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1 序論 

私は昨年度の創作ゼミナールで「DirectX を使用したシミュレーションゲームの制作」をテーマにゲ

ームの制作を行った。その際に、DirectX を使用して描画を行うゲームの制作という目標を達成するこ

とができたが、ゲーム中の動作速度が不安定であるという不満が残った。そこで今年度は安定した動作

速度をもったゲームを制作するという目標をもった。具体的には、フレームレートと呼ばれる単位時間

当たりに何回画面が更新されるかという数値を 60fps（Frames Per Second）に保てるようにすること

である。60fps という値は一般的なモニタの垂直周波数と一致するので、十分になめらかな映像を表現

することができる。この 60fps で動作するゲームを制作することができれば安定した動作速度をもった

ゲームであるといえる。そこで、はじめにインターネットや書籍を使ってどのようなゲームを制作する

かを決めることにした。 

使用する言語の候補として C++、C#、Java を考えたが、今回は一番普及していて参考にすることが

できる資料が多い点、作成したアプリケーションの動作速度が一番速くなるという点から C++を使用す

ることにした。 

作成するゲームのジャンルはシューティングゲームにした。シューティングゲームを選んだ理由の一

つは、シューティングゲームはリアルタイムでキー入力や描画処理を行う必要があり昨年度の創作ゼミ

ナールで制作したシミュレーションゲームよりも、よりゲームとして求められる機能が多く制作の過程

で多くのものが得られるとの期待があり、もう一つの理由は昨年度の創作ゼミナールでシューティング

ゲームを制作していた人がいて、自分も作ってみたいと思ったからである。 

 

2 開発環境 

2.1 Microsoft Visual Studio 2005 

マイクロソフトのソフトウェア開発及び管理する統合開発環境。2005ではVisual Basic、Visual C++、

Visual C#や Visual J#での開発ができ、.NET Framework 上で動作するアプリケーションの作成を主

な対象にしている。本研究でのアプリケーション開発には Visual C++を使用した。 

 

2.2 Microsoft DirectX SDK 

マイクロソフトから無償で提供されているソフトウェア開発キット。グラフィックス、サウンド再生、

キーボードからの入力処理などのコンポーネントを持つ。特にグラフィックスは DirectX 互換のビデオ

カードを利用することで高品質な 3D グラフィックスの高速レンダリングを行うことができるようにな

る。本研究では March 2008 のバージョンの DirectX Graphics と Direct Input、August 2006 の Direct 

Music を使用している。また DirectX のパッケージに含まれる画像変換ツールである DirectX Texture 

Tool でアルファ値を含んでいる画像ファイルを制作した。 

 

2.3 Adobe Photo Shop Elements 

写真の取り込み、加工を行うアプリケーション。本研究では画像の取り込みに使用した。 

 

2.4 Corel Painter Essentials 4 

画像の制作を行うアプリケーション。たくさんの種類のブラシが用意してあり、ペン型タブレットや
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マウスを使用して画像を制作することができる。本研究では、このソフトを使用してゲームで使用する

画像の制作を行った。 

 

2.5 Gimp2.6 

画像の制作、編集を行うことができるフリーウェアのアプリケーションであり、またアルファ値を含

んだ画像ファイルを出力することができる。本研究では、ゲームで使用する tga 形式の画像ファイルを

制作するのに使用した。 

 

2.6 Metasequoia Ver2.4 

フリーで公開されているローポリゴン制作アプリケーション。このアプリケーションは直観的な操作

で 3D モデルを制作することができる。本研究では背景の制作に使用した。 

 

2.7 Detonation 

 フリーで公開されている爆発アニメーション作成ツール。このアプリケーションはカラーパレットと

爆発の元となる画像を使って爆発アニメーションを作成することができる。本研究では敵機の爆発アニ

メーション、ボムのアニメーションの作成に使用した。 

 

2.8 Make Wave 

 効果音を作成できるフリーのアプリケーション。開始と終了の周波数と声色パターン、音の伸びを設

定することで効果音を作成できる。本研究では自機ショットの効果音作成に使用した。 

 

3 設計 

3.1 仕様 

ゲームの内容はシューティングゲームとする。自機はキーボードの方向キーを押すことで移動する。

Shift キーを押している間は移動速度を遅くし敵の攻撃をかわしやすくする。Z キーを押すと弾を発射し、

Z キーを押しっぱなしにしたときは弾を連射する。アイテムを取ることで攻撃範囲が広がり、同時に発

射される弾の数が増える。X ボタンを押すことで大きな範囲を攻撃するボムを発射する。このときに自

機が一定時間無敵となる。また、ボムは敵弾を消し得点アイテムとすることができる。敵機、敵弾に当

たると撃墜されたことになる。ただし自機の接触を認識させる範囲（以後当たり判定と呼ぶ）は自機の

画像より小さく設定して当たりにくくする。撃墜されると画面上の初期位置にもどり一定時間敵の攻撃

が効かない状態で再開する。残機数 0 の状態で撃墜されるとゲームオーバーとなる。 

敵機は出現位置と移動方法を指定して出現させる。攻撃では弾の数、攻撃の種類、角度を指定する。

自機の弾やボムの攻撃を受けると耐久度が低下する。当たり判定の大きさは画像と同程度で耐久度が 0

以下になると撃墜となる。各ステージの 後に出現するボスは普通の敵より耐久度を高く設定する。複

数の移動パターンと攻撃パターンを繰り返し行わせ耐久度が 0以下になるか一定時間経過すると次の段

階に移行する。 

表示は 800×600 ドットを二つの画面に分割して行い、左側のゲーム画面に自機や敵機などを描画す

る。右側の情報画面にはスコアやパワー等の情報を表示する。また、画面を 800×600 ドットからモニ
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タ全体を使用した画面に切り替えることができる。 

ステージをクリアした時はゲーム画面をクリア時用の背景に切り替えてボーナスポイントの表示を

する。全ステージクリア後にタイトル画面に戻る 

 

3.2 フローチャート 

 本研究で作成するゲームのフローチャートは以下のようになる。 

ゲームを起動すると、 初に各クラスと変数の初期化を行う。初期化が終了したらメインループ処理

を行う。メインループの中ではループ処理が行われ、ゲームが終了するまでメインループの処理が行わ

れる。特定の条件を満たすとメインループのループ処理を終了させメモリを解放してゲームを終了する。 

 
図 3-1 起動から終了までのフローチャート 

 

START 

各クラスと 

変数の初期化

動作処理 

メモリの解放 

END 

描画処理 

ゲームが終了

T

F

メインループ処理
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図 3-2 メインメニューの終了までのフローチャート 
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図 3-3 ゲーム本体のフローチャート 
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3.3 ゲームの流れ 

 

図 3-4 メインフロー 

タイトル画面 

ゲームランク選択画面 

キャラクター選択画面 

ゲーム画面 

ボス戦画面 

ゲームクリア画面 

ゲームオーバー画面へ 
残機数が 0 になったら 

ポーズ画面 
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 ゲームは、上の図 3-1 のような流れになる。まず、ゲームを起動するとタイトル画面が表示される。

ここでは、START、REPLAY、EXIT を選択できる。 

START を選択することでゲーム難易度選択画面になり、EASY、NORMAL、HARD の中からゲーム

の難易度を選択することができる。EASY が一番簡単で、難易度が上がると敵機から一度に発射される

敵弾の数が増加する。 

ゲーム難易度を選択すると、キャラクター選択画面で味方機の攻撃方法を決める。味方機は、敵機を

追いかけていく追尾型と広い範囲を攻撃する拡散型の 2 種類から選択できる。 

攻撃方法を選択するとゲーム画面になる。この画面がこのゲームのメインの部分になる。この画面で

敵機を倒して行き、各ステージのボスを倒すことが目的となる。敵機、ボスを倒す、敵弾をかする、得

点アイテムを取る、という行動を行うとスコアが増える。 

ボスが出現すると、プレイヤーの操作によって会話を進め、会話が終わるとボス戦が行われる。ボス

戦中はボスの耐久度と残り時間が画面上部に表示される。耐久度または残り時間が 0 になるとボスを倒

したことになる。 

ボスを一定回数撃墜するとステージクリアとなり、ステージクリア画面が表示される。この画面では、

1 ステージで手に入れた得点アイテムの数とかすりの数とゲームの難易度によってボーナスポイントが

スコアに加算される。 

ゲーム画面、またはボス戦画面で Esc キーを押すとゲームの進行を停止しポーズ画面になる。また、

「続ける」を選択するとゲームを再開して、「タイトルに戻る」を選択するとゲームを中断してタイト

ル画面に戻る。 

ゲーム画面、ボス戦画面のときに残機数がなくなるとゲームオーバーとなり、コンティニュー回数が

10 回未満ならゲームオーバー画面が表示され、現在の位置から「続ける」か「タイトルに戻る」かのど

ちらかを選択する。「続ける」を選択した場合は、残機数とスコアを初期化する。残機数は 3 とし、ス

コアの初期値はコンティニュー回数と等しくする。プレイ中に得られる得点の 小単位は 10 なので、

プレイヤーは 小桁を見ることでコンティニューの回数を知ることができる。また、10 回目のコンティ

ニューの時には選択肢を表示せずにタイトル画面に戻る。 

 

4 実装 

 ゲームを製作するにあたって、まず実装すべき作業を分類し、目的の近い作業を行うクラスを一つの

ファイルにまとめて記述することにした。また、敵の出現のタイミングや種類などの特性の情報をひと

つのファイルにまとめ、それを読み込んで解釈することでゲームを進行させることにし、ゲームバラン

スを考えてデータの値を調節した。また、ゲーム中にキャラクターや背景の表示に使用する画像やポリ

ゴンメッシュ、効果音を自作した。 

 

4.1 ファイルとクラス 

 実装するクラスを目的別に別ファイルに分割した。以下ではそれらの概要について説明する。 

 

BaseGame.cpp 

このファイルの唯一のクラスの CGame にはどのゲームを作成する上で必要 小限の機能をまとめた。
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コンストラクタを呼び出すことでウインドウクラスの登録などを行い、Run を呼ぶことでゲームに必要

なメッセージループ処理を行う。このファイルのクラスと主なメソッドを下記の表 4-1 に記載する。 

 

表 4-1 クラス CGame の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

CGame コンストラクタ ウインドウクラスの登録や Graphics の初期化を

行う 

void Run ゲーム実行部分 メッセージループ処理。この中で Move と

DrawScene を一定間隔あけて呼び出す。 

void DrawScene 描画 基本的な描画を行う。 

void ResetTime 時間のリセット アプリケーション内で使用する時刻を初期化す

る。 

void ResetScene 画面のリセット 画面の 大化などの時にデバイスの情報を更新

する。 

void ToggleFullScene 画面モードの切り替え フルスクリーンモードとウインドウモードの切

り替えを行う。 

 

Main.cpp 

 今回のプログラムの中心となる機能をここにまとめた。コンストラクタでタスクリストの初期化や外

部ファイルからの読み込みを行う。WinMain はアプリケーションの開始位置で、ここで BaseGame の

Run を呼びメッセージループを開始する。 

Start と RePlayStart はゲームを開始するメソッドで、Start が呼ばれるとプレイヤーが自機を操作

する。RePlayStart が呼ばれた場合は replay.txt に保存されているリプレイデータをもとに自動で自機

の操作を再現する。 

Continue は CContinue から呼ばれ、プレイヤーの残機数とスコアを初期化する。コンティニューし

た回数が分かるように、スコアの初期値はコンティニューした回数とする。 
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図 4-1 残機数 0の状態のゲーム画面 

 

図 4-2 ゲームオーバー画面 

残機数が0なの

で、この状態で敵

機または敵弾に

当たるとゲーム

オーバーとなる。

この画面で「続け

る」を選択すると、

コンティニューす

る。「タイトルへ」

を選択するとタイ

トル画面に戻る。 
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図 4-3 コンティニュー後の画面 

 

StageClear はボスを撃墜時に CTalk（表 4-47 参照）から呼ばれ、次のステージの敵出現スクリプト

のデータと背景を読み込む。 

MoveTaskとDrawTaskは引数のタスクリストに登録されているアクティブタスクを読み込みそれぞ

れの Move、Draw メソッドを実行する。CShtGame の Move と Draw は、BaseGame の Run のメッ

セージループの中で呼び出される。CShtGame の Move と Draw ではタスクリストを MoveTask と

DrawTask に渡す。また、Move にはゲームを終了してタイトル画面へ戻る機能もある。CShtGame の

GameEnd が true のときにはすべてのタスクリストに登録されているアクティブタスクをフリータス

クへ変更して CTitle を生成する。 

SaveRePlay は Start でゲームを開始した時からのキー入力を文字列とし記録していき、すべてのス

テージをクリアした時やゲームを中断してタイトル画面に戻った時に replay.txt にキー入力情報を書き

出す。 

デストラクタではハイスコアの書き出しを行う。 

表 4-2 クラス CShtGame の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

CShtGame コンストラクタ 各タスクリスト、スクリプト、スコアの初期化を

行い、画像、メッシュ、効果音の読み込みを行う。

~CShtGame デストラクタ ハイスコアを外部ファイルに書き出す。 

INT WINAPI WinMain メインエントリポイント アプリケーション全体の開始部分。 

コンティニュー

すると残機数とス

コアが初期化され

る。 

この図では一回

コンティニューを

行ったので一の位

が 1 になっている。
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void Start ゲームの開始 ランクやキャラクターを設定してシューティン

グゲームを開始する。 

void Continue コンティニュー 残機数とスコアを初期化してゲームを再開する。

void StageClear ステージクリア 次のステージのスクリプトデータと背景を読み

込む。 

void MoveTask タスクリストの移動 タスクリストに登録されているアクティブタス

クの Move を一つずつ実行する。 

void DrawTask タスクリストの描画 タスクリストに登録されているアクティブタス

クの Draw を一つずつ実行する。 

void Move 移動 各タスクリストの MoveTask を実行する。End

フラグが true の場合はすべてのタスクリストに

登録されているアクティブタスクをフリータス

ク変更して CTitle を生成する。 

void Draw 描画 各タスクリストの DrawTask を実行する。スコア

などの情報を描画する。 

void OnResetDevice デバイスのリセット デバイスの再設定を行う。 

void DrawInt 数値の描画 整数の数値 1 桁分の描画を行う。 

void DrawIntString 数値の描画 受け取った文字列に格納された数値情報をもと

に数値を描画する。 

CSound* NewSound サウンドの設定 wave ファイルを読み込む。 

void SetInput ゲーム中の入力 通常：キーボードからの入力を反映。 

リプレイ時：リプレイファイルの情報に基づき自

動で入力を行う。 

void SetRand 乱数の設定 リプレイ時、リプレイファイルに記録されている

乱数の種を読み込む。 

void RePlayStart リプレイモードの開始 リプレイデータを読み込み、リプレイを再生す

る。 

void SaveRePlay リプレイデータの保存 後のプレイデータをリプレイデータとして保

存する。（ひとつのみ） 

 

Mover.h 

 このファイル唯一のクラス CMover は CTask の派生クラスである。このクラスは、タスクリストの

登録と移動する物体の座標  YX , を保持して当たり判定や画面外へ出たかの判定を行う。コンストラク

タではアクティブタスクとして登録するタスクリスト、座標と当たり判定を引数として受け取る。Move

と Draw はなにも行わない。Hit は二つの CMover の当たり判定の重なりの判定を行う。重なっていれ

ば true を、重なっていなければ false を返す。Out は CMover に設定されている座標が一定範囲の外に

出ているかどうかの判定を行う。範囲の外に出ていると true を返す。 
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表 4-3 クラス CMover の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

CMover コンストラクタ タスクリストの登録と、座標  YX , と当たり判定の範囲の設

定を行う。 

bool Move 移動 ― 

void Draw 描画 ― 

bool Hit 当たり判定処理 二つの CMover に設定されている当たり判定が重なってい

るかどうかの判定を行う。 

bool Out 画面外へ出たかの判定 設定されている座標  YX , が画面の外に出たかどうかの判

定を行う。 

 

MyShip.cpp 

 自機に関する項目を集めたファイル。CMyShip は自機の共通項目を集めたクラスである。コンスト

ラクタでアクティブタスクとして登録する。Move はキーボードからの入力に応じて自機の移動と攻撃

を行う。MoveOptionsToPosition と MoveOptionsToShowPosition は自機の位置に合わせて味方機を移

動させるメソッドである。Shot と OptionShot は自機と味方機の攻撃を行う。ここで用いるパラメータ

はゲーム開始時のキャラクター画面で選択することができる。 

 

 

図 4-4 キー入力による動作 

 

表 4-4 クラス CMyShip の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

CMyShip コンストラクタ MyShipList にアクティブタスクとして登

録する。自機移動フラグの初期化。画像と

味方機の設定。 

bool Move 移動 入力に応じて自機の移動、ショット、ボム

の操作を行う。 

↑キー 

→キー 

↓キー 

←キー Z キー 

自機弾 
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void MoveOptionsToPosition 味方機の移動 高速移動時の自機の位置をもとに味方機

を移動させる。 

void MoveOptionsToSlowPosition 味方機の移動 低速移動時の自機の位置をもとに味方機

を移動させる。 

void Shot 自機のショット 自機弾の発射。 

void OptionShot 味方機のショット 味方機弾の発射。高速移動と低速移動で軌

道が異なる。 

void Draw 描画 自機と味方機を描画する。 

void AddPower 自機パワーップ 自機のパワーを増加させる。 

void AddBomb ボム追加 自機のボムを追加する。 

 

CNormalMyShip は CMyShip の派生クラスで、CMyShip に加えて敵機、敵弾との当たり判定を行

う。敵機や敵弾に当たると CMyShipCrash を呼び出す。 

表 4-5 クラス CNormalMyShip の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

CNormalMyShip コンストラクタ 自機の位置、パワー、ボム数、耐久度の設定。 

bool Move 移動 CMyShip の Move を呼び出す。敵、敵弾との当たり判定、敵弾

とのかすり判定を行う。敵か敵弾に当たると CMyShipCrash を

呼び出しフリータスクにする。 

 

 CRevivalMyShipはCMyShipの派生クラスである。CMyShipCrashから呼ばれるクラスでCMyShip

に加えて一定時間、敵機と敵弾との当たり判定を無効にし、一定時間が経過すると CNormalMyShip

を生成する。 

表 4-6 クラス CRevivalMyShip の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

CRevivalMyShip コンストラクタ 自機の位置、パワー、ボム数、耐久度を設定する。 

bool Move 移動 CMyShip の Move を呼び出す。一定時間が経過すると

CNormalMyShip をアクティブタスクに登録して自分をフリー

タスクにする。 

void Draw 描画 自機を点滅させる。 

 

 CAppearingMyShipはCMyShipの派生クラスであり、ゲームの開始時に一度だけ呼ばれるクラスで、

一定距離を移動すると CNormalMyShip を生成する。 

表 4-7 クラス CAppearingMyShip の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

CAppearingMyShip コンストラクタ 自機の位置、パワー、ボム数、耐久度を設定する。 
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bool Move 移動 CMyShip の Move を呼び出す。一定距離を移動すると

CNormalMyShip をアクティブタスクに登録して自分をフ

リータスクにする。 

void Draw 描画 自機を点滅させる。 

 

 CShot は CMover の派生クラスで、自機弾の共通項目をまとめたクラスである。コンストラクタでは

ShotList にアクティブタスクとして登録する。Move では画面外へ出たかどうかの判定を行う。画面外

に出た場合は自分をフリータスクにする。Draw は自機弾を画面に描画する。 

表 4-8 クラス CShot の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

CShot コンストラクタ ShotList にアクティブタスクとして登録する。 

bool Move 移動 画面外に出るとフリータスクにする。 

void Draw 描画 自機弾の描画を行う。 

 

 CMyShot は CShot の派生クラスで、自機から発射する弾のクラスである。コンストラクタで自機弾

の当たり判定の大きさと移動速度の設定を行う。Move では、自機弾を移動させ敵に当たったかどうか

の判定を行う。敵に当たると敵の耐久度を一定値減らして CMyShotCrash を呼び、自分をフリータス

クにする。 

表 4-9 クラス CMyShot の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

CMyShot コンストラクタ 自機弾の当たり判定と移動速度の設定を行う 

bool Move 移動 自機弾を移動させる。敵に当たると敵の耐久度を減らして、

CMyShipCrash を呼び出しフリータスクにする。 

 

 COptionShot は CShot の派生クラスで、味方機から発射する弾のクラスである。コンストラクタで

自機弾の当たり判定の大きさと弾の種類の設定を行う。弾の種類には、追尾型と拡散型の 2 種類ある。

追尾型は、１フレームごとに一番近い敵を探して少しずつ進行方向をその敵側に向けて変化させる。拡

散型は、固定された角度で移動するが、追尾型より速く移動し攻撃力が高い。敵に当たると耐久度を一

定値減らして CMyShotCrash を呼び、自分をフリータスクにする。 
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図 4-5 追尾型の味方機弾の動作 

 味方機弾の速度ベクトル、弾と敵を結ぶベクトルが X 軸となす角を 、とすると、追尾型の味方機

弾の速度の向きをどちらに変更するかは、進行方向に対する敵機穂方向   で決まる。しかし、 と
のとる値の範囲は  から なので、   は 2 から 2 の間で変化する。   が  より小さい

または より大きな値のときに、   の正負を使って変化の方向を判断すると矛盾が生じる。そこで、

範囲内からはみ出した時に範囲内の数値に換算する計算式 

 
 









 




cos

sin
tan 1  

で求められる値を用いることで正しい正負の判断をすることができる。なお、ゲーム中では図 4-5 の

ような左手系の座標系を使用しているため角度は右回りが正となる。 

表 4-10 クラス COptionShot の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

COptionShot コンストラクタ 味方機弾の当たり判定と移動速度の設定。 

bool Move 移動 味方機弾の移動。追尾型と拡散型の味方機弾で移動方法が異な

る。敵に当たると耐久度を減らして、CMyShotCrash を呼び出

しフリータスクにする。 

 

Bullet.cpp 

このファイルは敵弾の機能をまとめたファイルである。CBullet クラスは CMover からの派生クラス

でそれぞれの敵弾のもとになるクラスである。CBullet のコンストラクタを呼び出すことによって敵弾

をタスクリストに登録する。Move ですべての敵弾に共通する消滅条件の判定を行う。機能を下記の表

4-11 に記述する。 

 

 

Y 

X 



 
 

19

表 4-11 クラス CBullet の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

CBullet コンストラクタ BulletList にアクティブタスクとして登録する。 

bool Move 移動 敵弾の消滅条件の判定を行う。 

void Draw 描画 敵弾の描画を行う。 

void SetHit 当たり判定の設定 敵弾の大きさによる当たり判定の設定をする。 

void Crash 爆発 敵弾の消滅を行う。 

void Graze かすり 敵弾のかすり判定を行う。 

 

CDirBullet はコンストラクタで敵弾の出現する座標  00 ,YX 、速さV 、角度 、弾の大きさを受け取

り、速度を計算し敵弾を生成する。速度は 




sin

cos

VV

VV

y

x




 

で求められる。 

 

図 4-6 速さと方向からの速度の算出 

表 4-12 クラス CDirBullet の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

CDirBullet コンストラクタ 敵弾の移動する速度、弾の大きさの設定をする。 

bool Move 移動 コンストラクタで決めた速度で弾を移動させる。画面外に出ると

フリータスクになる。 

 

CAimBullet はコンストラクタで指定された敵弾の出現位置  00 ,YX 、通過位置  11 ,YX 、速さV か

ら角度 と移動速度  yx VVV ,


を計算して敵弾を生成する。 

計算式はそれぞれ 

 00 ,YX

 yx VVV ,
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sin

cos

tan
01

011

VV

VV

XX

YY

y

x















 

 

である。 

 

 
図 4-7 速さと出現位置からの速度の算出 

表 4-13 クラス CAimBullet の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

CAimBullet コンストラクタ 出発点と目標点から弾の移動する速度を設定する。 

bool Move 移動 コンストラクタで決めた速度で弾を移動させる。 

 

Effect.cpp 

このファイルは画面効果などをまとめたファイルである。CEffect は CMover の派生クラスでこのフ

ァイル内の他のクラスのもとになるクラスである。メソッドはタスクリストへの登録を行うコンストラ

クタのみである。 

表 4-14 クラス CEffect の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

CEffect コンストラクタ EffectList にアクティブタスクとして登録する。 

 

CShotCrash は自機弾の消滅効果クラスである。自機弾が敵に当たると生成され、自機弾消滅アニメ

ーションを表示したあとフリータスクに登録する。 

 

 

 00 ,YX

 11 ,YX

 yx VVV ,













 

01

011tan
XX

YY
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表 4-15 クラス CShotCrash の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

CShotCrash コンストラクタ 自機弾の消失用画像を設定する。 

bool Move 移動 時間を計測し、一定時間経過すると CShotCrash をフリータスク

にする。 

void Draw 描画 自機弾消失アニメーションを描画する。 

 

CBulletCrash は敵弾消滅効果クラスである。敵弾が自機に当たるかボムが使われた時に生成されフ

リータスクに登録される。ボムで敵弾が消された場合のみ CScoreItem クラスが生成される。 

 

 

図 4-8 自機弾消滅アニメーションの例 

 

表 4-16 クラス CBulletCrash の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

CBulletCrash コンストラクタ ボムで消されたかどうかの判定を行う。 

bool Move 移動 ボムで消されているとアイテムを出して CBulletCrash をフリ

ータスクにする。 

 

CEnemyCrash は敵機の耐久度が 0 になった時に呼び出されるクラスである。敵機の爆発アニメーシ

ョンを描画したあとアイテムを放出し、フリータスクに登録する。 

表 4-17 クラス CEnemyCrash の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

CEnemyCrash コンストラクタ 敵機爆発画像を設定しアイテムを出す。 

bool Move 移動 爆発アニメーションの時間を計る。一定時間が経過すると

CEnemyCrash をフリータスクにする。 
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void Draw 描画 爆発アニメーションの描画を行う。 

 

CMyShipCrash は自機の耐久度が 0 になった時に呼び出されるクラスである。コンストラクタで残

機数を 1 つ減らし、残機が残っていれば自機を復活させるため MyShip.cpp の CRevivalMyShip を呼び

出す。残機が残っていなければゲームオーバー後の処理のため Main.cpp の Continue を呼び出す。 

表 4-18 クラス CMyShipCrash の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

CMyShipCrash コンストラクタ 残機をひとつ減らす。 

bool Move 移動 残機が残っていれば自機を出現、なければコンティニュー画面

に移行する。 

 

Bomb.cpp 

このファイルはゲーム中のボム機能をまとめたファイルである。CBomb クラスは CMover からの派

生クラスでそれぞれのボム機能のもとになるクラスである。コンストラクタを呼ぶことでボムのクラス

をタスクリストに登録して Move で各種ボムに共通する処理を行う。 

CBomb の派生クラスの CNormalBomb は、コンストラクタで CBomb のコンストラクタの呼び出し

とそれぞれの描画する画像を登録する。そして Move でそれぞれの動作を行い CBomb の Move を呼び

出す。このファイルのクラスと主なメソッドを下記の表 4-19 に記載する。 

 

 

図 4-9 ボムの使用 
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表 4-19 クラス CBomb の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

CBomb コンストラクタ BombList にアクティブタスクとして登録する。自機の当たり判

定フラグを消してボム使用フラグを立てる。 

~CBomb デストラクタ 自機の当たり判定フラグを立ててボム使用フラグを消す。 

bool Move 移動 ボムのカウントを一つ進める。カウントが一定数を超えるとフリ

ータスクになる。 

void Draw 描画 ボムのアニメーションを表示する。 

表 4-20 クラス CNormalBomb の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

CNormalBomb コンストラクタ 描画する画像の登録を行う。 

virtual bool Move 移動 画面上に存在する敵弾を消して敵機に攻撃する。 

 

Enemy.cpp 

 このファイルは敵についてまとめたファイルである。CEnemy は CMover の派生クラスでこのファイ

ル内の CSEnemy、CMEnemy、CBoss のもととなるクラスである。各クラスの派生は以下の通りであ

る。 

 

図 4-10Enemy からの派生クラス 

メソッドはタスクリストへの登録を行うコンストラクタと敵弾を生成する EnemyShot の二つのみであ

る。 

 EnemyShot には、2n-1Way 方向弾、2nWay 方向弾、2n-1Way 自機狙い弾、2nWay 自機狙い弾、全

方位弾、ランダム弾の 6 種類が用意されている。方向弾は、指定された角度だけ画面下向きからずれた

方向に発射される弾であり、自機狙い弾は敵機から自機をつないだ直線の方向に弾を発射される。

CEnemy CSEnemy 

CMEnemy 

CBoss 

CStrEnemy 

CRightEnemy 

CLeftEnemy 

CMStrEnemy 

CBoss1st 

CBoss2nd 

CBoss3rd 

CBossAppear 
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2n-1Way 弾は画面下を中心として左右に 20k(k=-n~n)だけずれた角度で 2n-1 発同時に敵弾が発射され

る。2nWay 弾では画面下を中心として左右に 10+20k( k=0~n-1)だけずれた角度で 2n 発同時に敵弾が

発射される。2n-1Way 自機狙い弾と 2nWay 自機狙い弾はそれらを だけ回転させた方向に発射される。

そのため 2n-1Way 自機狙い弾の中央の弾は回避行動をとらないと自機に当たる。n はゲーム難易度が

上がるごとに 1、2、3 と増えていく。全方位弾では、10 度刻みの角度で 36 発の敵弾が発射される。ラ

ンダム弾は、乱数で決めた角度に発射される。 

 

図 4-11 2n-1Way 弾と 2nWay 弾 

表 4-21 クラス CEnemy の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

CEnemy コンストラクタ EnemyList にアクティブタスクとして登録する。 

EnemyShot 敵弾の発射 敵弾の大きさ、種類、色、パターンをもとに敵弾を生成 

 

 CSEnemy は小さい敵のもとになるクラスである。このクラスにすべての小さい敵に必要な機能をま

とめた。コンストラクタで敵機の当たり判定の大きさ、耐久度、撃墜時の点数を設定する。Move では

敵機の耐久度の判定と画面外へ出たかどうかの判定を行う。耐久度が0になるか画面外に敵機が出ると、

このアクティブタスクをフリータスクに変更する。 

表 4-22 クラス CSEnemy の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

CSEnemy コンストラク

タ 

敵機の当たり判定、耐久度、撃墜時の点数の設定。 

bool Move 移動 敵機の耐久度の判定、画面外へ出たかの判定。どちらかの判定条件

を満たすと CEnemyCrash を呼びフリータスクになる。 

void Draw 描画 敵機の描画。 

 

 CStrEnemy は CSEnemy の派生クラスである。このクラスはコンストラクタで出現位置の座標

 00 ,YX と目標位置の座標  11 ,YX を受け取り、2 点を結ぶ直線を移動するための移動速度  yx VVV ,


2n-1Way 方向弾 2nWay 方向弾 2n-1Way 自機狙い弾 2nWay 自機狙い弾
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を計算する。 

V

を求める計算式は CAimBullet と同様であり移動させる。敵機を生成するときに停止位置の座標 sY

を指定しておくと敵機がその座標を超えると一時停止し、その後敵弾を一定数生成して移動を再開する。 

表 4-23 クラス CStrEnemy の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

CStrEnemy コンストラクタ 出現位置の座標、目標位置の座標と移動速度の設定。 

bool Move 移動 直進しながら敵弾を発射する。 

 

 CRightEnemy と CLeftEnemy は CSEnemy の派生クラスである。このクラスはコンストラクタで出

現位置の座標  00 ,YX と目標位置の座標  11 ,YX を受け取り、軌道の円弧の中心の座標  cc YX , 、半径 R

と、中心から出現位置に向かうベクトルと X 軸とのなす角 を求める。Move ではこの中心の座標、半

径 R と角度 をもとに円運動の速度を求める。 

 RightEnemy での出現から時間 t だけ経過した時の敵機の座標は以下のようになる。 







 







 

t
R

V
RYY

t
R

V
RXX

c

c





sin

cos

 

速度はこの時間微分 
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y
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cos

sin

 

で与えられる。 

これを使用して敵機を移動させる。CRightEnemy では時計回りに移動して CLeftEnemy では反時計

回りに移動する。目標地点への到達後は速度を一定にして、直進させる。敵機を生成するときに停止位

置の座標 sY を指定しておくと敵機がその座標からの一定範囲内に到着すると一時停止し、その後敵弾を

一定数生成して移動を再開する。 
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図 4-12 CRightEnemy での速度の算出 

表 4-24 クラス CRightEnemy の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

CRightEnemy コンストラクタ 出現位置の座標、目標位置の座標と移動速度の設定。 

bool Move 移動 時計回りの半円軌道で移動する。 

表 4-25 クラス CLeftEnemy の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

CLeftEnemy コンストラクタ 出現座標、目標座標と移動速度の設定。 

bool Move 移動 反時計回りの半円軌道で移動する。 

 

 CMEnemy は中型の敵のもとになるクラスである。このクラスにはすべての中型の敵に必要な機能が

まとめられている。コンストラクタで敵機の当たり判定の大きさ、耐久度、撃墜時の得点を設定する。

Move では敵機の耐久度の判定と画面外へ出たかの判定を行う。耐久度が 0 になるか画面外に敵機が出

ると、このアクティブタスクをフリータスクに変更する。 

表 4-26 クラス CMEnemy の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

CMEnemy コンストラクタ 敵機の当たり判定、耐久度、撃墜時の得点の設定。 

bool Move 移動 敵機の耐久度の判定、画面外へ出たかの判定。どちらかの判定

条件を満たすと CEnemyCrash を呼びフリータスクになる。 

void Draw 描画 敵機の描画 

 

 CMStrEnemy は CMEnemy の派生クラスである。このクラスでは CStrEnemy と同様にして出現位

置と通過位置の座標から速度を決定する。敵機を生成するときに停止位置の座標 sY を指定しておくと敵

機がその座標からの一定範囲内に移動すると一時停止する。 

 00 ,YX

 11 ,YX

 yx VVV ,


 cc YX ,


t
R

V
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表 4-27 クラス CMStrEnemy の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

CMStrEnemy コンストラクタ 出現位置の座標、目標位置の座標と移動速度の設定。 

void Move 移動 直進しながら敵弾を発射する。 

 

 CBoss はボスのもとになるクラスである。このクラスにはすべてのボスに共通する処理が含まれてい

る。コンストラクタで EnemyList にアクティブタスクとして登録する。ボスの Move には行う処理が

ないので常に true を返す。Draw ではボスの描画を行う。MoveBoss は移動先の座標、移動する速さを

引数として受け取りボスを移動させるメソッドで、ボスがランダムな移動を繰り返す行動パターンをと

っているときに呼ばれる。ボスが指定した座標に移動したら true、できなかった時には false を返す。

この MoveBoss を呼んでボスを移動させる。 

 

 

図 4-13 ボスの移動 

表 4-28 クラス CBoss の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

CBoss コンストラクタ EnemyList にアクティブタスクとして登録する。 

bool Move 移動 ― 

void Draw 描画 ボスの描画。 

bool MoveBoss 指定地点へ移動 指定した座標へ移動する。 

 

 CBossAppear は CBoss の派生クラスで、ボスの出現時に生成される。ここではボスとの戦闘に入る

前の会話を行うために CTalk を呼び出す。会話が終了したらそれぞれのボスを生成して CBossAppear

をフリータスクにする。 

表 4-29 クラス CBossAppear の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

CBossAppear コンストラクタ 画像の登録を行う。CTalk を呼び出す。 

bool Move 移動 会話が終了したらボスを生成してCBossAppearをフリータスク

にする。 

 

 CBoss1st、CBoss2nd、CBoss3rd は CBoss の派生クラスで各ステージのボスを制御するクラスであ
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る。コンストラクタでは、第一段階のボスの時間、耐久度、撃墜時の得点の設定を行う。Move では時

間と倒された回数、ボスの攻撃回数によってボスの行動パターンが変化する。 

 各ボスの行動パターンは耐久度が 0 になるたびに大きく変わり、一つの行動パターンの中に複数の攻

撃パターンを持っている。以下では各ボスの行動パターンの説明をしていく。 

 

 ステージ 1 のボスの攻撃パターンは以下のようになる。 
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1A  中心角 20～60 度の下を向いた扇形で、敵弾を 3、5、７発等間隔で

同時に同じ速度で発射する。 

1B  中心角 20～60 度の下を向いた扇形で、敵弾を 1A から下向きのもの

を取り除いた 2、4、6 発同時に同じ速度で発射する。 

1C  円形に 10 度刻みで 36 発同時に同じ速度で発射する。 

1D  自機の方向を向いた中心角 30 度の扇形で、等間隔に同じ速度で 3 発

同時に発射する。 

1E  自機の方向を向いた中心角 30 度の扇形で、等間隔に同じ速度で 4 発

同時に発射する。 

1F  角度を 10フレームごとに一定の角度 aずつ変化させて等しい速度の

敵弾を対称に発射する。 

EASY a=10 度 

NORMAL a=10 度と 20 度を同時 

HARD a=10 度、20 度、30 度を同時 
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ステージ 1 のボスは四つの行動パターンを持っている。 

 

1. 1A→移動→1B→移動→1C を繰り返す。 

2. 位置を固定して 1D→1G を繰り返す。 

3. 1E、1G、1H のうちからランダムに選ばれたひとつ→移動を繰り返している。 

4. 位置を固定して 1E→1I を繰り返す。 

 

表 4-30 クラス CBoss1st の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

CBoss1st コンストラクタ 時間、耐久度、撃墜時の得点の設定を行う。 

bool Move 移動 時間と倒された回数、攻撃回数で相手の行動パターンが変

化する。 

 

ステージ 2 のボスの攻撃パターンは以下のようになる。 

1G  中心角 100 度の下を向いた扇形で、11 発の敵弾を 1~3 セットをセッ

トごとに速度を変え、右に行くほど速くして発射する。 

1H  中心角 100 度の下を向いた扇形で、11 発の敵弾を 1~3 セットをセッ

トごとに速度を変え、左に行くほど速くして発射する。 

1I  中心角 42 度の扇形で等間隔に 7 発の敵弾を同時に等速で、これを難

易度によって 360 度/n（n = 1~3）対称に並べて発射する。さらに

20 フレームごとに 2 度回転させてこれらのセットを発射する。 
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2A  自機の方向を向いた中心角 30～60 度の扇形で、等間隔に同じ速度で

3、5、7 発同時に発射する。 

2B  自機の方向を向いた直線から 15度離れた角度に接する中心角 0～30

度の扇形で、等間隔に同じ速度で 2、4、6 発同時に発射する。 

2C  画面左右の定位置から一定範囲内のランダムにずれた位置から 30～

120 フレーム毎に水平に敵弾を発射する。発射の間隔は画面下側ほ

ど短い。 

2D  円形に 10 度刻みで 36 発同時に同じ速度で発射する。 

2E  画面中央上部から 45 度、－45 度、画面中段左右から 45 度、－45

度の方向に同時に発射する。 

2F  ランダムな角度に 7～21 発ずつ同時に弾の大きさが小さいほど速く

して発射する。 
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ステージ 2 のボスは五つの行動パターンを持つ。 

 

1. 2A→移動→2B→移動を繰り返す。 

2. 位置を固定して、2A→2C を繰り返す。 

3. 2A→2B→2A→2B→2A→2D→移動を繰り返す。 

4. 位置を固定して、2A→2D→2E を繰り返す。 

5. 位置を固定して、2F を繰り返す。 

表 4- 31 クラス CBoss2nd の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

CBoss2nd コンストラクタ 時間、耐久度、撃墜時の得点の設定を行う。 

bool Move 移動 時間と倒された回数、攻撃回数で相手の行動パターンが変化す

る。 

 

ステージ 3 のボスの攻撃パターンは以下のようになる。 
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3A  自機の方向を向いた中心角 48～96 度の扇形で、等間隔に同じ速度で

5、7、9 発同時に発射する。 

3B  円形に 10 度刻みで 36 発同時に同じ速度で発射する。 

3C  EASY なら黒、NORMAL は黒と赤、HARD は黒、赤、青の方向に

StrEnemy を出現させる。出現した StrEnemy は 2n-1Way 方向弾を

発射する。 

3D  自機の方向を向いた弾を一定範囲内のランダムな角度で変化させて

発射する。角度は EASY なら 15 度、NORMAL なら 30 度、HARD

なら 45 度の範囲内で変化する。発射された弾はランダムな Y 軸方向

の加速度を受ける。 

3E  ランダムな角度に 7～21 発ずつ同時に下方向への加速度をもたせて

同じ速度で発射する。 

3F  画面上部右端と左端から画面の内側を向いた中心角 90 度の扇形に

等間隔に弾を 7 発ずつ同時に同じ速度で発射する。 
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ステージ 3 のボスは六つの行動パターンを持つ。 

1. 3A→移動→3B→移動を繰り返す。 

2. 3C→移動を繰り返す。 

3. 位置を固定して 3B を繰り返す。 

4. 3A→3D→移動を繰り返す。 

5. 位置を固定して 3E を繰り返す。 

6. 位置を固定して 3A→3F を繰り返す。 

表 4-32 クラス CBoss3rd の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

CBoss3rd コンストラクタ 時間、耐久度、撃墜時の得点の設定を行う。 

bool Move 移動 時間と倒された回数、攻撃回数で相手の行動パターンが変化する。

 

Item.cpp 

得点アイテムなどのアイテムの機能をまとめたファイル。CItem は CMover の派生クラスで ItemList

をアクティブタスクに登録する。 

CScoreItem、CPowerUpItem、CBombItem は CItem の派生クラスである。3 つのクラスは自機に

回収された時の効果とグラフィック以外は同じで、上向きの初速を持って生成され、下向きの加速度を

受けて移動する。このとき自機を中心とした一定範囲内に入ると自機に向かって移動する。 

 

 

図 4-14 アイテムの動作 

表 4-33 クラス CItem の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

CItem コンストラクタ ItemList にアクティブタスクとして登録する。 

 

自機から遠い場合の動き 

アイテム 

自機に近い場合のアイテムの動き 

アイテム収集範囲 
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表 4-34 クラス CScoreItem の主なメソッド 

CScoreItem コンストラクタ 画像の設定 

bool Move 移動 下向きの加速度を受けながら Y 方向に移動させる。自機からの一定

範囲内に入ると自機に急速に近づく。画面外に出るか自機に回収さ

れると CScoreItem をフリータスクにする。 

void Draw 描画 アイテムの描画。 

表 4-35 クラス CPowerUpItem の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

CPowerUpItem コンストラクタ 画像の設定 

bool Move 移動 下向きの加速度を受けながら Y 方向に移動させる。自機からの

一定範囲内に入ると自機に急速に近づく。画面外に出るか自機

に回収されると CPowerUpItem をフリータスクにする。 

void Draw 描画 アイテムの描画。 

表 4-36 クラス CBombItem の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

CBombItem コンストラクタ 画像の設定 

bool Move 移動 下向きの加速度を受けながら Y 方向に移動させる。自機からの一

定範囲内に入ると自機に急速に近づく。画面外に出るか自機に回

収されると CBombItem をフリータスクにする。 

void Draw 描画 アイテムの描画。 

 

 

BigNum.cpp 

このファイルの唯一のクラスの CBigNum では文字列を用いて大きな桁数の数値を扱う。コンストラ

クタでは引数で指定された桁数にあたる要素数を持つ配列を作成する。それぞれのメソッドで計算を行

うことができる。桁数や数値を取得したいときはそれぞれ GetDigits、GetNumDigits のメソッドを呼

び出す。このファイルのクラスと主なメソッドを下記の表 4-37 に記述する。 

表 4-37 クラス CBigNum の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

CBigNum コンストラクタ 受け取った数の桁数を格納する Char の配列を作る。

void Set 代入 整数、多倍長、文字列の数値の代入を行う。 

int Compare 比較 整数、多倍長、文字列の数値の比較を行う。 

void Add 加算 整数、多倍長、文字列の数値の加算を行う。 

void Mul 乗算 整数の乗算を行う。 

char GetDigits 桁数の取得 桁数の取得を行う。 

int GetNumDigits 数値の取得 格納されている数値を取得する。 
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RandomInt.cpp 

 このファイル唯一のクラス Rand は乱数の生成を行うクラスである。コンストラクタでは何も行わず

RandInit で初期化を行う。このときの乱数の種はコンピュータの時計から取得する。RandomInt では

乱数を生成して、生成した数値を返す。SetSeed はリプレイのときに使用する。リプレイデータに保存

されている乱数の種をここで設定することで、乱数を使用した敵の行動を再現する。GetSeed はリプレ

イデータを作成するときに保存する乱数の種を取得するのに使用する。 

表 4-38 クラス CRand の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

CRand コンストラクタ － 

void RandInit 初期化 時間から乱数の種を設定する。 

int RandomInt 乱数の生成 生成した乱数を返す。 

void SetSeed 乱数の種の設定 乱数生成に使用する種を設定する。 

int GetSeed 乱数の種の取得 乱数生成に使用している種を取得する。 

 

Scene.cpp 

 このファイルはゲームの場面の切り替えを集めたファイルである。CScene はこのファイル内の

CBGround 以外のクラスのものとなるクラスである。このクラスは SceneList にアクティブタスクとし

て登録するコンストラクタだけである。 

表 4-39 クラス CScene の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

CScene コンストラクタ SceneList にアクティブタスクとして登録する。 

 

 CTitle はタイトル画面の表示と操作のクラスである。コンストラクタではビューポート（描画範囲）

を画面全体に設定する。Move では、キーボードからの入力に応じてタイトル画面のコマンドの状態の

変更とコマンドの実行を行う。コマンドを決定すると、START なら CRank を生成、REPLAY なら

Main.cpp の RePlayStart を呼び出した後に自分をフリータスクにする。EXIT を選択した場合はゲー

ムを終了する。 

表 4-40 クラス CTitle の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

CTitle コンストラクタ ビューポートの設定 

bool Move 移動 タイトル画面のコマンドの選択状態の変更とコマンドの実行を行

う。コマンドを決定すると CTitle をフリータスクにする。 

void Draw 描画 タイトル画面のコマンドと背景の描画を行う。 
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 CRank はゲームランク選択画面の表示と操作のクラスである。コンストラクタでは何も行わず、Move

では、キーボードからの入力に応じてゲームランク選択画面のコマンドの状態の変更とコマンドの実行

を行う。キーボードの方向キーの上と下でゲームランクを選択して Z で決定する。ランクを決定すると

CSelect を生成して自分をフリータスクにする。X を押すと CTitle を生成して自分をフリータスクにす

る。 

表 4-41 クラス CRank の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

CRank コンストラクタ － 

bool Move 移動 ランクのコマンドの選択状態の変更とコマンドの実行を行う。コ

マンドを決定すると CRank をフリータスクにする。 

void Draw 描画 ランク選択画面のコマンドと背景の描画を行う。 

 

 CSelect はキャラクター選択画面の表示と操作のクラスである。コンストラクタでは何も行わず、

Move では、キーボードからの入力に応じてキャラクター選択画面のコマンドの状態の変更とコマンド

の実行を行う。キーボードの方向キーの右と左で攻撃方法を選択して Z で決定する。攻撃方法を決定す

ると Main.cpp の Start を呼び出して自分をフリータスクにする。X を押すと CRank を生成して自分を

フリータスクにする。 

表 4-42 クラス CSelect の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

CSelect コンストラクタ － 

bool Move 移動 攻撃方法のコマンドの選択状態の変更とコマンドの実行を行う。

コマンドを決定すると CSelect をフリータスクにする。 

void Draw 描画 キャラクター選択画面のキャラクターと背景の描画を行う。 

 

 CStage はステージの進行を管理するクラスである。コンストラクタではスクリプトの初期化を行う。 

スクリプトで使用するデータファイルは一行に 11 項目までのコマンドを記述したテキストファイルで

ある。詳しい説明は 4-2 に記述する。Move ではゲーム画面のポーズとスクリプトの管理を行う。ゲー

ム中に ESC キーが押されると、スクリプトの進行を止める。 

表 4-43 クラス CStage の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

CStage コンストラクタ スクリプトの初期化。 

bool Move 移動 ゲーム画面のポーズとスクリプトの実行を行う。 

 

 CPause はゲーム中に ESC キーが押された時に生成されるクラスである。コンストラクタでゲームの

進行を停止させてポーズ画面を表示する。Move ではキーボードからの入力に応じてコマンドの選択と

コマンドの実行を行う。ポーズ画面で選択できるコマンドは「ゲームの再開」と「タイトル画面へ戻る」
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の二つである。「ゲームの再開」はゲームの進行を再開させて Pause をフリータスクにする。「タイトル

画面へ戻る」を選択すると Main.cpp の GameEnd を true にしてタイトル画面へ戻る。Draw では通常

より暗いゲーム画面とポーズ中のメニューを表示する。 

表 4-44 クラス CPause の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

CPause コンストラクタ ゲームの進行を一時停止する。 

~CPause デストラクタ ゲームの進行を再開させる。 

bool Move 移動 ポーズ画面のコマンドをコマンドの選択状態の変更とコマンドの

実行を行う。コマンドを決定すると CPause をフリータスクにす

る。 

void Draw 描画 通常より暗いゲーム画面とポーズ中のメニューを表示する。 

 

 CContinue はゲーム中に自機の数が 0 になった時に生成されるクラスである。コンストラクタでゲー

ムの進行を停止させてコンティニュー画面を表示する。Move ではキーボードからの入力に応じてコマ

ンドの選択とコマンドの実行を行う。コンティニュー画面で選択できるコマンドは「続ける」と「タイ

トル画面に戻る」である。「続ける」を選択すると Main.cpp の Continue を呼び出して自分をフリータ

スクにする。「タイトル画面に戻る」を選択すると Main.cpp のゲーム終了フラグを true にしてタイト

ル画面に戻る。Draw では通常より暗いゲーム画面とコンティニュー画面のコマンドを表示する。 

表 4-45 クラス CContinue の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

CContinue コンストラクタ ゲームの進行を一時停止する。 

~CContinue デストラクタ ゲームの進行を再開させる。 

bool Move 移動 コンティニュー画面のコマンドの選択を行う。コマンドを決定す

ると CContinue をフリータスクにする。 

void Draw 描画 コンティニュー画面のコマンドの表示を行う。 

 

 CStageClear はステージをクリアした時に生成されるクラスである。コンストラクタでゲームの進行

を止めて得点アイテムの数とかすりの数で得点を加算する。Move では Z キーが入力されたかどうかの

判定を行う。Z キーが押された場合は、次のステージを生成して自分をフリータスクに登録する。Draw

では得点の内訳と計算結果を表示する。 
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表 4-46 クラス CStageClear の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

CStageClear コンストラクタ ゲームの進行を一時停止させて得点計算を行う。 

~CStageClear デストラクタ ゲームの進行を再開させる。 

bool Move 移動 Z を押すと次のステージを生成して CStageClear をフリータスク

にする。 

void Draw 描画 得点の計算結果を表示する。 

 

 CTalk はボスの出現時と撃墜時に生成される。このクラスは画面にキャラクター画像と文字列を表示

するクラスである。コンストラクタでは Z キーと X キーを押した時の自機の攻撃操作を無効にして文字

列の描画準備を行う。Move では Z キーを押すことで会話を進行させ、会話が終了すると自機の攻撃操

作を有効にして CTalk をフリータスクにする。 

 

図 4-15 ゲーム中の会話画面 

表 4-47 クラス CTalk の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

CTalk コンストラクタ 自機の攻撃を無効にして、文字列描画の準備をする。 

~CTalk デストラクタ 自機の攻撃を有効にする。 

bool Move 移動 Z を押すと会話を進行させ、会話が終わると CTalk をフリータス

クにする。 

void Draw 描画 会話を描画する。 
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 CBGround は CMover からの派生クラスである。コンストラクタで BackList にアクティブタスクと

して登録して SetMesh を呼び出す。SetMesh では背景に使用するメッシュを呼び出す。Move で Time

を一つ進め、Draw で Time に応じて背景に使用するメッシュを移動させながら表示する。この際、背

景が途切れることのないように常に同じメッシュを 3 つ表示する。 

 

 

図 4-16 背景の表示 

 

表 4-48 クラス CBGround の主なメソッド 

メソッド名 機能 メソッドの説明 

CBGround コンストラクタ BackList へアクティブタスクとして登録する。SetMesh を呼び

出す。 

void SetMesh 背景メッシュの登録 ステージに応じて背景メッシュを登録する。 

bool Move 移動 時間を進める。 

void Draw 描画 時間に応じて背景メッシュを描画する。 

 

4.2 敵コントロール用データ 

本研究で作成したゲームではスクリプトとコントロールデータを使用して敵の出現のタイミングと

攻撃パターンを制御している。コントロールデータとはある規則に従ってテキストファイルに記述した

コマンドのことである。実際のデータ（図 4-17）を例に説明する。 

背景の進行方向

画面サイズ 
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図 4-17 実際のコントロールデータ 

 

 ファイルには各コマンドを半角スペースで区切って一行に一つの命令文を書く。半角スペースで正し

く区切らないと、その行のデータを正しく解釈することができなくなる。 

データの記述書式には二通りある。ひとつ目が「wait」でこのコマンドの後には、次の読み込みまで

の待機時間を記述する。ふたつ目は「enemy」で、敵機を出現させるコマンドである。このコマンドの

後には出現させたい敵の種類、出現位置の座標  00 ,YX と目標位置の座標  11 ,YX 、途中で停止する sY 座

標と敵機の発射する敵弾の発射パターン、敵弾の形状、敵弾の色、撃墜時に出すアイテムの種類の順番

に記述する。出現させる敵の種類には、StrEnemy、RightEnemy、LeftEnemy、MStrEnemy、Boss1、

Boss2、Boss3 の 7 種類がある。出現位置、目標位置、停止位置の座標は画面左上を原点とした左手系

の座標系を使用するが簡単のため縦横ともに画面サイズを 100 として記述し、スクリプトの解釈の際に

スケール変換を行う。敵機の発射パターンと敵弾の形状は数値で記述する。撃墜時に出すアイテムの種

類は 1 から 3 の整数で記述する。 

 

表 4-49 スクリプトのコマンドの内容 

項目番号 記述内容 

1 動作 

2 動作の細かい内容 

3 敵機を出現させる X 座標 

4 敵機を出現させる Y 座標 

5 敵機の目標移動地点の X 座標

6 敵機の目標移動地点の Y 座標

7 敵機の停止する Y 座標 

8 敵機が発射する弾のパターン

9 敵機が発射する弾の形状 

10 敵機が発射する弾の色 

11 撃墜時のアイテムの種類 

enemy StrEnemy 20 0 20 50 0 1 4 2 2 

wait 2 

enemy StrEnemy 10 0 10 50 0 1 1 3 1 

wait 2 

 

enemy MStrEnemy 50 0 50 10 20 5 3 1 2 

 

wait 20 

 

Enemy Boss1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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表 4-50 動作 

項目 1 動作 

enemy 敵を出現させる。 

wait 読み込みを待機する。

 

表 4-51 敵の種類 

項目 2 敵の種類 

StrEnemy 直進する小型の敵 

RightEnemy 時計回りに移動する小型の敵

LeftEnemy 反時計回りに移動する敵 

MStrEnemy 直進する中型の敵 

Boss1 ステージ 1 のボス 

Boss2 ステージ 2 のボス 

Boss3 ステージ 3 のボス 

 

 

表 4-52 敵の発射する弾のパターン 

項目 8 発射パターン 

1 2nWay 方向弾 

2 2n－1Way 方向弾 

3 2nWay 自機狙い弾 

4 2n－1Way 自機狙い弾

5 全方位弾 

6 ランダム方向弾 

 

 

表 4-53 敵弾の形状 

項目 9 弾の形状

1 小型丸弾

2 中型丸弾

3 大型丸弾

4 楕円弾 

5 星弾 

6 楔弾 
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表 4-54 敵弾の色 

項目 10 弾の色

1 赤 

2 橙 

3 黄色 

4 緑 

5 青 

6 藍色 

7 紫 

 

表 4-55 アイテムの種類 

項目 11 アイテムの種類 

1 得点アイテム 

2 パワーアップアイテム

3 ボムアイテム 

 

 

4.3 表示用画像 

 ゲーム中では自機や敵機などにアルファ値を持つ画像を使用した。アルファ値とは 0 から 255 の整数

値を取る透明度であり、0 が透明、255 が不透明を表す。ここでは、ゲーム中で使用した画像ファイル

SmallEnemy.dds を例にして作成手順を紹介する。dds 形式の画像ファイルの作成には表示させたい画

像とマスク画像の二種類の bmp 形式の画像ファイルが必要になる。 

はじめに画像のもとになる絵を描く。今回は紙に描いた絵をスキャナーで取り込み作成し、Adobe 

Photo Shop Elements で画像をスキャナーからグレースケールで取り込んだ。このときに、取り込まれ

た元絵の小さなゴミを PhotoShop の機能や消しゴムなどで画像をきれいにする。ゴミを取り除いたら、

表示モードをグレースケールから RGB カラーに変更して、画像を拡大・縮小して大きさを整える。こ

れらの作業の後 SmallEnemy.bmp と名前を付けて保存した。次に Corel Painter でこのファイルの着色

を行った。着色作業の後、再び Photo Shop を立ち上げ着色の終った画像を SmallEnemy_a.bmp と名

前を付けて着色した画像と同じフォルダに保存する。このファイルが DirectX Texture Tool で画像の透

明度を表現するマスク画像になる。このファイルには白から黒までの色を使用する。この画像の明度が

アルファ値に相当する。作成した画像の透明にしたい部分を黒で、表示させたい絵の部分を白で塗りつ

ぶし画像を保存する。そうすると図 4-10 の SmallEnemy.bmp と Smallenemy_a.bmp のような画像フ

ァイルが出来上がる。そのあと DirectX Texture Tool を立ち上げて表示させたい画像ファイルを呼び出

す。そうすると、着色したファイルと透明度を表現したファイルを合わせた新しい画像が生成される。

これを保存すると SmallEnemy.dds というファイルができる。これをゲームで使用すると図 4-18 の

SmallEnemy.dds のように必要な部分だけ表示され、それ以外は背景が表示されるようになる。これが

アルファ値を持つ画像ファイルである。本ゲーム中で使用されている画像のほとんどはこの方法で作成

した。 
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図 4-18 ゲームで使用した敵機の画像の例  

 

 

4.4 アニメーション用画像 

 本研究のゲーム中の自機弾の消滅、敵機の爆発、ボムの発射はアニメーションで表現されている。こ

れらのアニメーションは複数の画像を次々に表示する方法で表現されている。これらを表現するための

画像の作成には Detonation という爆発アニメーション作成アプリケーションを使用した（図 4-19）。 

 

図 4-19 Detonation の操作画面 

 

このアプリケーションでアニメーション用画像を作成するには、色の変化を表すカラーパレットと呼

ばれる画像と爆発の元となる画像を使用する。このとき爆発の元となる画像の色はすべてカラーパレッ

トに含まれている色でなければならない。カラーパレットと画像を Detonation で開き、爆発の中心、

広がり方のモーション、爆発の向き、回転のかかり方、引力のかかり方を設定してレンダリングを行う

SmallEnemy.bmp SmallEnemy_a.bmp SmallEnemy.dds 

爆発アニメーションの設定 

カラーパレット 

爆発の元となる画像 
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と、元の画像の明るさや位置を変えた複数の画像を重ね合わせた画像を生成する。プレビューウインド

ウに爆発アニメーションが表示されるのでパラメータを調整して目的のものが得られたら、コマ割りし

たものを集積した画像（図 4-20）を保存する。 

 

図 4-20 アニメーション用画像 

 

ゲーム中はこの画像を一定間隔で区切りながら表示することでアニメーションを表現した。 

 

4.5 ポリゴンメッシュ 

 このアプリケーションのゲーム中の背景は 3D ポリゴンメッシュを使用して表示した。このポリゴン

メッシュを作成するために Metasequoia というアプリケーション（図 4- 21）を使用した。 

 

一回の描画で表示させる範

囲。描画ごとにずらしてい

くことでアニメーションさ

せる。 
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図 4-21 Metasequoia の操作画面 

 

 ここからはポリゴンメッシュの作成手順の一例を紹介する。まず「基本図形」のコマンドから作成し

たいポリゴンメッシュの形に近い図形を選択し、図形の中心座標と図形の大きさを数値入力する。その

後、配置した図形を作りたいイメージに合わせて加工する。今回はテクスチャを使用するので、コマン

ドの「材質」を選択して貼り付けたいテクスチャを読み込む。テクスチャに使用する画像ファイルのパ

スの設定はデフォルトでは絶対パスになっているが、ファイルのパスは環境によって変わるので、この

パスを相対パスに変更する。ポリゴンメッシュができたらこのファイルを保存する。保存するファイル

形式は Direct3D Retained Mode(*x)である。この形式で保存することによって、DirectX でポリゴンメ

ッシュを使用することができる。 

 

4.6 音声素材 

 本研究で作成したゲームの中で、自機弾の発射に効果音を使用した。この効果音は Make Wave とい

うフリーソフトで作成した。効果音は、開始の周波数、終わりの周波数、音のパターン、音の長さを指

定して作成した。 
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図 4-22 Make Wave の操作画面 

 

5 問題と解決方法 

5.1 確保したメモリの容量不足 

 本研究で作成したアプリケーションでは、Main.cpp のクラス CGame のコンストラクタで九個のタ

スクリストで使用するメモリを（一つのタスクのメモリ使用量）×（確保するタスクの数）分だけ確保

する。目的別に複数のクラスが同じタスクリストを使用するが、確保したメモリが不足してエラーを起

こしてしまうという事態がたびたび発生した。この問題はコンストラクタで指定したクラスが、一つの

タスクリストを使用しているクラスの中で一番大きなメモリを使用するクラスではなかったのが原因

である。 

この問題の解決方法は 2 通りある。ひとつめは、それぞれのタスクリストを使用するクラスの中でど

のクラスが一番メモリを使用するかを検証して一番メモリ使用量の大きいクラスを基準にメモリを確

保する方法である。この方法は、それぞれのタスクリストのメモリ使用量を必要 小限にすることがで

きるという利点がある。しかし、この方法には新しくタスクリストを使用するクラスを作成した時やク

ラスの内容を書き換える度に、どのクラスが一番大きいのかを検証する必要があることである。 

もう一つの方法は、確保するメモリの量を固定の数値として入力する方法である。確保するメモリの

量を大きな値で固定にすることで、クラスの内容が書き換わったりしてもメモリの容量が不足するのを

防ぐことができる。この方法の欠点は、確保したメモリに無駄が多くなる可能性が高い事と、確保する

メモリ量の値を見積もるのが難しいことである。 

本研究では、ゲームが完成するまでは確保するメモリの量を固定にしておき、 後にそれぞれのタス

クリストで一番大きいクラスで使用するメモリ量を確保するようにした。 

 

5.2 ファイルパス問題 

 ゲームは配布されることが前提であり、人によってアプリケーションを保存する場所に違いがある可
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能性がある。そのため、アプリケーションから外部ファイルを参照する場合には、ファイルのパスをゲ

ーム実行部からの相対パスにする必要がある。しかし、ポリゴンメッシュに使用されているテクスチャ

画像のパスなどの場合は、絶対パスであるほうがよい場合があるので、アプリケーション側からゲーム

実行部までのパスを取得しそこからの相対パスと合わせることで疑似的に絶対パスを作成するように

した。 

 

6 考察 

本研究で、ゲームの制作を通じて C++の基本的なプログラミングを学ぶことができた。C++での開発

機会は多いと思うので、ここで得られたことは自分にとって大きなプラスになると思う。また、タスク

システムの実装方法を学ぶことによって、効率のよいメモリ管理の方法を一つ学ぶことができた。タス

クシステムは、制作するゲームの種類によっては不必要な場合もあるが、多くのゲームで利用すること

ができると考えている。スクリプトを導入することで外部ファイルデータからの制御を行えるようにな

った。本研究では敵の制御に使用したが、文章の表示など多くの用途があると思う。簡単なアニメーシ

ョンを作成、描画することができるようになった。本研究で使用したアニメーションは、どれも１秒前

後の描画時間なので次回はもっと長いアニメーションを取り入れてみたい。 

ゲームを盛り上げるための BGM を作成することができなかったため、作曲することができるように

なりたいと思った。作曲に必要な基礎的な知識を習得し、自力での BGM 作りに挑戦してみたい。また、

ゲーム中に使用している画像の制作については、時間をあまりかけることができなかったため満足なも

のを作ることができなかったので、次回のゲーム制作の際には画像制作の時間をしっかりと確保して制

作を行いたいと思った。 

本研究では、背景に 3D のポリゴンメッシュを使用しているが、機会があればキャラクターをポリゴ

ンメッシュで制作してアニメーションさせてみたいと思った。本研究では、ゲーム制作の勉強というこ

とで、思いついた順にクラスを作成したために見づらいソースコードになってしまった。次回からは、

計画的にクラス設計をして見やすいソースコードを書くことを心掛けたい。制作をしていくうちに、テ

クスチャ等のファイルの読み込みをコンストラクタで行うと、画面が真っ黒のまま数秒間画面が変化し

ないということが起こるようになってきた。そのため、フリーズをしたと勘違いされるかもしれないの

で、画面上にデータを読み込んでいるという表示を行えるようにしたい。 
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