
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自由空間における 装置の原点からの 移動量に対応する移動
量信号を生成する移動量信号生成手段と、移動量信号を
基準信号と比較する比較手段と、 比較に対応
して 相異なる２値に制御さ

制御手段とを備 ゲーム制御装置
であって、ゲーム制御装置を原点から シフトした際にそのシフト方向において

制御手段の出力が 状態変化するポイントは
一つであるゲーム制御装置。

【請求項２】
　請求項 において、ゲーム制御装置を原点から 動かした際に制御手段の出力
が状態変化するポイントまでの 移動量 ｃｍ～５ｃｍとしたゲーム制
御装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、コンピュータゲーム、ビデオゲーム、ＴＶゲームなどと称せられるゲームを制
御するのに非常に好ましい装置に関する。
【０００２】
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ゲーム制御 所定方向における
原点から所定方向において一つの

移動量信号の前記一つの基準信号を境とした
原点から所定方向において れ、これらの２値のいずれかを出力

する え、制御手段により前記２値のいずれかが出力される
所定方向に

、 前記２値のうちの一方の値から他方の値に 前
記一つの基準信号を境とした

１ 所定方向に
ゲーム制御装置の を１



【従来の技術】
このようなゲーム制御装置としては機構式開閉スイッチを用いたものが定型的である。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、操作性は必ずしも良いものではなく、ことに長時間操作は好ましくない。
また、この種のゲームとして３次元あるいは疑似３次元画面によるものが将来有望である
。当然ながら、このようなゲームに使用できる制御装置は単に従来の機構を踏襲しただけ
では面倒な操作を余儀なくされ、さらに革新的な操作性を要求される。
本発明は、非常に操作性に優れた革新的なゲーム制御装置を提供するものである。
【０００４】
【課題を解決するための手段】

【０００５】
【作用】
　本発明によれば、

例えばゲームキャラクターの連続的移動制御が可能である
。ゲームキャラクターの制御感覚は従来の 制御装置を使用している場合とさほど変
わず違和感がない上、操作性については格段に良い。ことにゲームキャラクターを３次元
制御する場合のように６方向の制御が必要な場合に格別の優位性が発揮される。
　また、基準信号 適切に選ぶことにより、

装置の原点からの微小な変位に対して制御手段の状態変
化はなく、 装置をもつ手の微小なふるえ、あるいは 装置の動きに関
する適度な遊びを許容し、ゲームをスムーズに進行できる
【０００６】
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本発明は、自由空間におけるゲーム制御装置の原点からの所定方向における移動量に対応
する移動量信号を生成する移動量信号生成手段と、移動量信号を原点から所定方向におい
て一つの基準信号と比較する比較手段と、移動量信号の前記一つの基準信号を境とした比
較に対応して原点から所定方向において相異なる２値に制御され、これらの２値のいずれ
かを出力する制御手段とを備え、制御手段により前記２値のいずれかが出力されるゲーム
制御装置であって、ゲーム制御装置を原点から所定方向にシフトした際にそのシフト方向
において、制御手段の出力が前記２値のうちの一方の値から他方の値に状態変化するポイ
ントは前記一つの基準信号を境とした一つであるゲーム制御装置である。また、ゲーム制
御装置を原点から所定方向に動かした際に制御手段の出力が状態変化するポイントまでの
ゲーム制御装置の移動量を１ｃｍ～５ｃｍとするとよい。なお、「相異なる２値」とは例
えば、「開」または「閉」、あるいは、「Ｈレベル」または「Ｌレベル」を意味する。ま
た、以下に詳述した「実施例」の項では、「ゲーム制御装置」を単に、「制御装置」また
は「装置」と称している場合がある。また、「所定方向」とは例えば、「原点からＸ，－
Ｘ，Ｙ，－Ｙ等の方向」、「原点からある方向」、「６方向」、「１軸上（例えばＸ軸，
例えば－Ｘ軸，…）」と称している。

ゲーム制御装置を原点から所定方向にシフトした際にそのシフト方向
において、制御手段の出力が前記２値のうちの一方の値から他方の値に状態変化するポイ
ントは前記一つの基準信号を境とした一つである。これにより、自由空間においてゲーム
制御装置を原点から所定方向にシフトさせる移動量に応じて、一つのポイントを境として
、制御手段からは前記２値のうちのいずれかの値が交替して出力される。そうすると、ゲ
ーム制御装置を原点から所定方向において、制御手段の出力が状態変化するポイントの直
前まで移動するだけの移動範囲では、制御手段の出力は前記２値のうちの一方の値のまま
であるが、制御手段の出力が状態変化するポイントまで移動すると、それ以上の移動の有
無に拘わらず、制御手段の出力は前記２値のうちの他方の値に交替して出力される状態に
なる。従って、ゲーム制御装置を原点から所定方向において、制御手段の出力が状態変化
するポイントの直前まで移動するだけの移動範囲では、例えばゲームキャラクターは移動
せず、制御手段の出力が状態変化するポイント以上まで移動すると、ゲーム制御装置をそ
の状態に維持しておくだけで、

ゲーム

の値を ゲーム制御装置を原点から所定方向に動
かした際に制御手段の出力が状態変化するポイントまでのゲーム制御装置の移動量を１ｃ
ｍ～５ｃｍとすれば、ゲーム制御

ゲーム制御 ゲーム制御
。



【実施例】
次に、本発明を具体化した多様な実施例を説明するが、本発明を実施例のみに特有な事項
に基づいて限定解釈してはならず、本発明の技術的範囲は、請求項に示した事項あるいは
その事項と実質的に等価である事項に基づいて定めなければならない。
【０００７】
図１に示す実施例は、加速度センサーＡＳと、加速度センサーＡＳに発生する加速度信号
ａに基づいて移動量信号ｃを生成する移動量信号生成手段１と、移動量信号ｃを基準信号
ｄと比較する比較手段２と、比較に対応して開または閉に維持される制御手段３とを備え
たゲーム制御装置を構成する。一般的に、移動量信号ｃは速度信号ｂを中間生成してから
生成するとよい。
なお、優先権主張に係る先の出願（特願平４－２６９５５０号）においても、当然に上位
概念で言い替えられる事項、または、自明で等価な置換事項などを示すと以下の通りであ
る。
加速度センサーＡＳに発生する加速度信号ａに基づいて移動量信号ｃを生成する移動量信
号生成手段１を、加速度センサーＡＳという具体的手段にとらわれることなく上位概念で
言い替えると、自由空間における装置の原点からの移動量に対応する移動量信号ｃを生成
する移動量信号生成手段１となるのは明らかである。
移動量信号ｃを基準信号ｄと比較する比較手段２は当然ながら、移動量信号ｃの大小を判
定する判定手段としてもよい自明で等価なものである。すなわち、図１あるいはその他に
も図示した比較手段２は判定手段に当然置換できる。
また、制御手段３に関しては、キャラクターに対する制御を鑑み、判定（または、比較）
に対応してキャラクターを能動または非能動（または、相異なる状態）に制御するための
制御手段３といってもよい。
また、当然ながら、判定（または、比較）に対応して開または閉（または「相異なる２値
」、または「ＨまたはＬレベル」）に維持されるという表現と、判定（または、比較）に
対応して開または閉（または「相異なる２値」、または「ＨまたはＬレベル」）に制御さ
れるという表現とを相互置換できる。その理由は、例えば、制御手段３の後段または制御
手段３自体の後段にシフトレジスタ、データセレクタ、マルチプレクサその他適宜手段を
用いて、制御信号を直列的に時分割出力することが自明だからである。この場合、見かけ
上の開閉サイクル状態が生ずる。そうすると、例えば、閉に維持されるという表現が、見
かけ上の開閉サイクル状態を含まないと受け取られ兼ねない。そのための置換である。開
閉サイクル状態とは、例えば、シフトレジスタの直列信号出力の１周期毎に、開信号の特
定箇所にキャラクターを能動化するための閉信号が出力される状態である。なお、この他
に、キャラクターの能動化に対応したコンピュータ本体の受付信号が、見かけ上ではない
真の開閉サイクル状態になる場合も考えると、閉に制御されるという表現の方が適切とな
る。
そして、これらの事項は、以下に示す各実施例においても当然同様に適用される。
【０００８】
加速度センサーＡＳは２次元あるいは３次元等の加速度を検出するもので、ピエゾ抵抗入
り半導体素子、容量検出型半導体素子、歪ゲージ素子、電磁素子、磁性流体型素子、圧電
素子その他適宜手段で構成される。ことにピエゾ抵抗入り半導体素子は将来さらに有望で
ある。使用される加速度センサーＡＳは超低周波応答性に優れたものがよい。例えば、加
速度信号周波数で約２００Ｈｚ以下の周波数帯域において応答性がよく、しかし、それ以
上の周波数帯域では応答性が低下しているものが好ましい。このような特性を加速度セン
サーＡＳ自体で得るのが難しい場合の対応については後述する。
【０００９】
加速度センサーＡＳに発生した加速度信号ａは増幅手段４により所望の信号レベルに増幅
され、適切な値のしきい値手段５を介して、Ａ／Ｄ変換手段６でデジタル信号に変換され
る。このデジタル信号はＣＰＵ７で信号処理される。すなわち、加速度信号ａは積分手段
８で速度信号ｂとなり、さらに積分手段９で移動量信号ｃを得る。そして、移動量信号ｃ
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と基準信号ｄとの比較（比較手段２による）に対応して、制御手段３は開または閉に維持
される。そして、制御手段３の出力信号はコンピュータ本体に供給される。もちろん、こ
の信号と他の信号とをＣＰＵ７にてコンピュータ本体に直列的に時分割供給してもよい。
なお、加速度信号ａに基づいて速度信号ｂや移動量信号ｃを生成する信号処理は厳密な積
分でなくてもよく、実用に足る移動量信号ｃを生成できればよい。より適当なアルゴリズ
ム開発は本発明をさらに有意義なものにする。また、図１（Ａ）の２点鎖線内に示すもの
を単一の集積回路装置１０としている。なお、メモリーを単一の集積回路装置１０に組み
込んでもよいし、メモリーは別の集積回路としてもよい。
【００１０】
制御手段３の機能を分りやすくするためアナログ的に言えば、例えば、移動量信号ｃが基
準信号ｄを超えている状態では制御手段３が閉に維持され、移動量信号ｃが基準信号ｄを
超えていない状態では制御手段３が開に維持されるといった具合である。
すなわち、装置を原点からある方向に動かすことにより移動量信号ｃが基準信号ｄを超え
る状態になると、それまでは制御手段３が開に維持されていたのが切り替わって閉に維持
され、これによってコンピュータ本体に閉信号が供給されてゲームキャラクターが制御（
例えば移動制御）される。この制御状態は装置を原点に戻すまで続き、装置を原点に戻す
と制御手段３が開に維持されて止まる。
【００１１】
これにより自由空間において装置を原点からＸ，－Ｘ，Ｙ，－Ｙ等の方向に動かすだけで
ゲームキャラクターを制御できる。そして、装置を原点からある方向にシフトさせた状態
に維持する限り、制御手段３は例えば閉に維持されているので、例えばゲームキャラクタ
ーの連続的移動制御が可能である。これは従来の制御装置において方向制御スイッチボタ
ンを押し続けて閉状態に維持しているのと同効であり、本発明ではこの機能が装置を原点
から空間的にシフトさせておくだけで得られる。ゲームキャラクターの制御感覚は従来の
制御装置を使用している場合とさほど変わず違和感がない上、操作性については格段に良
い。ことにゲームキャラクターを３次元制御する場合のように６方向の制御が必要な場合
に格別の優位性が発揮される。そして、従来の制御装置と互換性をもたすこともでき、こ
の点でも有益である。
また、基準信号ｄ値を適切に選ぶことにより、装置の原点からの微小な変位に対して制御
手段３の状態変化はなく、装置をもつ手の微小なふるえ、あるいは装置の動きに関する適
度な遊びを許容し、ゲームをスムーズに進行できる。
【００１２】
また、加速度信号ａ，速度信号ｂまたは移動量信号ｃをリセットするリセット手段を備え
ている。リセット手段を機能させるにはリセット操作部１１（スイッチ）を操作してＣＰ
Ｕ７に信号を与える。そして、移動量信号ｃを生成する積分手段９にリセット信号Ｒが与
えられる場合、例えばリセット操作部１１を操作し続ける（例えば押し続ける）とよい。
これにより、装置を動かしても移動量信号ｃは発生しないため原点を容易に変えられ、再
び別の原点でリセット操作部１１の操作を止めると支障なくゲーム操作を開始でき、装置
を操作する場所を移動したり他人に装置を手渡す場合等に際して利便性がある。また、装
置を希望の原点に動かせてからリセット操作部１１を一瞬操作してもよい。これによって
移動量信号ｃがリセットされてそこが原点となり、再び支障なくゲーム操作を開始できる
。
また、リセット信号Ｒが積分手段８に与えられて速度信号ｂがリセットされる構成におい
て原点を変える場合は、リセット操作部１１を操作し続けるのがよい。また、リセット信
号Ｒで加速度信号ａがリセットされる場合はリセット操作部１１の操作で加速度信号ａが
共通線側に短絡（アース）されるようになっておればよく、やはり同様の操作がよい。
【００１３】
次に、一般的に弾発射等で使用するトリガー操作部１２を操作するとＣＰＵ７を介してコ
ンピュータ本体に例えば閉信号が出力される。なお、トリガー操作部１２を弾発射等でひ
んぱんに激しく操作すると装置の振動により移動量信号ｃが発生してゲームキャラクター
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に不用意な動きが発生するおそれもあるため、トリガー操作部１２を操作している（例え
ば押し続ける）限り、自動的に連射できる機能をＣＰＵ７に持たせるのが望ましい。例え
ば、トリガー操作部１２を押し続けるだけでＣＰＵ７に毎秒５～５０回程度のサイクル信
号を発生する機能を持たせるとよい。
【００１４】
そして、本発明の実施に用いる回路装置は、少なくとも、加速度センサーＡＳと、この加
速度センサーＡＳからの出力信号を増幅する増幅手段４と、この増幅手段４からの出力信
号をＡ／Ｄ変換するＡ／Ｄ変換手段６と、このＡ／Ｄ変換手段６からの出力信号を処理す
るＣＰＵ７とを単一の集積回路装置として形成したゲーム制御装置用集積回路装置が望ま
しい。図１（Ａ）ではさらに、しきい値手段５を加えて集積化してあり、２点鎖線内に示
すものを集積回路装置１０としている。なお、先述の通り、メモリーを単一の集積回路装
置１０に組み込んでもよいし、メモリーは別の集積回路としてもよい。
なお、少なくとも、加速度センサーＡＳと、この加速度センサーＡＳからの出力信号を増
幅する増幅手段４と、この増幅手段４からの出力信号をＡ／Ｄ変換するＡ／Ｄ変換手段６
とを単一の集積回路装置として形成してももちろんよい。
【００１５】
また、別の発明要素として、少なくとも加速度センサーＡＳを備え、加速度信号処理系の
応答周波数を約２００Ｈｚ以下の範囲としたゲーム制御装置を開示する。本実施例では例
えば、加速度センサーＡＳと増幅手段４の間にそうした特性を実現するフィルターを設け
たり、増幅手段４のフィードバック抵抗に並列にコンデンサを接続して増幅手段４自体を
狭帯域型増幅手段とするとよい。このようにすることにより、装置を不用意に叩いたり擦
ったりした際に発生する振動の内の比較的高周波数成分に応答しないため、ゲームの不用
意な制御がなされにくく、振動をダンピングするダンピング部材を少なくできるかまたは
特に必要としない。そして、この周波数範囲は、制御装置を人の手で動かすことができる
加速度の上限を充分満足しており、装置を動かすことによるゲーム制御は別段支障がない
。
【００１６】
以上の例は、ＣＰＵ７を使用してデジタル信号処理しているが、図２（Ａ）のようにアナ
ログ処理しても差しつかえない。アナログ処理する場合は、しきい値手段５の後に波形整
形手段１３を設け、その後に積分手段８，９、比較手段２、制御手段３を設ける。なお、
トリガー操作部１２のスイッチ開閉出力は直接的にコンピュータに送られる。もちろん先
述の通り、制御手段３やトリガー操作部１２の出力をシフトレジスタ、データセレクタ、
マルチプレクサその他適宜手段を介して直列的に時分割出力してもよい。また、波形整形
手段１３は、図１（Ａ）におけるＡ／Ｄ変換手段６の前に設けてもよい。
図２（Ｂ）は各部波形図を示し、移動量信号ｃを基準信号ｄと比較手段２で比較し、比較
に対応して制御手段３を開または閉に維持している。例えば、移動量信号ｃが基準信号ｄ
を超えている状態では制御手段３が閉に維持され、移動量信号ｃが基準信号ｄを超えてい
ない状態では制御手段３が開に維持されるといった具合である。
なお、移動量信号ｃがゼロレベルから下側（負側）にも変位する回路条件（例えば正負２
電源供給型）などでは、別の基準信号をゼロレベルの下側（負側）に設けてもよく、この
場合、移動量信号ｃは２種の基準信号に対して比較され

【００１７】
図３は本発明の実使用状態例を示す。これも別の発明要素として、少なくとも加速度セン
サーＡＳ（または、自由空間における装置の原点からの移動量に対応する移動量信号を生
成する移動量信号生成手段）を備え、ケース２０にはほぼ細長筒形状で片手により把握可
能な把握部２１を設けたゲーム制御装置を開示する。この制御装置はコンピュータ２２に
接続され、コンピュータ２２はディスプレイ２３に接続される。この実施例では、ケース
２０内に図１（Ａ）の２点鎖線内のゲーム制御装置用集積回路装置１０を備えている。ま
た、電源はコンピュータ２２より供給される。そして図示例では、装置をＸ，－Ｘ等の方
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るが、ゼロレベルから見て一方の
側には基準信号が一つである。



向に動かすだけでディスプレイ２３のキャラクター２４を比例的に容易に方向制御できる
ことを示す。そして、装置を原点からある方向にシフトさせた状態に維持する限り、制御
手段３は例えば閉に維持されているので、キャラクター２４の連続的移動制御も実に簡単
である。
【００１８】
図３の制御装置は図４（Ａ）に拡大して示され、ケース２０端部に主に親指で押圧操作さ
れるリセット操作部１１を、ケース２０側面の端部寄りに人差し指の腹で押圧操作される
のに適したトリガー操作部１２を設ける。逆に、ケース２０端部にトリガー操作部１２を
、ケース２０側面の端部寄りにリセット操作部１１を設けてもよい。また、同図（Ｂ）で
は、少なくとも加速度センサーＡＳを含む部分およびリセット操作部１１と、トリガー操
作部１２とに、コード分岐により分離構成してそれぞれ別々のケース２０に設け、それぞ
れを片手で把握部２１を把握して操作するものである。こうすると、トリガー操作部１２
を操作するときの振動が加速度センサーＡＳに伝わりにくい。なお、２５はスイッチブロ
ックである。
【００１９】
図５はリモコン式のゲーム制御装置を示し、やはり、少なくとも加速度センサーＡＳ（ま
たは、自由空間における装置の原点からの移動量に対応する移動量信号を生成する移動量
信号生成手段）を備え、ケース２０にはほぼ細長筒形状で片手により把握可能な把握部２
１を設けたゲーム制御装置を開示する。そして、リモコン式のため電池２６を内蔵してい
る。同図（Ａ）はピストル型で、２種のリセット操作部１１（積分手段８，９のリセット
にそれぞれ対応）と、トリガー操作部１２を設けている。同図（Ｂ）のものは、床やテー
ブルに載置できるよう底面積をやや大きくしたものである。１１はリセット操作部、１２
はトリガー操作部で人差し指の腹で押圧操作されるのに適している。
【００２０】
以上の例では、片手で把握できる把握部２１をケース２０に設けており、自由空間におい
て把握部２１を把握して単に移動操作することで、ゲーム制御を可能としている。これに
よって、ゲームキャラクターを把握部２１の移動操作と比例的に操作できたりする。すな
わち、ゲームキャラクターを動かすには装置を単に望みの方向に移動操作すればよい。
また、ゲーム制御装置を原点から動かした際に制御手段３が状態変化するポイントまでの
移動量を１軸上（例えばＸ軸，例えば－Ｘ軸，…）において約１ｃｍ～約５ｃｍとすると
感覚的によい。これは、基準信号ｄの値と関係があり、前述したように装置の原点からの
微小な変位に対して制御手段３の状態変化がないので、装置をもつ手の微小なふるえ、あ
るいは装置の動きに関する適度な遊びを許容し、しかも、キャラクターを動かすのに装置
の極端な移動が要らないので、腕の疲労を少なくできる。
【００２１】
次に、図６，７はトリガー操作を別手段で実現した例で、少なくとも加速度センサーＡＳ
を備え、この加速度センサーＡＳは３次元加速度センサーであり、この加速度センサーＡ
Ｓのうちの２次元加速度センサー部ＡＳ（Ｘ，Ｙ）をキャラクター２４の２次元移動制御
用に用い、残りの１次元加速度センサー部（Ｚ）をキャラクター２４のトリガー制御用に
用いたゲーム制御装置である。すなわち、把握部２１を把握して両矢印２７の奥行方向（
手前方向でもよいが）に所定量変位させるだけで１次元加速度センサー部（Ｚ）に加速度
信号が発生して、前述と同様な機能手段を経て制御手段の状態が変化し、ＣＰＵ７からト
リガー信号（例えば閉信号）が出力される。このように、装置の奥行方向の移動操作によ
ってキャラクター２４を簡単にトリガー操作でき、このトリガー操作で、例えば図示のよ
うにキャラクター２４から弾２８を発射（装置を奥行方向に移動した状態に維持すること
で、ＣＰＵ７に毎秒５～５０回程度のサイクル信号を発生する機能を持たせる連射機能も
可）できる。
キャラクター２４を動かすには装置を単に移動操作すればよいのは前述した例と同様であ
り、２次元加速度センサー部ＡＳ（Ｘ，Ｙ）に発生する加速度信号が処理されて制御手段
の状態変化をもたらす。なお、リセット操作部１１についても前述した例と同様である。
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なお、別概念で言い替えて、少なくとも自由空間における装置の原点からの移動量に対応
する移動量信号を生成する移動量信号生成手段を備え、移動量信号生成手段は３次元移動
量信号生成手段であり、この移動量信号生成手段のうちの２次元移動量信号生成手段（Ｘ
，Ｙ）をキャラクター２４の２次元移動制御用に用い、残りの１次元移動量信号生成手段
（Ｚ）をキャラクター２４のトリガー制御用に用いるとしてもよい。
【００２２】
次に、図８はさらに別の制御装置例を示し、少なくとも加速度センサーＡＳ（または、自
由空間における装置の原点からの移動量に対応する移動量信号を生成する移動量信号生成
手段）を備え、ケース２０にはほぼ細長筒形状で片手により把握可能な把握部２１を設け
、その上端側に設けた操作面２９には、例えば他の片手の指で操作できるよう押しボタン
式などで構成した各種のトリガー操作部１２（例えば、キャラクターをジャンプさせると
か、アイテムを取るとか、取ったアイテムを活用するとか、弾を発射するとか、ゲームを
中断するとか、ゲームをスタートするとか、等々に使用する）と、リセット操作部１１を
設けたゲーム制御装置を開示する。この実施例でも、ケース２０内に図１（Ａ）の２点鎖
線内のゲーム制御装置用集積回路装置１０を備える。また、マイク３０を例えば操作面２
９内に設け、音声認識により各種の方向操作あるいはトリガー操作を可能にしてもよい。
なお、床やテーブルに倒れることなく置けるよう把握部２１の下端側は底面積を大きくし
てある。そして、装置をＸ，－Ｘ等の方向に動かすことによりキャラクターを容易に方向
制御できることは他の実施例と同様である。
【００２３】
また、図９はさらに別の制御装置例を示し、少なくとも加速度センサーＡＳ（または、自
由空間における装置の原点からの移動量に対応する移動量信号を生成する移動量信号生成
手段）を備え、ケース２０にはほぼ細長筒形状で片手により把握可能な把握部２１を設け
、その上面と側面には、把握部２１を把握しながら各指で操作できるよう押しボタン式な
どで構成した各種のトリガー操作部１２を設けたゲーム制御装置を開示する。この実施例
でも、ケース２０内にゲーム制御装置用集積回路装置１０を備える。なお、床やテーブル
に倒れることなく置けるよう把握部２１の下端側は底面積を大きくしてある。また、図示
のように、ゲームのスタート／中断機能、セレクト機能などトリガー操作部１２の一部と
、リセット操作部１１を底面側の広幅部に設けてもよい。そして、装置をＸ，－Ｘ等の方
向に動かすことによりキャラクターを容易に方向制御できることは他の実施例と同様であ
る。
【００２４】
【発明の効果】
以上の通り本発明は、非常に操作性に優れた革新的なゲーム制御装置を提供でき、

【図面の簡単な説明】
【図１】（Ａ）本発明の実施例を示す回路ブロック図
（Ｂ）同機能ブロック図
【図２】（Ａ）本発明の他の実施例を示す回路ブロック図
（Ｂ）同各部波形図
【図３】本発明の実使用状態例を示す外観斜視図
【図４】（Ａ）図３の制御装置を拡大して示す外観斜視図
（Ｂ）他の制御装置例を示す外観斜視図
【図５】（Ａ）別の制御装置例を示す外観斜視図
（Ｂ）さらに別の制御装置例を示す外観斜視図
【図６】本発明の別の実施例を示す回路ブロック図
【図７】図６の制御装置による実使用状態例を示す外観斜視図
【図８】さらに別の制御装置例を示す外観斜視図
【図９】（Ａ）さらに別の制御装置例を示す外観斜視図
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ゲーム
制御装置を原点からシフトした際にそのシフト方向において制御手段の出力が状態変化す
るポイントは一つであるため、ゲーム用途として非常に好ましいものとなる。



（Ｂ）同平面図
【符号の説明】
ＡＳ　加速度センサー
１　移動量信号生成手段
２　比較手段（判定手段）
３　制御手段
ａ　加速度信号
ｂ　速度信号
ｃ　移動量信号
ｄ　基準信号
Ｒ　リセット信号
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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