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1 実験目的

PS3上で動作するゲームを作成する。その上で開発に必要な環境について学び、限られた資源を
いかに活用してゲームを作成するか、グループメンバーでいかに協力しあえるかを学ぶ。

2 実験内容

本実験では以下の事を行った。

• 開発環境 (SDL)の導入

• スーパーダンディーを PS3に移植

• スーパーダンディーの画像ファイルをハイビジョンディスプレイに合わせた解像度の変更、
および画像表示用関数を OpenGLを用いて書き直し

• blenderで作成し、xml形式で出力されたモデルデータをゲーム内で使用するための xmlイ
ンタープリタの作成

• スーパーダンディーをステイトパターンに書き直す

3 SDLの導入

今回 PS3でのゲーム開発環境が SDL+OpenGLで行うので、Mac OSXに SDLをインストール
することで iBook(macBook)上で動作確認等が行えるようになる。

3.1 SDL本体の導入

まず、SDLのホームページ (http://www.libsdl.org/)へ行き、最新版のSDL(現在はversion1.2.11)
を download。

展開してディレクトリへ移動。

展開¶ ³
% tar zxvpf SDL-1.2.11.tar.gz.tar

% cd SDL-1.2.11µ ´
SDL1.2.11をコンパイル＆インストール。

install¶ ³
% ./configure

% make

% sudo make installµ ´
これで、 /usr/local/ 以下に SDLのヘッダ、ライブラリがインストールされる。
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なお、動作確認には、展開したディレクトリ内に testというディレクトリがあり、そこにテスト
プログラムがあるので、これを使って SDLが正常に動いているかを確かめればよい。例えば testgl
を実行させて、以下のように動作すれば OK。

example¶ ³
% cd test

% ./configure

% sudo make

% ./testglµ ´

図 1: testglの実行結果

3.2 SDL imageのインストール

SDLのみでは、画像のロードが SDL LoadBMP() 関数を利用した BMPファイルのロードしか
できない。しかし、SDLimage(http://www.libsdl.org/projects/SDL image/)を導入することで
以下の画像フォーマットをロードすることができるようになる。

• BMP

• PNM

• XPM

• LBM

• PCX

• GIF

• JPEG
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• PNG

• TGA

このうち、JPEGと PNGは

• JPEG Software (http://www.ijg.org/)

• libpng (http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html)

の 2つのライブラリがインストールされている状態で SDL image をインストールした場合のみ
ロードすることができるようになる。

installの注意点として、上記のライブラリを先にインストールしてから SDL imageをインストー
ルしないと JPEG と PNG を使用することができない。

SDL imageを先にインストールしてしまった場合、jpegと libpngをいれてあと、再度SDL image
をビルドする必要がある。

さらに注意することは、 libpng を使用するために事前準備として、

• zlib (http://www.zlib.net/)

をインストールする必要がある。従って、SDL image の導入には、以下の順にインストールす
る必要がある。

zlib → libpng → jpeg → SDL image

3.3 SDL mixerのインストール

SDL mixer(http://www.libsdl.org/projects/SDL mixer/)は SDLのオーディオ機能上に構築さ
れた拡張ミキサーライブラリであり、8チャネルの効果音と，1チャネルの BGMをミキシングす
る機能を持っている。

利用できるファイルのフォーマットには以下のものがある。

• MOD

• MIDI

• mp3

• Ogg Vorbis

このうち、mp3と Ogg Vorbisを使用するには、SDL imageと同様に

• SMPEG(http://www.lokigames.com/development/smpeg.php3)

• Ogg Vorbis(http://www.xiph.org/)

の、別途ライブラリがインストールされている状態で SDL mixer をインストールする必要が
ある。
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4 スーパーダンディーのPS3への移植

PS2版スーパーダンディーは libps2という PS2依存のライブラリを用いて記述されていたため、
PS3に移植するにあたって SDLというライブラリを用いてプログラムを書き直した。なお、実際
にコードを書き直したのは並列研の 4年生であるため、ここでは書き直したコードの説明について
は省略する。

ゲーム班はデバッグにあたった。主なバグとしては、

• コントローラのアナログスティックをニュートラルに戻しても入力が入りっぱなしになる

• 自機が 0になってもコンティニュー画面が表示されない

等があった。

5 画像ファイルの解像度変更

並列研の AQUOSに合わせてスーパーダンディーの画像ファイルの解像度の変更を行った。
まず、元の画像ファイルの解像度を PhotoShopで 4倍に変更する。すると、ドットが拡大され

ギザギザが目立つようになるため、滑らかに見えるように修正を加えていった。

以下に変更前の画像と変更後の画像を示す。

図 2: 解像度変更前の PS2版の画像
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図 3: 解像度変更後の画像

5.1 プログラムの変更

画像ファイルの解像度変更に伴って、画像ファイルからのスプライト切り出し位置の変更など、

プログラムの変更を迫られた。syokika.c内の syokiak()でのスプライト切り出し関数DefSpriteに
与える引数の変更箇所を以下に示す。他の変更箇所に関しては非常に多岐に及ぶため、省略する。

---------------------------------------------------

...省略...

/*

1引数:キャラクターナンバー;

2引数:テクスチャーページ番号:

3引:x

4引数:y

5引数:テクスチャー幅;

6引数:テクスチャー高さ;

7引数:パレットアドレス;

*/

DefSprite(PLAYER_LEFTMOVE, 0, 0, 0, 128, 128, 480);

DefSprite(PLAYER_TURNTOLEFT, 0, 128, 0, 128, 128, 480);

...省略...

----------------------------------------------------

コメントにある通り、3,4番目の引数が画像ファイルからのスプライト切り出し位置の x,y座標を
示している。画像ファイルの解像度変更後は 3,4,5,6番目の引数にを画像ファイルに合わせて変更
しなければならない。変更後の画像ファイルの解像度は元の物の 4倍なので、引数の値をそれぞれ
4倍にし、そこから実際のゲーム画面を見て序所に修正を加えていった。
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5.2 OpenGL使用に伴うスプライト表示関数PutSprite,スプライト切り出し
関数DefSpriteの変更

画像表示に OpenGLを使用するため、PutSprite,DefSpriteに変更を加えた。

5.2.1 PutSpriteの変更

変更前の PutSpriteでは、SDLの機能を使ってスプライトを画面上の指定した位置に転送する
という方法でスプライトの表示を行っている。OpenGLを用いる場合は平面な四角形のポリゴン
を用意し、画像から作成したテクスチャを貼ることでスプライトの表示を行う。

変更前と変更後の PutSpriteのコードを以下に示す。

-------------------

変更前

-------------------

void PutSprite(int zorder, short x, short y, int number)

{

SDL_Rect srcrect;

SDL_Rect area;

spview[zorder].extend = FALSE;

//srcrect.x = sptable[number].dx;

srcrect.x = sptable[number].dx + sptable[number].page * 128;

srcrect.y = sptable[number].dy;

srcrect.w = sptable[number].w;

srcrect.h = sptable[number].h;

area.x = x;

area.y = y;

SDL_BlitSurface(sprite, &srcrect, screen, &area);

}

-------------------------------------------------------------

sptableは DefSpriteによりスプライトの切り出し位置情報が格納されている構造体配列である。
SDL Rect構造体を２つ用意し、一方には sptableからスプライト情報を格納し、もう一方には表
示させる画面の座標を格納する。最後に SDL BlitSurfaceにより転送を行う。

------------------

変更後

------------------

void PutSprite(int zorder, short x, short y, int number)

{

glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture[number]);
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glBegin(GL_QUADS);

glTexCoord2f(texMinX[number],texMinY[number]);

glVertex2i((GLuint)x, (GLuint)y );

glTexCoord2f(texMinX[number],texMaxY[number]);

glVertex2i((GLuint)x, (GLuint)(y+sptable[number].tex_h) );

glTexCoord2f(texMaxX[number],texMaxY[number]);

glVertex2i((GLuint)(x+sptable[number].tex_w), (GLuint)(y+sptable[number].tex_h));

glTexCoord2f(texMaxX[number],texMinY[number]);

glVertex2i((GLuint)(x+sptable[number].tex_w), (GLuint)y);

glEnd();

}

------------------------------------

頭に gl の付く関数は全て OpenGL のコマンドである。まず、glBindTexture で使用するテクス
チャを指定する。なお、ここで使用されているテクスチャは変更後のDefSpriteで作成されている。
glBeginから glEndまでがポリゴンの描画となる。glBeginから glEndの間にポリゴンの頂点座標、
テクスチャ座標、頂点のカラー、法線ベクトルなどを記述する。上記の glVertex2iと glTexCoord2f
がそれぞれ頂点座標、テクスチャ座標に当たる。ここでは四角形の左上、左下、右下、右上の順番

で記述している。

5.2.2 DefSpriteの変更

DefSpriteの変更は、元の DefSpriteにテクスチャ生成の記述を加えたものである。以下にコー
ドを示す。

-------------------------------------

void DefSprite(int number, int page, short x, short y, short w, short h,

int color)

{

sptable[number].page = page;

sptable[number].dx = x;

sptable[number].dy = y;

sptable[number].w = w;

sptable[number].h = h;

sptable[number].color = (color & 32);

sptable[number].mx = w / 2;

sptable[number].my = h / 2;

sptable[number].tex_w = power_of_two(sptable[number].w);

sptable[number].tex_h = power_of_two(sptable[number].h);

texMinX[number] = 0.0f;

texMinY[number] = 0.0f;

texMaxX[number] = (GLfloat)sptable[number].w / sptable[number].tex_w;

texMaxY[number] = (GLfloat)sptable[number].h / sptable[number].tex_h;

if(!texture[number]){
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SDL_Rect srcrect;

SDL_Rect area;

SDL_Surface *image;

image = SDL_CreateRGBSurface(

SDL_SWSURFACE,

sptable[number].tex_w, sptable[number].tex_h,

32,

#if SDL_BYTEORDER == SDL_LIL_ENDIAN /* OpenGL RGBA masks */

0x000000FF,

0x0000FF00,

0x00FF0000,

0xFF000000

#else

0xFF000000,

0x00FF0000,

0x0000FF00,

0x000000FF

#endif

);

if( image == NULL ) {

exit(1);

}

//spview[zorder].extend = FALSE;

//srcrect.x = sptable[number].dx;

srcrect.x = sptable[number].dx + sptable[number].page * 128;

srcrect.y = sptable[number].dy;

srcrect.w = sptable[number].w;

srcrect.h = sptable[number].h;

area.x = 0;

area.y = 0;

area.w = sptable[number].w;

area.h = sptable[number].h;

SDL_BlitSurface(sprite, &srcrect, image, &area);

glGenTextures(1, &texture[number]);

glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture[number]);

glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_NEAREST);

glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_NEAREST);
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glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D,

0,

GL_RGBA,

sptable[number].tex_w,sptable[number].tex_h,

0,

GL_RGBA,

GL_UNSIGNED_BYTE,

image->pixels);

SDL_FreeSurface(image); /* No longer needed */

}

}

---------------------------------------

まず、引数として与えられたスプライトの情報を構造体配列 sptableに格納し、その情報を用いて
テクスチャを生成している。

6 xmlインタープリタの作成

blenderから出力された xml形式のモデルデータを読み込ませるための xmlインタープリタを
作成した。このインタープリタは libps2の xml.cに少しの変更を加えるだけで作成できた。主な
変更点を以下に示す。

---------------------------

static void

get_surface_data(SURFACE *surf, xmlNodePtr cur)

{

int n;

char *tex_name,*cont;

float *index;

/*

data[0]: point position

data[1]: point direction

data[2]: point QT position

data[3]: point color

*/

surf->data[0] = (FVECTOR *)malloc(sizeof(FVECTOR)*(surf->size)*4);

surf->data[1] = surf->data[0] + surf->size;

surf->data[2] = surf->data[1] + surf->size;

surf->data[3] = surf->data[2] + surf->size;

...以下省略...

--------------------------
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SURFACE構造体のメンバにモデルデータを読み込ませ、その構造体をゲーム本体で使用するこ
とによって、モデルの描画が可能となる。描画する際には以下のような記述が必要となる。

glBegin( GL_TRIANGLES );

for(n=0;n<obj->surfaces->size;n++){

glColor4ub(*(obj->surfaces->data[2][n]),*(obj->surfaces->data[2][n]+1),

*(obj->surfaces->data[2][n]+2),*(obj->surfaces->data[2][n]+3));

glVertex4f(*(obj->surfaces->data[0][n]),*(obj->surfaces->data[0][n]+1),

*(obj->surfaces->data[0][n]+2),*(obj->surfaces->data[0][n]+3));

}

glEnd( );

7 スーパーダンディーをステイトパターンに書き直す

スーパーダンディーの敵や弾などの表示オブジェクトは自身の現在の座標などの情報を構造体

として持っており、行動ルーチンも構造体メンバとして番号で持っている。そして行動する際には

switch文で該当する番号の振る舞いをする。これは非常に煩雑であるし、計算量の増加にも繋が
るため、ルーチンを 1つ 1つ関数にし、構造体メンバに関数ポインタを追加することで、switch文
を使わずに済むように書き直した。また、オブジェクトのデータ構造が構造体の配列で表現されて

いたのを、双方向循環リストに変更した。また、アルファブレンディングも実装した。

7.1 構造体の変更

オブジェクトの構造体は以下のようにした。

typedef struct CHARACTER{

float x; //position

float y;

float vx; //velocity

float vy;

float vit; //vitality

int score;

int dt1;

int dt2;

int charano; //sprite_number

BOOL tama; //bullet identifier

BOOL f; //apiarance idenfifier

float s;

//int group;

struct CHARACTER * (*state)(struct CHARACTER *p);
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struct CHARACTER * (*collision)(struct CHARACTER *p);

//STATE state;

//STATE collision;

struct CHARACTER *next;

struct CHARACTER *prev;

} CHARACTER;

state、collisionがそれぞれルーチン、当たり判定用の関数ポインタとなっている。

7.2 switch文の書き換え

スーパーダンディーではメインループの中でMove()という関数を実行し、その関数の中でオブ
ジェクト構造体の配列をみていき、switch文によりどのような処理を行えばよいか判断している。
つまり、switch文の caseがゲーム内のオブジェクトのルーチンとなっている。オブジェクト構造
体に関数ポインタを加えたので、関数ポインタを用いて、switch文を使わないコードに書き直す。
以下に元のコードと、変更したコードを示す。

-----------------------------------------------------

void Move()

{

int tekino;

for (tekino = 0; tekino < 100; tekino++) {

if (enemy[tekino].f == TRUE) {

if ((enemy[tekino].move != 8) &&

(enemy[tekino].move != 9))

if (jiki.bf == TRUE)

if (atari(0, tekino)) {

Bom(enemy[tekino].x, enemy[tekino].y);

enemy[tekino].f = FALSE;

enemycount += (enemy[tekino].sc *

((infg.stg / 128) + infg_level + 1));

}

if (enemy[tekino].f == TRUE);

switch (enemy[tekino].move) {

case 0:

enemy[tekino].x += enemy[tekino].sx;

enemy[tekino].y += enemy[tekino].sy;

break;

case 1:

enemy[tekino].x -= enemy[tekino].sx;

enemy[tekino].y -= enemy[tekino].sy;

break;
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...以下省略...

------------------------------------

switch 文の上は衝突判定となっている。switch 文ではオブジェクト構造体配列である enemy の
moveに入っている値を見て、case文で対応する番号の処理を行っている。

-----------------------------------

void state_update()

{

CHARACTER *p;

for(p = active_chara_list->next; p!=active_chara_list ;p = p->next)

{

p=(*p->state)(p);

}

}

-----------------------------------

変更後は上記のようにオブジェクト構造体リストの先頭から見ていき、関数ポインタにより関数を

実行する。このとき実行される関数は、switch文の caseで実行していた処理を各々の関数に直し
たものである。switch文の case 0を関数に直したものを以下に示す。

------------------------------------

CHARACTER * chara_state0(CHARACTER *p)

{

p->x += p->vx;

p->y += p->vy;

p->state = chara_state0;

//PutSprite(count, p->x, p->y, p->charano);

return p;

}

------------------------------------

7.3 双方向循環リストの作成

スーパーダンディーのオブジェクトのデータ構造は構造体の配列となっている。このデータ構造

では配列長が固定であるため、同時に表示できるオブジェクト数に制限ができてしまう。そこで、

双方向循環リストを用いることにした。リストは２つ用意し、使用中のノードと使用していない

ノードを分け、上記の state update()では使用中のリストだけを見ることによって、計算量を小さ
くした。以下に作成したコードを示す。

------------------------------------------------

int

extend_chara_list_pool(int num)

{
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pool_size = num;

printf("task init start");

int i;

// タスク用メモリの確保

CHARACTER *p[num+2];

for(i=0 ;i < num+2;i++){

p[i]=(CHARACTER*)malloc(sizeof(CHARACTER));

}

// アクティブタスクリストの初期化

active_chara_list=p[0];

active_chara_list->prev=active_chara_list->next=active_chara_list;

active_chara_list->f = FALSE;

active_chara_list->state = noaction;

active_chara_list->collision = noaction;

// フリータスクリストの初期化

free_chara_list=p[1];

for (i=1; i<num+1; i++)

p[i]->next=p[i+1];

p[num+1]->next=free_chara_list;

CHARACTER *q;

for(q = free_chara_list;q!=free_chara_list;q=q->next)

{

q->f = FALSE;

q->state = delete_chara;

q->collision = noaction;

}

printf("task init finished");

//active_chara_list->next = active_chara_list;

//active_chara_list->prev = active_chara_list;

return 1;

}

------------------------------------

mallocにより引数で指定された数だけメモリを確保し、そこから 1つを使用中のオブジェクトリ
スト active chara listにとり、残りは全て使用されてないオブジェクトのリスト free chara listに
回す。
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7.4 オブジェクトの生成

オブジェクトの生成は Putenemy関数によって行われる。以下にコードを示す。

-------------------------------------

void

Putenemy(int charano, float x, float y, float vx, float vy,

CHARACTER * (*action)(CHARACTER *chara))

{

CHARACTER *q;

q = free_chara_list->next;

free_chara_list = q->next;

q->state = action;

q->collision = atari;

q->x = x;

q->y = y;

q->vx = vx;

q->vy = vy;

q->tama = tf;

q->vit = enemystate[charano].p;

q->score = enemystate[charano].sc;

q->charano = enemystate[charano].charano;

q->s = 0;

q->f = TRUE;

//q->state = ALIVE;

//q->group = ENEMY

q->prev = active_chara_list->prev;

q->next = active_chara_list;

q->prev->next = q;

q->next->prev = q;

}

----------------------------------

引数で出現位置の座標、速度、関数ポインタを与える。free chara listから使用していないノードを 1
つ持ってきて構造体メンバにオブジェクトの情報を設定する。持ってきたノードをactive charalistに

加え、最後に前後のノードを接続する操作を行う。

7.5 アルファブレンディングの実装

ゲーム中の画像表示の流れを図 4に示す。
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図 4: 画像表示の流れ

初期化作業内で LoadSprite.cの LoadSprite()を呼び出し、ここでキャラクター全てを含んだ一
枚絵を読み込む。その後 SDL SetColorKeyで透明色を指定して、サーフェスに透明色を追加して
いる。s-dandy.bmpの透明色は黒 (0x00, 0x00, 0x00)である。これ以降このサーフェスでは黒は別
のサーフェスにコピーされなくなる。

#define bmp_file "./s-dandy.bmp"

int LoadSprite()

{

SDL_Surface *temp;

/* Load the sprite image */

sprite = SDL_LoadBMP(bmp_file);

SDL_SetColorKey(sprite, (SDL_SRCCOLORKEY|SDL_RLEACCEL),

SDL_MapRGB(sprite->format, 0x00, 0x00, 0x00));

/* Convert sprite to video format */

temp = SDL_DisplayFormat(sprite);

SDL_FreeSurface(sprite);

• int SDL SetColorKey(SDL Surface *surface, Uint32 flag, Uint32 key);
surfaceで示される画像データ内の、keyで示される色を、flagで指定されるモードの透明色
にする。

このままではカラーキー（抜き色）の処理ができないので、sgoex.cの SDL GL Enter2DMode()
で glTexEnvf()を使い、テクスチャとポリゴンの透過について定義する。
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void SDL_GL_Enter2DMode()

{

glPushAttrib(GL_ENABLE_BIT);

glDisable(GL_DEPTH_TEST);

glDisable(GL_CULL_FACE);

glEnable(GL_TEXTURE_2D);

/* This allows alpha blending of 2D textures with the scene */

glEnable(GL_BLEND);

glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);

glViewport(0, 0, screen->w, screen->h);

glMatrixMode(GL_PROJECTION);

glPushMatrix();

glLoadIdentity();

glOrtho(0.0, (GLdouble)screen->w, (GLdouble)screen->h, 0.0, 0.0, 1.0);

glMatrixMode(GL_MODELVIEW);

glPushMatrix();

glLoadIdentity();

glTexEnvf(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_MODULATE);

}

• glTexEnvf(GL TEXTURE ENV, GL TEXTURE ENV MODE, params)
paramsは主にGL DECAL, GL MODULATEを選択できる。GL DECALでは、画像をそ
のまま面に貼り付けて表示し、この場合元の面の色（明るさ）は無視される。一方マップす

る面に色が定義されている場合や、元の面の陰影を生かしたい場合、GL MODULATEで画
像の色と面の色を乗算した色にすることができる。これによって暗い面のテクスチャは暗く

表示される。

8 問題点・反省

今回の実験での問題点・反省点としては以下のようなものが挙げられる。

• 班員のプログラミング能力の不足

• unixコマンド等の基礎知識の不足

• 仕事にとりかかるのが遅い

特に大きいのが 2番目の基礎知識の不足だったと思われる。基礎知識の不足のためミーティングの
進行が遅れるという事態がたびたび見られた。
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