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(57)【要約】
【課題】アナログ操作部と操作ボタンとをスムーズに操
作できる操作デバイスを提供する。
【解決手段】　複数の操作ボタン４１Ａ、４１Ｂ、４１
Ｃ、４１Ｄはアナログ操作部３０を取り囲むように配置
されている。アナログ操作部３０が中心線Ｃ１に対して
直交する方向に傾斜したとき、アナログ操作部３０の外
縁の一部ｅ１が操作ボタン４１に近接する。アナログ操
作部３０が傾斜したとき、中心線Ｃ１に沿った方向にお
ける操作ボタン４１の上端４１ａの位置は、アナログ操
作部３０の外縁の部分ｅ１よりも中心線Ｃ１に沿った方
向において高い。
【選択図】　図６Ｂ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の方向に沿った中心線に対して直交する第２の方向に傾斜又はスライドが可能なア
ナログ操作部と、
　前記アナログ操作部を取り囲むように配置されている複数の操作ボタンと、を有し、
　前記複数の操作ボタンは、前記中心線に対して前記第２の方向に位置している第１操作
ボタンを含み、
　前記アナログ操作部が前記第２の方向に傾斜又はスライドしたとき、前記第１の方向に
おける前記第１操作ボタンの上端の位置は、前記第１操作ボタン寄りの前記アナログ操作
部の外縁の位置よりも前記第１の方向において高い
　ことを特徴とする操作デバイス。
【請求項２】
　前記アナログ操作部が前記中心線の位置にあるとき、前記第１の方向における前記複数
の操作ボタンの上端の位置は、前記第１の方向において前記アナログ操作部の外縁の位置
よりも高い
　ことを特徴とする請求項１に記載される操作デバイス。
【請求項３】
　前記複数の操作ボタンのそれぞれは前記中心線を中心とする円弧状に形成されている
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載される操作デバイス。
【請求項４】
　前記複数の操作ボタンは全体として環状である
　ことを特徴とする請求項３に記載される操作デバイス。
【請求項５】
　前記複数のボタンは、前記複数のボタンの上端から下端に向かって前記アナログ操作部
に向かって徐々に近づくように傾斜している内周面を有している
　ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載される操作デバイス。
【請求項６】
　前記操作デバイスは前記アナログ操作部を取り囲むストッパ部を有し、
　前記アナログ操作部は、前記アナログ操作部が前記ストッパ部に当たるまで傾斜又はス
ライドした状態で、前記複数の操作ボタンに当たらない
　ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載される操作デバイス。
【請求項７】
　前記操作デバイスは、前記ストッパ部と、前記複数の操作ボタンをそれらの初期位置に
向けて付勢するばね部とを有し、
　前記ストッパ部と前記ばね部は一体的に形成されている
　ことを特徴とする請求項６に記載される操作デバイス。
【請求項８】
　前記操作デバイスはグリップ部と、前後方向で伸びている延伸部と、トリガー部とを有
し、
　前記アナログ操作部と前記複数の操作ボタンは前記グリップ部の後側又は前記延伸部の
上側に設けられている
　ことを特徴とする請求項１乃至７のいずれかに記載される操作デバイス。
【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する。
【背景技術】
【０００２】
　ゲーム機や、無線操縦機（例えば、車や船舶などの玩具や、小型無人飛行体（ｄｒｏｎ
ｅ））などを操作するための操作デバイスには、半径方向に傾斜させたり、半径方向にス
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ライドさせたりできるアナログ操作部と、複数のボタンとを有しているものがある。特許
文献１の操作デバイスは、２つのアナログ操作部を有している。そして、十字の４つ端部
に位置するように配置された４つのボタンが右側のアナログ操作部の前方に設けられてい
る。左側のアナログ操作部の前方にも十字キーが設けられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許出願公開第２０１４／０１０２８６９号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ゲーム機や無線操縦機を操作している際に、アナログ操作部の操作に続いてボタンの操
作がなされる場合や、ボタンの操作に続いてアナログ操作部の操作がなされる場合がある
。アナログ操作部とボタンとの連続的な操作をスムーズに行うことができれば、ゲーム機
等の操作性をより一層向上できる。
【０００５】
　本発明の目的の一つは、アナログ操作部とボタンとをスムーズに操作できる操作デバイ
スを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するための操作デバイスは、第１の方向に沿った中心線に対して直交す
る第２の方向に傾斜又はスライドが可能なアナログ操作部と、前記アナログ操作部を取り
囲むように配置されている複数の操作ボタンと、を有している。前記複数の操作ボタンは
、前記中心線に対して前記第２の方向に位置している第１操作ボタンを含み、前記アナロ
グ操作部が前記第２の方向に傾斜又はスライドしたとき、前記第１の方向における前記第
１操作ボタンの上端の位置は、前記第１操作ボタン寄りの前記アナログ操作部の外縁の位
置よりも前記第１の方向において高い。
【０００７】
　この操作デバイスによれば、アナログ操作部と操作ボタンとをスムーズに操作できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施形態に係る操作デバイスの一例を示す側面図である。
【図２】図１に示す操作デバイスの側面図である。
【図３】図１に示す操作デバイスに設けられているアナログ操作部や操作ボタン等の分解
斜視図である。
【図４】図３に示す回路基板３３とそれに取り付けられている部材の斜視図である。
【図５】図１のＶ－Ｖ線で示す切断面で得られる操作デバイスの断面図である。
【図６Ａ】図５に示すアナログ操作部の断面図である。
【図６Ｂ】図６Ａに示すアナログ操作部を傾けた状態を示す断面図である。
【図７】操作デバイスの使用方法を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の一実施形態について説明する。図１は本発明の実施形態の一例である操
作デバイス１００の斜視図である。図２は操作デバイス１００の側面図である。以下の説
明では、図１に示すＹ１、Ｙ２の方向がそれぞれ前方及び後方である。また、図１に示す
Ｚ１、Ｚ２の方向がそれぞれ上方及び下方であり、Ｘ１、Ｘ２の方向が右方向及び左方向
である。
【００１０】
　図１に示すように、操作デバイス１００はユーザが握るためのグリップ部１１、１２を
有している。操作デバイス１００の例では、後グリップ部１２と、後グリップ部１２から
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前方に離れて位置している前グリップ部１１とが設けられている。操作デバイス１００は
前後方向で伸びている棒状の上延伸部１３を有している。操作デバイス１００の例では、
上延伸部１３はグリップ部１１、１２の上部に接続されている。より詳細には、前グリッ
プ部１１は上延伸部１３の前端に接続され、後グリップ部１２は上延伸部１３の後端に接
続されている。図２に示すように、前グリップ部１１は上延伸部１３から下方に伸びつつ
、後方に傾斜している。後グリップ部１２は上延伸部１３の後端から下方に伸びつつ、後
方に傾斜している。操作デバイス１００の例では、前グリップ部１１と後グリップ部１２
との距離が下方に向かって徐々に小さくなるように、前グリップ部１１は後グリップ部１
２よりも大きく傾斜している。操作デバイス１００は、前グリップ部１１の下端と後グリ
ップ部１２の下端とを繋ぐ下延伸部１４をさらに有している。
【００１１】
　操作デバイス１００は、後において詳説するように、ゲーム機の操作に利用されるゲー
ムコントローラである。操作デバイス１００の使用時、ユーザは延伸部１３の前端を前方
に向けながら、一方の手で前グリップ部１１を握り、他方の手で後グリップ部１２を握る
。操作デバイス１００は銃を模したコントローラであり、図２に示すようにトリガー部２
１を有している。トリガー部２１は後グリップ部１２の最上部と延伸部１３の最後部との
間に位置している。ユーザは後グリップ部１２を握りながら、指をトリガー部２１に掛け
ることができる。
【００１２】
　操作デバイス１００の形状は図１及び図２で示す例に限られない。例えば、操作デバイ
ス１００に設けられるグリップ部の数は１つでもよい。また、操作デバイス１００は下延
伸部１４を有していなくてもよい。例えば、前グリップ部１１の下端は後グリップ部１２
の下端から離れていてもよい。さらに他の例として、前グリップ部１１の下端は後グリッ
プ部１２の下端に直接接続し、操作デバイス１００は全体として三角形状でもよい。
【００１３】
　図１に示すように、操作デバイス１００はアナログ操作部３０を有している。アナログ
操作部３０は中心線Ｃ１に対して直交する方向、すなわちアナログ操作部３０の半径方向
に傾斜又はスライドさせることができる。そして、アナログ操作部３０の移動量（すなわ
ち中心線Ｃ１からのスライド量や中心線Ｃ１からの傾斜角度）と、移動方向とに応じた信
号が後述する支持機構３１から回路基板３３を通して出力される。
【００１４】
　図３は操作デバイス１００に設けられているアナログ操作部３０や操作ボタン４１等の
分解斜視図である。図４は図３に示す回路基板３３とそれに取り付けられている部材の斜
視図である。図５は図１のＶ－Ｖ線で示す切断面で得られる操作デバイス１００の断面図
である。図６Ａ及び図６Ｂはアナログ操作部３０の断面図である。図６Ａにおいてアナロ
グ操作部３０は中心線Ｃ１に位置している。すなわち、アナログ操作部３０は初期位置に
位置している。図６Ｂにおいて、アナログ操作部３０はその半径方向に傾けられている。
なお、図４、図６Ａ、図６Ｂを参照する説明では、これらの図に示すＤ１、Ｄ２の方向（
中心線Ｃ１に沿った方向）をそれぞれ上方及び下方と称する。
【００１５】
　図４及び図６Ａに示すように、アナログ操作部３０はユーザの指が触れる円盤状の上部
３０ａと、上部３０ａから支持機構３１に向かって伸びている柱部３０ｂとを有している
。柱部３０ｂは支持機構３１で支持されている。支持機構３１は回路基板３３に取り付け
られている。操作デバイス１００の例では、アナログ操作部３０は図６Ｂで示すようにそ
の半径方向に傾斜できるように、支持機構３１によって支持されている。アナログ操作部
３０は、上方、下方、右方向、及び左方向など、中心線Ｃ１に直交するいずれの方向へも
傾けることができる。支持機構３１は、アナログ操作部３０が中心線Ｃ１に対して直交す
る方向にスライドできるように、アナログ操作部３０を支持してもよい。
【００１６】
　図４及び図６Ａに示すように、アナログ操作部３０はカバー部３０ｃを有している。カ
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バー部３０ｃは、上部３０ａの下側に（すなわち、上部３０ａに対して支持機構３１や後
述する回路基板３３の側）に位置している。操作デバイス１００の例では、アナログ操作
部３０は上部３０ａの下側に、上部３０ａよりも小さな半径を有している胴部３０ｄを有
している。カバー部３０ｃは胴部３０ｄから半径方向に広がり、且つ中心線Ｃ１の方向に
見て、カバー部３０ｃは支持機構３１を覆っている。
【００１７】
　操作デバイス１００は、図１に示すように、アナログ操作部３０を取り囲むように配置
されている複数の操作ボタン４１Ａ、４１Ｂ、４１Ｃ、４１Ｄを有している。複数の操作
ボタン４１Ａ、４１Ｂ、４１Ｃ、４１Ｄのこの配置によれば、アナログ操作部３０と操作
ボタン４１Ａ、４１Ｂ、４１Ｃ、４１Ｄの連続的な操作をスムーズに行うことができる。
操作デバイス１００の例では、４つの操作ボタン４１Ａ、４１Ｂ、４１Ｃ、４１Ｄがアナ
ログ操作部３０の周りに配置されている。以下では、４つの操作ボタン４１Ａ、４１Ｂ、
４１Ｃ、４１Ｄを区別しない説明においては、これらを単に操作ボタン４１と記載する。
４つの操作ボタン４１は、中心線Ｃ１の方向でアナログ操作部３０を見たときに、アナロ
グ操作部３０の上方、下方、右方向、左方向にそれぞれ位置している。操作ボタン４１の
数は必ずしも４つに限られない。例えば、操作ボタン４１の数は３つや、２つでもよい。
また、操作ボタン４１の数は４つより多くてもよい。
【００１８】
　図６Ｂで示すように、アナログ操作部３０が中心線Ｃ１に対して直交する方向に傾斜し
たとき、すなわちアナログ操作部３０の半径方向に傾斜したとき、アナログ操作部３０の
外周縁の一部ｅ１が操作ボタン４１に近接する。すなわち、アナログ操作部３０はそれが
傾斜した方向に位置している操作ボタン４１に近接する。複数の操作ボタン４１は上方に
突出するように形成されている。そして、アナログ操作部３０が傾斜したとき、より詳細
にはアナログ操作部３０が後述するストッパ部３５ａに当たるまで傾斜したとき、中心線
Ｃ１に沿った方向における操作ボタン４１の上端４１ａの位置は、操作ボタン４１寄りの
アナログ操作部３０の外縁（すなわち、傾斜した方向の外縁ｅ１）よりも中心線Ｃ１に沿
った方向において高い。操作ボタン４１とアナログ操作部３０のこの位置関係によれば、
アナログ操作部３０が操作ボタン４１の操作の邪魔になることを抑えることができので、
アナログ操作部３０と操作ボタン４１の連続的な操作をよりスムーズに行うことが可能と
なる。
【００１９】
　図６Ａに示すように、操作デバイス１００の例では、アナログ操作部３０が中心線Ｃ１
の位置にあるとき、すなわち、アナログ操作部３０が初期位置にあるとき、複数の操作ボ
タン４１の上端４１ａの位置はアナログ操作部３０の外縁の位置よりも中心線Ｃ１に沿っ
た方向において高い。より詳細には、アナログ操作部３０の上部３０ａの外縁の位置が操
作ボタン４１の上端４１ａの位置よりも高い。操作ボタン４１とアナログ操作部３０との
この位置関係によれば、アナログ操作部３０が操作ボタン４１の操作の邪魔になることを
、より効果的に抑えることができる。
【００２０】
　操作デバイス１００の例では、上部３０ａの表面の最上部３０ｅは操作ボタン４１の上
端４１ａと同じ高さに位置している。これによれば、例えば操作デバイス１００の不使用
時に、アナログ操作部３０の上部３０ａに意図なく外力が作用することを、複数の操作ボ
タン４１で防ぐことができる。操作デバイス１００の例に変えて、上部３０ａの最上部３
０ｅは操作ボタン４１の上端４１ａよりも高くてもよいし、操作ボタン４１の上端４１ａ
よりも低くてもよい。
【００２１】
　図３に示すように、操作デバイス１００の例では、アナログ操作部３０を取り囲む複数
の操作ボタン４１は、全体として環状である。操作ボタン４１のこの形状によれば、アナ
ログ操作部３０から見た全方向に、いずれかの操作ボタン４１が位置することとなる。し
たがって、アナログ操作部３０の操作に続く操作ボタン４１の操作が、さらに連続的に行
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い易くなる。
【００２２】
　図３に示すように、各操作ボタン４１は円弧状に形成されている。操作ボタン４１のこ
の形状によれば、中心線Ｃ１を中心とする周方向における操作ボタン４１の長さが確保し
易くなる。その結果、ユーザは操作ボタン４１の押下操作をスムーズに行うことができる
。操作ボタン４１の端部（周方向での端部）は、隣の操作ボタン４１の端部と近接してい
る。より具体的には、隣り合う２つの操作ボタン４１の端部同士の距離は、周方向での操
作ボタン４１の長さよりも小さい。
【００２３】
　操作ボタン４１の形状は、操作デバイス１００の例に限られない。例えば、複数の操作
ボタン４１のそれぞれは丸形状を有してもよい。この場合、各操作ボタン４１は隣接する
操作ボタン４１から離れて配置されてもよい。また、複数の操作ボタン４１は、全体とし
て四角形や三角形などでもよい。操作デバイス１００の例では、複数の操作ボタン４１は
同じサイズを有している。しかしながら、複数の操作ボタン４１のサイズは、必ずしも同
じでなくてもよい。例えば、使用頻度が高いと予想される操作ボタン４１は他の操作ボタ
ンよりも、中心線Ｃ１を中心とする周方向において長くてもよい。
【００２４】
　図６Ａに示すように、複数の操作ボタン４１はアナログ操作部３０の上部３０ａを取り
囲む内周面４１ｅを有している。内周面４１ｅは、操作ボタン４１の上端４１ａから下方
に向かって（回路基板３３に向かって）、徐々にアナログ操作部３０に近づく傾斜面４１
ｆを含んでいる。操作ボタン４１のこの形状によれば、アナログ操作部３０が傾けられた
ときにアナログ操作部３０が操作ボタン４１の内周面４１ｅに当たることを、抑えやすく
なる。また、内周面４１ｅの下縁の位置がアナログ操作部３０に近くなるので、後述する
ストッパ部３５ａが目立ち難くなる。
【００２５】
　操作ボタン４１は、隣接する操作ボタン４１との境界部分に、凹部又は凸部を有してい
る。操作ボタン４１のこの形状によれば、ユーザは指で操作ボタン４１の凹部又は凸部に
触れることにより、隣り合う２つの操作ボタンを区別できる。図３に示すように、操作デ
バイス１００の例では、各操作ボタン４１は、その上面の端部に凹部４１ｄを有している
。
【００２６】
　図６Ａ及び図６Ｂに示すように、操作デバイス１００はアナログ操作部３０の最大変位
（最大傾斜角）を規定するストッパ部３５ａを有している。操作デバイス１００の例では
、ストッパ部３５ａは操作ボタン４１の内周面４１ｅの下縁の位置からアナログ操作部３
０に向かって伸びている。また、ストッパ部３５ａは、中心線Ｃ１の方向でアナログ操作
部３０を見たときに、アナログ操作部３０を取り囲んでいる。アナログ操作部３０は、例
えばその胴部３０ｄがストッパ部３５ａに当たるまで傾けることができる。胴部３０ｄが
ストッパ部３５ａに当たるまで傾けられた状態において、アナログ操作部３０の上部３０
ａは操作ボタン４１の内周面４１ｅに当たらない。
【００２７】
　図６Ａに示すように、操作デバイス１００は回路基板３３を有している。回路基板３３
上に支持機構３１が配置されている。回路基板３３には操作ボタン４１の下方に位置して
いるスイッチ３３ａ（図４参照）が実装されている。操作デバイス１００の例では、回路
基板３３には４つのスイッチ３３ａが実装され、それぞれ複数の操作ボタン４１の位置に
対応している。また、４つのスイッチ３３ａは支持機構３１の上方、下方、右方向、及び
左方向にそれぞれ位置している。スイッチ３３ａはメンブレンスイッチである。スイッチ
３３ａの種類はこれに限られず、例えばタクトスイッチでもよい。
【００２８】
　図６Ａに示すように、操作ボタン４１は上述した内周面４１ｅを有している上部４１ｇ
と、上部４１ｇから下方に伸びている下部４１ｉ（図３参照）とを有している。下部４１
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ｉの下端からは、スイッチ３３ａを押すための押し部４１ｈが突出している。図４に示す
ように、操作デバイス１００には、押された操作ボタン４１を初期位置に復帰させるため
のばね部３５ｂを有している。ばね部３５ｂは板ばね状である。操作デバイス１００の例
では、ばね部３５ｂとストッパ部３５ａとは一体的に形成されている。このことによって
、操作デバイス１００の部品数を低減できる。ばね部３５ｂとストッパ部３５ａは、例え
ば樹脂で形成される。
【００２９】
　図４に示すように、操作デバイス１００は、ばね部３５ｂとストッパ部３５ａとを有し
ている部材３５を有している（以下では、この部材３５をストッパ部材と称する）。操作
デバイス１００の例では、ストッパ部材３５は、ストッパ部３５ａの外周縁から下方に伸
びており且つ支持機構３１を取り囲んでいる筒部３５ｃを有している。筒部３５ｃの下縁
にばね部３５ｂが形成されている。上述したように、操作デバイス１００には４つの操作
ボタン４１が設けられている。したがって、ストッパ部材３５は、４つの操作ボタン４１
にそれぞれ対応する４つのばね部３５ｂを有している。各ばね部３５ｂは筒部３５ｃの下
縁から半径方向の外側に突出している。
【００３０】
　図４に示すように、ストッパ部材３５は回路基板３３に螺子などの固定具によって固定
されている。操作デバイス１００の例では、ストッパ部材３５は、筒部３５ｃの下縁から
突出する複数の固定部３５ｇを有している。固定部３５ｇは螺子などの固定部によって回
路基板３３に固定される。
【００３１】
　図４に示すように、操作デバイス１００の例では、ばね部３５ｂはスイッチ３３ａの上
方に位置している。操作ボタン４１の押し部４１ｈはばね部３５ｂの上方に位置している
。したがって、操作ボタン４１の押し部４１ｈ（図６Ａ）は、ばね部３５ｂを通してスイ
ッチ３３ａを押す。また、ストッパ部材３５は螺子などの固定具で回路基板３３に固定さ
れている。そのため、操作ボタン４１がはばね部３５ｂを通してスイッチ３３ａを押す操
作デバイス１００の構造によれば、スイッチ３３ａの位置と操作ボタン４１の位置との間
にずれが生じた場合であっても、スイッチ３３ａにとっての適切な位置でこれを押すこと
ができる。
【００３２】
　図４に示すように、操作デバイス１００の例では、ばね部３５ｂは筒部３５ｃの下縁か
ら半径方向の外側に突出している２本のアーム部３５ｄと、２本のアーム部３５ｄの端部
を繋ぐ連結部３５ｅと、連結部３５ｅから筒部３５ｃに向かって突出している受け部３５
ｆとを有している。そして、受け部３５ｆの上側に操作ボタン４１の押し部４１ｈが位置
している（図６Ａ参照）。ユーザが操作ボタン４１を押したとき、押し部４１ｈが受け部
３５ｆを通してスイッチ３３ａを押す。ばね部３５ｂの受け部３５ｆには凹部が形成され
、この凹部に押し部４１ｈが嵌まっている。これによって、受け部３５ｆと押し部４１ｈ
との位置ずれも抑えられている。ばね部３５ｂの形状や操作ボタン４１の形状は、操作デ
バイス１００の例に限られず、適宜変形されてよい。例えば、操作ボタン４１は、直接的
にスイッチ３３ａを押すように構成されてもよい。
【００３３】
　図１に示すように、操作デバイス１００は、その外装の一部を構成し且つ回路基板３３
等を覆うカバー４５を有している。操作ボタン４１はカバー４５に取り付けられている。
図３に示すように、操作デバイス１００の例では、複数の操作ボタン４１が配置される円
状の凹部４５ａが、カバー４５に形成されている。凹部４５ａには、その内側に突出して
いる内周部４５ｂが形成されている。操作ボタン４１は内周部４５ｂに取り付けられてい
る。詳細には、図６Ａに示すように、内周部４５ｂに形成されている取付穴４５ｅに操作
ボタン４１の下部４１ｉが嵌められている。カバー４５は取付穴４５ｅの縁から下方に伸
びている壁部４５ｇを有している。下部４１ｉの端部には爪（不図示）が形成されており
、この爪が壁部４５ｇの下縁に引っ掛かっている。このことよって、操作ボタン４１がカ
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バー４５から上方に離れることが抑えられている。
【００３４】
　図４に示すように、ストッパ部材３５の筒部３５ｃの外面にはガイド３５ｉが形成され
ている。操作ボタン４１の下部４１ｉはガイド３５ｉにガイドされる。これによって、中
心線Ｃ１を中心とする周方向での操作ボタン４１の位置ずれが抑えられている。
【００３５】
　図１に示すように、アナログ操作部３０と複数の操作ボタン４１は後グリップ部１２の
最上部の後側に設けられている。アナログ操作部３０は、その中心線Ｃ１が後方かつ上方
に斜めに向くように配置されている（図２参照）。上述したように、後グリップ部１２の
最上部の前側にはトリガー部２１が配置されている。図２に示すように、アナログ操作部
３０と複数の操作ボタン４１の位置は、トリガー部２１に対して上方にずれている。すな
わち、アナログ操作部３０の上部３０ａの中心の位置は、トリガー部２１の上下方向での
中心の位置よりも高い。このことによって、ユーザは指をトリガー部２１に引っかけた状
態で、例えば親指でアナログ操作部３０と操作ボタン４１を操作できる。言い換えれば、
アナログ操作部３０と複数の操作ボタン４１の位置は、指（例えば人差し指）がトリガー
部２１に掛けられている状態で、親指が届く範囲に設定されている。操作デバイス１００
の例では、アナログ操作部３０の上部３０ａの中心の位置は、トリガー部２１の内周面の
上端２１ａ（図５参照）よりも高い。その一方で、複数の操作ボタン４１のうち最も低い
位置にある操作ボタン４１Ｃの位置は、トリガー部２１の内周面の上端２１ａよりも低い
。このことによって、アナログ操作部３０と操作ボタン４１と、トリガー部２１との間の
距離が大きくなりすぎない。その結果、ユーザは指をトリガー部２１に引っかけた状態で
、アナログ操作部３０と操作ボタン４１とをスムーズに操作できる。図５に示すように、
回路基板３３はトリガー部２１の後方に位置している。そして、回路基板３３は後グリッ
プ部１２に合わせて斜めに配置されている。
【００３６】
　上述したように、操作デバイス１００は、後グリップ部１２の上部に、前方に伸びてい
る上延伸部１３を有している。図２に示すように、上延伸部１３の前端には発光部１５が
設けられている。操作デバイス１００の例では、発光部１５は概ね球形である。操作デバ
イス１００の使用時、ゲーム機を構成する情報処理装置はカメラを通して発光部１５の位
置を認識する。アナログ操作部３０と複数の操作ボタン４１は発光部１５の後方に位置し
ている。より詳細には、操作デバイス１００の側面視において、発光部１５の中心を通る
水平線Ｌ１はアナログ操作部３０を通る。より詳細には、水平線Ｌ１はアナログ操作部３
０の上部３０ａを通る。アナログ操作部３０と発光部１５とのこのような位置関係によれ
ば、操作デバイス１００の使用時にユーザは発光部１５を見なくても、発光部１５の位置
を容易に認識できる。アナログ操作部３０と発光部１５との位置関係は、操作デバイス１
００の例に限られない。例えば、アナログ操作部３０の上部３０ａは水平線Ｌ１より高い
位置に位置していてもよいし、あるいは水平線Ｌ１より低い位置に位置していてもよい。
【００３７】
　トリガー部２１は後方に動くことができるように支持されている。操作デバイス１００
の例では、図５に示すように、トリガー部２１の上部に軸部２２が設けられている。トリ
ガー部２１は軸部２２を中心にして、後方に動くことができる。トリガー部２１の上部２
１ｄは、トリガー部２１の前面２１ｂよりも前方に伸びている。軸部２２は上部２１ｄに
設けられている。トリガー部２１の下部２１ｃも、トリガー部２１の前面２１ｂよりも前
方に伸びている。トリガー部２１のこの形状によれば、下部２１ｃの上面でユーザの指を
支持できるので、ユーザはトリガー部２１を快適に操作できるようになる。
【００３８】
　図５に示すように、トリガー部２１の前方にはガード部２３が設けられている。ガード
部２３はトリガー部２１とともに、ユーザの指が挿入される環を構成する。ガード部２３
の下部には、トリガー部２１の下部２１ｃが配置される凹部２３ａが形成されている。ま
た、ガード部２３の凹部２３ａは、トリガー部２１の下部２１ｃの前方に位置しトリガー
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部２１の前方への移動を制限するストッパ面２３ｂを有している。図５に示すように、ト
リガー部２１の下部２１ｃの上面は前方に向かって伸びるとともに、緩やかに下方に湾曲
している。トリガー部２１のこの形状によれば、トリガー部２１の下部２１ｃの前端にユ
ーザの指が引っ掛かることが抑えられるように、トリガー部２１の下部２１ｃの前端とガ
ード部２３のストッパ面２３ｂとの間に空間（隙間Ｓ１）が形成される。ガード部２３は
、その上部に、トリガー部２１の上部２１ｄの前方に位置するストッパ面２３ｄを有して
いる。トリガー部２１の上部２１ｄの下面２１ａは、前方に伸びるとともに上方に緩やか
に湾曲している。トリガー部２１のこの形状によれば、トリガー部２１の上部２１ｄの前
端にユーザの指が引っ掛かることが抑えられるように、トリガー部２１の上部２１ｄの前
端とガード部２３のストッパ面２３ｄとの間に空間（隙間Ｓ２）を形成できる。なお、ス
トッパ面２３ｂ、２３ｄとトリガー部２１の前端との間に隙間ができるように、ガード部
２３のストッパ面２３ｂ、２３ｄが緩やかに湾曲してもよい。
【００３９】
　図１に示すように、操作デバイス１００の例では、前グリップ部１１にもアナログ操作
部５０が設けられている。アナログ操作部５０は、アナログ操作部３０と同様、前グリッ
プ部１１の後側に位置し、後方に突出している。また、前グリップ部１１には十字キー５
１が設けられている。十字キー５１はアナログ操作部５０の下方に位置している。操作デ
バイス１００の例に変えて、前グリップ部１１にも、アナログ操作部５０を取り囲む複数
の操作ボタンが設けられてもよい。この場合、後グリップ部１２には、アナログ操作部３
０を取り囲む操作ボタン４１は設けられていなくてもよい。
【００４０】
　図１に示すように、操作デバイス１００の例では、アナログ操作部５０の斜め上方にも
操作ボタン５２が配置されている。図２に示すように、前グリップ部１１の前側にも、前
方に突出している２つの操作ボタン５３、５４が配置されている。操作ボタン５３、５４
は上下方向において並んでいる。操作ボタン５２、５３、５４のレイアウトは、適宜変更
されてよい。また、操作デバイス１００は操作ボタン５２、５３、５４を有していなくて
もよい。
【００４１】
　図１に示すように、上延伸部１３の後部の上側にも、操作ボタン４８、４９が配置され
ている。図５に示すように、上延伸部１３の内部には回路基板３６が配置されている。回
路基板３６は操作ボタン４８、４９の下方に位置している。回路基板３６には、操作ボタ
ン４８、４９によって押下されるスイッチ（不図示）が実装されている。操作デバイス１
００の例では、トリガー部２１の上側および後側に複数の操作部材（すなわち、操作ボタ
ン４８、４９、４１、及びアナログ操作部３０）が配置されている。図１に示すように、
上延伸部１３の側面にも操作ボタン４７が設けられている。操作ボタン４７は、好ましく
は、延伸部１３の右側面と左側面の双方に設けられる。図５に示すように、後グリップ部
１２には、操作デバイス１００に振動を発生させるための錘４６ａが取り付けられたモー
タ４６が配置されてもよい。
【００４２】
　図７は操作デバイス１００の使用方法の一例を示す概略図である。操作デバイス１００
の使用時、ユーザは発光部１５をカメラＡに向けながら、一方の手で前グリップ部１１を
握り、他方の手で後グリップ部１２を握る。カメラＡを通して取得されて映像データはゲ
ーム機Ｂに送信される。操作デバイス１００は、加速度センサやジャイロセンサなどを含
むモーションセンサを有し、それらの検出信号をゲーム機Ｂに送信する。ゲーム機Ｂは、
カメラＡで取得された映像データと、センサの検出信号とを利用して、操作デバイス１０
０の位置や姿勢、動きを算出し、それらに基づいてテレビジョンＣやユーザの頭部に装着
するヘッドマウントディスプレイＤの表示装置で表示する映像データを生成する。
【００４３】
　上述したように、操作デバイス１００は半径方向に傾けることができるアナログ操作部
３０と、アナログ操作部３０を取り囲むように配置されている複数の操作ボタン４１Ａ、
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４１Ｂ、４１Ｃ、４１Ｄとを有している。そして、アナログ操作部３０が傾斜したとき、
中心線Ｃ１に沿った方向における操作ボタン４１の上端４１ａの位置は、傾斜した方向に
位置している操作ボタン４１寄りのアナログ操作部３０の外縁よりも高い。操作ボタン４
１とアナログ操作部３０のこの位置関係によれば、アナログ操作部３０が操作ボタン４１
の操作の邪魔になることを抑えることができので、アナログ操作部３０と操作ボタン４１
の連続的な操作をよりスムーズに行うことが可能となる。
【００４４】
　また、操作デバイス１００は、後グリップ部１２の上部に、前方に伸びている上延伸部
１３を有している。上延伸部１３の前端には発光部１５が設けられている。操作デバイス
１００の側面視において、発光部１５の中心を通る水平線Ｌ１はアナログ操作部３０を通
る。アナログ操作部３０と発光部１５とのこのような位置関係によれば、操作デバイス１
００の使用時にユーザは発光部１５を見なくても、発光部１５の位置を容易に認識できる
。
【００４５】
　また、操作デバイス１００はトリガー部２１を有している。トリガー部２１の下部２１
ｃの上面は、前方に向かって伸びるとともに緩やかに下方に湾曲している。トリガー部２
１のこの形状によれば、トリガー部２１の下部２１ｃの前端にユーザの指が引っ掛かるこ
とを抑えることができる。 また、トリガー部２１の上部２１ｄの下面２１ａも、前方に
伸びるとともに緩やかに上方に湾曲している。トリガー部２１のこの形状によれば、トリ
ガー部２１の上部２１ｄの前端にユーザの指が引っ掛かることを抑えることができる。
【００４６】
　本発明は以上説明した操作デバイス１００に限られず、種々の変更が可能である。
【００４７】
　例えば、本発明のアナログ操作部３０と複数の操作ボタン４１は、トリガー部２１を有
していないゲームコントローラに適用されてもよい。
【００４８】
　また、操作デバイス１００の例に変えて、アナログ操作部３０は中心線Ｃ１に直交する
方向、すなわちアナログ操作部３０の半径方向にスライド可能に支持されてもよい。
【００４９】
　また、操作デバイス１００は必ずしも発光部１５を有していなくてもよい。
【符号の説明】
【００５０】
　１１　前グリップ部、１３　上延伸部、１４　下延伸部、１５　発光部、２１　トリガ
ー部、２３　ガード部、３０　アナログ操作部、３０ａ　上部、３０ｂ　柱部、３１　支
持機構、３３　回路基板、３５　ストッパ部材、３５ａ　ストッパ部、３５ｂ　ばね部、
３６　回路基板、４１、４１Ａ、４１Ｂ、４１Ｃ、４１Ｄ　操作ボタン、４１ｄ　凹部、
４１ｅ　内周面、４１ｆ　傾斜面、４１ｈ　押し部、４５　カバー、５０　アナログ操作
部、Ｃ１　中心線、１００　操作デバイス。
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