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(57)【要約】
【課題】ユーザを撮像して得られる画像データに基づい
てゲームを進行するとともに、ゲームをプレイ中のユー
ザの表情などを表示する新規なプログラムおよびゲーム
装置を提供する。
【解決手段】内側カメラによる画像データの取得、およ
び取得された画像データに基づく人体認識処理の実行が
所定周期で繰返し実行される。この周期的に取得（更新
）される認識結果（ユーザ画像）に基づいて、ゲームが
進行する。ゲーム進行中に認識結果（ユーザ画像）が条
件１，２，…をそれぞれ満足するタイミングで画像デー
タがそれぞれキャプチャーされる。ゲーム終了後、ゲー
ムのプレイ中にキャプチャーされた画像データ１，２，
…が表示（リプレイ）される。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像手段および表示手段を利用可能なゲーム装置のコンピュータで実行されるゲームプ
ログラムであって、前記撮像手段は、ユーザを撮像するように適合されており、前記ゲー
ムプログラムは、前記コンピュータを
　前記撮像手段により取得される画像データに含まれるユーザ画像に基づいてゲームを進
行するゲーム進行手段、および
　少なくとも、前記ユーザ画像が予め定められた条件を満足した場合に前記撮像手段によ
り取得される画像データに基づく画像を前記表示手段に表示させる表示制御手段、として
機能させる、ゲームプログラム。
【請求項２】
　前記表示制御手段は、前記ゲーム進行手段によるゲームが進行中でないときに、少なく
とも、前記ユーザ画像が予め定められた条件を満足した場合に、前記撮像手段により取得
される画像データに基づく画像を前記表示手段に表示させる、請求項１に記載のゲームプ
ログラム。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、前記ゲームの終了後に、少なくとも、前記ユーザ画像が予め定め
られた条件を満足した場合に、前記撮像手段により取得される画像データに基づく画像を
前記表示手段に表示させる、請求項１または２に記載のゲームプログラム。
【請求項４】
　前記ゲーム進行手段は、前記ユーザ画像に基づいて、前記ゲームが成功したか否かを判
断し、
　前記表示制御手段は、少なくとも、前記ゲームが成功したと判断されたときに前記撮像
手段により取得される画像データに基づく画像を前記表示手段に表示させる、請求項１～
３のいずれか１項に記載のゲームプログラム。
【請求項５】
　前記ゲーム進行手段は、前記ユーザ画像の位置とゲーム演出に応じて表示されるオブジ
ェクトの位置とに基づいて、前記ゲームが成功したか否かを判断する、請求項４に記載の
ゲームプログラム。
【請求項６】
　前記ゲームプログラムは、前記コンピュータを、さらに
　　前記ユーザ画像として、前記画像データ内のユーザの領域を示すユーザ領域を検出す
る検出手段として機能させ、
　前記ゲーム進行手段は、前記ゲーム演出に応じて表示されるオブジェクトの位置と、前
記検出手段により検出されるユーザ領域の位置とに基づいて、前記ゲームが成功したか否
かを判断する、請求項５に記載のゲームプログラム。
【請求項７】
　前記検出手段は、前記撮像手段により所定周期で取得される画像データに対して前記ユ
ーザ領域の検出を逐次行ない、
　前記ゲームプログラムは、前記コンピュータを、さらに
　　前記ゲーム進行中に前記検出手段により検出されたユーザ領域を表示させる認識結果
反映手段として機能させる、請求項６に記載のゲームプログラム。
【請求項８】
　前記認識結果反映手段は、前記撮像手段により撮像される画像とは異なる態様で前記ユ
ーザ領域を表示させる、請求項７に記載のゲームプログラム。
【請求項９】
　前記検出手段は、前記画像データ内の肌色領域を検出する肌色領域検出手段を含み、
　前記ゲーム進行手段は、前記ゲーム演出に応じて表示されるオブジェクトの位置と、前
記肌色領域検出手段により検出される肌色領域の位置とに基づいて、前記ゲームが成功し
たか否かを判断する、請求項６に記載のゲームプログラム。
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【請求項１０】
　前記肌色領域検出手段は、前記撮像手段により所定周期で取得される画像データに対し
て前記肌色領域の検出を逐次行ない、
　前記ゲームプログラムは、前記コンピュータを、さらに
　　前記ゲーム進行中に前記肌色領域検出手段により検出された肌色領域を表示させる認
識結果反映手段として機能させる、請求項９に記載のゲームプログラム。
【請求項１１】
　前記認識結果反映手段は、前記撮像手段により撮像される画像とは異なる態様で前記肌
色領域を表示させる、請求項１０に記載のゲームプログラム。
【請求項１２】
　前記ゲームプログラムは、前記コンピュータを、さらに
　　前記ユーザ画像として、前記画像データ内の人間の顔領域を検出する顔領域検出手段
として機能させ、
　前記ゲーム進行手段は、前記ゲーム演出に応じて表示されるオブジェクトの位置と、前
記顔領域検出手段により検出される人間の顔領域の位置とに基づいて、ゲームが成功した
か否かを判断する、請求項１～１１のいずれか１項に記載のゲームプログラム。
【請求項１３】
　前記ゲームプログラムは、前記コンピュータを、さらに
　　ユーザの存在を検出する存在検出手段として機能させ、
　前記ゲーム進行手段は、前記存在検出手段によりユーザの存在が検出されているときに
、ゲームが成功したか否かを判断する、請求項４～１２いずれか１項に記載のゲームプロ
グラム。
【請求項１４】
　前記表示制御手段は、
　　ゲーム開始からゲーム終了までの間、当該ゲームが成功したと決定するための条件を
含む複数の異なる条件が満足される毎に、前記画像データをそれぞれ記憶し、
　　記憶された複数の前記画像データを所定の順序で切換えて表示させる、請求項１～１
３のいずれか１項に記載のゲームプログラム。
【請求項１５】
　前記表示制御手段は、前記撮像手段により取得された前記画像データに所定のオブジェ
クトを重ねて表示させる、請求項１～１４のいずれか１項に記載のゲームプログラム。
【請求項１６】
　前記表示制御手段は、前記画像データが記憶されたときのゲーム演出に対応するオブジ
ェクトを当該画像データに重ねて表示させる、請求項１５に記載のゲームプログラム。
【請求項１７】
　前記表示制御手段は、前記画像データが記憶されたときのゲーム演出とは独立したオブ
ジェクトを当該画像データに重ねて表示させる、請求項１５または１６に記載のゲームプ
ログラム。
【請求項１８】
　前記ゲームプログラムは、前記コンピュータを、さらに
　　前記ゲームの進行中および前記撮像手段により取得された画像データに基づく画像の
表示中にオブジェクトを前記表示手段に表示させるオブジェクト表示手段として機能させ
、
　前記オブジェクト表示手段は、前記ゲームの進行中に表示したオブジェクトの位置に当
該オブジェクトを別のオブジェクトに入れ替えて、前記撮像手段により取得された画像デ
ータに基づく画像の表示中に表示させる、請求項１～１３のいずれか１項に記載のゲーム
プログラム。
【請求項１９】
　前記ゲームプログラムは、前記コンピュータを、さらに
　　前記ゲームの進行中および前記撮像手段により取得された画像データに基づく画像の
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表示中にオブジェクトを前記表示手段に表示させるオブジェクト表示手段として機能させ
、
　前記オブジェクト表示手段は、前記ゲームの進行中に表示したオブジェクトとは関連し
ないオブジェクトを前記撮像手段により取得された画像データに基づく画像の表示中に表
示させる、請求項１～１３のいずれか１項に記載のゲームプログラム。
【請求項２０】
　前記ゲーム進行手段は、予め定められた複数の段階において、各段階に対応付けられた
成功条件に基づいてゲーム成功をそれぞれ判断することでゲームを進行し、
　前記ゲームプログラムは、前記コンピュータを、さらに
　　前記ゲームの進行に応じて、それぞれの段階に対応する成功条件に関連付けられたオ
ブジェクトを切換えて前記表示手段に表示させるオブジェクト表示手段として機能させる
、請求項１～１３のいずれか１項に記載のゲームプログラム。
【請求項２１】
　前記ゲーム進行手段は、予め定められた複数の段階において、各段階に対応付けられた
成功条件に基づいてゲーム成功をそれぞれ判断することでゲームを進行し、
　前記表示制御手段は、ゲーム進行中の前記複数の段階のそれぞれにおいて取得されて前
記撮像手段により取得された複数の画像データと、各画像データが取得された段階に対応
付けられた成功条件に関連付けられたオブジェクトと、を合成した画像を表示させる、請
求項１～１３のいずれか１項に記載のゲームプログラム。
【請求項２２】
　前記ゲーム進行手段は、予め定められた複数の段階において、各段階に対応付けられた
成功条件に基づいてゲーム成功をそれぞれ判断することでゲームを進行し、
　前記表示制御手段は、ゲーム進行中の前記複数の段階のそれぞれにおいて取得されて前
記撮像手段により取得された複数の画像データを連続的に表示させる、請求項１～１３の
いずれか１項に記載のゲームプログラム。
【請求項２３】
　ゲーム装置であって、
　ユーザを撮像するように適合された撮像部と、
　表示部と、
　演算処理部とを備え、
　前記演算処理部は、
　　前記撮像部により取得される画像データに含まれるユーザ画像に基づくゲームの進行
と、
　　少なくとも、前記ユーザ画像が予め定められた条件を満足した場合に、前記撮像部に
より取得される画像データに基づく画像の前記表示部での表示とを実行可能である、ゲー
ム装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ユーザを撮像して得られる画像データに基づいてゲームを進行可能なゲー
ムプログラムおよびゲーム装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、ユーザの顔を撮像し、撮像して得られる画像データに基づいてゲームを進行
させるゲームプログラムが知られている（例えば、非特許文献１参照）。このゲームプロ
グラムでは、ゲーム開始から所定時間経過したタイミングでユーザを撮像しておき、この
撮像したユーザの画像は、ゲームの終了時にゲーム結果とともに表示される。
【非特許文献１】「大人のＤＳ　顔トレーニング」取扱説明書、任天堂株式会社、２００
７年８月２日発売
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上述の先行技術では、ゲーム開始から所定時間経過したタイミングでユーザを撮像し、
そのタイミングにおけるユーザの表情をゲーム終了時に表示するのみであった。
【０００４】
　この発明は、ユーザを撮像して得られる画像データに基づいてゲームを進行するととも
に、ゲームをプレイ中のユーザの表情などを表示する新規なゲームプログラムおよびゲー
ム装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この発明の第１の局面に従えば、撮像手段（２３：実施の形態で相当する参照符号。以
下同じ。）および表示手段（１２，２２）を利用可能なゲーム装置（１００）のコンピュ
ータで実行されるゲームプログラムを提供する。ここで、撮像手段は、ユーザを撮像する
ように適合されている。ゲームプログラムは、コンピュータを、撮像手段により取得され
る画像データに含まれるユーザ画像に基づいてゲームを進行するゲーム進行手段（１１０
，１２０，１３０，１３２）、少なくとも、ユーザ画像が予め定められた条件を満足した
場合に撮像手段により取得される画像データに基づく画像を表示手段に表示させる表示制
御手段（１３６）として機能させる。
【０００６】
　この第１の局面によれば、本ゲームプログラムによって提供されるゲームをユーザがプ
レイしているあるタイミングにおける、当該ユーザの姿を写した画像データを取得するこ
とができる。すなわち、ユーザを撮像して得られる画像データに含まれるユーザ画像が予
め定められた条件を満足したタイミングで、ゲームをプレイ中のユーザを撮像することが
できる。そして、ゲーム終了後などに、これらの画像データを表示することで、ゲームを
プレイ中のユーザの意外なあるいは面白みのなる表情などを見て楽しむことができる。な
お、ユーザ画像とは、少なくとも、撮像手段により取得された画像データのうち、ユーザ
が被写体として写っている領域を含む画像を意味する。
【０００７】
　好ましい第２の局面によれば、表示制御手段は、ゲーム進行手段によるゲームが進行中
でないときに、少なくとも、ユーザ画像が予め定められた条件を満足した場合に、撮像手
段により取得される画像データに基づく画像を表示手段に表示させる。
【０００８】
　この第２の局面によれば、ユーザがゲームをプレイしていない期間において、ゲームを
プレイ中のユーザの意外なあるいは面白みのなる表情などを見て楽しむことができる。
【０００９】
　好ましい第３の局面によれば、表示制御手段は、ゲームの終了後に、少なくとも、ユー
ザ画像が予め定められた条件を満足した場合に、撮像手段により取得される画像データに
基づく画像を表示手段に表示させる。
【００１０】
　この第３の局面によれば、ゲーム終了後に、ゲームをプレイ中のユーザの意外なあるい
は面白みのなる表情などを見て楽しむことができる。
【００１１】
　好ましい第４の局面によれば、ゲーム進行手段は、ユーザ画像に基づいて、ゲームが成
功したか否かを判断し、表示制御手段は、少なくとも、ゲームが成功したと判断されたと
きに撮像手段により取得される画像データに基づく画像を表示手段に表示させる。
【００１２】
　この第４の局面によれば、ゲームが成功したタイミング周辺におけるユーザの表情など
を撮像することができる。そのため、ゲームが成功したときのユーザの表情などを表示す
ることができる。
【００１３】
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　好ましい第５の局面によれば、ゲーム進行手段は、ユーザ画像の位置とゲーム演出に応
じて表示されるオブジェクトの位置とに基づいて、ゲームが成功したか否かを判断する。
【００１４】
　この第５の局面によれば、ゲームが成功したタイミング周辺におけるユーザの表情など
を撮像することができる。そのため、ゲーム終了後には、ゲームが成功したときのユーザ
の表情などを表示することができる。
【００１５】
　また、この第５の局面によれば、ゲーム演出に応じて表示されるオブジェクトの位置に
関連付けられた成功条件が満足された場合には、ユーザの顔や手などが当該成功条件に応
じた位置にほぼ確実に存在すると考えられるので、いずれのユーザがゲームをプレイした
場合であっても、ほぼ同様の構図の画像データを取得することができる。これにより、画
像データに予め用意された画像のオブジェクトなどを重ねて表示した場合に、開発者が意
図した内容をより確実に表現することができる。
【００１６】
　より好ましい第６の局面によれば、ゲームプログラムは、コンピュータを、ユーザ画像
として、画像データ内のユーザの領域を示すユーザ領域を検出する検出手段（１２６）と
してさらに機能させる。ゲーム進行手段は、ゲーム演出に応じて表示されるオブジェクト
の位置と、検出手段により検出されるユーザ領域の位置とに基づいて、ゲームが成功した
か否かを判断する。
【００１７】
　この第６の局面によれば、ユーザが写っている領域を的確に特定できるので、ユーザ以
外の被写体による誤検出を防止することができる。
【００１８】
　より好ましい第７の局面によれば、ゲームプログラムは、コンピュータを、ユーザ画像
として、画像データ内のユーザの領域を示すユーザ領域を検出する検出手段としてさらに
機能させ、ゲーム進行手段は、ゲーム演出に応じて表示されるオブジェクトの位置と、検
出手段により検出されるユーザ領域の位置とに基づいて、ゲームが成功したか否かを判断
する。
【００１９】
　さらに好ましい第８の局面によれば、認識結果反映手段は、撮像手段により撮像される
画像とは異なる態様でユーザ領域を表示させる。
【００２０】
　この第８の局面によれば、ユーザがゲームをプレイ中には、撮像手段により取得される
ユーザの表情などが表示されないので、ユーザは撮像されていることを意識することなく
、ゲームをプレイすることができる。その結果、ゲームをプレイ中のユーザの自然な表情
を写した画像データを取得することができる。
【００２１】
　より好ましい第９の局面によれば、検出手段は、画像データ内の肌色領域を検出する肌
色領域検出手段を含み、ゲーム進行手段は、ゲーム演出に応じて表示されるオブジェクト
の位置と、肌色領域検出手段により検出される肌色領域の位置とに基づいて、ゲームが成
功したか否かを判断する。
【００２２】
　この第９の局面によれば、撮像手段がユーザの肌を撮像していることをより確実に判断
することができるので、ユーザ以外の被写体による誤検出を防止することができる。
【００２３】
　より好ましい第１０の局面によれば、肌色領域検出手段は、撮像手段により所定周期で
取得される画像データに対して肌色領域の検出を逐次行ない、ゲームプログラムは、コン
ピュータを、ゲーム進行中に肌色領域検出手段により検出された肌色領域を表示させる認
識結果反映手段としてさらに機能させる。
【００２４】
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　この第１０の局面によれば、ユーザは、自身を撮像して得られる画像データに対して検
出される肌色領域を確認しながらゲームをプレイすることができる。
【００２５】
　より好ましい第１１の局面によれば、認識結果反映手段は、撮像手段により撮像される
画像とは異なる態様で肌色領域を表示させる。
【００２６】
　この第１１の局面によれば、ユーザがゲームをプレイ中には、撮像手段により取得され
るユーザの表情などが表示されないので、ユーザは撮像されていることを意識することな
く、ゲームをプレイすることができる。その結果、ゲームをプレイ中のユーザの自然な表
情を写した画像データを取得することができる。
【００２７】
　好ましい第１２の局面によれば、ゲームプログラムは、コンピュータを、さらに、ユー
ザ画像として、画像データ内の人間の顔領域を検出する顔領域検出手段（１２２）として
機能させる。ゲーム進行手段は、ゲーム演出に応じて表示されるオブジェクトの位置と、
顔領域検出手段により検出される人間の顔領域の位置とに基づいて、ゲームが成功したか
否かを判断する。
【００２８】
　この第１２の局面によれば、人間の顔領域を特定するので、撮像手段がユーザの顔を撮
像していることをより確実に判断することができる。これにより、ユーザ以外の被写体に
よる誤検出を防止することができる。
【００２９】
　好ましい第１３の局面によれば、ゲームプログラムは、コンピュータを、さらに、ユー
ザの存在を検出する存在検出手段として機能させ、ゲーム進行手段は、存在検出手段によ
りユーザの存在が検出されているときに、ゲームが成功したか否かを判断する。
【００３０】
　この第１３の局面によれば、ユーザがゲーム装置の前に存在しない場合に、誤判定によ
りゲームが進行することを回避することができる。
【００３１】
　好ましい第１４の局面によれば、表示制御手段は、ゲーム開始からゲーム終了までの間
、当該ゲームが成功したと決定するための条件を含む複数の異なる条件が満足される毎に
、画像データをそれぞれ記憶し、表示制御手段は、撮像手段により撮像された複数の画像
データを所定の順序で切換えて表示させる。
【００３２】
　この第１４の局面によれば、ゲームが成功した周辺におけるユーザの表情などだけでな
く、ゲームをプレイ中の一連のユーザの表情などを適宜撮像することができる。そのため
、ゲーム終了後には、ゲームをプレイ中のユーザの一連の表情を動画像ライクに表示させ
ることができ、ユーザの意外なあるいは面白みのなる表情などを見て楽しむことができる
。
【００３３】
　好ましい第１５の局面によれば、表示制御手段は、撮像手段により撮像された画像デー
タに所定のオブジェクトを重ねて表示させる。
【００３４】
　この第１５の局面によれば、ゲーム終了後において、何らかの意味を持たせたオブジェ
クトを画像データに重ねて表示されるので、ゲームをプレイ中のユーザの表情そのもので
はなく、ユーザの表情を利用した各種の表現で楽しむことができる。
【００３５】
　より好ましい第１６の局面によれば、表示制御手段は、画像データが記憶されたときの
ゲーム演出に対応するオブジェクトを当該画像データに重ねて表示させる。
【００３６】
　この第１６の局面によれば、ゲーム終了後に、画像データが記憶されたときのゲーム演
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出を再現した画像で楽しむことができる。
【００３７】
　あるいは、より好ましい第１７の局面によれば、表示制御手段は、画像データが記憶さ
れたときのゲーム演出とは独立したオブジェクトを当該画像データに重ねて表示させる。
【００３８】
　この第１７の局面によれば、ゲームをプレイ中のユーザの表情を利用して、全く別の意
味を与えた表現を行なうことができる。
【００３９】
　より好ましい第１８の局面によれば、ゲームプログラムは、コンピュータを、さらに、
ゲームの進行中および撮像手段により撮像された画像データに基づく画像の表示中にオブ
ジェクトを表示手段に表示させるオブジェクト表示手段として機能させ、オブジェクト表
示手段は、ゲームの進行中に表示したオブジェクトの位置に当該オブジェクトを別のオブ
ジェクトに入れ替えて、撮像手段により取得された画像データに基づく画像の表示中に表
示させる。
【００４０】
　この第１８の局面によれば、ゲーム中に表示されたオブジェクトとは異なるオブジェク
トを、ゲーム中に取得された画像データと合わせて表示することで、ゲーム中に意味して
いたオブジェクトに与えられている意味とは異なる意味をもつ画像を表示することができ
る。
【００４１】
　より好ましい第１９の局面によれば、ゲームプログラムは、コンピュータを、さらに、
ゲームの進行中および撮像手段により撮像された画像データに基づく画像の表示中にオブ
ジェクトを表示手段に表示させるオブジェクト表示手段として機能させ、オブジェクト表
示手段は、ゲームの進行中に表示したオブジェクトとは関連しないオブジェクトを撮像手
段により撮像された画像データに基づく画像の表示中に表示させる。
【００４２】
　この第１９の局面によれば、ゲーム中に表示されたオブジェクトとは関連しないオブジ
ェクトを、ゲーム中に取得された画像データと合わせて表示することで、ゲーム中に意味
していたオブジェクトに与えられている意味とは関連しない、異なる意味をもつ画像を表
示することができる。
【００４３】
　より好ましい第２０の局面によれば、ゲーム進行手段は、予め定められた複数の段階に
おいて、各段階に対応付けられた成功条件に基づいてゲーム成功をそれぞれ判断すること
でゲームを進行し、ゲームプログラムは、コンピュータを、さらに、ゲームの進行に応じ
て、それぞれの段階に対応する成功条件に関連付けられたオブジェクトを切換えて表示手
段に表示させるオブジェクト表示手段として機能させる。
【００４４】
　この第２０の局面によれば、ゲーム進行に応じて、様々な意味をもつ複数のオブジェク
トを随時表示させることができる。
【００４５】
　より好ましい第２１の局面によれば、ゲーム進行手段は、予め定められた複数の段階に
おいて、各段階に対応付けられた成功条件に基づいてゲーム成功をそれぞれ判断すること
でゲームを進行し、表示制御手段は、ゲーム進行中の複数の段階のそれぞれにおいて取得
されて撮像手段に撮像された複数の画像データと、各画像データが取得された段階に対応
付けられた成功条件に関連付けられたオブジェクトと、を合成した画像を表示させる。
【００４６】
　この第２１の局面によれば、一連のゲームのプレイ中に取得されたユーザの姿を写した
複数の画像データを、それぞれの画像が取得されたシチュエーションに応じたオブジェク
トを付加した表現を行なうことができる。
【００４７】
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　より好ましい第２２の局面によれば、ゲーム進行手段は、予め定められた複数の段階に
おいて、各段階に対応付けられた成功条件に基づいてゲーム成功をそれぞれ判断すること
でゲームを進行し、表示制御手段は、ゲーム進行中の複数の段階のそれぞれにおいて取得
されて記憶手段に記憶された複数の画像データを連続的に表示させる。
【００４８】
　この第２２の局面によれば、一連のゲームのプレイ中に取得されたユーザの姿を写した
複数の画像データを、動画像ライクに表示することができ、ユーザの意外なあるいは面白
みのなる表情などを見て楽しむことができる。
【００４９】
　この発明の第２３の局面によれば、ユーザを撮像するように適合された撮像部（２３）
と、表示部（１２，２２）と、演算処理部（３１）とを含むゲーム装置（１００）を提供
する。演算処理部は、撮像部により取得される画像データに含まれるユーザ画像に基づく
ゲームの進行と、少なくとも、ユーザ画像が予め定められた条件を満足した場合に、撮像
部により取得される画像データに基づく画像の表示部での表示とを実行可能である。
【００５０】
　この第２３の局面によれば、本ゲーム装置によって提供されるゲームをユーザがプレイ
しているあるタイミングにおける、当該ユーザの姿を写した画像データを取得することが
できる。すなわち、ユーザを撮像して得られる画像データに対して人体認識の結果が予め
定められた条件を満足したタイミングで、ゲームをプレイ中のユーザを撮像することがで
きる。そして、ゲーム終了後に、これらの画像データを表示することで、ゲームをプレイ
中のユーザの意外なあるいは面白みのなる表情などを見て楽しむことができる。
【００５１】
　上述の記載においては、本発明の理解を助けるために後述の実施形態との対応関係を示
すための参照符号および補足説明等を付したが、これらは本発明を何ら限定するものでは
ない。
【発明の効果】
【００５２】
　この発明によれば、ユーザは、自身を撮像して得られる画像データに基づいてゲームを
進行させて楽しむことができるとともに、ゲームをプレイ中の自身の表情などを見て楽し
むこともできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５３】
　この発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中の同
一または相当部分については、同一符号を付してその説明は繰返さない。
【００５４】
　本発明に係るゲーム装置（コンピュータ）の代表例として、以下では、携帯型のゲーム
装置１００について説明する。ゲーム装置１００は、撮像手段（もしくは、撮像部）およ
び表示手段（もしくは、表示部）を利用可能である。また、本発明に係るゲームプログラ
ムの一例として、コンピュータであるゲーム装置１００で実行されるゲームプログラムに
ついて説明する。なお、本発明に係るコンピュータは、ゲーム装置に限定されることはな
く、各種アプリケーションを実行可能なパーソナルコンピュータとして実現してもよい。
さらに、本発明に係るゲームプログラムは、パーソナルコンピュータ上で実行される各種
アプリケーションの一部の機能として組み込まれてもよい。
【００５５】
　＜用語＞
　本明細書において「利用可能な」とは、撮像手段（もしくは、撮像部）および表示手段
（もしくは、表示部）などのデバイスがコンピュータ（典型的には、ゲーム装置１００）
と有線または無線で接続されており、データ通信が可能であることを意味する。このとき
、撮像手段（もしくは、撮像部）および表示手段（もしくは、表示部）などのデバイスは
、ゲーム装置１００と一体構成されてもよいし、別体であってもよい。
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【００５６】
　＜外観＞
　図１および図２は、この発明の実施の形態に従うゲーム装置１００の外観図である。
【００５７】
　図１および図２を参照して、本実施の形態に従うゲーム装置１００は、折り畳み型の携
帯ゲーム装置である。図１は、開いた状態（開状態）のゲーム装置１００を示し、図２は
、閉じた状態（閉状態）のゲーム装置１００を示す。ゲーム装置１００は、開いた状態に
おいてもユーザが両手または片手で把持することができるようなサイズで構成される。
【００５８】
　ゲーム装置１００は、第１ハウジング１１および第２ハウジング２１を有する。第１ハ
ウジング１１と第２ハウジング２１とは、開閉可能（折り畳み可能）に連結されている。
図１に示す例では、第１ハウジング１１および第２ハウジング２１は、それぞれ長方形の
板状に形成され、互いの長辺部分でヒンジによって回転可能に連結されている。
【００５９】
　通常、ユーザがゲーム装置１００を使用する場合には、ゲーム装置１００は開状態にお
かれる。一方、ユーザがゲーム装置１００を使用しない場合には、ゲーム装置１００は閉
状態におかれる。ゲーム装置１００では、第１ハウジング１１と第２ハウジング２１との
なす角度を、閉位置（略０度）と開位置（略１８０度）との間に必要に応じて維持するこ
ともできる。すなわち、第１ハウジング１１を第２ハウジング２１に対して任意の角度で
静止させることができる。この際、第１ハウジング１１と第２ハウジング２１との連結部
分に発生する摩擦力などを用いることができる。摩擦力に加えて、あるいは摩擦力に代え
て、第１ハウジング１１と第２ハウジング２１との連結部にラッチ機構を採用してもよい
。
【００６０】
　第１ハウジング１１には、表示部（表示手段）として、第１ＬＣＤ（Liquid Crystal D
isplay：液晶表示装置）１２が設けられる。第１ＬＣＤ１２は長方形状であり、その長辺
方向が第１ハウジング１１の長辺方向に一致するように配置される。なお、本実施の形態
では、表示部（表示手段）としてＬＣＤを採用した場合を示すが、たとえばＥＬ（Electr
o Luminescence：電界発光）を利用した表示装置といった、他の適切な表示装置を採用し
てもよい。また、表示部（表示手段）の解像度は、実行されるアプリケーションなどに応
じて適切に設計することができる。
【００６１】
　第１ハウジング１１には、入力部（入力手段）として、ゲーム装置１００に対する各種
操作を行なうためのボタン１４Ａ～１４Ｋが設けられる。ボタン１４Ａ～１４Ｋのうち、
方向入力ボタン１４Ａ、操作ボタン１４Ｂ、操作ボタン１４Ｃ、操作ボタン１４Ｄ、操作
ボタン１４Ｅ、電源ボタン１４Ｆ、スタートボタン１４Ｇ、およびセレクトボタン１４Ｈ
は、第１ハウジング１１と第２ハウジング２１とを折り畳んだときに内側となる、第１ハ
ウジング１１の内側主面上に設けられる。
【００６２】
　すなわち、図１に示す配置例では、方向入力ボタン１４Ａおよび電源ボタン１４Ｆは、
第１ハウジング１１の内側主面中央付近に設けられる第１ＬＣＤ１２に対して、左右一方
側（図１では紙面左側）の主面上に設けられる。ボタン１４Ｂ～１４Ｅ、スタートボタン
１４Ｇ、およびセレクトボタン１４Ｈは、第１ＬＣＤ１２に対して左右他方側（図１では
紙面右側）となる第１ハウジング１１の内側主面上に設けられる。
【００６３】
　Ｌボタン１４Ｉは、第１ハウジング１１の紙面上側面の左端部に設けられ、Ｒボタン１
４Ｊは、第１ハウジング１１の紙面上側面の右端部に設けられる。また、音量ボタン１４
Ｋは、第１ハウジング１１の左側面に設けられる。
【００６４】
　方向入力ボタン１４Ａ、Ｌボタン１４Ｉ、およびＲボタン１４Ｊは、たとえば選択操作
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等に用いられる。ボタン１４Ｂ～１４Ｅは、たとえば決定操作やキャンセル操作等に用い
られる。電源ボタン１４Ｆは、ゲーム装置１００の電源をオン／オフするために用いられ
る。音量ボタン１４Ｋは、ゲーム装置１００に搭載されるスピーカの音量を調整するため
に用いられる。
【００６５】
　ゲーム装置１００は、ボタン１４Ａ～１４Ｋとは別の入力部（入力手段）として、タッ
チパネル１３をさらに有している。タッチパネル１３は、第１ＬＣＤ１２の画面上を覆う
ように装着され、ユーザによる入力操作が行なわれた場合に、その座標を検出する。すな
わち、タッチパネル１３は、第１ＬＣＤ１２の表示面と対応付けて配置される。
【００６６】
　タッチパネル１３としては、たとえば抵抗膜方式のタッチパネルを採用することができ
るが、抵抗膜方式に限らず、各種の押圧式のタッチパネルを採用することができる。また
、タッチパネル１３の解像度（検出精度）は、第１ＬＣＤ１２の解像度（表示精度）と同
程度であることが好ましい。ただし、必ずしもタッチパネル１３の解像度と第１ＬＣＤ１
２の解像度とが一致している必要はない。
【００６７】
　第１ハウジング１１の紙面右側の側面には、タッチペン２７の挿入口（図１では、破線
で示している）が設けられている。この挿入口には、タッチパネル１３に対する入力操作
を行なうために用いられるタッチペン２７を収納することができる。なお、タッチパネル
１３に対する入力操作は、通常、タッチペン２７を用いて行われるが、タッチペン２７に
代えて、ユーザの指などでタッチパネル１３に対する入力操作を行なうことも可能である
。
【００６８】
　第１ハウジング１１の紙面右側の側面には、さらに、メモリカード２８を収納するため
の挿入口（図１では、二点鎖線で示している）が設けられている。この挿入口の内側には
、ゲーム装置１００とメモリカード２８とを電気的に接続するためのコネクタ（図示せず
）が設けられる。メモリカード２８は、このコネクタに着脱自在に装着される。メモリカ
ード２８は、他の情報処理装置やゲーム装置から取得されたゲームプログラムや画像デー
タの読出し、ならびに、ゲーム装置１００によって撮影および／または画像処理された画
像データの記憶（保存）などに用いられる。メモリカード２８は、たとえばＳＤ（Secure
 Digital）カードなどの不揮発性記憶媒体からなる。
【００６９】
　第１ハウジング１１の紙面上側の側面には、メモリカード２９を収納するための挿入口
（図１では、一点鎖線で示している）が設けられている。この挿入口の内側には、ゲーム
装置１００とメモリカード２９とを電気的に接続するためのコネクタ（図示せず）が設け
られる。メモリカード２９は、このコネクタに着脱自在に装着される。メモリカード２９
は、ゲームプログラムなどを記憶する。
【００７０】
　第１ハウジング１１と第２ハウジング２１との連結部の紙面左側には、３つのＬＥＤ１
５Ａ～１５Ｃが取り付けられる。ゲーム装置１００は、後述するように、他の機器との間
で無線通信を行なうことが可能であり、第１ＬＥＤ１５Ａは、ゲーム装置１００の電源が
オンである場合に点灯する。第２ＬＥＤ１５Ｂは、ゲーム装置１００の電池の状態（充電
中や残量低下など）に応じて点灯する。第３ＬＥＤ１５Ｃは、無線通信の状態に応じて点
灯する。したがって、３つのＬＥＤ１５Ａ～１５Ｃによって、ゲーム装置１００の電源の
オン／オフ状況、電池状況、無線通信状況をユーザに通知することができる。
【００７１】
　第２ハウジング２１には、表示部（表示手段）として、第２ＬＣＤ２２が設けられる。
第２ＬＣＤ２２は長方形状であり、その長辺方向が第２ハウジング２１の長辺方向に一致
するように配置される。なお、第１ＬＣＤ１２と同様、ＬＣＤに代えて、他の適切な表示
装置を採用してもよい。ゲーム装置１００では、入力手段（入力部）としてのタッチパネ
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ルが第１ＬＣＤ１２の画面上を覆うように装着されている構成を採用しているが、さらに
別のタッチパネルを第２ＬＣＤ２２の画面上に装着してもよい。
【００７２】
　第２ハウジング２１には、さらに、撮像手段（撮像装置）として、２つのカメラ（内側
カメラ２３および外側カメラ２５）が設けられる。図１に示されるように、内側カメラ２
３は、第２ハウジング２１の連結部付近の内側主面に取り付けられる。一方、図２に示さ
るように、外側カメラ２５は、内側カメラ２３が取り付けられる内側主面とは反対側の面
、すなわち第２ハウジング２１の外側主面（ゲーム装置１００が閉状態となった場合に外
側となる面に相当する）に取り付けられる。なお、図１においては、外側カメラ２５を破
線で示している。
【００７３】
　このような配置位置によって、内側カメラ２３は、第２ハウジング２１の内側主面が向
く方向を撮像することが可能である。すなわち、内側カメラ２３は、ゲーム装置１００を
把持してプレイするユーザ自身を撮像するように適合されている。一方、外側カメラ２５
は、内側カメラ２３の撮像方向の逆方向、すなわち第２ハウジング２１の外側主面が向く
方向を撮像することが可能である。
【００７４】
　ゲーム装置１００の連結部の内部には、音声入力装置として、マイク（図３に示すマイ
ク４３）が収納されている。そして、ゲーム装置１００の連結部付近の内側主面には、マ
イク４３がゲーム装置１００の周囲の音を検知するためのマイク用孔１６が設けられる。
なお、マイク４３を収納する位置およびマイク用孔１６の位置は、ゲーム装置１００の連
結部である必要はなく、たとえば、マイク４３を第１ハウジング１１内に収納し、マイク
用孔１６を第１ハウジング１１上のマイク４３の収納位置に対応する位置に設けてもよい
。
【００７５】
　第２ハウジング２１の外側主面には、外側カメラ２５と近接した位置に、第４ＬＥＤ２
６（図２）が設けられる。第４ＬＥＤ２６は、外側カメラ２５による撮像状態に応じて点
灯する。すなわち、第４ＬＥＤ２６は、ゲーム装置１００により撮像が行われていること
を被写界に存在する人やその周囲の人に通知する。より具体的には、第４ＬＥＤ２６は、
外側カメラ２５によって撮像が行われている間点灯する。また、外側カメラ２５によって
動画が取得されている（撮像された画像データが連続的に記憶されている）間は、第４Ｌ
ＥＤ２６を点滅させてもよい。なお、点灯によって発せられた光が撮像される画面に映り
込むことを防ぐために、カメラによる撮影が指示された後、当該指示によってカメラによ
って取得された画像データのメモリなどへの記憶が完了するまでの間は、第４ＬＥＤ２６
を消灯状態にしてもよい。
【００７６】
　第２ハウジング２１の内側主面の中央付近に設けられる第２ＬＣＤ２２に対して、左右
両側の主面に音抜き孔２４がそれぞれ設けられる。音抜き孔２４と連通する第２ハウジン
グ２１内部には、音声出力装置として、スピーカ（図３に示すスピーカ４５）が収納され
ている。すなわち、音抜き孔２４は、スピーカ４５で発せられた音をゲーム装置１００の
外部へ導く。
【００７７】
　以上に説明したように、第１ハウジング１１には、ゲーム装置１００に対する操作入力
を行なうための入力部（タッチパネル１３およびボタン１４Ａ～１４Ｋ）と、各種画像を
表示するための表示手段である第１ＬＣＤ１２とが設けられる。また、第２ハウジング２
１には、画像データを取得するため内側カメラ２３および外側カメラ２５と、各種画像を
表示するための表示手段である第２ＬＣＤ２２とが設けられる。
【００７８】
　＜ゲーム装置の内部構成＞
　図３は、この発明の実施の形態に従うゲーム装置１００の内部構成の一例を示すブロッ
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ク図である。
【００７９】
　図３を参照して、ゲーム装置１００は、ＣＰＵ３１と、メインメモリ３２と、メモリ制
御回路３３と、保存用データメモリ３４と、プリセットデータ用メモリ３５と、メモリカ
ードインターフェース（メモリカードＩ／Ｆ）３６および３７と、無線通信モジュール３
８と、ローカル通信モジュール３９と、リアルタイムクロック（ＲＴＣ）４０と、電源回
路４１と、インターフェース回路（Ｉ／Ｆ回路）４２等との電子部品を有している。これ
らの電子部品は、電子回路基板上に実装されて、第１ハウジング１１（あるいは、第２ハ
ウジング２１）内に収納される。
【００８０】
　ＣＰＵ３１は、各種プログラムを実行する演算処理部である。ＣＰＵ３１は、ゲーム装
置１００内部のメモリ（典型的には、保存用データメモリ３４）、メモリカード２８、メ
モリカード２９のいずれかに格納されているゲームプログラムをメインメモリ３２に展開
して実行する。ＣＰＵ３１のゲームプログラムの実行により、後述する本実施の形態に従
う各種処理が提供される。後述するように、本実施の形態に従うゲームプログラムは、典
型的に、ネットワーク接続された配信サーバ装置などから、有線または無線の通信回線を
通じて、ゲーム装置１００に供給される。このゲーム装置１００に供給されたゲームプロ
グラムは、保存用データメモリ３４に格納される。
【００８１】
　また、ＣＰＵ３１は、もっぱら第１ＬＣＤ１２および第２ＬＣＤ２２での表示を制御す
るための不図示のＶＲＡＭ（Video Random Access Memory）を有する。このＶＲＡＭには
、後述する各種画像を表示するための画像データなどが一時的に記憶される。なお、この
ＶＲＡＭには、メインメモリ３２に記憶されているデータが転送され、もしくは保存用デ
ータメモリ３４に格納されているファイル（データ）などが直接的に読出されて、その内
容が書込まれる。
【００８２】
　図４は、この発明の実施の形態に従うゲーム装置１００へのゲームプログラムの提供形
態を示す図である。
【００８３】
　図４を参照して、本実施の形態に従うゲームプログラムを配信する典型的なシステムは
、インターネットなどのネットワークＮＷに接続された配信サーバ装置ＳＲＶと、ゲーム
装置１００のネットワークＮＷへの無線通信を仲介するアクセスポイントＡＰとを含む。
配信サーバ装置ＳＲＶは、本実施の形態に従うゲームプログラムを含む複数のゲームプロ
グラムをダウンロード可能な状態に保持しており、ゲーム装置１００などからのアクセス
に応じて、所定の手続きを経た後に、要求されたゲームプログラムの送信（ダウンロード
）を開始する。
【００８４】
　アクセスポイントＡＰは、ネットワークＮＷに有線接続されるとともに、無線通信モジ
ュール３８（図３）との間で無線接続を確立する。ゲーム装置１００は、このアクセスポ
イントＡＰを介して、配信サーバ装置ＳＲＶへアクセスを行なう。そして、上述のように
、配信サーバ装置ＳＲＶから配信されるゲームプログラムを受信すると、ゲーム装置１０
０のＣＰＵ３１は、その受信したゲームプログラムを保存用データメモリ３４などに格納
する。このゲーム装置１００の保存用データメモリ３４に一旦格納されたゲームプログラ
ムは、原則として、ゲーム装置１００の外部へ移動することが禁止される。そのため、ゲ
ーム装置１００内に一旦取り込まれたゲームプログラムは、当該ゲーム装置１００におい
てのみ実行されることになるので、当該ゲーム装置１００の持ち主の使用実績や使用形態
に応じて、各種設定やパラメータなどを当該ゲーム装置１００独自にカスタマイズもしく
はアレンジするようなことも可能となる。
【００８５】
　なお、図４に示すようなネットワーク配信の構成に代えて、ゲームプログラムを格納し
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たメモリカード２８やメモリカード２９を販売することで、ゲームプログラムを提供して
もよい。この場合、本発明に係るゲームプログラムを格納する記憶媒体としては、メモリ
カード２８やメモリカード２９といった半導体記憶装置に限らず、ＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤ
などの光学式記憶媒体でもよい。
【００８６】
　再度図３を参照して、ＣＰＵ３１には、メインメモリ３２、メモリ制御回路３３、およ
びプリセットデータ用メモリ３５が接続される。また、メモリ制御回路３３には、保存用
データメモリ３４が接続される。
【００８７】
　メインメモリ３２は、ＣＰＵ３１のワーク領域やバッファ領域として用いられる記憶手
段である。すなわち、メインメモリ３２は、各種処理に用いられるデータを一時的に記憶
したり、保存用データメモリ３４、メモリカード２８、メモリカード２９などから読出し
たゲームプログラムを展開して一時的に記憶したりする。本実施の形態では、メインメモ
リ３２として、たとえばＰＳＲＡＭ（Pseudo-SRAM）を用いる。
【００８８】
　保存用データメモリ３４は、ＣＰＵ３１によって実行されるゲームプログラムや内側カ
メラ２３および外側カメラ２５によって撮像される画像データなどを記憶する記憶手段で
ある。保存用データメモリ３４は、たとえば、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリなどの不揮発
性記憶媒体からなる。メモリ制御回路３３は、ＣＰＵ３１から指示に従って、保存用デー
タメモリ３４からのデータ読出し、および保存用データメモリ３４へのデータ書込みを制
御する回路である。
【００８９】
　プリセットデータ用メモリ３５は、ゲーム装置１００において予め設定される各種パラ
メータ等のデータ（プリセットデータ）を記憶する記憶手段である。プリセットデータ用
メモリ３５としては、ＳＰＩ（Serial Peripheral Interface）バスによってＣＰＵ３１
と接続されるフラッシュメモリを採用することができる。
【００９０】
　メモリカードＩ／Ｆ３６および３７は、それぞれＣＰＵ３１に接続される。メモリカー
ドＩ／Ｆ３６は、コネクタに装着されたメモリカード２８に対するデータの読出しおよび
書込みを、ＣＰＵ３１の指示に応じて行なう。また、メモリカードＩ／Ｆ３７は、コネク
タに装着されたメモリカード２９に対するデータの読出しおよび書込みを、ＣＰＵ３１の
指示に応じて行なう。
【００９１】
　本実施の形態では、内側カメラ２３および外側カメラ２５によって取得された画像デー
タや他の装置から取得された画像データは、メモリカードＩ／Ｆ３６を介してメモリカー
ド２８へ書込まれ、メモリカード２８に記憶された画像データは、メモリカードＩ／Ｆ３
６を介してメモリカード２８から読出されて保存用データメモリ３４へファイルとして書
込まれる。また、メモリカード２９に格納された各種プログラムは、メモリカードＩ／Ｆ
３７を介してメモリカード２９から読出されてメインメモリ３２へ書込まれる。
【００９２】
　無線通信モジュール３８は、たとえばＩＥＥＥ８０２．１１．ｂ／ｇの規格に準拠した
方式により、無線ＬＡＮに接続する機能を有する。また、ローカル通信モジュール３９は
、所定の通信方式により同種のゲーム装置との間で無線通信を行なう機能を有する。無線
通信モジュール３８およびローカル通信モジュール３９は、ＣＰＵ３１に接続される。Ｃ
ＰＵ３１は、無線通信モジュール３８を用いてインターネットなどのネットワーク回線を
介して他の機器との間でデータを送受信したり、ローカル通信モジュール３９を用いて同
種の他のゲーム装置との間でデータを送受信したりすることができる。
【００９３】
　さらに、ＣＰＵ３１には、ＲＴＣ４０および電源回路４１が接続される。ＲＴＣ４０は
、時間をカウントしてＣＰＵ３１に出力する。たとえば、ＣＰＵ３１は、ＲＴＣ４０によ
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って計時された時間に基づいて、現在時刻（日付）等を計算することもできる。電源回路
４１は、ゲーム装置１００が有する電源（典型的には電池であり、第１ハウジング１１に
収納される）から供給される電力を制御し、ゲーム装置１００の各部品に電力を供給する
。
【００９４】
　ゲーム装置１００は、さらに、ＣＰＵ３１に接続されたＩ／Ｆ回路４２を有している。
Ｉ／Ｆ回路４２には、マイク４３、アンプ４４、タッチパネル１３が接続される。Ｉ／Ｆ
回路４２は、マイク４３ならびにアンプ４４（および、スピーカ４５）の制御を行なう音
声制御回路と、タッチパネル１３の制御を行なうタッチパネル制御回路とを含む。
【００９５】
　マイク４３は、ゲーム装置１００に向かって発声されたユーザの音声などを検知して、
検知した音声を示す音声信号をＩ／Ｆ回路４２に出力する。アンプ４４は、Ｉ／Ｆ回路４
２からの音声信号を増幅してスピーカ４５から出力させる。すなわち、Ｉ／Ｆ回路４２に
含まれる音声制御回路は、マイク４３で検知された音声信号に対するＡ／Ｄ変換を行なっ
て、その結果をＣＰＵ３１へ出力するとともに、ＣＰＵ３１などで生成された信号に対す
るＤ／Ａ変換を行なって、その結果をアンプ４４へ出力する。さらに、音声制御回路は、
音声信号を記憶に適した所定形式の音声データに変換する。
【００９６】
　また、Ｉ／Ｆ回路４２に含まれるタッチパネル制御回路は、タッチパネル１３からの検
出信号に応じて、タッチ位置データを生成してＣＰＵ３１に出力する。たとえば、タッチ
位置データは、タッチパネル１３の入力面に対して入力が行われた位置を示す座標値（以
下、「入力座標」とも称する。）を含む。なお、タッチパネル制御回路は、タッチパネル
１３からの信号の読出し、および、タッチ位置データの生成を所定周期でサイクリックに
実行する。ＣＰＵ３１は、Ｉ／Ｆ回路４２（タッチパネル制御回路）を介して、タッチ位
置データを取得することにより、ユーザによるタッチパネル１３に対する入力操作が行わ
れた入力座標を検出することができる。
【００９７】
　ボタン１４は、上述のボタン１４Ａ～１４Ｋを総称的に示すものであり、ＣＰＵ３１に
接続される。ボタン１４からＣＰＵ３１へは、ボタン１４Ａ～１４Ｋについての入力状態
（押下されたか否か）を示す操作データがそれぞれ出力される。ＣＰＵ３１は、ボタン１
４から操作データを取得することによって、ボタン１４に対するユーザ操作に応じた処理
を実行する。
【００９８】
　内側カメラ２３および外側カメラ２５は、それぞれＣＰＵ３１に接続される。内側カメ
ラ２３および外側カメラ２５は、ＣＰＵ３１の指示に応じて撮像を行ない、撮像によって
取得した画像データをＣＰＵ３１に出力する。内側カメラ２３および外側カメラ２５の各
々は、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）やＣＩＳ（CMOS Image Sensor）といった撮像素
子と、撮像素子で取得された画像データを読出すための周辺回路とを含む。たとえば、Ｃ
ＰＵ３１は、内側カメラ２３および外側カメラ２５のいずれか一方に対して撮像を指示し
、当該撮像の指示を受けたカメラが取得した画像データをＣＰＵ３１に出力する。
【００９９】
　また、第１ＬＣＤ１２および第２ＬＣＤ２２は、いずれもＣＰＵ３１に接続される。第
１ＬＣＤ１２および第２ＬＣＤ２２は、ＣＰＵ３１からの指示に従ってそれぞれ画像を表
示する。ある形態として、ＣＰＵ３１は、第１ＬＣＤ１２および第２ＬＣＤ２２の一方に
、内側カメラ２３または外側カメラ２５で取得された画像を表示するとともに、第１ＬＣ
Ｄ１２および第２ＬＣＤ２２の他方に、ユーザからの操作の受付けおよび／またはユーザ
に対する操作説明のための画面（画像）を表示させる。
【０１００】
　＜アプリケーションの概要＞
　本実施の形態に従うゲームプログラムを実行することで提供されるアプリケーションの
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概要について説明する。本実施の形態に従うゲーム装置１００では、ゲーム処理およびゲ
ーム終了後の表示処理を含むアプリケーションが提供される。ゲーム処理としては、撮像
部（典型的には、内側カメラ２３）を用いて主としてユーザの顔や手などを撮像し、この
撮像によって得られた画像データに含まれるユーザ画像に基づいてゲームが進行される。
ここで、ユーザ画像とは、少なくとも、撮像部により取得された画像データのうち、ユー
ザが被写体として写っている領域を含む画像を意味する。より具体的には、ユーザ画像を
特定するために、取得された撮像データに対して人体認識処理（典型的には、後述する肌
色領域検出処理および／または顔認識処理）が実行される。そして、この認識結果（ユー
ザ画像）に基づいて、ゲーム進行に応じた所定の条件が満足されるか否かが順次判断され
、この判断結果に基づいてゲームをどのように進行するかが決定される。また、後述する
ように、撮像部により取得された画像データに含まれるユーザ画像に加えて、マイク４３
により収集されるユーザの音声データに基づいて、ゲームを進行する場合もある。なお、
本明細書において「ゲーム」とは、所定のシナリオに沿った一連のゲームである場合、お
よび複数のミニゲームの集合体である場合を含む。
【０１０１】
　本実施の形態に従うゲーム装置１００では、このような一連のゲームの進行中に、ゲー
ムを進行するための条件判定結果に関連して、あるいはそれとは独立して、撮像部によっ
てユーザがプレイしている姿が適宜撮像される。このような撮像によって得られた画像デ
ータに基づく画像が、ゲームが進行中ではないとき（典型的には、一連のゲームが終了し
た後）に、表示部（典型的には、第２ＬＣＤ２２）に表示される。ユーザおよびその周囲
にいる人は、この表示されるユーザのプレイ中の表情などを見て楽しむことができる。
【０１０２】
　図５は、この発明の実施の形態に従うゲーム装置１００をプレイ中のユーザの様子を示
す模式図である。図５に示すように、典型的には、ゲーム装置１００は机などの上に載置
され、すなわち内側カメラ２３の撮像範囲を固定した上で、ユーザ自身がその頭部、胴体
部、手などをゲーム演出に応じて動かす。これにより、ゲーム装置１００における認識結
果（すなわち、取得される画像データに含まれるユーザ画像）が変化し、この変化する認
識結果に基づいてゲーム進行の条件が満足されるか否かが逐次判断される。
【０１０３】
　図６は、この発明の実施の形態に従うゲーム装置１００で実行される処理内容の一例を
時間的に説明するための図である。図６を参照して、本実施の形態に従うゲーム装置１０
０では、ゲーム進行が開始されると、撮像部（内側カメラ２３）による画像データの取得
、および取得された画像データに基づく人体認識処理の実行が所定周期で繰返し実行され
る。そして、この周期的に取得（更新）される認識結果に基づいて、ゲームが進行する。
すなわち、認識結果が条件１，２，…を順次満足することで、順次ゲームが進行する。な
お、所定時間内にすべての条件（あるいは、ゲームの成功条件）が満足されない場合には
、当該ゲームは「失敗」という判断がなされる場合もある。なお、本明細書においては、
ゲーム進行に関して予め用意されているすべての条件が満足された状態を、当該ゲームの
「成功」と称することもある。
【０１０４】
　このゲーム進行と並行して、撮像部によりユーザのプレイしている姿が撮像される。な
お、人体認識処理を行なうために取得された画像データは、基本的には、保存されること
なく破棄される。一方、ユーザのプレイしている姿を写した画像データについては、メイ
ンメモリ３２などに保存される。そのため、その処理の差を明瞭化する観点から、ユーザ
のプレイしている姿を写した画像データを格納（保存）する処理については「キャプチャ
ー」とも称する。
【０１０５】
　なお、人体認識処理およびキャプチャーのいずれについても、撮像部により取得される
画像データを共通に使用するが、それぞれの処理において画像データを使用するタイミン
グが異なる場合がある。すなわち、人体認識処理では、一定周期で画像データに対して処
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理がなされるのに対して、キャプチャーでは、予め定められた条件の成立といったイベン
ト的なタイミングで画像データが格納される。
【０１０６】
　図６に示すように、典型的には、ゲーム進行中に認識結果が条件１，２，…をそれぞれ
満足するタイミングで画像データがそれぞれキャプチャーされる。すなわち、撮像部（内
側カメラ２３）により取得された画像データに含まれるユーザ画像に基づいて、ゲームが
成功したか否かが判断されるとともに、少なくとも、ゲームが成功したと判断されたとき
に撮像部により取得される画像データが保存される。なお、図６には、ゲーム進行に用い
られる条件と、キャプチャーの実行タイミングを決定する条件とを同一とした場合を例示
するが、両者を必ずしも一致させる必要はなく、ゲームのシナリオなどに応じて、互いに
独立した条件を設定してもよい。
【０１０７】
　その後、一連のゲームが終了すると、ゲームのプレイ中にキャプチャーされた画像デー
タ１，２，…が表示（リプレイ）される。このゲーム終了後には、ゲームの内容に対応さ
せて、種々の態様で画像データが表示される。
【０１０８】
　本実施の形態に従うゲーム装置１００では、典型的に、以下に示する３種類のゲームが
提供される。以下、これらのゲームの内容およびゲーム終了後に表示される画像の表示態
様の一例について説明する。なお、これらのゲームは、ユーザ指示に従って、その一部も
しくは全部が選択的に実行される。また、表示されるタイミングとしては、ゲーム終了後
でなくとも、ユーザが指定した任意のタイミングで画像データをリプレイできるようにし
てもよい。
【０１０９】
　＜第１ゲーム＞
　まず、図７～図１０を参照して、本実施の形態に従うゲーム装置１００で提供される第
１ゲームおよび第１ゲーム終了後の画像の表示態様について説明する。この第１ゲームの
プレイ中においては、ゲーム開始からゲーム終了までの間、第１ゲームが「成功」したと
決定するための条件を含む複数の異なる条件が満足される毎に、ユーザがプレイしている
姿がそれぞれキャプチャーされる。そして、第１ゲーム終了後に、これらのキャプチャー
された複数枚の画像データがキャプチャーされた時間順に沿って、あるいはランダムな順
序で（連続的に）切換えて表示される。したがって、第１ゲーム終了後には、第１ゲーム
のプレイ中におけるユーザの姿が、動画像ライクな態様で表示される。すなわち、記憶さ
れた画像データに基づく画像表示として、第１ゲームでは、複数枚の画像データを所定時
間で切換える動画像ライクな画像が表示される。なお、画像データの表示順序を本来の撮
像順序とは異なるものに入れ替えることで、より楽しい画像表示を提供することができる
。また、その表示速度（画像データの切換速度）を実際の撮像間隔より短くすることで、
より動きのある画像表示を行なうことができる。
【０１１０】
　図７～図９は、この発明の実施の形態に従う第１ゲームのシーンの一例を示す図である
。図１０は、この発明の実施の形態に従う第１ゲーム終了後の画像の表示例を示す図であ
る。
【０１１１】
　本実施の形態に従う第１ゲームは、内側カメラ２３によって取得された画像データに対
する認識結果が予め定められた判定領域の大きさを超えるように、ユーザがゲーム装置１
００（内側カメラ２３）に顔を近付けるゲームである。
【０１１２】
　まず、第１ゲームの開始がユーザにより指示されると、図７に示すような画面が第１Ｌ
ＣＤ１２および第２ＬＣＤ２２に表示される。なお、図７～図９には、説明の便宜上、第
１ＬＣＤ１２および第２ＬＣＤ２２にそれぞれ表示される画像全体（スクリーンショット
）を一体的に並べて描いている。以後の図においても同様である。
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【０１１３】
　より具体的には、図７に示すシーンにおいては、第１ＬＣＤ１２にユーザにどのような
動きをすべきかを通知する通知画像ＩＮＦが表示される。すなわち、図７に示す例では、
ユーザに顔を近付けることを通知する「ちかよってみて！」とのメッセージを示す画像が
第１ＬＣＤ１２に表示される。一方、第２ＬＣＤ２２には、ゲーム演出上の画像オブジェ
クト（図７に示す例では、人間の口元の画像）が表示されるとともに、内側カメラ２３に
より取得された画像データに対する人体認識処理によって得られたユーザの顔の範囲を示
す認識表示ＲＥＣが反映される。この認識表示ＲＥＣは、原則として、後述する肌色領域
検出処理の処理周期毎に逐次更新される。
【０１１４】
　図７には、内側カメラ２３により取得された画像データにおいて、ユーザが相対的に下
側の位置にのみ写っている状態を示している。そのため、撮像されたユーザの顔の位置に
対応する認識表示ＲＥＣが第２ＬＣＤ２２の下側にのみ反映されている。
【０１１５】
　その後、ユーザがゲーム装置１００に顔を近付けて、内側カメラ２３により取得される
画像データ内におけるユーザの写っている範囲が拡大すると、図８に示すような画面に遷
移する。この図８に示す状態では、図７に比較してより拡大した人間の口元の画像オブジ
ェクトが表示されるとともに、より広い範囲の認識表示ＲＥＣが反映される。
【０１１６】
　さらに、ユーザがゲーム装置１００に顔をさらに近付けて、内側カメラ２３により取得
される画像データ内におけるユーザの写っている範囲がさらに拡大すると、図９に示すよ
うな画面に遷移する。この図９には、第１ゲームが「成功」した状態を示す。この第１ゲ
ームが「成功」した状態では、図８に比較してより拡大した人間の口元の画像オブジェク
トが表示されるとともに、歯の間から小鳥が顔を出している状態の画像オブジェクトが表
示される。
【０１１７】
　以上のような、図７～図９に示す一連のゲームにおいて、ユーザは、第２ＬＣＤ２２に
表示されるゲーム演出および認識表示ＲＥＣを参照しながら、ゲーム装置１００との相対
位置をゲーム進行に応じて変化させる。第１ゲームのプレイ中には、このようなユーザの
ゲーム中における姿が複数回にわたってキャプチャーされる。そして、第１ゲーム終了後
、これらのキャプチャーされた複数の画像データが順次表示される。この画像データが表
示される様子の一例を図１０に示す。
【０１１８】
　図１０（ａ）には、第１ゲームをプレイしたユーザの顔が図１０（ｂ）に比較して、よ
り小さく写っている。これは、上述の図８に示すような状態に対応するものであり、ユー
ザの顔がゲーム装置１００に対して相対的に遠い位置にある場合を示す。一方、図１０（
ｂ）には、図１０（ａ）に比較して、ユーザの顔がより大きな範囲に映っている。これは
、上述の図９に示すような状態に対応するものであり、ユーザの顔がゲーム装置１００に
対して相対的に近い位置にある場合を示す。
【０１１９】
　このような画像を連続的に切換えて表示することで、ユーザが第１ゲームをプレイして
いる姿を動画像ライクに表示することができる。言い換えれば、ユーザが第１ゲームをプ
レイしている状態をリプレイ表示することができる。
【０１２０】
　なお、図１０には、典型的に２枚の画像データが順次切換えられる例について示すが、
第１ゲーム中により多くの画像データを取得しておき、これらを順次切換えて表示するよ
うにしてもよい。
【０１２１】
　＜第２ゲーム＞
　次に、図１１～図１３を参照して、本実施の形態に従うゲーム装置１００で提供される
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第２ゲームおよび第２ゲーム終了後の画像の表示態様について説明する。この第２ゲーム
は、典型的に複数のミニゲームから構成され、各ミニゲームのプレイ中においては、所定
の条件が満足されたタイミングでユーザがプレイしている姿が少なくとも１枚キャプチャ
ーされる。そして、一連のミニゲームの終了、すなわち第２ゲーム終了後に、これらのキ
ャプチャーされたそれぞれの画像データに対して、対応するミニゲームに関連するオブジ
ェクト、あるいは対応するミニゲームとは異なる意味をもつオブジェクトを重ねて表示す
る。したがって、第２ゲーム終了後には、第２ゲームのプレイ中におけるあるタイミング
（典型的には、当該ミニゲームが「成功」したタイミング周辺）におけるユーザの姿が、
ゲーム演出に対応するオブジェクトとともに表現され、あるいは、ゲーム演出とは独立し
た（無関係な）オブジェクトとともに表現される。なお、複数のミニゲームにおいてそれ
ぞれキャプチャーされた画像データは、所定時間毎に切換えて表示、すなわち、いわゆる
スライドショーのように表示されることが好ましい。
【０１２２】
　なお、第２ゲームの開始がユーザにより指示された場合に、予め用意された複数のミニ
ゲームのうち、いずれのミニゲームを実行するかについてランダムに決定するようにして
もよい。
【０１２３】
　図１１～図１３は、この発明の実施の形態に従う第２ゲームのゲーム中およびゲーム終
了後のシーンの一例を示す図である。
【０１２４】
　（１）第１ミニゲーム
　図１１（ａ）に示す第２ゲームに含まれる第１ミニゲームでは、第２ＬＣＤ２２の予め
定められた位置に「メガネ」のオブジェクトＯＢＪ１０が表示されており、ユーザは、認
識される自身の目の位置がオブジェクトＯＢＪ１０と一致するように、ゲーム装置１００
（内側カメラ２３）に対する自身の相対位置を調整する。
【０１２５】
　図１１（ａ）に示すシーンにおいては、第２ＬＣＤ２２に、ゲーム演出上の画像オブジ
ェクト（オブジェクトＯＢＪ１０）が表示されるとともに、内側カメラ２３により取得さ
れた画像データに対する人体認識処理によって得られたユーザの顔の範囲を示す認識表示
ＲＥＣが反映される。この認識表示ＲＥＣは、後述する肌色領域検出処理の処理周期毎に
逐次更新される。また、人体認識されたユーザの瞳に位置に「目」を示す画像オブジェク
トが表示される。
【０１２６】
　ユーザが、ゲーム装置１００に対する自身の相対位置を調整し、内側カメラ２３により
取得される画像データ内における人体認識されたユーザの瞳の位置が、オブジェクトＯＢ
Ｊ１０の配置位置と一致したと判断されると、第１ミニゲームは「成功」となる。このよ
うに、人体認識の結果に基づいて、ゲーム演出に応じて表示されるオブジェクトの位置に
関連付けられた成功条件が満足されるか否かが判断される。
【０１２７】
　図１１（ｂ）を参照して、第２ゲーム終了後、図１１（ａ）に示す第１ミニゲームのプ
レイ中にキャプチャーされた画像データが第２ＬＣＤ２２に表示される。この表示される
画像には、典型的に、第１ミニゲームのプレイ中に表示された「メガネ」のオブジェクト
ＯＢＪ１０＃が重ねられる。なお、図１１（ｂ）に示す例では、対応する第１ミニゲーム
において表示された「メガネ」と同じ「メガネ」のオブジェクトが重ねて表示されるが、
別の形態の「メガネ」を重ねて表示するようにしてもよい。あるいは、「メガネ」とは全
く異なる画像オブジェクトを重ねて表示するようにしてもよい。
【０１２８】
　なお、第１ＬＣＤ１２には、複数のミニゲームのそれぞれにおいてキャプチャーされた
画像データの表示（スライドショー）を制御するためのボタン画像などが表示される。よ
り具体的には、第１ＬＣＤ１２には、順序通知画像２０２、停止ボタン画像２０４、戻る
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ボタン画像２０６、進むボタン画像２０８、および、おわるボタン画像２１０が表示され
る。第１ＬＣＤ１２の上にはタッチパネル１３が設けられており、ユーザが第１ＬＣＤ１
２上のいずれかの位置をタッチすると、タッチパネル１３によりタッチされた座標が検出
される。そして、検出された座標に上述のいずれかのボタン画像が表示されている場合に
は、以下に説明するような、対応するボタン画像に割当てられた処理が実行される。
【０１２９】
　順序通知画像２０２は、現在表示中の画像データがいずれのミニゲームにおいてキャプ
チャーされたものであるかを通知する。図１１（ｂ）に示す例では、先に５つのミニゲー
ムがプレイされた場合を示すとともに、現在表示されている画像データが第１番目のミニ
ゲームにおいてキャプチャーされたことが示される。停止ボタン画像２０４は、画像デー
タの表示切り替え（スライドショー）の停止指示を受付ける。なお、スライドショーが停
止状態の場合には、停止ボタン画像２０４に代えて、スライドショーの再開指示を受付け
るための再生ボタン画像が表示される。戻るボタン画像２０６は、一連の画像データのう
ち、表示される画像データを現在表示中のものから１つ戻すための指示を受付ける。また
、進むボタン画像２０８、一連の画像データのうち、表示される画像データを現在表示中
のものから１つ進めるための指示を受付ける。終わるボタン画像２１０は、画像データの
表示の終了指示を受付ける。
【０１３０】
　（２）第２ミニゲーム
　次に、図１２（ａ）に示す第２ゲームに含まれる第２ミニゲームでは、第２ＬＣＤ２２
に「蚊」を示すオブジェクトＯＢＪ１１が移動表示され、ユーザは、認識される自身の手
の動きによってオブジェクトＯＢＪ１１が「つぶされる」ように、手をたたく。
【０１３１】
　図１２（ａ）に示すシーンにおいては、第２ＬＣＤ２２に、ゲーム演出上の画像（オブ
ジェクトＯＢＪ１１）が時間的に位置を変えて表示されるとともに、ユーザに手をたたく
ことを促すオブジェクトＯＢＪ１２が表示される。さらに、第２ＬＣＤ２２には、内側カ
メラ２３により取得された画像データに対する人体認識処理によって得られたユーザの手
および顔の範囲を示す認識表示ＲＥＣが反映される。この認識表示ＲＥＣは、後述する肌
色領域検出処理の処理周期毎に逐次更新される。一方、第１ＬＣＤ１２には、ユーザに手
をたたくことを通知する「たたけ！」とのメッセージを示す通知画像ＩＮＦが表示される
。
【０１３２】
　ユーザがゲーム装置１００に対する自身の相対位置を調整した上で手をたたき、内側カ
メラ２３により取得される画像データに対する人体認識処理によって、オブジェクトＯＢ
Ｊ１１の位置でユーザが手をたたいたと認識されると、第２ミニゲームは「成功」となり
、「蚊」が画面下側に落ちるような演出がなされる。
【０１３３】
　図１２（ｂ）を参照して、第２ゲーム終了後、図１２（ａ）に示す第２ミニゲームのプ
レイ中にキャプチャーされた画像データが第２ＬＣＤ２２に表示される。この表示される
画像には、第２ミニゲームのプレイ中に表示された「蚊」のオブジェクトＯＢＪ１１とは
独立した、異なる意味をもつオブジェクトＯＢＪ１３が重ねられる。すなわち、ユーザに
よる「蚊」をたたく動きを、ユーザの可愛らしい（ｌｏｖｅｌｙな）表現に置き換えて表
示がなされる。
【０１３４】
　なお、第１ＬＣＤ１２には、上述の図１１（ｂ）と同様に、複数のミニゲームのそれぞ
れにおいてキャプチャーされた画像データの表示（スライドショー）を制御するためのボ
タン画像などが表示される。
【０１３５】
　図１２に示すように、第２ミニゲームの終了後の、第２ミニゲームのプレイ中にキャプ
チャーされた画像データに基づく画像の表示中には、第２ミニゲームの進行中に表示した
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オブジェクトの位置に当該オブジェクトとは別のオブジェクトに入れ替えて画像表示がな
される。特に、図１２に示す例では、第２ミニゲームの進行中に表示されたオブジェクト
（図１２（ａ）に示す例では「蚊」）とは関連しないオブジェクト（図１２（ｂ）に示す
例では「ハートマーク」など）が、第２ミニゲームのプレイ中にキャプチャーされた画像
データとともに表示される。
【０１３６】
　（３）第３ミニゲーム
　次に、図１３（ａ）に示す第２ゲームに含まれる第３ミニゲームでは、２人のユーザで
のプレイが可能である。すなわち、図１３（ａ）に示す第３ミニゲームでは、第２ＬＣＤ
２２に２つの「トーテムポール」のオブジェクトＯＢＪ１４およびＯＢＪ１５が表示され
るとともに、内側カメラ２３により取得された画像データに対する人体認識処理によって
得られたそれぞれのユーザの範囲を示す認識表示ＲＥＣが反映される。この認識表示ＲＥ
Ｃは、後述する肌色領域検出処理の処理周期毎に逐次更新される。これらの「トーテムポ
ール」のオブジェクトＯＢＪ１４およびＯＢＪ１５には、その一部に円状の切り抜き部が
設けられており、それぞれのユーザは、認識される自身の顔の位置が対応する切り抜き部
と一致するように、ゲーム装置１００（内側カメラ２３）に対する相対位置を調整する。
【０１３７】
　また、第１ＬＣＤ１２には、ユーザに自身の顔を所定位置に一致させることを通知する
「あわせて！」とのメッセージを示す通知画像ＩＮＦが表示される。
【０１３８】
　両ユーザが、ゲーム装置１００に対する自身の相対位置を調整し、内側カメラ２３によ
り取得される画像データ内における人体認識された顔の位置が、対応するオブジェクトＯ
ＢＪ１４およびＯＢＪ１５の切り抜き部と一致したと判断されると、第３ミニゲームは「
成功」となる。
【０１３９】
　図１３（ｂ）を参照して、第２ゲーム終了後、図１３（ａ）に示す第３ミニゲームのプ
レイ中にキャプチャーされた画像データが第２ＬＣＤ２２に表示される。この表示される
画像には、第３ミニゲームのプレイ中に表示された「トーテムポール」のオブジェクトＯ
ＢＪ１４およびＯＢＪ１５とは独立した、異なる意味をもつオブジェクトＯＢＪ１６が重
ねられる。すなわち、両ユーザが「トーテムポール」に設けられたそれぞれの切り抜き部
に位置した姿を、大きな「鼻」から両ユーザが飛び出ている表現に置き換えて表示がなさ
れる。
【０１４０】
　なお、第１ＬＣＤ１２には、上述の図１１（ｂ）と同様に、複数のミニゲームのそれぞ
れにおいてキャプチャーされた画像データの表示（スライドショー）を制御するためのボ
タン画像などが表示される。
【０１４１】
　上述のように、第２ゲーム（に含まれるミニゲーム）のプレイ中にキャプチャーされた
ユーザの姿に、対応するミニゲームのゲーム演出に対応するオブジェクト、あるいは対応
するミニゲームのゲーム演出とは独立した（異なる意味をもつ）オブジェクトが重ねて表
現される。これにより、ユーザがミニゲームをプレイした姿を利用したより楽しい画像で
楽しむことができる。
【０１４２】
　図１３に示すように、第３ミニゲームの終了後の、第３ミニゲームのプレイ中にキャプ
チャーされた画像データに基づく画像の表示中には、第３ミニゲームの進行中に表示した
オブジェクトとは別のオブジェクトに入れ替えて画像表示がなされる。特に、図１３に示
す例では、第３ミニゲームの進行中に表示されたオブジェクト（図１３（ａ）に示す例で
は「トーテムポール」）とは関連しないオブジェクト（図１３（ｂ）に示す例では「鼻」
など）が、第３ミニゲームのプレイ中にキャプチャーされた画像データとともに表示され
る。
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【０１４３】
　＜第３ゲーム＞
　次に、図１４～図１９を参照して、本実施の形態に従うゲーム装置１００で提供される
第３ゲームおよび第３ゲーム終了後の画像の表示態様について説明する。第３ゲームは、
一連の複数のミニゲームから構成され、各ミニゲームのプレイ中においては、所定の条件
が満足されたタイミングでユーザがプレイしている姿が少なくとも１枚キャプチャーされ
る。そして、一連のミニゲームの終了、すなわち第３ゲーム終了後に、これらのキャプチ
ャーされたそれぞれの画像データに対して、特定の意味をもつオブジェクトを重ねて表示
することで、予め用意されたシナリオに沿った漫画ライクな表現が提供される。なお、こ
の漫画ライクな画像データは、所定時間毎に順次切換えて表示される。
【０１４４】
　図１４～図１８は、この発明の実施の形態に従う第３ゲームのシーンの一例を示す図で
ある。図１９および図２０は、この発明の実施の形態に従う第３ゲーム終了後の画像の表
示例を示す図である。なお、以下の説明では、第３ゲームが５つのミニゲームから構成さ
れ、それぞれのミニゲームにおいてキャプチャーされた合計５つの画像データを用いて「
５コマ漫画」が表示される場合について例示する。
【０１４５】
　（１）第４ミニゲーム
　図１４に示す第３ゲームに含まれる第４ミニゲームでは、第２ＬＣＤ２２の予め定めら
れた位置に、人間の頭部および背中を表わすオブジェクトＯＢＪ１７が表示されており、
ユーザは、認識される自身の動きによってオブジェクトＯＢＪ１７の「肩」に相当する部
分を「たたく」ように、手を動かす。
【０１４６】
　図１４に示すシーンにおいては、第２ＬＣＤ２２に、ゲーム演出上の画像（オブジェク
トＯＢＪ１７）が表示されるとともに、内側カメラ２３により取得された画像データに対
する人体認識処理によって得られたユーザの手の範囲を示す認識表示ＲＥＣが反映される
。この認識表示ＲＥＣは、後述する肌色領域検出処理の処理周期毎に逐次更新される。
【０１４７】
　ユーザがゲーム装置１００に対する手の相対位置を調整した上で、手を上下させ、内側
カメラ２３により取得される画像データに対する人体認識処理によって、ユーザがオブジ
ェクトＯＢＪ１７の所定位置（「肩」に対応する位置）を「たたいた」と所定回数にわた
って判断されると、第４ミニゲームは「成功」となる。なお、ゲーム進行中において、「
肩」を「たたいた」と判断されると、そのことを示すオブジェクトＯＢＪ１８が表示され
る。さらに、第２ＬＣＤ２２には、ゲームが「成功」となるために必要な肩を「たたく」
残り回数を示すオブジェクトＯＢＪ１９も表示される。
【０１４８】
　（２）第５ミニゲーム
　図１５に示す第３ゲームに含まれる第５ミニゲームでは、第２ＬＣＤ２２に別れのシー
ンを表わすオブジェクトＯＢＪ２０が表示されており、ユーザは、手を左右に動かして、
「バイバイ」の動作を行なう。
【０１４９】
　図１５に示すシーンにおいては、第２ＬＣＤ２２に、ゲーム演出上の画像（オブジェク
トＯＢＪ２０）が表示されるとともに、内側カメラ２３により取得された画像データに対
する人体認識処理によって得られたユーザの手の範囲を示す認識表示ＲＥＣが反映される
。この認識表示ＲＥＣは、後述する肌色領域検出処理の処理周期毎に逐次更新される。
【０１５０】
　ユーザがゲーム装置１００に対する手の相対位置を調整した上で手を左右に動かし、内
側カメラ２３により取得される画像データに対する人体認識処理によって、ユーザがその
手を所定回数にわたって左右に動かしたと認識されると、第５ミニゲームは「成功」とな
る。なお、ゲーム進行中において、ユーザに手をふることを促すオブジェクトＯＢＪ２１
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が表示される。
【０１５１】
　（３）第６ミニゲーム
　図１６に示す第３ゲームに含まれる第６ミニゲームでは、第２ＬＣＤ２２に「鼻」を表
わすオブジェクトＯＢＪ２２が表示されており、ユーザは、認識される自身の人差し指お
よび中指が「鼻」を表わすオブジェクトＯＢＪ２２の「穴」に相当する位置に「差し込ま
れる」ように、手を動かす。
【０１５２】
　図１６に示すシーンにおいては、第２ＬＣＤ２２に、ゲーム演出上の画像（オブジェク
トＯＢＪ２２）が表示されるとともに、内側カメラ２３により取得された画像データに対
する人体認識処理によって得られたユーザの手の範囲を示す認識表示ＲＥＣが反映される
。この認識表示ＲＥＣは、後述する肌色領域検出処理の処理周期毎に逐次更新される。
【０１５３】
　ユーザがゲーム装置１００に対する手の相対位置を調整した上で手の位置を調整し、内
側カメラ２３により取得される画像データに対する人体認識処理によって、ユーザの人差
し指および中指がオブジェクトＯＢＪ２２の「穴」に相当する位置に差し込まれたと認識
されると、第６ミニゲームは「成功」となる。
【０１５４】
　（４）第７ミニゲーム
　図１７に示す第３ゲームに含まれる第７ミニゲームでは、第２ＬＣＤ２２に「マントを
羽織ったキャラクター」を表わすオブジェクトＯＢＪ２３が表示されており、ユーザは、
内側カメラ２３に顔を近付けるとともに、内側カメラ２３に近接配置されているマイク用
孔１６（およびその中に収納されるマイク４３）に向けて息を吹きかける。
【０１５５】
　図１７に示すシーンにおいては、第２ＬＣＤ２２に、ゲーム演出上の画像（オブジェク
トＯＢＪ２３）が表示されるとともに、内側カメラ２３により取得された画像データに対
する人体認識処理によって得られたユーザの手の範囲を示す認識表示ＲＥＣが反映される
。この認識表示ＲＥＣは、後述する肌色領域検出処理の処理周期毎に逐次更新される。
【０１５６】
　ユーザがゲーム装置１００に対する自身の顔の相対位置を調整した上で息を吹きかけ、
これにより、ユーザの顔の認識領域が所定のしきい値を超え、かつ息を吹きかける際の音
圧が所定のしきい値を超えると、第７ミニゲームは「成功」と判断される。なお、ゲーム
進行中において、息を吹きかけたと判定されると、その判定に応じて、表示されるオブジ
ェクトＯＢＪ２３が「吹き飛ばされる」ような演出がなされる。
【０１５７】
　（５）第８ミニゲーム
　図１８に示す第３ゲームに含まれる第８ミニゲームでは、第２ＬＣＤ２２に「泣いてい
る赤ちゃん」を表わすオブジェクトＯＢＪ２４が表示されており、ユーザは、顔を両手で
覆うような動作および顔から両手を離す動作を繰返す、いわゆる「いないいないばあ」を
する。
【０１５８】
　図１８に示すシーンにおいては、第２ＬＣＤ２２に、ゲーム演出上の画像（オブジェク
トＯＢＪ２４）が表示されるとともに、内側カメラ２３により取得された画像データに対
する人体認識処理によって得られたユーザの手の範囲を示す認識表示ＲＥＣが反映される
。この認識表示ＲＥＣは、後述する肌色領域検出処理の処理周期毎に逐次更新される。
【０１５９】
　ユーザが自身の顔を両手で覆う動作および両手を離す動作を所定回数にわたって繰返し
たと認識されると、第８ミニゲームは「成功」と判断される。
【０１６０】
　（６）ゲーム終了後の表示例
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　上述のような第４～第８ミニゲーム（第３ゲーム）終了後に、図１９および図２０に示
すような予め用意されたシナリオに沿った漫画ライクな表現が提供される。
【０１６１】
　第３ゲーム終了後、第２ＬＣＤ２２には、図１９（ａ）に示すような予め用意されたタ
イトル画面が表示され、続いて、図１９（ｂ）に示すような画面が表示される。この図１
９（ｂ）に示す画面は、ユーザが第３ゲームに含まれる第４ミニゲーム（図１４）をプレ
イ中にキャプチャーされた画像データに、予め用意されたシナリオに沿った画像オブジェ
クトを重ねたものである。その後、図１９（ｂ）に示す画面に引き続いて、図１９（ｃ）
に示す画面が表示される。この図１９（ｃ）に示す画面は、ユーザが第３ゲームに含まれ
る第５ミニゲーム（図１５）をプレイ中にキャプチャーされた画像データに、予め用意さ
れたシナリオに沿った画像オブジェクトを重ねたものである。
【０１６２】
　以下同様にして、図１９（ｃ）に示す画面に引き続いて、第２ＬＣＤ２２には、図２０
（ａ）に示す画面、図２０（ｂ）に示す画面、図２０（ｃ）に示す画面が順次表示される
。図２０（ａ）に示す画面、図２０（ｂ）に示す画面、および図２０（ｃ）に示す画面は
、それぞれ第３ゲームに含まれる第６ミニゲーム（図１６）、第７ミニゲーム（図１７）
、および第８ミニゲーム（図１８）をユーザがプレイ中にキャプチャーされた画像データ
に、予め用意されたシナリオに沿ったそれぞれの画像オブジェクトを重ねたものである。
【０１６３】
　図１９および図２０に示すように、一連のミニゲームのプレイ中にそれぞれキャプチャ
ーされたユーザの姿に、予め用意されたシナリオに沿ったオブジェクトが重ねて表現され
る。これにより、第３ゲームをプレイしたユーザを主人公にした漫画ライクな画像で楽し
むことができる。
【０１６４】
　上述の図１４～図１８に示すように、第３ゲームにおいては、予め定められた複数の段
階（第４～第８ミニゲーム）において、各段階（ミニゲーム）に対応付けられた成功条件
に基づいてゲーム成功をそれぞれ判断することでゲームが進行される。このとき、各ミニ
ゲームでは、それぞれに対応する成功条件に関連付けられたオブジェクトが切換えて表示
される。
【０１６５】
　また、上述の図１９および図２０に示すように、第３ゲームにおいては、予め定められ
た複数の段階（第４～第８ミニゲーム）において、各段階（ミニゲーム）に対応付けられ
た成功条件に基づいてゲーム成功をそれぞれ判断することでゲームが進行される。この第
３ゲームの終了後、ゲーム進行中の複数の段階（ミニゲーム）のそれぞれにおいて取得さ
れて画像記憶部１１６に記憶された複数の画像データと、各画像データが取得された段階
（ミニゲーム）に対応付けられた成功条件に関連付けられたオブジェクトと、を合成した
画像が表示される。
【０１６６】
　＜制御構造＞
　次に、上述のような処理を提供するための制御構造について説明する。
【０１６７】
　図２１は、本実施の形態に従うゲーム装置１００の制御構造を示すブロック図である。
　図２１を参照して、ゲーム装置１００は、その制御構造として、音声データバッファ１
０２と、音声認識部１０４と、判定部１１０と、画像データバッファ１１２と、キャプチ
ャーコントローラ１１４と、画像記憶部１１６と、人体認識部１２０と、ゲーム画像コン
トローラ１３０と、ゲーム画像ＤＢ（Data Base）１３２と、認識結果反映部１３４と、
リプレイコントローラ１３６と、リプレイ画像ＤＢ１３８と、レンダリングエンジン１４
０とを含む。なお、図２１に示す制御構造は、典型的には、ＣＰＵ３１がメインメモリ３
２などのハードウェアを利用してゲームプログラムを実行することが提供される。代替的
に、その全部もしくは一部をハードウェア回路によって具現化してもよい。
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【０１６８】
　音声データバッファ１０２は、マイク４３（図３）により取得された音声がＩ／Ｆ回路
４２（図３）でＤ／Ａ変換されて得られるデジタル形式の音声信号を所定時間分だけ蓄積
する。この音声データバッファ１０２は、メインメモリ３２の一部の領域として提供され
る。
【０１６９】
　音声認識部１０４は、音声データバッファ１０２に蓄積された音声データに対して、公
知の音声認識を行なう。典型的には、音声認識部１０４は、上述の図１７に示す第３ゲー
ムに含まれる第７ミニゲームにおけるユーザが息を吹きかけているか否かを判断する。な
お、マイク４３により取得された音声が所定の音圧以上であるか否かに基づいて、ユーザ
が息を吹きかけているか否かを判断してもよい。音声認識部１０４による認識結果は、判
定部１１０へ送られる。
【０１７０】
　画像データバッファ１１２は、カメラ（内側カメラ２３および外側カメラ２５）より取
得される画像データを所定コマ数分蓄積する。なお、上述の各ゲームにおいては、基本的
に内側カメラ２３が使用されるので、画像データバッファ１１２には、内側カメラ２３で
撮像された画像データが随時蓄積される。メインメモリ３２の一部の領域として提供され
る。また、画像データバッファ１１２は、キャプチャーコントローラ１１４および人体認
識部１２０と接続される。
【０１７１】
　キャプチャーコントローラ１１４は、画像データバッファ１１２と画像記憶部１１６と
の間に配置され、後述する判定部１１０からのキャプチャー指令に応じて、画像データバ
ッファ１１２に蓄積されている画像データを画像記憶部１１６へ出力する。すなわち、ゲ
ームのプレイ中（内側カメラ２３が有効化されている間）には、内側カメラ２３により撮
像される画像データが周期的に画像データバッファ１１２に書込まれ、これらの画像デー
タのうち、必要なものが選択的に画像記憶部１１６に格納される。
【０１７２】
　画像記憶部１１６は、本実施の形態に従うゲーム終了後に表示される画像データを格納
する。この画像記憶部１１６は、メインメモリ３２もしくは保存用データメモリ３４の一
部の領域として提供される。なお、この画像記憶部１１６に格納された画像データを、外
部からゲーム装置１００に装着されるメモリカード２８に格納するように構成してもよい
。
【０１７３】
　人体認識部１２０は、内側カメラ２３により取得される画像データに対して人体認識を
行なうとともに、その認識結果を判定部１１０へ出力する。より具体的には、顔認識部１
２２と、色座標変換部１２４と、肌色領域検出部１２６とを含む。
【０１７４】
　顔認識部１２２は、画像データバッファ１１２に蓄積される画像データに対して、顔認
識処理を実行する。すなわち、顔認識部１２２は、ユーザ画像として、撮像された画像デ
ータの中から人間の顔領域を検出する。このとき、顔認識部１２２は、顔領域に含まれる
顔の特徴点なども抽出する。顔認識部１２２は、これらの顔認識結果を判定部１１０へ出
力する。より具体的には、顔領域として特定された範囲を示す座標値および瞳などの中心
座標などが検出結果として出力される。なお、顔認識部１２２における顔認識処理につい
ては、公知の技術であるので、ここでは詳細な説明は行なわない。
【０１７５】
　色座標変換部１２４は、後述する肌色領域検出部１２６での前処理として、ＲＧＢ表色
系で記述された画像データをＨＶＣ表色系に変換する。すなわち、カメラで撮像される画
像データでは、各画素の色情報がＲ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）の階調値で表現されてお
り、色座標変換部１２４は、これらの各画素の色情報を色相（Ｈｕｅ）、輝度（Ｖａｌｕ
ｅ）、彩度（Ｃｈｒｏｍａ）の座標系に変換する。
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【０１７６】
　肌色領域検出部１２６は、色座標変換部１２４から出力されるＨＶＣ座標系の色情報に
基づいて、内側カメラ２３により取得される画像データ内の肌色領域を検出する（肌色領
域検出処理）。すなわち、肌色領域検出部１２６は、ユーザ画像として、内側カメラ２３
により取得される画像データ内の肌色領域を検出する。これにより、肌色領域検出部１２
６は、画像データ内のユーザの領域を示すユーザ領域を検出する。より具体的には、肌色
領域検出部１２６は、各画素について、色相、輝度、および彩度がそれぞれ対応するしき
い範囲に含まれているか否かを判断し、いずれのしきい範囲に含まれている画素について
「肌色」であると判定する。なお、周辺の照明環境によって、ユーザの肌の部分を撮像し
て得られる色情報は変動するので、予め、ユーザを１回もしくは複数回にわたって撮像し
、これらの撮像によって得られた画像データに基づいて肌色とすべきしきい範囲を動的に
決定することが好ましい。肌色領域検出部１２６は、このように検出した肌色領域（肌色
であると判断された各画素の座標値および／または画素の数）を判定部１１０へ出力する
。
【０１７７】
　判定部１１０は、音声認識部１０４および人体認識部１２０（顔認識部１２２および肌
色領域検出部１２６）からの認識結果に基づいて、ゲーム進行中に各ゲームに固有に設定
された条件が満足されているか否かを逐次判断する。すなわち、判定部１１０は、認識結
果に基づいて、進行中のゲーム演出に応じて表示されるオブジェクトの位置に関連付けら
れた条件が満足されるか否かを判断する。より具体的には、判定部１１０は、それぞれの
ゲームに対応付けて予め複数の条件からなる条件群１１０ａを格納しており、ユーザ指令
に応じて選択されるゲームに応じて、対応する条件を選択して、入力される認識結果が当
該条件を満足するか否かを判断する。そして、判定部１１０は、各ゲームが成功であると
判断される条件（成功条件）が満足された場合に、ゲームが成功したと決定する。
【０１７８】
　なお、判定部１１０は、肌色領域検出部１２６および／または顔認識部１２２によりユ
ーザの存在が検出されているときに限って、ゲームが成功したか否かを判断するようにし
てもよい。ここで、ユーザの存在が検出されたか否かの判断基準としては、肌色領域検出
部１２６によって所定面積以上の肌色領域が検出されている場合や、顔認識部１２２によ
り顔領域が検出されている場合などを含む。このような条件を付加することで、ユーザが
ゲーム装置１００の前に存在していないにもかかわらず、ゲームが誤判定によって進行す
るといった事態を回避できる。
【０１７９】
　さらに、判定部１１０は、ゲームが成功であるか否かを決定するための成功条件に加え
て、キャプチャーコントローラ１１４へ対してキャプチャー指令を出力するための条件が
満足されるか否かについても判断する。
【０１８０】
　また、この判定部１１０による判定結果は、ゲーム画像コントローラ１３０および認識
結果反映部１３４へ出力される。また、判定部１１０は、人体認識部１２０からの認識結
果を認識結果反映部１３４へ出力する。
【０１８１】
　ゲーム画像コントローラ１３０およびゲーム画像ＤＢ１３２は、判定部１１０からの認
識結果に基づいて、ゲームを進行する。より具体的には、ゲーム画像ＤＢ１３２には、予
め用意された複数のゲームにそれぞれ対応する画像オブジェクトが格納されており、ゲー
ム画像コントローラ１３０は、判定部１１０からの認識結果に基づいて、ゲーム画像ＤＢ
１３２から必要な画像オブジェクトをレンダリングエンジン１４０へ適宜のタイミングで
出力する。このように、判定部１１０、ゲーム画像コントローラ１３０、およびゲーム画
像ＤＢ１３２は、人体認識の結果に基づいてゲームを進行する。
【０１８２】
　認識結果反映部１３４は、ゲーム進行中に人体認識部１２０により検出された肌色領域
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（ユーザ画像）を、ユーザの顔や手であると認識された領域として表示する（図７などに
示す認識表示ＲＥＣ）。認識結果反映部１３４は、上述の図７などに示すように、検出さ
れた肌色領域を「影」として表示する。すなわち、認識結果反映部１３４は、ゲーム進行
中に検出された肌色領域（ユーザ画像）を、内側カメラ２３により撮像される画像とは異
なる態様で表示する。
【０１８３】
　リプレイコントローラ１３６およびリプレイ画像ＤＢ１３８は、上述のゲーム終了後の
画像表示（リプレイ動作）を行なう。より具体的には、リプレイ画像ＤＢ１３８には、ゲ
ーム終了後の画像データに重ね合わせる画像オブジェクトが格納されており、リプレイコ
ントローラ１３６は、ゲーム終了後に、画像記憶部１１６に格納される画像データを読み
出すとともに、必要に応じて、リプレイ画像ＤＢ１３８から対応する画像オブジェクトを
読み出して、両者をレンダリングエンジン１４０へ出力する。なお、図１０に示すように
、複数の画像データを何らの画像オブジェクトを重ねることなく表示する場合には、リプ
レイコントローラ１３６は、画像記憶部１１６に格納されている画像データのみをレンダ
リングエンジン１４０へ出力する。
【０１８４】
　レンダリングエンジン１４０は、第１ＬＣＤ１２および第２ＬＣＤ２２における画像表
示を制御する。より具体的には、レンダリングエンジン１４０は、ゲーム進行中において
は、ゲーム画像コントローラ１３０からの画像オブジェクトと、認識結果反映部１３４か
らの認識された領域を示す画像とを重ねて表示する。また、レンダリングエンジン１４０
は、ゲーム終了後においては、リプレイコントローラ１３６からの画像データおよび画像
オブジェクトとを重ねて表示する。
【０１８５】
　図２２は、図２１に示すレンダリングエンジンにおける処理を概念的に示す図である。
なお、図２２には、図１１（ｂ）に示す第２ＬＣＤ２２における表示を実現する場合の例
を示す。
【０１８６】
　図２２を参照して、レンダリングエンジン１４０では、第１ＬＣＤ１２および第２ＬＣ
Ｄ２２に画像を表示するための映像信号は、複数のレイヤーを用いて生成される。より具
体的には、レンダリングエンジン１４０は、少なくとも、画像データＩＭＧを表示するた
めの第１レイヤーＬＹＲ１と、画像オブジェクトを表示するための第２レイヤーＬＹＲ２
とを有する。第１レイヤーＬＹＲ１には画像データＩＭＧが展開され、第２レイヤーＬＹ
Ｒ２にはオブジェクトＯＢＪ１０＃が展開される。なお、レイヤーＬＹＲ１およびＬＹＲ
２の各々は、第１ＬＣＤ１２または第２ＬＣＤ２２での表示に十分な大きさのメモリ領域
をＣＰＵ３１内のＶＲＡＭ（図示しない）に形成することで提供される。これらのレイヤ
ーＬＹＲ１およびＬＹＲ２を合成することで、映像信号が生成される。
【０１８７】
　このように、第２レイヤーＬＹＲ２に必要なオブジェクトを展開することで、ゲームの
進行中および画像記憶部１１６に保存された画像データに基づく画像の表示中に、任意の
オブジェクトを切換えて表示させることができる。
【０１８８】
　＜第１ゲームの処理内容および処理手順＞
　次に、上述の第１ゲーム（図７～図１０）を提供するための処理内容および処理手順に
ついて説明する。第１ゲームでは、主として、ゲーム演出に応じて表示されるオブジェク
トの位置と、肌色領域検出部１２６（図２２）により検出される肌色領域の位置および大
きさとに基づいてゲームが進行される。
【０１８９】
　図２３は、この発明の実施の形態に従う第１ゲームのゲーム進行の条件を説明するため
の図である。図２３を参照して、第１ゲームでは、図７～図９に示す第２ＬＣＤ２２に表
示されるオブジェクトの位置に対応付けて、内側カメラ２３により取得される画像データ
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に設定した基準点ＲＰ１を中心として、同心円状に区分された複数の判定領域ＡＲＥＡ１
～ＡＲＥＡ５が設定される。そして、これらの判定領域ＡＲＥＡ１～ＡＲＥＡ５に含まれ
る画素のうち、「肌色」であると検出された画素数（比率）をゲーム進行の条件とする。
【０１９０】
　より具体的には、第１ゲームでは、ゲーム進行が第１段階から第５段階に区分されてお
り、それぞれ判定領域ＡＲＥＡ１～ＡＲＥＡ５に含まれる画素のうち「肌色」であると検
出された画素数についての対応する判定領域に含まれる全画素数に対する比率が算出され
、算出された比率がそれぞれ対応するしきい値を超えることを条件に、順次段階を進める
。これは、第１ゲームでは、ユーザがゲーム装置１００に顔を徐々に近付けることが想定
されており、このようなユーザの動きによって、「肌色」であると検出された画素が徐々
に広がると想定されるためである。
【０１９１】
　すなわち、第１ゲームの開始後、まず、判定領域ＡＲＥＡ１に含まれる画素のうち「肌
色」であると検出された画素数の判定領域ＡＲＥＡ１に含まれる全画素数に対する比率が
所定のしきい値Ｔｈ１を超えると、第２段階に進む。第２段階においては、判定領域ＡＲ
ＥＡ２に含まれる画素のうち「肌色」であると検出された画素数の判定領域ＡＲＥＡ２に
含まれる全画素数に対する比率が所定のしきい値Ｔｈ２を超えるか否かが継続的に判断さ
れ、しきい値Ｔｈ２を超えると、第３段階に進む。
【０１９２】
　以下、同様にして、第３段階では、判定領域ＡＲＥＡ３に含まれる画素のうち「肌色」
であると検出された画素数の判定領域ＡＲＥＡ３に含まれる全画素数に対する比率が所定
のしきい値Ｔｈ３を超えるか否かが継続的に判断され、しきい値Ｔｈ３を超えると、第４
段階に進む。続く第４段階では、判定領域ＡＲＥＡ４に含まれる画素のうち「肌色」であ
ると検出された画素数の判定領域ＡＲＥＡ４に含まれる全画素数に対する比率が所定のし
きい値Ｔｈ４を超えるか否かが継続的に判断され、しきい値Ｔｈ４を超えると、第５段階
に進む。さらに続く、続く第５段階では、判定領域ＡＲＥＡ５に含まれる画素のうち「肌
色」であると検出された画素数の判定領域ＡＲＥＡ５に含まれる全画素数に対する比率が
所定のしきい値Ｔｈ５を超えるか否かが継続的に判断され、しきい値Ｔｈ５を超えると、
第１ゲームは「成功」となる。
【０１９３】
　なお、しきい値Ｔｈ１～Ｔｈ５は、いずれも５０％以上に設定することが好ましい。ま
た、上述の説明では、各判定領域について、「肌色」であると検出された画素数の比率で
判定する場合について例示したが、「肌色」であると検出された画素の絶対数で判定する
ようにしてもよい。
【０１９４】
　上述のように、各段階では、対応する判定領域に含まれる画素に基づいて条件が満足さ
れているか否かの判断がなされる。本来予想されるユーザの動きとは異なった検出結果、
たとえば、第１ゲーム開始直後において、内側の判定領域において「肌色」であると検出
された画素数が少ないにもかかわらず、より外側の判定領域において「肌色」であると検
出された画素数が多いような場合において、いきなり第１ゲームが「成功」といった誤っ
た判断を避けることができる。
【０１９５】
　また、上述のゲーム進行の段階に応じて、ゲーム演出が変更される。たとえば、第１～
第３段階までは、図７に示すような画像オブジェクトを表示させるとともに、第３段階か
ら第４段階に進んだタイミングで、図８に示すような画像オブジェクトに表示を切換える
。さらに、第５段階における条件が満足されて、第１ゲームが「成功」と判断されると、
図１０に示すような画像オブジェクトに表示を切換える。
【０１９６】
　本実施の形態に従うそれぞれのゲームにおいては、所定の条件が満足されるタイミング
で、ユーザのプレイ中の姿をキャプチャーされる。第１ゲームにおいては、上述の第１～
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第５段階における条件が満足されたタイミングで、内側カメラ２３により取得される画像
データがキャプチャーされる。すなわち、キャプチャーされる画像データは、それぞれゲ
ーム進行の段階が変化するタイミング周辺におけるユーザの姿を含むことになる。
【０１９７】
　なお、上述の基準点ＲＰ１および判定領域ＡＲＥＡ１～ＡＲＥＡ５の位置は、ゲーム演
出上で表示されるオブジェクトの位置によって適宜変更される。
【０１９８】
　上述したように、第１ゲームでは、予め定められた複数の段階において、各段階に対応
付けられた成功条件に基づいてゲーム成功をそれぞれ判断することでゲームが進行される
。第１ゲームの終了後、ゲーム進行中の複数の段階のそれぞれにおいて取得されて画像記
憶部１１６に記憶された複数の画像データが連続的に表示される。
【０１９９】
　図２４は、この発明の実施の形態に従う第１ゲームの処理手順を示すフローチャートで
ある。図２４に示すフローチャートは、第１ゲームの開始がユーザにより指示されると実
行される。
【０２００】
　図２４を参照して、まず、ステップＳ１００において、ＣＰＵ３１は、内側カメラ２３
により撮像される画像データを取得する。続くステップＳ１０２において、ＣＰＵ３１は
、取得した画像データ内の肌色領域を検出する。さらに続くステップＳ１０４において、
ＣＰＵ３１は、図２３に示す判定領域ＡＲＥＡ１に含まれる画素のうち「肌色」であると
検出された画素数の判定領域ＡＲＥＡ１に含まれる全画素数に対する比率がしきい値Ｔｈ
１を超えているか否かを判断する。比率がしきい値Ｔｈ１を超えていない場合（ステップ
Ｓ１０４においてＮＯの場合）には、ステップＳ１００の処理が繰返される。一方、比率
がしきい値Ｔｈ１を超えている場合（ステップＳ１０４においてＹＥＳの場合）には、処
理はステップＳ１０６へ進む。
【０２０１】
　ステップＳ１０６において、ＣＰＵ３１は、最も直近に取得された画像データをメイン
メモリ３２もしくは保存用データメモリ３４に格納する。すなわち、ＣＰＵ３１は、ユー
ザのプレイしている姿をキャプチャーする。そして、処理はステップＳ１０８へ進む。す
なわち、第１ゲームの進行は、第１段階から第２段階へ進む。
【０２０２】
　ステップＳ１０８において、ＣＰＵ３１は、内側カメラ２３により撮像される画像デー
タを取得する。続くステップＳ１１０において、ＣＰＵ３１は、取得した画像データ内の
肌色領域を検出する。さらに続くステップＳ１１２において、ＣＰＵ３１は、図２３に示
す判定領域ＡＲＥＡ２に含まれる画素のうち「肌色」であると検出された画素数の判定領
域ＡＲＥＡ２に含まれる全画素数に対する比率がしきい値Ｔｈ２を超えているか否かを判
断する。比率がしきい値Ｔｈ２を超えていない場合（ステップＳ１１２においてＮＯの場
合）には、ステップＳ１０８の処理が繰返される。一方、比率がしきい値Ｔｈ２を超えて
いる場合（ステップＳ１１２においてＹＥＳの場合）には、処理はステップＳ１１４へ進
む。
【０２０３】
　ステップＳ１１４において、ＣＰＵ３１は、最も直近に取得された画像データをメイン
メモリ３２もしくは保存用データメモリ３４に格納する。すなわち、ＣＰＵ３１は、ユー
ザのプレイしている姿をキャプチャーする。そして、処理はステップＳ１１６へ進む。す
なわち、第１ゲームの進行は、第２段階から第３段階へ進む。
【０２０４】
　ステップＳ１１６において、ＣＰＵ３１は、内側カメラ２３により撮像される画像デー
タを取得する。続くステップＳ１１８において、ＣＰＵ３１は、取得した画像データ内の
肌色領域を検出する。さらに続くステップＳ１２０において、ＣＰＵ３１は、図２３に示
す判定領域ＡＲＥＡ３に含まれる画素のうち「肌色」であると検出された画素数の判定領
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域ＡＲＥＡ３に含まれる全画素数に対する比率がしきい値Ｔｈ３を超えているか否かを判
断する。比率がしきい値Ｔｈ３を超えていない場合（ステップＳ１２０においてＮＯの場
合）には、ステップＳ１１６の処理が繰返される。一方、比率がしきい値Ｔｈ３を超えて
いる場合（ステップＳ１２０においてＹＥＳの場合）には、処理はステップＳ１２２へ進
む。
【０２０５】
　ステップＳ１２２において、ＣＰＵ３１は、最も直近に取得された画像データをメイン
メモリ３２もしくは保存用データメモリ３４に格納する。すなわち、ＣＰＵ３１は、ユー
ザのプレイしている姿をキャプチャーする。さらに続くステップＳ１２４において、ＣＰ
Ｕ３１は、図７に示す画像オブジェクトから図８に示す画像オブジェクトに、表示する画
像オブジェクトを切換える。そして、処理はステップＳ１２６へ進む。すなわち、第１ゲ
ームの進行は、第３段階から第４段階へ進む。
【０２０６】
　ステップＳ１２６において、ＣＰＵ３１は、内側カメラ２３により撮像される画像デー
タを取得する。続くステップＳ１２８において、ＣＰＵ３１は、取得した画像データ内の
肌色領域を検出する。さらに続くステップＳ１３０において、ＣＰＵ３１は、図２３に示
す判定領域ＡＲＥＡ４に含まれる画素のうち「肌色」であると検出された画素数の判定領
域ＡＲＥＡ４に含まれる全画素数に対する比率がしきい値Ｔｈ４を超えているか否かを判
断する。比率がしきい値Ｔｈ４を超えていない場合（ステップＳ１３０においてＮＯの場
合）には、ステップＳ１２６の処理が繰返される。一方、比率がしきい値Ｔｈ４を超えて
いる場合（ステップＳ１３０においてＹＥＳの場合）には、処理はステップＳ１３２へ進
む。
【０２０７】
　ステップＳ１３２において、ＣＰＵ３１は、最も直近に取得された画像データをメイン
メモリ３２もしくは保存用データメモリ３４に格納する。すなわち、ＣＰＵ３１は、ユー
ザのプレイしている姿をキャプチャーする。そして、処理はステップＳ１３４へ進む。す
なわち、第１ゲームの進行は、第４段階から第５段階へ進む。
【０２０８】
　ステップＳ１３４において、ＣＰＵ３１は、内側カメラ２３により撮像される画像デー
タを取得する。続くステップＳ１３６において、ＣＰＵ３１は、取得した画像データ内の
肌色領域を検出する。さらに続くステップＳ１３８において、ＣＰＵ３１は、図２３に示
す判定領域ＡＲＥＡ５に含まれる画素のうち「肌色」であると検出された画素数の判定領
域ＡＲＥＡ５に含まれる全画素数に対する比率がしきい値Ｔｈ５を超えているか否かを判
断する。比率がしきい値Ｔｈ５を超えていない場合（ステップＳ１３８においてＮＯの場
合）には、ステップＳ１３４以下の処理が繰返される。一方、比率がしきい値Ｔｈ５を超
えている場合（ステップＳ１３８においてＹＥＳの場合）には、処理はステップＳ１４０
へ進む。
【０２０９】
　ステップＳ１４０において、ＣＰＵ３１は、最も直近に取得された画像データをメイン
メモリ３２もしくは保存用データメモリ３４に格納する。すなわち、ＣＰＵ３１は、ユー
ザのプレイしている姿をキャプチャーする。さらに続くステップＳ１４２において、ＣＰ
Ｕ３１は、図８に示す画像オブジェクトから図９に示す画像オブジェクトに、表示する画
像オブジェクトを切換える。そして、処理はステップＳ１４４へ進む。すなわち、第１ゲ
ームは「成功」と判断され、第１ゲームの進行は終了する。
【０２１０】
　なお、上述のステップＳ１００～Ｓ１４２までの一連の処理が、予め定められた時間内
に終了しない場合には、第１ゲームが「失敗」に終わったと判断してもよい。この場合に
は、ステップＳ１４４以降の処理に代えて、第１ゲームが「失敗」であることを示す画面
が表示される。
【０２１１】
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　ステップＳ１４４において、ＣＰＵ３１は、キャプチャーした複数の画像データをメイ
ンメモリ３２もしくは保存用データメモリ３４から読出して、所定の順序で第２ＬＣＤ２
２に順次切換えて表示する。すなわち、ＣＰＵ３１は、ゲームプレイ中のユーザの姿をリ
プレイ表示する。なお、この画像データの表示順は、キャプチャーされた時間順であって
もよいし、あるいはキャプチャーされた時間順とは独立したランダムな順序であってもよ
い。
【０２１２】
　続くステップＳ１４６において、ＣＰＵ３１は、ユーザにより終了が指示されたか否か
を判断する。ユーザにより終了が指示されていない場合（ステップＳ１４６においてＮＯ
の場合）には、ステップＳ１４４の処理が繰返される。一方、ユーザにより終了が指示さ
れた場合（ステップＳ１４６においてＹＥＳの場合）には、第１ゲームについての処理は
終了する。
【０２１３】
　＜第２ゲームの処理内容および処理手順＞
　上述したように、本実施の形態に従う第２ゲームは、複数のミニゲームを含む。各ミニ
ゲームでは、ゲーム進行と並行して、ユーザのプレイ中の姿がキャプチャーされる。そし
て、一連のミニゲームが終了すると、各ミニゲームにおいてキャプチャーされた画像デー
タに、さまざまなオブジェクトを重ねて表示する。
【０２１４】
　（１）全体処理
　図２５は、この発明の実施の形態に従う第２ゲームの処理手順を示すフローチャートで
ある。図２５に示すフローチャートは、第２ゲームの開始がユーザにより指示されると実
行される。
【０２１５】
　図２５を参照して、まず、ステップＳ２０において、ＣＰＵ３１は、ミニゲームを実行
する。この実行されるミニゲームにおいては、ゲーム進行および画像データのキャプチャ
ーが並列的に実行される。続くステップＳ３０において、ＣＰＵ３１は、予め用意されて
いるすべてのミニゲームの実行が完了したか否かを判断する。すべてのミニゲームの実行
が完了していない場合（ステップＳ３０においてＮＯの場合）には、ステップＳ２０の処
理が繰返される。すなわち、予め用意されているミニゲームの数だけ、ステップＳ２０の
処理が繰返される。すべてのミニゲームの実行が完了している場合（ステップＳ３０にお
いてＹＥＳの場合）、すなわち第２ゲーム終了後には、処理はステップＳ３２以下のリプ
レイ処理に移行する。
【０２１６】
　ステップＳ３２において、ＣＰＵ３１は、先のミニゲームにおいてそれぞれキャプチャ
ーされた画像データのうち、１つの画像データを読出す。続くステップＳ３４において、
ＣＰＵ３１は、読出した画像データに応じたオブジェクトを読出す。さらに続くステップ
Ｓ３６において、ＣＰＵ３１は、ステップＳ３２において読出した画像データにステップ
Ｓ３４において読出したオブジェクトを重ねて表示する。所定時間の経過後、処理はステ
ップＳ３８へ進む。
【０２１７】
　ステップＳ３８において、ＣＰＵ３１は、ユーザにより終了が指示されたか否かを判断
する。ユーザにより終了が指示されていない場合（ステップＳ３８においてＮＯの場合）
には、ステップＳ３２の処理が繰返される。一方、ユーザにより終了が指示された場合（
ステップＳ３８においてＹＥＳの場合）には、第２ゲームについての処理は終了する。
【０２１８】
　次に、上述の第２ゲームに含まれる第１～第３ミニゲーム（図１１～図１３）を提供す
るための処理内容および処理手順について説明する。
【０２１９】
　（２）第１ミニゲーム
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　第２ゲームに含まれる第１ミニゲームでは、主として、ゲーム演出に応じて表示される
オブジェクトの位置と、顔認識部１２２（図２２）により検出される顔特徴量の位置とに
基づいてゲームが進行される。より具体的には、顔認識部１２２により認識される顔特徴
量のうち、「瞳」のそれぞれの中心座標に基づいて、ゲーム進行に係る条件が満足される
か否かが判断される。
【０２２０】
　図２６は、この発明の実施の形態に従う第２ゲームに含まれる第１ミニゲームのゲーム
進行の条件を説明するための図である。図２６を参照して、第１ミニゲームでは、図１１
（ａ）に示す第２ＬＣＤ２２に表示される「メガネ」のオブジェクトＯＢＪ１０の中心点
に対応付けて、内側カメラ２３により取得される画像データに基準点ＲＰ２が設定される
。そして、この基準点ＲＰ２を中心として、左右対称に判定領域ＤＴＬおよびＤＴＲが設
定される。これらの判定領域ＤＴＬおよびＤＴＲは、「メガネ」のオブジェクトＯＢＪ１
０のレンズの部分に対応するように設定される。なお、図２６には、判定領域ＤＴＬおよ
びＤＴＲを矩形状としたが、これに限らず円状や楕円状であってもよい。さらに、これら
の判定領域ＤＴＬおよびＤＴＲのそれぞれに認識された「瞳」の中心座標の値が含まれる
度合いをゲーム進行の条件とする。
【０２２１】
　より具体的には、第１ミニゲームでは、判定周期毎に、認識された「瞳」の中心座標Ｄ
ＥＰがそれぞれ判定領域ＤＴＬおよびＤＴＲに含まれているか否かが判定され、含まれて
いれば所定の点数を加算し、含まれていなければ所定の点数を減算する。この結果、累積
点が所定のしきい値を超えた時点で、第１ミニゲームは「成功」となる。
【０２２２】
　また、第２ゲームに含まれる第１ミニゲームでは、初期値（典型的には、ゼロ）から「
成功」と判定されるしきい値までの間に複数の中間的なしきい値が予め設定されており、
累積点がこれらの中間的なしきい値をはじめて超えるタイミングで、ユーザのプレイ中の
姿をキャプチャーされる。典型的には、Ｔｈ１１，Ｔｈ１２，Ｔｈ１３，Ｔｈ１４，Ｔｈ
１５（但し、Ｔｈ１１＜Ｔｈ１２＜Ｔｈ１３＜Ｔｈ１４＜Ｔｈ１５）の５つのしきい値が
予め設定されており、累積値がそれぞれのしきい値をはじめて超えるタイミングで画像デ
ータがキャプチャーされるとともに、累積値がしきい値Ｔｈ５を超えると、第１ミニゲー
ムは「成功」となる。したがって、キャプチャーされる画像データは、累積値がそれぞれ
しきい値を超えるタイミングにおけるユーザの姿を含むことになる。
【０２２３】
　なお、上述の基準点ＲＰ２の位置ならびに判定領域ＤＴＬおよびＤＴＲの位置および大
きさは、ゲーム演出上で表示されるオブジェクトの種類および位置によって適宜変更され
る。
【０２２４】
　図２７は、この発明の実施の形態に従う第２ゲームに含まれる第１ミニゲームの処理手
順を示すフローチャートである。
【０２２５】
　図２７を参照して、まず、ステップＳ２００において、ＣＰＵ３１は、累積値Ｓを初期
化（累積値Ｓに「ゼロ」をセット）する。続くステップＳ２０２において、ＣＰＵ３１は
、しきい値ＴｈＳを初期化（しきい値ＴｈＳに最も小さいしきい値であるＴｈ１１をセッ
ト）する。
【０２２６】
　ステップＳ２０４において、ＣＰＵ３１は、内側カメラ２３により撮像される画像デー
タを取得する。続くステップＳ２０６において、ＣＰＵ３１は、取得した画像データ内に
おける左右それぞれの「瞳」の中心座標を認識する。さらに続くステップＳ２０８におい
て、認識した左右それぞれの「瞳」の中心座標が判定領域ＤＴＬおよびＤＴＲ（図２６）
に含まれているか否かを判断する。左右それぞれの「瞳」の中心座標が判定領域ＤＴＬお
よびＤＴＲに含まれている場合（ステップＳ２０８においてＹＥＳの場合）には、累積値
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Ｓに一定値αを加算する（ステップＳ２１０）。一方、左右それぞれの「瞳」の中心座標
が判定領域ＤＴＬおよびＤＴＲに含まれていない場合（ステップＳ２０８においてＮＯの
場合）には、累積値Ｓから一定値βを減算する（ステップＳ２１２）。その後、処理はス
テップＳ２１４へ進む。
【０２２７】
　ステップＳ２１４において、ＣＰＵ３１は、累積値Ｓがしきい値ＴｈＳを超えているか
否かを判断する。累積値Ｓがしきい値ＴｈＳを超えていない場合（ステップＳ２１４にお
いてＮＯの場合）には、ステップＳ２０２以下の処理が繰返される。一方、累積値Ｓがし
きい値ＴｈＳを超えている場合（ステップＳ２１４においてＹＥＳの場合）には、処理は
ステップＳ２１６へ進む。
【０２２８】
　ステップＳ２１６において、ＣＰＵ３１は、最も直近に取得された画像データをメイン
メモリ３２もしくは保存用データメモリ３４に格納する。すなわち、ＣＰＵ３１は、ユー
ザのプレイしている姿をキャプチャーする。続くステップＳ２１８において、ＣＰＵ３１
は、現在のしきい値ＴｈＳに最も大きなしきい値であるしきい値Ｔｈ１５がセットされて
いるか否かを判断する。現在のしきい値ＴｈＳにしきい値Ｔｈ１５がセットされていない
場合（ステップＳ２１８においてＮＯの場合）には、ＣＰＵ３１は、しきい値ＴｈＳに現
在セットされているしきい値の次に大きなしきい値をセットし（ステップＳ２２０）、ス
テップＳ２０２以下の処理を繰返す。
【０２２９】
　一方、現在のしきい値ＴｈＳにしきい値Ｔｈ１５がセットされている場合（ステップＳ
２１８においてＹＥＳの場合）には、第１ミニゲームは「成功」と判断され、第１ミニゲ
ームの進行は終了する。
【０２３０】
　なお、上述のステップＳ２００～Ｓ２２０までの一連の処理が、予め定められた時間内
に終了しない場合には、第１ミニゲームが「失敗」に終わったと判断してもよい。また、
累積値Ｓの最低値（たとえば、「ゼロ」）を定めておくことが好ましい。
【０２３１】
　（３）第２ミニゲーム
　第２ゲームに含まれる第２ミニゲームでは、主として、ゲーム演出に応じて表示される
オブジェクトの位置と、肌色領域検出部１２６（図２２）により検出される肌色領域の位
置および大きさとに基づいてゲームが進行される。
【０２３２】
　図２８は、この発明の実施の形態に従う第２ゲームに含まれる第２ミニゲームのゲーム
進行の条件を説明するための図である。図２８を参照して、第２ミニゲームでは、図１２
（ａ）に示す第２ＬＣＤ２２に表示される「蚊」のオブジェクトＯＢＪ１１の中心点に対
応付けて、内側カメラ２３により取得される画像データに基準点ＲＰ３が設定される。こ
の基準点ＲＰ３を中心として、基準点ＲＰ３を含む判定領域ＤＴ３１が設定されるととも
に、この判定領域ＤＴ３１より広い範囲に、基準点ＲＰ３を含む判定領域ＤＴ３２が設定
される。さらに、基準点ＲＰ３を始点として、上下左右および斜め方向の計８方向に判定
線ＤＬ１～ＤＬ８が設定される。そして、これらの判定領域ＤＴ３１およびＤＴ３１なら
びに判定線ＤＬ１～ＤＬ８に含まれる画素のうち、「肌色」であると検出された画素数（
比率）をゲーム進行の条件とする。
【０２３３】
　より具体的には、第２ミニゲームでは、以下の（ｉ）～（ｉｉｉ）の条件がすべて満足
された場合に、ゲームが「成功」と判断される。
【０２３４】
　（ｉ）判定領域ＤＴ３２に含まれる画素のうち「肌色」であると検出された画素数の判
定領域ＤＴ３２に含まれる全画素数に対する比率が所定のしきい値Ｔｈ３２を超えること
　（ｉｉ）判定線ＤＬ１～ＤＬ８上の画素のうち「肌色」であると検出された画素数の判
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定線ＤＬ１～ＤＬ８上の全画素数に対する比率がいずれも所定のしきい値Ｔｈ３３を超え
ること
　（ｉｉｉ）判定領域ＤＴ３１に含まれる画素のうち「肌色」であると検出された画素数
の判定領域ＤＴ３１に含まれる全画素数に対する比率が所定のしきい値Ｔｈ３１を超えな
いこと
　上述の（ｉ）および（ｉｉ）については、表示される「蚊」のオブジェクトＯＢＪ１１
の近傍にユーザの「手」があることを判断するための条件である。また、（ｉｉｉ）につ
いては、ユーザの顔などを「手」として誤認識することを回避するための条件である。
【０２３５】
　また、第２ゲームに含まれる第２ミニゲームでは、画像データが周期的に取得され、直
近のものから所定枚数分だけ蓄積される。そして、第２ミニゲームが「成功」したタイミ
ングにおいて、その画像データの取得（更新）が停止される。そのため、第２ミニゲーム
が「成功」したタイミングから、所定期間前の間におけるユーザのプレイ中の姿をキャプ
チャーすることができる。
【０２３６】
　なお、上述の基準点ＲＰ３の位置ならびに判定領域ＤＴ３１およびＤＴ３２の大きさは
、ゲーム演出上で表示されるオブジェクトの位置および数によって適宜変更される。
【０２３７】
　図２９は、この発明の実施の形態に従う第２ゲームに含まれる第２ミニゲームの処理手
順を示すフローチャートである。
【０２３８】
　図２９を参照して、まず、ステップＳ２４０において、ＣＰＵ３１は、内側カメラ２３
により撮像される画像データを取得する。続くステップＳ２４２において、ＣＰＵ３１は
、メインメモリ３２もしくは保存用データメモリ３４に既に規定数の画像データが格納済
であるか否かを判断する。規定数の画像データが格納済ではない場合（ステップＳ２４２
においてＮＯの場合）には、処理はステップＳ２４６へ進む。既に規定数の画像データが
格納済である場合（ステップＳ２４２においてＹＥＳの場合）には、ＣＰＵ３１は、格納
済の画像データのうち、最も古く取得された画像データを削除し（ステップＳ２４４）、
新たに取得した画像データをメインメモリ３２もしくは保存用データメモリ３４に格納す
る（ステップＳ２４６）。そして、処理はステップＳ２４８へ進む。
【０２３９】
　ステップＳ２４８において、ＣＰＵ３１は、取得した画像データ内の肌色領域を検出す
る。続くステップＳ２５０において、ＣＰＵ３１は、上述の判定条件（ｉ）～（ｉｉｉ）
がすべて満足されているか否かを判断する。上述の判定条件（ｉ）～（ｉｉｉ）のいずれ
かが満足されていない場合（ステップＳ２５０においてＮＯの場合）には、ステップＳ２
４０以下の処理が繰返される。上述の判定条件（ｉ）～（ｉｉｉ）がすべて満足されてい
ない場合（ステップＳ２５０においてＹＥＳの場合）には、第２ミニゲームは「成功」と
判断され、第２ミニゲームの進行は終了する。
【０２４０】
　（４）第３ミニゲーム
　第２ゲームに含まれる第３ミニゲームでは、主として、ゲーム演出に応じて表示される
オブジェクトの位置と、顔認識部１２２（図２２）により検出される顔領域の位置とに基
づいてゲームが進行される。
【０２４１】
　図３０は、この発明の実施の形態に従う第２ゲームに含まれる第３ミニゲームのゲーム
進行の条件を説明するための図である。図３０を参照して、第３ミニゲームでは、図１３
（ａ）に示す第２ＬＣＤ２２に表示される「トーテムポール」のオブジェクトＯＢＪ１４
およびＯＢＪ１５の切抜き部に対応付けて、内側カメラ２３により取得される画像データ
にそれぞれ基準点ＲＰ４１およびＲＰ４２が設定される。基準点ＲＰ４１を中心として、
基準点ＲＰ４１を含む判定領域ＤＴ４１が設定されるとともに、基準点ＲＰ４２を中心と



(35) JP 2010-142592 A 2010.7.1

10

20

30

40

50

して、基準点ＲＰ４２を含む判定領域ＤＴ４２が設定される。そして、これらの判定領域
ＤＴ４１およびＤＴ４２に、それぞれ認識された顔領域ＤＦＡ１およびＤＦＡ２が含まれ
ているか否かが判定され、含まれていれば所定の点数を加算し、含まれていなければ所定
の点数を減算する。この結果、累積点が所定のしきい値を超えた時点で、第３ミニゲーム
は「成功」となる。
【０２４２】
　すなわち、「トーテムポール」のオブジェクトＯＢＪ１４およびＯＢＪ１５の切抜き部
のいずれにも、ユーザの顔が位置していると判断できる場合に、第３ミニゲームは「成功
」と判断される。
【０２４３】
　また、第２ゲームに含まれる第３ミニゲームでは、画像データが周期的に取得され、直
近のものから所定枚数分だけ蓄積される。そして、第３ミニゲームが「成功」したタイミ
ングにおいて、その画像データの取得（更新）が停止される。そのため、第３ミニゲーム
が「成功」したタイミングから、所定期間前の間におけるユーザのプレイ中の姿をキャプ
チャーすることができる。
【０２４４】
　なお、上述の基準点ＲＰ４１およびＲＰ４２の位置ならびに判定領域ＤＴ４１およびＤ
Ｔ４２の大きさは、ゲーム演出上で表示されるオブジェクトの位置および数によって適宜
変更される。
【０２４５】
　第２ゲームに含まれる第３ミニゲームの処理手順については、上述の図２７に示す第１
ミニゲームの処理手順と同様であるので、詳細な説明は繰返さない。
【０２４６】
　＜第３ゲームの処理内容および処理手順＞
　上述したように、本実施の形態に従う第３ゲームは、一連に実行される複数のミニゲー
ムを含む。各ミニゲームでは、ゲーム進行と並行して、所定の条件が満足されたタイミン
グでユーザがプレイしている姿が少なくとも１枚キャプチャーされる。そして、一連のミ
ニゲームが終了すると、これらのキャプチャーされたそれぞれの画像データに対して、特
定の意味をもつオブジェクトを重ねて表示することで、予め用意されたシナリオに沿った
漫画ライクな表現が提供される。
【０２４７】
　なお、本実施の形態に従うゲーム装置１００では、複数のシナリオが予め用意されてお
り、第３ゲームの実行毎に選択された１つのシナリオに沿って、複数のミニゲームが所定
の順序で実行される。
【０２４８】
　なお、各ミニゲームにおいては、人体認識処理（肌色領域検出処理および顔認識処理）
の結果に基づいてゲーム進行の条件が満足されるか否かが判断される。これらのゲーム進
行の条件については、上述の第２ゲームに含まれる各ミニゲームにおける条件と同一もし
くは類似であるので、詳細な説明は繰返さない。
【０２４９】
　図３１は、この発明の実施の形態に従う第３ゲームの処理手順を示すフローチャートで
ある。図３１に示すフローチャートは、第３ゲームの開始がユーザにより指示されると実
行される。
【０２５０】
　図３１を参照して、まず、ステップＳ３００において、ＣＰＵ３１は、予め用意されて
いる複数のシナリオのうち、ランダムに１つのシナリオを選択する。続くステップＳ３０
２において、ＣＰＵ３１は、ステップＳ３００において選択されたシナリオに沿った実行
すべき複数のミニゲームの特定、およびそれらの実行順を決定する。そして、処理はステ
ップＳ３０４へ進む。
【０２５１】
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　ステップＳ３０４において、ＣＰＵ３１は、第１番目に設定されたミニゲームを実行す
る。ＣＰＵ３１は、人体認識処理（肌色領域検出処理および顔認識処理）の結果に基づい
てミニゲームを進行する。続くステップＳ３０６において、ＣＰＵ３１は、第１番目のミ
ニゲームが「成功」したか否かを判断する。第１番目のミニゲームが「成功」した場合（
ステップＳ３０６においてＹＥＳの場合）には、ＣＰＵ３１は、第１番目のミニゲームに
おける画像データをキャプチャーする（ステップＳ３０８）。一方、第１番目のミニゲー
ムが「成功」しなかった場合（ステップＳ３０６においてＮＯの場合）には、ＣＰＵ３１
は、第１番目のミニゲームが「失敗」に終わったことを示すフラグをセットする（ステッ
プＳ３１０）。
【０２５２】
　以下、第２番目～第５番目のミニゲームの各々について、ステップＳ３０４～Ｓ３１０
と同様の処理が繰返し実行される。一連のミニゲームが終了すると、処理はステップＳ３
１２へ進む。
【０２５３】
　ステップＳ３１２において、ＣＰＵ３１は、選択されたシナリオに対応するタイトル画
像を読出して表示する（図１９（ａ）参照）。続くステップＳ３１４において、ＣＰＵ３
１は、第１番目のミニゲームにおいて取得した画像データおよび対応する画像オブジェク
トを読出して表示する（図１９（ｂ）参照）。なお、対応のミニゲームについて、当該ミ
ニゲームが「失敗」に終わったことを示すフラグがセットされている場合には、ＣＰＵ３
１は、ゲーム失敗であったことを示す画像を表示する。
【０２５４】
　続くステップＳ３１６において、ＣＰＵ３１は、第２番目のミニゲームにおいて取得し
た画像データおよび対応する画像オブジェクトを読出して表示する（図１９（ｃ）参照）
。以下同様にして、ステップＳ３１８～Ｓ３２２において、ＣＰＵ３１は、第３番目～第
５番目のミニゲームにおいてそれぞれ取得した画像データおよび対応する画像オブジェク
トを順次読出して表示する（図２０（ａ）～（ｃ）参照）。
【０２５５】
　続くステップＳ３２４において、ＣＰＵ３１は、ユーザにより終了が指示されたか否か
を判断する。ユーザにより終了が指示されていない場合（ステップＳ３２４においてＮＯ
の場合）には、ステップＳ３１２以下の処理が繰返される。一方、ユーザにより終了が指
示された場合（ステップＳ３２４においてＹＥＳの場合）には、第３ゲームについての処
理は終了する。
【０２５６】
　なお、上述したように、ゲーム中に所定の条件が満たされたときに撮像を行なうことで
取得した複数の画像データをすべて表示するようにしてもよいし、あるいは、ゲーム中に
撮像される複数の画像データを逐次取得しておき、ゲーム終了後などに、取得した複数の
画像データのうち所定の条件を満たすものを抽出して表示してもよい。
【０２５７】
　また、上述の実施の形態においては、撮像部により取得された画像データが含む情報量
をそのまま利用して表示するようにしたが、取得した画像データの１画素あたりの情報量
を低減して画像表示をおこなってもよい。
【０２５８】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は、上記した説明ではなく、特許請求の範囲によって示さ
れ、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図さ
れる。
【図面の簡単な説明】
【０２５９】
【図１】この発明の実施の形態に従うゲーム装置の外観図（開状態）である。
【図２】この発明の実施の形態に従うゲーム装置の外観図（閉状態）である。
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【図３】この発明の実施の形態に従うゲーム装置の内部構成の一例を示すブロック図であ
る。
【図４】この発明の実施の形態に従うゲーム装置へのゲームプログラムの提供形態を示す
図である。
【図５】この発明の実施の形態に従うゲーム装置をプレイ中のユーザの様子を示す模式図
である。
【図６】この発明の実施の形態に従うゲーム装置で実行される処理内容の一例を時間的に
説明するための図である。
【図７】この発明の実施の形態に従う第１ゲームのシーンの一例を示す図（その１）であ
る。
【図８】この発明の実施の形態に従う第１ゲームのシーンの一例を示す図（その２）であ
る。
【図９】この発明の実施の形態に従う第１ゲームのシーンの一例を示す図（その３）であ
る。
【図１０】この発明の実施の形態に従う第１ゲーム終了後の画像の表示例を示す図である
。
【図１１】この発明の実施の形態に従う第２ゲームのゲーム中およびゲーム終了後のシー
ンの一例を示す図（その１）である。
【図１２】この発明の実施の形態に従う第２ゲームのゲーム中およびゲーム終了後のシー
ンの一例を示す図（その２）である。
【図１３】この発明の実施の形態に従う第２ゲームのゲーム中およびゲーム終了後のシー
ンの一例を示す図（その３）である。
【図１４】この発明の実施の形態に従う第３ゲームのシーンの一例を示す図（その１）で
ある。
【図１５】この発明の実施の形態に従う第３ゲームのシーンの一例を示す図（その２）で
ある。
【図１６】この発明の実施の形態に従う第３ゲームのシーンの一例を示す図（その３）で
ある。
【図１７】この発明の実施の形態に従う第３ゲームのシーンの一例を示す図（その４）で
ある。
【図１８】この発明の実施の形態に従う第３ゲームのシーンの一例を示す図（その５）で
ある。
【図１９】この発明の実施の形態に従う第３ゲーム終了後の画像の表示例を示す図（その
１）である。
【図２０】この発明の実施の形態に従う第３ゲーム終了後の画像の表示例を示す図（その
１）である。
【図２１】本実施の形態に従うゲーム装置の制御構造を示すブロック図である。
【図２２】図２１に示すレンダリングエンジンにおける処理を概念的に示す図である。
【図２３】この発明の実施の形態に従う第１ゲームのゲーム進行の条件を説明するための
図である。
【図２４】この発明の実施の形態に従う第１ゲームの処理手順を示すフローチャートであ
る。
【図２５】この発明の実施の形態に従う第２ゲームの処理手順を示すフローチャートであ
る。
【図２６】この発明の実施の形態に従う第２ゲームに含まれる第１ミニゲームのゲーム進
行の条件を説明するための図である。
【図２７】この発明の実施の形態に従う第２ゲームに含まれる第１ミニゲームの処理手順
を示すフローチャートである。
【図２８】この発明の実施の形態に従う第２ゲームに含まれる第２ミニゲームのゲーム進
行の条件を説明するための図である。
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【図２９】この発明の実施の形態に従う第２ゲームに含まれる第２ミニゲームの処理手順
を示すフローチャートである。
【図３０】この発明の実施の形態に従う第２ゲームに含まれる第３ミニゲームのゲーム進
行の条件を説明するための図である。
【図３１】この発明の実施の形態に従う第３ゲームの処理手順を示すフローチャートであ
る。
【符号の説明】
【０２６０】
　１１　第１ハウジング、１２　第１ＬＣＤ、１３　タッチパネル、１４Ａ～１４Ｋ　ボ
タン、１５Ａ　第１ＬＥＤ、１５Ｂ　第２ＬＥＤ、１５Ｃ　第３ＬＥＤ、１６　マイク用
孔、２１　第２ハウジング、２２　第２ＬＣＤ、２３　内側カメラ、２４　音抜き孔、２
５　外側カメラ、２６　第４ＬＥＤ、２７　タッチペン、２８，２９　メモリカード、３
２　メインメモリ、３３　メモリ制御回路、３４　保存用データメモリ、３５　プリセッ
トデータ用メモリ、３６，３７　メモリカードＩ／Ｆ、３８　無線通信モジュール、３９
　ローカル通信モジュール、４１　電源回路、４２　インターフェース回路（Ｉ／Ｆ回路
）、４３　マイク、４４　アンプ、４５　スピーカ、１００　ゲーム装置、１０２　音声
データバッファ、１０４　音声認識部、１１０　判定部、１１０ａ　条件群、１１２　画
像データバッファ、１１４　キャプチャーコントローラ、１１６　画像記憶部、１２０　
人体認識部、１２２　顔認識部、１２４　色座標変換部、１２６　肌色領域検出部、１３
０　ゲーム画像コントローラ、１３２　ゲーム画像ＤＢ、１３４　認識結果反映部、１３
６　リプレイコントローラ、１３８　リプレイ画像ＤＢ、１４０　レンダリングエンジン
、ＡＰ　アクセスポイント、ＮＷ　ネットワーク、ＳＲＶ　配信サーバ装置。

【図１】 【図２】
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