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(57)【要約】
【課題】ユーザが多様なスタイルで立体画像を見ること
が可能となる立体画像表示システムおよび立体画像表示
装置を提供する。
【解決手段】立体画像を表示する可搬型の本体装置と、
ユーザによる当該立体画像の視認を補助する補助機器と
を含む。補助機器は、係合部および当接部を備える。係
合部は、本体装置と脱着可能に係合する。当接部は、立
体画像を見ているユーザの顔の一部と当接する。本体装
置は、表示部、第１把持部、および第２把持部を備える
。表示部は、互いに視差のある左目用画像および右目用
画像からなる立体画像を表示する。第１把持部は、当接
部に顔の一部を当接させた状態で立体画像を見るユーザ
が左手で把持する。第２把持部は、当接部に顔の一部を
当接させた状態で立体画像を見るユーザが右手で把持す
る。
【選択図】図１１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
立体画像を表示する可搬型の本体装置と、ユーザによる当該立体画像の視認を補助する
補助機器とを含む立体画像表示システムであって、
前記補助機器は、
前記本体装置と脱着可能に係合する係合部と、
前記立体画像を見ている状態のユーザの顔の一部と当接する当接部とを備え、
前記本体装置は、
互いに視差のある左目用画像および右目用画像からなる前記立体画像を表示する表示
部と、
前記当接部を顔の一部に当接させた状態で前記立体画像を見るユーザが左手で把持す
るための第１把持部と、
前記当接部を顔の一部に当接させた状態で前記立体画像を見るユーザが右手で把持す
るための第２把持部とを備える、立体画像表示システム。
【請求項２】
前記第１把持部および前記第２把持部は、前記本体装置が前記補助機器に係合された状
態において、前記立体画像を見るユーザから見て前記当接部よりも前方、かつ、当該補助
機器の左右にそれぞれ配置される、請求項１に記載の立体画像表示システム。
【請求項３】
前記当接部は、当該当接部に顔の一部に当接させた状態で前記立体画像を見ているユー
ザの眼に対する外光の少なくとも一部を遮光する遮光部を含む、請求項１または２に記載
の立体画像表示システム。
【請求項４】
前記当接部は、前記立体画像を見るユーザの顔と接触する部分の少なくとも一部が変形
して当接する、請求項１乃至３の何れか１つに記載の立体画像表示システム。
【請求項５】
前記当接部は、少なくともその表面が繊維素材面で構成される、請求項１乃至４の何れ
か１つに記載の立体画像表示システム。
【請求項６】
前記当接部は、少なくともその内部が発泡素材または弾性素材で構成される、請求項１
乃至５の何れか１つに記載の立体画像表示システム。
【請求項７】
前記補助機器は、前記当接部を固定するための固定部を含み、
前記当接部は、前記補助機器の前記固定部によって脱着可能に固定される、請求項１乃
至６の何れか１つに記載の立体画像表示システム。
【請求項８】
前記当接部は、第１主面および当該第１主面の裏面となる第２主面を有する板状部材を
曲げることによって前記固定部に固定されて構成され、
前記当接部は、前記第１主面を外側にして前記板状部材を曲げることによって前記固定
部に固定可能であるとともに、前記第２主面を外側にして前記板状部材を曲げることによ
って前記固定部に固定可能である、請求項７に記載の立体画像表示システム。
【請求項９】
前記係合部は、前記立体画像を見るユーザ視認方向の左右方向に前記本体装置が前記補
助機器に対して移動することを制限する第１係止部を含む、請求項１乃至８の何れか１つ
に記載の立体画像表示システム。
【請求項１０】
前記係合部は、前記立体画像を見るユーザ視認方向の上下方向に前記本体装置が前記補
助機器に対して移動することを制限する第２係止部を含む、請求項１乃至９の何れか１つ
に記載の立体画像表示システム。
【請求項１１】
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前記補助機器は、
前記表示部に表示された左目用画像を視認するための左目用レンズと、
前記表示部に表示された右目用画像を視認するための右目用レンズとを、さらに備え
る、請求項１乃至１０の何れか１つに記載の立体画像表示システム。
【請求項１２】
前記補助機器は、前記表示部の少なくとも一部を覆い、少なくとも前記第１把持部およ
び前記第２把持部を露出させて、前記本体装置に係合する、請求項１乃至１１の何れか１
つに記載の立体画像表示システム。
【請求項１３】
前記本体装置は、
前記表示部に表示される立体画像に応じた左音声を出力する左スピーカと、
前記表示部に表示される立体画像に応じた右音声を出力する右スピーカとを、さらに
備え、
前記補助機器は、少なくとも前記左スピーカおよび前記右スピーカを露出させて、前記
本体装置に係合する、請求項１乃至１２の何れか１つに記載の立体画像表示システム。
【請求項１４】
前記第１把持部および前記第２把持部は、それぞれ前記本体装置における前記表示部が
設けられている本体から脱着可能である、請求項１乃至１３の何れか１つに記載の立体画
像表示システム。
【請求項１５】
前記第１把持部および前記第２把持部は、ユーザによって操作される操作部を、それぞ
れ備え、
前記表示部が設けられている本体、前記第１把持部、および前記第２把持部は、無線通
信部を、それぞれ備え、
前記第１把持部は、前記表示部が設けられている本体から取り外されている場合、前記
第１把持部の操作部に対する操作を示す操作データを前記第１把持部の無線通信部から前
記本体の無線通信部へ送信し、
前記第２把持部は、前記表示部が設けられている本体から取り外されている場合、前記
第２把持部の操作部に対する操作を示す操作データを前記第２把持部の無線通信部から前
記本体の無線通信部へ送信する、請求項１４に記載の立体画像表示システム。
【請求項１６】
前記第１把持部および前記第２把持部は、ユーザによって操作される操作部を、それぞ
れ備え、
前記表示部が設けられている本体および前記第１把持部は、前記第１把持部が当該本体
に取り付けられている場合、前記第１把持部と当該本体とを電気的に接続する第１接続部
を、それぞれ備え、
前記表示部が設けられている本体および前記第２把持部は、前記第２把持部が当該本体
に取り付けられている場合、前記第２把持部と当該本体とを電気的に接続する第２接続部
を、それぞれ備え、
前記第１把持部は、前記表示部が設けられている本体に取り付けられている場合、前記
第１接続部を介して、前記第１把持部の操作部に対する操作を示す操作データを当該本体
へ送信し、
前記第２把持部は、前記表示部が設けられている本体に取り付けられている場合、前記
第２接続部を介して、前記第２把持部の操作部に対する操作を示す操作データを当該本体
へ送信する、請求項１４または１５に記載の立体画像表示システム。
【請求項１７】
前記係合部は、
前記本体装置が前記補助機器に対して上方向に移動することを制限するために、当該
本体装置と係合した際に当該本体装置の上面と当接可能な上面係止部位と、
前記本体装置が前記補助機器に対して下方向に移動することを制限するために、当該
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本体装置と係合した際に当該本体装置の下面と当接可能な下面係止部位とを含み、
前記本体装置と係合した際に、前記下面係止部位が前記本体装置の下面と当接可能な面
積は、前記上面係止部位が前記本体装置の上面と当接可能な面積より小さい、請求項１乃
至１６の何れか１つに記載の立体画像表示システム。
【請求項１８】
立体画像を表示する立体画像表示装置であって、
前記立体画像を見ている状態のユーザの顔の一部と当接する当接部と、
互いに視差のある左目用画像および右目用画像からなる前記立体画像を表示する表示部
と、
前記当接部を顔の一部に当接させた状態で前記立体画像を見るユーザが左手で把持する
ための第１把持部と、
前記当接部を顔の一部に当接させた状態で前記立体画像を見るユーザが右手で把持する
ための第２把持部とを備え、
前記第１把持部および前記第２把持部の少なくとも一方は、ユーザによって操作される
操作部を含む、立体画像表示装置。
【請求項１９】
前記第１把持部および前記第２把持部の両方に、それぞれ前記操作部が含まれる、請求
項１８に記載の立体画像表示装置。
【請求項２０】
前記操作部は、前記立体画像を見るユーザが方向入力するための方向入力部を含む、請
求項１８または１９に記載の立体画像表示装置。
【請求項２１】
前記第１把持部および前記第２把持部は、前記立体画像を見るユーザから見て、前記当
接部よりも前方、かつ、当該当接部の左右にそれぞれ配置される、請求項１８乃至２０の
何れか１つに記載の立体画像表示装置。
【請求項２２】
前記当接部は、当該当接部に顔の一部に当接させた状態で前記立体画像を見ているユー
ザの眼に対する外光の少なくとも一部を遮光する遮光部を含む、請求項１８乃至２１の何
れか１つに記載の立体画像表示装置。
【請求項２３】
前記当接部は、前記立体画像を見るユーザの顔と接触する部分の少なくとも一部が変形
して当接する、請求項１８乃至２２の何れか１つに記載の立体画像表示装置。
【請求項２４】
前記当接部は、少なくともその表面が繊維素材面で構成される、請求項１８乃至２３の
何れか１つに記載の立体画像表示装置。
【請求項２５】
前記当接部は、少なくともその内部が発泡素材または弾性素材で構成される、請求項１
８乃至２４の何れか１つに記載の立体画像表示装置。
【請求項２６】
前記当接部を固定するための固定部を、さらに備え、
前記当接部は、前記立体画像表示装置の前記固定部によって脱着可能に固定される、請
求項１８乃至２５の何れか１つに記載の立体画像表示装置。
【請求項２７】
前記表示部に表示された左目用画像を視認するための左目用レンズと、
前記表示部に表示された右目用画像を視認するための右目用レンズとを、さらに備える
、請求項１８乃至２６の何れか１つに記載の立体画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、立体画像を表示可能な表示部を有する立体画像表示システムおよび立体画像
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表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、視差のある２つの画像をユーザの左右の目でそれぞれ観察させることによって立
体画像を表示する立体画像表示装置がある（例えば、特許文献１参照）。例えば、上記特
許文献１には、机の上等に置かれた立体画像表示装置本体をユーザが覗き込むことによっ
て、当該立体画像表示装置に表示された立体画像を見ることが可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平８−１９１４６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
しかしながら、上記特許文献１で開示された立体画像表示装置は、机の上等に据え置く
使用態様であるため、常に立体画像表示装置を覗き込む姿勢をとることが必要となり、ユ
ーザが頭部を動かせないプレイスタイルに強制されてしまう。
【０００５】
それ故に、本発明の目的は、ユーザが多様なスタイルで立体画像を見ることが可能とな
る立体画像表示システムおよび立体画像表示装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
上記目的を達成するために、本発明は例えば以下のような構成を採用し得る。なお、特
許請求の範囲の記載を解釈する際に、特許請求の範囲の記載によってのみその範囲が解釈
されるべきであることが理解され、特許請求の範囲の記載と本欄の記載とが矛盾する場合
には、特許請求の範囲の記載が優先する。
【０００７】
本発明の立体画像表示システムの一構成例は、立体画像を表示する可搬型の本体装置と
、ユーザによる当該立体画像の視認を補助する補助機器とを含む。補助機器は、係合部お
よび当接部を備える。係合部は、本体装置と脱着可能に係合する。当接部は、立体画像を
見ている状態のユーザの顔の一部と当接する。本体装置は、表示部、第１把持部、および
第２把持部を備える。表示部は、互いに視差のある左目用画像および右目用画像からなる
立体画像を表示する。第１把持部は、当接部を顔の一部に当接させた状態で立体画像を見
るユーザが左手で把持する。第２把持部は、当接部を顔の一部に当接させた状態で立体画
像を見るユーザが右手で把持する。
【０００８】
上記によれば、本体装置に補助機器を係合させることによって、ユーザが把持して立体
画像を見る可搬型の立体画像表示システムを構成することができる。そして、立体画像表
示システムの立体画像を見る場合、補助機器ではなく本体装置に設けられた把持部（第１
把持部および第２把持部）を把持するプレイスタイルが可能となり、安定した姿勢、かつ
、多様なスタイルで立体画像を見ることができる。
【０００９】
また、上記第１把持部および第２把持部は、本体装置が補助機器に係合された状態にお
いて、立体画像を見るユーザから見て当接部よりも前方、かつ、当該補助機器の左右にそ
れぞれ配置されてもよい。
【００１０】
上記によれば、表示部の左右および当該表示部前方の当接部によって支持されるため、
立体画像表示システムを安定して把持することができる。
【００１１】
また、上記当接部は、当該当接部に顔の一部に当接させた状態で立体画像を見ているユ
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ーザの眼に対する外光の少なくとも一部を遮光する遮光部を含んでもよい。
【００１２】
上記によれば、表示部に表示された立体画像を見るユーザの没入感を向上させることが
できる。
【００１３】
また、上記当接部は、立体画像を見るユーザの顔と接触する部分の少なくとも一部が変
形して当接してもよい。
【００１４】
上記によれば、ユーザの顔面に密着しやすく、当該密着する当接部に対する違和感の少
ない立体画像表示システムを構成することができる。
【００１５】
また、上記当接部は、少なくともその表面が繊維素材面で構成されてもよい。
【００１６】
上記によれば、当接するユーザの皮膚に対する刺激を抑えることができる。
【００１７】
また、上記当接部は、少なくともその内部が発泡素材または弾性素材で構成されてもよ
い。
【００１８】
上記によれば、しなやかさを確保するとともに、当接時の変形が容易でユーザの顔面に
密着しやすく、当接するユーザの形状ばらつきも吸収することができる。
【００１９】
また、上記補助機器は、当接部を固定するための固定部を含んでもよい。上記補助機器
は、補助機器の固定部によって脱着可能に固定されてもよい。
【００２０】
上記によれば、ユーザの好みや顔の形状に合わせて、当接部を交換することができる。
【００２１】
また、上記当接部は、第１主面および当該第１主面の裏面となる第２主面を有する板状
部材を曲げることによって固定部に固定されて構成されてもよい。上記当接部は、第１主
面を外側にして板状部材を曲げることによって固定部に固定可能であるとともに、第２主
面を外側にして板状部材を曲げることによって固定部に固定可能でもよい。
【００２２】
上記によれば、当接部材がリバーシブル機能を有しているため、プレイスタイルや好み
に合わせて当接部の表裏を選択することができる。
【００２３】
また、上記係合部は、立体画像を見るユーザ視認方向の左右方向に本体装置が補助機器
に対して移動することを制限する第１係止部を含んでもよい。
【００２４】
上記によれば、補助機器を本体装置に安定して係合することができる。
【００２５】
また、上記係合部は、立体画像を見るユーザ視認方向の上下方向に本体装置が補助機器
に対して移動することを制限する第２係止部を含んでもよい。
【００２６】
上記によれば、補助機器を本体装置に安定して係合することができる。
【００２７】
また、上記補助機器は、表示部に表示された左目用画像を視認するための左目用レンズ
と、表示部に表示された右目用画像を視認するための右目用レンズとを、さらに備えても
よい。
【００２８】
上記によれば、左右のレンズを介して、左目用画像をユーザが左目で視認し、右目用画
像をユーザが右目で視認することによって、立体画像を見ることができる。
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【００２９】
また、上記補助機器は、表示部の少なくとも一部を覆い、少なくとも第１把持部および
第２把持部を露出させて、本体装置に係合してもよい。
【００３０】
上記によれば、第１把持部および第２把持部が外部に露出しているため、ユーザが把持
しやすくなる。
【００３１】
また、上記本体装置は、表示部に表示される立体画像に応じた左音声を出力する左スピ
ーカと、表示部に表示される立体画像に応じた右音声を出力する右スピーカとを、さらに
備えてもよい。上記補助機器は、少なくとも左スピーカおよび右スピーカを露出させて、
本体装置に係合してもよい。
【００３２】
上記によれば、スピーカから出力される音声を遮ることなく出力することができる。ま
た、補助機器にユーザの顔を当接させながら本体装置に表示された立体画像を見るため、
スピーカとユーザの耳との位置関係も固定され、スピーカとユーザの耳との位置関係に基
づいた音声を出力することが可能となる。
【００３３】
また、上記第１把持部および第２把持部は、それぞれ本体装置における表示部が設けら
れている本体から脱着可能でもよい。
【００３４】
上記によれば、さらにバリエーションに富んだプレイスタイルが可能となる。
【００３５】
また、上記第１把持部および第２把持部は、ユーザによって操作される操作部を、それ
ぞれ備えてもよい。上記表示部が設けられている本体、第１把持部、および第２把持部は
、無線通信部を、それぞれ備えてもよい。この場合、上記第１把持部は、表示部が設けら
れている本体から取り外されている場合、第１把持部の操作部に対する操作を示す操作デ
ータを第１把持部の無線通信部から本体の無線通信部へ送信してもよい。上記第２把持部
は、表示部が設けられている本体から取り外されている場合、第２把持部の操作部に対す
る操作を示す操作データを第２把持部の無線通信部から本体の無線通信部へ送信してもよ
い。
【００３６】
上記によれば、第１把持部および第２把持部にそれぞれ操作部が設けられているため、
当該操作部を用いた操作を行いながら立体画像を見ることができる。また、当該操作部が
設けられた把持部を本体装置から取り外すことも可能であるため、さらにバリエーション
に富んだプレイスタイルが可能となる。また、それぞれの操作部は、何れも本体装置に備
えられているデバイスを利用することができるため、当該操作部の機能を補助機器に新た
に設ける必要がなく、既存のデバイスを効率よく利用することができる。
【００３７】
また、上記第１把持部および第２把持部は、ユーザによって操作される操作部を、それ
ぞれ備えてもよい。上記表示部が設けられている本体および第１把持部は、第１把持部が
当該本体に取り付けられている場合、第１把持部と当該本体とを電気的に接続する第１接
続部を、それぞれ備えてもよい。上記表示部が設けられている本体および第２把持部は、
第２把持部が当該本体に取り付けられている場合、第２把持部と当該本体とを電気的に接
続する第２接続部を、それぞれ備えてもよい。この場合、上記第１把持部は、表示部が設
けられている本体に取り付けられている場合、第１接続部を介して、第１把持部の操作部
に対する操作を示す操作データを当該本体へ送信してもよい。上記第２把持部は、表示部
が設けられている本体に取り付けられている場合、第２接続部を介して、第２把持部の操
作部に対する操作を示す操作データを当該本体へ送信してもよい。
【００３８】
上記によれば、第１把持部および第２把持部にそれぞれ操作部が設けられているため、
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当該操作部を用いた操作を行いながら立体画像を見ることができる。さらに、それぞれの
操作部は、何れも本体装置に備えられているデバイスを利用することができるため、当該
操作部の機能を補助機器に新たに設ける必要がなく、既存のデバイスを効率よく利用する
ことができる。
【００３９】
また、上記係合部は、上面係止部位および下面係止部位を含んでもよい。上面係止部位
は、本体装置が補助機器に対して上方向に移動することを制限するために、当該本体装置
と係合した際に当該本体装置の上面と当接可能である。下面係止部位は、本体装置が補助
機器に対して下方向に移動することを制限するために、当該本体装置と係合した際に当該
本体装置の下面と当接可能である。本体装置と係合した際に、下面係止部位が本体装置の
下面と当接可能な面積は、上面係止部位が本体装置の上面と当接可能な面積より小さくて
もよい。
【００４０】
上記によれば、補助機器自体を支えることになる上面係止部位に対して、下面係止部位
の大きさを小さくすることによって、材料を節約することができる。
【００４１】
また、本発明の立体画像表示装置の一構成例は、立体画像を表示する。立体画像表示装
置は、当接部、表示部、第１把持部、および第２把持部を備える。当接部は、立体画像を
見ている状態のユーザの顔の一部と当接する。表示部は、互いに視差のある左目用画像お
よび右目用画像からなる立体画像を表示する。第１把持部は、当接部を顔の一部に当接さ
せた状態で立体画像を見るユーザが左手で把持する。第２把持部は、当接部を顔の一部に
当接させた状態で立体画像を見るユーザが右手で把持する。第１把持部および第２把持部
の少なくとも一方は、ユーザによって操作される操作部を含む。
【００４２】
上記によれば、立体画像表示装置に表示された立体画像を見る場合、把持部（第１把持
部および第２把持部）を把持するプレイスタイルが可能となり、安定した姿勢、かつ、多
様なスタイルで立体画像を見ることができる。また、第１把持部および／または第２把持
部に操作部が設けられているため、当該操作部を用いた操作を行いながら立体画像を見る
ことができる。
【００４３】
また、上記第１把持部および第２把持部の両方に、それぞれ操作部が含まれてもよい。
【００４４】
上記によれば、第１把持部および第２把持部の両方に操作部が設けられているため、当
該操作部を用いたバリエーションに富んだ操作が可能となる。
【００４５】
また、上記操作部は、立体画像を見るユーザが方向入力するための方向入力部を含んで
もよい。
【００４６】
上記によれば、立体画像を見ながら方向入力操作が可能となる。
【００４７】
また、上記第１把持部および第２把持部は、立体画像を見るユーザから見て、当接部よ
りも前方、かつ、当該当接部の左右にそれぞれ配置されてもよい。
【００４８】
上記によれば、表示部の左右および当該表示部前方の当接部によって支持されるため、
立体画像表示装置を安定して把持することができる。
【００４９】
また、上記当接部は、当該当接部に顔の一部に当接させた状態で立体画像を見ているユ
ーザの眼に対する外光の少なくとも一部を遮光する遮光部を含んでもよい。
【００５０】
上記によれば、表示部に表示された立体画像を見るユーザの没入感を向上させることが
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できる。
【００５１】
また、上記当接部は、立体画像を見るユーザの顔と接触する部分の少なくとも一部が変
形して当接してもよい。
【００５２】
上記によれば、ユーザの顔面に密着しやすく、当該密着する当接部に対する違和感の少
ない立体画像表示システムを構成することができる。
【００５３】
また、上記当接部は、少なくともその表面が繊維素材面で構成されてもよい。
【００５４】
上記によれば、当接するユーザの皮膚に対する刺激を抑えることができる。
【００５５】
また、上記当接部は、少なくともその内部が発泡素材または弾性素材で構成されてもよ
い。
【００５６】
上記によれば、しなやかさを確保するとともに、当接時の変形が容易でユーザの顔面に
密着しやすく、当接するユーザの形状ばらつきも吸収することができる。
【００５７】
また、上記当接部を固定するための固定部を、さらに備えてもよい。上記当接部は、立
体画像表示装置の固定部によって脱着可能に固定されてもよい。
【００５８】
上記によれば、ユーザの好みや顔の形状に合わせて、当接部を交換することができる。
【００５９】
また、上記表示部に表示された左目用画像を視認するための左目用レンズと、上記表示
部に表示された右目用画像を視認するための右目用レンズとを、さらに備えてもよい。
【００６０】
上記によれば、左右のレンズを介して、左目用画像をユーザが左目で視認し、右目用画
像をユーザが右目で視認することによって、立体画像を見ることができる。
【発明の効果】
【００６１】
本発明によれば、簡易な構成で拡張入力装置を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本体部２に左コントローラ３および右コントローラ４を装着した状態を示す図
【図２】本体部２から左コントローラ３および右コントローラ４をそれぞれ外した状態の
一例を示す図
【図３】本体部２の一例を示す六面図
【図４】左コントローラ３の一例を示す六面図
【図５】右コントローラ４の一例を示す六面図
【図６】本体部２の内部構成の一例を示すブロック図
【図７】本体部２と左コントローラ３および右コントローラ４との内部構成の一例を示す
ブロック図
【図８】補助機器１００の外観の一例を示す斜視図
【図９】本体装置１と補助機器１００とを係合する状態の一例を示す正面図
【図１０】本体装置１と補助機器１００とを係合する状態の一例を示す側面図
【図１１】立体画像表示システムの外観の一例を示す斜視図
【図１２】立体画像表示システムの外観の一例を示す正面図
【図１３】立体画像表示システムの外観の一例を示す側面図
【図１４】立体画像表示システムを見るユーザの様子の一例を示す背面図
【図１５】立体画像表示システムを見るユーザの様子の一例を示す斜視図
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【図１６】立体画像表示システムをユーザが把持している状態の一例を示す正面図
【図１７】肩部１０１ａの構造の一例を示す斜視図
【図１８】肩部１０１ｂの構造の一例を示す斜視図
【図１９】下面フック１０１ｃおよび１０１ｄの一例を示す下面斜視図
【図２０】下面フック１０１ｃおよび１０１ｄの一例を示す上面斜視図
【図２１】当接部材１０４Ｌの一例を示す下面図および展開図
【図２２】当接部材１０４Ｓの一例を示す下面図および展開図
【図２３】面ファスナー１０４ｔが設けられた当接部材１０４の一例を示す展開図
【発明を実施するための形態】
【００６３】
以下、本実施形態の一例に係る立体画像表示システムについて説明する。本実施形態に
おける立体画像表示システムの一例は、本体装置１および補助機器１００によって構成さ
れる。本体装置１は、本体部（情報処理装置；本実施形態における立体画像表示システム
では本体装置の本体部として機能する）２と左コントローラ３および右コントローラ４と
によって構成される。本体部２は、左コントローラ３および右コントローラ４がそれぞれ
着脱可能であり、左コントローラ３および右コントローラ４をそれぞれ本体部２に装着し
て一体化された装置として利用でき、また、本体部２と左コントローラ３および右コント
ローラ４とを別体として利用することもできる（図２参照）。また、本体装置１は、本体
部２に画像を表示する態様での利用と、テレビ等の他の表示装置（例えば、据置型モニタ
）に画像を表示させる態様での利用が可能である。前者の態様において、本体装置１は、
携帯型装置（例えば、携帯ゲーム機）として利用することができる。また、後者の態様に
おいて、本体装置１は、据置型装置（例えば、据置型ゲーム機）として利用することがで
きる。
【００６４】
図１は、本体部２に左コントローラ３および右コントローラ４を装着した状態を示す図
である。図１に示すように、左コントローラ３および右コントローラ４は、それぞれ本体
部２に装着されて一体化されている。本体部２は、本体装置１における各種の処理（例え
ば、ゲーム処理）を実行する装置である。本体部２は、ディスプレイ１２を備える。左コ
ントローラ３および右コントローラ４は、ユーザが入力を行うための操作部を備える装置
である。なお、左コントローラ３および右コントローラ４がそれぞれ本体部２に装着され
て一体化されている場合であっても、左コントローラ３と本体部２とが接合している左上
面部と右コントローラ４と本体部２とが接合している右上面部とには、それぞれ本体部２
の側面の一部が露出する凹部が形成される。これら凹部において外部に露出している本体
部２の両側面部分は、後述する補助機器１００の係合部材１０１における肩部１０１ａお
よび肩部１０１ｂとそれぞれ当接する部分であり、左係止面および右係止面として機能す
る。
【００６５】
図２は、本体部２から左コントローラ３および右コントローラ４をそれぞれ外した状態
の一例を示す図である。図１および図２に示すように、左コントローラ３および右コント
ローラ４は、本体部２に着脱可能である。左コントローラ３は、本体部２の左側面（図１
に示すｘ軸正方向側の側面）に装着することができ、本体部２の左側面に沿って図１に示
すｙ軸方向にスライドさせることによって本体部２に着脱可能となっている。また、右コ
ントローラ４は、本体部２の右側面（図１に示すｘ軸負方向側の側面）に装着することが
でき、本体部２の右側面に沿って図１に示すｙ軸方向にスライドさせることによって本体
部２に着脱可能となっている。なお、以下において、左コントローラ３および右コントロ
ーラ４の総称として「コントローラ」と記載することがある。なお、本実施形態において
、１人のユーザが操作する「操作装置」は、１つのコントローラ（例えば、左コントロー
ラ３および右コントローラ４の一方）でも複数のコントローラ（例えば、左コントローラ
３および右コントローラ４の両方、またはさらに他のコントローラを含んでもよい）でも
よく、当該「操作装置」は、１以上のコントローラによって構成可能となる。また、本体
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部２から外された左コントローラ３および／または右コントローラ４は、ゲームコントロ
ーラとして機能することもでき、この場合、本体部２がゲーム装置本体として機能する。
以下、本体部２と左コントローラ３および右コントローラ４との具体的な構成の一例につ
いて説明する。
【００６６】
図３は、本体部２の一例を示す六面図である。図３に示すように、本体部２は、略板状
のハウジング１１を備える。本実施形態において、ハウジング１１の主面（換言すれば、
表側の面、すなわち、ディスプレイ１２が設けられる面）は、大略的には矩形形状である
。本実施形態においては、ハウジング１１は、横長の形状であるものとする。つまり、本
実施形態においては、ハウジング１１の主面の長手方向（すなわち、図１に示すｘ軸方向
）を横方向（左右方向とも言う）と呼び、当該主面の短手方向（すなわち、図１に示すｙ
軸方向）を縦方向（上下方向とも言う）と呼び、主面に垂直な方向（すなわち、図１に示
すｚ軸方向）を奥行方向（前後方向とも言う）と呼ぶこととする。本体部２は、本体部２
が横長となる向きで利用されることが可能である。また、本体部２が縦長となる向きで利
用されることも可能である。その場合には、ハウジング１１を縦長の形状であるものと見
なしてもよい。
【００６７】
なお、ハウジング１１の形状および大きさは、任意である。一例として、ハウジング１
１は、携帯可能な大きさであってよい。また、本体部２単体または本体部２に左コントロ
ーラ３および右コントローラ４が装着された一体型装置は、携帯型装置となってもよい。
また、本体部２または一体型装置が手持ち型の装置となってもよい。また、本体部２また
は一体型装置が可搬型装置となってもよい。
【００６８】
図３に示すように、本体部２は、ハウジング１１の主面に設けられるディスプレイ１２
を備える。ディスプレイ１２は、本体部２が取得または生成した画像（静止画であっても
よいし、動画であってもよい）を表示する。また、後述する立体画像表示システムに本体
装置１が組み込まれる場合、ディスプレイ１２は、立体視可能な画像（立体画像）が表示
される。具体的には、視差のある左目用画像および右目用画像が、ディスプレイ１２の左
側画面および右側画面にそれぞれ表示されることによって、立体画像が表示される。ディ
スプレイ１２は、ユーザの左目に左目用画像をユーザの右目に右目用画像をそれぞれ視認
させることにより、ユーザにとって立体感のある立体画像を表示することができる。本実
施形態においては、ディスプレイ１２は、液晶表示装置（ＬＣＤ）とする。ただし、ディ
スプレイ１２は任意の種類の表示装置であってよい。
【００６９】
また、本体部２は、ディスプレイ１２の画面上にタッチパネル１３を備える。本実施形
態においては、タッチパネル１３は、マルチタッチ入力が可能な方式（例えば、静電容量
方式）のものである。ただし、タッチパネル１３は、任意の種類のものであってよく、例
えば、シングルタッチ入力が可能な方式（例えば、抵抗膜方式）のものであってもよい。
【００７０】
本体部２は、ハウジング１１の内部においてステレオスピーカ（すなわち、図６に示す
左スピーカ８８Ｌおよび右スピーカ８８Ｒ）を備えている。図３に示すように、ハウジン
グ１１の主面には、スピーカ孔１１ａおよび１１ｂが形成される。そして、左スピーカ８
８Ｌの出力音がスピーカ孔１１ａから出力され、右スピーカ８８Ｒの出力音がスピーカ孔
１１ｂから出力される。
【００７１】
図３に示すように、本体部２は、ハウジング１１の左側面において左レール部材１５を
備える。左レール部材１５は、左コントローラ３を本体部２に着脱可能に装着するための
部材である。左レール部材１５は、ハウジング１１の左側面において、上下方向に沿って
延びるように設けられる。左レール部材１５は、左コントローラ３のスライダ（すなわち
、図４に示すスライダ４０）と係合可能な形状を有しており、左レール部材１５とスライ
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ダ４０とによってスライド機構が形成される。このスライド機構によって、左コントロー
ラ３を本体部２に対してスライド可能かつ着脱可能に装着することができる。
【００７２】
また、本体部２は、左側端子１７を備える。左側端子１７は、本体部２が左コントロー
ラ３と有線通信を行うための端子である。左側端子１７は、左コントローラ３が本体部２
に装着された場合に、左コントローラ３の端子（図４に示す端子４２）と接触する位置に
設けられる。左側端子１７の具体的な位置は任意である。本実施形態においては、図３に
示すように、左側端子１７は、左レール部材１５の底面に設けられる。また、本実施形態
においては、左側端子１７は、左レール部材１５の底面における下側の端部付近に設けら
れ、左レール部材１５の一部によって外部に露出しない位置に配置されている。
【００７３】
図３に示すように、ハウジング１１の右側面には、左側面に設けられる構成と同様の構
成が設けられる。すなわち、本体部２は、ハウジング１１の右側面において右レール部材
１９を備える。右レール部材１９は、ハウジング１１の右側面において、上下方向に沿っ
て延びるように設けられる。右レール部材１９は、右コントローラ４のスライダ（すなわ
ち、図５に示すスライダ６２）と係合可能な形状を有しており、右レール部材１９とスラ
イダ６２とによってスライド機構が形成される。このスライド機構によって、右コントロ
ーラ４を本体部２に対してスライド可能かつ着脱可能に装着することができる。
【００７４】
また、本体部２は右側端子２１を備える。右側端子２１は、本体部２が右コントローラ
４と有線通信を行うための端子である。右側端子２１は、右コントローラ４が本体部２に
装着された場合に、右コントローラ４の端子（図５に示す端子６４）と接触する位置に設
けられる。右側端子２１の具体的な位置は任意である。本実施形態においては、図３に示
すように、右側端子２１は、右レール部材１９の底面に設けられる。また、本実施形態に
おいては、右側端子２１は、右レール部材１９の底面における下側の端部付近に設けられ
、右レール部材１９の一部によって外部に露出しない位置に配置されている。
【００７５】
図３に示すように、本体部２は、第１スロット２３を備える。第１スロット２３は、ハ
ウジング１１の上側面に設けられる。第１スロット２３は、第１の種類の記憶媒体を装着
可能な形状を有する。第１の種類の記憶媒体は、例えば、情報処理システムおよびそれと
同種の情報処理装置に専用の記憶媒体（例えば、専用メモリカード）である。第１の種類
の記憶媒体は、例えば、本体部２で利用されるデータ（例えば、アプリケーションのセー
ブデータ等）、および／または、本体部２で実行されるプログラム（例えば、アプリケー
ションのプログラム等）を記憶するために用いられる。また、本体部２は、電源ボタン２
８を備える。図３に示すように、電源ボタン２８は、ハウジング１１の上側面に設けられ
る。電源ボタン２８は、本体部２の電源のオン／オフを切り替えるためのボタンである。
【００７６】
本体部２は、音声入出力端子（具体的には、イヤホンジャック）２５を備える。すなわ
ち、本体部２は、音声入出力端子２５にマイクやイヤホンを装着することができる。図３
に示すように、音声入出力端子２５は、ハウジング１１の上側面に設けられる。
【００７７】
本体部２は、音量ボタン２６ａおよび２６ｂを備える。図３に示すように、音量ボタン
２６ａおよび２６ｂは、ハウジング１１の上側面に設けられる。音量ボタン２６ａおよび
２６ｂは、本体部２によって出力される音量を調整する指示を行うためのボタンである。
すなわち、音量ボタン２６ａは、音量を下げる指示を行うためのボタンであり、音量ボタ
ン２６ｂは、音量を上げる指示を行うためのボタンである。
【００７８】
また、ハウジング１１には、排気孔１１ｃが形成される。図３に示すように、排気孔１
１ｃは、ハウジング１１の上側面に形成される。排気孔１１ｃは、ハウジング１１の内部
で発生した熱をハウジング１１の外部へ排気する（換言すれば、放出する）ために形成さ
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れる。すなわち、排気孔１１ｃは、排熱孔であるとも言える。
【００７９】
本体部２は、下側端子２７を備える。下側端子２７は、本体部２がクレードルと通信を
行うための端子である。図３に示すように、下側端子２７は、ハウジング１１の下側面に
設けられる。本体部２がクレードルに装着された場合、下側端子２７は、クレードルの端
子に接続される。本実施形態において、下側端子２７は、ＵＳＢコネクタ（より具体的に
は、メス側コネクタ）である。クレードルは、左コントローラ３および右コントローラ４
を本体部２から取り外した状態で本体部２のみを載置することが可能である。また、さら
に他の例として、クレードルは、左コントローラ３および右コントローラ４が本体部２に
装着された一体型装置を載置することも可能である。そして、クレードルは、本体部２と
は別体の外部表示装置の一例である据置型モニタ（例えば、据置型テレビ）と通信可能で
ある（有線通信であってもよいし、無線通信であってもよい）。上記一体型装置または本
体部２単体をクレードルに載置した場合、情報処理システムは、本体部２が取得または生
成した画像を据置型モニタに表示することができる。また、本実施形態においては、クレ
ードルは、載置された上記一体型装置または本体部２単体を充電する機能を有する。また
、クレードルは、ハブ装置（具体的には、ＵＳＢハブ）の機能を有する。
【００８０】
また、本体部２は、第２スロット２４を備える。本実施形態においては、第２スロット
２４は、ハウジング１１の下側面に設けられる。ただし、他の実施形態においては、第２
スロット２４は、第１スロット２３とは同じ面に設けられてもよい。第２スロット２４は
、第１の種類とは異なる第２の種類の記憶媒体を装着可能な形状を有する。第２の種類の
記憶媒体は、例えば、汎用の記憶媒体であってもよい。例えば、第２の種類の記憶媒体は
、ＳＤカードであってもよい。第２の種類の記憶媒体は、例えば、第１の種類の記憶媒体
と同様、本体部２で利用されるデータ（例えば、アプリケーションのセーブデータ等）、
および／または、本体部２で実行されるプログラム（例えば、アプリケーションのプログ
ラム等）を記憶するために用いられる。
【００８１】
また、ハウジング１１には、吸気孔１１ｄが形成される。図３に示すように、吸気孔１
１ｄは、ハウジング１１の下側面に形成される。吸気孔１１ｄは、ハウジング１１の外部
の空気をハウジング１１の内部へ吸気する（換言すれば、導入する）ために形成される。
本実施形態においては、排気孔１１ｃが形成される面の反対側の面に吸気孔１１ｄが形成
されるので、ハウジング１１内部の放熱を効率良く行うことができる。
【００８２】
以上に説明した、ハウジング１１に設けられる各構成要素（具体的には、ボタン、スロ
ット、端子等）の形状、数、および設置位置は、任意である。例えば、他の実施形態にお
いては、電源ボタン２８および各スロット２３および２４のうちのいくつかは、ハウジン
グ１１の他の側面あるいは背面に設けられてもよい。また、他の実施形態においては、本
体部２は、上記各構成要素のうちいくつかを備えていない構成であってもよい。
【００８３】
図４は、左コントローラ３の一例を示す六面図である。図４に示すように、左コントロ
ーラ３は、ハウジング３１を備える。本実施形態において、ハウジング３１は、略板状で
ある。また、ハウジング３１の主面（換言すれば、表側の面、すなわち、図１に示すｚ軸
負方向側の面）は、大略的には矩形形状である。また、本実施形態においては、ハウジン
グ３１は、縦長の形状、すなわち、上下方向（すなわち、図１に示すｙ軸方向）に長い形
状である。左コントローラ３は、本体部２から外された状態において、縦長となる向きで
把持されることも可能である。ハウジング３１は、縦長となる向きで把持される場合に片
手、特に左手で把持可能な形状および大きさをしている。また、左コントローラ３は、横
長となる向きで把持されることも可能である。左コントローラ３が横長となる向きで把持
される場合には、両手で把持されるようにしてもよい。なお、ハウジング３１の形状は任
意であり、他の実施形態においては、ハウジング３１は略板状でなくてもよい。また、ハ

10

20

30

40

50

(14)

JP 2019-140463 A 2019.8.22

ウジング３１は、矩形形状でなくてもよく、例えば半円状の形状等であってもよい。また
、ハウジング３１は、縦長の形状でなくてもよい。
【００８４】
ハウジング３１の上下方向の長さは、本体部２のハウジング１１の上下方向の長さとほ
ぼ同じである。また、ハウジング３１の厚さ（すなわち、前後方向の長さ、換言すれば、
図１に示すｚ軸方向の長さ）は、本体部２のハウジング１１の厚さとほぼ同じである。し
たがって、左コントローラ３が本体部２に装着された場合（図１参照）には、ユーザは、
本体部２と左コントローラ３とを一体の装置のような感覚で把持することができる。
【００８５】
また、図４に示すように、ハウジング３１の主面は、左側の角部分が、右側の角部分よ
りも丸みを帯びた形状になっている。すなわち、ハウジング３１の上側面と左側面との接
続部分、および、ハウジング３１の下側面と左側面との接続部分は、その上側面と右側面
との接続部分、および、その下側面と右側面との接続部分に比べて、丸くなっている（換
言すれば、面取りにおけるＲが大きい）。したがって、左コントローラ３が本体部２に装
着された場合（図１参照）には、一体型装置の左側が丸みを帯びた形状となるので、ユー
ザにとって持ちやすい形状となる。
【００８６】
左コントローラ３は、アナログスティック３２を備える。図４に示すように、アナログ
スティック３２が、ハウジング３１の主面に設けられる。アナログスティック３２は、方
向を入力することが可能な方向入力部の一例である。アナログスティック３２は、ハウジ
ング３１の主面に平行な全方向（すなわち、上下左右および斜め方向を含む、３６０°の
方向）に傾倒可能なスティック部材を有する。ユーザは、スティック部材を傾倒すること
によって傾倒方向に応じた方向の入力（および、傾倒した角度に応じた大きさの入力）が
可能である。なお、方向入力部は、十字キーまたはスライドスティック等であってもよい
。また、本実施形態においては、スティック部材を（ハウジング３１に垂直な方向に）押
下する入力が可能である。すなわち、アナログスティック３２は、スティック部材の傾倒
方向および傾倒量に応じた方向および大きさの入力と、スティック部材に対する押下入力
とを行うことが可能な入力部である。
【００８７】
左コントローラ３は、４つの操作ボタン３３〜３６（具体的には、右方向ボタン３３、
下方向ボタン３４、上方向ボタン３５、および、左方向ボタン３６）を備える。図４に示
すように、これら４つの操作ボタン３３〜３６は、ハウジング３１の主面においてアナロ
グスティック３２の下側に設けられる。なお、本実施形態においては、左コントローラ３
の主面に設けられる操作ボタンを４つとするが、操作ボタンの数は任意である。これらの
操作ボタン３３〜３６は、本体部２で実行される各種プログラム（例えば、ＯＳプログラ
ムやアプリケーションプログラム）に応じた指示を行うために用いられる。なお、本実施
形態においては、各操作ボタン３３〜３６は方向入力を行うために用いられてもよいこと
から、各操作ボタン３３〜３６を、右方向ボタン３３、下方向ボタン３４、上方向ボタン
３５、および、左方向ボタン３６と呼んでいる。ただし、各操作ボタン３３〜３６は、方
向入力以外の指示を行うために用いられてもよい。
【００８８】
また、左コントローラ３は録画ボタン３７を備える。図４に示すように、録画ボタン３
７は、ハウジング３１の主面に設けられ、より具体的には、主面における右下領域に設け
られる。録画ボタン３７は、本体部２のディスプレイ１２に表示される画像を保存する指
示を行うためのボタンである。例えば、ディスプレイ１２にゲーム画像が表示されている
場合において、ユーザは、録画ボタン３７を押下することによって、押下された時点で表
示されているゲーム画像を、例えば本体部２の記憶部に保存することができる。
【００８９】
また、左コントローラ３は−（マイナス）ボタン４７を備える。図４に示すように、−
ボタン４７は、ハウジング３１の主面に設けられ、より具体的には、主面における右上領
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域に設けられる。−ボタン４７は、本体部２で実行される各種プログラム（例えば、ＯＳ
プログラムやアプリケーションプログラム）に応じた指示を行うために用いられる。−ボ
タン４７は、例えば、ゲームアプリケーションにおいてセレクトボタン（例えば、選択項
目の切り替えに用いられるボタン）として用いられる。
【００９０】
左コントローラ３の主面に設けられる各操作部（具体的には、アナログスティック３２
および上記各ボタン３３〜３７、４７）は、左コントローラ３が本体部２に装着される場
合、一体型装置を把持するユーザの例えば左手の親指によって操作される。また、左コン
トローラ３が本体部２から外された状態において両手で横向きに把持されて使用される場
合、上記各操作部は、左コントローラ３を把持するユーザの例えば左右の手の親指で操作
される。具体的には、この場合、アナログスティック３２はユーザの左手の親指で操作さ
れ、各操作ボタン３３〜３６はユーザの右手の親指で操作される。
【００９１】
左コントローラ３は、第１Ｌボタン３８を備える。また、左コントローラ３は、ＺＬボ
タン３９を備える。これらの操作ボタン３８および３９は、上記操作ボタン３３〜３６と
同様、本体部２で実行される各種プログラムに応じた指示を行うために用いられる。図４
に示すように、第１Ｌボタン３８は、ハウジング３１の側面のうちの左上部分に設けられ
る。また、ＺＬボタン３９は、ハウジング３１の側面から裏面にかけての左上部分（厳密
には、ハウジング３１を表側から見たときの左上部分）に設けられる。つまり、ＺＬボタ
ン３９は、第１Ｌボタン３８の後側（図１に示すｚ軸正方向側）に設けられる。本実施形
態においては、ハウジング３１の左上部分が丸みを帯びた形状であるので、第１Ｌボタン
３８およびＺＬボタン３９は、ハウジング３１の当該左上部分の丸みに応じた丸みを帯び
た形状を有する。左コントローラ３が本体部２に装着される場合、第１Ｌボタン３８およ
びＺＬボタン３９は、一体型装置における左上部分に配置されることになる。
【００９２】
左コントローラ３は、上述のスライダ４０を備えている。図４に示すように、スライダ
４０は、ハウジング３１の右側面において、上下方向に延びるように設けられる。スライ
ダ４０は、本体部２の左レール部材１５（より具体的には、左レール部材１５の溝）と係
合可能な形状を有している。したがって、左レール部材１５に係合したスライダ４０は、
スライド方向（換言すれば左レール部材１５が延びる方向）に垂直な向きに関しては固定
されて外れないようになっている。
【００９３】
また、左コントローラ３は、左コントローラ３が本体部２と有線通信を行うための端子
４２を備える。端子４２は、左コントローラ３が本体部２に装着された場合に、本体部２
の左側端子１７（図３）と接触する位置に設けられる。端子４２の具体的な位置は任意で
ある。本実施形態においては、図４に示すように、端子４２は、スライダ４０の装着面に
よって外部に露出しない位置に設けられる。また、本実施形態においては、端子４２は、
スライダ４０の装着面における下側の端部付近に設けられる。
【００９４】
また、左コントローラ３は、第２Ｌボタン４３および第２Ｒボタン４４を備える。これ
らのボタン４３および４４は、他の操作ボタン３３〜３６と同様、本体部２で実行される
各種プログラムに応じた指示を行うために用いられる。図４に示すように、第２Ｌボタン
４３および第２Ｒボタン４４は、スライダ４０の装着面に設けられる。第２Ｌボタン４３
は、スライダ４０の装着面において、上下方向（図１に示すｙ軸方向）に関する中央より
も上側に設けられる。第２Ｒボタン４４は、スライダ４０の装着面において、上下方向に
関する中央よりも下側に設けられる。第２Ｌボタン４３および第２Ｒボタン４４は、左コ
ントローラ３が本体部２に装着されている状態では押下することができない位置に配置さ
れている。つまり、第２Ｌボタン４３および第２Ｒボタン４４は、左コントローラ３を本
体部２から外した場合において用いられるボタンである。第２Ｌボタン４３および第２Ｒ
ボタン４４は、例えば、本体部２から外された左コントローラ３を把持するユーザの左右
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の手の人差し指または中指で操作される。
【００９５】
左コントローラ３は、ペアリングボタン４６を備える。本実施形態において、ペアリン
グボタン４６は、左コントローラ３と本体部２との無線通信に関する設定（ペアリングと
も言う）処理を指示するため、および、左コントローラ３のリセット処理を指示するため
に用いられる。なお、他の実施形態においては、ペアリングボタン４６は、上記設定処理
およびリセット処理のいずれか一方の機能のみを有するものであってもよい。例えば、ペ
アリングボタン４６に対して短押し操作が行われた場合（具体的には、ペアリングボタン
４６が所定時間よりも短い時間だけ押下された場合）、左コントローラ３は、上記設定処
理を実行する。また、ペアリングボタン４６に対して長押し操作が行われた場合（具体的
には、ペアリングボタン４６が上記所定時間以上押し続けられた場合）、左コントローラ
３は、リセット処理を実行する。本実施形態においては、ペアリングボタン４６は、図４
に示すように、スライダ４０の装着面に設けられる。このように、ペアリングボタン４６
は、左コントローラ３が本体部２に装着されている状態では見えない位置に配置されてい
る。つまり、ペアリングボタン４６は、左コントローラ３を本体部２から外した場合にお
いて用いられる。
【００９６】
なお、本実施形態において、スライダ４０の装着面に設けられるボタン（具体的には、
第２Ｌボタン４３、第２Ｒボタン４４、およびペアリングボタン４６）は、当該装着面に
対して突出しないように設けられる。すなわち、上記ボタンの上面（換言すれば押下面）
は、スライダ４０の装着面と同じ面に配置されるか、あるいは、装着面よりも凹んだ位置
に配置される。これによれば、スライダ４０が本体部２の左レール部材１５に装着された
状態において、スライダ４０を左レール部材１５に対してスムーズにスライドさせること
ができる。
【００９７】
図５は、右コントローラ４の一例を示す六面図である。図５に示すように、右コントロ
ーラ４は、ハウジング５１を備える。本実施形態において、ハウジング５１は、略板状で
ある。また、ハウジング５１の主面（換言すれば、表側の面、すなわち、図１に示すｚ軸
負方向側の面）は、大略的には矩形形状である。また、本実施形態においては、ハウジン
グ５１は、縦長の形状、すなわち、上下方向に長い形状である。右コントローラ４は、本
体部２から外された状態において、縦長となる向きで把持されることも可能である。ハウ
ジング５１は、縦長となる向きで把持される場合に片手、特に左手で把持可能な形状およ
び大きさをしている。また、右コントローラ４は、横長となる向きで把持されることも可
能である。右コントローラ４が横長となる向きで把持される場合には、両手で把持される
ようにしてもよい。
【００９８】
右コントローラ４のハウジング５１は、左コントローラ３のハウジング３１と同様、そ
の上下方向の長さは、本体部２のハウジング１１の上下方向の長さとほぼ同じであり、そ
の厚さは、本体部２のハウジング１１の厚さとほぼ同じである。したがって、右コントロ
ーラ４が本体部２に装着された場合（図１参照）には、ユーザは、本体部２と右コントロ
ーラ４とを一体の装置のような感覚で把持することができる。
【００９９】
また、図５に示すように、ハウジング５１の主面は、右側の角部分が、左側の角部分よ
りも丸みを帯びた形状になっている。すなわち、ハウジング５１の上側面と右側面との接
続部分、および、ハウジング５１の下側面と右側面との接続部分は、その上側面と左側面
との接続部分、および、その下側面と左側面との接続部分に比べて、丸くなっている（換
言すれば、面取りにおけるＲが大きい）。したがって、右コントローラ４が本体部２に装
着された場合（図１参照）には、一体型装置の右側が丸みを帯びた形状となるので、ユー
ザにとって持ちやすい形状となる。
【０１００】
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右コントローラ４は、左コントローラ３と同様、方向入力部としてアナログスティック
５２を備える。本実施形態においては、アナログスティック５２は、左コントローラ３の
アナログスティック３２と同じ構成である。また、右コントローラ４は、左コントローラ
３と同様、４つの操作ボタン５３〜５６（具体的には、Ａボタン５３、Ｂボタン５４、Ｘ
ボタン５５、および、Ｙボタン５６）を備える。本実施形態においては、これら４つの操
作ボタン５３〜５６は、左コントローラ３の４つの操作ボタン３３〜３６と同じ機構であ
る。図５に示すように、これらアナログスティック５２および各操作ボタン５３〜５６は
、ハウジング５１の主面に設けられる。なお、本実施形態においては、右コントローラ４
の主面に設けられる操作ボタンを４つとするが、操作ボタンの数は任意である。
【０１０１】
ここで、本実施形態においては、右コントローラ４における２種類の操作部（アナログ
スティックおよび操作ボタン）の位置関係は、左コントローラ３におけるこれら２種類の
操作部の位置関係とは反対になっている。すなわち、右コントローラ４においては、アナ
ログスティック５２は各操作ボタン５３〜５６の上方に配置されるのに対して、左コント
ローラ３においては、アナログスティック３２は各操作ボタン３３〜３６の下方に配置さ
れる。このような配置によって、左コントローラ３および右コントローラ４を本体部２か
ら外して使用する場合に似たような操作感覚で使用することができる。
【０１０２】
また、右コントローラ４は、＋（プラス）ボタン５７を備える。図５に示すように、＋
ボタン５７は、ハウジング５１の主面に設けられ、より具体的には、主面の左上領域に設
けられる。＋ボタン５７は、他の操作ボタン５３〜５６と同様、本体部２で実行される各
種プログラム（例えば、ＯＳプログラムやアプリケーションプログラム）に応じた指示を
行うために用いられる。＋ボタン５７は、例えば、ゲームアプリケーションにおいてスタ
ートボタン（例えば、ゲーム開始の指示に用いられるボタン）として用いられる。
【０１０３】
右コントローラ４は、ホームボタン５８を備える。図５に示すように、ホームボタン５
８は、ハウジング５１の主面に設けられ、より具体的には、主面の左下領域に設けられる
。ホームボタン５８は、本体部２のディスプレイ１２に所定のメニュー画面を表示させる
ためのボタンである。メニュー画面は、例えば、本体部２において実行可能な１以上のア
プリケーションのうちからユーザが指定したアプリケーションを起動することが可能な画
面である。メニュー画面は、例えば、本体部２の起動時に表示されてもよい。本実施形態
においては、本体部２においてアプリケーションが実行されている状態（すなわち、当該
アプリケーションの画像がディスプレイ１２に表示されている状態）において、ホームボ
タン５８が押下されると、所定の操作画面がディスプレイ１２に表示されてもよい（この
とき、操作画面に代えてメニュー画面が表示されてもよい）。なお、操作画面は、例えば
、アプリケーションを終了してメニュー画面をディスプレイ１２に表示させる指示、およ
び、アプリケーションを再開する指示等を行うことが可能な画面である。
【０１０４】
右コントローラ４の主面に設けられる各操作部（具体的には、アナログスティック５２
および上記各ボタン５３〜５８）は、右コントローラ４が本体部２に装着される場合、一
体型装置を把持するユーザの例えば右手の親指によって操作される。また、右コントロー
ラ４が本体部２から外された状態において両手で横向きに把持されて使用される場合、上
記各操作部は、右コントローラ４を把持するユーザの例えば左右の手の親指で操作される
。具体的には、この場合、アナログスティック５２はユーザの左手の親指で操作され、各
操作ボタン５３〜５６はユーザの右手の親指で操作される。
【０１０５】
右コントローラ４は、第１Ｒボタン６０を備える。また、右コントローラ４は、ＺＲボ
タン６１を備える。図５に示すように、第１Ｒボタン６０は、ハウジング５１の側面のう
ちの右上部分に設けられる。また、ＺＲボタン６１は、ハウジング５１の側面から裏面に
かけての右上部分（厳密には、ハウジング５１を表側から見たときの右上部分）に設けら
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れる。つまり、ＺＲボタン６１は、第１Ｒボタン６０の後側（図１に示すｚ軸正方向側）
に設けられる。本実施形態においては、ハウジング５１の右上部分が丸みを帯びた形状で
あるので、第１Ｒボタン６０およびＺＲボタン６１は、ハウジング５１の当該右上部分の
丸みに応じた丸みを帯びた形状を有する。右コントローラ４が本体部２に装着される場合
、第１Ｒボタン６０およびＺＲボタン６１は、一体型装置における右上部分に配置される
ことになる。
【０１０６】
右コントローラ４は、左コントローラ３と同様のスライダ機構を備えている。すなわち
、右コントローラ４は、上述のスライダ６２を備えている。図５に示すように、スライダ
６２は、ハウジング５１の左側面において、上下方向に延びるように設けられる。スライ
ダ６２は、本体部２の右レール部材１９（より具体的には、右レール部材１９の溝）と係
合可能な形状を有している。したがって、右レール部材１９に係合したスライダ６２は、
スライド方向（換言すれば右レール部材１９が延びる方向）に垂直な向きに関しては固定
されて外れないようになっている。
【０１０７】
また、右コントローラ４は、右コントローラ４が本体部２と有線通信を行うための端子
６４を備える。端子６４は、右コントローラ４が本体部２に装着された場合に、本体部２
の右側端子２１（図３）と接触する位置に設けられる。端子６４の具体的な位置は任意で
ある。本実施形態においては、図５に示すように、端子６４は、スライダ６２の装着面に
よって外部に露出しない位置に設けられる。本実施形態においては、端子６４は、スライ
ダ６２の装着面における下側の端部付近に設けられる。
【０１０８】
また、右コントローラ４は、左コントローラ３と同様、第２Ｌボタン６５および第２Ｒ
ボタン６６を備える。これらのボタン６５および６６は、他の操作ボタン５３〜５６と同
様、本体部２で実行される各種プログラムに応じた指示を行うために用いられる。図５に
示すように、第２Ｌボタン６５および第２Ｒボタン６６は、スライダ６２の装着面に設け
られる。第２Ｌボタン６５は、スライダ６２の装着面において、上下方向（図１に示すｙ
軸方向）に関する中央よりも下側に設けられる。第２Ｒボタン６６は、スライダ６２の装
着面において、上下方向に関する中央よりも上側に設けられる。第２Ｌボタン６５および
第２Ｒボタン６６は、左コントローラ３の第２Ｌボタン４３および第２Ｒボタン４４と同
様、右コントローラ４が本体部２に装着されている状態では押下することができない位置
に配置されており、右コントローラ４を本体部２から外した場合において用いられるボタ
ンである。第２Ｌボタン６５および第２Ｒボタン６６は、例えば、本体部２から外された
右コントローラ４を把持するユーザの左右の手の人差し指または中指で操作される。
【０１０９】
右コントローラ４は、ペアリングボタン６９を備える。ペアリングボタン６９は、左コ
ントローラ３のペアリングボタン４６と同様、右コントローラ４と本体部２との無線通信
に関する設定（ペアリングとも言う）処理を指示するため、および、右コントローラ４の
リセット処理を指示するために用いられる。上記設定処理およびリセット処理については
、左コントローラ３におけるこれらの処理と同様であるので、詳細な説明を省略する。ま
た、本実施形態においては、ペアリングボタン６９は、図５に示すように、スライダ６２
の装着面に設けられる。つまり、ペアリングボタン６９は、左コントローラ３のペアリン
グボタン４６と同様の理由で、右コントローラ４が本体部２に装着されている状態では見
えない位置に配置されている。
【０１１０】
また、右コントローラ４においても左コントローラ３と同様、スライダ６２の装着面に
設けられるボタン（具体的には、第２Ｌボタン６５、第２Ｒボタン６６、およびペアリン
グボタン６９）は、当該装着面に対して突出しないように設けられる。これによって、ス
ライダ６２が本体部２の右レール部材１９に装着された状態において、スライダ６２を右
レール部材１９に対してスムーズにスライドさせることができる。

10

20

30

40

50

(19)

JP 2019-140463 A 2019.8.22

【０１１１】
また、ハウジング５１の下側面には、窓部６８が設けられる。右コントローラ４は、ハ
ウジング５１の内部に配置される赤外撮像部１２３および赤外発光部１２４を備えている
。赤外撮像部１２３は、右コントローラ４の下方向（図５に示すｙ軸負方向）を撮像方向
として、窓部６８を介して右コントローラ４の周囲を撮像する。赤外発光部１２４は、右
コントローラ４の下方向（図５に示すｙ軸負方向）を中心とする所定範囲を照射範囲とし
て、赤外撮像部１２３が撮像する撮像対象に窓部６８を介して赤外光を照射する。なお、
図５の例では、赤外発光部１２４の赤外光照射範囲を大きくするために、照射方向が異な
る複数の赤外発光部１２４が設けられている。窓部６８は、赤外撮像部１２３のカメラの
レンズや赤外発光部１２４の発光体等を保護するためのものであり、当該カメラが検知す
る波長の光や当該発光体が照射する光を透過する材質（例えば、透明な材質）で構成され
る。なお、窓部６８は、ハウジング５１に形成された孔であってもよい。なお、本実施形
態においては、カメラが検知する光（本実施形態においては、赤外光）以外の波長の光の
透過を抑制するフィルタ部材を赤外撮像部１２３自身が有する。ただし、他の実施形態に
おいては、窓部６８がフィルタの機能を有していてもよい。
【０１１２】
また、右コントローラ４は、ＮＦＣ通信部１２２を備える。ＮＦＣ通信部１２２は、Ｎ
ＦＣ（Ｎｅａｒ Ｆｉｅｌｄ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）の規格に基づく近距離無線
通信を行う。ＮＦＣ通信部１２２は、近距離無線通信に用いられるアンテナ１２２ａと、
アンテナ１２２ａから送出すべき信号（電波）を生成する回路（例えばＮＦＣチップ）と
を有する。例えば、アンテナ１２２ａは、窓部６８が設けられているハウジング５１の下
側面に近いハウジング５１の主面の下方部に設けられ、上記近距離無線通信の際にターゲ
ットとなる他の無線通信装置（例えば情報記憶媒体として機能するＮＦＣタグ）が当該下
方部と近接または接する位置に配置された場合に、当該無線通信装置と上記近距離無線通
信が可能となるハウジング５１の内部の位置に設けられる。なお、近距離無線通信は、Ｎ
ＦＣの規格に基づくものに限らず、任意の近接通信（非接触通信とも言う）であってもよ
い。近接通信には、例えば、一方の装置からの電波によって（例えば電磁誘導によって）
他方の装置に起電力を発生させる通信方式が含まれる。
【０１１３】
なお、上記左コントローラ３および右コントローラ４において、ハウジング３１または
５１に設けられる各構成要素（具体的には、スライダ、スティック、およびボタン等）の
形状、数、および、設置位置は任意である。例えば、他の実施形態においては、左コント
ローラ３および右コントローラ４は、アナログスティックとは別の種類の方向入力部を備
えていてもよい。また、スライダ４０または６２は、本体部２に設けられるレール部材１
５または１９の位置に応じた位置に配置されてよく、例えば、ハウジング３１または５１
の主面または裏面に配置されてもよい。また、他の実施形態においては、左コントローラ
３および右コントローラ４は、上記各構成要素のうちいくつかを備えていない構成であっ
てもよい。
【０１１４】
図６は、本体部２の内部構成の一例を示すブロック図である。本体部２は、図３に示す
構成の他、図６に示す各構成要素８１〜９８を備える。これらの構成要素８１〜９８のい
くつかは、電子部品として電子回路基板上に実装されてハウジング１１内に収納されても
よい。
【０１１５】
本体部２は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ Ｕｎｉｔ）８１を備え
る。ＣＰＵ８１は、本体部２において実行される各種の情報処理を実行する情報処理部で
ある。ＣＰＵ８１は、記憶部（具体的には、フラッシュメモリ８４等の内部記憶媒体、あ
るいは、各スロット２３および２４に装着される外部記憶媒体等）に記憶される情報処理
プログラム（例えば、ゲームプログラムや動画表示プログラム）を実行することによって
、各種の情報処理を実行する。
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【０１１６】
本体部２は、自身に内蔵される内部記憶媒体の一例として、フラッシュメモリ８４およ
びＤＲＡＭ（Ｄｙｎａｍｉｃ Ｒａｎｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓ Ｍｅｍｏｒｙ）８５を備え
る。フラッシュメモリ８４およびＤＲＡＭ８５は、ＣＰＵ８１に接続される。フラッシュ
メモリ８４は、主に、本体部２に保存される各種のデータ（プログラムであってもよい）
を記憶するために用いられるメモリである。ＤＲＡＭ８５は、情報処理において用いられ
る各種のデータを一時的に記憶するために用いられるメモリである。
【０１１７】
本体部２は、第１スロットインターフェース（以下、「Ｉ／Ｆ」と略記する。）９１を
備える。また、本体部２は、第２スロットＩ／Ｆ９２を備える。第１スロットＩ／Ｆ９１
および第２スロットＩ／Ｆ９２は、ＣＰＵ８１に接続される。第１スロットＩ／Ｆ９１は
、第１スロット２３に接続され、第１スロット２３に装着された第１の種類の記憶媒体（
例えば、ＳＤカード）に対するデータの読み出しおよび書き込みを、ＣＰＵ８１の指示に
応じて行う。第２スロットＩ／Ｆ９２は、第２スロット２４に接続され、第２スロット２
４に装着された第２の種類の記憶媒体（例えば、専用メモリカード）に対するデータの読
み出しおよび書き込みを、ＣＰＵ８１の指示に応じて行う。
【０１１８】
ＣＰＵ８１は、フラッシュメモリ８４およびＤＲＡＭ８５、ならびに上記各記憶媒体と
の間でデータを適宜読み出したり書き込んだりして、上記の情報処理を実行する。
【０１１９】
本体部２は、ネットワーク通信部８２を備える。ネットワーク通信部８２は、ＣＰＵ８
１に接続される。ネットワーク通信部８２は、ネットワークを介して外部の装置と通信（
具体的には、無線通信）を行う。本実施形態においては、ネットワーク通信部８２は、第
１の通信態様としてＷｉ−Ｆｉの規格に準拠した方式により、無線ＬＡＮに接続して外部
装置と通信を行う。また、ネットワーク通信部８２は、第２の通信態様として所定の通信
方式（例えば、独自プロトコルによる通信や、赤外線通信）により、同種の他の本体部２
との間で無線通信を行う。なお、上記第２の通信態様による無線通信は、閉ざされたロー
カルネットワークエリア内に配置された他の本体部２との間で無線通信可能であり、複数
の本体部２の間で直接通信することによってデータが送受信される、いわゆる「ローカル
通信」を可能とする機能を実現する。
【０１２０】
本体部２は、コントローラ通信部８３を備える。コントローラ通信部８３は、ＣＰＵ８
１に接続される。コントローラ通信部８３は、左コントローラ３および／または右コント
ローラ４と無線通信を行う。本体部２と左コントローラ３および右コントローラ４との通
信方式は任意であるが、本実施形態においては、コントローラ通信部８３は、左コントロ
ーラ３との間および右コントローラ４との間で、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）の規格
に従った通信を行う。
【０１２１】
ＣＰＵ８１は、上述の左側端子１７、右側端子２１、および、下側端子２７に接続され
る。ＣＰＵ８１は、左コントローラ３と有線通信を行う場合、左側端子１７を介して左コ
ントローラ３へデータを送信するとともに、左側端子１７を介して左コントローラ３から
操作データを受信する。また、ＣＰＵ８１は、右コントローラ４と有線通信を行う場合、
右側端子２１を介して右コントローラ４へデータを送信するとともに、右側端子２１を介
して右コントローラ４から操作データを受信する。また、ＣＰＵ８１は、クレードルと通
信を行う場合、下側端子２７を介してクレードルへデータを送信する。このように、本実
施形態においては、本体部２は、左コントローラ３および右コントローラ４との間で、そ
れぞれ有線通信と無線通信との両方を行うことができる。また、左コントローラ３および
右コントローラ４が本体部２に装着された一体型装置または本体部２単体がクレードルに
装着された場合、本体部２は、クレードルを介してデータ（例えば、画像データや音声デ
ータ）を据置型モニタ等に出力することができる。
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【０１２２】
ここで、本体部２は、複数の左コントローラ３と同時に（換言すれば、並行して）通信
を行うことができる。また、本体部２は、複数の右コントローラ４と同時に（換言すれば
、並行して）通信を行うことができる。したがって、ユーザは、複数の左コントローラ３
および複数の右コントローラ４を用いて本体部２に対する入力を行うことができる。
【０１２３】
本体部２は、タッチパネル１３の制御を行う回路であるタッチパネルコントローラ８６
を備える。タッチパネルコントローラ８６は、タッチパネル１３とＣＰＵ８１との間に接
続される。タッチパネルコントローラ８６は、タッチパネル１３からの信号に基づいて、
例えばタッチ入力が行われた位置を示すデータを生成して、ＣＰＵ８１へ出力する。
【０１２４】
また、ディスプレイ１２は、ＣＰＵ８１に接続される。ＣＰＵ８１は、（例えば、上記
の情報処理の実行によって）生成した画像および／または外部から取得した画像をディス
プレイ１２に表示する。
【０１２５】
本体部２は、コーデック回路８７およびスピーカ（具体的には、左スピーカおよび右ス
ピーカ）８８を備える。コーデック回路８７は、スピーカ８８および音声入出力端子２５
に接続されるとともに、ＣＰＵ８１に接続される。コーデック回路８７は、スピーカ８８
および音声入出力端子２５に対する音声データの入出力を制御する回路である。すなわち
、コーデック回路８７は、ＣＰＵ８１から音声データを受け取った場合、当該音声データ
に対してＤ／Ａ変換を行って得られる音声信号をスピーカ８８または音声入出力端子２５
へ出力する。これによって、スピーカ８８あるいは音声入出力端子２５に接続された音声
出力部（例えば、イヤホン）から音が出力される。また、コーデック回路８７は、音声入
出力端子２５から音声信号を受け取った場合、音声信号に対してＡ／Ｄ変換を行い、所定
の形式の音声データをＣＰＵ８１へ出力する。また、音量ボタン２６は、ＣＰＵ８１に接
続される。ＣＰＵ８１は、音量ボタン２６に対する入力に基づいて、スピーカ８８または
上記音声出力部から出力される音量を制御する。
【０１２６】
本体部２は、電力制御部９７およびバッテリ９８を備える。電力制御部９７は、バッテ
リ９８およびＣＰＵ８１に接続される。また、図示しないが、電力制御部９７は、本体部
２の各部（具体的には、バッテリ９８の電力の給電を受ける各部、左側端子１７、および
右側端子２１）に接続される。電力制御部９７は、ＣＰＵ８１からの指令に基づいて、バ
ッテリ９８から上記各部への電力供給を制御する。また、電力制御部９７は、電源ボタン
２８に接続される。電力制御部９７は、電源ボタン２８に対する入力に基づいて、上記各
部への電力供給を制御する。すなわち、電力制御部９７は、電源ボタン２８に対して電源
をオフする操作が行われた場合、上記各部の全部または一部への電力供給を停止し、電源
ボタン２８に対して電源をオンする操作が行われた場合、電力制御部９７は、上記各部の
全部または一部への電力供給を開始する。また、電力制御部９７は、電源ボタン２８に対
する入力を示す情報（具体的には、電源ボタン２８が押下されているか否かを示す情報）
をＣＰＵ８１へ出力する。
【０１２７】
また、バッテリ９８は、下側端子２７に接続される。外部の充電装置（例えば、クレー
ドル）が下側端子２７に接続され、下側端子２７を介して本体部２に電力が供給される場
合、供給された電力がバッテリ９８に充電される。
【０１２８】
また、本体部２は、本体部２内部の熱を放熱するための冷却ファン９６を備える。冷却
ファン９６が動作することによって、ハウジング１１の外部の空気が吸気孔１１ｄから導
入されるとともに、ハウジング１１内部の空気が排気孔１１ｃから放出されることで、ハ
ウジング１１内部の熱が放出される。冷却ファン９６は、ＣＰＵ８１に接続され、冷却フ
ァン９６の動作はＣＰＵ８１によって制御される。また、本体部２は、本体部２内の温度
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を検出する温度センサ９５を備える。温度センサ９５は、ＣＰＵ８１に接続され、温度セ
ンサ９５の検出結果がＣＰＵ８１へ出力される。ＣＰＵ８１は、温度センサ９５の検出結
果に基づいて、冷却ファン９６の動作を制御する。
【０１２９】
図７は、本体部２と左コントローラ３および右コントローラ４との内部構成の一例を示
すブロック図である。なお、本体部２に関する内部構成の詳細については、図６で示して
いるため図７では省略している。
【０１３０】
左コントローラ３は、本体部２との間で通信を行う通信制御部１０１を備える。図７に
示すように、通信制御部１０１は、端子４２を含む各構成要素に接続される。本実施形態
においては、通信制御部１０１は、端子４２を介した有線通信と、端子４２を介さない無
線通信との両方で本体部２と通信を行うことが可能である。通信制御部１０１は、左コン
トローラ３が本体部２に対して行う通信方法を制御する。すなわち、左コントローラ３が
本体部２に装着されている場合、通信制御部１０１は、端子４２を介して本体部２と通信
を行う。また、左コントローラ３が本体部２から外されている場合、通信制御部１０１は
、本体部２（具体的には、コントローラ通信部８３）との間で無線通信を行う。コントロ
ーラ通信部８３と通信制御部１０１との間の無線通信は、例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登
録商標）の規格に従って行われる。
【０１３１】
また、左コントローラ３は、例えばフラッシュメモリ等のメモリ１０２を備える。通信
制御部１０１は、例えばマイコン（マイクロプロセッサとも言う）で構成され、メモリ１
０２に記憶されるファームウェアを実行することによって各種の処理を実行する。
【０１３２】
左コントローラ３は、各ボタン１０３（具体的には、ボタン３３〜３９、４３、４４、
および４６）を備える。また、左コントローラ３は、アナログスティック（図７では「ス
ティック」と記載する）３２を備える。各ボタン１０３およびアナログスティック３２は
、自身に対して行われた操作に関する情報を、適宜のタイミングで繰り返し通信制御部１
０１へ出力する。
【０１３３】
左コントローラ３は、加速度センサ１０４を備える。本実施形態においては、加速度セ
ンサ１０４は、所定の３軸（例えば、図４に示すｘｙｚ軸）方向に沿った直線加速度の大
きさを検出する。なお、加速度センサ１０４は、１軸方向あるいは２軸方向の加速度を検
出するものであってもよい。また、左コントローラ３は、角速度センサ１０５を備える。
本実施形態においては、角速度センサ１０５は、所定の３軸（例えば、図４に示すｘｙｚ
軸）回りの角速度を検出する。なお、角速度センサ１０５は、１軸回りあるいは２軸回り
の角速度を検出するものであってもよい。加速度センサ１０４および角速度センサ１０５
は、それぞれ通信制御部１０１に接続される。そして、加速度センサ１０４および角速度
センサ１０５の検出結果は、適宜のタイミングで繰り返し通信制御部１０１へ出力される
。
【０１３４】
通信制御部１０１は、各入力部（具体的には、各ボタン１０３、アナログスティック３
２、各センサ１０４および１０５）から、入力に関する情報（具体的には、操作に関する
情報、または、センサによる検出結果）を取得する。通信制御部１０１は、取得した情報
（または取得した情報に所定の加工を行った情報）を含む操作データを本体部２へ送信す
る。なお、操作データは、所定時間に１回の割合で繰り返し送信される。なお、入力に関
する情報が本体部２へ送信される間隔は、各入力部について同じであってもよいし、同じ
でなくてもよい。
【０１３５】
上記操作データが本体部２へ送信されることによって、本体部２は、左コントローラ３
に対して行われた入力を得ることができる。すなわち、本体部２は、各ボタン１０３およ
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びアナログスティック３２に対する操作を、操作データに基づいて判別することができる
。また、本体部２は、左コントローラ３の動きおよび／または姿勢に関する情報を、操作
データ（具体的には、加速度センサ１０４および角速度センサ１０５の検出結果）に基づ
いて算出することができる。
【０１３６】
左コントローラ３は、振動によってユーザに通知を行うための振動子１０７を備える。
本実施形態においては、振動子１０７は、本体部２からの指令によって制御される。すな
わち、通信制御部１０１は、本体部２からの上記指令を受け取ると、当該指令に従って振
動子１０７を駆動させる。ここで、左コントローラ３は、増幅器１０６を備える。通信制
御部１０１は、上記指令を受け取ると、指令に応じた制御信号を増幅器１０６へ出力する
。増幅器１０６は、通信制御部１０１からの制御信号を増幅して、振動子１０７を駆動さ
せるための駆動信号を生成して振動子１０７へ与える。これによって振動子１０７が動作
する。
【０１３７】
左コントローラ３は、電力供給部１０８を備える。本実施形態において、電力供給部１
０８は、バッテリおよび電力制御回路を有する。図示しないが、電力制御回路は、バッテ
リに接続されるとともに、左コントローラ３の各部（具体的には、バッテリの電力の給電
を受ける各部）に接続される。電力制御回路は、バッテリから上記各部への電力供給を制
御する。また、バッテリは、端子４２に接続される。本実施形態においては、左コントロ
ーラ３が本体部２に装着される場合、所定の条件下で、バッテリは、端子４２を介して本
体部２からの給電によって充電される。
【０１３８】
図７に示すように、右コントローラ４は、本体部２との間で通信を行う通信制御部１１
１を備える。また、右コントローラ４は、通信制御部１１１に接続されるメモリ１１２を
備える。通信制御部１１１は、端子６４を含む各構成要素に接続される。通信制御部１１
１およびメモリ１１２は、左コントローラ３の通信制御部１０１およびメモリ１０２と同
様の機能を有する。したがって、通信制御部１１１は、端子６４を介した有線通信と、端
子６４を介さない無線通信（具体的には、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）の規格に従っ
た通信）との両方で本体部２と通信を行うことが可能であり、右コントローラ４が本体部
２に対して行う通信方法を制御する。
【０１３９】
右コントローラ４は、左コントローラ３の各入力部と同様の各入力部（具体的には、各
ボタン１１３、アナログスティック５２、加速度センサ１１４、および、角速度センサ１
１５）を備える。これらの各入力部については、左コントローラ３の各入力部と同様の機
能を有し、同様に動作する。
【０１４０】
また、右コントローラ４は、振動子１１７および増幅器１１６を備える。振動子１１７
および増幅器１１６は、左コントローラ３の振動子１０７および増幅器１０６と同様に動
作する。すなわち、通信制御部１１１は、本体部２からの指令に従って、増幅器１１６を
用いて振動子１１７を動作させる。
【０１４１】
右コントローラ４は、電力供給部１１８を備える。電力供給部１１８は、左コントロー
ラ３の電力供給部１０８と同様の機能を有し、同様に動作する。すなわち、電力供給部１
１８は、バッテリから給電を受ける各部への電力供給を制御する。また、右コントローラ
４が本体部２に装着される場合、所定の条件下で、バッテリは、端子６４を介して本体部
２からの給電によって充電される。
【０１４２】
右コントローラ４は、ＮＦＣの規格に基づく近距離無線通信を行うＮＦＣ通信部１２２
を備える。ＮＦＣ通信部１２２は、いわゆるＮＦＣリーダ・ライタの機能を有する。ここ
で、本明細書において近距離無線通信とは、一方の装置（ここでは、右コントローラ４）
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からの電波によって（例えば電磁誘導によって）他方の装置（ここでは、アンテナ１２２
ａと近接する装置）に起電力を発生させる通信方式が含まれる。他方の装置は、発生した
起電力によって動作することが可能であり、電源を有していてもよいし有していなくても
よい。ＮＦＣ通信部１２２は、右コントローラ４（アンテナ１２２ａ）と通信対象とが接
近した場合（典型的には、両者の距離が十数センチ以下となった場合）に当該通信対象と
の間で通信可能となる。通信対象は、ＮＦＣ通信部１２２との間で近距離無線通信が可能
な任意の装置であり、例えばＮＦＣタグやＮＦＣタグの機能を有する記憶媒体である。た
だし、通信対象は、ＮＦＣのカードエミュレーション機能を有する他の装置であってもよ
い。
【０１４３】
右コントローラ４は、処理部１２１を備える。処理部１２１は、通信制御部１１１に接
続されるとともに、ＮＦＣ通信部１２２に接続される。処理部１２１は、本体部２からの
指令に応じて、ＮＦＣ通信部１２２に対する管理処理を実行する。例えば、処理部１２１
は、本体部２からの指令に応じてＮＦＣ通信部１２２の動作を制御する。また、処理部１
２１は、ＮＦＣ通信部１２２の起動を制御したり、通信対象（例えば、ＮＦＣタグ）に対
するＮＦＣ通信部１２２の動作（具体的には、読み出しおよび書き込み等）を制御したり
する。また、処理部１２１は、通信制御部１１１を介して通信対象に送信されるべき情報
を本体部２から受信してＮＦＣ通信部１２２へ渡したり、通信対象から受信された情報を
ＮＦＣ通信部１２２から取得して通信制御部１１１を介して本体部２へ送信したりする。
【０１４４】
次に、図８〜図１０を参照して、本体装置１と係合されることによって立体画像表示シ
ステムを構成する装置の一例である補助機器１００について説明する。なお、図８は、補
助機器１００の外観の一例を示す斜視図である。図９は、本体装置１と補助機器１００と
を係合する状態の一例を示す正面図である。図１０は、本体装置１と補助機器１００とを
係合する状態の一例を示す側面図である。
【０１４５】
図８〜図１０において、補助機器１００は、係合部材１０１、レンズ枠部材１０２、レ
ンズ１０３、当接部材１０４、ネジ部材１０５を有している。
【０１４６】
係合部材１０１は、本体装置１に係合する際に本体部２の前面と背面とを挟み込む開口
部１０１ａを有している。開口部１０１は、本体部２の前面（ディスプレイ１２が設けら
れている面）の一部と接面される前面部と、本体部２の背面の一部と接面される背面部と
の間に形成される。そして、係合部材１０１の前面部と係合部材１０１の背面部とは、上
面部を介して固設される。したがって、開口部１０１ａは、係合部材１０１の前面部、背
面部、および上面部に囲まれて形成された空隙となる。開口部１０１ａは、本体装置１の
上面側から係合可能とするために、下面（図示ｙ軸負方向側の面）および両側面（図示ｘ
軸正方向側の側面およびｘ軸負方向側の側面）が開口している。そして、本体装置１の上
面側から補助機器１００を係合する場合、係合部材１０１の前面部が本体部２の前面と接
し、係合部材１０１の背面部が本体部２の背面と接し、係合部材１０１の上面部が本体部
２の上面と接した状態となる。なお、係合部材１０１の前面部は、本体装置１と係合した
際にディスプレイ１２の表示画像（左目用画像および右目用画像）に対する視界を妨げな
いように、ディスプレイ１２の左側領域と右側領域とにそれぞれ一対の覗き窓が開口され
ている。また、係合部材１０１の上面部は、本体部２の上面に設けられた構成要素（例え
ば、電源ボタン２８、音量ボタン２６ａおよび２６ｂ、排気孔１１ｃ、音声入出力端子２
５）と重複しないように複数の孔が形成されている。さらに、係合部材１０１の上面部の
両端には、側面側に張り出した肩部１０１ａおよび１０１ｂが設けられている。なお、肩
部１０１ａおよび１０１ｂは、本体装置１に係合する際にそれぞれ本体部２の上面両角部
と当接するが、詳細な説明は後述する。
【０１４７】
レンズ枠部材１０２は、係合部材１０１の前面部に形成された一対の覗き窓周辺を囲む

10

20

30

40

50

(25)

JP 2019-140463 A 2019.8.22

８の字型形状を有し、係合部材１０１の前面部の外面（すなわち、開口部１０１ａとは反
対側）に固設される。本実施例では、レンズ枠部材１０２は、複数のネジ部材１０５によ
って係合部材１０１と螺合され、係合部材１０１の前面側から外側へ突出するように固設
される。なお、レンズ枠部材１０２は、係合部材１０１の前面部に形成された一対の覗き
窓を介したディスプレイ１２の表示画像（左目用画像および右目用画像）に対する視界を
妨げないように開口した、一対のレンズ枠を有している。また、レンズ枠部材１０２は、
係合部材１０１との接合面の外周部となる外壁の複数箇所に固定ピン１０２ａを有してい
る。
【０１４８】
レンズ１０３は、一対の左目用レンズ１０３Ｌおよび右目用レンズ１０３Ｒによって構
成され、例えば一対のフレネルレンズである。左目用レンズ１０３Ｌおよび右目用レンズ
１０３Ｒは、それぞれレンズ枠部材１０２のレンズ枠に嵌め込まれている。具体的には、
左目用レンズ１０３Ｌは、ディスプレイ１２に表示された左目用画像の視界を妨げないよ
うに開口されている一方のレンズ枠に嵌め込まれ、ユーザが左目で左目用レンズ１０３Ｌ
を覗いた場合に当該左目用画像を見ることができる。また、右目用レンズ１０３Ｒは、デ
ィスプレイ１２に表示された右目用画像の視界を妨げないように開口されている他方のレ
ンズ枠に嵌め込まれ、ユーザが右目で右目用レンズ１０３Ｒを覗いた場合に当該右目用画
像を見ることができる。
【０１４９】
当接部材１０４は、屈曲自在な軟質のシート状部材を変形させることによって構成され
る。具体的には、当接部材１０４は、レンズ枠部材１０２の外壁に沿って巻かれて固定さ
れたシート状部材であり、複数の固定ピン１０２ａを介してレンズ枠部材１０２の外壁に
固定される。したがって、当接部材１０４は、レンズ枠部材１０２を筒状に囲むように係
合部材１０１の前面側から外側へ突出するように固定されることになる。また、当接部材
１０４の一方端面は、係合部材１０１の前面と接して固定される。当接部材１０４の他方
端面は、補助機器１００の外側からレンズ１０３を見た場合に、当該レンズ１０３の手前
側に配置され、本体装置１に係合した状態で当該他方端面が補助機器１００において最も
手前側（ｚ軸負方向側）に配置される。
【０１５０】
なお、当接部材１０４は、立体画像表示システムを覗くユーザの顔と当接して、ユーザ
の眼とレンズ１０３との位置関係を調整する機能を有しており、上記他方端面がユーザの
顔面にフィットしながら変形するフェイスパッドとしても機能する。例えば、当接部材１
０４は、ユーザの顔面に変形して密着可能にするために柔軟性の高いシート状部材で構成
され、例えば、発泡素材や弾性素材等で構成される。一例として、当接部材１０４は、シ
ート厚さ１０ｍｍ程度のシート部材を３〜５ｍｍ程度に熱圧縮したウレタンスポンジシー
トで構成してもよく、立体画像表示システムを用いた視聴において必要となる硬度に応じ
てシート厚さやシート長さ（奥行方向の長さ）を調整してもよい。また、当接部材１０４
は、ユーザの顔への刺激を抑えるために発泡素材や弾性素材のシート状部材の表面に伸縮
性を有する繊維素材を貼り付けてもよい。
【０１５１】
図９および図１０に示すように、補助機器１００は、本体装置１の上面側から本体部２
の前面および背面に沿って係合させることによって、本体装置１に取り付けられる。また
、補助機器１００は、本体装置１に取り付けられた状態から本体部２の前面および背面に
沿って本体装置１の上面への方向に持ち上げることによって、本体装置１から取り外すこ
とができる。このように、補助機器１００は、本体装置１に対して着脱可能に構成される
。また、補助機器１００は、本体装置１に取り付けられた状態では本体装置１の上面側か
ら係合部材１０１の開口部１０１ａが係合した状態となる。この状態では、補助機器１０
０の自重が本体装置１の上面側から加わっているため、他の固定部材による固定を行わな
くても安定して本体装置１に取り付けることができる。
【０１５２】
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次に、図１１〜図１６を参照して、本体装置１と補助機器１００が係合した立体画像表
示システムについて説明する。なお、図１１は、立体画像表示システムの外観の一例を示
す斜視図である。図１２は、立体画像表示システムの外観の一例を示す正面図である。図
１３は、立体画像表示システムの外観の一例を示す側面図である。図１４は、立体画像表
示システムを見るユーザの様子の一例を示す背面図である。図１５は、立体画像表示シス
テムを見るユーザの様子の一例を示す斜視図である。図１６は、立体画像表示システムを
ユーザが把持している状態の一例を示す正面図である。なお、図１１〜図１６は、後述す
る下面フック１０１ｃおよび１０１ｄが取り付けられている実施例を図示しているが、本
実施例の立体画像表示システムは、下面フック１０１ｃおよび１０１ｄがなくてもよい。
【０１５３】
図１１〜図１３において、立体画像表示システムは、本体装置１に補助機器１００を係
合させることによって構成される。ここで、補助機器１００は、本体装置１のうち、本体
部２を覆うように係合される。そして、本体装置１に補助機器１００を係合させた場合、
左目用レンズ１０３Ｌを介して、ディスプレイ１２の左側領域に表示されている左目用画
像のみを見ることが可能であり、右目用レンズ１０３Ｒを介して、ディスプレイ１２の右
側領域に表示されている右目用画像のみを見ることが可能となる。したがって、立体画像
表示システムのユーザは、左目で左目用レンズ１０３Ｌを見て、右目で右目用レンズ１０
３Ｒを見ることによって、視差のある左目用画像および右目用画像を視認することが可能
となるため、ユーザにとって立体感のある立体画像を表示することができる。
【０１５４】
また、立体画像表示システムは、補助機器１００が本体装置１に係合された状態であっ
ても、本体部２のスピーカ孔１１ａおよび１１ｂが外部に開放された状態となる。具体的
には、上述したように、本体部２のハウジング１１の主面下部には、スピーカ孔１１ａお
よび１１ｂが形成されており、左スピーカ８８Ｌの出力音がスピーカ孔１１ａから出力さ
れ、右スピーカ８８Ｒの出力音がスピーカ孔１１ｂから出力される（図３参照）。この左
スピーカ８８Ｌおよび右スピーカ８８Ｒから出力される音が補助機器１００によって遮ら
れることがないように、係合部材１０１の一部が本体部２のスピーカ孔１１ａおよび１１
ｂの前方空間に配置されないようなサイズで係合部材１０１が形成される。
【０１５５】
また、立体画像表示システムは、補助機器１００が本体装置１に係合された状態であっ
ても、左コントローラ３および右コントローラ４が外部に露出した状態となる。具体的に
は、本体装置１に補助機器１００を係合させた場合、本体部２に装着されている左コント
ローラ３の部位（具体的には、左コントローラ３の前面、背面、上面、下面、左側面）は
、係合部材１０１の左側（図示ｘ軸正方向側）から突出して外部に露出した状態となる。
また、本体装置１に補助機器１００を係合させた場合、本体部２に装着されている右コン
トローラ４の部位（具体的には、右コントローラ４の前面、背面、上面、下面、右側面）
は、係合部材１０１の右側（図示ｘ軸負方向側）から突出して外部に露出した状態となる
。つまり、補助機器１が本体装置１に係合された状態で左目用レンズ１０３Ｌおよび右目
用レンズ１０３Ｒを介して、ディスプレイ１２に表示された立体画像を見る場合、本体部
２に装着された状態の左コントローラ３および右コントローラ４を両手で把持するプレイ
スタイルが可能となる。
【０１５６】
例えば、図１４〜図１６に示すように、ユーザが本体装置１に補助機器１００が係合し
た立体画像表示システムを把持して、ディスプレイ１２に表示された立体画像を見る場合
、本体部２に装着された状態の左コントローラ３を左手で把持し、本体部２に装着された
状態の右コントローラ４を右手で把持することができる。このようにユーザが本体装置１
の構成部を把持することによって、補助機器１００の下面が開放された状態（すなわち、
下面フック１０１ｃおよび１０１ｄがない、図８〜図１０に例示した補助機器１００の態
様）であっても、補助機器１００の自重によって安定して本体装置１に係合した状態を維
持することができる。
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【０１５７】
また、上述したように、本体部２に装着された状態の左コントローラ３には、複数の操
作部（例えば、アナログスティック３２等の方向入力部、操作ボタン３３〜３６、録画ボ
タン３７、−ボタン４７、第１Ｌボタン３８、ＺＬボタン３９）が設けられている。した
がって、立体画像表示システムのユーザは、ディスプレイ１２に表示された立体画像を見
ながら、当該立体画像表示システムを把持している左手を用いて、左コントローラ３に設
けられた各操作部を操作することができる。一例として、立体画像表示システムのユーザ
は、左手の親指でアナログスティック３２、操作ボタン３３〜３６、録画ボタン３７、−
ボタン４７等を操作し、左手の人差し指または中指で第１Ｌボタン３８、ＺＬボタン３９
等を操作しながら、ディスプレイ１２に表示された立体画像を見ることができる。
【０１５８】
また、上述したように、本体部２に装着された状態の右コントローラ４には、複数の操
作部（例えば、アナログスティック５２等の方向入力部、操作ボタン５３〜５６、録画ボ
タン３７、＋ボタン５７、ホームボタン５８、第１Ｒボタン６０、ＺＲボタン６１）が設
けられている。したがって、立体画像表示システムのユーザは、ディスプレイ１２に表示
された立体画像を見ながら、当該立体画像表示システムを把持している右手を用いて、右
コントローラ４に設けられた各操作部を操作することができる。一例として、立体画像表
示システムのユーザは、右手の親指でアナログスティック５２、操作ボタン５３〜５６、
録画ボタン３７、＋ボタン５７、ホームボタン５８等を操作し、右手の人差し指または中
指で第１Ｒボタン６０、ＺＲボタン６１等を操作しながら、ディスプレイ１２に表示され
た立体画像を見ることができる。
【０１５９】
なお、上述したように、ディスプレイ１２に表示された立体画像を見る際に、本体部２
に装着された状態の左コントローラ３が左手でユーザが把持するための左側把持部として
機能し、本体部２に装着された状態の右コントローラ４が右手でユーザが把持するための
右側把持部として機能しているが、これら左側把持部および右側把持部のうち、一方の把
持部に操作部が設けられていなくてもよい。左側把持部および右側把持部の一方に操作部
が設けられている場合であっても、ユーザは左右の手で両把持部を把持しながら操作する
スタイルで立体画像を見ることが可能となる。また、立体画像を見ながら操作可能にする
効果を期待しない場合、上記左側把持部および右側把持部の両方ともに操作部が設けられ
ていなくてもよい。
【０１６０】
本体装置１に補助機器１００が係合した立体画像表示システムを用いて、ディスプレイ
１２に表示された立体画像を見る場合、ユーザは、補助機器１００における当接部材１０
４の手前側端面（上記他方端面）を顔面に当接させることができる。このように、当接部
材１０４の手前側端面をユーザの顔面に当接させながら、当該ユーザが左目用レンズ１０
３Ｌおよび右目用レンズ１０３Ｒを覗く場合、当接部材１０４の形状に基づいて、当該ユ
ーザの両目と左目用レンズ１０３Ｌおよび右目用レンズ１０３Ｒとの奥行方向の距離およ
び上下左右方向の位置を、立体画像に適した位置に合わせることが可能となる。また、上
述したように、ユーザの顔面と当接する当接部材１０４は、ユーザの皮膚に刺激が少ない
部材で構成されるため、ユーザに当接部材１０４との当接に対する不快感を与えることが
少ない。さらに、当接部材１０４は、柔軟性の高いシート状部材を屈曲させることによっ
て構成され、ユーザが当接部材１０４と当接する力を調節することによって容易に変形す
るため、ユーザの顔面に密着することが可能となる。また、当接部材１０４を容易に変形
可能に構成することによって、ユーザの両目から立体画像までの焦点距離の調整も可能と
なる場合もある。ここで、当接部材１０４が変形する強度は、当接部材１０４の素材やシ
ート厚さ等で調整することが可能であるが、本実施例では、当接部材１０４の奥行方向の
長さ（図示ｚ軸方向の長さ）でも調整することができる。具体的には、本実施例では、当
接部材１０４の奥行方向の長さを相対的に長くすることが可能であるため、当該奥行方向
の長さを５０〜１１０ｍｍの範囲で形成することによって、立体画像表示システムを視聴
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する際に顔面に当接する部材の柔らかさを確保することが可能となる。このように、本実
施例の当接部材１０４は、シート厚さを相対的に薄くできる。また、本実施例の当接部材
１１０は、シート厚さを相対的に薄くおよび／または奥行方向の長さを相対的に長く構成
可能にすることによって、しなやかさを確保するとともに、当接時の変形が容易でユーザ
の顔面に密着しやすく、ユーザの顔の形状ばらつきも吸収することができる。さらに、本
実施例の当接部材１１０は、シート面に凹凸を形成してもよく、これによって局所的な硬
さを変えることが可能となる。
【０１６１】
また、当接部材１１０は、立体画像表示システムを用いてディスプレイ１２に表示され
た立体画像を見る場合に、左目用レンズ１０３Ｌおよび右目用レンズ１０３Ｒへの外光を
遮ることができる。これによって、ディスプレイ１２に表示された立体画像を見るユーザ
の没入感を向上させることができる。なお、当接部材１１０による遮光は、完全に外光を
遮らなくてもよい。例えば、図１１に示すように、筒状に構成される当接部材１１０の一
部に間隙が形成されていてもよい。なお、図１１に例示されている当接部材１１０の間隙
は、左目用レンズ１０３Ｌおよび右目用レンズ１０３Ｒの中間点の下部となる位置に形成
されているが、これはディスプレイ１２に表示された立体画像を見るユーザの鼻が当接す
る位置である。すなわち、上記当接部材１１０の間隙によって、当接部材１１０とユーザ
の鼻とが強く当接することを避けることが可能となり、多少の遮光性が悪くなったとして
も当接部材１０４と鼻との当接に対する不快感を軽減することができる。
【０１６２】
このように、本実施例における立体画像表示システムでは、本体部２に装着された状態
の左コントローラ３および右コントローラ４を両手で把持しながら操作することによって
、ディスプレイ１２に表示された立体画像を見るプレイスタイルが可能となる。ここで、
本体部２に装着された状態の左コントローラ３および右コントローラ４は、それぞれユー
ザが立体画像表示システムを視聴するために両手で把持する部位（把持部）として機能す
るため、当該把持部が補助機器１００側にはなく、本体装置１側に設けられていることに
なる。また、ユーザが左手で把持するための把持部と右手で把持するための把持部とが、
それぞれ本体装置１に係合された補助機器１００の左右に配置されるとともに、補助機器
１００においてユーザの顔面と当接する手前側端面（当接部位）より奥（すなわち、ユー
ザから見て前方）に配置される。このように、左右の把持部が、補助機器１００の左右、
かつ、当接部位の前方に配置されることによって、安定して立体画像表示システムを把持
することが可能となる。
【０１６３】
また、本体部２に装着された状態の左コントローラ３および右コントローラ４を両手で
把持しながら、補助機器１００を介してディスプレイ１２に表示された立体画像を見る場
合、左コントローラ３および／または右コントローラ４に対して操作された操作情報は、
本体部２との間の有線接続によって本体部２へ送信される。具体的には、左コントローラ
３に対して操作された操作情報は、左コントローラ３の端子４２および当該端子４２と接
触する左側端子１７を介して、本体部２へ送信される。また、右コントローラ４に対して
操作された操作情報は、右コントローラ４の端子６４および当該端子６４と接触する右側
端子２１を介して、本体部２へ送信される。
【０１６４】
なお、本実施例における立体画像表示システムを使用する際、左コントローラ３および
右コントローラ４の少なくとも一方が本体部２から取り外された状態であってもよい。例
えば、左コントローラ３が本体部２から取り外されている場合、ユーザは、本体部２に装
着された右コントローラ４を右手で把持しながら補助機器１００を介してディスプレイ１
２に表示された立体画像を見るとともに、取り外されている左コントローラ３単体を左手
で把持して操作を行う。この場合、本体部２から取り外されている左コントローラ３およ
び／または右コントローラ４に対して操作された操作情報は、本体部２との間の無線通信
によって本体部２へ送信される。具体的には、左コントローラ３に対して操作された操作

10

20

30

40

50

(29)

JP 2019-140463 A 2019.8.22

情報は、左コントローラ３の通信制御部１０１から無線送信され、本体部２のコントロー
ラ通信部８３によって受信される。また、右コントローラ４に対して操作された操作情報
は、右コントローラ４の通信制御部１１１から無線送信され、本体部２のコントローラ通
信部８３によって受信される。
【０１６５】
また、本体装置１に係合される際、補助機器１００は、ユーザが把持している本体装置
１の少なくとも前後方向（図示ｚ軸方向；奥行方向）および左右方向（図示ｘ軸方向）に
対して、移動が制限される。また、補助機器１００は、ユーザが把持している本体装置１
の下方向（図示ｙ軸負方向）に対しても、移動が制限される。具体的には、補助機器１０
０は、ユーザが把持している本体装置１の前面（具体的には、本体部２においてディスプ
レイ１２が設けられている面）と係合部材１０１の前面部とが当接した状態で係合するこ
とによって、本体装置１の後方向（図示ｚ軸正方向）への移動が妨げられる。補助機器１
００は、ユーザが把持している本体装置１の背面（具体的には、本体部２の背面）と係合
部材１０１の背面部とが当接した状態で係合することによって、本体装置１の前方向（図
示ｚ軸負方向）への移動が妨げられる。そして、補助機器１００は、ユーザが把持してい
る本体装置１の上面（具体的には、本体部２の上面）と係合部材１０１の上面部とが当接
した状態で係合することによって、本体装置１の下方向（図示ｙ軸負方向）への移動が妨
げられる。
【０１６６】
本体装置１の左右方向への補助機器１００の移動については、肩部１０１ａ（図８およ
び図１０参照）および肩部１０１ｂによって妨げられる。以下、図１７および図１８を参
照して、肩部１０１ａおよび１０１ｂの構成について説明する。なお、図１７は、肩部１
０１ａの構造の一例を示す斜視図である。図１８は、肩部１０１ｂの構造の一例を示す斜
視図である。なお、図１７および図１８においては、肩部１０１ａおよび肩部１０１ｂの
係合状態を明確にするために、本体部２から左コントローラ３および／または右コントロ
ーラ４が取り外された状態で補助機器１００が係合している様子を示している。
【０１６７】
補助機器１００の係合部材１０１における上面部の両端には、両側面側にそれぞれ張り
出した肩部１０１ａおよび肩部１０１ｂが設けられている。図１７に示すように、肩部１
０１ａは、係合部材１０１における左側面の一部として、係合する本体部２の左側面上部
と当接する位置に設けられる。具体的には、肩部１０１ａは、係合部材１０１の上面、前
面、および背面とそれぞれ接する係合部材１０１の左側面の一部であり、本体部２の左側
面のうち、左コントローラ３が装着された状態でも外部に露出する本体部２の左側面部分
（上述した左係止面）とのみ当接可能なサイズで形成される。また、図１８に示すように
、肩部１０１ｂは、係合部材１０１における右側面の一部として、係合する本体部２の右
側面上部と当接する位置に設けられる。具体的には、肩部１０１ｂは、係合部材１０１の
上面、前面、および背面とそれぞれ接する係合部材１０１の右側面の一部であり、本体部
２の右側面のうち、右コントローラ４が装着された状態でも外部に露出する本体部２の右
側面部分（上述した右係止面）とのみ当接可能なサイズで形成される。
【０１６８】
肩部１０１ａと肩部１０１ｂとの間の間隔（内寸）は、本体部２における上面付近の外
幅（すなわち、左係止面と右係止面との距離）に対して、所定の嵌め合いとなるように形
成される。したがって、本体部２に左コントローラ３および右コントローラ４が装着され
た状態で補助機器１００が係合された場合、係合部材１０１の肩部１０１ａの内面と本体
部２の左側面上部（左係止面）とが当接し、係合部材１０１の肩部１０１ｂの内面と本体
部２の右側面上部（右係止面）とが当接することによって、補助機器１００は、本体装置
１の左右方向（図示ｘ軸方向）への移動が妨げられて係止される。また、本体部２から左
コントローラ３および／または右コントローラ４が取り外された状態で補助機器１００が
係合された場合であっても、肩部１０１ａの内面と本体部２の左側面上部（左係止面）と
が当接し、肩部１０１ｂの内面と本体部２の右側面上部（右係止面）とが当接するため、
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補助機器１００は、本体装置１の左右方向（図示ｘ軸方向）への移動が妨げられて係止さ
れる。
【０１６９】
なお、ユーザが把持している本体装置１の上方向（図示ｙ軸正方向）に対しても、本体
装置１に対して補助機器１００の移動が制限されて係止されてもよい。例えば、係合部材
１０１の下面に本体部２の下面と当接する部材を設けることによって、本体装置１の上方
向に対しても補助機器１００を係止してもよい。以下、図１９および図２０を参照して、
本体装置１の上方向に対して補助機器１００の移動を妨げる下面フック１０１ｃおよび１
０１ｄについて説明する。なお、図１９は、下面フック１０１ｃおよび１０１ｄの一例を
示す下面斜視図である。図２０は、下面フック１０１ｃおよび１０１ｄの一例を示す上面
斜視図である。
【０１７０】
図１９および図２０において、下面フック１０１ｃおよび１０１ｄは、係合部材１０１
の着脱可能な下面の一部としてそれぞれ別の箇所に設けられる。下面フック１０１ｃおよ
び１０１ｄは、係合部材１０１の開口部１０１ａを開閉可能にそれぞれ設けられる。例え
ば、下面フック１０１ｃおよび１０１ｄは、伸縮性のある帯状部材（例えば、繊維素材や
ゴム素材のベルト部材）や柔軟性を有する帯状部材（例えば、シリコン素材）等でそれぞ
れ構成され、一方端が係合部材１０１の前面または背面に固定される。そして、下面フッ
ク１０１ｃおよび１０１ｄは、他方端が係合部材１０１の背面または前面に着脱可能に構
成され、当該他方端が結合された場合、係合部材１０１の前面から背面へ下面上に渡設さ
れる。一例として、上記他方端は、係合部材１０１の背面または前面と当該他方端との間
の面ファスナーや磁力によって着脱可能に結合される。他の例として、上記他方端は、係
合部材１０１の背面または前面に設けられた固定ピンと係合するための係合孔が形成され
、当該固定ピンに当該係合孔を係合させることによって着脱可能に結合される。この構成
によって、下面フック１０１ｃおよび１０１ｄは、上記他方端を係合部材１０１の背面ま
たは前面に結合することによって開口部１０１ａを閉じた状態とし、上記他方端を係合部
材１０１の背面または前面から外すことによって開口部１０１ａを開いた状態とする。
【０１７１】
下面フック１０１ｃおよび１０１ｄは、開口部１０１ａを開けた状態の場合、上述した
ように開口部１０１ａと本体部２とを係合させて補助機器１００を本体装置１に対して下
方向に移動させることによって、補助機器１００を本体装置１に装着することが可能とな
る。また、下面フック１０１ｃおよび１０１ｄは、開口部１０１ａを開けた状態の場合、
装着された補助機器１００を本体装置１に対して上方向に移動させることによって、補助
機器１００を本体装置１から取り外すことが可能となる。一方、下面フック１０１ｃおよ
び１０１ｄは、開口部１０１ａを閉じた状態の場合、係合部材１０１の前面から背面へ渡
設された下面フック１０１ｃおよび１０１ｄそれぞれの上面と本体部２の下面の一部とが
当接する状態となる。したがって、下面フック１０１ｃおよび１０１ｄは、開口部１０１
ａを閉じた状態の場合、本体装置１の上方向に対しても補助機器１００の移動が妨げられ
て係止される。
【０１７２】
なお、下面フック１０１ｃおよび１０１ｄが設けられた補助機器１００が本体装置１に
係合された状態であっても、本体部２のスピーカ孔１１ａおよび１１ｂが外部に開放され
た状態となる。一例として、図１９に示されているように、開口部１０１ａを閉じた状態
において下面フック１０１ｃがスピーカ孔１１ａ上に配置される場合、下面フック１０１
ｃにおけるスピーカ孔１１ａと重なる部位に孔１０１ｅを形成する。また、開口部１０１
ａを閉じた状態において下面フック１０１ｄがスピーカ孔１１ｂ上に配置される場合、下
面フック１０１ｄのスピーカ孔１１ｂと重なる部位に孔１０１ｆを形成する。他の例とし
て、開口部１０１ａを閉じた状態においてスピーカ孔１１ａおよび１１ｂと重ならない位
置に、下面フック１０１ｃおよび１０１ｄを配設する。何れの例であっても、下面フック
１０１ｃおよび１０１ｄがスピーカ孔１１ａおよび１１ｂを遮ることがないため、左スピ
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ーカ８８Ｌおよび右スピーカ８８Ｒから出力される音が下面フック１０１ｃおよび１０１
ｄによって遮られることがない。
【０１７３】
また、当接部材１０４は、補助機器１００から脱着可能に構成されてもかまわない。具
体的には、当接部材１０４は、レンズ枠部材１０２の複数の固定ピン１０２ａを介して、
レンズ枠部材１０２の外壁を筒状に囲むように補助機器１００の一部として固定されてい
る。そして、複数の固定ピン１０２ａから当接部材１０４を取り外すことによって、補助
機器１００から当接部材１０４が取り外される。このように当接部材１０４が補助機器１
００から脱着可能に構成されている場合、形状の異なる複数の当接部材１０４を用意して
もよい。一例として、当接部材１０４が当接する顔面のサイズが異なる大人用の当接部材
１０４Ｌと子供用の当接部材１０４Ｓを用意することが考えられる。
【０１７４】
以下、図２１および図２２を参照して、形状の異なる当接部材１０４の一例について説
明する。なお、図２１は、大人のユーザに適した当接部材１０４Ｌの一例を示す下面図お
よび展開図である。図２１は、子供のユーザに適した当接部材１０４Ｓの一例を示す下面
図および展開図である。
【０１７５】
図２１において、当接部材１０４Ｌが複数の固定ピン１０２ａによってレンズ枠部材１
０２の外壁を筒状に囲むように固定された場合、当接部材１０４Ｌの他方端面（本体装置
１に係合した状態でユーザの顔面と当接する端面）は、外径ＲＬの当接物体に沿う円弧形
状（すなわち、内径ＲＬの円弧端面）を形成する。ここで、外径ＲＬは、当接部材１０４
Ｌが当接することが想定される大人のユーザの一般的な顔面形状であり、一般的な大人の
ユーザの眉間を通る周径（頭囲）等によって算出される。
【０１７６】
当接部材１０４Ｌは、複数の固定ピン１０２ａとそれぞれ係合するための複数の係合孔
１０４ａが形成されている。複数の係合孔１０４ａは、補助機器１００に取り付けられる
際に係合部材１０１の前面と接する一方端面付近に、複数の固定ピン１０２ａそれぞれと
係合するのに適した間隔で形成される。そして、当接部材１０４Ｌは、補助機器１００か
ら取り外すと、一枚のシート状部材として屈曲形状を伸ばすことが可能であり、図２１の
下図に示すように左右対称の平板形状となる。つまり、当接部材１０４Ｌは、左右対象形
状の屈曲自在な軟質のシート状部材で構成されるため、当該シート状部材の表裏を逆にし
て補助機器１００に取り付けることも可能となる。このように、当接部材１０４Ｌは、リ
バーシブル機能を有しているため、デザインや形状が異なるようにシート状部材の表裏を
構成することによって、ユーザはプレイスタイルや好みに合わせて当接部材１０４Ｌの表
裏を選択することができる。
【０１７７】
図２２において、当接部材１０４Ｓが複数の固定ピン１０２ａによってレンズ枠部材１
０２の外壁を筒状に囲むように固定された場合、当接部材１０４Ｓの他方端面（本体装置
１に係合した状態でユーザの顔面と当接する端面）は、外径ＲＳの当接物体に沿う円弧形
状（すなわち、内径ＲＳの円弧端面）を形成する。ここで、外径ＲＳは、当接部材１０４
Ｓが当接することが想定される子供のユーザの一般的な顔面形状であり、一般的な子供の
ユーザの眉間を通る周径（頭囲）等によって算出される。したがって、外径ＲＳは、外径
ＲＬよりも短い長さとなる。なお、当接部材１０４Ｓにおける奥行方向の長さ（例えば、
上記円弧形状の最奥部から係合部材１０１の前面と接する一方端面までの長さ）と、当接
部材１０４Ｌにおける奥行方向の長さとは、同じ長さにしてもよい。上記奥行方向の長さ
は、立体画像表示システムを使用するユーザの眼からレンズ１０３までの距離（すなわち
、ディスプレイ１２までの距離）に影響し、ディスプレイ１２に表示された画像に対する
焦点距離に影響する。したがって、上記奥行方向の長さは、各ユーザに対する焦点距離を
共通にする場合、同じ長さにしてもよい。
【０１７８】
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当接部材１０４Ｓは、複数の固定ピン１０２ａとそれぞれ係合するための複数の係合孔
１０４ａが形成されている。当接部材１０４Ｓにおける係合孔１０４ａも、補助機器１０
０に取り付けられる際に係合部材１０１の前面と接する一方端面付近に、複数の固定ピン
１０２ａそれぞれと係合するのに適した間隔で形成される。そして、当接部材１０４Ｓは
、補助機器１００から取り外すと、一枚のシート状部材として屈曲形状を伸ばすことが可
能であり、図２２の下図に示すように左右対称の平板形状となる。つまり、当接部材１０
４Ｓも、左右対象形状の屈曲自在な軟質のシート状部材で構成されるため、当該シート状
部材の表裏を逆にして補助機器１００に取り付けることも可能となる。このように、当接
部材１０４Ｓも、リバーシブル機能を有しているため、デザインや形状が異なるようにシ
ート状部材の表裏を構成することによって、ユーザはプレイスタイルや好みに合わせて当
接部材１０４Ｓの表裏を選択することができる。
【０１７９】
このように、立体画像表示システムを使用するユーザに合わせて形状の異なる複数の当
接部材１０４を用意して、補助機器１００から着脱自在に構成することによって、ユーザ
の顔面に密着しやすく違和感のないフレキシブルな当接部材１０４群を構成することが可
能となる。
【０１８０】
なお、上述した実施例では、大人用の当接部材１０４Ｌと子供用の当接部材１０４Ｓを
用意する一例を用いたが、他のユーザを想定した複数の当接部材１０４を用意してもかま
わない。例えば、性別、人種、年齢、視力、発売国等に応じて、異なる形状の当接部材１
０４を複数用意してもよい。
【０１８１】
また、上述した実施例では、複数の固定ピン１０２ａに複数の係合孔１０４ａを係合さ
せることによって、当接部材１０４を補助機器１００から着脱可能に構成されているが、
他の態様によって当接部材１０４を着脱可能に構成してもよい。例えば、図２３に示すよ
うに、補助機器１００に取り付けられた係合部材１０１の前面と接する当接部材１０４の
一方端面付近の表面に、面ファスナー１０４ｔの一方の面（例えば、ループ面）を当該一
方端面に沿って設ける。そして、レンズ枠部材１０２における係合部材１０１との接合面
の外周部となる外壁において固定ピン１０２ａが設けられている位置に、固定ピン１０２
ａに換えて面ファスナー１０４ｔの上記一方の面と貼り付け可能な他方の面（例えば、フ
ック面）を設ける。このように、固定ピン１０２ａおよび係合孔１０４ａに換えて、面フ
ァスナー１０４ｔを設けることによって、当接部材１０４を補助機器１００から着脱可能
に構成してもよい。なお、面ファスナー１０４ｔが設けられた当接部材１０４を表裏を逆
にして補助機器１００に取り付け可能にする場合、当該当接部材１０４の裏側面にも面フ
ァスナー１０４ｔの一方の面（例えば、ループ面）を上記一方端面に沿って設けてもよい
。
【０１８２】
このように、本実施例においては、本体装置１に補助機器１００を係合させることによ
って、ユーザが把持して立体画像を見る可搬型の立体画像表示システムを構成することが
できる。そして、立体画像表示システムの立体画像を見る場合、補助機器１００ではなく
本体装置１に設けられた把持部（左コントローラ３および右コントローラ４）を把持する
プレイスタイルとなり、安定した姿勢、かつ、多様なスタイルで立体画像を見ることがで
きる。また、立体画像表示システムの両把持部にはそれぞれ操作部が設けられているため
、当該操作部を用いた操作を行いながら立体画像を見ることができる。さらに、両把持部
に設けられる操作部は、何れも本体装置１に備えられているデバイスを利用することがで
きるため、立体画像表示システムのための操作部を補助機器１００に新たに設ける必要が
なく、既存のデバイスを効率よく利用することができる。
【０１８３】
また、本実施例の立体画像表示システムでは、補助機器１００にユーザの顔を当接させ
ながら本体装置１に表示された立体画像を見るため、本体装置１に設けられているステレ
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オスピーカ（左スピーカ８８Ｌおよび右スピーカ８８Ｒ）とユーザの耳との位置関係も固
定され、左右のスピーカがユーザの耳の近傍に配置されることになる。したがって、本体
装置１は、イヤホンやスピーカの利用を強制することなく、音声出力装置と視聴者の耳と
の位置関係に基づいた音声を出力することが可能となる。例えば、本体装置１は、音声出
力装置と視聴者の耳との位置関係に基づいて、いわゆる立体音響技術を用いた音源の制御
が可能となる。
【０１８４】
なお、上述した実施例では、本体装置１と補助機器１００とを組み合わせて立体画像表
示システムを構成する例を用いたが、同一筐体で構成される一体型装置で同様の立体画像
表示システムを構成してもよい。ここで、上記同一筐体とは、立体画像を表示する表示部
、当該表示部に表示された画像を見るための一対のレンズ、当該表示部の左右に設けられ
た両把持部、および当該両把持部の少なくとも一方に設けられた操作部が同一筐体上に設
けられて一体型の装置として構成されていることを示している。つまり、上記同一筐体で
構成される一体型装置は、付属部品（例えば、上記組み合わせ式装置における当接部材等
）が当該一体型装置から着脱可能であってもよい。このような同一筐体で構成される一体
型装置で立体画像表示システムが構成されたとしても、表示部に表示された立体画像を当
接部に顔面を当接させた状態で見ることが可能であり、当該表示部の左右に把持部が設け
られ、少なくとも一方の把持部に操作部が設けられているために、ユーザは左右の手で両
把持部を把持しながら操作するような多様なプレイスタイルで立体画像を見ることが可能
となる。
【０１８５】
なお、上述した同一筐体で構成される一体型装置において、両把持部の少なくとも一方
が当該一体型装置から着脱可能であってもよい。この場合、上記一体型装置から着脱可能
な把持部に操作部が設けられていてもよい。
【０１８６】
また、上述した実施例では、互いに視差のある左目用画像および右目用画像が、ディス
プレイ１２の左側画面および右側画面にそれぞれ表示されることによって、立体画像が表
示される例を用いたが、左目用画像および右目用画像がそれぞれ別の画面に表示されても
よい。例えば、本体部２に設けられたディスプレイ１２が複数の表示画面によって構成さ
れる場合、左目用画像を当該複数の表示画面の１つに表示し、右目用画像を当該複数の表
示画面の他の１つに表示する。この場合、ユーザは、左目用レンズ１０３Ｌを介して複数
の表示画面の１つに表示された左目用画像を左目で見るとともに、右目用レンズ１０３Ｒ
を介して複数の表示画面の他の１つに表示された右目用画像を右目で見ることによって、
補助機器１００を介して立体画像を見ることができる。
【０１８７】
また、本体装置１に表示される立体画像は、操作部に対する操作に応じてＣＰＵ８１が
情報処理（ゲーム処理）を実行することによるゲーム画像として表示されたり、操作部に
対する操作に応じてＣＰＵ８１が動画再生や静止画再生を行うことによる動画像や静止画
像として表示されたりする。つまり、情報処理（例えば、ゲーム処理、動画再生処理、静
止画再生処理）を本体部２のＣＰＵ８１が行うことによって、本体装置１に表示される立
体画像が生成されるが、当該立体画像を生成する処理の少なくとも一部を他の装置で行っ
てもかまわない。例えば、本体部２がさらに他の装置（例えば、サーバ、他の画像表示装
置、他のゲーム装置、他の携帯端末、他の情報処理装置）と通信可能に構成されている場
合、上記処理は、さらに当該他の装置が協働することによって実行してもよい。このよう
に、上記処理の少なくとも一部を他の装置で行うことによって、上述した処理と同様の処
理が可能となる。また、上述した情報処理は、少なくとも１つの情報処理装置により構成
される情報処理システムに含まれる１つのプロセッサまたは複数のプロセッサ間の協働に
より実行されることが可能である。また、上記実施例においては、本体部２のＣＰＵ８１
が所定のプログラムを実行することによって情報処理を行うことが可能であるが、本体部
２が備える専用回路によって上記処理の一部または全部が行われてもよい。
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【０１８８】
ここで、上述した変形例によれば、いわゆるクラウドコンピューティングのシステム形
態や分散型の広域ネットワークおよびローカルネットワークのシステム形態でも本発明を
実現することが可能となる。例えば、分散型のローカルネットワークのシステム形態では
、据置型の情報処理装置（据置型のゲーム装置）と携帯型の情報処理装置（携帯型のゲー
ム装置）との間で上記処理を協働により実行することも可能となる。なお、これらのシス
テム形態では、上述した処理をどの装置で行うかについては特に限定されず、どのような
処理分担をしたとしても本発明を実現できることは言うまでもない。
【０１８９】
また、上記プログラムは、外部メモリ等の外部記憶媒体を通じて本体部２に供給される
だけでなく、有線または無線の通信回線を通じて当該装置に供給されてもよい。また、上
記プログラムは、当該装置内部の不揮発性記憶装置に予め記録されていてもよい。なお、
上記プログラムを記憶する情報記憶媒体としては、不揮発性メモリの他に、ＣＤ−ＲＯＭ
、ＤＶＤ、あるいはそれらに類する光学式ディスク状記憶媒体、フレキシブルディスク、
ハードディスク、光磁気ディスク、磁気テープ、などでもよい。また、上記プログラムを
記憶する情報記憶媒体としては、上記プログラムを記憶する揮発性メモリでもよい。この
ような記憶媒体は、コンピュータ等が読み取り可能な記録媒体ということができる。例え
ば、コンピュータ等に、これらの記録媒体のプログラムを読み込ませて実行させることに
より、上述で説明した各種機能を提供させることができる。
【０１９０】
以上、本発明を詳細に説明してきたが、前述の説明はあらゆる点において本発明の例示
に過ぎず、その範囲を限定しようとするものではない。本発明の範囲を逸脱することなく
種々の改良や変形を行うことができることは言うまでもない。本発明は、特許請求の範囲
によってのみその範囲が解釈されるべきであることが理解される。また、当業者は、本発
明の具体的な実施例の記載から、本発明の記載および技術常識に基づいて等価な範囲を実
施することができることが理解される。また、本明細書において使用される用語は、特に
言及しない限り、当該分野で通常用いられる意味で用いられることが理解されるべきであ
る。したがって、他に定義されない限り、本明細書中で使用される全ての専門用語および
技術用語は、本発明の属する分野の当業者によって一般的に理解されるのと同じ意味を有
する。矛盾する場合、本明細書（定義を含めて）が優先する。
【産業上の利用可能性】
【０１９１】
以上のように、本発明は、簡易な構成で実現することができる情報処理システム、拡張
入力装置、および情報処理方法等として利用することができる。
【符号の説明】
【０１９２】
１…本体装置
２…本体部
３…左コントローラ
４…右コントローラ
１１…ハウジング
１２…ディスプレイ
８１…ＣＰＵ
８３…コントローラ通信部
８５…ＤＲＡＭ
８８…スピーカ
１１１…通信制御部
１２１…処理部
１２３…赤外撮像部
１２４…赤外発光部
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１００…補助機器
１０１…係合部材
１０２…レンズ枠部材
１０３…レンズ
１０４…当接部材
１０５…ネジ部材
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