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第１章 序論 

第１節 背景 

ウィザードリィなどの 3D ダンジョン RPG に興味があったので、これを開発することで得られるもの

について検討した。その結果、ダンジョン表示に必要な 3D 描画に DirectX を用いること、賢い敵を作る

のにアルゴリズムの工夫が必要なこと、敵、味方のパラメータを複雑に組み合わせてダメージ計算を行

う必要があることがわかったので、卒業研究の目標として取り組むに足るものだと考え、これをテーマ

とした。 

 

第２節 研究の流れ 

初めにプレイヤーキャラクタと敵キャラクタに持たせるパラメータを設定した。かなり共通のものが

あったので、親クラスを作りその継承クラスとしてこれらのキャラクタを表すクラスを作ることにした。 

次にダンジョンの構成を決めた。入ることのできない壁と通常の床の他に様々な仕掛けのある床を設

定し、1 フロアあたり 40×40 マスの 5 層構造のマップを作成した。これを CSV ファイルから読み込ん

で対応する位置に 3D オブジェクトを表示するメソッドと、キー入力でカメラ位置を移動させるメソッド

を作ることでダンジョンを歩くことができるようになった。 

さらに敵キャラクタ画像の表示、コマンド選択、戦闘の実行のメソッドを作りターン制の戦闘を実装

して、ダンジョン歩行中に一定確率で戦闘に入るようにした。また、広いダンジョンを歩く上で道に迷

わないように、歩いた位置とその周辺のブロックの要素を記録し、それをマップとして表示できるよう

にした。要素としてブロックの種類に対応した小さな画像を使用し、北側を上として並べて表示した。 

 次に武器や防具などの装備、パラメータの確認、アイテム、スキルの使用ができるメニューを実装し

てダンジョンの移動中にいつでもこのメニューが出せるようにした。 

 ここまではプレイヤーキャラクタを仮の初期パラメータを与えて動作テストしたが、プレイヤーがゲ

ームを始める際に名前などを自分で決められる初期設定用の機能セーブ、ロード機能、売買や回復がで

きる「街」メニューを実装し、よりゲームらしくした。 

 

第２章 開発環境 

第１節 Microsoft Visual Studio 

Microsoft 社が開発したソフトウェア開発製品群およびそれらを管理する統合開発環境。 

 

第２節 Visual C++ 

Microsoft Visual Studio に含まれる C、C++、C++/CLI 用統合開発環境である。本研究では、ダンジ

ョンゲームのプログラム制作に使用した。 

 

第３節 DirectX SDK 

Microsoft社から無償で提供されているソフトウェア開発キットである。グラフィックス、サウンド再

生、キーボードやパット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、Mrach2008・August2006のバージョンを使用した。 
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第４節 GIMP 

The GIMP team 社で開発されたグラフィックスの制作、編集を行うことができるソフトウェアである。

本研究では、ダンジョンゲームのマップアイコンと、文字表示のためのフォント画像の制作に用いた。 

 

第５節 Metasequoia 

O.Mizno 氏が開発した 3DCG ソフトウェアである。3D モデルの作成に特化した 3DCG モデラーであ

り、トゥーンレンダリング・Python スクリプト・プラグイン等の機能を備える。本研究では、ダンジョ

ンの壁や床の 3D モデルの作成に用いた。 

 

第６節 sai 

SYSTEMAX 社が開発したペイントツールである。エアブラシ、水彩筆、マーカーといったラスター

ブラシツールの他に、ペン入れレイヤーで後からストロークや制御点を編集することのできるベクター

ブラシストロークを搭載しているのが特徴である。本研究では、敵グラフィックの制作に用いた。 

 

第３章 設計 

第１節 ゲームの構成 

5 つの層で構成されるダンジョンをプレイヤーのパーティーが探索し、 下層にいるラスボスを倒すこ

とを目的とする。ダンジョンの歩行中に、一定の確率で敵と遭遇し、戦闘となる。味方が全滅するとゲ

ームオーバー、敵が全滅すると勝利となり、プレイヤーキャラクタは経験値を得て、ダンジョン歩行に

戻る。キャラクタの経験値の累計が既定の値に達するとレベルが上がり、パラメータが変化（多くの場

合上昇）する。 

 

第２節 操作 

操作はキーボードかゲームパッドを用いて行うようにし、常に双方の入力を受け付けるようにした。

具体的な操作は表 3-1 に示す。 

  

表 3-1. キーボード、パッドによる操作 

 キーボード パッド 

上下左右 方向キー 十字キー

決定 Z 1 

キャンセル X 2 

マップ M 3 

メニュー S 4 

閉じる Enter キー 5 
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第１項 タイトル画面 

ゲーム開始時にこのメニューが起動する。「NEW GAME」「LOAD」「EXIT」の選択肢があり、いずれ

かを選択すると次の階層に移る。「NEW GAME」を選択した場合、プレイヤーキャラクタの名前の入力

とジョブの選択ができ、「LOAD」を選択した場合はセーブしたデータを読み込む。「EXIT」でゲームを

終了できる。 

 

 NEW GAME 

初めてゲームをプレイするときにプレイヤーの情報を入力するための項目である。ここでプレイヤー

が操作する 5 人のキャラクタの名前、ジョブ（後述）を設定する。この項目を選択すると図 3-1 の名前

入力画面に移行する。ここで全角ひらがな、カタカナ、英数から 1 文字ずつ選択して 8 文字以内の名前

を入力して「けってい」を選択すると、図 3-2 のジョブ選択画面が表示される。ここで 7 種類のジョブ

から 1 つを選択して決定キーを押すと次のキャラクタの名前入力に移る。設定中のキャラクタが何人目

であるかは、名前の上に表示される数字から確認できる。 

5 人分の設定が終わると確認メッセージがありそこで決定キーを押すと以下の項で説明する「街」のメ

ニューに移行する。この際、いずれのプレイヤーキャラクタもレベルは 1 であり、どのジョブを選択し

ていてもすべてのパラメータが規定の低い値を持ち、武器・防具とも装備していない。パーティー全体

の所持アイテム、武器、防具もないが、所持金として 1000E（E は通貨の単位）を持つ。 

 

 

 

 LOAD 

以下の項で述べる「SAVE」によって保存された、以前のプレイ情報を読み込んで前回の続きからゲー

ムを始めるための項目である。これを選択すると図のようにセーブデータのリストが表示され、いずれ

かを選択すると情報が読み込まれ、「街」のメニューに移行する。読み込まれるのは各プレイヤーキャラ

クタの基本パラメータと装備品、パーティーの所持アイテム、武器、防具と、それまでに探索したダン

ジョンの情報である。 

 

図 3-1. 名前入力画面 図 3-2. ジョブ選択画面 
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第２項 街 

 新しくゲームを始め、キャラクタの設定が終わった後、またはダンジョン 1 階の上ワープから上がる

とこのメニューに移る。「INN」「SHOP」「DUNGEON」「SAVE」「EXIT」の選択肢がある。 

 INN 

 さらに「INN」「REVIVE」のサブメニューに分かれる。いずれも何らか回復を行うメニューだが、対

価として金を支払う。「INN」では生存しているプレイヤーキャラクタのレベルの総和×10E の金を払っ

てそのメンバーの HP、SP を 大まで回復し、状態異常をなくすことができる。「REVIVE」では死亡し

ているプレイヤーキャラクタのレベル×10E の金を支払ってそのメンバーを生き返らせる。ただし、生

き返らせた後の HP は 1 であり、SP は死亡時のままである。 

 

 SHOP 

さらに「ITEM」「WEAPON」「ARMOR」のサブメニューに分かれる。それぞれアイテム、武器、防具

の売買をすることができる。いずれに入った場合も「BUY」「SELL」の選択肢が表示され、「BUY」を

選択すると図のように買うことができるすべてのもののリストが表示される。×の後に表示されている

のはその物品のパーティーの所持数と価格である。ここではいずれかの物品を選択するとパーティーの

それの所持数が 1 増え、金がその分減る。「SELL」もほぼ同様だが、リストに表示されるのはパーティ

ーが 1 個以上所持しているものだけであり、同一のものの売値は「BUY」の時の半分になる。 

 

図 3-3. ロードデータの選択 
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 DUNGEON 

以下の章で述べるダンジョンの 1 階に移動する。 

 

 SAVE 

「LOAD」で読み込むファイルを作成するための項目である。5 カ所いずれかを選択して、必要な情報

を保存する。決定を押すと現在の状態が保存され、日付やレベルなどから情報の更新が確認できる。 

 

 

 

第３項 ダンジョン 

ダンジョン歩行中は上下で前進・後退し、左右で方向転換する。マップキーでマップの表示に、メニ

ューキーでメニュー画面に切り換えることができる。 

 

図 3-6. 追加されたセーブ情報 図 3-5. セーブ位置の選択 

図 3-4. アイテムの購入 
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第４項 戦闘中 

戦闘はターン制で行われ、敵か、プレイヤーのパーティーのどちらかが全滅するまで「コマンド入力」

と「戦闘」が交互に行われる。コマンド入力で選択した内容にしたがって戦闘が行われ、「戦闘」の実行

中は一切の操作ができない。コマンド入力では、行動が可能な（HP が正であり、石化、麻痺の状態異常

になっていない）プレイヤーキャラクタそれぞれについてメニューを 3 段階の階層に分けて選択すること

で「戦闘」時の行動を決定する。 

 

表 3-2. 戦闘時のコマンド入力 

階層 1 階層 2 階層 3 

ATTACK ‐ 敵キャラクタ 

SKILL スキル名 ‐ 

敵キャラクタ 

プレイヤーキャラクタ 

ESCAPE ‐ ‐ 

DEFENCE ‐ ‐ 

ITEM アイテム名 ‐ 

敵キャラクタ 

プレイヤーキャラクタ 

 

 

 

決定キーを押すと、次の選択肢が表示される。そこよりも深い階層がない場合は次のプレイヤーキャラ

クタについてのコマンド選択に移る。キャンセルキーを押すと、前の階層の選択肢が表示される。そこよ

りも浅い階層がない場合は前のプレイヤーキャラクタのコマンド選択に移る。（階層 1 から選択し直し）

階層 1 のメニューには「ATTACK」「SKILL」「ESCAPE」「DEFENCE」「ITEM」があり、いずれかを

選択すると次の階層に移る。SKILL、ITEM には敵かプレイヤーキャラクタ全体を対象とするもの、敵キ

ャラクタ 1 体を対象とするもの、プレイヤーキャラクタ 1 体を対象とするものがあり、階層 3 で表示され

図 3-7. コマンド入力中の画面 図 3-8. 戦闘実行中の画面 
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る内容は対象によって異なる。プレイヤー全員のコマンド入力が終わると自動的に「戦闘」に入り、1 タ

ーンの戦闘が終了した時に両陣営に生存者がいる場合は再びコマンド入力が行われる。 

 

第５項 メニュー 

戦闘中のコマンド選択と同様、決定キーとキャンセルキーで階層を移動しながら選択を行う。メニュ

ーキーを押すか、階層 1 の状態でキャンセルキーを押すと「ダンジョン歩行中」の状態に遷移する。メ

ニュー画面に入った直後は階層 1の状態になっており、右側のエリアに「ITEM」「STATUS」「EQUIP」

「SKILL」の選択肢が表示される。 

 

 

 

-ITEM 

プレイヤーのパーティーが所持しているアイテムの所持数の確認と使用を行う。階層 1 で「ITEM」を

選択するとこの項目に移り、アイテムのリストと所持数が表示される。 

 

 

図 3-9. メニューのトップ画面 

図 3-10. アイテムと対象の選択 図 3-11. 状態異常の回復 
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アイテムを選択すると、それがパーティー全体に効果をもたらすアイテムであった場合はアイテムが

消費され、固有の効果が発揮される。一方、それが個別キャラクタ対象アイテムであった場合は、さら

に下の階層の選択肢で対象を選択した時点でアイテムが使用される。図 3-11 ではとっこうやくを使用し

たために一人目の状態異常がなくなり、アイテムの残数が 1 減っている。 

 

-STATUS 

プレイヤーキャラクタのステータス(パラメータと状態異常の有無)、装備の確認を行う。階層 1 で

「STATUS」を選択するとこの項目に移り、プレイヤーキャラクタのステータスが表示される。 

 

 

 

-EQUIP 

プレイヤーのパーティーが所持している装備品(武器、防具のこと。アイテムとは別に管理される)の

装備(個別のプレイヤーキャラクタに割り当てることによる攻撃力・防御力への反映)を行う。階層 1 で

「EQUIP」を選択するとこの項目に移り、所持している装備品のリストと所持数が表示される。 

 

図 3-12. ステータス表示画面 

図 3-13. 装備品の選択 図 3-14. 装備の実行 



11 
 

はじめに装備を変えるキャラクタ、次に装備対象（武器、防具）、 後に所持リストから装備品を選択

する。すると、そのキャラクタの攻撃力、防御力が再計算され、その装備品はリストから失われる。ま

た、それ以前に装備していた装備品がリストに加わる。 

 

-SKILL 

プレイヤーキャラクタのスキルのうち、「移動中使用可」のスキルの使用を行う。階層 1 で「SKILL」

を選択するとこの項目に移り、プレイヤーキャラクタのリストが表示される。そこでプレイヤーキャラ

クタを選択すると、そのキャラクタが使用できるスキルのリストが表示される。以下は「ITEM」と同様

だが、使用時にそのキャラクタの SP がスキル固有の「消費 SP」だけ減少する。また、消費 SP が現在

の SP より大きい場合はスキル名がグレーで表示され、使用できない。 

 

 

 

表 3-3. メニュー画面での選択項目 

階層 1 階層 2 階層 3 階層 4 

ITEM アイテム名 ‐ 

プレイヤーキャラクタ 

‐ 

STATUS ‐ ‐ ‐ 

EQUIP プレイヤーキャラクタ 装備の種類 装備名 

SKILL プレイヤーキャラクタ スキル名 プレイヤーキャラクタ 

 

第６項 マップ 

マップキーまたはキャンセルでダンジョン歩行中に戻る。 

 

第７項 エンディング 

地下 5 階のラスボスを倒すとこの画面に移る。Enter キーでタイトルに戻る。 

 

 

 

図 3-15. 使用者と使用スキル

の選択 

図 3-17. HP の回復 図 3-16. 対象の選択 
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第３節 フロアの要素 

それぞれのフロアは 40×40 のブロックで構成される。構成要素は以下の通り。 

 

表 3-4. フロアの構成要素 

種類 説明 

壁 入ることができない。 

ノーマル床 通常の通路。 

下ワープ 一つ下のフロアにワープする。ワープ先は「上ワープ」。 

上ワープ 一つ上のフロアにワープする。ワープ先は「下ワープ」。 

落とし穴 一つ下のフロアにワープする。ワープ先は通常床。 

上ワープ（一通） 一つ上のフロアにワープする。ワープ先は通常床。 

毒床 1 ブロック通過するたびに HP が 10%減少する。（HP が 1 のときは減少しない） 

回復床 HP、SP が全回復する。状態異常と戦闘不能は回復しない。 

ドア（ボス） 「鍵」がないと通過できない。通過するとフロアのボス敵が出現する。通常戦闘と違

い逃げることができない。戦闘に勝つとドア（通常）に変化する。 

ドア（通常） 鍵なしで通過できる。 

暗闇 周りが全く見えない。 

流れる床 規定の方向に強制移動させられる。 

回転床 強制的に方向転換させられる。 

 

第４節 プレイヤーキャラクタ 

プレイヤーキャラクタ（プレイヤーの操作するパーティーのメンバー）は 5 人おり、表に示す敵キャ

ラクタと共通のパラメータ以外に「ジョブ」、「力」、「体力」、「魔力基本値」を持っている。またパーテ

ィー全体が「アイテム」を所持し、戦闘中、移動中にこれを使用できる（一部のアイテムはこのいずれ

かでしか使用できない）。同様に、パーティー全体が「装備品」を所持し、メニュー画面でこれを装備す

ることで攻撃力、防御力が変化する。装備品には「武器」と「防具」があり、それぞれ固有の値を持つ。

プレイヤーキャラクタの攻撃力はそのキャラクタの「力」と武器の固有値の和、防御力はそのキャラク

タの「体力」と防具の固有値の和、「魔力」は「魔力基本値」と武器、防具の固有値の和で与えられる。

(敵キャラクタも攻撃力、防御力、魔力というパラメータを持つが、こちらは武器、防具を持たず、あら

かじめ決められた値をとる。) 

 

表 3-5. プレイヤーキャラクタ、敵キャラクタの共通パラメータ 

種類 説明 

HP 耐久力。0 になると戦闘不能になる。 

SP 精神力。これを消費してスキルを使用する。 

MHP HP の 大値。 

MSP SP の 大値。 
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素早さ 高いほど戦闘時の行動の順番が早く、逃げられる確率が上がる。 

魔力 高いほど魔法系スキルの威力、それに対する防御力が上がる。 

運 高いほど攻撃の回避率が高く、クリティカル率が上がる。 

攻撃力 高いほど物理攻撃の威力が上がる。 

防御力 高いほど物理攻撃のダメージが下がる。 

 

第１項 状態異常について 

状態異常には毒、石化、麻痺、混乱、沈黙、睡眠、盲目がある。 

 毒 

一定ターンの間ダンジョン歩行中に一歩歩くたびに 10%ずつ、戦闘中は 1 ターン毎に 10%ずつ

HP が減る。3 から 9 ターンで状態異常が解ける。また、戦闘終了後も効果が残るが、ダンジョ

ンを一歩歩くごとに 1/20 の確率で回復する。 

 石化 

回復するまで行動不能になり、自然回復しない。 

 麻痺 

30%の確率で行動不能になり、3 から 9 ターンで状態異常が解ける。ダンジョンでの回復率は

1/20。 

 混乱 

30%の確率で味方に攻撃し、3から9ターンで状態異常が解ける。ダンジョンでの回復率は1/20。 

 沈黙 

一定ターンの間スキルが使えなくなり、3 から 9 ターンで状態異常が解ける。ダンジョンでの回

復率は 1/20。 

 睡眠 

一定ターンの間行動不能になり、3 から 9 ターンで状態異常が解ける。ダンジョンでの回復率

は 1/20。 

 盲目 

一定ターンの間命中率が落ち、3 から 9 ターンで状態異常が解ける。ダンジョンでの回復率は

1/20。 

 

第２項 ジョブとスキル 

プレイヤーキャラクタには、ジョブとスキルを持たせた。ジョブとはキャラクタの性質の一つであり、

これによってレベルアップ時の各パラメータの伸びが異なる。スキルとは、SP を消費して特定の効果を

もたらす技のことである。スキルはジョブに固有であり、レベルが上がるにつれて高度なものが使える

ようにした。以下にそのリストを示す。 

 

1. 無職（全パラメータの伸びが低い） 

 ひきこもり （消費 SP 全て） 

1 ターンの間ダメージを全くうけない。 
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 カモメ召喚 （消費 SP 全て） 

敵全体に 500 前後の無属性ダメージを与える。 

2. 戦士（HP や攻撃の伸びが高く、SP や魔力の伸びが低い） 

 バーサク （消費 SP16） 

自分の攻撃力を 5 ターンの間 1.5 倍にする。 

 パワースマッシュ（消費 SP25） 

敵単体に通常攻撃の 2.3 倍の物理ダメージを与える。 

 アーマーブレイク（消費 SP27） 

敵単体の防御力を 5 ターンの間半減させる。 

 アースクエイク（消費 SP118） 

敵全体に通常攻撃の 2.5 倍の物理ダメージを与える。 

3. 騎士（HP や防御の伸びが高く、魔力や素早さの伸びが低い） 

 フロントディフェンス（消費 SP22） 

1 ターンの間前衛の物理ダメージを半減させる。 

 バックディフェンス（消費 SP30） 

1 ターンの間後衛の物理ダメージを半減させる。 

 ファイアディフェンス（消費 SP34） 

1 ターンの間全体の炎ダメージを半減させる。 

 アイスディフェンス（消費 SP34） 

1 ターンの間全体の氷ダメージを半減させる。 

 サンダーディフェンス（消費 SP34） 

1 ターンの間全体の雷ダメージを半減させる。 

 シールドクラッシュ（消費 SP46） 

敵単体に通常攻撃の 3.2 倍の物理ダメージを与える。 

4. 侍（攻撃や素早さの伸びが高く、HP や防御の伸びが低い） 

 袈裟切り（消費 SP31） 

敵単体に通常攻撃の 2.6 倍の物理ダメージを与える。 

 首討ち（消費 SP60） 

敵単体に 20%の確率で即死効果を与える。（ただし例外を除く） 

 ツバメ返し（消費 SP43） 

敵単体に先制で通常攻撃の 1.8 倍の物理ダメージを与える。 

 明鏡止水（消費 SP37） 

自分の攻撃力を 5 ターンの間 2 倍にし、自分へのダメージを 5 ターンの間 2 倍にする。 

 一閃（消費 SP128） 

敵全体に 20%の確率で即死効果を与える。（ただし例外を除く） 

 切腹（消費 SP0） 

自分が即死するかわりに味方全体の攻撃力を 2 倍にする。 

5. 僧侶（HP や SP の伸びが高く、攻撃や素早さの伸びが低い） 
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 ヒール（消費 SP26） 

味方単体の HP を 100 前後回復する。 

 メガヒール（消費 SP52） 

味方単体の HP を自分の魔力の 5 倍回復する。 

 リフレッシュ（消費 SP47） 

味方単体の状態異常を回復する。 

 リバイブ（消費 SP65） 

味方単体の戦闘不能を回復する。 

 オールヒール（消費 SP150） 

味方全体の HP を自分の魔力の 4 倍回復する 

 微笑み（消費 SP99） 

敵全体の攻撃力を 5 ターンの間半減させる。 

 メテオスマッシュ（消費 SP78） 

敵単体に通常攻撃の 4.2 倍の物理ダメージを与える。 

6. 魔術師（SP や魔力の伸びが高く、HP や素早さの伸びが低い） 

 フレイム（消費 SP39） 

敵単体に魔力に応じて炎ダメージを与える。 

 ライトニング（消費 SP39） 

敵単体に魔力に応じて雷ダメージを与える。 

 フリーズ（消費 SP39） 

敵単体に魔力に応じて氷ダメージを与える。 

 インフェルノ（消費 SP131） 

敵全体に炎ダメージ（フレイムの 2 倍）を与える。 

 サンダーブレイク（消費 SP131） 

敵全体に雷ダメージ（ライトニングの 2 倍）を与える。 

 ブリザード（消費 SP131） 

敵全体に氷ダメージ（フリーズの 2 倍）を与える。 

 バイオハザード（消費 SP122） 

敵全体に魔力に応じて無属性ダメージと毒を与える。 

 スーパーノヴァ（消費 SP255） 

敵全体に無属性ダメージ（バイオハザードの 3 倍）を与える。 

7. アサシン（SP や素早さの伸びが高く、HP や魔力の伸びが低い） 

 ベノムスラッシュ（消費 SP34） 

敵単体に通常攻撃の 1.8 倍の物理ダメージと毒を与える。 

 シャドウステップ（消費 SP29） 

自分の素早さを 5 ターンの間 2 倍にする。 

 パラライズスラッシュ（消費 SP34） 

敵単体に通常攻撃の 1.8 倍の物理ダメージと麻痺を与える。 
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 トラップ（消費 SP89） 

敵全体の素早さを 5 ターンの間半減させる。 

 スリプルスラッシュ（消費 SP47） 

敵単体に通常攻撃の 1.8 倍の物理ダメージと睡眠を与える。 

 暗殺（消費 SP69） 

敵単体に 30%の確率で即死効果を与える。（ただし例外を除く） 

 ドレインスラッシュ（消費 SP51） 

敵単体に通常攻撃の 2.1 倍の物理ダメージを与え、自分の HP をそのダメージの半分だけ回復す

る。 

 

第５節 敵キャラクタ 

戦闘に現れる敵は、20 の種族のいずれかに属し、パラメータの初期値としてその種族の値が与えられ

る。また、属性に対する耐性パラメータを持ち、その値によって属性攻撃を受けた際のダメージが変化

する。「物理攻撃」「スキル」「逃げる」「防御」の 4 つの行動パターンを持ち、各ターン毎に規定の確率

でこれらのいずれかの行動を行う。戦闘が始まる条件には 2 種類ある。1 つは一歩毎に行われる遭遇判定

に引っかかった場合（ランダムエンカウント）、もう一つは各階の定位置にプレイヤーのパーティーが重

なった場合（ボス、ラスボスとの戦闘）である。 

 

第６節 属性について 

属性には物理、炎、氷、雷、無がある。敵はこれらに対する「弱さ」のパラメータを持っており、ダ

メージがこれに比例して変化する。 
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第４章 素材 

第１節 2D 画像 

敵画像 

戦闘時の敵を表示する部分を 6 ブロックとみなし、出現する敵のサイズを 1～4 として、それぞれ横

130、264、398、532pixel、縦 350pixel の大きさの PNG 画像を作成した。ダンジョンに重ねて表示す

るため、背景部分は透明化した。 

 

 

マップ用画像 

マップ表示に使用する、1 ブロックを表す画像を 14×14pixel で作成した。 

 

表 4-1. マップ用画像 

画像 意味 

 プレイヤー 

 壁 

 通常床 

 上ワープ 

 下ワープ 

 落とし穴 

 上ワープ（一通）

 毒床 

 回復床 

  ドア（ボス） 

  ドア（通常） 

 暗闇 

図 4-1. 敵キャラクタ 図 4-2. 戦闘画面中の表示 
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   流れる床 

 回転床 

 未探索 

 

ステータス異常表示用画像 

戦闘画面、メニュー画面で使用する、ステータス異常を表す画像を 16×13pixel で作成した。 

 

表 4-2. ステータス異常表示用画像 

画像 意味 

 毒 

 石化 

 麻痺 

 混乱 

 沈黙 

 睡眠 

 盲目 

 

フォント画像 

あらゆる情報表示で使用する、文字表示のためのフォント画像を作成した。プログラム中では画像の

切り出し位置を文字コードから求め、1 文字ずつ表示するメソッドを利用して日本語、英語の両方を表示

した。 

 

 
 

図 4-3. 半角英数・カナ    図 4-4. 全角英数・カナ     図 4-5. 全角記号・漢字 
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第２節 3D オブジェクト 

主にダンジョンの表示に使用するため、Metasequoia を用いて各ブロックのオブジェクトを作成した。

「効果」は上ワープや下ワープの雰囲気を出すために使用した。上ワープがあるブロックでは、図 4-10

のように「効果」が回転しながら上へ移動するアニメーションを表示する。 

 

 

第５章 実装 

第１節 クラス 

1. CDungeon 

メインのクラス。初めにメッシュやダンジョン、敵データの読み込み、1/60 秒毎にキー入力のチェ

ックと描画を行う。「ひぐぺん工房」の提供する DirectX 支援ライブラリ「LibGame（「シューティ

ングゲームプログラミング[2]」の付属 CD より取得）」の Game クラスの継承クラス。 

 

2. CCharacter 

人間、敵のもつパラメータの共通部分をまとめたクラス。名前、 大 HP、 大 SP、素早さ、魔

力、運、攻撃力、防御力、経験値、覚えているスキルの数のフィールドと、コンストラクタ以外にパ

ラメータ設定、コピー用のメソッドを持つ。 

 

図 4-9. 効果 

図 4-7. 通路（床） 図 4-8. 通路（天井） 図 4-6. 壁 

図 4-10. 上ワープでの効果の使用 
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3. CHuman 

CCharacter を継承する、人間の状態を表すクラス。親クラスのパラメータ以外に力、体力、武器、

防具、ジョブのフィールドとパラメータ設定用のメソッドを持つ。 

 

4. CEnemy 

CCharacter を継承する、敵の状態を表すクラス。親クラスのパラメータ以外に表示サイズ、番号、

属性のフィールドと、パラメータ設定、コピー用のメソッドを持つ。 

 

5. Item 

プレイヤーのパーティー全体が持つアイテム用のクラス。価格、名前、数、戦闘中使用可、移動中

使用可、敵対象、味方対象を表すフィールドとパラメータ設定用のメソッドを持つ。 

 

6. Weapon 

プレイヤーのパーティー全体が持つ武器用のクラス。価格、名前、数、攻撃力、魔力を表すフィー

ルドとパラメータ設定用のメソッドを持つ。 

 

7. Armor 

プレイヤーのパーティー全体が持つ防具用のクラス。価格、名前、数、防御力、魔力を表すフィー

ルドとパラメータ設定用のメソッドを持つ。 

 

8. Skill 

プレイヤーキャラクタの用いるスキルのためのクラス。名前、属性、使用 SP、戦闘中使用可、移

動中使用可、敵対象、味方対象、自分対象、全体対象、ダメージのフィールドとパラメータ設定用の

メソッドを持つ。 

 

第２節 主な変数・インスタンス 

 メインフレーム 

int gStatus 

ゲームの状態を表す。その値によってタイトル画面、ダンジョン歩行、戦闘（コマンド入力）、戦

闘（実行）、マップ表示、メニュー画面などを表す。 

 

 表示系（ダンジョン） 

int x, y 

パーティーの位置を表す。（移動はブロック単位で行うので整数で扱う） 

 

float dx, dy 

ブロック間を移動する際のパーティーの元の位置からのずれを表す。この値に合わせてカメラを動

かすことでなめらかにダンジョンを移動することができる。 
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int direction 

パーティーの向いている方角（0:北、1:東、2:南、3:西）を表す。 

 

float dphi 

方向転換中のパーティーの元の向きからのずれを表す。この値に合わせてカメラの向きを変えるこ

とでなめらかに方向転換をすることができる。 

 

 表示系（マップ） 

char map[5][40][40] 

マップの情報を記録・表示するための配列。インデックスは階、縦座標、横座標に相当する。初期

状態では全ての要素が「未探索」を表す値になっていて、ダンジョンを移動するとパーティーのマス

を含む 9 マスに情報が書き込まれる。（ただし「落とし穴」はそこにパーティーが重なるまでは「通

常床」として認識される。） 

 

char walls[40][40] 

現在パーティーがいるフロアの情報が入る。インデックスは縦座標、横座標に相当する。スタート

時、またはフロア移動時にデータファイルからその階全ての情報がコピーされる。ただし、フロアの

ボスの再生を防ぐため、ドア（ボス）とドア（通常）については map の情報を上書きして使用する。 

 

 戦闘 

char group[30][7] 

敵グループのタイプを表す文字列の配列。それぞれの文字列には”122   ”などが格納されており、

それぞれの文字が敵の種族を表す。ランダムエンカウントではフロア固有の範囲（5 種類）からラン

ダムに、ボス、ラスボスとの戦闘では規定のグループが呼び出される。 

 

CEnemy EnemyType[20] 

ゲーム開始時に生成される、敵の種族を表す CEnemy クラスのインスタンス。 

 

CEnemy Enemy[6] 

戦闘発生時に生成される、敵の個体を表す CEnemy クラスのインスタンス。指定された種族のパ

ラメータを EnemyType からコピーされて戦闘に入る。 

 

int order[11] 

行動の順序を決める配列。敵、味方含め素早い順にキャラクタのインデックスが格納される。素早

さは戦闘中に変化することもあるため、ターン毎に再計算される。 
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第３節 主なメソッド 

第１項 戦闘に関わるメソッド 

 void CalcAttackHE(int h, int e) 

プレイヤーキャラクタ h が敵キャラクタ eに物理攻撃をした際に与えるダメージを計算する。 

一般に RPG の戦闘での物理攻撃のダメージは、攻撃側の攻撃力と攻撃を受ける側の防御力によっ

て決まる。ただし、ほとんどのゲームでは防御することによってダメージを減らせるようにしてい

るので、ここでもそれに従い防御でダメージを半減させられるようにした。 

また、攻撃側の素早さと運の値によって決まる確率で「クリティカル」、「回避」（ダメージがそれ

ぞれ 2 倍、0 になる）がおこるようにした。 

 

 

 

ダメージの基本値は 

e
eh W

DA
A 




2

2
 

スキルによる攻撃力、防御力の補正

ダメージの基本値 A の計算

A への乱数の追加 

敵が防御していたか 

A を半減 

クリティカル判定 

N

Y

A を倍増 

回避判定 

N

Y

A を-1 に 

ダメージ配列に A を代入

Y

N

図 5-1. 物理攻撃のダメージ計算 
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で求める。ここで 　hA はh の攻撃力、 eD は eの防御力、 eW は敵 eの物理攻撃に対する「弱さ」のパ

ラメータである。乱数はこの値をもとに 

 

1
16

3
 A ～ 1

16

1
A  

 

の範囲で生成する。基本値、乱数の決め方は「Y’s-Factory [1]」を参考にした。クリティカル、回避

の発生率はそれぞれ 

 

%)(
50

　hh GL 
、 (%)

40
30

)(

　

eh
eh

GG
LL




 

 

とした。ここで 　hL 、 　hG は h の運と素早さ、添字が eのものは敵 eのそれである。このようにして計

算した Aを元にして Aが負でない場合はダメージを与える。 

 

 void CalcAttackEH(int e, int h) 

敵キャラクタ eがプレイヤーキャラクタ h に物理攻撃をした際に与えるダメージを計算する。プレ

イヤーキャラクタは物理攻撃に対する「弱さ」のパラメータを持たないのでそれによる補正を行わ

ない。 

 

 void CalcAttackHH(int h, int e) 

プレイヤーキャラクタ h がプレイヤーキャラクタ e に物理攻撃をした際に与えるダメージを計算

する。 

これは敵のスキル攻撃によってプレイヤーキャラクタが「混乱」の状態になった際に、プレイヤー

の意図に反してそのキャラクタがプレイヤーキャラクタの 1人を攻撃する際に呼ばれるメソッドで、

処理は CalcAttackHE とほぼ同じである。 
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 void CalcElementAttackHE(int h, int e) 

プレイヤーキャラクタ h が敵キャラクタ eに属性攻撃をした際に与えるダメージを計算する。 

 

 

 

ダメージの基本値は 

seh ETTA  )4/(  

 

で求める。ここで 　hT 、 　eT はそれぞれ h 、 eの魔力、は sE そのスキル固有の威力である。これに乱

数を加えた後、スキルの属性に対する敵 eの弱さ eW を乗じてダメージを求める。この場合も Aが負

の場合は 0A とする。 

乱数、防御については物理攻撃の場合と同様に処理を行う。 

 

 void CalcElementAttackEH(int e, int h) 

敵キャラクタ eがプレイヤーキャラクタ h に属性攻撃をした際に与えるダメージを計算する。 

ほとんど CalcElementAttackHE と同じだが、プレイヤーキャラクタは属性に対しての弱さのパラ

メータをもたないので、W による補正は行わない。 

属性への弱さによる補正 

ダメージの基本値 A の計算

A への乱数の追加 

敵が防御していたか 

A を半減 
N

Y

ダメージ配列に A を代入

回避判定 

A を-1 に 

Y

N

図 5-2. 属性攻撃のダメージ計算 
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第４節 マップ情報 

 マップ表示画面ではパーティーがそれまでに探索した領域だけの情報が表示されなければならないが、

ダンジョンを表示するにはそのフロアすべてのあらかじめ決められたブロック毎の情報があることが望

ましい。そこでダンジョンの表示、パーティーに影響を与えるタイプの床（回復、ダメージ）のチェッ

クなどには、フロア移動時にすべての情報を入れる配列 walls を使い、1 ブロック進むごとにパーティー

のいるブロックを中心とした 9 マスの情報を、表示用の配列 map にコピーする形にした。walls のデー

タはフロア移動時に csv のファイルから 40×40 マス分すべて読み込む。 

 

 

 

 ただし、落とし穴（ダンジョン表示では通常の床と区別がつかない）の隣に移動した際にこの方法で

コピーしてしまうと落とし穴があることが事前にマップから確認できてしまうため、完全に重なっては

おらずその前の時点で未探索であった場合は通常床として map の側に書き込み、完全に重なった場合に

初めて落とし穴として map に書き込むことにした。こうして「マップ上では落ちるまで見えない」落と

し穴が実現できた。 

 また、それぞれのフロアで扉を守るボスを出現させている。その扉を通過した後で walls のデータを

参照し、扉が「未」の状態であることを条件にその敵との戦闘を行わせ、勝利したら扉の位置のデータ

を「済」にすることで、一度扉を通ることができれば後は自由に通過できるようにした。しかし、フロ

ア移動時に csv ファイルからただ読み直してしまうと、「済」になっていた情報が「未」に戻ってしまう

図 5-3. walls と map の相互コピー 

walls 

map 

フロア移動時に扉、落とし穴情報だけコピー 

一歩ごとに 9 マスコピー 

 （落とし穴は例外処理） 
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問題が起こる。そこで、一度 csv からデータを読み込んだ後、扉の情報についてだけ map から walls に

コピーするという方法を取り、「フロア移動による復活」をなくした。セーブ・ロードでも map のデー

タを保存、読み込みしているのでこの情報は引き継がれる。 

 

第５節 素早さとターン 

 多くの RPG ではキャラクタに素早さの値が設定されており、コマンドを入れる順番とは関係なく、素

早いキャラクタから行動が実行される。ここでも以下の方法でその順序を決めた。 

① プレイヤーキャラクタに 0～4、敵キャラクタを 5～10 の番号を割り振り、行動の順序を入れる配列

order を用意する。 

② 素早さ+乱数（0～4）の値の大きい順に、キャラクタの番号を order の先頭から格納する。 

 

 
 

③ order の先頭から順にキャラクタの行動を実行する。 

 

 ただし、プレイヤーキャラクタが使用するスキルには「先制攻撃」を伴うものがあり、これを使用し

たキャラクタは必ずそのターンの 初に攻撃させなければならない。そこで、プレイヤーが 5 人の行動

の入力を終えた時点で、いずれかのキャラクタにこのスキルを使用させていた場合は、以下の方法でこ

の order を並べ替える。 

① スキルを使用したキャラクタの番号 iを調べる 

② 配列 order のキャラクタの位置 jを調べる 

③ 図のように order の並べ替えを行う。 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 5 6 0 ・・・・ 

プレイヤーキャラクタ 敵キャラクタ 

図 5-4. 行動の順序の決定 

order 
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 複数のプレイヤーキャラクタがこのスキルを使用した場合は、プレイヤー番号が大きいほうが優先さ

れる。 

 

第６節 スキルによる特殊攻撃 

 通常攻撃を表のような形で表示することにしたが、スキルは攻撃力を上げるなど、特殊な効果を持つ

ので、その内容に合わせて戦闘実行時の表示文を変えた。なお、P はプレイヤーキャラクタ名、E は敵キ

ャラクタ名、A は与えたダメージである。また、全体を対象とするスキルは情報表示欄に対象全員分の

ダメージなどを同時に表示することにした。なお、表はプレイヤーキャラクタがスキルを使用した時の

ものである。 

表 5-1. 物理攻撃実行時の表示 

 表示 

命中時 P は E に A のダメージ 

回避時 E はかわした 

 

表 5-2. スキル使用時の表示 

スキル名 表示 

ひきこもり P はひきこもった 

バーサク 

せっぷく（全員分表示） 
P のこうげきがあがった 

フロントディフェンス 

バックディフェンス 

ファイアディフェンス（全員分表示） 

アイスディフェンス（全員分表示） 

サンダーディフェンス（全員分表示） 

P はまもった 

めいきょうしすい P のこうげきがあがった、ぼうぎょがさがった 

0 1 2 3 4 

4 1 2 0 ・・・・ 

「先制攻撃」を使用したキャラクタ 

図 5-5. 「先制攻撃」スキルの使用 

・・・・ 

3 
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リバイブ P はいきかえった 

シャドウステップ P のすばやさがあがった 

ヒール 

メガヒール 

リフレッシュ 

オールヒール（全員分表示） 

P はかいふくした 

くびうち 

あんさつ 

いっせん（全員分表示） 

E はそくしした 

アーマーブレイク E はぼうぎょがさがった 

ほほえみ（全員分表示） E はこうげきがさがった 

トラップ（全員分表示） E はすばやさがさがった 

回避時（共通） E はかわした 

 

第７節 経験値とレベルアップ 

多くの RPG では、敵それぞれに設定された「経験値」を戦闘終了時にプレイヤーキャラクタが獲得し、

それが規定値に達した際にレベルと基本パラメータを上げることで、「戦闘を重ねるとキャラクタが強化

される」というゲーム性を実現している。この他に「レベル」という概念がなく、たとえば戦闘終了時

に戦闘中に受けたダメージに応じて変化する確率で HP が成長するなどという手法もあるが、ここでは

オーソドックスなレベルアップ式のキャラクタ強化法を採用した。その手順は 

 

① 獲得経験値のための変数 int Exp を用意する。 

② 戦闘開始時に Exp を 0 にする。 

③ 戦闘中に敵を一体倒す毎にその敵の種族に応じた経験値を Exp に追加する。 

④ 戦闘終了時に void LevelUp(int EXP)に Exp を渡す。 

 

であり、LevelUp では生存しているプレイヤーキャラクタ全員について 

 現在の経験値に獲得経験値を加えた場合のレベルを求める 

 求めたレベルと現在のレベルとの差の回数だけレベルアップの処理を行う 

 レベルを経験値獲得後のものに変更する 

という処理を行う。レベルアップの処理とは 

 

)()()()( 乱数規定値基本パラメータ基本パラメータ   

 

であり、規定値はパラメータの種類（MHP、MSP、STR、AGL、VIT、TEC0、LUC）、ジョブによっ

てあらかじめ決められており、この値が大きいものほど成長が早い。 

 レベルが Lに達するのに必要な累計経験値はすべてのジョブに対して共通で、 
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5.020 3  L  

 

とした。 

また、各ジョブで使用できるスキルは異なっており、レベルが上がると使用できるものが増えていく

が、あらかじめ「スキルを覚えるレベル」のテーブルを用意しておいて、レベルアップ後にそのテーブ

ルのレベルとの比較行って「使用可能スキル数」を計算することでこれを実現した。 

 

第８節 ドロップ 

一般に RPG にはレベルアップによる強化とともに、強力な武器や防具、アイテムを手に入れる楽しみ

がある。これらの獲得方法には、敵を倒して金を獲得してショップで買う方法や、規定の確率で種族ご

とに決められた武器、防具、アイテムを落とす（ドロップと呼ぶ）ものとした。 

 

① 倒した敵のリストを入れる配列 enemylist を用意する。 

② 戦闘開始時に enemylist を初期化する。 

③ 戦闘中に敵を一体倒す毎に enemylist にその敵の種族番号を入れる。 

④ 戦闘終了時に enemylist の先頭から順にドロップがあったかどうかを判定する。 

⑤ ドロップがあった場合はパーティーの武器、防具、アイテムの所持リストにそれを追加する。 

 

なお、ドロップするアイテムなどは敵キャラクタの種族がフィールドとして持っていて、落とすべき

ものを種族番号から決定する。 

 

第９節 ステータス異常 

前述のように、ステータス異常にはさまざまな種類があるが、基本的に 

 

① 戦闘中のターンの経過により回復（石化のみ例外） 

② ダンジョンの歩行により一定確率で回復（石化のみ例外） 

 

という性質を持たせなければならない。そこで、これを実装するためにプレイヤーキャラクタ、敵キャ

ラクタの親クラスである Character クラスに int ST[]というフィールドを作り、通常状態でこれがすべ

て 0、ステータス異常のスキル攻撃を受けると対応する値がスキル固有の正の値を持つものとした。 

①は戦闘のターンが 1 つ終了する（「戦闘の実行」から「コマンド入力」に戻る）たびにこの値を 1 ず

つ減らしていくことで、②はダンジョンの 1 ブロック分の移動のたびに乱数を作りそれが規定範囲以内

ならステータス異常の「残りターン」にかかわらずそれを 0 にしてやることで実現できた。 

 

第１０節 パラメータ変化系のスキル 

 プレイヤーキャラクタが使用するスキルの中には、一時的に攻撃力などのパラメータを上下させるも

のが含まれている。これを実装するために、キャラクタのクラス Character にフィールド int skillturn[]

を持たせた。考え方はステータス異常と似ているが、CalcAttackEH などのダメージ計算メソッド中で、
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この値が 0 かそうでないかを調べ、計算に含まれる攻撃力、防御力などのパラメータを変化させるスキ

ルに相当する skillturn の値が非 0 であった場合は、計算式中の攻撃力、防御力にあたる部分をスキルの

種類に合わせて補正する。 

  

第６章 結果 

 現時点でキャラクターメイキングからダンジョン探索、オートマッピング、敵グループとのエンカウ

ントと戦闘、経験値取得によるレベルアップ、敵種族固有のアイテムのドロップ、特定ポイントに出現

するボス、ラスボス、エンディングを実装できている。 

 バランス調整などに問題があるが、ひとまずダンジョン RPG として完成を見たといえる。 

 

第７章 改善案 

第１節 効果音・BGM 

ダンジョン探索中に壁に当たった時など、必要 低限の効果音は実装したが、たとえばコマンド選択

やキャンセル時に固有の効果音をいれてやれば、選択を行ったことを確認しやすくなる。また、ダンジ

ョン探索中、戦闘中などの場面によって異なる BGM を入れてやることも臨場感を出す助けになる。 

 

第２節 装備 

 現状では武器、防具のうち 強のものは 弱のジョブのキャラクタだけが装備できるようにしている

が、その他の装備はすべてのジョブのキャラクタが装備可能である。装備品のクラスに「あるジョブの

キャラクタが装備できるか」を表す bool の配列のフィールドを持たせれば、例えば剣などは戦士系のジ

ョブだけが装備できるようにするなど、ジョブの特性を際立たせることができる。 

 また、防具を兜、鎧、盾などの種類に分けると、プレイヤーが装備を充実させていく段階での選択肢

が広がる。 

 

第３節 スキル 

現在実装されているスキルは主に戦闘中の攻撃や回復、ダンジョン内での回復などがあるが、これに 

 移動系 

ダンジョンから街に戻る、上のフロアに移動する 

 補助系 

エンカウント率を下げる、0 にする 

などの効果をもつものを追加するとプレイの助けになる。 

 

第４節 転職・キャラクタ入れ替え 

 現在はゲームの開始時のキャラクターメイキングの際に選択したジョブを変更することはできない。

そのため、 初に不利なジョブの組み合わせを作ってしまうと、レベルを 大まで上げてもゲームをク

リアできなくなる恐れがある。そこで、ゲームの途中でキャラクタのジョブを変更する（代償としてパ

ラメータを半減させる）ことができるようにすれば、リカバリーが可能になる。逆にこれを利用して 

ある程度レベルを上げてパラメータを成長させたキャラクタのジョブを変更して成長しなおさせること
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で、複数のジョブ固有のスキルを使用できるキャラクタを作るなどのプレイ方法も考えられる。 

また、街に「キャラクタの保管場所」を作って、その時点で使っているキャラクタをパ－ティーから

外し、新しく別のキャラクタを成長させて使えるようにする方法も解決法のひとつである。 

 

第５節 視覚効果 

現状の戦闘実行時の画面表示では、上側に表示されるテキストからプレイヤーキャラクタ、敵キャラ

クタが何をしているかを読み取ることができるが、非常に地味である。たとえば、敵にダメージを与え

た際に通常攻撃なら「刀傷」、魔法系のスキル攻撃なら「炎」「氷」「電撃」というのが一目でわかるグラ

フィックを表示したり、かわされたときに敵のグラフィックを一瞬横にずらすなどのアニメーションを

表示すると、戦闘の臨場感を増すことができる。 
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図 7-1. 攻撃の視覚効果 


