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1. 背景 

今まで自分がプレイしたゲームには DirectXを使用したものが多かった。DirectXを使うと入出力系

のハードウェアの性能を有効に活用できることは知っていたので、それを使って作れるものを模索した。

素早いコマンド入力やキャラクタ表示が必要とされる格闘ゲームならDirectXを使う意味があると思い、

これをテーマとした。もっとも今まであまりプログラミングの経験がなかったので、今回は指導教員に

メインのプログラムの部分を作ってもらい、メインの仕事をゲーム性などの設計部分とモーションデー

タの作成に絞った。 

 

2. 開発環境 

2.1. メインプログラム 

Microsoft Visual Studio 2005の Visual C++を使い、DirectXの機能を使って開発した。さらに、参

考書にした「アクションゲームプログラミング」に含まれるゲーム開発用のライブラリを使用し、メイ

ンのクラスはそのライブラリに含まれる Gameクラスを継承して表示系の処理を行った。 

 

2.2. モーションデータ作成ツール 

 Microsoft Visual Studio 2005の Visual C#を使って開発した。こちらはリアルタイムに高速な処理を

行う必要がないため DirectXは使用していない。メインプログラムに渡すテキストファイルを作ること

が目的なので言語をそろえる必要がなかったため、Visual C++より簡単に扱える Visual C#を選択した。 

 

2.3. 画像データ作成 

ペイント 

 Windowsに標準装備されているお絵かきツールである。画像作成の前半の段階で使用した。 

 

Bamboo Comic 

 電磁誘導式のセンサと専用のペンで絵を描くデバイス、ペンタブレットの一つである。マウスの代替

物として使用できるが、より精度の高い操作ができるので今回の素材作りの目的に適している。ここで

はペイントと併用しての画像作成に使用した。 

 

GIMP2.6.3 

 フリーウェアの画像加工ツールであり、レイヤーを使った画像加工や変形、色調整など様々な機能を

持つ。ここでは背景の透明化に使用した。 

 

キャラクターなんとか機 

 フリーウェアのキャラクタ作成ツールであり、髪型・目・表情などをカスタマイズして人物の画像を

作ることができる。ここではキャラクタのイメージ画像の作成に使用した。 
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図 2.1 Bamboo Comic      図 2.2 キャラクターなんとか機 

 

3. 設計 

3.1. ルール 

人間のプレイヤ 2人で対戦する格闘ゲームとする。両者ともゲーム開始時に 4種類のキャラクタのい

ずれかを選択し、キーボードかゲームパッドを使用してそのキャラクタをコントロールする。戦闘終了

の条件は開始から 30秒経過するか、いずれかの HP(体力)がなくなることとする。勝利条件は相手のキ

ャラクタの HPを先に 0にするか、制限時間が経過したときに相手よりも HPが多いことである。これ

を 1セットとし、2セット先取した側がゲーム全体の勝利者となる。 

 キャラクタ毎に技コマンド(一連のボタン入力)が存在し、その入力に成功したときに対応する技を発

動させる。技の発動中の特定のフレームで技を出した側の特定領域と相手側のキャラクタの体との衝突

判定をして、衝突があった場合は技を受けた側の HP(体力)を技の種類に応じて減少させ、技を出した

側の MG(精神力)を増加させる。特定の技(超必殺技)については、コマンド入力成功以外に MG が既定

値以上であることも発動の条件とし、発動時にそのキャラクタのMGを減少させる。 

 

3.2. メニュー系 

トップメニューでそれぞれの項目を選択すると「キャラクタ選択」「プラクティス」「キー設定」の画

面に移行する。キャラクタ選択画面で 2 人のプレイヤが自分のキャラクタを選択（左右で変更、決定ボ

タンで選択）すると対戦モードに移る。対戦モードでは片方の HP が 0になるか、時間切れになった時

点で勝敗が決まる。2 回勝つとそのプレイヤがそのゲームの「勝利者」となり、キャラクタ選択画面の

勝ち星が一つ追加される。対戦中にスタートボタンを押すと、ゲームが一時中断され、トップメニュー

かキャラクタ選択に戻ることができる。もう一度スタートボタンを押すとゲームが再開される。プラク

ティスモードでも同様にポーズメニューが出せるが、こちらでは自分の操作キャラクタ、練習台のキャ

ラクタの変更ができる。一番下の「RETURN TO MENU」を選ぶとトップメニューに戻る。 
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図 3.1 画面遷移 

 

4. 実装 

4.1. モーションデータ作成ツール 

 C#を用いてモーションデータ作成ツール(以後作成ツールと呼ぶ)を作成した。図 4.1 のような GUI

を使い、関節の位置に対応する赤い円をドラッグ出来るようにしてポーズを決めさせるのが基本的な機

能であるが、ポーズの追加、削除の他にコピーと移動の機能を持たせることで、反復的なモーションの

作成時などの手間を削減する。「せーぶ」ボタンで「ポーズ名、関節の座標、当たり判定の座標、当た

り判定の有無、前のキーフレームからのフレーム数」のセットをキーフレーム数だけ書きだす。このと

きファイル名はモーション名テキストボックスに入れた文字列となる。「ろーど」ボタンでテキストフ

ァイルを読み込んでその内容をポーズリストに反映させ、先頭のポーズを選択状態にする。 

トップメニュー 

キャラクタ選択 プラクティスモード キー設定 

対戦モード ポーズ画面 

ポーズ画面 

「KEY ASSIGN」 

「START」を押す 

「RETURN TO MENU」

を選択 

「CHARACTER  

SELECT」 

を選択 
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 「当たり判定」チェックボックスにチェックを入れると、画面に半透明の長方形のエリア(当たり判定)

が表示される。位置や大きさの調整は端点の円をドラッグして行う。 

 

 

図 4.1 モーションデータ作成ツール画面 

 

作成ボタンは編集中のポーズを確定して次のポーズの編集に移る機能、削除ボタンはポーズリストか

ら選択中のポーズを削除する機能、こぴーボタンは選択中のポーズをポーズリストの最後尾に追加する

機能、変更ボタンは編集中のポーズをポーズリスト中で上書きする機能を持つ。 

 左側に配置した上下方向の矢印のあるボタンのうち、矢印が 1つだけのものは選択中のポーズだけを

上下に移動させる機能を持つ。矢印が 2つのものはモーション全てのポーズを移動させる。 

 初期段階ではキャラクタの「やられ判定」というエリアを設け、技がヒットする条件を当たり判定と

やられ判定の衝突としていたが、やられ判定の大きさや位置の調整が難しくゲーム側で不自然な挙動が

目立ったのでこの概念は廃止し、当たり判定と体節(関節を結ぶセグメント)それぞれとの衝突で判定す

ることにした。 

 

4.2. メインプログラム 

4.2.1. クラス 

ここでは主なクラスについて説明する。 

 

Main 

ゲーム全体を統括する。1/60秒ごとにループ処理をして、キー入力チェックと描画を行う。 

 

Character 

キャラクタの状態を表わす。後述の Pose クラスのインスタンスと、体力などの情報、コマンド入

モーション名 

ポーズリスト 

フレーム数 

ポーズ名 

当たり判定 
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力受け付けのメソッド等を持つ。 

 

Pose 

キャラクタのポーズを表わす。フィールドとして 11 個の関節の位置を持ち、矩形領域との衝突判

定を返すメソッドを持つ。 

 

Weapon 

キャラクタが把持する矩形の武器を表わす。フィールドとして端点の座標や方向を持ち、先端の位

置を返すメソッドを持つ。 

 

Bullet 

キャラクタが発生させる飛び道具を表わす。フィールドとして位置、速度、方向などを持ち、移動

のメソッドを持つ。 

 

Effect 

攻撃ヒット時に発生するエフェクトを表わす。フィールドとして位置、速度、方向などを持ち、移

動のメソッドを持つ。 

 

Thickline 

線分に太さを加えた棒状のものを表わす。フィールドとして中心線の端点と矩形の頂点の座標を持

ち、円形や線分、他の太さつき線分との交差の判定をするメソッドを持つ。 

 

Rectangle2 

x, y軸に平行な線分からなる矩形を表わす。フィールドとして頂点の座標を持ち、他の矩形との包

含関係、円や線分との交差の判定をするメソッドを持つ。 

 

4.2.2. コマンド入力 

 格闘ゲームではプレイヤのコマンド入力、すなわちキーボードやジョイパッドからの一連のキー入力

が成立したときに技を発動させる。技の種類はキャラクタのタイプによっても異なるが、いずれも 20

種類程度の異なるものが存在する。これらの入力完了の可否を全て同時に判定する必要がある。 

 そこで、Character クラスに技の入力状態を表わす配列を持たせてフレームごとに入力状況を調べ、

それに応じてこの配列を更新する。 
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図 4.2 入力状態を表す配列  

 

初期状態ではこの配列の値は全て false であるが、プレイヤが下方向のキー入力をすると最も左の列

が trueに変化する。 

 

 

図 4.3 入力による状態の変化 （１） 

 

さらに「↘」が入力されると技 1～3はさらに 2列目までが trueに変わるが、技 4では「↓」に続く

べき「A」とは違うものが入力されたためにコマンド入力が失敗したとみなし、その行の状態を全て false

に戻す。 

 

図 4.4 入力による状態の変化 （２） 

 

 

 

 

 

 

 

技１の入力状態 

技２の入力状態 

技 3の入力状態 

技４の入力状態 

A ↘ →↓ 

A ↘ →↓↘ →↓ 

B ↘ →↓ 

B ↓ 

技１の入力状態 

技２の入力状態 

技 3の入力状態 

技４の入力状態 

A ↘ →↓ 

A ↘ →↓↘ →↓ 

B ↘ →↓ 

B ↓ 

技１の入力状態 

技２の入力状態 

技 3の入力状態 

技４の入力状態 

A ↘ →↓ 

A ↘ →↓↘ →↓ 

B ↘ →↓ 

B ↓ 
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さらに「→」が入力されると上の 3つの行では 3列目も trueになる。技 4は最初から入力し直しの

状態になっているが、入力すべきコマンドは「↓」と実際の入力が一致しないので第一列の状態は更新

されない。 

 

図 4.5 入力による状態の変化 （３） 

 

さらに「A」が入力されると技 2 のコマンドが全て成立するので、対応する技を発動させる。このタ

イミングでそれ以外の技の入力状態を全てクリアする。 

図 4.6 入力による状態の変化 （４） 

 

4.2.3. 表示の方法 

キャラクタのポーズは頭の中心、首、股、と左右の肘、手首、膝、足首の 11 個の関節の位置を決定

し、それを長方形でつなぎ、関節を円で埋めることで表現する。 

 

図 4.7 キャラクタの表示 

 

キャラクタが技を出したり、相手の技を食らって倒れるときなどは、プレイヤの操作とは関係なくキ

ャラクタが一連の動き(今後モーションとする)。モーションの開始から終了までの各フレームでの関節

技１の入力状態 

技２の入力状態 

技 3の入力状態 

技４の入力状態 

A ↘ →↓ 

A ↘ →↓↘ →↓ 

B ↘ →↓ 

B ↓ 

技１の入力状態 

技２の入力状態 

技 3の入力状態 

技４の入力状態 

A ↘ →↓ 

A ↘ →↓↘ →↓ 

B ↘ →↓ 

B ↓ 



 9

の位置を決定することができればゲーム中で動くキャラクタを表示することができる。しかし、モーシ

ョンの途中のポーズのデータをフレーム毎に全てあらかじめ決めようとすると膨大な情報が必要にな

る。そこで、動きを決めるポイントとなる「キーフレーム」でのポーズと、隣り合うキーフレーム間の

フレーム数を決めておき、それ以外のフレームでは、その前後のキーフレームのポーズを使って線形補

間を行い関節の位置を求めて表示する。すなわち、ある関節のキーフレーム 1, 2での位置を 21 , JJ

、両

者の間のフレーム数をT とすると、キーフレームから時間 tだけ経過したときの関節の位置は 21 , JJ


 を

tTt −: の比で内分した位置 

( )
T

JtJtT 21


+−

 

になる。 

 

図 4.8 線形補間による関節の位置の決定 

 

 テキストファイルに保存してあるキーフレームの関節の位置は足元の中心位置を基準とした無次元

量である(横-1～1, 縦 0～1 程度)。そのため、これらを補間して得られる値も無次元量となる。これら

を毎フレーム計算して Poseのインスタンス poseに入れ、実際に表示するときはこの値とキャラクタの

足元の位置とタイプ別に異なる幅、高さを使って関節の位置を求める。 

 

4.3. 特殊攻撃 

殴る、蹴るだけの攻撃ではプレイヤを飽きさせてしまうので、体を使った物以外に特殊な攻撃を実装

した。これらの特殊技は特定のタイプのものだけに使わせる。 

 

4.3.1. 飛び道具 

コマンド入力成立時にキャラクタの特定の関節(このゲームでは全て手首)から、その後のプレイヤの

操作に関係なく移動する武器を発生させる。これが対戦相手のキャラクタに接触すると消滅してダメー

ジを与える。自律移動しなければならないので位置のほかに速度を持たせ、毎フレーム移動と衝突判定

を行う。なお、自分の飛び道具に当たってダメージを受けてはいけないので「持ち主」の情報も持たせ

て、キャラクタとの衝突判定は持ち主でない側に対して行う。 

tT −

t
1J


 

2J
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図 4.9 飛び道具 

 

また、一般的な格闘ゲームでは飛び道具には到達できる限界距離や、飛び道具同士が衝突すると消え

る、などの特性がある。そのため、ここでも寿命を持たせたり飛び道具同士の当たり判定を行ったりし

て同等の機能を実装した。 

 

 
図 4.10 飛び道具同士の相殺 

 

4.3.2. 武器 

キャラクタの特徴づけの一つとして手に持って攻撃する武器を実装した。特定の技の発動中に、関節

を結ぶ線分(このゲームでは肘と手首)の延長上に当たり判定を持つオブジェクトを発生させる。ただし、

武器の出現時間が長すぎるとそのキャラクタだけが有利になってしまうので、予め指定したフレームの

間でだけ発生させる。 
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図 4.11 武器 

 

4.4. 視覚効果 

プレイヤにゲームを面白く感じさせるため、様々な視覚効果を追加した。もっとも、常に色々な視覚

効果が出ていてはプレイに支障が出るので超必殺技の発動時にのみこの効果を適用する。このことで

「難しい技を出せた」「この技の威力は強い」というイメージをプレイヤに与えることを期待する。 

 

4.4.1. カットイン 

技発動時に 30フレームだけ通常のゲーム進行を止め、その間に 

 (1) 背景を暗転させる 

 (2) キャラクタのイメージ画像を表示する 

 (3) 画面外からキャラクタに向かって収縮するリングを表示する 

という処理を行う。市販の格闘ゲームなどでもよく用いられている手法である。(1), (2)は背景とイメー

ジ画像の表示条件をフラグでコントロールするだけでできる。(3)はキャラクタの表示に使用している円

形の画像を使い、発動からの時間に応じて大きさを変えて表示して実現している。リング状にするため、

白、黒の円を 5pixelだけ大きさを変えて重ねている。 

 
図 4.12 カットインの挿入 
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4.4.2. 残像 

キャラクタの残像を表示する。残像は 4フレーム前のキャラクタのポーズとする。モーション開始か

らの経過時間を渡してポーズを返すメソッドに実際の経過時間から 4を引いた値を渡すだけで前のポー

ズは計算できるので、それ以外の表示の方法は通常のキャラクタ表示と同じである。 

 

図 4.13 ャラクタの残像表示 

 

4.5. モーションデータ作成 

ここでは作成ツールによるデータ作成の手順について説明する。モーション作成ツールを開き、つぎ

に赤い円をドラッグしていわゆる「立ち状態」を作る。ゲーム中はプレイヤの操作が行われない限りは

このポーズからさほどずれない「立ちモーション」をループ再生するので、他のモーションに移るとき

にいきなりキャラクタの形が変わらないようにするため、全てのモーションの最初と最後のポーズはこ

の形にする(図 4.14の 1番左)。なお、新しいモーションを作るときに手動でこの作業をするのは無理な

ので、あらかじめ作った「立ちモーション」のデータのテキストファイルの 1番目のポーズだけを残し

たものをロードしてこの状態を作る。 

 

 

図 4.14 モーション作成 

 

 「作成」ボタンを押すとこのポーズが確定し、次のキーフレームの編集に移る。先ほどと同様にして

関節をドラッグして次のポーズを作る(図 4.14の左から 2番目)。ただし、この技ではこのキーフレーム

から当たり判定を出したいので、「当たり判定」のチェックボックスにチェックを入れる。すると当た
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り判定(半透明の矩形)が表示される(図 4.14の左から 3番目)。ゲーム中で不自然にならないように、頂

点の円をドラッグしてキャラクタの手の位置などに合わせる(図 4.14の左から 4番目)。同様にして次々

とポーズを追加し(図 4.14の一番右)、一つのモーションを作成する。 

 最後に「せーぶ」ボタンを押してモーションのデータをテキストファイルに書き出す。ファイル名は

モーション名テキストボックスに入っている文字列と同じになる。 

この手順を繰り返し行ってモーションを作成し、「せーぶ」ボタンをクリックし保存する。 

 

4.6. 画像データ作成 

まずペンタブレット Bamboo Comicを接続して起動し、Windowsに標準装備されているペイントを

開き、ブラシ、エアブラシ、消しゴムなどを使って絵を描く。背景を透明化する必要があるので、保存

の際にファイル形式を PNGにしておく。 

 次に GIMPを起動し、作成した画像を画像ウィンドウにドラッグ＆ドロップする。透明化する領域を

選ぶ際に背景部分だけを選びたいので、ツールボックスで「ファジー選択」をクリックする。レイヤー、

チャンネル、パスドックに追加された「背景」の部分で右クリックし、「アルファチャンネルを追加」

を選んで画像ウィンドウの背景部分を選んで Delete キーを押すと、背景部分がチェック模様に変化す

る。これはその部分が透明化されたことを意味する。上書き保存すると透明化が完了する。 

 
図 4.15 GIMP 初期画面 

 

ツールボックス 

画像ウィンドウ 

レイヤー、チャンネル、パスドック 
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図 4.16 GIMP による透明化処理 

 

5. 考察 

 一通り格闘ゲームとして遊べるものができた。しかし、当初の計画では簡単な操作で技が出せるよう

にするつもりだったものの、結局は一般的なコマンド入力による操作で技を出すものになってしまった。

仕様設計の段階で教員と話し合った際にこのことがうまく伝わっていなかったことが原因と思われる。

また、データ作成時にゲーム中での表示のイメージがつかめず、実装されてから作り直したものも多か

った。これもコアの開発に当たった教員との意思疎通が取れていなかったことが原因である。 

 現時点ではほぼ全ての技のヒット時の効果音が同じであるが、技別に別の音を呼び出すシステムはで

きているので、適切な素材を集められればもっと良いものにできるだろう。また、現在キャラクタ毎に

20程度の技があるが、初心者向けのイージーモードを実装して方向キーを使わない技入力に対応させる

という手法も考えられる。 

 

6. 参考サイト 

BGM：サウンドクリエイターユーフルカ http://wingless-seraph.com/music.html 

背景画像：背景素材店 http://shass.sakura.ne.jp/ 

 


