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1. 序論 

1.1. 背景 

昨年度は 3D モデルの設計・模型の製作を行ったが、今年度はゲームの開発をテーマにしたいと考えた。

しかし、卒業研究のテーマとするには開発を通じてプログラム開発の能力を向上させられなければなら

ないので、ジャンルを選ぶ際にそれを前提としてテーマを絞った。まず、 近のゲームでは、3D 表示の

ものが周流になっているので、ここでも開発するゲームを 3D のものにしてモデリング能力と Direct X

による 3D 表示の考え方を身につけることを狙いとした。また、近年需要が高まってきている Web プロ

グラミングに関する基本的な知識を得るため、サーバ構築と Web ページの制作をしたいと思った。そこ

こで、ゲームのステージをプレイヤーが自作できる機能を実装して、ステージのデータを管理するため

にそれらのシステムを使い、全体として一つの研究にまとめることにした。 

 

1.2. 研究の流れ 

まずゲームの仕様の検討を行った。倉庫番は古くからあるゲームで、基本的な動作についてはあまり

工夫の余地がないので、その他の部分で差別化を図った。すなわち Visual C++と DirectX でゲーム本体

部分を作り、同じアプリケーション中でオリジナルステージの作成も可能にする。さらにローカル環境

で、そこで作成したデータに名前を付けて管理できるようにし、そのデータを Web ページを通じてやり

取できるようにした。 

データ管理システムの制作に先駆け、HTML 言語の学習のために大まかな Web ページの形を制作した。

その後、Windows マシン上に XAMPP を用いて Apache サーバと MySQL のデータベースを構築し、PHP

でそれにアクセスする Web ページを制作した。この際、参考書として、PHP Hacks ―プロが教える

Web プログラミングテクニック [1]、参考サイトとして HTML クイックリファレンス [2]、PHP マニ

ュアル [3]を使用した。 

 

2. 開発環境 

2.1. プログラミング 

Microsoft Visual Studio 2010 

マイクロソフトが提供する、Microsoft.NET による接続性に優れた強力で安全なソフトウェアを構築

および配置するための統合開発環境である。Visual Basic、Visual C#や Visual J#の開発が出来る。本研

究では Visual C++を使用した。 

 

Visual C++ 

C 言語にオブジェクト指向的な要素を取り入れた C++に、Visual Studio の開発環境に合わせて GUI 

的な要素を加えたプログラミング言語である。 

 

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・パッ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出
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来るようになる。グラフィックス、キーボードの入力の処理に March2008 の DirectX Graphics と

DirectInput、サウンドの再生の処理に August2006 の DirectMusic を使用した。 

2.2. 2D 素材 

ペイント 

Windows に標準で搭載されている描画アプリケーションである。本研究では 3D モデルのテクスチャ

用画像の作成、加工、背景用画像の作成に使用した。 

 

GIMP 2.6.3 [4] 

The GNU Image Manipulation Program の略。The GIMP team が開発した、GNU GPL の下で配

布されているビットマップグラフィック編集・加工ソフトウェアである。今回は 3D モデルのテクスチャ

用画像、背景用画像、フォント画像の修整に使用した 。 

 

2.3. 3D 素材 

SolidWorks 2011 SP4.0 

Dassault Systèmes S.A.より提供される機械設計用の 3 次元 CAD ソフトウェアである。今回は 3D モ

デルの原形の作成のために使用した。 

 

Metasequoia 2.4.13 [5] 

O.Mizno が開発している 3D モデリングツールである。シェアウェア版と機能が制限されたフリーウ

ェア版がある。今回はシェアウェア版を使用して制作した。機能性や扱いやすさの他にもデータ可搬性

が高く、様々なファイル形式で出力できるのが特徴である。今回はオブジェクトの修正とテクスチャの

適用、x ファイルへの変換に使用した。 

 

2.4. 音声素材 

Audacity 1.2.6 [6] 

オープンソースの録音、編集ツールである。音声の結合や音量の変更、ファイル形式の変換などがで

きる。本研究では「ＴＡＭ Ｍｕｓｉｃ Ｆａｃｔｏｒｙ ～MIDI，MP3，効果音などの音の素材屋さん

～」 [7]から取得した無料素材の無音部分のトリムに使用した。 

 

2.5. データベース構築 

Xampp [8] 

Web アプリケーションの実行に必要なフリーソフトウェアをパッケージとしてまとめたもので、

apachefriends.org から提供されている。主として開発用あるいは学習用ではあるが、イントラネットな

どにおいて実運用環境として使われることもある。Apache [9](Web サーバ)、MySQL [10] (SQL データ

ベースサーバ)と Web プログラミング言語である PHP や同目的で使われる Perl の 4 つの主要ソフトウ

ェアと phpMyAdmin などの管理ツール、さらに SQLite など、いくつかの補助的なソフトウェアとライ

ブラリモジュールが含まれている。ここでは後述の 3 つの環境を導入するために使用した。 
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Apache 

ソフトウェア財団の Apache HTTP サーバプロジェクトで開発されている、世界中で も多く使われ

ている Web サーバソフトウェアである。大規模な商用サイトから自宅サーバまで幅広く使用されている。

Apache ライセンスの下でソースコードが公開および配布されており、代表的なオープンソース・ソフト

ウェアの一つである。ここでは MySQL と併用することでサーバ管理を行った。 

 

MySQL 

オラクルが開発する RDBMS（リレーショナルデータベースを管理、運用するためのシステム）の実

装の一つである。オープンソースで開発されており、GNU GPL と商用ライセンスのデュアルライセン

スとなっている。ここでは Web ページからアップロードされたデータを収納するためのデータベースと

して使用した。 

 

2.6. Web ページ 

CSS(Cascading Style Sheets) 

HTML や XML の要素をどのように修飾（表示）するかを指示する、W3C による仕様の一つ。文書

の構造と体裁を分離させるという理念を実現する為に提唱されたスタイルシートの、具体的な仕様の一

つ。CSS は HTML で表現可能と考えられるデザインの大部分を実現できる要素を取り入れつつ、新たな

デザイン機能を備える。ここでは、Web ページのリンクに装飾、動的な効果を与えるために使用した。 

 

 HTML(HyperText Markup Language) 

 Web 上のドキュメントを記述するためのマークアップ言語である。Web 作成基本プログラミング用語

であり、C 言語のようなプログラミングとは違い、文章の中に記述するとこでさまざまな機能を記述設

定することができる。 また、Javascript や CSS などを直接書き込まなくても、別ファイルからの呼び

出しも可能である。また、Web の基幹的役割を持つ技術の一つで、HTML でマークアップされたドキュ

メントはほかのドキュメントへのハイパーリンクを設定できるハイパーテキストであり、画像・リスト・

表などの高度な表現力を持つ。ここでは Web ページのうち、操作説明などの静的なページの作成に使用

した。 

 

PHP: Hypertext Preprocessor 

動的に HTML データを生成することによって、動的な Web ページを実現することを主な目的とした

プログラミング言語、およびその言語処理系である。サーバーサイド・スクリプト言語として利用され

ており、Web サーバ上で動作し、Web サーバ上で PHP スクリプトの文書が要求されるたびに実行され、

結果を Web ブラウザに対して送信する。ここでは Web ページ上でのデータのアップロードやダウンロ

ードの実行部分のプログラムに使用した。 
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3. ゲーム本体の設計 

3.1. 仕様設計  

3.1.1. 倉庫番とは 

 ステージには主人公、荷物、ゴール、壁、床の 5 つのオブジェクトが存在する。プレイヤーは主人公

を操作して荷物を押して移動させる。ただし、荷物の先に壁や他の荷物がある場合には荷物を移動させ

ることができない。全ての荷物をゴールに置くとクリアとなる。 

荷物とゴールの数は同じであり、一見単純であるが、荷物を引くことができないので誤った位置に荷

物を移動させるとクリアできなくなる、パズル的性質の強いゲームである。 

 

3.1.2. 本開発特有の仕様 

 荷物を引くことはできないが、UNDO は何回分でもできるものとする。ただし、UNDO で一歩戻った

時は歩数をプラスでカウントする。また 3D 表示であることを利用して、ステージは斜め方向から見下ろ

すように表示するが、注視点はステージの中心か主人公のいずれかを選択して切り替えられるようにす

る。いずれを注視している時もズームイン、ズームアウトができるようにする。さらに、90°単位でのス

テージの回転も可能にする。「オリジナルステージ」モードを実装し、プレイヤーがステージを自作、プ

レイできるようにする。このモードには「柱」のオブジェクトが存在する。これは機能としては壁と同

じであるが、高さが二倍あるため、ステージの難易度を上げる為に用いる。 

 

 

 

歩数 
時間

主人公

ゴール

ゴールに置いた荷物 

現在のステージ

荷物

図 3.3 開始時 図 3.4 クリア時 

図 3.1 ステージ中心注視 図 3.2 主人公注視 
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3.1.3. モード 

 アプリケーションで行うことは「ゲーム」と「オリジナルステージの作成」と「ステージの管理」の 3

つに大別される。アプリケーション起動時には｢初めから｣｢ステージ選択｣｢ランキング｣｢オリジナルステ

ージの作成｣｢ステージ管理｣の 6 個のメニューを表示する。プレイヤーはここでメニューの中から任意の

モードを一つ選択し、ゲームを開始する。 

以下で 6 個のモードの概要について説明する。 

 

初めから 

既存の 10 個のステージを連続でプレイし、総合成績を競うモード。 

 

ステージ選択 

 単一のステージを選択しプレイして記録に挑戦するモード。「初めから」のモードでクリアしたステー

ジのみ選択可とする（1 面のみ無条件で選択可）。 

 

ランキング 

 「初めから」のモードでの 1 位～5 位の成績を一覧表示するモード。 

 

オリジナルステージ 

 オリジナルのステージを作成・プレイするモード。モード選択時に、ステージ作成モードか、作成し

たステージで遊ぶモードのどちらかを選択させる。 

 

ボタン設定 

 ゲーム中で使用するキーの設定をするモード。変更した設定は自動的に保存し、次回起動時には初め

からその設定を適用する。 

 

ステージ管理 

 ｢オリジナルステージ｣モードで作成したデータと、Web サイトからダウンロードしたデータを管理する

モード。それぞれのデータを｢オリジナル｣｢ネットワーク｣のグループで管理し、グループ間のコピー、

消去を行う。 

 

3.2. 外部設計 

各モードでの操作系などについて説明する。 

 

3.2.1. 初期メニュー 

アプリケーション起動時に表示されるメニューである。 初がトップ画面で何かのキーを入力をすると

トップメニューに切り替える。この画面から各モードに移行する。 
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3.2.2. 初めから  

決められた数のステージを連続してプレイするモード。ステージは全部で 10 あり、プレイヤーはこの

ステージをいかに少ない歩数と短い時間でクリアできるかを競う。成績は全ステージの歩数の和、時間

の和で決める。通常は歩数が優先され、歩数が同じだった場合、時間の短い方をランキングの上位とす

る。 

ステージをクリアするごとにサブメニューを表示し、次のステージに進むか終了するかを選ばせる。

また、ステージ中はポーズ画面を開くことができ、ポーズ画面では歩数、時間をそのままにステージを

再スタートするか、ゲームを終了するかを選ばせる。途中で終了した場合は処理上は全ステージをクリ

アしたものとし、残りのステージを 300 歩、120 秒でクリアしたものとして成績を計算する。 後のス

テージをクリアした後に、全てのステージの成績と総合成績を表示する。この際に総合成績が以前まで

のプレイの上位 5 位以内に入っていた場合は、名前を入力させてランキングに組み込む。名前入力には

上下移動と決定のキーを利用し、 大 3 文字までとする。 

 

 
図 3.7 ゲーム開始時 図 3.8 ポーズ画面 

図 3.5 トップ画面 図 3.6 トップメニュー 
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3.2.3. ステージ選択 

「初めから」のモードでクリアしたステージを選択してプレイし、記録に挑戦するモード。画面には 4

つ分のステージしか表示しないが、上下にスクロールさせて全ステージの状況確認・（可能なら）プレイ

ができるようにする。このモードでの成績は、ステージ毎の 短歩数と 短時間であり、「初めから」モ

ードの成績とは独立して記録に残す。 

 

図3.9 ステージクリア 図 3.10 クリア時のサブメニュー

図 3.13 全ステージクリア 

図 3.12 名前入力 図 3.11 成績・総合成績 
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3.2.4. ランキング 

「初めから」のモードでの 1 位～5 位の成績と名前を表示する。 

 

 

 

3.2.5. オリジナルステージ 

オリジナルステージのエディットに関わるモード。このモードにはさらにモードの選択肢（エディッ

ト、遊ぶ）がある。 

エディットを選択した場合は 20 のステージから 1 つを選択して作成・編集・削除を行う。新規にステ

ージを作成する場合は初めに縦横のサイズを決めてから主人公、壁、荷物、ゴール、柱、床のパーツを

選択して配置する。編集終了の際に保存するかどうかを選択できるが、ステージとして成立するための

条件（主人公が配置されており、荷物とゴールの数が同じ）を満たしていなければ保存を不可にする。 

 

図 3.15 ランキング画面

未クリアのステージ 

（選択不可） 
クリア済みのステージ 

（選択可） 

図 3.14 テージ選択 
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3.2.6. ボタン設定 

 ゲーム中で使うキーの設定を行う。キー設定にカーソルを合わせて決定ボタンを押すと、表の上から

順にそれぞれの機能を割り当てるキーの設定を行う。プレイヤーがキーボードのキーかジョイスティッ

ク、ジョイパッドのボタンを押すごとにカーソルが下に移動し、 後の「視点切替」の設定をするとボ

タン設定の作業が終わる。この時外部ファイルに設定を保存する。次回起動時には自動的にこのファイ

ルから設定を読み込んで適用する。0 キーを押すとキー設定がリセットされ、デフォルトのキー設定にな

る。 

 

 

 

図 3.20 キー設定画面 

作成したオリジナルステージをプレイヤーに選択させ

プレイさせる。 

図 3.19 プレイするステージの選択

図 3.16 編集するステージの選択 図 3.17 ステージの編集 図 3.18 編集完了確認メニュー 
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3.2.7. ステージ管理 

 サイトからダウンロードしたステージを管理するモード。このモードではネットワークグループ（左

側）とオリジナルグープ（右側）間でのコピーと削除を行う。 

カーソルはオリジナルステージの 20 個のいずれにも当てることができる。データが存在するものを選

択している時は図 3.21 のように左側にサムネイルを表示する。この時「決定」が押された場合は図 3.22

のようにサブメニューに移行する。ただし、ネットワークグループ（ 大 5）に空きがない場合は「コピ

ー」の選択肢をグレイアウトさせる。コピーの際キーボードから 大 7 文字でステージ名を入力させる。 

 
 

ネットワークグループのステージ選択されている時は画面右側にサムネイルを表示する。（選択するグル

ープの変更は「左」「右」の入力によって行う）こちらも「決定」でサブメニューに移行する。空きがな

い時にコピーができないのも同様である。コピー先はオリジナルグループの空きスロットのうち も番

号の小さいものとする。 

 図 3.25 ネットワークグループ 図 3.26 サブメニュー 

図 3.21 オリジナルグループ 図 3.22 サブメニュー 

図 3.24 コピー後 図 3.23 名前入力 
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3.3. クラス設計 

 これらの仕様を実現するため、クラスの設計を行った。まず、主人公のクラスを作り、ステージ中で

の動作に必要な量をフィールドとして持たせ、操作に応じて行動するためのメソッドを列挙した。荷物

クラスには表示のための情報と状態のフィールドだけを持たせ、ステージクラスにこれらのインスタン

スを持たせることにした。すなわち、メインクラスでプレイヤーからの入力の受け付けや表示を行うが、

主人公や荷物への影響は全てステージクラスを通じて行うことにした。 

図 3.27 コピー前 図 3.28 コピー後 
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4. ゲーム本体の工夫した点 

4.1. 主人公のアニメーション表示 

 主人公の体は 6 個のパーツ（胴体、右腕、左腕、右車輪、左車輪、ネジ）で構成する。それぞれの 3D

表示のためのオブジェクトを個別に用意し、各パーツに基準位置の座標と回転角（水平方向をφ、鉛直方

向を とする）を持たせて、それらを同時に表示することで全身を表示する。 

図 4.1～図 4.5 に胴体と右腕を模式的に示す。DirectX の座標系は左手系であるため、フィールドの右

側を , 奥側を , 上方 方向と定義する。胴体の基準点は底面の中央、右腕の基準点は上面の中央とする。

（実際のモデルでは胴体、右腕ともこれより少し上に長い。） 

 図 4.5 に示すように、水平方向の回転がなく、仰向けに胴体が傾いた場合は、右腕の基準点は胴体の基

準点から見て水平方向、鉛直方向にそれぞれ肩の高さ 胴体 、肩の高さ 胴体 だけずれること

になる。さらに全体が水平方向にφ胴体だけ回転すると、 , 軸方向のずれは水平方向のずれをそれぞれの

軸に対して射影したものになるので、(1), (3)のようになる。 

メイン 

・ステージ 

・各モード 

・メニュー系変数 

・ゲームの状態 

・ランキング 

・スコアの計算 

・キー入力受付 

・描画 

・BGM･サウンドを出す 

主人公 

荷物 

・マップの要素の状態 

・主人公 

・視線方向 

・カメラ距離 

・位置 

・速度 

・押され状態 

・基準位置 

・基準方向 

・パーツの位置 

・パーツの方向 

・状態 

・歩数 

・面のセーブ 

・面のロード 

・ステージの初期化（エディット用）

・クリア判定 

・主人公の移動 

・マップの回転 

・進み処理 

・巻き戻し処理 

・表示 

・形状設定 

 

ステージ 

図 3.29 クラス図
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肩の高さ 胴体 

胴体の基準点

右腕の基準点

上面 
底面 

胴体の基準点

前面 

図 4.4 側からの図 胴体 0  図 4.3 側からの図 胴体 0  

上面 

肩の高さ 胴体 

肩の高さ 胴体

胴体 

肩の高さ

胴体の基準点 

右腕の基準点 

図 4.2 側からの図 胴体 0  

胴体の基準点 

図 4.1 側からの図 胴体 0  
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右腕 胴体 肩の高さ 胴体 胴体
肩幅

胴体  (1) 

右腕 胴体 肩の高さ 胴体    (2) 

右腕 胴体 肩の高さ 胴体 胴体
肩幅

胴体  (3) 

 

のように求められる。左右の車輪の高さは胴体と同じなので , のみ腰幅の半分だけ外側にずれ、 

車輪 胴体
腰幅

胴体     (4) 

車輪 胴体       (5) 

車輪 胴体
腰幅

胴体       (6) 

 

のようになる。頭部のネジは単純に胴体に乗っているだけなので、 

 

ネジ 胴体 頭の高さ 胴体 胴体   (7) 

ネジ 胴体 頭の高さ 胴体    (8) 

ネジ 胴体 頭の高さ 胴体 胴体   (9 

 

 

肩の高さ 胴体 胴体 

胴体肩幅

2
 

肩幅

2 胴体 

胴体

肩の高さ 胴体 

肩の高さ 胴体 胴体 

肩幅

2 胴体 

図 4.5 側からの図 胴体 0, 胴体 0  
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 このように全体の基準位置とそれぞれのパーツの角度から、全てのパーツの位置を決め、3D モデルを

鉛直方向、水平方向の順に回転させたものを表示する。 

(1)~(9)の関係は図から求めることもできるが、例えば胴体からの基準点から右肩の基準点に向かうベ

クトルは、回転がない時は 

胴体から右肩

0
肩の高さ

肩幅

2

 

なので、 軸周りに 胴体の回転、さらに 軸周りに 胴体の回転を加えると 

胴体 0 胴体

0 1 0

胴体 0 胴体

胴体 胴体 0

胴体 胴体 0

0 0 1

0
肩の高さ

肩幅

2

 

胴体 0 胴体

0 1 0

胴体 0 胴体

肩の高さ 胴体

肩の高さ 胴体

肩幅

2

 

肩の高さ 胴体 胴体

肩幅

2 胴体

肩の高さ

肩の高さ 胴体 胴体

肩幅

2 胴体

 

となる。これはまさに(1)~(3)の胴体と右腕のずれに相当する。 

 

4.2. 3D オブジェクト 

 今回制作したゲームのライブラリでは x ファイルの 3D モデルしか使用できないので、研究室で使用で

きる環境を使って x ファイルを作る必要があった。以下に制作の手順を示す。 

 

A) Solidworks によるモデリング（SLDPRT 形式） 

 まず 3D CAD Solidworks で 3D モデルの設計を行う。モデリング終了後に、「ファイル」→「指定保

存」を選択し、ファイル形式を STL(*.stl)として保存する。 
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B) OBJ 形式への変換 

 STL 形式は一般的な CAM 用のデータ形式であり、そのままでは Metasequoia で読み込むことが出来

ないので、教員が制作した変換ツールを使用して OBJ 形式のファイルを作成した。 

 

 

 

C) Metasequoia へのインポート（mqo 形式） 

 Metasequoia でファイル→開くを選択し、B)で作成したファイルを読み込む。このときの変換のパラ

メータ設定のウィンドウが出て、倍率や反転などの設定をすることができるが、それらの処理は読み込

み後でもできるのでそのまま OK をクリックする。 

図 4.8 STL 形式と OBJ 形式の相互変換ツール

図 4.6 SolidWorks によるモデリング（胴体） 図 4.7 SolidWorks によるモデリング（車輪）
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D) テクスチャの追加 

 この時点では面にテクスチャが設定されていないので、材質パネルを開いて新しい材質を作る。一部

のモデルの材質には単純な色を割り当てたが、このモデルはデザインが単純なので、ステージ中で目立

たせるためにテクスチャ画像を用いて模様を設定した。その際、同一の材質を多くの面に割り当てると、

全体的に引き伸ばされた状態になってしまうので、UV 操作から自動展開の機能を使って全ての面に同じ

倍率で画像を割り当てた。 

 

 
 

図 4.11 単色の材質

図 4.9 変換時のパラメータの設定 図 4.10 Mqo 形式に変換されたモデル 
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E) x ファイル形式への変換 

 ファイル→名前を付けて保存を選択し、ファイルの種類で「Direct3D Retained Mode(*.x)」を選んで

保存する。このとき倍率や表示の仕方などの設定ウィンドウが出る。この時、テクスチャの設定を表示

に反映させるため「UV マッピング」にチェックを入れておく。 

 作成した x ファイルは DirectX Viewer で見ることができるが、この時点でテクスチャ画像のパスが絶

対パスになっているため、テクスチャが反映されていない。そこで、テキストエディタで x ファイルを

開き、画像のパスの部分をファイル名だけを残して削除する。するとテクスチャが反映された状態にな

る。 後にこのファイルをゲームのアプリケーションの 3D モデル用のフォルダに移動させるが、この

時テクスチャ画像も併せて移動させる必要がある。 

モデリングは Metasequoia で直接行うことも出来るが複雑な形状を作るのに向かないため、あえて A

～D の手間をかけた。 

 

 

 

 

 

図 4.14 テクスチャの適用 

図4.12 自動展開適用前 図4.13 自動展開適用後 
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4.3. データの外部化 

 デフォルト・オリジナルのいずれのステージでも、アプリケーション中でステージを生成する時は外

部のバイナリファイルからデータを読み込む。ファイルには先頭から順に 

 

横幅 

高さ 

カメラ距離 

(0, 0)のマスのオブジェクトの種類 

(1, 0)のマスのオブジェクトの種類 

・・・ 

(横幅-1, 0)のマスのオブジェクトの種類 

(1, 0)のマスのオブジェクトの種類 

(1, 1)のマスのオブジェクトの種類 

・・・ 

 

を格納しておき、これを元にマップの縦横のサイズ、マップ上のオブジェクトの種類、主人公の初期位

置を決める。各マスのオブジェクトの種類は整数(0:壁、1:ゴール、2:荷物、3:柱、4:床、5:主人公)で表わ

す。マップを生成する際は「オブジェクトの種類」として 5 が入っていた部分には床を配置し、その座

標を主人公の初期位置とする。 

 

オリジナルステージの作成時には、プレイヤーの操作によってマップの配列の値を書き換え、データ

保持の際に上記の順でファイルへの書き込みを行う。ファイルにはステージ番号に対応した名前を付け、

デフォルトステージとオリジナルステージのデータはそれぞれ別のフォルダに保存する。 

 

5. 管理システム 

5.1. データベース構築 

 サーバの構築には XAMPP を用いた。これは、PHP、Apache、MySQL が同一のパッケージにはいっ

ているもので、これを導入するだけで容易にサーバの構築ができる。以下にインストールからテーブル

構築までの手順を示す。 

 

A) XAMPP のダウンロード 

 XAMPP を apache friends - xampp for windows [8]からダウンロードした。ダウンロードするファイ

ルの候補としてインストーラ、ZIP アーカイブ、7ZIP アーカイブの三種類が表示されたが、ここでは ZIP

アーカイブファイルを選択し、解凍した。その後、解凍して出来たフォルダの中の xampp-control.exe

へのショートカットをデスクトップに置いた。 
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B) XAMPP の起動 

 XAMPP は上記のショートカットから起動する。実行中は XAMPP のアイコンがタスクバーに表示さ

れる。XAMPP Control Application のウィンドウで Apache と MySQL の両方の Start ボタンを押し、

Apache と MySQL 起動させた。ここで解放された Admin ボタンを押して図 5.4 の Web ページが表示さ

れたので、Apache が正しく起動できていることが確認できた。 

 

 

 図 5.4 Apache の接続確認ページ

 図 5.3 Admin へのアクセス 図 5.2 Apache と MySQL の起動

図 5.1 XAMPP のダウンロード 
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C) データベースの構築 

 次に MySQL の Admin ボタンを押して、パスワードの設定をした。この作業は MySQL への初回アク

セスにのみ必要であり、次回以降は Admin ボタンで図 5.6 のログインページからそのパスワードを入力

してログインすることになる。 

 

 

タブからデータベースを選択する。入力フォームにデータベース名 test を入力し、文字コード

utf-16_bin を選択後作成をクリックし、動作テスト用のデータベース作成に進んだ。 

 

 

左のメニューからデータベース「test」を選択し、テーブル名 testdb, カラム数 3 としてテーブルを作

成した。次に、テーブルの要素を表 5.1 のように入力し、保存した。 

 

 
図 5.8 テーブルの作成 

図5.7 データベース作成

図 5.5 MySQL の Admin を実行 図 5.6 ログインページ 
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その後表示された、図5.9のページにより、表5.1で入力した値が正しく反映されテーブルを確認した。 

 

 

これを踏まえて、実際のデータ管理に用いるデータベースとテーブルの名前を media、カラム数を 3

にして作成した。それぞれのカラムの属性はテスト用のテーブルと同じものにした。 

 

5.2. Web ページ制作 

HTML 言語とスクリプト言語 PHP を用いてデータのアップロードとダウンロードの処理を行うため

の Web ページを作成した。 

 

アップロード   upload.php 

ダウンロード   download.php 

ファイルの一覧表示用スクリプト dir.php 

  アップロード用のフォーム  upload.html 

  トップページ   index.html 

  右フレームのトップページ  top.html 

  メニュー    menu.html 

  遊び方    rule.html 

  オリジナルステージの作り方  edit.html 

 

menu.html と dir.php ではスタイルシートを使用してリンクの表示の工夫をした。 

図 5.9 テーブルの構造の確認ページ

カラム id filename mime_type 

種別 MEDIUMINT TEXT TEXT 

照合順序 ― utf16_bin utf16_bin 

その他 AUTO_INCREMENT ― ― 

表 5.1 テスト用テーブルの要素の入力
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upload.html 以外の html ファイルは既定のものを表示するだけである。以下にその概要を述べる。 

index.html 

 左右のフレームを生成し、左フレーム（幅 180pt）に menu.html、右フレームに top.html を組み込む。 

top.html 

 右フレームのトップページを表示する。 

menu.html 

 top.html, rule.html, edit.html, upload.html, dir.php へのリンクを表示する。リンクがクリックされ

た時は右側のフレームにそのページを読み込む。 

rule.html 

 ゲームの基本的なルールの説明をする。 

edit.html 

 オリジナルステージの作成方法の説明をする。 

 

5.2.1. スタイルシート 

style.css 

リンクに装飾と動的な効果を与えるためスタイルシートを用いた。以下に述べるセレクタのうち

a:menu1, a:menu1.hover, a:menu2, a:menu.hover2 のプロパティの値は nayu design [11]のものを参考

にして決めた。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a:menu1 を適用したリンク 

a:menu2 を適用したリンク 

a:hover.img を適用した

リンク 

a:menu1.hover による効果 

図 5.10 スタイルシートによるリンクの装飾 
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a:menu1 

menu.html のリンク（1 行分）に使用した。これによりリンクがボタンのように表示される。 

 

 

  a:menu1:hover 

   これにより a:menu1 のリンクにマウスを当てた時に文字が大きい文字になり、ボタンが右に動く。 

 
 

a:menu2 

2 行分のリンクに対して同用の効果を持たせるためのもの。a:menu1 との違いは height プロパティ

が 40px であることのみ。 

 

a:menu2: hover 

 a:menu1.hover とまったく同じ。 

a:hover.img 

プロパティ 設定値 備考 

width 135px  

background-color #0000ff  

color #ffffff  

font-size 16px  

font-weight bold 文字を太くする（数値で 700を指定した時と同じ）

margin-left 20px 左マージンを指定する 

表 5.3 a:menu1:hover のプロパティ値 

プロパティ 設定値 備考 

display block 指定要素をブロックレベルで表示する。 

width 120px  

height 25px  

background-color #0000ff  

Color #ffffff  

Font-size 14px  

letter-spacing 3px  

text-decoration none リンクの下線を消す。 

padding-top 5px  

text-align center テキストを中央揃えにする。 

border-bottom-style groove 立体的に窪んだ線で枠を表示する。 

border-width 0px, 0px, 1px, 0px  

表 5.2 a:menu1 のプロパティ値 
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画像に貼ったリンクに使用した。これにより、マウスを当てた時に右下に 1 ドット画像がずれる。 

 

 

5.2.2. アップロード用ページ 

upload.html, upload.php 

upload.html でファイル名を取得して upload.php がそれを受け取る。upload.php はデータベースの

既存要素の ID と重ならないような ID を付けてテーブルにファイルを格納し、 後にダウンロードのた

めのページ dir.php を呼び出す。なお、ここではデータベースに接続するために Mohammed Imran 氏

の制作したライブラリ DBFunction.php, DB.php [12]に含まれる connect 関数を使用した。 

 

以下にコードの処理を記す。 

 

upload.html 

フォーム上にファイル選択用のテキストボックスとボタンのセット(file)とアップロード用のボタンを

配置する。アップロードボタンが押されたら、file の値を渡して、upload.php を呼び出す。 

 

 

upload.php 

・データベースに接続する 

・upload.html から受け取ったファイル名が空でなければ 

・そのファイルの ID を渡す 

・そのファイル名を表示する 

・データベースにファイルを追加する準備をする 

・データベース上の 後に追加された要素を取得し、$res に入れる 

・$res から要素$row を取り出す 

・$newid（保存ファイルの ID 番号）に$row の ID を入れる 

図 5.11 アップロードページ 

プロパティ 設定 備考 

position relative;top:1px;left:1px; 上に 1 ドット、左に 1 ドット浮かせる 

表 5.4 a:hover.img のプロパティ値
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・upload.html から受け取ったファイルを、$newid に拡張子 dat を付けたファイル名でデータベース

に追加する 

・dir.php を呼ぶ 

 

5.2.3. ダウンロード用ページ 

dir.php, download.php 

データベースからダウンロードを行わせる。dir.php では同名のデータファイル、画像ファイルが揃っ

ているものをデータベースから検索して画像とリンクを表示する。リンクがクリックされると、ファイ

ルの ID を渡して download.php を起動する。download.php は渡された ID からファイル名、ファイル

サイズ、ファイルタイプを取得して図 5.12 のダウンロードダイアログを表示する。 

 

 

 

以下にコードの処理を記す。 

 

dir.php 

1.画像とステージデータが揃っているものについてサムネイルとリンクを表示する 

・データベースの要素をすべて取得して$res に入れる 

・全ての要素についてくり返し（要素を$row に入れる） 

・$row のファイル名を$a に入れる 

・$a の拡張子部分を$b に入れる 

・$a の拡張子を取り除いたものを$c に入れる 

・$b が"jpg"なら 

・データベースの要素をすべて取得して$res2 にいれる 

・全ての要素について繰り返し（要素を$row2 に入れる） 

・$row2 のファイル名が$c に".dat"を追加したものと一致したら 

・$c を文字列として表示 

・$row[0](ファイル名)からパスを取得して画像を表示 

・$row[0]ファイル名)からパスを取得して画像ファイルへのリンクを表示 

図 5.12 ダウンロードダイアログ
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・$row2[0](ファイル名)からパスを取得してデータファイルへのリンクを表示 

 

2.ステージデータに対応する画像がない場合に警告を表示する 

・データベースの要素をすべて取得して$res に入れる 

・全ての要素についてくり返し（要素を$row]に入れる） 

・$row のファイル名を$a に入れる 

・$a の拡張子部分を$b に入れる 

・$a の拡張子を取り除いたものを$c に入れる 

・$b が"dat"なら 

  ・$found に false を入れる 

・データベースの要素をすべて取得して$res2 にいれる 

・全ての要素について繰り返し（要素を$row2 に入れる） 

・$row2 のファイル名が$c に".jpg"を追加したものと一致したら 

・$found に true を入れる 

  ・$found が false なら 

・「画像データ」$c「.jpg をアップロードしてください」と表示 

 

3.画像に対応するステージデータがない場合に警告を表示する 

2 の逆の処理をする。 

 

download.php 

・データベースに接続する 

・受け取った ID と一致する要素をデータベースから検索し、$res に入れる 

・$res から要素$row を取り出す 

・$filename(ファイル名)に$row[0](ファイル名)を入れる 

・$type(ファイル形式)に$row[1](ファイル形式)を入れる 

・受け取った ID と一致する要素のパスを$datafile に入れる 

・ダウンロードダイアログのファイルタイプを指定ファイルのタイプに設定する 

・ダウンロードダイアログのファイルサイズを指定ファイルのサイズに設定する 

・ダウンロードダイアログのファイル名を指定ファイルのファイル名に設定する 

・ダウンロードダイアログを表示する 

・指定したファイルを出力する 

 

データベース上に、 EDIT.dat, EDIT.jpg があると図 5.13 のようにサムネイルと画像とデータファイ

ルへのリンクを表示する（サムネイルにも画像へのリンクを貼る）。ここで ORIGIN.dat がアップロード

されると図 5.14 のように対応する画像のアップロードを促すメッセージを表示する（画像がアップロー

ドされればそれらについても、サムネイル、リンクを表示する）。データベース上に単独の画像ファイル

がある時も同様のメッセージを表示する。 
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6. 考察 

6.1. 達成度 

6.1.1. ゲーム本体 

 ゲームを行う上での一通りの機能を実装できた。しかし、柱のオブジェクトの使い方が結局わからず、

デフォルトステージには入れなかったため、必要性に疑問が残ってしまった。また、オリジナルステー

ジ作成の際とセーブには制約を持たせたが、オブジェクトの配置によっては絶対にクリアできないステ

ージも作れてしまう。また、現状ではデフォルトのステージが 10 しかないので、繰り返しプレイすると

すぐに飽きてしまう。 

 

6.1.2. データ管理システム 

 当初は、データ管理システムを Linux 上に構築する予定であったが、サーバの構築がなかなかうまく

いかなかったため Windows マシン上にサーバを置いて研究を進めた。 

データのアップロードとダウンロードを行うための基本的な機能は実装できた。しかし現状ではデー

タベースに既に存在するものと同名のファイルもアップロードできてしまう。また、プレイに必要なフ

ァイルをまとめてダウンロードできない。 

 

 

6.2. 改善案 

図 5.13 データが揃っている場合 図 5.14 単独の datファイルがある場合

図 5.15 単独の dat, jpg ファイルがある場合 
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6.2.1. ゲーム本体 

 オリジナルステージでクリア不可能なものが作れないようにするための方法を調べてみたのだが、完

全に解読する方法がまだ存在していないらしく、そのアルゴリズムを考えるのも研究テーマとなりそう

である。また、村瀬芳雄氏の「倉庫番」の問題の自動作成 [13]という論文によると、倉庫番の面白さは、

「手順の複雑さ」であると述べられており、自動で解くプログラムを作成することができるらしい。こ

のアルゴリズムの研究も非常に興味深い。 

デフォルトのステージが少なく、飽きられやすいという点を解消するには、ステージをクリアするの

に特定の条件を達成させるという方法がある。具体的には、ステージ中に時間制限を設定する、一定歩

数以内にクリアしなければならないモードを実装するなどである。 

現状ではオリジナルステージは単独でしかプレイできないが、連続でプレイするモードなども搭載す

ると、ゲームの幅が広がる。 

 

6.2.2. データ管理システム 

データをアップロードする際にデータベースを検索し、同名のファイルが存在する場合に警告文を表

示し、アップロードができないようにする。また、ダウンロードボタンを設けるなどして、二つのデー

タを一括でダウンロードできるように PHP のプログラムを組み直すことができれば、ユーザーにとって

非常に操作が楽になるので、その点も改良の余地がある。 

現在は Web ページをフレームを使って表示をしているが、フレームに対応していないブラウザでの閲

覧を考慮してフレームなしの表示をできるようにする。また、テーブルに「難易度」、「幅」、「奥行き」、

「荷物の個数」に相当する項目を追加し、データファイルをアップロードする際にプレイヤーに難易度

をコンボボックスで選択させ、その他の項目はファイルから取得する。ダウンロードページではこれら

の情報を表の形で表示する。 

また、メニューでアップロードを選んだ時は、dat 形式のものしかアップロードできないようにして、

そのアップロード後に画像専用のアップロード画面を表示すれば片方のファイルだけをアップロードす

るミスはある程度防げる。 
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