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(57)【要約】
【課題】プレイヤやそれ以外の第三者がゲームを楽しむ
ことができるようにする。
【解決手段】サーバ４は、ゲーム実行部５１、行動情報
取得部５３、反映部５４を備える。ゲーム実行部５１は
、プレイヤＰの動きに応じてオブジェクトを動作させる
ゲームを実行する。行動情報取得部５３は、プレイヤＰ
以外でゲームに関係する第三者の行動に関する行動情報
を取得する。反映部５４は、行動情報に基づいて、オブ
ジェクトを含むゲームに影響を与える変化を発生させる
。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プレイヤの動きに応じてオブジェクトを動作させるゲームを実行するゲーム実行手段と
、
　前記プレイヤ以外で前記ゲームに関係する第三者の行動に関する行動情報を取得する情
報取得手段と、
　前記情報取得手段により取得された前記第三者の行動情報に基づいて、前記オブジェク
トを含む前記ゲームに影響を与える変化を発生させる反映手段と、
　を備える情報処理装置。
【請求項２】
　前記反映手段は、
　前記情報取得手段により取得された前記第三者の行動情報に基づいて、予め設定された
条件に合致する行動を判定する行動判定手段と、
　前記行動判定手段により判定された前記行動に基づいて、前記オブジェクトを含む前記
ゲームに影響を与える変化を発生させるゲーム反映手段と、
　を備える請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記ゲーム実行手段は、
　プレイヤが透過型のディスプレイを通して見える現実の空間に、拡張現実空間又は複合
現実空間におけるオブジェクトを重ねて前記ディスプレイに表示させて、前記プレイヤの
動きに応じて前記オブジェクトを動作させるゲームを実行する、
　請求項１又は２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記ゲーム実行手段は、
　現実のプレイヤに対応する仮想現実空間上のアバターが当該プレイヤの動き又はゲーム
機の操作に応じて動き、該アバターの動きに応じて仮想現実空間の画像が変化するゲーム
を実行する、
　請求項１又は２に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記条件は、
　前記第三者から取得された行動情報に含まれる行動が有効な行動であると判定するため
の行動判定条件と、前記行動判定条件に合致した行動を、ゲームにどのように反映させる
かを示すゲーム反映内容とを対応させたものである、
　請求項２乃至４のうち何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記第三者が操作可能な情報端末を有し、
　前記行動情報は、
　前記第三者の動き、声、又は前記情報端末に対する前記第三者の操作を前記情報端末が
検出した状況の変化を示す情報を含み、
　前記反映手段は、
　前記状況の変化を示す情報が予め設定された閾値を超えた場合に、前記オブジェクトを
含む前記ゲームに変化を発生させる、
　請求項１乃至５のうち何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記変化を示す情報は、
　前記情報端末に対する前記第三者のボタンの押下操作、前記第三者の歩数、前記第三者
の声、前記第三者の体の動き、前記第三者が所持する物の動きのうち１つ以上の変化を含
む、
　請求項６に記載の情報処理装置。
【請求項８】
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　プレイヤの動きに応じてオブジェクトを動作させるゲームを実行するステップと、
　前記プレイヤ以外で前記ゲームに関係する第三者の行動に関する行動情報を取得するス
テップと、
　取得した前記第三者の行動情報に基づいて、前記オブジェクトを含む前記ゲームに影響
を与える変化を発生させるステップと、
　を有する情報処理方法。
【請求項９】
　情報処理装置に処理を実行させるプログラムにおいて、
　前記情報処理装置を、
　プレイヤの動きに応じてオブジェクトを動作させるゲームを実行するゲーム実行手段と
、
　前記プレイヤ以外で前記ゲームに関係する第三者の行動に関する行動情報を取得する情
報取得手段と、
　前記情報取得手段により取得された前記第三者の行動情報に基づいて、前記オブジェク
トを含む前記ゲームに影響を与える変化を発生させる反映手段、
として機能させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、情報処理方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えばコートやフィールド等の限られたエリアで２つのチームに分かれたプレイヤどう
しが対戦する拡張現実体感型のゲームが知られている。
　近年では、ゲーム内で対戦するプレイヤだけでなく、プレイヤ以外の第三者、例えばゲ
ームを視聴する視聴者等が所望のプレイヤ（被応援プレイヤ）を応援する仕組みも構築さ
れている（例えば特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１８－０１５３５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来のゲームは、視聴者がプレイヤを応援すると言っても、応援メッセ
ージやスタンプをプレイヤに送ることで、その量（応援熱量）に応じてプレイヤにポイン
トが付与される程度であり、視聴者等の第三者がプレイヤと共にゲームに参加している体
感を得るというところまでには至っていない。
　また、このように現実のプレイヤにオブジェクトを重ねて表示するゲームでは、プレイ
ヤの頭や手の動きをどれだけ正確にトラッキングできるかが、ゲームを視聴したりプレイ
する上で重要である。
　さらに、火の玉やボール等のオブジェクトをプレイヤが投げたり発射するようなゲーム
では、プレイヤの投げる動作に対してオブジェクトが手離れするタイミングが、ゲームを
視聴したりプレイする上で重要である。
　しかし、現状、トラッキング精度や手離れ感という面で充分ではなく、プレイヤとオブ
ジェクトの一体感や現実感が感じられないことも多く、見映えに欠けてゲームを楽しめな
いことがある。
【０００５】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、本発明は、プレイヤやそれ以
外の第三者がゲームを楽しむことができるようにすることを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明の一態様の情報処理装置は、
　プレイヤの動きに応じてオブジェクトを動作させるゲームを実行するゲーム実行手段と
、
　前記プレイヤ以外で前記ゲームに関係する第三者の行動に関する行動情報を取得する情
報取得手段と、
　前記情報取得手段により取得された前記第三者の行動情報に基づいて、前記オブジェク
トを含む前記ゲームに影響を与える変化を発生させる反映手段と、
　を備える。
　本発明の一態様の上記情報処理装置に対応する情報処理方法及びプログラムも、本発明
の一態様の情報処理方法及びプログラムとして提供される。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、プレイヤやそれ以外の第三者がゲームを楽しむことができるようにな
る。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明に係る第１実施形態のＡＲゲームの概要を示す図である。
【図２】図１のＡＲゲームとサービスを提供する情報処理システムの構成を示す図である
。
【図３】図２の情報処理システムのうちサーバのハードウェア構成を示す図である。
【図４】図３のサーバの機能的構成を示す図である。
【図５】取得した行動情報のうち応援行動と判定するための条件が記憶されたテーブルを
示す図である。
【図６】取得した行動情報のうち応援行動と判定するための条件が記憶されたテーブルを
示す図である。
【図７】図１乃至図３のサーバの動作を示すフローチャートである。
【図８】第２実施形態の情報処理システムの構成を示す図である。
【図９】図８の情報処理システムの各機器の機能的構成を示す図である。
【図１０】第２実施形態において手のポジションをトラッキングする動作を説明するため
の図である。
【図１１】第２実施形態においてマーカートラッキングにより頭部のポジションをトラッ
キングする動作を説明するための図である。
【図１２】第２実施形態においてワールドトラッキングにより頭部のポジションをトラッ
キングする動作を説明するための図である。
【図１３】第２実施形態において２つのトラッキング情報を同期させる動作を説明するた
めの図である。
【図１４】第２実施形態において同期結果として出力される情報を示す図である。
【図１５】トラッキング技術を応用する他の例を示す図である。
【図１６】第３実施形態の情報処理システムの構成を示す図である。
【図１７】発射タイミングを判定する動作を説明するための図である。
【図１８】プレイヤの視線を維持する動作を説明するための図である。
【図１９】発射方向を判定する動作を説明するための図である。
【図２０】プレイヤの背後からみた空間を示す図である。
【図２１】プレイヤが放つシュートを一定の高さに制限する例を示す図である。
【図２２】アームセンサの回転情報を利用してシュートを制御したりチャージする例と、
チャージ後に腕を振るとシュートを放てるようになる例を示す図である。
【図２３】相手チームのプレイヤが放ったシュートをキャッチする様子を示す図である。
【図２４】所定範囲でのシュートの発射を制限する様子を示す図である。
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【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施形態について図面を用いて説明する。
　図１は、本発明に係る第１実施形態に係る情報処理システムを示す図である。
【００１０】
（第１実施形態）
　図１に示すように、第１実施形態の情報処理システムは、１人以上のプレイヤＰＡ－１
乃至ＰＡ－ｍ、プレイヤＰＢ－１乃至ＰＢ－ｍが、第１チームＡと第２チームＢの２つの
チームに分かれて、体を動かして技を発動させてフィールドを自由に動き回り、味方と連
携して相手にダメージを与えて、生き残る人数を競い合い楽しむ拡張現実体感型のスポー
ツイベント（以下「ＡＲゲーム：Ａｕｇｍｅｎｔｅｄ　Ｒｅａｌｉｔｙ　Ｇａｍｅ」と呼
ぶ）を提供する。
　また、この情報処理システムは、ＡＲゲームに一人以上の視聴者である応援者ＵＡ－１
乃至ＵＡ－ｈ、応援者ＵＢ－１乃至ＵＢ－ｋが参加していることを体感することができる
応援者支援サービスを提供する。
　プレイヤＰＡ－１乃至ＰＡ－ｍは、第１チームＡのプレイヤである。プレイヤＰＢ－１
乃至ＰＢ－ｍは、第２チームＢのプレイヤである。
　応援者ＵＡ－１乃至ＵＡ－ｈ、応援者ＵＢ－１乃至ＵＢ－ｋは、ゲームを視聴する視聴
者であり、自分の好きなチームやプレイヤを応援する応援者といえるが、相手チームの応
援者にとっては、妨害者であるため、これらを含め、プレイヤＰ以外でゲームに関係する
第三者と言える。
【００１１】
　なお、以下では、個々の端末を識別する必要がないときは、プレイヤ端末１（ヘッドマ
ウントディスプレイ１－１（以下「ＨＭＤ１－１」と呼ぶ）及びアームセンサ２）、応援
者端末３と呼ぶ。また、プレイヤについても個人を特定する必要がないときは、プレイヤ
Ｐ、プレイヤＰＡ、プレイヤＰＢ等と呼ぶ。さらに、応援者についても個人を特定する必
要がないときは、応援者Ｕ、応援者ＵＡ、ＵＢ等と呼ぶ。
【００１２】
　応援者ＵＡ－１乃至ＵＡ－ｈは、プレイヤＰＡ－１乃至ＰＡ－ｍやそのチームを応援す
るための応援エリアにて応援する。応援者ＵＢ－１乃至ＵＢ－ｈは、プレイヤＰＢ－１乃
至ＰＢ－ｍやそのチームを応援するための応援エリアにて応援する。
【００１３】
　図２に示すように、図１の情報処理システムは、プレイヤＰＡ－１乃至ＰＡ－ｍ、プレ
イヤＰＢ－１乃至ＰＢ－ｍが装着するプレイヤ端末１（ＨＭＤ１－１、アームセンサ１－
２）と、一人以上の応援者ＵＡ－１乃至ＵＡ－ｈ、ＵＢ－１乃至ＵＢ－ｋが操作する応援
者端末３－１乃至３－ｎと、ＡＲゲームを動作させつつ夫々の応援者端末３－１乃至３－
ｎにより検知及び送信される応援行動を基にＡＲゲームに影響を与えるサーバ４とがネッ
トワークＮを介して相互に接続して構成される。
【００１４】
　なお、以下では、応援者端末３－１乃至３－ｎについて、個々の端末を識別する必要が
ないときは、応援者端末３と呼ぶ。
【００１５】
　プレイヤ端末１は、装着しているプレイヤＰの動きを検出する。ＨＭＤ１－１には、プ
レイヤＰの動きを検出するセンサと通信機能とスピーカとディスプレイとカメラ等が備え
られている。即ちＨＭＤ１－１は、プレイヤＰの視線とその移動や頭部の動きを検出する
。
【００１６】
　スピーカは、通信機能により受信されるゲームの音声や周囲の声援等の音声をプレイヤ
Ｐが聞けるように出力する。ディスプレイには、通信機能により受信されるゲームの３Ｄ
ＣＧホログラム映像（エナジーボールＥＢやシールドＳＨ等の３Ｄオブジェクト）が、デ
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ィスプレイを通じて実際に見える現実の空間に重ねて表示される。３ＤＣＧとは、ｔｈｒ
ｅｅ－ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　ｃｏｍｐｕｔｅｒ　ｇｒａｐｈｉｃｓの略称である。
【００１７】
　アームセンサ１－２は、プレイヤＰの腕の動きを検出する。ゲーム上では、例えば腕が
垂直方向にたてられると、その動きをアームセンサ１－２が検出してサーバ４に通知し、
サーバ４でのゲーム処理でプレイヤＰの前方にシールドＳＨが立てた状態でディスプレイ
に表示される。また、ボールを投げるように腕が振られると、エナジーボールＥＢが手か
ら投げた方向に発射されるようにディスプレイに表示される。
　アームセンサ１－２は、ＨＭＤ１－１の周辺機器に含まれ、ＨＭＤ１－１とも通信する
。これ以外に、ＨＭＤ１－１の周辺機器として、例えばＶｉｖｅ　Ｔｒａｃｋｅｒ、Ｏｐ
ｔｉＴｒａｃｋ等があり、これを利用してもよい。
【００１８】
　応援者端末３－１乃至３－ｎは、プレイヤＰＡ－１乃至ＰＡ－ｍ、プレイヤＰＢ－１乃
至ＰＢ－ｍを応援する応援者Ｕが操作可能な情報端末であり、応援者Ｕの応援行動を含む
各種行動を検出する。
　応援者端末３－１乃至３－ｎにより検出される行動としては、例えば応援者端末３－１
乃至３－ｎに入力される応援者の声、応援者Ｕによるボタンの押下操作やタッチ操作、応
援者端末３－１乃至３－ｎのカメラ機能によって撮像される応援者Ｕの画像の動き、応援
者Ｕが応援者端末３－１乃至３－ｎを手で持って動かす動作、応援者Ｕが飛び跳ねたとき
に応援者端末３－１乃至３－ｎが上下動を検出する動作（万歩計による歩数計測等）、応
援者Ｕが歩行したときに一緒に応援者端末３－１乃至３－ｎの位置が変位しそれを検出す
る動作（方向計測や移動計測等）等が含まれる。なお、万歩計は、登録商標である。
【００１９】
　図３は、図２の情報処理システムのうち、サーバ４のハードウェア構成を示す図である
。
　図３に示すように、サーバ４は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕ
ｎｉｔ）２１と、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）２２と、ＲＡＭ（Ｒａｎ
ｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）２３と、バス２４と、入出力インターフェース２
５と、表示部２７と、入力部２８と、記憶部２９と、通信部３０と、ドライブ３１と、を
備えている。
【００２０】
　ＣＰＵ２１は、ＲＯＭ２２に記録されているプログラム、又は、記憶部２９からＲＡＭ
２３にロードされたプログラムに従って各種の処理を実行する。ＲＡＭ２３には、ＣＰＵ
２１が各種の処理を実行する上において必要なデータ等も適宜記憶される。
【００２１】
　ＣＰＵ２１、ＲＯＭ２２及びＲＡＭ２３は、バス２４を介して相互に接続されている。
このバス２４にはまた、入出力インターフェース２５も接続されている。入出力インター
フェース２５には、表示部２７、入力部２８、記憶部２９、通信部３０及びドライブ３１
が接続されている。
【００２２】
　表示部２７は、液晶等のディスプレイにより構成され、画面を表示する。入力部２８は
、各種ハードウェアボタン又はソフトウェアボタン等で構成され、利用者の指示操作に応
じて入力される各種情報を受け付ける。
【００２３】
　記憶部２９は、ＤＲＡＭ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒ
ｙ）等で構成され、各種データを記憶する。
　通信部３０は、例えばＬＡＮインターフェースであり、インターネットを含むネットワ
ークＮを介して他の装置（図２の例ではプレイヤ端末１や応援者端末３等）との間で通信
を行う。
【００２４】
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　ドライブ３１は、必要に応じて設けられる。ドライブ３１には、磁気ディスク、光ディ
スク、光磁気ディスク、或いは半導体メモリ等よりなる、リムーバブルメディア３２が適
宜装着され、リムーバブルメディア３２に対してデータやプログラムを読み出し動作、及
び書き込み動作する。ドライブ３１によってリムーバブルメディア３２から読み出された
プログラムは、必要に応じて記憶部２９にインストールされる。また、リムーバブルメデ
ィア３２は、記憶部２９に記憶されている各種データも、記憶部２９と同様に記憶するこ
とができる。
【００２５】
　なお、サーバ４以外の装置、例えばプレイヤ端末１や応援者端末３等のハードウェアは
、サーバ４とほぼ同様であり、図示は省略する。
【００２６】
　応援者端末３－１乃至３－ｎは、応援者Ｕが所持する情報端末、例えばスマートホンや
タブレット端末等であり、これらの端末の場合、表示部２７及び入力部２８が一体化し人
の指等による操作を受け付けるタッチパネルを備える。タッチパネルにより応援者Ｕによ
るタッチ操作が可能である。応援者端末３－１乃至３－ｎを、すべての観戦者が持つ必要
はない。この他、情報端末としては、例えばテレビジョン装置、パーソナルコンピュータ
、コンソールゲーム等が含まれる。
【００２７】
　また、近年のスマートホンは、赤外線センサ、ジャイロセンサ、磁気センサ（方位セン
サ）、接近センサ、気圧センサ、温度センサ、光センサ、加速度センサ（モーションセン
サ）や心拍センサ、血圧センサ等の各種センサやその他、マイク、ＧＰＳ信号受信機能、
無線ＬＡＮ等の通信機能等を備えており、応援者端末３－１乃至３－ｎ自体で人の行動を
検出し、行動情報として外部へ発信（伝達）することができる。
　サーバ４は、夫々の応援者端末３－１乃至３－ｎより発信された行動情報を取得して、
取得した行動情報に基づいて、様々な処理を行うことができる。
【００２８】
　次に、図４を参照して図２の情報処理システムの機能的構成を説明する。図４は、図２
の情報処理システムに含まれる図３のサーバ４の機能的構成を示す図である。　
【００２９】
　図４に示すように、サーバ４の記憶部２９は、会員情報記憶部４１、ゲーム情報記憶部
４２、応援情報記憶部４３等として機能する。
　会員情報記憶部４１には、例えばユーザＩＤ及びパスワード等を含む会員情報が記憶さ
れている。このゲームに参加するプレイヤＰは、プレイヤとして会員登録する。プレイヤ
Ｐは、ハンドル名等やチーム名等を登録する。
　この他に、応援者Ｕも応援者として会員登録し、応援している所望のプレイヤＰのハン
ドル名やチーム名等を事前登録しておくことができる。
　なお、応援者Ｕの会員登録は、必須ではなく、Ｗｅｂサイトにアクセスし、ゲームを観
戦している中で、画面の応援ボタンを押すことで応援することがもできる。
【００３０】
　ゲーム情報記憶部４２には、ゲーム上でオブジェクトをＨＭＤ１－１に表示し、動作さ
せるための情報の他に、パラメータ等の設定情報、チームの成績、ゲームの履歴等も記憶
される。
　応援情報記憶部４３には、図５に示すように、各応援者端末３から夫々取得された行動
が応援行動であると判定するための条件（応援行動判定条件）と、この応援行動判定条件
に合致した応援行動を、ゲームにどのように反映させるかを示す情報（ゲーム反映内容）
とを対応させたテーブル７０が記憶されている。
　即ち、このテーブル７０は、各応援者Ｕから夫々取得された行動情報に含まれる行動が
有効な行動であると判定するための行動判定条件と、この行動判定条件に合致した行動を
、ゲームにどのように反映させるかを示すゲーム反映内容とを対応させたものである。
　行動情報は、視聴者の動き、声、又は応援者端末３に対する応援者Ｕの操作を応援者端
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末３が検出した状況の変化を示す情報を含む。
　状況の変化は、応援者端末３に対する応援者Ｕのボタン操作、応援者Ｕの歩数、応援者
Ｕの声、応援者Ｕの体の動き、応援者Ｕが所持する物の動きのうち１つ以上の変化を含む
。応援者Ｕの状況が変化したと判定するため、夫々の行動には閾値が設定されている。例
えば歩数ならば何歩以上、拍手ならば何回以上、声であれば何ｄＢ以上等である。
【００３１】
　サーバ４のＣＰＵ２１は、ゲーム実行部５１、Ｗｅｂサーバ部５２、行動情報取得部５
３及び反映部５４として機能する。
　ゲーム実行部５１は、プレイヤＰの動きに応じてオブジェクトを動作させるゲームを実
行する。ゲーム実行部５１は、ＨＭＤ１－１を装着したプレイヤＰが当該ＨＭＤ１－１を
通じて見える現実の空間にＡＲ空間におけるオブジェクト（エナジーボールＥＢやシール
ドＳＨ等）を重ねてＨＭＤ１－１に表示させて、プレイヤＰの動き（頭の動き、ハンドジ
ェスチャーや視線移動といったナチュラルユーザインタフェース）に応じてオブジェクト
を動作させるＡＲゲームをＨＭＤ１－１上で実行する。
【００３２】
　Ｗｅｂサーバ部５２は、ネットワークＮに上記ＡＲゲームの運営サイトを公開し、運営
サイトで会員登録した会員に対して、ゲームに関するサービスを提供する。会員登録を済
ませた会員には、会員ＩＤ及びパスワードが付与されるので、会員は、自身が所持する情
報端末（ＨＭＤ１－１や応援者端末３－１乃至３－ｎ等）で運営サイトにアクセスし、会
員ＩＤ及びパスワードにて会員ページにログインすることで、会員としてのサービスの提
供が受けられる。
【００３３】
　行動情報取得部５３は、プレイヤＰ以外でゲームに関係する第三者の行動に関する行動
情報を取得する。
　行動情報取得部５３は、ゲームを観戦する応援者Ｕが行った応援行動に関する行動情報
を、各応援者端末３－１乃至３－ｎから通信部３０を通じて受信し取得する。つまり行動
情報取得部５３は、応援者Ｕが所持する応援者端末３から応援者Ｕの応援行動の情報を取
得する。
　反映部５４は、行動情報取得部５３により各応援者端末３－１乃至３－ｎから取得され
た行動情報に基づいて、オブジェクトを含むゲームに影響を与える変化を発生させる。
　反映部５４は、行動情報を基に応援行動と判定した行動に対して、オブジェクトを含む
ゲームの動きに状態変化をもたらすようにゲーム実行部５１を制御する。
【００３４】
　反映部５４は、行動判定部６１及びゲーム反映部６２等を有する。
　行動判定部６１は、行動情報取得部５３により各応援者端末３－１乃至３－ｎから取得
された行動情報に基づいて、予め設定された条件に合致する行動を判定する。具体的には
、行動判定部６１は、行動情報取得部５３により各応援者端末３－１乃至３－ｎから行動
情報が取得されると、応援情報記憶部４３のテーブル７０を参照して、予めテーブル７０
に設定された応援行動判定条件に、取得された行動情報に含まれる行動が合致するか否か
を判定し、合致する行動が含まれていた場合は、応援行動と判定する。
　なお、行動判定部６１は、応援者Ｕの状況の変化が予め設定された閾値を超えた場合に
、ゲーム反映部６２に通知し、オブジェクトを含むゲームに変化を発生させる。例えば歩
数ならば何歩以上、拍手ならば何回以上、声であれば何ｄＢ以上等である。
【００３５】
　ゲーム反映部６２は、行動判定部６１により判定された行動に基づいて、オブジェクト
を含むゲームに影響を与える変化を発生させる。即ち、ゲーム反映部６２は、行動判定部
６１により応援行動と判定された場合、応援行動に対応するゲーム反映内容をテーブル７
０から読み出して、その内容のようにゲームが動作するように制御信号をゲーム実行部５
１へ出力する。
【００３６】
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　次に、図７を参照してこの情報処理システムの動作（サービスの内容）を説明する。図
７は、図２の情報処理システムのうち図４のサーバの動作を示すフローチャートである。
【００３７】
　この情報処理システムの場合、ゲームに参加するプレイヤＰ及び観戦者である応援者Ｕ
は、サーバ４が公開する会員サイトにログインし、応援者Ｕがどのチーム（どのプレイヤ
）の応援者Ｕかを登録する。なお、会員登録の際に、予め好きなチームやプレイヤＰ（被
応援者）を登録しておけば、ログイン時に被応援者の登録を省くことができる。
【００３８】
　ゲームが開始されてから、応援者Ｕがゲームを視聴しつつ所望のチームやプレイヤＰを
応援する際に、例えば好きなチームやプレイヤＰに「声援を送る」、「飛び跳ねる」、「
旗を振る」等の行動を起こすと、その応援者の行動を応援者端末３－１乃至３－ｎが行動
情報として検出し、検出した行動情報をサーバ４へ送信する。
【００３９】
　「声援を送る」という行動は、応援者端末３－１乃至３－ｎでは、マイクに入力された
音声データとして検出し、それが応援者の行動情報として送信される。「飛び跳ねる」と
いう行動は、応援者端末３－１乃至３－ｎでは、万歩計機能の歩数として計数されて、歩
数が応援者の行動情報として送信される。「旗を振る」という行動は、応援者端末３－１
乃至３－ｎでは、カメラ機能の画像認識により旗振行動として認識されて、旗振行動に該
当するコマンドが送信される。
　なお、ネットワークＮの容量や通信速度等に余裕があれば、応援者端末３－１乃至３－
ｎのカメラ機能で撮像した応援者Ｕの画像（動画等）を行動情報としてサーバ４へ送って
もよい。このように応援者Ｕの行動は、行動情報に変換されて送信される。なお、ここで
例示したのは一例であり、これ以外にも様々な応援行動があり、応援行動として判定され
る行動の一部を、図５及び図６のテーブル７０の応援行動判定条件の欄に開示する。
【００４０】
　サーバ４では、図７のステップＳ１１において、行動情報取得部５３が、プレイヤＰ以
外でゲームに関係する第三者である応援者Ｕの行動に関する行動情報を取得する。詳細に
説明すると、行動情報取得部５３は、各応援者端末３－１乃至３－ｎがゲームを観戦する
応援者Ｕから検出した行動情報を、通信部３０を通じて取得する。　
【００４１】
　すると、ステップＳ１２において、反映部５４は、行動情報取得部５３により取得され
た行動情報に基づいて、オブジェクトを含むゲームに影響を与える変化を発生させる。
　ステップＳ１２の処理を詳細に説明すると、ステップＳ２１において、行動判定部６１
は、行動情報取得部５３により各応援者端末３－１乃至３－ｎから取得された行動情報に
基づいて、予め設定された条件に合致する行動を判定する。
　具体的には、行動判定部６１は、行動情報取得部５３により各応援者端末３－１乃至３
－ｎから行動情報が取得されると、応援情報記憶部４３のテーブル７０を参照して、予め
テーブル７０に設定された応援行動判定条件に、取得された行動情報に含まれる行動が合
致するか否かを判定し、合致する行動が含まれていた場合は、応援行動と判定し、応援行
動に対応するゲーム反映内容をテーブル７０から読み出してゲーム反映部６２に通知する
。
【００４２】
　ここで、図５を参照して応援行動がゲームに影響を与える変化を発生させる例を説明す
る。
　サーバ４では、例えばある応援者Ｕが応援者端末３のボタンを押すと、「端末のボタン
を押した」という行動情報が応援者端末３から得られるので、行動判定部６１は、図５に
示すテーブル７０の応援行動判定条件を参照して、その応援行動判定条件の応援行動と得
られた行動情報が合致するか否かを判定する。
　この判定の結果、「端末のボタンを押した」という行動情報が「端末のボタンを押した
ら」という応援行動判定条件に合致するため、行動判定部６１は、得られた行動情報を応
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援行動とみなし、同欄の対応するゲーム反映内容である「ライフが増える」という内容を
ゲームに反映させるようにゲーム反映部６２に通知する。なお、上記の「端末」は、応援
者端末３を示す。
【００４３】
　ここから処理の説明に戻る。図７のステップＳ２２において、ゲーム反映部６２は、行
動判定部６１により判定された行動に基づいて、オブジェクトを含むゲームに影響を与え
る変化を発生させる。即ち、ゲーム反映部６２は、行動判定部６１により応援行動と判定
された場合、応援行動に対応するゲーム反映内容が通知されるので、その反映内容にゲー
ムが動作するように制御情報をゲーム実行部５１へ出力し、制御情報を受けたゲーム実行
部５１は、制御情報が示す内容になるようにゲームを動作させる。
【００４４】
（第２実施形態）
　次に、図８を参照して本発明に係る第２実施形態に係る情報処理システムを説明する。
　なお、この第２実施形態は、第１実施形態で説明した図１及び図２の情報処理システム
に含まれる図３のサーバ４のハードウェア構成、及び図４のサーバ４の機能的構成を有し
ており重複する構成の説明は省略する。
【００４５】
　第２実施形態の情報処理システムは、図８に示すように、サーバ４と、複数のベースス
テーション８１と、ＨＭＤ１－１と、アームセンサ１－２とを備える。限られた範囲のフ
ロアＦにおいて、現実のプレイヤＰがゲームを行う。
　この現実の空間をゲーム内の仮想空間に対応させるため、説明上、空間を、ある起点か
らのｘ軸、ｙ軸、ｚ軸の座標系で表すものとする。フロアＦの周囲の所定の壁面Ｗには、
所定の高さの位置に所定の大きさでマーカーＭが設けられている。
　夫々のベースステーション８１は、多軸レーザー発光器であり、フロアＦの角に対角に
設置されている。ベースステーション８１は、フロアＦ中に赤外線レーザーを一定間隔で
照射する。
【００４６】
　図９に示すように、情報処理システムは、ＨＭＤ１－１、アームセンサ１－２及びサー
バ４のゲーム実行部５１により構成される。
　ＨＭＤ１－１は、カメラ部１１１と、位置検出部１１２と、通信部１１３を有する。カ
メラ部１１１は、例えばＣＣＤセンサ等であり、プレイヤＰの視線方向の画像を撮像する
。なお、画像には、動画、静止画が含まれる。画像は、映像全般を示す。
　位置検出部１１２は、画像認識処理により、カメラ部１１１により撮像された画像に含
まれるマーカーの位置や撮像される画像の偏位に基づいてＨＭＤ１－１の位置、つまりＨ
ＭＤ１－１が装着されているプレイヤＰの頭部の位置（ポジション）を検出する。
　一例として、例えばＡＲＫｉｔ等の画像認識技術を用いるものとする。画像認識技術の
例としては、例えばマーカートラッキングやワールドトラッキング等があり、これらの技
術を利用するものとする。なお、これら以外の技術を利用してもよい。
　通信部１１３は、サーバ４やＨＭＤ１－１と通信する。通信部１１２は、位置検出部１
１２により検出されたプレイヤＰの頭部の位置情報をサーバ４へ送信する。
【００４７】
　アームセンサ１－２は、赤外線センサ１０１と、位置検出部１０２と、通信部１０３を
有する。
　赤外線センサ１０１は、多数の受光センサを搭載し、異なる位置のベースステーション
８１から照射される赤外線レーザーを受光する。
　位置検出部１０２は、赤外線センサ１０１が赤外線レーザーを受光した時間や角度から
このアームセンサ１－２が装着されているプレイヤＰの腕又は手の位置（ポジション）を
検出する。以下、腕又は手を総称し「手」と呼ぶ。一例として、例えばＨＴＣ　ＶＩＶＥ
によるトラッキング技術等を用いるものとする。頭部や手、足を含むものを肢体と呼ぶ。
　通信部１０２は、サーバ４やアームセンサ１－２と通信する。通信部１１２は、位置検
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出部１０２により検出されたプレイヤＰの手の位置の位置情報をサーバ４へ送信する。
【００４８】
　サーバ４のゲーム実行部５１は、アームトラッキング部９１、頭部トラッキング部９２
、同期部９３及びゲーム制御部９４を有する。
　頭部トラッキング部９２は、ＨＭＤ１－１から取得したプレイヤＰの頭部の位置情報に
基づいて、頭部のポジションをトラッキングする。
　アームトラッキング部９１は、アームセンサ１－２から取得したプレイヤＰの手の位置
情報に基づいて、手のポジションをトラッキングする。
【００４９】
　同期部９３は、頭部トラッキング部９２が頭部のポジションをトラッキングした第１ト
ラッキング情報と、アームトラッキング部９１が手のポジションをトラッキングした第２
トラッキング情報とを同期させて、同じタイミングでの頭部と手の位置情報を取得、つま
り頭部と手の位置を検出する。なお、トラッキング情報とは、ポジションが時系列で変化
する遷移情報（距離と方向のベルトル情報）である。
　ゲーム制御部９４は、同期部９３により取得（検出）された頭部と手のポジションに合
わせた画像（エフェクト）をゲーム内の仮想空間に表示する制御を行う。
【００５０】
　続いて、図１０乃至図１５を参照してこの第２実施形態の情報処理システムの動作を説
明する。まず、図１０を参照して情報処理システムにおいて手のポジションをトラッキン
グする動作を説明する。
【００５１】
　図１０に示すように、フロアＦの範囲内には、ベースステーション８１から赤外線レー
ザーが一定間隔で照射されている。
　プレイヤＰがフロアＦの内側に入ると、プレイヤＰの腕に装着されているアームセンサ
１－２の赤外線センサ１０１により、夫々のベースステーション８１から照射されている
赤外線レーザーが受光される。
　位置検出部１０２は、赤外線センサ１０１が赤外線レーザーを受光した時間や角度から
プレイヤＰの手のポジションを検出する。一例として、例えば空間の座標（ｘ，ｙ，ｚ）
＝（１，１，１）等が手のポジションとして検出される。
【００５２】
　続いて、図１１及び図１２を参照して情報処理システムにおいて頭部のポジションをト
ラッキングする動作を説明する。ＨＭＤ１－１の撮像機能を利用したトラッキング技術と
しては、マーカートラッキングとワールドトラッキングの２つの手法があり、夫々を説明
する。
【００５３】
　マーカートラッキングでは、図１１に示すように、フロアＦの範囲内にプレイヤＰが立
った状態で、プレイヤＰが、壁面ＷのマーカーＭへ視線を向けると、ＨＭＤ１－１では、
カメラ部１１１により撮像された壁面Ｗの画像が位置検出部１１２に入力される。
　位置検出部１１２は、入力された壁面Ｗの画像から画像認識処理によりマーカーＭを検
出し、原点とのズレを補正し、現在の頭部の正しいポジションを検出する。一例として、
例えば空間の座標（ｘ，ｙ，ｚ）＝（１，２，１）等が頭部のポジションとして検出され
る。
【００５４】
　ワールドトラッキングでは、図１２に示すように、フロアＦの範囲内にプレイヤＰが立
った状態で、プレイヤＰが、周囲を見渡すように視線を移動させると、ＨＭＤ１－１では
、カメラ部１１１により撮像された周囲の景色が移り変わる画像が位置検出部１１２に順
次入力される。
　位置検出部１１２は、入力された周囲の景色が移り変わる複数の画像をモーションキャ
プチャーし、画像認識処理により、キャプチャー画像どうしの差異（キャプチャー時刻の
差異及び画像の差分）を認識し、現在の頭部の正しいポジションを検出する。一例として
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は、上記マーカートラッキングと同様に、空間の座標（ｘ，ｙ，ｚ）＝（１，２，１）が
頭部のポジションとして検出される。
【００５５】
　次に、図１３を参照して情報処理システムにおいて２つのトラッキング情報の同期動作
を説明する。
　ＨＭＤ１－１により検出された頭部のポジション（座標）と、アームセンサ１－２によ
り検出された手のポジション（座標）がサーバ４に受信されて、ゲーム実行部５１に入力
される。
　ゲーム実行部５１では、アームトラッキング部９１が、アームセンサ１－２から順次取
得されるプレイヤＰの手のポジション（空間の座標）に基づいて、変化する手のポジショ
ンをトラッキングする。つまり変化する手の位置を追跡する。
　また、頭部トラッキング部９２は、ＨＭＤ１－１から順次取得されるプレイヤＰの頭部
のポジション（空間の座標）に基づいて、変化する頭部のポジションをトラッキングする
。
【００５６】
　同期部９３は、アームトラッキング部９１が手のポジションをトラッキングした第１ト
ラッキング情報（ポジションが時系列で変化する情報）と、頭部トラッキング部９２が頭
部のポジションをトラッキングした第２トラッキング情報（ポジションが時系列で変化す
る情報）とを同期させて、図１３に示すように、同じタイミングでの頭部のポジション（
（ｘ，ｙ，ｚ）＝（１，２，１））と手のポジション（（座標（ｘ，ｙ，ｚ）＝（１，１
，１））を含むトラッキング同期情報を生成し、ゲーム制御部９４に出力する。
　ゲーム制御部９４は、同期部９３により生成（出力）されたトラッキング同期情報に含
まれる頭やと手のポジションに合わせて動くオブジェクトの画像（エナジーボールＥＢや
エフェクト画像等を含む）をＨＭＤ１－１（ゲーム内の三次元仮想空間）に表示する制御
を行う。
【００５７】
　ここで、図１４を参照して同期部９３により生成されるトラッキング同期情報について
説明する。
　同期部９３は、図１４に示すように、上記ポジション（位置情報）の他に、ベクトル（
ポジション毎の速度と方向の値）及びローテーション（回転情報）等を含むトラッキング
同期情報を生成し出力する。
　ポジションは、時刻変化に伴うプレイヤＰの頭部のポジションと手のポジションの遷移
変位である。例えばある時刻のトラッキングタイミングにおいて、プレイヤＰの頭部のポ
ジションが（空間の座標ｘ，ｙ，ｚ）＝（１，２，１）、手のポジション（空間の座標ｘ
，ｙ，ｚ）＝（１，１，１）であったが、その後、プレイヤＰが矢印方向Ｃに移動し、次
の時刻のトラッキングタイミングでは、プレイヤＰの頭部のポジションが（空間の座標ｘ
，ｙ，ｚ）＝（５，２，２）、手のポジション（空間の座標ｘ，ｙ，ｚ）＝（５，１，２
）となった、といった情報である。
　ベクトルは、プレイヤＰが腕を振ったとき又は腕を回転させたとき、アームセンサ１－
２によりポジションの移動が検出されたとき例えば１／３０ｓｅｃ毎に検出される各ポジ
ションのベクトルＶ１乃至Ｖ４の値である。ベクトルＶ１乃至Ｖ４の値は、腕を振った力
の方向と速度の値、又は腕を回転させた力の方向と速度の値等である。
　ローテーションは、ｘｚ平面上において、プレイヤＰが手の状態（例えば手の甲Ｄ１を
正面にした状態）から、手首を回転させたときの手の状態（手の平Ｄ２を正面に向けた状
態）の手の向き又は回転方向である。
【００５８】
　このようにこの第２実施形態によれば、サーバ４のゲーム実行部５１に同期部９３を備
えて、ＨＭＤ１－１とアームセンサ１－２の２つのポジションのトラッキング情報を同期
させることで、プレイヤＰの頭部のポジションと手のポジションが時系列で同期するので
、プレイヤＰが動く際の頭と手の動きにゲームのオブジェクトを連動させることができる
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ようになり、プレイヤＰとオブジェクトの動き（エナジーボールＥＢやシールドＳＨ等の
出現タイミングや出現位置等）のリアルなプレイ感覚を、プレイヤＰや応援者Ｕが感じる
ことができる。
　この結果、プレイヤＰやそれ以外の第三者である応援者Ｕがゲームを楽しむことができ
るようになる。
【００５９】
　ここで、図１５を参照して上記同期部９３の同期機能を利用したゲームへの適用例を説
明する。
　異なる場所に存在するプレイヤどうしが対戦する場合、図１４に示すように、一方のプ
レイヤＰＡは、現実のフロアＦに居るものとすると、他方のプレイヤは、そのフロアＦに
は存在しないことから、他方のプレイヤに対応するアバターＡＶをＨＭＤ１－１に表示さ
せる。なお、アバターは、プレイヤＰの仮想空間内における位置や角度、動きに対応する
人型のオブジェクトである。
　他方のプレイヤも異なる場所でプレイヤＰＡの居るフロアＦと同じ環境のフロアに居て
上記同様な方法でトラッキングを行うことで、異なる場所のプレイヤがあたかも同じフロ
アＦで対戦するように仮想現実空間を構成できる。また異なる場所のプレイヤどうしが同
じチームになり、他のチームと対戦することもできる。
【００６０】
（第３実施形態）
　次に、図１６を参照して第３実施形態の情報処理システムについて説明する。図１６は
、第３実施形態の情報処理システムのうちサーバの機能的構成の要部（ゲーム実行部）を
示す図である。
　なお、この第３実施形態は、第１実施形態で説明した図１及び図２の情報処理システム
に含まれる図３のサーバ４のハードウェア構成、図４のサーバ４の機能的構成、第２実施
形態で説明した図８の構成を有しており、重複する構成の説明は省略する。
【００６１】
　第３実施形態の情報処理システムは、図１６に示すように、ＨＭＤ１－１、アームセン
サ１－２、ベースステーション８１及びサーバ４のゲーム実行部５１を有する。ＨＭＤ１
－１、アームセンサ１－２及びベースステーション８１は、第２実施形態と同じ構成を有
しておりその説明は省略する。
【００６２】
　サーバ４のゲーム実行部５１は、同期部９３及びゲーム制御部９４を有する。同期部９
３及びゲーム制御部９４については、第２実施形態と同じ構成でありその説明は省略する
。
　ゲーム制御部９４は、発射判定部１２１及びオブジェクト制御部１２２を備える。
　オブジェクト制御部１２２は、発射判定部１２２から通知される発射情報に基づいて、
ＨＭＤ１－１に表示するオブジェクトの動作を制御する。
【００６３】
　発射判定部１２１は、同期部９３から入力されるトラッキング同期情報に基づいて、プ
レイヤＰの動きに連動するオブジェクト、例えばエナジーボールＥＢ等の発射判定を行い
、発射判定の結果として、発射方向と発射タイミングを含む発射情報をオブジェクト制御
部１２２に通知する。
　詳細に説明すると、発射判定部１２１は、同期部９３から入力されるトラッキング同期
情報に含まれるポジション毎のベクトルに基づいて、プレイヤＰの動きに連動するような
タイミングと方向にオブジェクト（エナジーボールＥＢ等）を射出する制御を行う。
【００６４】
　発射判定部１２１は、発射タイミング判定部１３１と発射方向判定部１３２とを有する
。
　発射タイミング判定部１３１は、同期部９３から入力されるトラッキング同期情報に含
まれるポジション毎のベクトル（方向と速度）に基づいて、オブジェクトの発射タイミン
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グ（いつ撃つか）を判定する。
　詳細に説明すると、発射タイミング判定部１３１は、順次入力されるトラッキング同期
情報に含まれるポジション毎のベクトルの速度に基づいてオブジェクトの発射タイミング
（いつ撃つか）を判定する。
【００６５】
　例えば図１７に示すように、プレイヤＰが腕を前方（視線の方向）へ下から上に振って
矢印Ｈの方向に発射動作を行うと、アームセンサ１－２においてポジションの変化が検出
され、同期部９３から発射判定部１２１にトラッキング同期情報が順次入力される。
　夫々のトラッキング同期情報には、腕の振りによって変化するポジション毎のベクトル
（方向と速度）が含まれており、時系列を追って複数のベクトルＶ１乃至Ｖ７が得られる
。
　発射タイミング判定部１３１は、ベクトルＶ１乃至Ｖ７が順次得られる中で、前方の速
度の値が予め設定された一定の値を超えたタイミングで発射タイミングの判定をスタート
する。図１７に示す例では、ベクトルＶ４が得られたタイミングで判定をスタートするも
のとする。
　そして、発射タイミング判定部１３１は、ベクトルの速度の値が一定の値以下になった
ときに発射タイミングと判定する。図１７に示す例では、ベクトルＶ７が得られたタイミ
ングが発射タイミングとされる。
【００６６】
　発射方向判定部１３２は、同期部９３から入力されるトラッキング同期情報に含まれる
ポジション毎のベクトルに基づいて、オブジェクトの発射方向（どこに撃つか）を判定す
る。
　詳細に説明すると、発射方向判定部１３２は、図１８に示すように、フロアＦに立った
プレイヤＰがオブジェクトを発射するために前方（視線の方向）に視線Ｅを向けると、Ｈ
ＭＤ１－１のポジションのＹ座標（高さ成分）を維持する。つまりプレイヤＰの視線を維
持する。
　その後、図１９に示すように、プレイヤＰが腕を前方（視線の方向）へ下から上に振っ
て矢印Ｈの方向に発射動作を行うと、発射方向判定部１３２は、順次取得されるベクトル
Ｖ１１乃至Ｖ１４の方向が、前方の一定範囲Ｇに入った点Ｍ１乃至Ｍ４を抽出する。
　そして、点Ｍ１乃至Ｍ４が、維持した視線の高さになったときに、発射方向判定部１３
２は、そのベクトルの方向に発射するものと判定する。図１９の例では、視線Ｅの高さの
点Ｍ４の方向のベクトルＶ４の向き（角度）でオブジェクトを発射するものと判定する。
　このようにして、発射判定部１２１は、発射タイミング判定部１３１と発射方向判定部
１３２とによって得られた発射方向と発射タイミングを含む発射情報を生成し、オブジェ
クト制御部１２２に通知する。
【００６７】
　この結果、オブジェクト制御部１２２は、発射判定部１２１から通知された発射情報に
含まれる発射方向と発射タイミングを用いて、図２０に示すように、目線Ｅの高さ当たり
にショットＳを放つように制御することができる。
【００６８】
　このようにこの第３実施形態によれば、ゲーム実行部５１に発射判定部１２１とオブジ
ェクト制御部１２２とを備えることで、同期部９３から入力されるトラッキング同期情報
に基づいて、プレイヤＰの動きに連動するオブジェクトの発射判定を行い、発射判定の結
果に基づいて、オブジェクトの動作を制御するので、プレイヤＰがオブジェクトを手で投
げたり発射するようなゲームでは、プレイヤＰの投げる動作に対してオブジェクトの手離
れがスムーズになり、見映えがよくなり、プレイヤＰや応援者Ｕがゲームを楽しむことが
できるようになる。
【００６９】
　以上、本発明のいくつかの実施形態について説明したが、本発明は、上述の実施形態に
限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる範囲での変形、改良等は本発明に含



(15) JP 2021-74354 A 2021.5.20

10

20

30

40

50

まれるものである。
【００７０】
　上記実施形態では、プレイヤＰがＨＭＤ１－１を装着して行うＡＲゲームを一例に説明
したが、例えばＶＲゲームやＭＲゲームにも適用することができる。また、プレイヤＰが
ＨＭＤ１－１を装着するのではなく、プレイヤＰがゲーム機やコントローラを操作して行
うゲームやテレビゲーム等についても適用できる。ＶＲは、Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｒｅａｌｉ
ｔｙの略称であり、ＭＲは、Ｍｉｘｅｄ　Ｒｅａｌｉｔｙの略称である。
　ＶＲゲームでは、ゲーム実行部５１は、現実のプレイヤＰに対応する仮想現実空間上の
アバターが当該プレイヤＰの動き又はゲーム機の操作に応じて動き、該アバターの動きに
応じて仮想現実空間の画像が変化するゲームを実行する。
　ＭＲゲームは、ＡＲゲームとほぼ共通である。即ち、ＭＲゲームでは、ゲーム実行部５
１は、プレイヤＰが透過型ディスプレイを通して見える現実空間の物にオブジェクトを重
ねて表示させて、プレイヤＰの動きに応じてオブジェクトを動作させる。
　また、上記実施形態では、複数のプレイヤＰが２つのチームＡ、Ｂに分かれて対戦する
ゲームを一例にして説明したが、この他、プレイヤＰが単独で行うゲームや多数のチーム
が同じフィールドで対戦するゲーム等についても、本発明を適用可能であり、プレイヤＰ
の数やゲームの内容に限定されるものではない。
　本発明におけるゲームは、広い意味を持ち、例えばプレイヤＰが一人または複数で映像
を応援者端末３に配信し、その映像内容に応じて応援者Ｕが投げ銭をプレゼントするよう
なショー形式の映像配信アプリケーション等もゲームに含まれる。また、ゲームには、ス
ポーツやイベント等も含まれる。
【００７１】
　上記第３実施形態の例では、プレイヤＰが手でエナジーボールＥＢ等のオブジェクトを
投げるようなゲームの例について説明したが、これ以外に、手でオブジェクトをシュート
するゲームに対応するため、以下のような制御を行う。
　オブジェクト制御部１２２は、Ｙ軸方向の発射位置（高さ）を固定し、プレイヤＰがど
のような腕の振り方をしても、また、プレイヤＰの頭部の位置がどのような位置であって
も、図２１に示すように、一定の高さＫで目標に向けてシュートＪが飛ぶように制御する
。
【００７２】
　この他、腕に付けるアームセンサ１－２をシュートやチャージの制御に利用するように
してもよい。この場合、例えば図２２に示すように、プレイヤＰが手を回転させて手の平
Ｄ２を上にしたとき、つまりアームセンサ１－２を床方向に向けたときの回転情報を用い
て、シュートＪの発射を制御してもよい。
　また、アームセンサ１－２を床方向に向けた状態が一定時間維持することで、次のシュ
ートＪを行うためのチャージを完了する。
　この場合、チャージが完了した状態で、図２２のように腕を矢印Ｈの方向に振ると、シ
ュートＪを発射することができる。
【００７３】
　また、図２３に示すように、相手チームのプレイヤＰＡが放ったシュートＪを、他のチ
ームのプレイヤＰＢが手元のアームセンサ１－２で受け取れるように制御できる。この場
合、例えば三次元空間上でボールのモデルがアームセンサ１－２のポジションから一定の
半径の範囲内に入ると、ボールをキャッチできるように条件を設定する。
【００７４】
　さらに、シュートの誤発射を極力防ぐため、図２４に示すように、ＨＭＤ１－１の位置
（頭部の位置）からアームセンサ１－２の位置（手の位置）の距離感で所定の範囲Ｒにつ
いては、強制的にシュートを発射させないよう制御してもよい。
【００７５】
　さらに、例えば、上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行させることもできる
し、ソフトウェアにより実行させることもできる。また、１つの機能ブロックは、ハード
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ウェア単体で構成してもよいし、ソフトウェア単体で構成してもよいし、それらの組み合
わせで構成してもよい。
【００７６】
　一連の処理をソフトウェアにより実行させる場合には、そのソフトウェアを構成するプ
ログラムが、コンピュータ等にネットワークや記録媒体からインストールされる。コンピ
ュータは、専用のハードウェアに組み込まれているコンピュータであってもよい。
　また、コンピュータは、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実
行することが可能なコンピュータ、例えばサーバの他汎用のスマートホンやＰＣ等であっ
てもよい。
【００７７】
　このようなプログラムを含む記録媒体は、ユーザにプログラムを提供するために装置本
体とは別に配布される図示せぬリムーバブルメディアにより構成されるだけでなく、装置
本体に予め組み込まれた状態でユーザに提供される記録媒体等で構成される。
【００７８】
　なお、本明細書において、記録媒体に記録されるプログラムを記述するステップは、そ
の順序に沿って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理されなくと
も、並列的あるいは個別に実行される処理をも含むものである。
　また、本明細書において、システムの用語は、複数の装置や複数の手段等より構成され
る全体的な装置を意味するものとする。
【００７９】
　換言すると、本発明が適用される情報処理システムは、上述の図１の実施形態としての
情報処理システムを含め、次のような構成を有する各種各様の実施形態を取ることができ
る。
【００８０】
　即ち、本発明が適用される情報処理装置（例えば図４のサーバ４等）は、
　プレイヤＰの動きに応じてオブジェクトを動作させるゲームを実行するゲーム実行手段
（例えば図４のゲーム実行部５１等）と、
　前記プレイヤＰ以外で前記ゲームに関係する第三者（応援者Ｕ）の行動に関する行動情
報を取得する情報取得手段（例えば図４の行動情報取得部５３等）と、
　前記情報取得手段により取得された前記行動情報に基づいて、前記オブジェクトを含む
前記ゲームに影響を与える変化を発生させる反映手段（例えば図４の反映部５４等）と、
　を備える。
　この構成を備えることにより、応援者Ｕが行う応援行動自体が、オブジェクトを含むゲ
ームに影響を与える変化を発生させるので、プレイヤＰ以外の第三者である応援者Ｕがプ
レイヤＰと共にゲームに参加していることを体感できるようになる。
　前記反映手段（例えば図４の反映部５４等）は、
　前記情報取得手段により取得された前記行動情報に基づいて、予め設定された条件に合
致する行動を判定する行動判定手段（例えば図４の行動判定部６１等）と、
　前記行動判定手段により判定された前記行動に基づいて、前記オブジェクトを含む前記
ゲームに影響を与える変化を発生させるゲーム反映手段（例えば図４のゲーム反映部６２
等）と、
　を備える。
　この構成を備えることにより、応援者Ｕの行動が条件に合致した場合に、オブジェクト
を含むゲームに影響を与える変化を発生させることにより、応援者Ｕが有効な応援行動を
行ったときにゲームに変化が発生するので、プレイヤＰ以外の第三者である応援者Ｕがゲ
ームに参加していることを体感できるようになる。
　前記ゲーム実行手段（例えば図４のゲーム実行部５１等）は、
　プレイヤＰが透過型のディスプレイ（例えば図２のＨＭＤ１－１等）を通して見える現
実の空間に、拡張現実空間又は複合現実空間におけるオブジェクト（例えば図１のエナジ
ーボールＥＢ、シールドＳＨ等）を重ねて前記ディスプレイに表示させて、前記プレイヤ
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の動きに応じて前記オブジェクトを動作させるゲームを実行する。
　この構成を備えることにより、ＡＲゲーム又はＭＲゲームにおいて、プレイヤＰ以外の
第三者である応援者Ｕがゲームに参加していることを体感できるようになる。
　前記ゲーム実行手段（例えば図４のゲーム実行部５１等）は、
　現実のプレイヤに対応する仮想現実空間上のアバターが当該プレイヤの動き又はゲーム
機の操作に応じて動き、該アバターの動きに応じて仮想現実空間の画像が変化するゲーム
を実行する。
　この構成を備えることにより、ＶＲゲームにおいて、プレイヤＰ以外の第三者である応
援者Ｕがゲームに参加していることを体感できるようになる。
　前記条件（例えば図５のテーブル７０等）は、第三者（応援者Ｕ）夫々から取得された
行動情報に含まれる行動が有効な行動であると判定するための行動判定条件（テーブル７
０の応援行動判定条件）と、前記行動判定条件に合致した行動を、ゲームにどのように反
映させるかを示すゲーム反映内容（テーブル７０のゲーム反映内容）とを対応させたもの
である。
　この構成を備えることにより、テーブル７０に設定されている応援者Ｕの行動がゲーム
に反映されるので、応援者Ｕは、プレイヤＰ以外の第三者である応援者Ｕがゲームに参加
していることを体感できるようになる。
　前記第三者（応援者Ｕ）が操作可能な情報端末（例えば図２の応援者端末３）を有し、
　前記行動情報は、第三者（応援者Ｕ）の動き、声、又は前記情報端末に対する第三者の
操作を前記情報端末が検出した状況の変化を示す情報を含み、
　前記ゲーム反映手段（例えば図４のゲーム反映部６２等）は、
　前記状況の変化を示す情報が予め設定された閾値を超えた場合に、前記オブジェクトを
含む前記ゲームに変化を発生させる。
　この構成を備えることにより、運営側で応援行動として設定した応援者Ｕの行動のみが
ゲームに反映されるので、他の妨害行動等でゲームが阻害されることがなくなる。
　前記状況の変化を示す情報は、前記情報端末（例えば図２の応援者端末３）に対する前
記第三者（応援者Ｕ）のボタンの押下操作、前記第三者の歩数、前記第三者の声、前記第
三者の体の動き、前記第三者が所持する物（タオル、うちわ、テレビのリモコン、投げ銭
、蛍光棒等）の動きのうち１つ以上の変化を含む。
　この構成を備えることにより、情報端末の既存の機能を利用し応援者Ｕの様々な応援行
動を検出することができ、その応援行動に応じた反映内容も様々なものにすることができ
る。
　なお、ボタンの押下操作には、ハードウェアのボタンの押下操作だけでなく、画面に表
示されるソフトウェアボタン（アイコンやオブジェクト等）の押下操作等を含む。また、
押下操作には、単なる押す操作の他に、画面をなぞる操作やはじく操作、複数の指による
操作等が含まれる。
【００８１】
　前記ゲーム実行手段（例えば図９のゲーム実行部５１等）は、
　プレイヤＰの頭部に装着された第１センサ（例えば図９のＨＭＤ１－１等）から取得し
たプレイヤＰの頭部の位置情報に基づいて、頭部の位置（ポジション）をトラッキングす
る第１トラッキング手段（例えば図９の頭部トラッキング部９２等）と、
　プレイヤＰの腕に装着された第２センサ（例えば図９のアームセンサ１－２等）から取
得したプレイヤＰの手の位置情報に基づいて、手の位置（ポジション）をトラッキングす
る第２トラッキング手段（例えば図９のアームトラッキング部９１等）と、
　前記第１トラッキング手段が頭部の位置（ポジション）をトラッキングした第１トラッ
キング情報と前記第２アームトラッキング手段が手の位置（ポジション）をトラッキング
した第２トラッキング情報とを同期させて、同じタイミングでの前記頭部と前記手の位置
情報を取得する同期手段（例えば図９の同期部９３等）と、
　前記同期手段により取得された前記頭部と前記手の位置（ポジション）に合わせた前記
オブジェクトの画像をゲーム内の仮想空間に表示する制御を行うゲーム制御手段（例えば
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　この構成を備えることにより、現実のプレイヤＰにオブジェクトを重ねて表示するゲー
ムでは、プレイヤＰの頭や手足を含む肢体の動きにオブジェクトの動きを同期させて、見
映えがよくなり、プレイヤＰや応援者Ｕがゲームを楽しむことができるようになる。
【００８２】
　前記ゲーム実行手段（例えば図１６のゲーム実行部５１等）は、
　前記同期手段（例えば図９や図１６の同期部９３等）から入力されるトラッキング同期
情報に基づいて、プレイヤＰの動きに連動するオブジェクトの発射判定を行う発射判定手
段（例えば図１６の発射判定部１２１等）と、
　前記発射判定手段により判定された発射判定の結果に基づいて、オブジェクトの動作を
制御するオブジェクト制御手段（例えば図１６のオブジェクト制御部１２２）と、
　を備える。
　この構成を備えることにより、プレイヤＰがオブジェクトを手で投げたり発射するよう
なゲームでは、プレイヤＰの投げる動作に対してオブジェクトの手離れがスムーズになり
、見映えがよくなり、プレイヤＰや応援者Ｕがゲームを楽しむことができるようになる。
【符号の説明】
【００８３】
　１・・・プレイヤ端末、１－１・・・ＨＭＤ、１－２・・・アームセンサ、３、３－１
乃至３－ｎ・・・応援者端末、４・・・サーバ、２１・・・ＣＰＵ、２９・・・記憶部、
３０・・・通信部、４１・・・会員情報記憶部、４２・・・ゲーム情報記憶部、４３・・
・応援情報記憶部、５１・・・ゲーム実行部、５２・・・Ｗｅｂサーバ部、５３・・・行
動情報取得部、５４・・・反映部、６１・・・行動判定部、６２・・・ゲーム反映部、９
３・・・同期部、９４・・・ゲーム制御部、１２１・・・発射判定部、１２２・・・オブ
ジェクト制御部、１３１・・・発射タイミング判定部、１３２・・・発射方向判定部
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