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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報を入力する複数の入力部材を当該各入力部材の向きが異なるよう側面に備え、一端
から他端に向けて延伸する形状を有する、少なくとも一つの追加操作モジュールと、
　情報を入力する入力部材を側面に備え、一端から他端に向けて延伸する形状を有する本
体と、
　前記本体の前記一端側に設けられ、前記本体の位置の認識に用いられる光を発する発光
体と、
　前記本体の前記他端側に設けられるとともに、前記追加操作モジュールと前記本体とが
同じ軸に配置されるよう、前記本体を前記追加操作モジュールに接続するための接続部と
、
　を含み、
　前記追加操作モジュールは、
　当該追加操作モジュールの前記一端側に設けられ前記接続部が接続される被接続部と、
　前記被接続部と当該追加操作モジュールの前記複数の入力部材との間に設けられ、当該
追加操作モジュールの前記複数の入力部材のうちユーザが選択した前記入力部材の向きが
前記本体の前記入力部材の向きと一致するよう、前記本体の前記入力部材に対して当該追
加操作モジュールの前記複数の入力部材を、前記軸を中心に相対回転可能にする回転機構
と、を含む、
　ことを特徴とする操作デバイス。
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【請求項２】
　情報を入力する入力部材を側面に備え、一端から他端に向けて延伸する形状を有する、
少なくとも一つの追加操作モジュールと、
　情報を入力する入力部材を側面に備え、一端から他端に向けて延伸する形状を有する本
体と、
　前記本体の前記一端側に設けられ、前記本体の位置の認識に用いられる光を発する発光
体と、
　前記本体の前記他端側に設けられるとともに、前記追加操作モジュールと前記本体とが
同じ軸に配置されるよう、前記本体を前記追加操作モジュールに接続するための接続部と
、
　を含み、
　前記追加操作モジュールは、
　当該追加操作モジュールの前記一端側に設けられ前記接続部が接続される被接続部、を
含み、
　前記接続部及び前記被接続部は、前記軸を中心として、前記追加操作モジュールの前記
入力部材の向きと前記本体の前記入力部材の向きとが一致する方向と、前記追加操作モジ
ュールの前記入力部材の向きと前記本体の前記入力部材の向きとが反対の方向と、の両方
向で接続するよう構成される、
　ことを特徴とする操作デバイス。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の操作デバイスにおいて、
　前記追加操作モジュールに備えられた前記入力部材の向きを判断する判断手段を含む、
　ことを特徴とする操作デバイス。
【請求項４】
　請求項３に記載の操作デバイスにおいて、
　前記追加操作モジュールと前記本体は、それぞれ自身の姿勢を検知するセンサを含み、
　前記判断手段は、前記本体に含まれる前記センサによる検知結果と、前記追加操作モジ
ュールに含まれる前記センサによる検知結果と、に基づいて、前記追加操作モジュールに
備えられた前記入力部材の、前記本体に対する向きを判断する、
　ことを特徴とする操作デバイス。
【請求項５】
　請求項１乃至４に記載の操作デバイスにおいて、
　前記接続部には複数の追加操作モジュールが接続するよう構成され、
　前記複数の追加操作モジュールのうち１つは、前記接続部に接続される被接続部と、該
被接続部の反対側に設けられるとともに、前記複数の追加操作モジュールのうち他の１つ
が直列に接続されるよう前記本体の前記接続部と同一形状を有する追加接続部と、を備え
る、
　ことを特徴とする操作デバイス。
【請求項６】
　請求項５に記載の操作デバイスにおいて、
　前記複数の追加操作モジュールのそれぞれは、該追加操作モジュールの種類を識別する
ための識別情報を記憶する識別情報記憶手段を含み、
　前記本体は、該本体に直接的又は間接的に接続される前記追加操作モジュールに含まれ
る前記識別情報記憶手段から前記識別情報を取得する識別情報取得手段を含む、
　ことを特徴とする操作デバイス。
【請求項７】
　請求項５又は６のいずれかに記載の操作デバイスにおいて、
　前記本体は、該本体に直列に接続される前記追加操作モジュールの順序を判別する順序
判別手段を含む、
　ことを特徴とする操作デバイス。
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【請求項８】
　請求項７に記載の操作デバイスにおいて、
　前記複数の追加操作モジュールのそれぞれは、該追加操作モジュールが前記本体に対し
て直列に接続される場合に互いに直列接続される信号線と、該信号線における所定位置の
電圧を計測する電圧計と、を備え、
　前記本体は、前記直列に接続される信号線に対して一端側から所定電圧を印加する電源
と、を備え、
　前記順序判別手段は、前記各電圧計において計測される電圧に基づいて、前記本体に直
列に接続される前記追加操作モジュールの順序を判別する、
　ことを特徴とする操作デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は操作デバイスに関し、特にカメラにより撮影される発光体を備える操作デバイ
スに関する。
【背景技術】
【０００２】
　棒状の本体の先端に発光体を備える操作デバイスをカメラの前で動かすと、カメラに接
続されたゲーム機本体において撮影画像における発光体の位置を認識し、該位置によりゲ
ームなどのプログラムの実行を制御するシステムが提案されている（下記特許文献１参照
）。こうしたシステムによると、操作デバイスの発光体の位置を動かすことにより、カー
ソルの位置や、仮想のゲーム空間におけるオブジェクトの位置などを動かす制御が可能と
なり、非常に直感的なユーザインターフェースを実現できる。
【特許文献１】米国特許出願公開第２００７／０１１７６２５号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら上記従来技術によると、発光体の位置以外の様々な情報を操作デバイスを
利用してゲーム機本体に入力することができない。そこで、プレイヤの音声を入力するた
めのマイクや、方向を入力するためのスティック状の部材など、複数の操作部材を操作デ
バイスに一体的に備え付けることも考えられるが、そうすると必ずしも常には使用しない
機能のために操作デバイスの重量が増してしまい、発光体の位置を軽快に動かすことが難
しくなってしまう。
【０００４】
　本発明は上記課題に鑑みてなされたものであって、その目的は、操作デバイスの重量を
不必要に増すことなく、必要に応じて種々の操作情報を本体に入力できる操作デバイスを
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するために、本発明に係る操作デバイスは、一端から他端に向けて延伸
する形状を有する本体と、前記本体の前記一端に設けられる発光体と、前記本体の前記他
端に設けられるとともに、複数の他の操作デバイスのうち任意の１つが接続される接続部
と、を含むことを特徴とする。操作デバイスは、それぞれ情報を入力する入力部材を備え
る複数の追加操作モジュールを含んでもよい。
【０００６】
　また、前記複数の追加操作モジュールのうち１つは、前記接続部に接続される被接続部
と、該被接続部の反対側に設けられるとともに、前記複数の追加デバイスのうち他の１つ
が直列に接続されるよう前記本体の前記接続部と同一形状を有する追加接続部と、を備え
てもよい。
【０００７】
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　このとき、前記各追加操作モジュールは、該追加操作モジュールの種類を識別するため
の識別情報を記憶する識別情報記憶手段を含んでよい。また、前記本体は、該本体に直接
的又は間接的に接続される前記追加操作モジュールに含まれる前記識別情報記憶手段から
前記識別情報を取得する識別情報取得手段を含んでよい。
【０００８】
　また、前記本体は、該本体に直列に接続される前記追加操作モジュールの順序を判別す
る順序判別手段を含んでよい。前記各追加操作モジュールは、該追加操作モジュールが前
記本体に対して直列に接続される場合に互いに直列接続される信号線と、該信号線におけ
る所定位置の電圧を計測する電圧計と、を備えてよい。また、前記本体は、前記直列に接
続される信号線に対して一端側から所定電圧を印加する電源と、を備えてよい。この場合
、前記順序判別手段は、前記各電圧計において計測される電圧に基づいて、前記本体に直
列に接続される前記追加操作モジュールの順序を判別してよい。
【０００９】
　また、前記複数の追加操作モジュールのうち１つは、前記入力部材の前記本体に対する
向きを変更させるよう、前記被接続部と前記入力部材との間に回転機構を備えてよい。或
いは、前記複数の追加操作モジュールのうち１つは、複数の向きで前記本体又は他の前記
追加操作モジュールに接続するよう構成されてよい。
【００１０】
　前記１つの前記追加操作モジュールに備えられた前記入力部材の向きを判断する判断手
段を含んでよい。例えば、前記１つの前記追加操作モジュールと前記本体は、当該追加操
作モジュールの姿勢を検知するセンサを含んでよい。この場合、前記判断手段は、当該本
体に含まれる前記センサによる検知結果と、前記１つの前記追加操作モジュールに含まれ
る前記センサによる検知結果と、に基づいて、前記１つの前記追加操作モジュールに備え
られた前記入力部材の、前記本体に対する向きを判断してよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態について図面に基づき詳細に説明する。
【００１２】
　図１は、本発明の実施形態に係るゲームシステムの利用シーンを示す図である。同図に
示すようにゲームシステム１０は、家庭用のテレビ受像機１２に接続されたゲーム機本体
１６、ゲーム機本体１６に接続されたカメラ１４、プレイヤＰが手に持つ操作デバイス１
８を含んでいる。ゲーム機本体１６は、公知のコンピュータゲームシステムである。カメ
ラ１４は例えばテレビ受像機１２の上面に設置され、テレビ受像機１２の前方を映し出す
ようになっている。カメラ１４による撮影画像はゲーム機本体１６に入力され、そこで各
種の情報処理に供される。操作デバイス１８の先端には特定の色で発光する発光体２０が
取り付けられており、プレイヤＰが操作デバイス１８を手にして、カメラ１４の前方でそ
れを動かすと、カメラ１４による撮影画像における発光体２０の位置を認識するとともに
、発光体２０が映し出された領域の広さに従って、カメラ１４と発光体２０との距離を認
識する。そして、これらの情報に従って、ゲームなどのアプリケーションの処理を制御す
るようになっている。
【００１３】
　すなわち、図２に示すように、ゲーム機本体１６には位置認識部１６ａ、アプリケーシ
ョン処理部１６ｂ、及び通信部１６ｃが含まれる。位置認識部１６ａ及びアプリケーショ
ン処理部１６ｂは、コンピュータゲームシステムであるゲーム機本体１６において所定の
プログラムを実行することにより実現される。同図に示すように、カメラ１４で撮影され
た、例えば図３に示されるような画像は位置認識部１６ａに供給される。位置認識部１６
ａでは、図４に示すように供給される画像における発光体２０が映し出された領域を抽出
し、同画像における発光体２０の中心位置の座標（Ｘ，Ｙ）を取得する。さらに、発光体
２０が映し出された領域の面積を算出して、該面積からカメラ１４と発光体２０との距離
を決定する。例えば、領域の面積と発光体２０との距離との関係式を記憶しておき、この



(5) JP 5538706 B2 2014.7.2

10

20

30

40

50

関係式に従って距離を決定してよい。
【００１４】
　こうして得られる撮影画像における発光体２０の中心位置座標（Ｘ，Ｙ）及びカメラ１
４と発光体２０との距離は、アプリケーション処理部１６ｂに供給される。アプリケーシ
ョン処理部１６ｂでは、これらの情報を、例えばテレビ受像機１２の画面に表示されるカ
ーソルの位置を移動させるのに用いたり、仮想のゲーム空間に配置されたオブジェクトの
位置を移動させるのに用いたりする。なお、操作デバイス１８はボタン等の従来型の操作
部材も備えており、これらの部材に対する操作内容は無線通信手段によりゲーム機本体１
６に送信される。一方、ゲーム機本体１６には操作デバイス１８と無線通信を行うための
通信部１６ｃを備えており、アプリケーション処理部１６ｂは、通信部１６ｃにより受信
される操作内容も用いて、ゲームなどの各種アプリケーションの制御を行う。アプリケー
ション処理部１６ｂは、アプリケーションの処理に従って表示画像を生成するようになっ
ており、この表示画像はテレビ受像機１２により表示される。
【００１５】
　次に操作デバイス１８について詳述する。図５は操作デバイス１８の正面図、図６は側
面図、図７は底面図である。これらの図に示すように操作デバイス１８は、一端から他端
に向けて延伸する概略円柱形状の本体３１を有しており、一端側には発光体２０が設けら
れている。発光体２０は概略球殻状の光拡散性の樹脂及び該樹脂に光を照射する発光素子
を中心に構成されている。また、本体３１の他端側には、他の追加操作モジュールとデー
タ通信を行うための接続コネクタ２８を含む接続（連結）構造が設けられている。この接
続構造は、具体的には本体３１の他端面に設けられた収容凹部２９と、該収容凹部２９の
底面中心に設けられた雌型の接続コネクタ２８と、を含んでいる。収容凹部２９は他の追
加操作モジュールの一部を収容するよう該一部と概略同一形状に形成されており、開口の
周縁部には他の追加操作モジュールに設けられた２つの係合片（被係合部）と係合する切
り欠きである係合部３０ｆ，３０ｂが設けられている。係合部３０ｆ，３０ｂは本体３１
の正面側と裏面側とに設けられている。本体３１の表面にはボタン２１～２７が設けられ
ており、上述したように、これらのボタン２１～２７を押下したか否かの情報は無線通信
手段によりゲーム機本体１６に送信される。
【００１６】
　図６に示すように、本体３１の内部には、制御部３２、振動モータ３３、加速度センサ
３４、ジャイロセンサ３５、地磁気センサ３６、接続コネクタ２８が設けられている。制
御部３２は公知のＣＰＵ及び無線データ通信手段を中心として構成されており、該制御部
３２に加速度センサ３４、ジャイロセンサ３５、地磁気センサ３６の検出内容が入力され
ている。加速度センサ３４は、例えば本体３１の延伸方向（軸方向（第１軸））、正面方
向（第２軸）、左右方向（第３軸）の各加速度（重力加速度を含む）を検出し、それらの
値を出力する３軸加速度センサである。ジャイロセンサ３５は、上記第１軸乃至第３軸の
まわりの本体３１の回転速度を検出する３軸ジャイロセンサである。地磁気センサ３６は
地磁気の方向を検出する手段である。制御部３２では、これらのセンサの検出内容をゲー
ム機本体１６に送信し、ゲーム機本体１６ではこれらのセンサの検出内容に基づいて、操
作デバイス１８の動き、姿勢、位置を判断する。制御部３２は振動モータ３３の駆動電力
を供給するようになっており、ゲーム機本体１６から無線により送信される制御信号に従
って、或いは自立的に振動モータ３３の動作を開始させ、或いは停止させる。制御部３２
は発光体２０の駆動電力も供給するようになっており、同様に、ゲーム機本体１６から無
線により送信される制御信号に従って、或いは自立的に、発光体２０による発光を開始さ
せ、或いは停止させる。さらに、後述するように発光体２０を任意色での発光が可能なよ
うに構成した場合には、制御部３２は、発光体２０による発光色の制御も行う。制御部３
２には接続コネクタ２８も接続されており、同接続コネクタ２８を通じて追加操作モジュ
ールの操作内容が入力される。この操作内容もゲーム機本体１６に無線送信される。この
とき、追加操作モジュールには当該追加操作モジュールの種類を識別する識別情報が記憶
されており、この識別情報が制御部３２により読み出される。そして、この識別情報もゲ
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ーム機本体１６に無線送信される。以上の構成により、ゲーム機本体１６は、どの種類の
追加操作モジュールが操作デバイス１８に接続され、その追加操作モジュールに対してど
のような操作がなされたかを判断することができる。
【００１７】
　次に、図８は発光体２０の拡大縦断面図である。同図に示すように、発光体２０は、内
殻及び外殻の２層構造からなる球殻状部分と、該球殻部分に隣接して設けられる発光素子
７３と、から構成されている。球殻状部分のうち外殻は、操作デバイス１８の先端側に位
置するとともに、基端側に開く半球殻状に形成される先端側外殻部７０ａと、操作デバイ
ス１８の基端側に位置するとともに、先端側に開く半球殻状に形成される基端側外殻部７
０ｂと、から構成されている。基端側外殻部７０ｂの底部には円形の穴が開設され、その
周囲には、本体３１側に向けて立ち上がる円筒状の壁である取付機構７５が設けられてい
る。取付機構７５の外周面には螺子溝が形成されている。本体３１の上面には開口が形成
されており、この開口は支持基台７６により塞がれている。支持基台７６の中央には開口
が形成されるとともに、この開口の周囲には、本体３１の内側に向けて立ち上がる円筒状
の壁である被取付機構７７が設けられている。被取付機構７７の内周面には螺子溝が形成
されており、この螺子溝に取付機構７５の外周面に形成された螺子溝が螺合する。こうし
て、本体３１の上面に発光体２０が取り付けられる。
【００１８】
　取付機構７５の内部には発光素子７３を搭載した回路基板７４が取り付けられている。
発光素子７３は例えばＬＥＤにより構成される。発光素子７３は基端側外殻部７０ｂの底
部に開設された円形の穴から球殻の中心に向けて光を照射するようになっている。なお、
発光素子７３はそれぞれ異なる色を発光する複数のＬＥＤを含んでよい。この場合、制御
部３２により発光タイミングとともに発光色が制御される。
【００１９】
　一方、内殻は、操作デバイス１８の先端側に位置するとともに、基端側に開く半球殻状
に形成される先端側内殻部７１ａと、操作デバイス１８の基端側に位置するとともに、先
端側に開く半球殻状に形成される基端側内殻部７１ｂと、から構成されている。内殻の外
径と外殻の内径とは略一致しており、両者は密着している。基端側内殻部７１ｂには、外
表面の底部に形成された凹みである受光部７２が形成されている。発光素子７３はこの受
光部７２に正対しており、これにより発光素子７３から発せられる光が効率よく内殻に入
光する。
【００２０】
　内殻を構成する先端側内殻部７１ａ及び基端側内殻部７１ｂは、いずれも光拡散機能を
有する樹脂材料により形成されている。この樹脂材料としては、ポリカーボネートなどの
透明樹脂内に、光を反射する、同じくポリカーボネートなどの樹脂により形成される無数
の微少樹脂片が封入されたものなどが用いられる。一方、外殻を構成する先端側外殻部７
０ａ及び基端側外殻部７０ｂは、いずれも無彩色又は有彩色を有し、且つ透光性を有する
樹脂材料により形成されている。この樹脂材料としては、例えばポリカーボネートなどが
用いられる。ここでは、外殻の樹脂材料として、透光性を有する濃い灰色のものが用いら
れる。また、外殻の外表面は鏡面処理が施されるとともに、低反射膜によりコーティング
がなされる。
【００２１】
　発光素子７３より発せられる光は受光部７２において内殻に入光し、入射された光は内
殻の内部おいて拡散し、内殻の外表面から放射状に光が発せられる。この光は外殻におい
てやや減衰した後、外部に放射状に出射される。このような構成により、本体３１の上面
側に配置された発光素子７３により球状の発光体２０の表面全体を発光させることができ
る。このとき、内殻と外殻とからなる２層構造とし、それぞれの殻を上述した材料構成と
しているので、カメラ１４に発光体２０が撮影された場合に、撮影画像における発光体２
０が映し出された領域の縁部には有色且つ透光性の外殻が明瞭に写り、これにより発光体
２０が映し出された領域の大きさを正しく認識できるようになる。
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【００２２】
　次に、本体３１の基端側に取り付けられる追加操作モジュールについて説明する。図９
は、第１の追加操作モジュールを正面方向から示す斜視図である。図１０は、同デバイス
を背面方向から示す斜視図である。図１１は、同デバイスを本体３１に対して順方向に取
り付けた状態を示す図であり、図１２は、逆方向に取り付けた状態を示す図である。第１
の追加操作モジュール４０はマイクを内蔵しており、プレイヤＰが音声を入力するもので
ある。概略円筒形状の被収容部４１を備えており、この被収容部４１の正面側下端に前方
向に立ち上がる被係合部４３ｆが設けられ、背面側下端に後ろ方向に立ち上がる被係合部
４３ｂが設けられている。被係合部４３ｆにはプレイヤＰの音声を内部に取り入れるため
の小孔が形成されている。被収容部４１の外径は、本体３１の収容凹部２９の内径とほぼ
一致しており、被収容部７１は収容凹部２９内に収容される。このとき、被係合部４３ｆ
，４３ｂは、それぞれ係合部３０ｆ，３０ｂに係合する。被収容部４１の上面には接続コ
ネクタ４２が取り付けられており、この接続コネクタ４２は本体３１側の接続コネクタ２
８に差し込まれる。被係合部４３ｆ，４３ｂは同一外形状を有しており、係合部３０ｆ，
３０ｂも同一外形状を有しており、また被係合部と係合部は対応する形状を有している。
また、接続コネクタ２８，４２は、共に前後逆方向にしても電気的接続が可能となってい
る。このため、図１１に示すように被係合部４３ｆが本体３１の正面側に設けられた係合
部３０ｆに係合する順取付状態と、図１２に示すように被係合部４３ｂが本体３１の正面
側に設けられた係合部３０ｆに係合する逆取付状態と、の両方で、第１の追加操作モジュ
ール４０を本体３１に対して取り付けることができる。第１の追加操作モジュール４０は
加速度センサ４７を内蔵しており、この加速度センサ４７の検出内容は制御部３２に送信
され、さらにゲーム機本体１６に送信される。ゲーム機本体１６は本体３１の加速度セン
サ３４の検出内容も受信しており、これらの検出内容を比較することで、第１の追加操作
モジュールが順取付状態にあるのか逆取付状態にあるのかを判断することができる。以上
のように構成することで、操作デバイス１８の多様な利用方法を実現できる。
【００２３】
　次に、図１３は、他の種類の追加操作モジュールである第２の追加操作モジュールを示
している。また、図１４は、第２の追加操作モジュールを本体３１に対して順方向に取り
付けた状態を示している。第２の追加操作モジュール５０は、収容凹部２９に収容される
円筒状の被収容部５１、その上面に取り付けられ接続コネクタ５２、被収容部５１の下面
に同軸に連続する、被収容部５１よりも大径の円筒形状を有する延長部５４、を有してい
る。被収容部５１には係合部３０ｆ，３０ｂと係合する被係合部６３が設けられている。
また、延長部５４の正面には方向を入力するための操作部材５５が取り付けられている。
【００２４】
　この第２の追加操作モジュール５０も、図１４に示すように、第１の追加操作モジュー
ル４０に代えて、本体３１の基端部に取り付けることができる。また、第１の追加操作モ
ジュール４０と同様、本体３１に対して順方向取付及び逆方向取付が可能となっている。
この場合も、ゲーム機本体１６では、本体３１の加速度センサ３４の検出内容と、第２の
追加操作モジュール５０に内蔵される加速度センサ６７の検出内容と、を比較することで
、第２の追加操作モジュール５０が順取付状態にあるのか逆取付状態にあるのかを判断す
ることができる。このように複数種類の追加操作モジュールのうち任意のものを本体３１
に取り付けられるように構成することで、普段使用しない種類の操作部材まで予め本体３
１に対して一体的に備え付けておく場合に比して、操作デバイス１８の重量を軽くするこ
とができる。これにより、プレイヤＰは操作デバイス１８を軽快に操作することができる
。
【００２５】
　なお、第１の追加操作モジュール４０や第２の追加操作モジュール５０のように、本体
３１に対して順方向及び逆方向に取付られるように構成する代わりに、追加操作モジュー
ルにおける操作部材が設けられた部分が回転するように回転機構を設けてもよい。すなわ
ち、図１５及び図１６に示す第３の追加操作モジュール６０のように、被収容部６１及び
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それよりも大径の延長部６４を一体的に形成するとともに、被収容部６１に接続コネクタ
６２及び被係合部６３を設け、一方、延長部６４の下面側に別体の延長部６６を配置する
とともに、両延長部６４，６６を、本体３１の延伸方向に延びる回転軸により相対的に回
転可能に構成してもよい。こうしても、延長部６６に設けられた操作部材６５を本体３１
に対して回転させることができる。
【００２６】
　次に、他の実施形態に係る操作デバイスについて説明する。図１７は当該他の実施形態
に係る操作デバイスの外観斜視図であり、図１８は、発光モジュールを正面方向から示す
斜視図、図１９は、本体モジュールを正面方向から示す斜視図、図２０は、第１の追加操
作モジュールを正面方向から示す斜視図、図２１は、第２の追加操作モジュールを正面方
向から示す斜視図である。図１７に示される操作デバイスは、発光モジュール１４０、本
体モジュール８０、第１の追加操作モジュール９０、第２の追加操作モジュール１００を
この順に、各モジュールの正面をそろえて直列に接続したものである。図１８に示すよう
に、発光モジュール１４０は背の低い円柱状の本体の上面に発光体２０が取り付けられて
おり、下面中央には接続コネクタ（雌コネクタ）１４２が設けられている。図１９に示す
ように、本体モジュール８０の本体は、発光モジュール１４０の本体と同径の円柱状をな
しており、正面には方向情報を入力するための操作部材８３が配置されている。また、本
体上面中央には接続コネクタ（雄コネクタ）８１が設けられ、下面中央には接続コネクタ
（雌コネクタ）８２が設けられている。図２０に示すように、第１の追加操作モジュール
９０の本体は、本体モジュール８０の本体と同径の円柱状をなしており、正面には複数の
ボタンからなる操作部材８３が配置されている。さらに、背面には傾倒させることにより
該傾倒方向に対応した信号をゲーム機本体１６に送信するためのスティック状の操作部材
９４が配置されている。また、本体上面中央には接続コネクタ（雄コネクタ）９１が設け
られ、下面中央には接続コネクタ（雌コネクタ）９２が設けられている。さらに、図２１
に示すように、第２の追加操作モジュール１００の本体は、本体モジュール８０の本体と
同径の円柱状をなしており、正面には単一のボタンからなる操作部材１０３が配置されて
いる。また、本体上面中央には接続コネクタ（雄コネクタ）１０１が設けられ、下面中央
には接続コネクタ（雌コネクタ）１０２が設けられている。
【００２７】
　図１７に示す例は、本体モジュール８０の接続コネクタ８１を発光モジュール１４０の
接続コネクタ１４２に両モジュールの正面が揃う向きで差し込み、第１の追加操作モジュ
ール９０の接続コネクタ９１を本体モジュール８０の接続コネクタ８２に両モジュールの
正面が揃う向きで差し込み、さらに、第２の追加操作モジュール１００の接続コネクタ１
０１を第２の追加操作モジュール９０の接続コネクタ９２に両モジュールの正面が揃う向
きで差し込むことにより実現される。
【００２８】
　この操作デバイスでは、接続コネクタ８１，９１，１０１は互いに同一形状を有してお
り、また、接続コネクタ８２，９２，１０２，１４２も互いに同一形状を有している。こ
のため、各モジュールの接続順は任意に入れ替えることができる。例えば、図２２に示す
例では、第１の追加操作モジュール９０と第２の追加操作モジュール１００の接続順が入
れ替えられている。
【００２９】
　さらに、接続コネクタ８１，８２，９１，９２，１０１，１０２，１４２は、連結され
る２つのモジュールの正面が揃う態様であっても、一方の正面と他方の背面とが揃う態様
であっても、電気的接続が可能に構成されている。このため、各モジュールを他のモジュ
ールに対して接続する向きは自在である。例えば、図２３に示す例では、第１の追加操作
モジュール９０は、その背面が本体モジュール８０の正面と同じ側に位置するようにして
該本体モジュール８０に連結されている。
【００３０】
　図２４は、操作デバイスの各モジュールの回路構成を示す図である。同図に示すように
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、各接続コネクタが接続されることで、Ｉ２Ｃ（Inter-Integrated Circuit）などの方式
によるシリアルバス１２０が形成される。本体モジュール８０にはＣＰＵ及び無線通信モ
ジュールを中心に構成された制御部１１０が設けられ、この制御部１１０にはシリアルバ
ス１２０によるデータ通信を制御するマスタ通信部１１１が内蔵される。本体モジュール
８０には加速度センサ１１３が内蔵されており、この加速度センサ１１３の検出内容は制
御部１１０に入力される。さらに、基準電圧の発生源である基準電圧発生部１１２が設け
られており、基準電圧が接続コネクタ８２により連結される他のモジュールに対して基準
電圧を印加している。制御部１１０は、自立的に、或いは無線通信モジュールを介してゲ
ーム機本体１６から送信される制御信号に従って、発光素子７３における発光タイミング
及び発光色を制御する。
【００３１】
　第１の追加操作モジュール９０には、接続コネクタ９１から接続コネクタ９２の間を延
びる信号線がシリアルバス１２０の一部区間として設けられる。この区間にはスレーブ通
信部１１８が接続されており、操作部材９３，９４における操作内容を示すデータがスレ
ーブ通信部１１８によりマスタ通信部１１１に送信される。また、図示しないメモリに記
憶された当該第１の追加操作モジュール９０の種類を示す識別情報もマスタ通信部１１１
に送信される。さらに、第１の追加操作モジュール９０にも加速度センサ１１９が内蔵さ
れており、その検出内容がスレーブ通信部１１８によりマスタ通信部１１１に送信される
。第１の追加送信モジュール９０には、さらに接続コネクタ９１から接続コネクタ９２の
間を延びる電圧信号線が設けられており、この電圧信号線の中途部には抵抗１１５が内挿
されており、且つ他端が接地された抵抗１１６の一端が当該抵抗１１５よりも接続コネク
タ９２側に接続されている。そして、当該抵抗１１６の当該一端の電圧が電圧計１１７に
より検出され、その内容もスレーブ通信部１１８によりマスタ通信部１１１に送信される
。
【００３２】
　第２の追加操作モジュール１００も、第１の追加操作モジュール９０と同様の構成であ
り、接続コネクタ１０１から接続コネクタ１０２の間を延びる信号線がシリアルバス１２
０の一部区間として設けられる。この区間にはスレーブ通信部１２１が接続されており、
操作部材１０３における操作内容を示すデータがスレーブ通信部１２１によりマスタ通信
部１１１に送信される。また、図示しないメモリに記憶された当該第２の追加操作モジュ
ール１００の種類を示す識別情報もマスタ通信部１１１に送信される。さらに、第２の追
加操作モジュール１００にも加速度センサ１２５が内蔵されており、その検出内容がスレ
ーブ通信部１２１によりマスタ通信部１１１に送信される。第２の追加操作モジュール１
００には、さらに接続コネクタ１０１から接続コネクタ１０２の間を延びる電圧信号線が
設けられており、この電圧信号線の中途部には抵抗１２３が内挿されており、且つ他端が
接地された抵抗１２４の一端が当該抵抗１２３よりも接続コネクタ１０２側に接続されて
いる。そして、当該抵抗１２４の当該一端の電圧が電圧計１２２により検出され、その内
容もスレーブ通信部１２１によりマスタ通信部１１１に送信される。
【００３３】
　こうして制御部１１０に集められる情報は無線通信モジュールによりゲーム機本体１６
に送信される。ゲーム機本体１６では、各モジュールから送信される電圧値を比較して、
各モジュールの連結順序を判断する。すなわち、本体モジュール８０からの順番により検
出される電圧値が段々と下がることを考慮して、各モジュールの連結順序を判断する。ま
た、各モジュールから送信される加速度センサ１１３，１１９，１２５の検出内容を比較
することにより、各モジュールが連結されている向きを判断する。そして、判断内容に応
じてアプリケーションの処理内容を変化させる。なお、第１及び第２の追加操作モジュー
ル９０，１００にて接続順及び電圧範囲を記録したテーブルを保持しておき、電圧計１１
７，１１２で検出される電圧値を該テーブルに照査して、自らの接続順を判断してもよい
。この場合、判断された接続順を制御部１１０に通知すればよい。
【００３４】
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　以上のように、操作デバイスを複数のモジュールにより構成し、各モジュールの側面に
操作部材を設けるとともに、各モジュールの連結態様を自在とすれば、ゲーム機本体１６
で実行されるアプリケーションの種類に応じて、或いはプレイヤＰの好みに応じて、操作
デバイスを自在に変形できる。また、ゲーム機本体１６において、連結態様に応じてアプ
リケーションの処理内容を変化させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の実施形態に係る操作デバイスを用いてゲームの操作情報を入力する様子
を示す図である。
【図２】ゲームシステムの構成図である。
【図３】カメラによる撮影画像を示す図である。
【図４】位置認識処理を説明する図である。
【図５】操作デバイスの正面図である。
【図６】操作デバイスの側面図である。
【図７】操作デバイスの底面図である。
【図８】操作デバイスの発光体部分を示す部分断面図である。
【図９】第１の追加操作モジュールを正面方向から示す斜視図である。
【図１０】第１の追加操作モジュールを背面方向から示す斜視図である。
【図１１】第１の追加操作モジュールを順取付した状態を示す図である。
【図１２】第１の追加操作モジュールを反転取付した状態を示す図である。
【図１３】第２の追加操作モジュールを正面方向から示す斜視図である。
【図１４】第２の追加操作モジュールを順取付した状態を示す図である。
【図１５】第３の追加操作モジュールを正面方向から示す斜視図である。
【図１６】第３の追加操作モジュールを順取付した状態を示す図である。
【図１７】第２の実施形態に係る操作デバイスの外観斜視図である。
【図１８】発光モジュールを示す斜視図である。
【図１９】本体モジュールを示す斜視図である。
【図２０】第１の追加操作モジュールを示す斜視図である。
【図２１】第２の追加操作モジュールを示す斜視図である。
【図２２】各モジュールを他の態様で接続した状態を示す図である。
【図２３】各モジュールをさらに他の態様で接続した状態を示す図である。
【図２４】操作デバイスの各モジュールの回路構成を示す図である。
【符号の説明】
【００３６】
　１０　ゲームシステム、１２　テレビ受像機、１４　カメラ、１６　ゲーム機本体、１
６ａ　位置認識部、１６ｂ　アプリケーション処理部、１６ｃ　通信部、１８　操作デバ
イス、２０　発光体、２１～２７　ボタン、２８，８１，９１，１０１，１４１　接続コ
ネクタ、２９　収容凹部、３０ｂ，３０ｆ　係合部、３１　本体、３２　制御部、３３　
振動モータ、３４，４７，５７，６７，１１３，１１９，１２５，１３０　加速度センサ
、３５　ジャイロセンサ、３６　地磁気センサ、４０　第１の追加操作モジュール、４１
，５１，６１，７１　被収容部、４２，５２，６２，８２，９２，１０２，１４２　接続
コネクタ、４３ｆ，４３ｂ，６３　被係合部、５０　第２の追加操作モジュール、５４，
６４，６６　延長部、５５，６５，８３，９３，９４，１０３　操作部材、６０　第３の
追加操作モジュール、７０ａ　先端側外殻部、７０ｂ　基端側外殻部、７１ａ　先端側内
殻部、７１ｂ　基端側内殻部、７２　受光部、７３　発光素子、７４　回路基板、７５　
取付機構、７６　支持基台、７７　被取付機構、８０　本体モジュール、９０　第１の追
加操作モジュール、１００　第２の追加操作モジュール、１１０　制御部、１１１　マス
タ通信部、１１２　電圧発生部、１１５，１１６，１２３，１２４　抵抗、１１７，１２
２，１２７　電圧計、１１８，１２１，１２６　スレーブ通信部、１２０　シリアルバス
、１４０　発光体部。



(11) JP 5538706 B2 2014.7.2

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】 【図６】



(12) JP 5538706 B2 2014.7.2

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】



(13) JP 5538706 B2 2014.7.2

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】

【図２２】



(14) JP 5538706 B2 2014.7.2

【図２３】 【図２４】



(15) JP 5538706 B2 2014.7.2

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  荒木　孝昌
            東京都港区南青山二丁目６番２１号　株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント内

    審査官  森田　充功

(56)参考文献  特開平０７－１１６３５１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１４３４３６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２４０５４２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－０８３０１３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－０８３０２４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－３００９８０（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第１９９７／０３２６４１（ＷＯ，Ａ１）　　
              国際公開第２００８／１２０１８９（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｆ　　　３／０３４６　　
              Ａ６３Ｆ　　１３／２４　　　　
              Ａ６３Ｆ　　１３／４５　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

