローラ７で指し示すような操作に好適である。
【００９４】
　ここで、図１０に示すように、マーカ８Ｌおよび８Ｒは、それぞれ視野角θ１を有して
いる。また、撮像素子７４３は、視野角θ２を有している。例えば、マーカ８Ｌおよび８
Ｒの視野角θ１は共に３４°（半値角）であり、撮像素子７４３の視野角θ２は４１°で
ある。そして、撮像素子７４３の視野角θ２の中にマーカ８Ｌおよび８Ｒが共に存在し、
マーカ８Ｌの視野角θ１の中でかつマーカ８Ｒの視野角θ１の中に撮像素子７４３が存在
するとき、ゲーム装置本体５は、２つのマーカ８Ｌおよび８Ｒによる高輝度点に関する位
置データを用いてコントローラ７の位置を算出する。
【００９５】
　プレイヤがその前面がモニタ２に向くようにコントローラ７を把持することによって、
撮像情報演算部７４には２つのマーカ８Ｌおよび８Ｒが出力した赤外光が入射する。そし
て、赤外線フィルタ７４１およびレンズ７４２を介して、入射した赤外光を撮像素子７４
３が撮像し、当該撮像画像を画像処理回路７４４が処理する。ここで、撮像情報演算部７
４では、マーカ８Ｌおよび８Ｒから出力される赤外線成分を検出することで、上記撮像画
像における当該マーカ８Ｌおよび８Ｒの位置情報（対象画像の位置）や面積、直径、幅等
のサイズ情報を取得する。具体的には、画像処理回路７４４は、撮像素子７４３が撮像し
た画像データを解析して、まず面積情報からマーカ８Ｌおよび８Ｒからの赤外光ではあり
得ない画像を除外し、さらに輝度が高い点をマーカ８Ｌおよび８Ｒそれぞれの位置として
判別する。そして、撮像情報演算部７４は、判別されたそれらの輝点の重心位置等の位置
情報を取得し、上記処理結果データとして出力する。ここで、上記処理結果データである
位置情報は、撮像画像における所定の基準点（例えば、撮像画像の中央や左上隅）を原点
とした座標値として出力するものでもよく、所定のタイミングにおける輝点位置を基準点
として、当該基準位置からの現在の輝点位置の差をベクトルとして出力するものでもよい
。つまり、上記対象画像の位置情報は、撮像素子７４３が撮像した撮像画像に対して所定
の基準点を設定した場合に、当該基準点に対する差として用いられるパラメータである。
このような位置情報をゲーム装置本体５へ送信することによって、ゲーム装置本体５では
、基準からの上記位置情報の差に基づいて、マーカ８Ｌおよび８Ｒに対する撮像情報演算
部７４、すなわちコントローラ７の動き、姿勢、位置等に応じた信号の変化量を得ること
ができる。具体的には、コントローラ７が動かされることによって、通信部７５から送信
される画像内の高輝度点の位置が変化するため、高輝度点の位置の変化に対応させた方向
入力や座標入力を行うことで、３次元空間に対してコントローラ７の移動方向に沿った方
向入力や座標入力を行うことができる。なお、後述する処理動作例では、撮像情報演算部
７４が撮像画像におけるマーカ８Ｌおよび８Ｒの対象画像それぞれの重心位置の座標を少
なくとも取得し、上記処理結果データとして出力する例を用いる。
【００９６】
　このように、コントローラ７の撮像情報演算部７４によっても、固定的に設置されたマ
ーカ（実施例では、２つのマーカ８Ｌおよび８Ｒからの赤外光）を撮像することによって
、ゲーム装置本体５における処理において、コントローラ７から出力されるデータを処理
してコントローラ７の動き、姿勢、位置等に対応した操作が可能となり、ボタンを押下す
るような操作ボタンや操作キーとは異なった直感的な操作入力となる。また、上述したよ
うに上記マーカ８Ｌおよび８Ｒは、モニタ２の表示画面近傍に設置されているため、マー
カ８Ｌおよび８Ｒに対する位置をモニタ２の表示画面に対するコントローラ７の動き、姿
勢、位置等に換算することも容易に行うことができる。つまり、コントローラ７の動き、
姿勢、位置等による処理結果データは、モニタ２の表示画面に直接作用する操作入力とし
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て用いることができ、例えば、表示画面に対してコントローラ７で指し示した位置を算出
することができる。したがって、プレイヤがコントローラ７を把持した手をモニタ２の表
示画面に対して動かすことによって、プレイヤの手の運動が表示画面に直接的に作用する
操作入力を備えることができ、コントローラ７が表示画面に対して座標指定するためのデ
ータを出力可能なポインティングデバイスとして機能する。
【００９７】
　本発明を適用して実現する処理の一例として、図８Ｂに示すように操作部７２（例えば
、操作ボタン７２ｄ）を押下する強さ（以下、押下強さと記載する）に応じて、再生する
音量を変化させたり、表示するオブジェクトの大きさや動作を変化させたりする処理があ
る。
【００９８】
　例えば、プレイヤが操作ボタン７２ｄを押下した場合、図１１に示すように、スピーカ
２ａからその押下強さに応じた音量で音声（効果音）が再生される。また、プレイヤが操
作ボタン７２ｄを押下した押下強さに応じたサイズのオブジェクトＯＢＪが、モニタ２の
表示画面に表示される。
【００９９】
　一方、プレイヤが図１１の状態よりさらに強く操作ボタン７２ｄを押下した場合、図１
２に示すように、その押下強さに応じてスピーカ２ａから再生される効果音の音量が大き
くなる。また、プレイヤが操作ボタン７２ｄを押下した押下強さに応じて、表示されるオ
ブジェクトＯＢＪのサイズも拡大されてモニタ２の表示画面に表示される。
【０１００】
　次に、ゲームシステム１において行われる処理の詳細を説明する。まず、図１３を参照
して、処理において用いられる主なデータについて説明する。なお、図１３は、押下強さ
に応じて音量を変化させる処理を行う場合に、ゲーム装置本体５のメインメモリ３３に記
憶されるゲームプログラムおよびデータの一例を示す図である。
【０１０１】
　図１３に示すように、メインメモリ３３は、プログラム記憶領域３３Ｐおよびデータ記
憶領域３３Ｄを有している。そして、プログラム記憶領域３３Ｐには、ゲームプログラム
ＧＰ等が記憶され、データ記憶領域３３Ｄには、操作情報Ｄａ、前回加速度データＤｂ、
格納位置データＤｃ、差分データバッファＤｄ、押下強さデータＤｅ、計測中フラグＤｆ
、サンプリング範囲データＤｇ、および音量データＤｈ等が記憶される。なお、メインメ
モリ３３には、図１３に示すデータの他、処理に応じてゲームに登場するオブジェクトや
キャラクタに関する他のデータ等、ゲーム処理に必要なデータが記憶される。
【０１０２】
　ゲームプログラムＧＰは、ＣＰＵ３０が処理に必要なプログラムを光ディスク４から読
み出して適宜記憶するものであり、処理全体（後述するステップ５１～ステップ８７）を
定義するプログラムである。このゲームプログラムＧＰの実行開始によってゲーム処理が
開始される。
【０１０３】
　操作情報Ｄａは、コントローラ７から送信データとして送信されてくる一連の操作情報
であり、最新の操作情報に更新される。操作情報Ｄａには、上述の処理結果データに相当
する第１座標データＤａ１および第２座標データＤａ２が含まれる。第１座標データＤａ
１は、撮像素子７４３が撮像した撮像画像に対して、２つのマーカ８Ｌおよび８Ｒのうち
の一方の画像の位置（撮像画像内における位置）を表す座標のデータである。第２座標デ
ータＤａ２は、他方のマーカの画像の位置（撮像画像内における位置）を表す座標のデー
タである。例えば、マーカの画像の位置は、撮像画像におけるＸＹ座標系によって表され
る。なお、本発明は、第１座標データＤａ１および第２座標データＤａ２が取得できない
デバイスでも実現可能であり、後述するフローチャートではこれらのデータを利用しない
態様を示す。
【０１０４】
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　また、操作情報Ｄａには、撮像画像から得られる処理結果データの一例の座標データ（
第１座標データＤａ１および第２座標データＤａ２）の他、操作部７２から得られるキー
データＤａ３および加速度センサ７０１から得られる加速度データＤａ４等が含まれる。
加速度データＤａには、加速度センサ７０１がｘ、ｙ、およびｚ軸の３軸成分に分けてそ
れぞれ検出したｘ軸方向加速度データａｘ、ｙ軸方向加速度データａｙ、およびｚ軸方向
加速度データａｚが含まれる。なお、ゲーム装置本体５に内蔵される通信ユニット６は、
コントローラ７から所定間隔（例えば５ｍｓ毎）に送信される操作情報Ｄａを受信し、通
信ユニット６に備える図示しないバッファに蓄える。その後、ゲーム処理間隔である１フ
レーム毎（１／６０秒）に読み出されてメインメモリ３３の操作情報Ｄａが更新される。
なお、本実施例では、加速度データＤａ４は、ゲーム処理間隔である１フレーム毎より短
い周期（例えば、約１／２０秒）で読み出されて更新される。そして、更新された加速度
データＤａ４を用いた差分値がメインメモリ３３（差分データバッファＤｄ）に記憶され
ていく。
【０１０５】
　前回加速度データＤｂは、上記差分値を算出する周期における前回に得た加速度データ
（ｘ軸方向加速度データｂｘ、ｙ軸方向加速度データｂｙ、ｚ軸方向加速度データｂｚ）
である。格納位置データＤｃは、差分値ｗを差分データバッファＤｄに格納する位置を示
す格納位置ｂｆ＿ｉｄを示すデータである。差分データバッファＤｄは、加速度データＤ
ａ４および前回加速度データＤｂから得られる加速度ベクトルの大きさの差分値ｗを、指
定された格納位置ｂｆ＿ｉｄに順次格納していく記憶領域である。なお、差分データバッ
ファＤｄに格納される差分値ｗのバッファ数はｂｆ＿ＭＡＸであり、格納位置ｂｆ＿ｉｄ
が０～ｂｆ＿ＭＡＸ－１にそれぞれ差分値ｗ０～ｗ（ｂｆ＿ＭＡＸ－１）が格納される。
また、バッファ数ｂｆ＿ＭＡＸは、後述するボタン情報読み込み処理において参照するデ
ータ数より多い数（例えば、後述する定数Ｍより多い数）に設定することが好ましい。押
下強さデータＤｅは、プレイヤが操作部７２を押下した押下強さｐｏｗｅｒを示すデータ
である。計測中フラグＤｆは、押下強さを計測中であるか否かを示す計測中フラグｆｇを
示すデータである。サンプリング範囲データＤｇは、差分データバッファＤｄに格納され
た差分値ｗから、押下強さｐｏｗｅｒを算出するために利用するデータ範囲（格納位置ｉ
ｄ＿ｎｏｗ～ｉｄ＿ｅｎｄ）を示すデータである。音量データＤｈは、押下強さｐｏｗｅ
ｒから算出された効果音の音量を示すデータである。
【０１０６】
　次に、図１４～図１７を参照して、ゲーム装置本体５において行われる処理の詳細を説
明する。なお、図１４は、ゲーム装置本体５において実行される処理を示すフローチャー
トである。図１５は、図１４のステップ５４における加速度情報保存処理の詳細な動作を
示すサブルーチンである。図１６は、図１４のステップ５６におけるボタン情報読込処理
の詳細な動作を示すサブルーチンである。図１７は、図１４のステップ５７におけるゲー
ムメイン処理の詳細な動作を示すサブルーチンである。なお、図１４～図１７に示すフロ
ーチャートにおいては、本願発明と直接関連しない他の処理については詳細な説明を省略
する。また、図１４～図１７では、ＣＰＵ３０が実行する各ステップを「Ｓ」と略称する
。
【０１０７】
　ゲーム装置本体５の電源が投入されると、ゲーム装置本体５のＣＰＵ３０は、図示しな
いブートＲＯＭに記憶されている起動プログラムを実行し、これによってメインメモリ３
３等の各ユニットが初期化される。そして、光ディスク４に記憶されたゲームプログラム
がメインメモリ３３に読み込まれ、ＣＰＵ３０によって当該プログラムの実行が開始され
る。図１４に示すフローチャートは、以上の処理が完了した後に行われる処理を示すフロ
ーチャートである。
【０１０８】
　図１４において、ＣＰＵ３０は、ゲーム処理の初期設定を行い（ステップ５１～ステッ
プ５３）、処理を次のステップに進める。
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【０１０９】
　例えば、ＣＰＵ３０は、データ記憶領域３３Ｄに格納されている加速度情報を初期化す
る（ステップ５１）。ここで、加速度情報は、前回加速度データＤｂ、格納位置データＤ
ｃ、差分データバッファＤｄ、およびサンプリング範囲データＤｇ等に相当する。具体的
には、ＣＰＵ３０は、前回加速度データＤｂに格納されているｘ軸方向加速度データｂｘ
、ｙ軸方向加速度データｂｙ、およびｚ軸方向加速度データｂｚを全て０、すなわち（ｂ
ｘ，ｂｙ，ｂｚ）＝（０，０，０）とする。また、ＣＰＵ３０は、格納位置データＤｃと
して記憶されている格納位置をｂｆ＿ｉｄ＝０に初期化する。また、ＣＰＵ３０は、差分
データバッファＤｄに格納されている差分値ｗを全て０に初期化する。さらに、ＣＰＵ３
０は、サンプリング範囲データＤｇに格納されている格納位置をｉｄ＿ｎｏｗ＝０、ｉｄ
＿ｅｎｄ＝０に初期化する。
【０１１０】
　また、ＣＰＵ３０は、データ記憶領域３３Ｄに格納されているボタン情報を初期化する
（ステップ５２）。ここで、ボタン情報は、押下強さデータＤｅおよび計測中フラグＤｆ
等に相当する。例えば、ＣＰＵ３０は、押下強さデータＤｅに格納されている押下強さを
ｐｏｗｅｒ＝０に初期化する。また、ＣＰＵ３０は、計測中フラグＤｆに格納されている
計測中フラグをｆｇ＝０に初期化する。
【０１１１】
　さらに、ＣＰＵ３０は、データ記憶領域３３Ｄに格納されているゲーム情報を初期化す
る（ステップ５３）。ここで、ゲーム情報は、音量データＤｈ等に相当し、他にゲーム処
理に使用する他のパラメータを含んでいる。例えば、ＣＰＵ３０は、音量データＤｈが示
す効果音の音量を所定の最小ボリューム値に初期化する。
【０１１２】
　次に、ＣＰＵ３０は、ゲーム終了（ステップ５５およびステップ５８でＹｅｓ）まで、
ステップ５４の処理とステップ５６およびステップ５７の処理をそれぞれ並行にスレッド
処理して繰り返す。例えば、ステップ５４を繰り返す処理は、ステップ５６およびステッ
プ５７を繰り返す処理より約３倍の速度で繰り返される。
【０１１３】
　ステップ５４において、ＣＰＵ３０は、加速度情報保存処理を行う。そして、ＣＰＵ３
０は、ゲームを継続する場合（ステップ５５でＮｏ）、ステップ５４を繰り返して行う。
以下、図１５を参照して、ステップ５４で行う加速度情報保存処理について説明する。
【０１１４】
　図１５において、ＣＰＵ３０は、加速度データＤａ４を読み込み（ステップ６１）、処
理を次のステップに進める。具体的には、ＣＰＵ３０は、データ記憶領域３３Ｄの加速度
データＤａ４として格納されているｘ軸方向加速度データａｘ、ｙ軸方向加速度データａ
ｙ、およびｚ軸方向加速度データａｚを読み込む。
【０１１５】
　次に、ＣＰＵ３０は、前回得られた加速度データとの差分を算出して（ステップ６２）
、処理を次のステップに進める。具体的には、ＣＰＵ３０は、データ記憶領域３３Ｄの前
回加速度データＤｂとして格納されているｘ軸方向加速度データｂｘ、ｙ軸方向加速度デ
ータｂｙ、およびｚ軸方向加速度データｂｚを読み出す。そして、ＣＰＵ３０は、上記ス
テップ６１で取得した加速度データａｘ、ａｙ、およびａｚを用いて、ｘ軸方向加速度デ
ータの差分ｖｘ＝ａｘ－ｂｘ、ｙ軸方向加速度データの差分ｖｙ＝ａｙ－ｂｙ、およびｚ
軸方向加速度データの差分ｖｚ＝ａｚ－ｂｚを算出する。
【０１１６】
　次に、ＣＰＵ３０は、上記ステップ６１で取得した加速度データａｘ、ａｙ、およびａ
ｚを、前回加速度データＤｂとして格納して（ステップ６３）、処理を次のステップに進
める。具体的には、ＣＰＵ３０は、ｘ軸方向加速度データａｘをｘ軸方向加速度データｂ
ｘとし、ｙ軸方向加速度データａｙをｙ軸方向加速度データｂｙとし、ｚ軸方向加速度デ
ータａｚをｚ軸方向加速度データｂｚとして、前回加速度データＤｂを更新する。
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【０１１７】
　次に、ＣＰＵ３０は、上記ステップ６２で算出した差分の大きさ（差分値ｗ）を求めて
（ステップ６４）、処理を次のステップに進める。例えば、ＣＰＵ３０は、差分値ｗを、
【数１】

で算出する。
【０１１８】
　次に、ＣＰＵ３０は、上記ステップ６４で求めた差分値ｗを差分データバッファＤｄに
格納し（ステップ６５）、処理を次のステップに進める。例えば、ＣＰＵ３０は、現在の
格納位置データＤｃが示す格納位置ｂｆ＿ｉｄの位置に差分値ｗを格納する。
【０１１９】
　次に、ＣＰＵ３０は、格納位置データＤｃが示す格納位置ｂｆ＿ｉｄを更新し（ステッ
プ６６）、当該サブルーチンによる処理を終了する。例えば、ＣＰＵ３０は、新たな格納
位置ｂｆ＿ｉｄを、
　　ｂｆ＿ｉｄ←（ｂｆ＿ｉｄ＋１）％ｂｆ＿ＭＡＸ
で求める。ここで、Ａ％Ｂは、ＡをＢで割った余りを示し、ｂｆ＿ＭＡＸは差分データバ
ッファＤｄのバッファ数である。
【０１２０】
　図１４に戻り、ステップ５６およびステップ５７において、ＣＰＵ３０は、それぞれボ
タン情報処理およびゲームメイン処理を行う。そして、ＣＰＵ３０は、ゲームを継続する
場合（ステップ５８でＮｏ）、ステップ５６およびステップ５７を繰り返して行う。以下
、図１６および図１７を参照して、ステップ５６およびステップ５７で行うボタン情報処
理およびゲームメイン処理について説明する。
【０１２１】
　図１６において、ＣＰＵ３０は、キーデータＤａ３を参照して、押下強さの計測対象と
する操作部７２（例えば、操作ボタン７２ｄ）がＯＦＦからＯＮに変化したか否か、すな
わち、当該操作部７２を押下していない状態から押下している状態に変化した瞬間か否か
を判断する（ステップ７１）。そして、ＣＰＵ３０は、計測対象となる操作部７２がＯＦ
ＦからＯＮに変化した場合、次のステップ７２に処理を進める。一方、ＣＰＵ３０は、計
測対象となる操作部７２がＯＦＦからＯＮに変化していない場合、次のステップ７４に処
理を進める。
【０１２２】
　ステップ７２において、ＣＰＵ３０は、押下強さ計測開始処理を行う。例えば、ＣＰＵ
３０は、計測中フラグｆｇ＝１に設定して計測中フラグＤｆを更新し、押下強さｐｏｗｅ
ｒ＝０に設定して押下強さデータＤｅを更新する。そして、ＣＰＵ３０は、差分データバ
ッファＤｄに記述された差分値ｗから採用するサンプリング範囲を決定して（ステップ７
３）、処理を次のステップ７５に進める。例えば、ＣＰＵ３０は、格納位置ｂｆ＿ｉｄが
ｉｄ＿ｎｏｗからｉｄ＿ｅｎｄまでに記述されている差分値ｗをサンプリングする。例え
ば、格納位置ｉｄ＿ｎｏｗおよびｉｄ＿ｅｎｄは、それぞれ
　　ｂｆ＿ｎｏｗ←（ｂｆ＿ｉｄ－Ｍ）％ｂｆ＿ＭＡＸ
　　ｂｆ＿ｅｎｄ←（ｂｆ＿ｉｄ＋Ｎ）％ｂｆ＿ＭＡＸ
で求められる。なお、ＭおよびＮは定数であり、ｂｆ＿ｉｄは格納位置データＤｃに現在
格納されている格納位置ｂｆ＿ｉｄの値である。ここで、後述の説明から明らかになるが
、ＣＰＵ３０は、現在の格納位置ｂｆ＿ｉｄを基準にＭ回前に遡って取得された時点から
格納位置ｂｆ＿ｉｄを基準にＮ回後に取得される時点までの差分値ｗを、押下強さの計測
に採用する。つまり、計測対象の操作部７２が押下された瞬間の前後に得られた差分値ｗ
を採用しており、押下された前後にコントローラ７の本体に生じた加速度データを利用し
ていることになる。
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【０１２３】
　一方、ステップ７４において、ＣＰＵ３０は、計測中フラグＤｆを参照して押下強さを
計測中か否かを判断する。そして、ＣＰＵ３０は、押下強さ計測中（ｆｇ＝１）の場合、
処理を次のステップ７５に進める。一方、ＣＰＵ３０は、押下強さ計測中でない（ｆｇ＝
０）場合、当該サブルーチンによる処理を終了する。
【０１２４】
　ステップ７５において、ＣＰＵ３０は、上記ステップ７３で決定した格納位置ｂｆ＿ｎ
ｏｗが格納位置データＤｃに現在格納されている格納位置ｂｆ＿ｉｄと同じか否かを判断
する。そして、ＣＰＵ３０は、ｂｆ＿ｎｏｗ≠ｂｆ＿ｉｄの場合、処理を次のステップ７
６に進める。一方、ＣＰＵ３０は、ｂｆ＿ｎｏｗ＝ｂｆ＿ｉｄの場合、当該サブルーチン
による処理を終了する。これは、ｂｆ＿ｎｏｗ＝ｂｆ＿ｉｄのときは、上記ステップ５４
の加速度情報保存処理において次の差分値ｗを格納する位置が格納位置ｂｆ＿ｎｏｗとな
るためであり、このような格納位置に記述された差分値ｗを採用することを避けるためで
ある。
【０１２５】
　ステップ７６において、ＣＰＵ３０は、押下強さデータＤｅに格納された押下強さｐｏ
ｗｅｒおよび格納位置ｉｄ＿ｎｏｗに格納された差分値ｗを参照し、押下強さｐｏｗｅｒ
に差分値ｗを累積して新たな押下強さｐｏｗｅｒを算出して、押下強さデータＤｅを更新
する。例えば、ＣＰＵ３０は、新たな押下強さｐｏｗｅｒを
　　ｐｏｗｅｒ←ｐｏｗｅｒ＋ｗ
で算出する。そして、ＣＰＵ３０は、格納位置ｉｄ＿ｎｏｗを更新して（ステップ７７）
、処理を次のステップに進める。例えば、ＣＰＵ３０は、新たな格納位置ｉｄ＿ｎｏｗを
、
　　ｉｄ＿ｎｏｗ←（ｉｄ＿ｎｏｗ＋１）％ｂｆ＿ＭＡＸ
で算出する。
【０１２６】
　次に、ＣＰＵ３０は、上記ステップ７７で更新した格納位置ｉｄ＿ｎｏｗが上記ステッ
プ７３で決定した格納位置ｂｆ＿ｅｎｄと同じか否かを判断する。そして、ＣＰＵ３０は
、ｂｆ＿ｎｏｗ＝ｂｆ＿ｅｎｄの場合、サンプリング範囲の差分値ｗを全て累積したと判
断して、処理を次のステップ７９に進める。一方、ＣＰＵ３０は、ｂｆ＿ｎｏｗ≠ｂｆ＿
ｅｎｄの場合、上記ステップ７５に戻って処理を繰り返す。
【０１２７】
　ステップ７９において、ＣＰＵ３０は、押下強さ計測終了処理を行って、当該サブルー
チンによる処理を終了する。例えば、ＣＰＵ３０は、計測中フラグｆｇ＝０に設定して計
測中フラグＤｆを更新する。
【０１２８】
　図１７において、ＣＰＵ３０は、キーデータＤａ３を参照して、押下強さの計測対象と
する操作部７２がＯＦＦからＯＮに変化したか否か、すなわち、当該操作部７２を押下し
ていない状態から押下している状態に変化した瞬間か否かを判断する（ステップ８１）。
そして、ＣＰＵ３０は、計測対象となる操作部７２がＯＦＦからＯＮに変化した場合、次
のステップ８２に処理を進める。一方、ＣＰＵ３０は、計測対象となる操作部７２がＯＦ
ＦからＯＮに変化していない場合、次のステップ８４に処理を進める。
【０１２９】
　ステップ８２において、ＣＰＵ３０は、押下強さの計測対象とする操作部７２の押下に
応じて発する効果音の再生を開始する。そして、ＣＰＵ３０は、押下強さｐｏｗｅｒに応
じて効果音の音量を設定して音量データＤｈを更新し、当該音量に応じてスピーカ２ａか
ら効果音を発生させ（ステップ８３）、次のステップ８６に処理を進める。例えば、ＣＰ
Ｕ３０は、現在設定されている押下強さｐｏｗｅｒに所定の定数を乗じることによって、
効果音の音量を設定する。
【０１３０】
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　一方、ステップ８４において、ＣＰＵ３０は、計測中フラグＤｆを参照して押下強さを
計測中か否かを判断する。次に、ＣＰＵ３０は、押下強さ計測中（ｆｇ＝１）の場合、効
果音を再生中か否かを判断する（ステップ８５）。そして、ＣＰＵ３０は、押下強さ計測
中で効果音を再生中である場合（ステップ８４およびステップ８５が共にＹｅｓ）、上記
ステップ８３に処理を進める。つまり、効果音を再生開始した後であっても、その後に累
積される新たな押下強さｐｏｗｅｒに応じて、発せられる効果音の音量が変化することに
なる。一方、ＣＰＵ３０は、押下強さ計測中であるが効果音の再生中でない場合（ステッ
プ８４でＹｅｓ、ステップ８５でＮｏ）、当該サブルーチンによる処理を終了する。さら
に、ＣＰＵ３０は、押下強さ計測中でない場合（ステップ８４でＮｏ）、次のステップ８
６に処理を進める。
【０１３１】
　ステップ８６において、ＣＰＵ３０は、効果音の再生を終了するタイミングか否かを判
断する。例えば、効果音の再生を終了するタイミングは、押下強さの計測対象とする操作
部７２がＯＮからＯＦＦに変化した時点や、当該時点から所定時間経過した時点や、操作
部７２がＯＦＦからＯＮに変化した時点から所定時間経過した時点等に設定される。そし
て、ＣＰＵ３０は、効果音の再生を終了するタイミングでない場合（効果音が再生されて
いない場合を含む）、当該サブルーチンによる処理を終了する。一方、ＣＰＵ３０は、効
果音の再生を終了するタイミングが到来した場合、効果音の再生を終了して（ステップ８
７）、当該サブルーチンによる処理を終了する。
【０１３２】
　このように、上述したフローチャートの動作によれば、操作ボタン毎に検出素子を設け
ることなく、操作ボタンを押す強さをゲームに反映させることができる。例えば、コント
ローラ７に設けられた加速度センサからの加速度データを用いて、操作ボタンに加えられ
た強さをアナログ的に算出して、当該算出結果に応じた音量で効果音を発生させることが
できる。
【０１３３】
　また、上述したフローチャートの動作によれば、操作ボタンがＯＦＦからＯＮに変化す
る瞬間をトリガーとして、その前後に生じた加速度データの差分を累積して押下強さを算
出している。このように加速度データの差分を累積することによって、加速度センサ７０
１が常に検出している重力加速度の影響を除外できることに加え、操作ボタンの押下に使
用された操作エネルギーと同価な押下強さの算出が可能となり、瞬間的に操作ボタンを押
下するような操作に対しても高感度となる。
【０１３４】
　また、上記トリガーの前に生じていた加速度データの差分を用いることによって、プレ
イヤが操作ボタンを押し込むストローク中の押下強さ（押下前の強さ）を算出することが
できる。また、上記トリガーの後に生じる加速度データの差分を用いることによって、プ
レイヤが操作ボタンを押し込むことによってコントローラ７本体に与える衝撃力（押下後
の強さ）を算出することができる。これらの押下前の押下強さや押下後の押下強さ等の一
方を算出する必要がない場合、一方のみにサンプリング期間を設定して押下強さを算出し
てもかまわない。例えば、押下強さの計測対象とする操作部が上記トリガー状態になるま
での押下ストロークが短い（例えば、接触した瞬間にＯＦＦからＯＮに変化するタッチパ
ネル等）場合、押下前の強さを算出しなくてもかまわない。この場合、上記トリガーから
所定時間経過するまでに得られる加速度データの差分を累積して押下強さを算出すること
になる。具体的には、一方のみをサンプリング期間に設定する場合、上記定数Ｍを０に設
定することによって押下後の所定期間のみをサンプリング期間とできるし、上記定数Ｎを
０に設定することによって押下前から押下までの所定期間のみをサンプリング期間にする
ことができる。　
【０１３５】
　また、ゲーム処理に要求される押下強さの精度が低い場合、設定されたサンプリング期
間全体において生じた加速度データの差分の累積を用いなくてもかまわない。例えば、上
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記トリガー時点および他の時点で生じた加速度データの差分を用いて押下強さを算出して
もかまわない。このような算出は、上記定数ＭおよびＮの設定値を調整することによって
行うことができる。さらに、上記トリガー時点で生じた加速度データの絶対値を用いて押
下強さを算出してもかまわない。このように、加速度データの差分や差分の累積を行わな
くても、２時点で生じた加速度データの差分やある瞬間に生じた加速度データの絶対値を
用いることによって、押下強さを算出することも可能である。
【０１３６】
　また、上述した実施例では、ある特定の操作部７２（操作ボタン７２ｄ）を押下強さの
計測対象としたが、本発明ではコントローラ７の本体の動きに応じた動きデータを発生さ
せる加速度センサ７０１からの加速度データを用いているために、他の操作部７２を押下
強さの計測対象にすることも可能である。さらに、複数の操作部７２を押下強さの計測対
象にすることができることは言うまでもない。このように、本発明では、コントローラ７
に備えられた全ての操作部７２に加えられた強さをそれぞれアナログ的に検出することが
できるが、それぞれの操作部７２に特別なデバイスを用意する必要はなく、１つの加速度
センサ７０１で実現可能であるため、コスト面で非常に有利である。
【０１３７】
　また、コントローラ７に設けられた加速度センサ７０１は、互いに直交する３軸成分に
分けてそれぞれ検出して出力する３軸加速度センサを用いて説明したが、少なくとも直交
する２軸成分をそれぞれ検出する加速度センサや１軸成分のみを検出する加速度センサを
用いても本発明を実現することができる。例えば、少なくとも押下強さの計測対象とする
操作ボタンのストローク方向成分を検出する加速度センサをコントローラ７に設け、当該
加速度センサから取得される加速度データを用いれば、同様に当該操作ボタンの押下強さ
を算出することができる。
【０１３８】
　また、コントローラ７に設けられた加速度センサ７０１の代わりに、上述したジャイロ
センサを用いてもよい。加速度センサ７０１から取得される加速度データと同様にジャイ
ロセンサから取得される出力信号を用いて押下強さを算出することができる。なお、ジャ
イロセンサは、ジャイロ素子の軸を中心とした回転（または角速度）を直接検知すること
ができるため、取得される回転や角速度を差分しなくても絶対値の累積を用いて、上記押
下強さを算出することも可能である。
【０１３９】
　また、上述した説明では、押下操作に応じてＯＮ－ＯＦＦするデジタル入力が可能な操
作部７２の押下強さを算出して処理に利用する例を用いたが、背景技術の説明で用いたよ
うなアナログ入力に対応する操作ボタンを押下強さの計測対象としてもかまわない。この
場合、操作ボタン自身が備えるアナログ入力機能による出力信号と、加速度センサ等から
出力を用いて算出した押下強さとが得られることになり、２種類のアナログ的な入力を取
得することになる。しかしながら、例えば、後者の押下強さの算出は、前者では感度が鈍
くなる瞬間的に操作子を押下するような操作に対して高感度となるため、互いの検出特性
を補った押下強さの決定が可能となる。
【０１４０】
　なお、上述したフローチャートの動作では、押下強さに応じて効果音の音量を変化させ
る一例を説明したが、押下強さに応じて効果音の音質を変化させてもかまわない。また、
押下強さに応じて効果音の音程や効果音を発する間隔等、効果音を再生する他のパラメー
タを押下強さに応じて変化させてもかまわない。また、再生される効果音の音量を評価し
て得点を競う音楽ゲームに適用してもかまわない。例えば、ボタン操作を行うべきタイミ
ングと当該タイミングにおける適切な音量と示す評価用データを用意し、これらのタイミ
ングと音量とをプレイヤに提示する。その後、プレイヤが操作した操作タイミングおよび
当該タイミングにおける音量と上記評価用データとを比較して、プレイヤの操作に対する
評価値を決定することによって、音楽ゲームを実現することができる。例えば、ドラム等
の打楽器の操作タイミングと操作の強弱とを競う音楽ゲーム等に好適である。
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【０１４１】
　また、図１１および図１２を用いて説明したように、押下強さに応じてモニタ２に表示
するオブジェクトＯＢＪのサイズも変化させる場合、効果音の音量を設定する処理（ステ
ップ８３）と同時に、オブジェクトＯＢＪを表示するサイズを設定して当該サイズに応じ
たオブジェクトＯＢＪをモニタ２に表示すればよい。また、押下強さに応じて効果音の音
量を変化させなくても、押下強さに応じてモニタ２に表示するオブジェクトＯＢＪのサイ
ズだけを変化させてもかまわない。
【０１４２】
　上述した説明では、押下強さに応じて音量や表示サイズを変化させる一例を示したが、
押下強さに応じて他のゲーム処理を行うことも可能である。例えば、押下強さに応じて、
ゲーム世界を移動するプレイヤオブジェクトの移動速度を変化させたり、プレイヤオブジ
ェクトが放つ他のオブジェクト（弾丸、砲弾、槍等の武器オブジェクトやボールオブジェ
クト等）の移動速度や敵オブジェクトに与えるダメージ量（破壊力等）を変化させたりす
ることができることは言うまでもない。また、ゲーム世界に作用する重力加速度を押下強
さに応じて変化させたり、ジャンプ力を押下強さに応じて変化させたりすることによって
、プレイヤオブジェクトがゲーム世界でジャンプする高さ等を変化させることもできる。
さらに、コントローラ７から取得可能な第１座標データＤａ１および第２座標データＤａ
２を用いて、上述した押下強さを得るデバイス特性を利用したゲームも可能である。
【０１４３】
　図１８および図１９を参照して、第１座標データＤａ１および第２座標データＤａ２を
用いて、押下強さに応じたゲーム処理の一例について説明する。なお、図１８は、第１座
標データＤａ１および第２座標データＤａ２を用いて、押下強さに応じたゲーム処理を行
う際のゲーム画像の一例を示す図である。図１９は、図１４のステップ５７におけるゲー
ムメイン処理の詳細な動作の他の例を示すサブルーチンである。
【０１４４】
　図１８において、モニタ２の表示画面には敵オブジェクトＥが配置されたゲーム空間が
表示されている。ここで、上述したように、コントローラ７の動き、姿勢、位置等による
処理結果データ（第１座標データＤａ１および第２座標データＤａ２）は、モニタ２の表
示画面に直接作用する操作入力として用いることができ、モニタ２の表示画面に対してコ
ントローラ７で指し示した位置を算出することができる。図１８に示すゲーム画像の一例
では、プレイヤがコントローラ７で指し示したモニタ２の表示画面上の位置と重なるゲー
ム空間内の目標位置に、照準オブジェクトＴＧが表示される。
【０１４５】
　プレイヤがコントローラ７の操作ボタン７２ｄを押下することに応じて、照準オブジェ
クトＴＧに向かってゲーム空間の所定位置（例えば、プレイヤキャラクタが配置されてい
る位置）から弾丸等を示す弾丸オブジェクトＯＢＪが放たれる。ここで、弾丸オブジェク
トＯＢＪが放たれてゲーム空間を移動する速度ｖは、プレイヤが操作ボタン７２ｄを押下
した押下強さに応じて変化する。例えば、プレイヤが操作ボタン７２ｄを強く押下する程
、弾丸オブジェクトＯＢＪの移動速度ｖが速くなり、当該弾丸オブジェクトＯＢＪに当た
った敵オブジェクトＥに対するダメージが大きくなる。ここで、プレイヤが操作ボタン７
２ｄを強く押下すると、コントローラ７のハウジング７１に与えるぶれが大きくなる。し
たがって、コントローラ７で指し示すモニタ２の表示画面上の位置もぶれることになり、
照準オブジェクトＴＧの位置が移動してしまう。つまり、プレイヤは、操作ボタン７２ｄ
を強く押下することによって移動速度ｖが速くダメージ量が大きい弾丸オブジェクトＯＢ
Ｊを放つことができるが、その一方で弾丸オブジェクトＯＢＪを着弾させる位置をコント
ロールすることが難しくなるため、よりゲーム性を向上させることができる。
【０１４６】
　これは、ボールをコントロールするスポーツゲーム等にも適用することができる。例え
ば、操作ボタン７２ｄの押下に応じて捕手に向かって投球する野球の投手に適用した場合
、プレイヤは、操作ボタン７２ｄを強く押下することによってスピードが速いボールを投
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げることができるが、その一方でボールを投げるコースをコントロールすることが難しく
なる。
【０１４７】
　次に、第１座標データＤａ１、第２座標データＤａ２、および押下強さに応じたゲーム
処理の詳細を説明する。説明を具体的にするために、押下強さに応じてオブジェクトの移
動速度を変化させるゲーム処理の一例を用いる。なお、当該ゲーム処理のメインフローは
、上述した図１４のフローチャートと同様である。また、当該ゲーム処理における加速度
情報保存処理およびボタン情報読込処理についても、上述した図１５および図１６のサブ
ルーチンと同様である。したがって、これらの処理についての詳細な説明を省略し、当該
ゲーム処理におけるゲームメイン処理について図１９を用いて説明する。
【０１４８】
　図１９において、ＣＰＵ３０は、第１座標データＤａ１および第２座標データＤａ２を
参照して、ゲーム世界における目標位置を算出する（ステップ９１）。そして、ＣＰＵ３
０は、算出された目標位置に照準オブジェクトＴＧを配置して（ステップ９２）、処理を
次のステップに進める。以下、コントローラ７から受信した第１座標データＤａ１および
第２座標データＤａ２に基づいて目標位置を算出する方法例について説明する。
【０１４９】
　第１座標データＤａ１および第２座標データＤａ２は、マーカ８Ｌおよび８Ｒの撮像画
像内における位置を示す座標データであり、ここでは、コントローラ７の通信部７５から
所定の時間間隔（例えば５ｍｓ間隔）でゲーム装置本体５へ送信されている。そして、Ｃ
ＰＵ３０は、１フレーム毎に上記座標データを利用する。
【０１５０】
　上記ステップ９１において、ＣＰＵ３０は、第１座標データＤａ１と第２座標データＤ
ａ２との中点を示す中点座標データ、および第１座標データＤａ１から第２座標データＤ
ａ２への方向データ（例えば、第１座標データＤａ１の位置を始点とし第２座標データＤ
ａ２の位置を終点とするベクトル）を算出する。ここで、中点データは、撮像画像内にお
ける対象画像（マーカ８Ｌおよび８Ｒ）の位置を示すパラメータである。したがって、中
点データと所定の基準位置との差によって、コントローラ７の位置の変化による画像位置
の変化を算出することができる。
【０１５１】
　ここで、マーカ８Ｌおよび８Ｒと、モニタ２の表示画面と、コントローラ７との位置関
係について考える。例えば、モニタ２の上部に２つのマーカ８Ｌおよび８Ｒを設置し（図
１８参照）、上面が上方向を向いたコントローラ７を用いてプレイヤがモニタ２の表示画
面の中央を指し示した場合（撮像情報演算部７４の撮像画像の中央に表示画面中央が撮像
されている状態）を考える。このとき、撮像情報演算部７４の撮像画像において、対象画
像の中点（マーカ８Ｌおよび８Ｒの中点）位置と指し示した位置（表示画面中央）とが一
致しない。具体的には、上記撮像画像における対象画像の位置は、撮像画像の中心から上
方の位置となる。このような位置に対象画像が位置する場合に、表示画面中央を指し示し
ているという基準位置の設定を行う。一方、コントローラ７の移動に対応して、撮像画像
中の対象画像の位置も移動する（移動方向は逆方向となる）ので、撮像画像中の対象画像
の位置の移動に対応させて表示画面を指し示す位置を移動させる処理を行うことによって
、コントローラ７で指し示された表示画面基準の位置を算出することができる。ここで、
基準位置の設定は、予めプレイヤが表示画面の所定位置を指し示し、そのときの対象画像
の位置を当該所定位置と対応させて記憶しておくようにしてもよいし、対象画像と表示画
面との位置関係が固定的であれば、予め設定されていても良い。また、マーカ８Ｌおよび
８Ｒが、モニタ２とは別体で設けられてモニタ２の近く（モニタ２の上や下など）に載置
されて使用されるものである場合には、ゲーム開始前に、マーカ８Ｌおよび８Ｒをモニタ
に対してどの位置に載置しているかをプレイヤに入力させ（例えば、モニタ２の上に載置
したか下に載置したか等の選択肢から選択させ）、光ディスク４やゲーム装置本体５の内
蔵不揮発メモリなどに、モニタの上に載置した場合の基準位置データと、モニタの下に載
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置した場合の基準位置データをそれぞれ記憶しておいて、それらを選択して使用してもよ
い。このような表示画面に対する位置座標は、中点データからモニタ２の表示画面基準の
座標を算出する関数を用いた線形変換で算出される。この関数は、ある撮像画像から算出
される中点座標の値を、当該撮像画像が撮像される時のコントローラ７によって指し示さ
れる表示画面上の位置を表す座標に変換するものである。この関数によって、中点座標か
ら表示画面を基準とした指し示し位置を算出することができる。
【０１５２】
　しかしながら、上面が上方向以外（例えば、右方向）を向いたコントローラ７を用いて
プレイヤがモニタ２の表示画面の中央を指し示した場合、つまりプレイヤがコントローラ
７をひねったり傾けたりしながら操作を行った場合には、上記撮像画像における対象画像
の位置は撮像画像の中心から上方以外（例えば、左方）の方向に移動した位置となる。つ
まり、コントローラ７の傾きによって、コントローラ７の移動方向と、表示画面基準の指
し示し位置の移動方向が一致しないことになる。そこで、方向データに基づいて、中点デ
ータを補正する。具体的には、中点データを、コントローラ７の上面が上方向を向いた状
態であるとした場合における中点座標に補正する。より具体的には、上記基準位置の設定
の際には方向データの基準も設定され、算出された中点データを、方向データと当該基準
方向との角度差に応じた量だけ、撮像画像の中心を軸として中点データが示す座標を回転
移動させて補正する。そして、補正された中点データを用いて上述したように表示画面を
基準とした指し示し位置を算出する。
【０１５３】
　そして、ＣＰＵ３０は、算出した表示画面を基準とした指し示し位置を、対応するゲー
ム世界における位置にさらに変換して、目標位置の座標を算出する。ここで、指し示し位
置に対応するゲーム世界における位置とは、モニタ２の表示画面上における指し示し位置
と重なって表示されるゲーム世界における位置（例えば、透視投影される位置）等である
。
【０１５４】
　ここで、上記表示画面を基準とした指し示し位置の算出処理の本質的な原理は、コント
ローラ７の移動による対象画像の位置の変化によって、指し示された２次元座標の所定の
基準位置からの変位を算出し、座標を設定するというものである。したがって、表示画面
を基準とした指し示し位置座標は、他の２次元座標の入力としても幅広く用いることがで
きる。例えば、指し示し位置座標をワールド座標系におけるｘ座標およびｙ座標の値とし
て直接的に用いることができる。この場合、モニタ２の表示画面とは無関係に、対象画像
の移動をワールド座標系におけるｘ座標およびｙ座標の基準位置からの移動に対応付ける
算出処理を行えばよい。また、２次元のゲーム画像をモニタ２に表示する場合などは、表
示画面を基準とした指し示し位置座標をそのまま２次元のゲーム座標系におけるｘ座標お
よびｙ座標の値として直接的に用いることができる。
【０１５５】
　次に、ＣＰＵ３０は、キーデータＤａ３を参照して、押下強さの計測対象とする操作部
７２がＯＦＦからＯＮに変化したか否か、すなわち、当該操作部７２を押下していない状
態から押下している状態に変化した瞬間か否かを判断する（ステップ９３）。そして、Ｃ
ＰＵ３０は、計測対象となる操作部７２がＯＦＦからＯＮに変化した場合、次のステップ
９４に処理を進める。一方、ＣＰＵ３０は、計測対象となる操作部７２がＯＦＦからＯＮ
に変化していない場合、次のステップ９６に処理を進める。
【０１５６】
　ステップ９４において、ＣＰＵ３０は、押下強さの計測対象とする操作部７２の押下に
応じてゲーム世界を移動するオブジェクト（例えば、図１８に示す弾丸オブジェクトＯＢ
Ｊ）の移動速度の設定を開始する。そして、ＣＰＵ３０は、押下強さｐｏｗｅｒに応じて
移動速度を設定し（ステップ９５）、次のステップ９８に処理を進める。例えば、ＣＰＵ
３０は、現在設定されている押下強さｐｏｗｅｒに所定の定数を乗じることによって、オ
ブジェクトの移動速度を設定する。
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【０１５７】
　一方、ステップ９６において、ＣＰＵ３０は、計測中フラグＤｆを参照して押下強さを
計測中か否かを判断する。次に、ＣＰＵ３０は、押下強さ計測中（ｆｇ＝１）の場合、オ
ブジェクトの移動速度を設定中か否かを判断する（ステップ９７）。そして、ＣＰＵ３０
は、押下強さ計測中で移動速度を設定中である場合（ステップ９６およびステップ９７が
共にＹｅｓ）、上記ステップ９５に処理を進める。つまり、オブジェクトの移動速度を設
定中であれば、その後に累積される新たな押下強さｐｏｗｅｒに応じて、移動速度が更新
されることになる。一方、ＣＰＵ３０は、押下強さ計測中であるが移動速度の設定中でな
い場合（ステップ９６でＹｅｓ、ステップ９７でＮｏ）、次のステップ１００に処理を進
める。さらに、ＣＰＵ３０は、押下強さ計測中でない場合（ステップ９６でＮｏ）、次の
ステップ９８に処理を進める。
【０１５８】
　ステップ９８において、ＣＰＵ３０は、オブジェクトの移動速度を決定するタイミング
か否かを判断する。例えば、移動速度を決定するタイミングは、押下強さの計測対象とす
る操作部７２がＯＮからＯＦＦに変化した時点や、当該時点から所定時間経過した時点や
、操作部７２がＯＦＦからＯＮに変化した時点から所定時間経過した時点等に設定される
。そして、ＣＰＵ３０は、移動速度を決定するタイミングでない場合（移動速度が設定中
でない場合を含む）、次のステップ１００に処理を進める。一方、ＣＰＵ３０は、移動速
度を決定するタイミングが到来した場合、オブジェクトの移動速度を現在設定中の移動速
度に決定し、上記ステップ９１で算出されているゲーム世界における目標位置に向かって
当該決定された移動速度でオブジェクトの移動を開始する。そして、処理を次のステップ
１００に進める。
【０１５９】
　ステップ１００において、モニタ２の表示画面にゲーム画像を表示する処理を行い、当
該サブルーチンによる処理を終了する。例えば、ＣＰＵ３０は、オブジェクトの移動速度
の決定前、すなわち、移動速度の設定中や移動速度の設定を開始していない状態で弾丸オ
ブジェクトＯＢＪがゲーム世界に登場しないとき、敵オブジェクトＥや照準オブジェクト
ＴＧが配置されたゲーム世界をモニタ２に表示する。一方、オブジェクトの移動速度の決
定に応じて、敵オブジェクトＥや照準オブジェクトＴＧが配置されたゲーム世界において
弾丸オブジェクトＯＢＪが決定された移動速度で照準オブジェクトＴＧに向かって移動す
る様子をモニタ２に表示する。
【０１６０】
　このように、コントローラ７で指し示す位置と押下強さとを操作入力として用いること
によって、新たな操作環境を利用したゲームが可能となる。なお、上述した説明では、押
下強さに応じて弾丸オブジェクトＯＢＪの移動速度が変化する態様を用いたが、押下強さ
に応じて弾丸オブジェクトＯＢＪの攻撃力（例えば、敵オブジェクトＥに与えるダメージ
量）が変化するように設定してもかまわない。
【０１６１】
　なお、上述した説明では、表示画面上の位置に対応する座標を指定するためのデータ出
力する入力装置（ポインティングデバイス）の一例として、コントローラ７に設けられた
撮像素子７４３で撮像対象を撮像した画像データを解析することによって、モニタ２の表
示画面に対して座標指定する態様を用いた。この態様は、表示画面近傍に撮像対象となる
２つのマーカを設置し、撮像手段およびその撮像方向を自在に変更可能なハウジングを備
えたデバイスが撮像画像中の２つのマーカを検出し、当該撮像画像におけるマーカの位置
に基づいて当該デバイスが指定する座標位置を導出するものである。しかしながら、他の
態様で上記入力装置を構成してもかまわない。
【０１６２】
　例えば、表示画面近傍に設置する撮像対象は、上述した電気的なマーカ（ＬＥＤモジュ
ール）の他に、光を反射する部材や特定色や特定形状を有する物理的なマーカでもかまわ
ない。また、モニタ２の表示画面に撮像対象を表示してもかまわない。また、コントロー
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ラ７が備える撮像手段でラスタスキャン型モニタの走査線を読み取ることによって、当該
モニタ自体を撮像対象にしてもかまわない。また、磁気発生装置を設け、当該磁気発生装
置から生じる磁気を利用して座標指定してもかまわない。この場合、コントローラ７には
、上記磁気を検出するための磁気センサを設けることになる。
【０１６３】
　また、上述した説明では、２つのマーカ８Ｌおよび８Ｒからの赤外光を、コントローラ
７の撮像情報演算部７４の撮像対象としたが、他のものを撮像対象にしてもかまわない。
例えば、１つまたは３つ以上のマーカをモニタ２の近傍に設置し、それらのマーカからの
赤外光を撮像情報演算部７４の撮像対象としてもかまわない。例えば、所定の長さを有す
る１つのマーカをモニタ２の近傍に設置しても、本発明を同様に実現することができる。
また、モニタ２の表示画面自体や他の発光体（室内灯等）を撮像情報演算部７４の撮像対
象としてもかまわない。撮像対象とモニタ２の表示画面との配置関係に基づいて、当該表
示画面に対するコントローラ７の位置を演算すれば、様々な発光体を撮像情報演算部７４
の撮像対象として用いることができる。
【０１６４】
　また、コントローラ７側にマーカ等の撮像対象を設けて、撮像手段をモニタ２側に設け
てもかまわない。さらに他の例では、コントローラ７の前面から光を放射する機構を設け
てもかまわない。この場合、コントローラ７およびモニタ２とは別の場所にモニタ２の表
示画面を撮像する撮像装置を設置し、モニタ２の表示画面にコントローラ７から放射され
た光が反射した位置を当該撮像装置が撮像した画像から解析することによって、同様に表
示画面に対して座標指定するためのデータを出力可能な入力装置を構成することができる
。また、表示画面に対して座標指定するためのデータを出力可能な入力装置として、マウ
スやタッチパネル等、他のポインティングデバイスを用いてもかまわない。
【０１６５】
　また、上述した説明では、コントローラ７とゲーム装置本体５とが無線通信によって接
続された態様を用いたが、コントローラ７とゲーム装置本体５とがケーブルを介して電気
的に接続されてもかまわない。この場合、コントローラ７に接続されたケーブルをゲーム
装置本体５の接続端子に接続する。
【０１６６】
　また、撮像素子７４３で撮像した画像データを解析してマーカ８Ｌおよび８Ｒからの赤
外光の位置座標やそれらの重心座標等を取得し、それらを処理結果データとしてコントロ
ーラ７内で生成してゲーム装置本体５へ送信する態様を説明したが、他の処理段階のデー
タをコントローラ７からゲーム装置本体５へ送信してもかまわない。例えば、撮像素子７
４３が撮像した画像データをコントローラ７からゲーム装置本体５へ送信し、ＣＰＵ３０
において上記解析処理を行って処理結果データを取得してもかまわない。この場合、コン
トローラ７に設けられた画像処理回路７４４が不要となる。また、上記画像データの解析
途中のデータをコントローラ７からゲーム装置本体５へ送信してもかまわない。例えば、
画像データから得られる輝度、位置、および面積等を示すデータをコントローラ７からゲ
ーム装置本体５へ送信し、ＣＰＵ３０において残りの解析処理を行って処理結果データを
取得してもかまわない。
【０１６７】
　また、上述したコントローラ７の形状や、それらに設けられている操作部７２の形状、
数、および設置位置等は、単なる一例に過ぎず他の形状、数、および設置位置であっても
、本発明を実現できることは言うまでもない。また、コントローラ７における撮像情報演
算部７４の位置（撮像情報演算部７４の光入射口）は、ハウジング７１の前面でなくても
よく、ハウジング７１の外部から光を取り入れることができれば他の面に設けられてもか
まわない。
【０１６８】
　また、上記実施例では、本願発明の情報処理装置を備えるゲーム装置３を一例に説明し
たが、本体の動きを検出する動きセンサと、複数の操作ボタンと、その操作ボタンの種類
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に応じた処理を実行する情報処理装置であればよく、例えば一般的なパーソナルコンピュ
ータ、携帯電話機、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）
、携帯ゲーム装置等のデバイスにも適用することができる。
【０１６９】
　例えば、他の電話機との間で無線通信する通信部を備えた携帯電話機の場合には、携帯
電話機のハウジングが本願発明のハウジングに相当し、テンキーなど通話などに使用する
ボタンが操作ボタンに相当する。例えば携帯電話機のテンキーが押されたときに、携帯電
話機に搭載された加速度センサやジャイロセンサの出力を用いて、そのテンキーの種類に
応じた処理を加速度センサ等の出力値を用いて実行する。このようにすることで、携帯電
話機などでゲームを行うには好適である。また、例えば携帯電話機において文字を打ち込
むときに本発明を利用すれば、強くキーを押したときにはそのキーによって表示される文
字のサイズを大きくしたり、色を変えたりすることなどもできる。
【０１７０】
　なお、上述した実施例では、ゲームプログラムを例に上げて説明したが、操作ボタンに
加えられた入力の大きさに応じて処理をさせるプログラムであれば、どのようなプログラ
ムにも適用することがきでる。
【産業上の利用可能性】
【０１７１】
　本発明に係る情報処理装置および情報処理プログラムは、操作ボタンに加えられた強さ
をアナログ的に検出することができ、ボタン操作に基づいて情報処理を行う情報処理装置
および情報処理プログラム等の用途に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１７２】
【図１】本発明の一実施形態に係るゲームシステム１を説明するための外観図
【図２】図１のゲーム装置本体５の機能ブロック図
【図３】図１のコントローラ７の上面後方から見た斜視図
【図４】図３のコントローラ７を下面前方から見た斜視図
【図５】図３のコントローラ７の上ハウジングを外した状態を示す斜視図
【図６】図３のコントローラ７の下ハウジングを外した状態を示す斜視図
【図７】図３のコントローラ７の構成を示すブロック図
【図８Ａ】プレイヤがコントローラ７を右手で把持した状態をコントローラ７の前面側か
ら見た一例を示す図
【図８Ｂ】プレイヤがコントローラ７を右手で把持した状態をコントローラ７の左側面側
から見た一例を示す図
【図９】親指で操作ボタン７２ｄを強く押し下げたとき、コントローラ７が揺動する様子
を示す図
【図１０】マーカ８Ｌおよび８Ｒと撮像情報演算部７４との視野角を説明するための図
【図１１】スピーカ２ａから再生される音量の大きさおよびモニタ２の表示画面に表示さ
れるオブジェクトＯＢＪの一例を示す図
【図１２】スピーカ２ａから再生される音量の大きさおよびモニタ２の表示画面に表示さ
れるオブジェクトＯＢＪの一例を示す図
【図１３】ゲーム装置本体５のメインメモリ３３に記憶されるゲームプログラムおよびデ
ータの一例を示す図
【図１４】ゲーム装置本体５において実行される処理を示すフローチャート
【図１５】図１４のステップ５４における加速度情報保存処理の詳細な動作を示すサブル
ーチン
【図１６】図１４のステップ５６におけるボタン情報読込処理の詳細な動作を示すサブル
ーチン
【図１７】図１４のステップ５７におけるゲームメイン処理の詳細な動作を示すサブルー
チン
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【図１８】第１座標データＤａ１および第２座標データＤａ２を用いて、押下強さに応じ
たゲーム処理を行う際のゲーム画像の一例を示す図
【図１９】図１４のステップ５７におけるゲームメイン処理の詳細な動作の他の例を示す
サブルーチン
【符号の説明】
【０１７３】
１…ゲームシステム
２…モニタ
２ａ、７０６…スピーカ
３…ゲーム装置
３０…ＣＰＵ
３１…メモリコントローラ
３２…ＧＰＵ
３３…メインメモリ
３４…ＤＳＰ
３５…ＡＲＡＭ
３７…ビデオＩ／Ｆ
３８…フラッシュメモリ
３９…オーディオＩ／Ｆ
４０…ディスクドライブ
４１…ディスクＩ／Ｆ
４…光ディスク
５…外部メモリカード
６…通信ユニット
７…コントローラ
７１…ハウジング
７２…操作部
７３…コネクタ
７４…撮像情報演算部
７４１…赤外線フィルタ
７４２…レンズ
７４３…撮像素子
７４４…画像処理回路
７５…通信部
７５１…マイコン
７５２…メモリ
７５３…無線モジュール
７５４…アンテナ
７００…基板
７０１…加速度センサ
７０２…ＬＥＤ
７０３…水晶振動子
７０４…バイブレータ
７０７…サウンドＩＣ
７０８…アンプ
８…マーカ
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