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1 はじめに

Shooting Gameの基本的構造を調べてみましょう。自機の位置や敵機の位置、自機弾と敵機弾の管
理、被弾状況等、どのようにプログラムが組まれているのでしょうか？　フリーのプログラム言語ソ
フトHSP1を使って、以下のスクリプト2(おにたま他著「HSPプログラミング入門」秀和システム）を
解析しながら Shooting Gameの基本構造を調べていこうと思います（←尤もHSP関連のサイトでは、
ゲームのすばらしい解説が沢山あります。本稿は自分のために纏めたような。。。）。

2 シューティングゲームのスクリプト

最初に、解析対象とするシューティングゲームの全スクリプトを載せておきます。次のパラグラフで
このスクリプトを解析していきますが、その前に全体の流れの概略を書いておきます。

画面の設定

自機の初期設定

敵機の初期設定

自機の移動

自機弾発射自機弾数だけループ

敵機出現・移動敵機の数だけループ

自機弾の命中チェック

被弾チェック

自機・敵機OK？

敵弾の数だけループ

メインループ

STOP

OK

図 1: シューティング・ゲームプログラムの組立て

1http://www.onionsoft.net/hsp/
2記述方法がシンプルですぐに実行できるような手軽なスタイルの言語を「スクリプト」と呼んでいる。「プログラム」は

スクリプトを服務あらゆるプログラム言語で記述されたものを指し、より広い意味を持つ。
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;*********************************

; Shooting Game

; 2005.01.04

;**********************************

buffer 2,,,1 ;ウィンドー ID2を用意
picload "back.bmp" ;背景グラフィックを読み込む
buffer 1,,,1 ;ウィンドー ID1(仮想画面)を用意
picload "dotcg.bmp" ;自機のグラフィックを読み込む
screen 0,320,400,1 ;メイン画面 (ID0)を 320× 400ドットにする
palcopy 1 ;メイン画面のパレットを仮想画面のグラフィックに合わす

;--- 自機の初期設定 ---

px=144: py=352 ;自機の初期位置
tmx=3 ;自機弾の数
hp=5 ;自機の耐久値
dim tf,tmx ;自機弾フラグ
dim tx,tmx: dim ty,tmx ;自機弾の配列変数　
repeat tmx: tf.cnt=0: loop ;自機弾フラグ (1で発射中)

;--- 敵の初期設定 ---

emx=4 ;敵機の数
ecn=emx ;敵の全滅チェック
dim ehp,emx ;敵の耐久値
dim ex,emx: dim ey,emx ;敵機の初期位置
dim dx,emx: dim dy,emx ;敵機の移動方向の配列変数
repeat emx ;敵機の数だけループ

ehp.cnt=3 ;敵の耐久値
rnd ex.cnt,288 ;敵機の位置設定
rnd ey.cnt,168

rnd r,5: dx.cnt=r-2*4 ;移動方向を設定
rnd r,5: dy.cnt=r-2*4

loop

etmx=8 ;敵弾の数
dim etf,etmx ;敵弾フラグ
dim etx,etmx: dim ety,etmx ;敵弾の位置
dim tdx,etmx: dim tdy,etmx ;敵弾移動方向の配列変数
repeat ;敵弾フラグ (1で発射中)

etmx: etf.cnt=0

loop

;--- メインプログラム ---

*main

redraw 2 ;仮想画面を書き換える (実際の画面には反映されない)
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gmode 1 ;メモリ間コピー
scr=scr+8\400 ;コピーする位置を算出
pos 0,scr: gcopy 2,0,0,320,400-scr ;背景グラフィックをコピー (表示)

if scr!0: pos 0,0: gcopy 2,0,400-scr,320,scr;

gmode 2 ;透明色を有効にしたコピーモードを指定

;--- 自機の移動 ---

stick ky,15 ;キー入力 (15=1+4+2+8：押しっぱなしでも検出)

if ky & 1: px-=8: if px<8 :px=8 ;自機の移動
if ky & 4: px+=8: if px>280 :px=280

if ky & 2: py-=8: if py<200 :py=200

if ky & 8: py+=8: if py>360 :py=360

;--- 自機弾発射 ----

repeat tmx

if tf.cnt=0 { if ky & 16: tx.cnt=px+8: ty.cnt=py-16

tf.cnt=1: ky=0 ;自機弾発射
}

else{ ty.cnt-=16: if ty.cnt<0: tf.cnt=0 ;自機弾を進める
}

if tf.cnt=1: n=cnt: gosub *hitchk ;発射中の自機弾チェック
if tf.cnt=1: pos tx.cnt,ty.cnt: gcopy 1,64,0,16,16 ;自機弾の表示
loop

;--- 自機の表示 ---

if hp>0: pos px,py: gcopy 1,0,0,32,32 ;px,pyの座標に自機を表示

;--- 敵機の出現と移動 ---

repeat emx ;敵の数だけループ
if ehp.cnt>0{ ;存在する敵だけ
rnd r,10 ;動きを乱数で決定
if r=0: rnd r,5: dx.cnt=r-2*4: rnd r,5: dy.cnt=r-2*4;

x=ex.cnt: ex.cnt+=dx.cnt

if (ex.cnt<8)|(ex.cnt>280) :ex.cnt=x: dx.cnt=-dx.cnt

y=ey.cnt: ey.cnt+=dy.cnt

if (ey.cnt<8)|(ey.cnt>168) :ey.cnt=y: dy.cnt=-dy.cnt

pos ex.cnt,ey.cnt: gcopy 1,32,0,32,32

}

loop
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rnd r,etmx: rnd e,emx

if (etf.r=0)&(ehp.e>0){etx.r=ex.e+8: ety.r=ey.e+16;

rnd x,5: tdx.r=x-2*4: rnd y,2: tdy.r=y+1*8;

etf.r=1;

}

repeat etmx

x=etx.cnt: y=ety.cnt ;敵弾と自機の当たり判定
if (etf.cnt=1)&(px+32>x)&(x+16>px)&(py+32>y)&(y+16>py){

htc=2: hx=etx.cnt: hy=ety.cnt ;火花表示のセット
etf.cnt=0: hp-: if hp<1: bmc=3: bmx=px: bmy=py ;爆発表示のセット
}

if etf.cnt=1{

pos etx.cnt,ety.cnt: gcopy 1,80,0,16,16 ;敵弾表示
etx.cnt+=tdx.cnt: ety.cnt+=tdy.cnt ;移動処理
if (etx.cnt<0)|(etx.cnt>304)|(ety.cnt>384): etf.cnt=0

}

loop

if htc>0: htc-: pos hx,hy: gcopy 1,80-(htc*16),216,16,16 ;命中時の火花を表示
if bmc>0: bmc-: pos bmx,bmy: gcopy 1,32*(2-bmc),32,32,32 ;爆発の表示
redraw 1 ;仮想画面への書き込みを実際の画面に反映
wait 5

if (ecn>0)&(hp>0): goto *main ;自機と敵が健在ならラベル*mainへ戻る
if bmc>0: goto *main ;爆発中ならラベル*mainに戻る
stop

;--- サブルーチン---

*hitchk

repeat emx

x=ex.cnt: y=ey.cnt ;自機弾の敵機当たり判定
if (ehp.cnt>0)&(x+32>tx.n)&(tx.n+16>x)&(y+32>ty.n)&(ty.n+16>y){

htc=2: hx=tx.n: hy=ty.n ;火花表示のセット
tf.n=0:ehp.cnt-: if ehp.cnt<1: ecn-: bmc=3: bmx=ex.cnt: bmy=ey.cnt

}

loop

以上がこれから解析していくシューティングゲームのスクリプト全てです。スクリプトの解析は、く
どいほど丁寧にやっており、なにもそこまで．．．という感もしますが、そこは適当に読み飛ばされるの
もいいでしょう。それでははじめましょう。

4



3 スクリプトの解析

3.1 画面の準備

《主なコマンド》 　
● buffer p1, p2, p3, p4

　 p1=0～31(0)：ウィンドー ID

　 p2, p3：初期化する画面サイズ X,Y（１ドット単位）

　 p4=0～1：初期化する画面モード（モード 0:フルカラーモード 1670万色／モード 1:パレットモード 256色）

buffer命令ではメモリ上に仮想画面が作られるだけで実際の画面には表示されない。 buffer命令で画面を初期化

した後は、そのウィンドー IDが画面描画命令の描画先となる。

● screen p1, p2, p3, p4, p5, p6

　 p1=0～31(0)：ウィンドー ID

　 p2,p3：初期化する画面サイズ X,Y（１ドット）

　 p4=0～1：初期化する画面モード　 p5,p6：ウィンドーの配置 X,Y（1ドット単位）

　 p7,p8：ウィンドーのサイズ X,Y（１ドット単位）

ウィンドー IDを初期化して使用できるようにする。 ウィンドーの ID2～7までを自由に使って、ウィンドーや

メモリ上の仮想画面を作成することができる。

● palcopy p1 　 p1=0～31(0)：ウィンドー ID

p1で指定されたウィンドー IDが使用しているパレットの内容を、すべて現在選択されている画面にコピーする。

ただし、メインウィンドー（ID0）は、仮想画面に picloadで画像を読み込んだものが自動的に反映されるよう

になっている。また、cls命令を使用するとパレットの内容がすべてクリアされるので、palcopy命令を cls命令

の後に使用することに注意要。

¤ ¡
画面の準備£ ¢¶ ³

buffer 2,,,1 ;ウィンドー ID2(仮想画面)を用意
picload "back.bmp" ;背景グラフィックを読み込む
buffer 1,,,1 ;ウィンドー ID1(仮想画面)を用意
picload "dotcg.bmp" ;自機のグラフィックを読み込む
screen 0,320,400,1 ;メイン画面 (ID0)を 320× 400ドットにする
palcopy 1 ;メイン画面のパレットを仮想画面のグラフィックに合わすµ ´
さて、画面の準備のところで何をしているのかというと、buffer命令で仮想画面を 2枚用意（ID1,ID2)

し、ID2に背景グラフィックを、ID1に自機のグラフィックデータを読み込む。これはメモリ上にグラ
フィックデータを置き、それをメイン画面にコピー（picload）することで、グラフィック表示のスピー
ドを早くするという効果を狙っています（←リアルタイムゲームのセオリー）。
舞台となるメイン画面 (ID0)のサイズは 320× 400ドット。 メインウィンドーのパレットを仮想画面
のパレットに合わせます（←この操作を省略すると自機カラーや背景カラー、敵機カラーが再現されま
せん）。
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3.2 自機と敵機の初期設定

《主なコマンド》 　
● dim p1 , p2,

　 p1=変数：配列を割り当てる変数名
　 p2=0～：要素の最大
任意の要素を持つ配列変数を作成する。例えば dimA, 20 ⇒ A.0～A.19で 20個の要素を確保する。

● repeat p1, p2

　 p1=0～：ループ回数。回数の指定を省略すると無限ループとなる。
　 p2=0～：システム変数 cntのスタート値。
repeat～loopの間を繰り返し実行する。システム変数 cnt(初期値 0)はループするたび 1づつ増える。
ループの内部で強制的にループを抜け出す場合は break命令を使う。

● rnd p1, p2

　 p1=変数：読み込むための変数
　 p2=1～32768:乱数の最大値
乱数を発生させて変数に代入する。rnd命令はプログラムを起動してから一定のパターンで乱数を発生
させる。乱数のパターンを一定でないものにする場合は randomize命令を使う。

¤ ¡
自機と敵機の初期設定£ ¢¶ ³

px=144: py=352 ;自機の初期位置
tmx=3: hp=5 ;自機弾の数／自機の耐久値
dim tf,tmx ;自機弾フラグ
dim tx,tmx: dim ty,tmx ;自機弾の配列変数　
repeat tmx: tf.cnt=0: loop ;自機弾フラグ (1で発射中)

emx=4 ;敵機の数
ecn=emx ;敵の全滅チェック
dim ehp,emx ;敵の耐久値
dim ex,emx: dim ey,emx ;敵機の初期位置
dim dx,emx: dim dy,emx ;敵機の移動方向の配列変数
repeat emx ;敵機の数だけループ

ehp.cnt=3 ;敵の耐久値
rnd ex.cnt,288: rnd ey.cnt,168 ;敵機の位置設定

rnd r,5: dx.cnt=r-2*4: rnd r,5: dy.cnt=r-2*4 ;移動方向を設定
loop

etmx=8 ;敵弾の数
dim etf,etmx ;敵弾フラグ
dim etx,etmx: dim ety,etmx ;敵弾の位置
dim tdx,etmx: dim tdy,etmx ;敵弾移動方向の配列変数
repeat: etmx: etf.cnt=0: loop ;敵弾フラグ (1で発射中)µ ´

　
　注釈をみれば明らかであるがので、説明は省略します（笑い）。

6



3.3 メインプログラム

3.3.1 背景スクロール

《主なコマンド》 　
● redraw p1, p2, p3, p4, p5

　 p1=0～3 (3)：描画モードの設定
　 p2, p3：再描画する左上X,Y座標
　 p4, p5：再描画する大きさX,Y（ドット単位）
描画モード 0(2)は画面制御命令が実行されても、仮想画面を書き換えるだけで実際の画面には反映さ
れない。描画モード 1(3)は画面制御モードが実行されると実際の画面に反映される。描画モード 0で
画面内に画像をコピーしたり、メッセージを表示しておいて、最後にモード 1にすることで画面の書き
換えのチラつきをなくしスムーズに見せることができる。
p2～p5のパラメータにより画面の一部だけを再描画させることができる。省略すれば全画面の更新を
おこなう。

● gmode p1, p2, p3, p4

　 p1=0～6(0)：画面コピーモード
　 p2, p3：コピーする大きさX,Y(ドット単位）
　 p4=0～256(0)：半透明合成時のブレンド率
○モード 0：通常のコピー（WindowsのAPIを使った画像コピーを行う）
○モード 1：画像バッファ間のメモコピー
○モード 2：透明色付コピー。モード 1と同じ方法でコピーするが、RGBが 0のドットは透明色とみな
　　　　　　し、コピーしない。
○モード 3～5：(省略)

● gcopy p1, p2, p3, p4, p5

　 p1=0～31(0)：ウィンドー ID
　 p2, p3：コピー元の左上X,Y座標
　 p4, p5：コピーする大きさX,Y(ドット単位）
指定したウィンドー IDの画面の一部を現在の描画先カレントポジションにコピーする。

¤ ¡
背景スクロール£ ¢¶ ³

redraw 2 ;仮想画面を書き換える (実際の画面には反映されない)

gmode 1 ;メモリ間コピー
scr=scr+8\400 ;コピーする位置を算出
pos 0,scr: gcopy 2,0,0,320,400-scr ;背景グラフィックをコピー (表示)

if scr!0: pos 0,0: gcopy 2,0,400-scr,320,scr;µ ´
1回目のループのとき、scr = scr + 8\400の値は scr = 8となります。従って左上座標 pos 0, 8の位置
に (0, 0, 320, 400 − 8)の矩形領域を gcopyし、続いて左上座標 (0, 0)の位置に (0, 400 − 8, 320, 8)の矩
形領域を gcopyします。ちょうど達磨落としと同じように画面がストン、ストンと下にスクロールして
いく感じで、上の空いた部分は撥ねられた部分を貼り付ける、とい要領でスクロールしています。最後
に撥ねる部分がなくなると (scr = scr + 8400で右辺 scr = 0)また元に戻って貼り付けていきます。こ
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の辺りの事情は下図でよく確認してください。

(320,scr)

(0,0) (320,0)

(320,400)

(320,400-scr)

(0,0) (320,0)

コピー

(320,scr)

(0,0) (320,0)

(320,400)

(320,400-scr)

(0,0) (320,0)

コピー

scr=scr+8Y400

図 2: 背景スクロールの原理

3.3.2 自機の移動

《主なコマンド》 　
● stick p1, p2, p3

　 p1=変数：読み込むための変数
　 p2=0～(0)：非トリガータイプキー指定
　 p3=0～1：ウィンドーアクティブチェックON/OFF
キーボード、マウスボタンの状況を変数に代入する。それぞれのキー入力情報は次の通り。何もボタン
が押されていない場合は 0が代入される。複数のボタンが同時に押された場合は、それらの数値が加算
された値が代入される。　
stick命令は getkey命令とよく似ているが、最大の違いはボタンが押された瞬間だけ押されている情報
を返し、あとは押されているボタンを離すまで押されていることにならない。
ただし、p2の非トリガータイプキー指定により、押しっぱなしであっても情報を検出することができ
る。　
　

　　　




1 カーソルキー左← 　 64 Ctrlキー
2 カーソルキー上 ↑ 　 128 Escキー
4 カーソルキー右→　 　 256 マウスの左ボタン
8 カーソルキー下 ↓ 　 512 マウスの右ボタン

16 スペースキー　　　　 　 1024 Tabキー
32 Enterキー　　　　　 　
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¤ ¡
自機の移動£ ¢¶ ³

stick ky,15 ;キー入力 (15=1+4+2+8：押しっぱなしでも検出)

if ky & 1: px-=8: if px<8 :px=8 ;自機の移動
if ky & 4: px+=8: if px>280 :px=280

if ky & 2: py-=8: if py<200 :py=200

if ky & 8: py+=8: if py>360 :py=360µ ´
8 8

200

392
32

32 400

320

図 3: 自機移動範囲

　
自機の移動可能範囲は図の通りです。

3.3.3 自機弾発射、移動、表示

自機弾の数の分ループし、配列変数に入れた弾の一つ一つの状態を確認し、キー入力の状況に応じ
て弾の行動を決めています。¤ ¡
自機弾発射、移動、表示£ ¢¶ ³

repeat tmx

if tf.cnt=0 { if ky & 16: tx.cnt=px+8: ty.cnt=py-16

tf.cnt=1: ky=0 ;自機弾発射
}

else{ ty.cnt-=16: if ty.cnt<0: tf.cnt=0 ;自機弾を進める
}

if tf.cnt=1: n=cnt: gosub *hitchk ;発射中の自機弾チェック
if tf.cnt=1: pos tx.cnt,ty.cnt: gcopy 1,64,0,16,16 ;自機弾の表示
loopµ ´
注釈を見れば明らかなので説明を省略しますが、自機弾発射のところだけを説明しておきます。

if tf.cnt=0 {if ky & 16: tx.cnt=px+8: ty.cnt=py-16：tf.cnt=1: ky=0}

弾がまだ発射されていない場合 (tf.cnt = 0)、スペースキーが押されれば (ky = 16)、弾の位置座標を自
機中央 (tx.cnt = px + 8 : ty.cnt = py − 16)に設定し、弾が発射されたことを示す発射フラグを立てる
(tf.cnt = 1)。そしてキー入力変数 (ky)に 0を代入してスペースキーが押されていない状態にしておく、
ということですね。
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＜サブルーチン・・・敵機当たり判定＞ 　

¤ ¡
敵機当たり判定£ ¢¶ ³

*hitchk

　　 repeat emx

x=ex.cnt: y=ey.cnt ;自機弾の敵機当たり判定
if (ehp.cnt>0)&(x+32>tx.n)&(tx.n+16>x)&(y+32>ty.n)&(ty.n+16>y){

htc=2: hx=tx.n: hy=ty.n ;火花表示のセット
tf.n=0:ehp.cnt-: if ehp.cnt<1: ecn-: bmc=3: bmx=ex.cnt: bmy=ey.cnt

}

loopµ ´

敵機

32

32

(x,y)

(tx,ty) 16

16

x-16＜ tx＜ x+32

y-16＜ ty＜ y+32

(tx,ty)

ｙ

ｘ

自弾

図 4: 当たり判定領域

ミサイルが敵機に命中する判定領域は図 4の通りで、これは
　　　　 (x+32>tx.n)&(tx.n+16>x)&(y+32>ty.n)&(ty.n+16>y)}

ですね。htc=2で火花パターンを 2枚用意し、火花の演出効果を高めます。また、敵機の爆発のパター
ンも bmc=3で 3枚用意します。

3.3.4 自機の表示¤ ¡
自機弾発射、移動、表示£ ¢¶ ³

if hp>0: pos px,py: gcopy 1,0,0,32,32 ;px,pyの座標に自機を表示µ ´
px, pyの位置に自機を表示します。
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3.3.5 敵機の出現と移動¤ ¡
敵機の出現と移動（１）£ ¢¶ ³

repeat emx ;敵の数だけループ
if ehp.cnt>0{ ;存在する敵だけ

rnd r,10 ;1/10の確率で敵の動きを変更
if r=0: rnd r,5: dx.cnt=r-2*4: rnd r,5: dy.cnt=r-2*4;

x=ex.cnt: ex.cnt+=dx.cnt

if (ex.cnt<8)|(ex.cnt>280) :ex.cnt=x: dx.cnt=-dx.cnt

y=ey.cnt: ey.cnt+=dy.cnt

if (ey.cnt<8)|(ey.cnt>168) :ey.cnt=y: dy.cnt=-dy.cnt

pos ex.cnt,ey.cnt: gcopy 1,32,0,32,32

}

loopµ ´
説明は特に不要と思うが、乱数発生のところをだけを説明しておきます。

rnd r, 10で変数 rに 0～9まで乱数を代入します。この際 r = 0となる確率は最大で 1/10となります（試
行回数を増やすと確率は 1/10に近づいていく）。つまり

rnd r,10

if r=0: rnd r,5: dx.cnt=r-2*4: rnd r,5: dy.cnt=r-2*4;

は最大 1/10の確率で敵の動きを変更していることになります。ちなみに次のスクリプトで nの値をい
ろいろ変えて確かめてみましょう。n=1000では c=96となり 0の出現確率は従って 96/1000≒ 1/10と
なり、確率は 1/10に近づいていくことがわかります。

n=10000: c=0

repeat n

rnd r,10

if r=0: c++

loop

print c: stop

¤ ¡
敵機の出現と移動（2）£ ¢¶ ³
＜敵弾の発射セット＞
rnd r,etmx: rnd e,emx

if etf.r=0{etx.r=ex.e+8: ety.r=ey.e+16

rnd x,5: tdx.r=x-2*4: rnd y,2: tdy.r=y+1*8

etf.r=1

}µ ´
敵弾の発射の準備をします。ここでは、rnd r, etmx : rnd e, emxとすることで 8発の中の弾を乱数で

選び、また、弾を発射する敵機も 4機の中から乱数で選んでいます。etx.r=ex.e+8:ety.r=ey.e+16;

で弾の座標を敵機の中央にセットします。rnd x,5: tdx.r=x-2*4: rnd y,2: tdy.r=y+1*8;弾の方
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向を乱数で設定し、フラグを立ててこの弾が発射中であることを示します。

¤ ¡
敵機の出現と移動（3）£ ¢¶ ³
＜敵弾の当たり判定・敵弾移動・表示＞
repeat etmx

x=etx.cnt: y=ety.cnt ;敵弾と自機の当たり判定
if (etf.cnt=1)&(px+32>x)&(x+16>px)&(py+32>y)&(y+16>py){

htc=2: hx=etx.cnt: hy=ety.cnt ;火花表示のセット
etf.cnt=0: hp-: if hp<1: bmc=3: bmx=px: bmy=py ;爆発表示のセット

}

if etf.cnt=1{

pos etx.cnt,ety.cnt: gcopy 1,80,0,16,16 ;敵弾表示
etx.cnt+=tdx.cnt: ety.cnt+=tdy.cnt ;移動処理
if (etx.cnt<0)|(etx.cnt>304)|(ety.cnt>384): etf.cnt=0

}

loopµ ´
　
ここは、＜サブルーチン・・・敵機当たり判定＞と同じ要領ですので説明を省略します。

3.3.6 爆発の火花表示と敵機の出現と移動¤ ¡
命中時の処理とmainラベルへの回帰£ ¢¶ ³

if htc>0: htc-: pos hx,hy: gcopy 1,80-(htc*16),216,16,16 ;命中時の火花を表示
if bmc>0: bmc-: pos bmx,bmy: gcopy 1,32*(2-bmc),32,32,32 ;爆発の表示
redraw 1 ;仮想画面への書き込みを実際の画面に反映
wait 5

　　 if (ecn>0)&(hp>0): goto *main ;自機と敵が健在ならラベル*mainへ戻る
if bmc>0: goto *main ;爆発中ならラベル*mainに戻る
stopµ ´

注釈をみれば分かると思います。
　
以上でまことに拙い説明を終わります。
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