
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
仮想的に設定した３次元空間で移動体が、移動する画像を生成する画像生成装置において
、
操作者の左右の手のそれぞれで操作される複数の入力手段であって、それぞれ、前記操作
者によって前後左右及び斜めのそれぞれに操作され、かつ操作された方向に対応したコー
ドを生成する入力手段と、
各入力手段を操作することにより生成された各コードが入力され、入力された複数のコー
ドの組み合わせを、前記移動体が前記３次元空間の水準面を移動する動き方と前記移動体
が前記水準面に対して鉛直方向に移動する動きかたに割り付けるデコード手段と、
前記デコード手段が割り付けた当該移動体の動き方を前記３次元空間内における前記移動
体の移動に反映させた前記画像を生成する画像生成手段と、
を備え、
前記デコード手段は、前記各入力手段の操作方向にそれぞれ特定の方向があり、一方の操
作手段の操作方向が特定方向で他の操作手段の操作方向が当該他の操作手段の特定操作方
向 隣接する方向の場合、さらに、前記各入力手段の操作方向が の前記特定方向
である場合に、前記移動体が前記水準面に対して鉛直方向に移動する動き方で

割り付け、前記各入力手段の操作方向がいずれも前記特定方向で無い場合には、前記
移動体が前記水準面を移動する動き方に割り付けるように構成された画像生成装置。
【請求項２】
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　前記デコード手段は、さらに、前記入力手段から入力される各コードの組み合わせが所
定の組み合わせである場合に、当該移動体を前記空間内の同一位置で回転させる動き方で
あるものと割り付け、前記画像生成手段は、当該移動体を回転させる操作状態と割り付け
られた場合に、当該移動体を前記空間内の同一位置で回転させる画像を生成する請求項１
記載の画像生成装置。
【請求項３】
　前記デコード手段は、さらに、前記入力手段から入力される各コードの組み合わせが所
定の組み合わせである場合に、当該移動体を前記空間内の所定の中心軸を中心とした所定
の円周に沿って当該移動体を側面方向に移動させる動き方であるものと割り付け、前記画
像生成手段は、当該移動体を上記円周に沿って側面方向に移動させる と割り付け
られた場合に、当該移動体を上記円周に沿って当該移動体の側面方向に移動させる画像を
生成する請求項１記載の画像生成装置。
【請求項４】
　各前記入力手段は、所定位置に操作された場合に中心位置コードを生成し、当該所定位
置の周囲に存在する８方向について各方向に操作された場合に各々異なるコードを生成す
る操作レバーである請求項１記載の画像生成装置。
【請求項５】
画像生成装置に、仮想的に設定した３次元空間で移動体が、移動する画像を生成させる画
像生成方法において、
操作者の左右の手のそれぞれで操作される複数の入力手段が、それぞれ、前記操作者によ
って前後左右及び斜めのそれぞれに操作され、かつ操作された方向に対応したコードを生
成する工程と、
各入力手段が操作されたことにより生成された各コードが入力され、入力された複数のコ
ードの組み合わせを、前記移動体が前記３次元空間の水準面を移動する動き方と前記移動
体が前記水準面に対して鉛直方向に移動する動きかたに割り付ける工程と、
この工程によって割り付けられた当該移動体の動き方を前記３次元空間内における前記移
動体の移動に反映させた前記画像を生成する画像生成工程と、を備え、
　前記各入力手段の操作方向にそれぞれ特定の方向があり、一方の操作手段の操作方向が
特定方向で他の操作手段の操作方向が当該他の操作手段の特定操作方向 隣接する方向の
場合、さらに、前記各入力手段の操作方向が の前記特定方向である場合に、前記
移動体が前記水準面に対して鉛直方向に移動する動き方で 割り付け、前記
各入力手段の操作方向がいずれも前記特定方向で無い場合には、前記移動体が前記水準面
を移動する動き方に割り付けるように構成された画像生成方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はゲーム装置、シミュレータ等に用いる仮想画像生成技術に係り、特に仮想的に生
成した３次元空間（以下「仮想空間」という。）に存在する物体を、所定の視点に対応す
る２次元平面に投影（透視投影）した際に得られる画像（以下「仮想画像」という。）の
生成技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、３次元空間を移動する移動体（オブジェクト）の間で対戦を行うことが可能な仮想
画像生成装置を搭載したゲーム装置やシミュレータが開発されている。これら仮想画像生
成装置は、一般に、予め記憶したプログラムを実行するコンピュータ装置を内蔵した仮想
画像生成装置本体と、画面上に表示するオブジェクトの仮想画像内での移動を指令する操
作信号をコンピュータ装置に供給する入力装置と、コンピュータ装置により生成されたプ
ログラム展開に対応する仮想画像を表示するディスプレイと、そのプログラム展開に伴う
音響を発生する音響装置とを備えている。
【０００３】
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上記のような構成の装置の例として、自車と敵車とが互いにサーキットで競争するカーレ
ースをテーマとするドライビングゲーム装置や、ヘリコプター、飛行機等の操縦を模擬的
に再現したシミュレータが挙げられる。この種の装置では、自動車やヘリコプター等の動
きを極力リアルにシミュレートすることが特に重要である。例えば、図８（Ａ）に示すよ
うにドライビングゲームでは実際の自動車のハンドル、アクセル及びブレーキに似せた入
力装置を使用したり、同図（Ｂ）に示すようにヘリコプター等のシミュレータでは操作レ
バーと弾丸等を発射するための発射ボタンとを備えた入力装置を使用したりしていた。入
力装置から入力された操作信号は、コンピュータ装置のＣＰＵ（中央処理装置）により処
理される。コンピュータ装置は、対戦相手が存在する場合は対戦相手の運転情報をも含め
てオブジェクトの相対的な仮想空間内での位置を割り付ける演算を繰り返し行う。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、操作者がゲームの操作に習熟するに連れ、従来行われていたような動きを越え
て、操作者の操作するロボットや人間等のオブジェクトを移動させる必要が出てきた。特
に、ゲーム装置の分野では、仮想空間内に設定された地形（以下「仮想地形」という。）
上でオブジェクトを２次元的に移動させる他に、仮想地形からジャンプし相手方のキャラ
クタを飛び越えさせたり、空中戦を行わせたりするゲームが企画されている。
【０００５】
しかしながら、従来の仮想画像生成装置の入力装置では、オブジェクトを仮想空間内で２
次元的に移動させる指示には適しても、ジャンプ動作のように３次元的に移動させる指示
には適していないという問題があった。例えば、上記したドライビングゲームでは、主た
る操作を担うハンドルが操作者の視点からみて移動体の左右方向、アクセル及びブレーキ
が前後方向の移動方向を各々担うが、移動体の垂直方向の動きを指示することができない
。また、シミュレータにおいても１本の操作レバーのみでは、移動体の前後方向、左右方
向及び上下方向の３方向を全て指示することができない。
【０００６】
特に対戦型のゲーム装置では、相手方の攻撃を回避する場合のように機敏な動きをゲーム
装置に指示する必要がある。このような場合に、オブジェクトのジャンプ等を指示する専
用の操作ボタン又は操作レバーを操作するのでは操作が複雑になり、操作者の欲するスピ
ード感のあふれる動作をゲーム装置に伝達することは到底不可能である。また、無闇に入
力装置を設けるのはコストアップを招く。
【０００７】
操作性の改善に関し、特開平６－２７７３６３号公報には、２本の操作レバーを用いて簡
便なゲーム操作を実現したビデオゲーム装置が開示されている。この従来例は、２つの操
作レバーの各々に対し操作レバーの傾きに対応した推進ベクトルを割り付け両ベクトルの
合成により複雑な動作を実現するものである。
【０００８】
しかし、この従来例においても、二つのベクトルを合成してオブジェクトを目的とする方
向に迅速に向けることは困難であり、そして、オブジェクトを３次元空間の任意の位置に
自由に動かし得るものではなかった。
【０００９】
このような問題を解決するために、本願発明は、仮想空間において移動体を３次元的に自
在に誤入力なく移動させ得る仮想画像生成方法及びその装置を提供することを目的とする
。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
前記目的を達成するために、本発明は、仮想的に設定した３次元空間内（いわゆるワール
ド座標系等）において移動する移動体（ロボット、航空機等）を含む仮想画像を生成する

複数（例えば、２つ）の入力手段（操作レバー、ジ
ョイスティック等）の操作方向に対応したコードを生成し、複数の入力手段により生成さ
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れた各コードの組み合わせに対応させて移動体の動き方を割り付け、割り付けた動き方を
３次元仮想空間内における移動体の移動に反映させた画像を生成することを特徴とする。
【００１１】

操作する方向に対応したコードを生成する複数（例えば、
２つ）の入力手段（操作レバー、ジョイスティック等）と、複数の入力手段の各々を操作
することにより生成された各コードを入力し、入力された複数のコードの組み合わせに対
応させて移動体の 割り付けるデコード手段（ＣＰＵ、コントローラ等）と、デコ
ード手段が割り付けた移動体の を
生成する画像生成手段（ＣＰＵ、ジオメタライザ、グラフィックコントローラ等）と、を
備えて構成される。
【００１２】
前記デコード手段は、前記各入力手段の操作方向にそれぞれ特定の方向があり、一方の操
作手段の操作方向が特定方向で他の操作手段の操作方向が当該他の操作手段の特定操作方
向 隣接する方向の場合、さらに、前記各入力手段の操作方向が の前記特定方向
である場合に、前記移動体が前記水準面に対して鉛直方向に移動する動き方で

割り付け、前記各入力手段の操作方向がいずれも前記特定方向で無い場合には、前記
移動体が前記水準面を移動する動き方に割り付けるように構成された。
【００１３】
また、別の操作内容として、 画像生成装置において、デコード手段は、入力手段か
ら入力される各コードの組み合わせが所定の組み合わせである場合（例えば、左の入力手
段を前方へ、右の入力手段を手前に倒す等）に、移動体を 内の同一位置で回転させる

であるものと割り付け、画像生成手段は、移動体を回転させる が割り付けら
れた場合に、移動体を 内の同一位置で回転させる を生成する。
【００１４】
さらに、別の操作内容として、 画像生成装置において、デコード手段は、入力手段
から入力される各コードの組み合わせが所定の組み合わせである場合（例えば、左の入力
手段を右斜め前方へ、右の入力手段を右方向へ倒す）に、移動体を 内の所定の中心軸
を中心 所定の円周に沿って移動体を側面方向に移動させる であるものと割り
付け、画像生成手段は、移動体を上記円周に沿って側面方向に移動させる が割り付
けられた場合に、移動体を上記円周に沿って移動体の側面方向に移動させる を生成す
る。
【００１５】

各入力手段は、所定位置に操作された場合に中
心位置コードを生成し、所定位置の周囲に存在する８方向について各方向に操作された場
合に各々異なるコードを
【００１６】
なお、操作レバーの代わりに、ニュートラル状態及び８方向の検出可能なスイッチ、操作
ボタンを設けてもよい。
【００１７】
請求項１又は請求項２に記載の発明によれば、複数の入力手段の各々の操作状態から多数
のコードの組み合わせが得られる。各組み合わせについて移動体の仮想空間における動き
方を各々割り付ければ、移動体に複雑な動きを行わせることができる。したがって、入力
手段により一の操作状態が指定されると、一義的に移動体の動き方が定まり、定まった動
き方に対応して移動体及び仮想地形等の透視投影を行えば、ゲーム装置やシミュレータ等
に適する仮想画像の生成が行われる。
【００１８】
特に、弾を避ける動作等のように、操作者が直感的に入力装置を操作するために誤操作と
なり易い操作状態についても、操作者が本来意図するであろうと推測される動きに近い動
き方をするように移動体の動き方を割り付ければ、誤操作が減少し、操作者の操作負担が
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軽減される。また、仮想空間内における２次元的な動きの他に、移動体の跳躍等の３次元
的な動きを割り付けることにより、移動体の３次元的な移動を可能とする。
【００１９】
すなわち、請求項３に記載した発明によれば、所定の操作について仮想空間の水準面から
鉛直方向に相当する方向に移動させる動き方を割り付けるので、特定の操作により移動体
に３次元的な移動を指示し得る。
【００２０】
請求項４に記載した発明によれば、所定の操作について同一位置における旋回を割り付け
るので、特定の操作により仮想空間内における２次元的な位置を変更せず移動体の向きを
変更する。
【００２１】
請求項５に記載した発明によれば、所定の操作について所定の中心軸の周りを回り込む動
作を割り付けたので、特定の操作により、例えば、対戦相手のキャラクタの周りを周り込
むような動作が行われる。
【００２２】
請求項６に記載の発明によれば、操作レバーを入力手段として用いることにより、各操作
レバー毎に９通りの操作状態を保持する。したがって、複数の操作レバーを用いれば、移
動体に複雑な動きを指示するに足りる組み合わせが得られる。
【００２３】
【発明の実施の形態】
本発明の好適な実施の形態を図面に基づいて説明する。
【００２４】
（Ｉ）構成の説明
図１に、本発明の実施の一形態であるゲーム装置の構成図を示す。この形態は、移動体た
るオブジェクトとしてロボットを適用する。このロボットは操作者の操作により仮想空間
内を自由に移動し、対戦相手のロボットとの間で対戦を行う。
【００２５】
図１に示すように、当該ゲーム装置１０００は、基本的構成要素としてゲーム装置本体１
０、入力装置１１、出力装置１２、ＴＶモニタ１３、及びスピーカ１４を備えている。
【００２６】
入力装置１１は、ロボットの移動を指示するため操作者の左右の手により操作する操作レ
バーを備える。出力装置１２は、操作者に装置の動作状態を知らせるための各種ランプ類
を備える。ＴＶモニタ１３は、この対戦型ゲームの画像を表示するもので、ＴＶモニタの
代わりに、ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ： ead ounted isplay ）、プロジェ
クタ等を用いてもよい。
【００２７】
画像生成手段としてのゲーム装置本体１０は、カウンタ１００、ＣＰＵ（中央演算処理装
置）１０１を有するとともに、ＲＯＭ１０２、ＲＡＭ１０３、サウンド装置１０４、入出
力インターフェース１０６、スクロールデータ演算装置１０７、コ・プロセッサ（補助演
算処理装置）１０８、地形デ－タＲＯＭ１０９、ジオメタライザ１１０、形状デ－タＲＯ
Ｍ１１１、描画装置１１２、テクスチャデ－タＲＯＭ１１３、テクスチャマップＲＡＭ１
１４、フレームバッファ１１５、画像合成装置１１６、Ｄ／Ａ変換器１１７を備えている
。なお、ゲーム装置本体１０は、所定のインターバル（例えば、テレビジョン方式の垂直
同期期間に相当する１／６０秒）毎に新たな仮想画像を生成する。
【００２８】
デコード手段としてのＣＰＵ１０１は、バスラインを介して、初期値からカウントするカ
ウンタ１００、ゲームの進行と画像生成を行うプログラムなどを記憶したＲＯＭ１０２、
テンポラリデ－タを記憶するＲＡＭ１０３、サウンド装置１０４、入出力インターフェー
ス１０６、スクロールデータ演算装置１０７、コ・プロセッサ１０８、及びジオメタライ
ザ１１０に接続されている。
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【００２９】
ＲＡＭ１０３はポリゴンデータの座標変換等を行う際に必要なデータの格納を一時的に行
うもので、ジオメタライザに対する各種コマンド（オブジェクトの表示など）、変換処理
の演算時のマトリクス演算結果等を格納する。
【００３０】
入出力インターフェース１０６は入力装置１１から操作信号が入力されるとＣＰＵ１０１
に割り込み処理の要求をし、ＣＰＵ１０１からランプ表示用のデータが供給されるとこの
データを出力装置１２に供給する。
【００３１】
サウンド装置１０４は、電力増幅器１０５を介してスピーカ１４に接続されている。サウ
ンド装置１０４により出力された音声信号は、電力増幅機１０５により電力増幅されスピ
ーカ１４に供給される。
【００３２】
ＲＯＭ１１１は仮想画像を生成するために必要な自己のロボットや対戦相手のロボット、
爆弾の炸裂映像、仮想地形を構成する障害物、背景、地形等の物体についてのポリゴンデ
ータを格納する。
【００３３】
一方、ＲＯＭ１０９には、オブジェクトが他の地形形状に衝突するか否か、又は、地形に
隠されるか否かの重なり判定に必要な物体（建造物、障害物、地形等）についての形状デ
ータを格納する。ＲＯＭ１０９に格納するデータ群は、ＲＯＭ１１１に格納された画像表
示用の比較的精緻なポリゴンデータ群に比べ、重なり判定等を行うに足りる粗い単位で構
成されたものである。ここで、例えば地形に関するデータは地形を定義する各面のＩＤを
含み、このＩＤと各地形面の関するとはテーブル化されてＲＯＭ１１１に記憶されている
。
【００３４】
なお、ポリゴンデータとは、複数の頂点の集合からなり、各物体の形状を構成する要素で
あるポリゴン（多角形：主として３角形又は４角形）の各頂点を相対座標又は絶対座標で
指示したデータ群をいう。
【００３５】
仮想画像を生成するためには、仮想空間におけるオブジェクト、障害物等の各物体の相対
位置を示す座標系（ワールド座標系）を、ある特定の視点（例えば、カメラ等）から仮想
空間を見た２次元の座標系（視点座標系）に変換する必要がある。視点は、操作対象であ
るオブジェクトを観察しうる所定の位置（例えば、オブジェクトの斜め上方）に設定する
。したがって、視点の座標はオブジェクトの座標に対応して変化する。オブジェクトの座
標は入力装置１１から操作信号としてＣＰＵ１０１に供給される。
【００３６】
図２（Ａ）に入力装置１１の全体図を示す。同図から判るように、入力装置１１は操作者
が左の手で操作する左用操作レバー１１ L及び右の手で操作する右用操作レバー１１ Rによ
り構成される。各操作レバーは、前後左右と斜め方向及び停止状態（ニュートラル）の合
計９つの操作状態を有しており（図３参照）、操作状態に対応した操作信号をデジタル信
号のコードとして出力する。さらに操作レバーは、図２（Ｂ）に示すように、光線を発射
するためのショット・トリガ１１ Sや加速するためのターボ・トリガ１１ Tを備え、これら
を押下することによりコードを出力する。
【００３７】
図４に操作状態に対するオブジェクトの動き方の割付例を示す。各操作レバーは各々９通
りのコードを有するので、左右の操作レバーを同時に操作することにより、図４に示すよ
うに合計８１通り（＝９通り×９通り）の組み合わせが得られる。これら組み合わせの各
々に対し次のインターバルで移動させるオブジェクトの移動方向を割り付ければ、２本の
操作レバーによって８１通りもの動作を指示することができる。
【００３８】
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操作を行う人間が直感的に移動体を動かそうと思う方向と、実際のオブジェクトに反映さ
れる動き方向とがなるべく一致するように割り付ける。但し、真横への平行移動や斜め方
向への移動、旋回、さらに、仮想空間の水準面から垂直方向（ワールド座標系のＺ方向）
へのジャンプ（跳躍）を行わせるため、特定の操作状態についてこれら特殊な動作を割り
付ける。
【００３９】
操作者は、対戦相手からの攻撃等を受けた場合、攻撃を回避すべく本能的に対戦相手から
の弾を避けようとして操作レバーを動かす。本形態における操作レバーの割付では、この
ような操作者が反射的に行う操作についても、本来操作者が意図するであろう動きをオブ
ジェクトに反映し得るように、動き方の割付が行われている。
【００４０】
さて、入力装置１１から図４に示すいずれかのコードの組み合わせが入力されると、ＣＰ
Ｕ１０１は図４のように割付けられたプログラムにしがたい、次のインターバルにおける
視点の座標及びオブジェクトの座標を生成する。これら座標が定まるとＣＰＵ１０１が物
体同士の当たり判定や重なり判定を行う。
【００４１】
オブジェクトや障害物等の各物体は、各々が複数のポリゴンデータにより構成される。各
物体は、物体を構成する多角形のある頂点を原点として他の頂点の座標を示す座標系（ボ
ディ座標系）で全体形が決定され、各物体を構成するポリゴンデータが関連づけられる。
オブジェクトや障害物に弾丸や光線が当たった際に炸裂映像等を表示させるためには、各
物体同士の相対位置を演算して各物体同士が衝突しているか否かを判定する当たり判定を
行う必要がある。ボディ座標系で示された各物体の相対的な位置を得るために、仮想空間
を構成する所定の座標系（ワールド座標系）に変換する。各物体の相対位置が判れば物体
が互いに衝突しているか否かが判定できる。
【００４２】
また、仮想画像を観察する視点からみて、オブジェクト等が障害物の陰に入った際に障害
物を透過表示する場合には、物体同士の重なり状態の判定も行う必要がある。このために
仮想空間の各物体を視点から見た座標系に変換し、障害物とオブジェクトとの間の相対ベ
クトル、オブジェクトと視点との間の視線ベクトルを求める。両ベクトルの角度を判定す
れば、オブジェクトが障害物に隠れるか否か等を判定できる。これらの演算は座標変換を
伴うため、浮動小数点演算を含むマトリクス演算が必要である。マトリクス演算はコ・プ
ロセッサ１０８がＲＯＭ１０９に格納された地形データ等を参照して行い、演算結果はＣ
ＰＵ１０１が衝突の判定や重なりの判定をすることとなる。
【００４３】
画像表示のためにはさらに仮想空間に存在する各物体をいずれかの視点で観察（例えばカ
メラで撮影）した如く、視野を構成する２次元平面に仮想空間内の各物体を投影しなけれ
ばならない。これを透視投影といい、透視投影のためのマトリクス演算により行う座標変
換を透視変換という。実際に表示する仮想画像を作成するために透視変換を実行するのが
ジオメタライザ１１０である。
【００４４】
ジオメタライザ１１０は、形状デ－タＲＯＭ１１１及び描画装置１１２に接続されている
。ジオメタライザ１１０にはＣＰＵ１０１から透視変換に必要なポリゴンデータを指定す
るデータとともに透視変換に必要なマトリクスデータが供給される。ジオメタライザ１１
０は、形状デ－タＲＯＭ１１１に格納されたポリゴンデータをＣＰＵ１０１から供給され
たマトリクスに基づいて透視変換し、仮想空間における３次元の座標系から視野座標系に
変換したデ－タを得る。このとき、ＣＰＵ１０１による当たり判定の結果炸裂映像を表示
する必要がある場合は、炸裂映像のためのポリゴンデータを用いる。
【００４５】
描画装置１１２は変換した視野座標系の形状デ－タにテクスチャを貼り合わせフレームバ
ッファ１１５に出力する。このとき、重なり判定の結果、オブジェクト等が障害物の陰に
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隠れている場合は、所定の透過表示（メッシュ処理や半透明処理）を行う。テクスチャの
貼り付けを行うため、描画装置１１２はテクスチャデ－タＲＯＭ１１３及びテクスチャマ
ップＲＡＭ１１４に接続されるとともに、フレームバッファ１１５に接続されている。
【００４６】
スクロールデ－タ演算装置１０７は、文字などのスクロール画面のデ－タ（ＲＯＭ１０２
に格納）を演算する。画像合成装置１１６は、演算装置１０７から出力される文字データ
を前記フレームバッファ１１５から供給された画像データにインポーズして画像を再合成
する。再合成された画像データはＤ／Ａ変換器１１７を介してＴＶモニタ１３に出力され
る。
【００４７】
（ＩＩ）動作の説明
次に、本形態における動作を図５のフローチャートを参照して説明する。
【００４８】
操作者が左用操作レバー１１ L又は右用操作レバーのいずれか一方又は双方を動かし新た
な操作信号が入出力インターフェース１０６に入力されると、入出力インターフェース１
０６はＣＰＵ１０１に割り込み処理要求を出力する。ＣＰＵ１０１は、割り込み処理がな
い場合は（ステップＳ１：ＮＯ）他の処理を行うが（ステップＳ２）、割り込み処理が要
求されている場合は（ステップＳ１：ＹＥＳ）操作信号の取得を行う。
【００４９】
誤入力をしかた否かを判定するために、本形態では割り込み要求後のインターバル毎に操
作信号を判定し、連続して８回同一の操作信号が入力されていたら、正しい入力であると
判定する。そのため、まずカウンタｎの初期値をセットしてから（ステップＳ３）、左用
操作レバーの操作信号及び右用操作レバーの操作信号を入力する（ステップＳ４・Ｓ５）
。
【００５０】
ＣＰＵ１０１は前回のインターバルにおいて入力した操作信号の値と今回入力した操作信
号の値とを比較し（ステップＳ６）、両者が不一致である場合には（ステップＳ６：ＮＯ
）誤入力と判断して次の割り込み要求を待つ（ステップＳ１）。前回の操作信号の値と今
回入力した操作信号の値が等しい場合には（ステップＳ６：ＹＥＳ）、さらに８回同一の
判定結果が得られたかを判定する（ステップＳ７）。８回に満たない場合は（ステップＳ
７：ＮＯ）、カウンタｎをインクリメントし（ステップＳ８）、同一の動作を繰り返す（
ステップＳ４～Ｓ７）。８回とも同一の値が入力された場合には（ステップＳ７：ＹＥＳ
）、正しい操作信号に基づく仮想画像の生成に移行する。
【００５１】
ステップＳ９にて、ＣＰＵ１０１は自己のロボット（オブジェクト）の移動先の座標に基
づいて、仮想空間における各形状データを視点座標系に透視変換するための行列である透
視変換マトリクスを作成し、ジオメタライザ１１０に供給する。同時にＣＰＵ１０１は、
コ・プロセッサ１０８にＲＯＭ１０９に格納された地形データを供給して当たり判定を行
うための座標変換を行わせ、‘当たり’が生じている場合には必要なポリゴンを指定する
データをジオメタライザ１１０に出力する。また、重なり判定を行うためのベクトル演算
を行って重なりが生じている場合には、ＣＰＵ１０１はジオメタライザ１１０に透視表示
の指示を行う。
【００５２】
ステップＳ１０において、対戦相手のロボットについてもステップＳ９と同様の処理を行
う。なお、対戦相手のロボットは、ＲＯＭ１０２に格納されたプログラムに基づいて移動
させるものであっても、他の操作者が他の入力装置を操作することにより移動させるもの
であってもよい。
【００５３】
ステップＳ１１にいおいて、透視変換に必要となるポリゴンを特定するためのデータをジ
オメタライザ１１０に供給する。
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【００５４】
ステップＳ１２において、ジオメタライザ１１０は供給された透視変換マトリクスを用い
て指定された形状データについて透視変換を行い描画装置１１２に供給する。描画装置１
２は、透視変換された各ポリゴンにテクスチャの張り付け等を行ってからフレームバッフ
ァ１１５に出力する。
【００５５】
上記のように本形態によれば、操作レバーがデジタルデータたる操作信号を出力するので
、誤入力が少ない。また、誤操作し易いシーンにおいても正しくオブジェクトを動かしう
るような移動体の動き方の割付を行うので、操作が容易となる。特に、操作者が実際には
操作する可能性の少ないと推測される操作状態について、ジャンプ、旋回、敵の周り込み
、急加速、急制動等を割り付けたので、オブジェクトを仮想空間内で３次元的に自在に移
動させることが可能となる。
【００５６】
（ＩＩＩ）他の実施の形態について
本発明は上記実施の形態に拘らず種々に適用することが可能である。
【００５７】
例えば、上記形態では入力装置は２本の操作レバーとしたが、ジョイスティックや８方向
に押下しうる操作ボタン等、デジタル的に操作信号を出力する構成であれば、本発明を適
用できる。操作方向も８方向に限らずさらに多数又は少ない方向で実施してもよい。
【００５８】
また、操作状態の割付は、図４に示した割付に限らず、本発明の画像生成装置を搭載する
ゲーム装置、シミュレータ等の仕様に併せて、種々に変更してもよい。
【００５９】
さらに、本発明は仮想空間内における移動体の操作を容易にすることを主眼とするもので
あるため、仮想画像の生成方法についてはコンピュータグラフィックスに関するような種
々の画像処理方法を適用することが可能である。
【００６０】
【実施例】
上記発明の実施の形態におけるゲーム装置１０００を実際に使用した実施例を説明する。
【００６１】
図６に、対戦相手（敵）から弾が発射された場合の回避行動を説明する第１実施例（シー
ン１）を示す。
【００６２】
同図（Ａ）は敵から弾を撃たれた瞬間の位置関係を説明するために、各位置を上から見た
図である。本実施例のような場合、操作者は弾を避けようとするために図４の（１）で示
すように操作レバーを操作する。このとき、図４のような操作レバーの割付が行われてい
れば、自己のオブジェクトは「反時計緩旋回右側進」を行うことになる。この動き方は、
図６（Ｂ）に示すように、敵の周りを自己のオブジェクトが回り込むような移動となる。
シーン１を仮想画像として実際にモニタに表示する際には、同図（Ｃ）に示すような画像
となる。仮想画像の視点は自己のオブジェクトの移動にしたがって旋回するので、敵の表
示位置はほとんど変わらないまま、自己のオブジェクトが敵の周囲を回り込む動きが表示
される。操作者にとってこの画像表示は視線の移動を最小限に抑えられることとなり、操
作上の負担が減り、実戦に望む緊張感を持続し続けることができる。
【００６３】
さらに、同図（Ｄ）に示すように、自己のオブジェクトが敵を周り込んだ後に反撃のため
に直ちに前進しようとする場合、操作者は本来、両操作レバーをともに前方に倒す操作（
図４の（２））を行うべきである。急激な旋回と前進とをほぼ短い時間で行う際に、操作
者は時として図４の（３）に示すように操作レバーを倒す。
【００６４】
しかし、図４のような割付によれば、このようによく有りがちな操作状態を、本来操作者
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が意図したであろう動き方としてオブジェクトに反映するので、自己のオブジェクトを敵
に向かって前進させることができる。すなわち、従来の技術の欄において説明した、二つ
の操作レバーの合成ベクトルによってオブジェクトの操作をする場合では、図４の（３）
の動きでは誤動作となるような動きを来すようなものでも、本実施例では図４の（３）に
「僅かに左に斜行しつつ前進」を割り付けているため、ゲーム展開のスピード感を減殺す
ることなく、意図した方向にオブジェクトを移動させるようにしてゲームを行うことがで
きる。
【００６５】
図７に、障害物の周囲を敵と自己のオブジェクトとが互いに回り込む動作を説明する第２
実施例（シーン２）を示す。
【００６６】
同図（Ａ）は、敵と自分のオブジェクトとの位置関係を示す図である。従来のゲーム装置
にように仮想空間内で２次元的な動き方しか指示できないと、互いに周り込もうとして同
一の障害物の周りを周回する動作のみが行われ、スピード感が減殺される。
【００６７】
本実施例によれば、周り込み動作の途中で図４の（４）に示すように「ジャンプ」を指示
する操作を行えば、図７（Ｂ）の実際の仮想画像に示すように、一気に敵の上部に跳躍し
敵を攻撃することができる。さらに、「ジャンプ」動作の後に「前進」動作を操作すれば
、飛び上がった高さのまま、敵の存在する方向へ移動することも可能である。よって、操
作に煩わされることなくスピーディなゲーム展開が行える。
【００６８】
【効果】
本発明によれば、複数の入力装置の操作状態を組み合わせて、各々の操作状態について一
の動き方を指定するので、誤操作が少なく、操作も容易であり、移動体を仮想空間内で自
在に操作することが可能となる。
【００６９】
特に、特定の操作状態について、ジャンプ動作を割り付ければ３次元的な移動を、旋回動
作を割り付ければ移動体の旋回を、所定の中心軸を中心とした円周に沿った移動を割り付
ければ、敵の周りを周り込むような動作を容易にさせるとができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態に係るゲーム装置の概略ブロック図である。
【図２】本実施の形態に係る入力装置（操作レバー）の説明図である。
【図３】操作レバーの操作方法を説明する図である。
【図４】本実施の形態に係る左右の操作レバーの操作状態と移動体の動き方の割付図であ
る。
【図５】本実施の形態に係るゲーム装置の動作を説明するフローチャートである。
【図６】第１実施例を説明する図である。
【図７】第２実施例を説明する図である。
【図８】従来の仮想画像生成装置の入力装置を説明する図である。
【符号の説明】
１０　ゲーム装置本体
１１、１１ R、１１ L　入力装置（操作レバー）
１２　出力装置
１３　表示装置
１００　カウンタ
１０１　ＣＰＵ
１０２　ＲＯＭ
１０３　ＲＡＭ
１０７　スクロールデ－タ演算装置
１０９　地形デ－タＲＯＭ
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１１０　ジオメタライザ
１１１　形状デ－タＲＯＭ
１１２　描画装置
１１５　フレームバッファ
１１６　画像合成装置

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

(12) JP 3734045 B2 2006.1.11



【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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