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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
地形モデル描画（仮） 調整
地形モデル描画（再作成） 製造／調整
マップオブジェクトモデル描画 調整
マップオブジェクト属性（読込、表示） 製造／調整
マップオブジェクト追加 調整
ユニットモデル描画 調整
ユニット属性（読込、表示） 製造／調整
ユニ ト追加 調整

大別
2009年

作業内容作業対象

ユニット追加 調整
武将属性（読込、表示） 製造／調整
武将追加 調整
入力画面インターフェース 製造／調整
入力制御 製造／調整
メッセージ画面インタフェース 製造
メッセージ制御 製造／調整
ユニット思考動作制御 製造／調整
ユニット思考動作制御追加 製造／調整
武将思考動作制御 製造／調整
武将思考動作制御追加 製造／調整
セーブ／ロード 製造／調整
オプション設定 製造／調整

プログラム関連

オプション設定 製造／調整
オプション設定追加 製造／調整
部隊戦 製造／調整
部隊戦追加 製造／調整
一騎打ち 製造／調整
一騎打ち追加 製造／調整
計略 製造／調整
計略追加 製造／調整
オープニング 製造
エンディング 製造

シナリオ概要 作成
マップデータ（グレー カラー） 調整マップデータ（グレー、カラー） 調整
マップデータ追加（グレー、カラー） 作成
マップオブジェクト属性データ 作成
ユニット属性データ 作成
武将属性データ 調整
メッセージデータ 作成
メッセージデータ追加 調整
シナリオ進行データ 作成／調整
シナリオ進行データ追加 作成／調整

顔グラCG 作成
イベントCG 作成
タイトルロゴCG 作成

データ関連

２DCG関連 タイトルロゴCG 作成
タイトルCG 作成
その他CG 作成

XSI修得 －
XNA連携修得 －
ライブラリ選定 －
マップオブジェクトモデル －
担当者確保 －
武将モデル モデリング
武将モデル 共通モーション
武将モデル 個別モーション
武将モデル追加 モデリング

２DCG関連

３DCG関連

武将モデル追加 モデリング
武将モデル追加 個別モーション
エフェクト 作成
エフェクト追加 作成

BGM 調達
BGM 変換／実装
BGM追加 変換／実装
効果音 調達
効果音 変換／実装
効果音追加 変換／実装

音関連



2009年度開発スケジュール（2009年8月版）

地形モデル描画（仮） 調整
地形モデル描画（再作成） 製造／調整
マップオブジェクトモデル描画 調整
マップオブジェクト属性（読込、表示） 製造／調整
マップオブジェクト追加 調整
ユニットモデル描画 調整
ユニット属性（読込、表示） 製造／調整
ユニ ト追加 調整

大別 作業内容作業対象
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

2010年

ユニット追加 調整
武将属性（読込、表示） 製造／調整
武将追加 調整
入力画面インターフェース 製造／調整
入力制御 製造／調整
メッセージ画面インタフェース 製造
メッセージ制御 製造／調整
ユニット思考動作制御 製造／調整
ユニット思考動作制御追加 製造／調整
武将思考動作制御 製造／調整
武将思考動作制御追加 製造／調整
セーブ／ロード 製造／調整
オプション設定 製造／調整

プログラム関連

オプション設定 製造／調整
オプション設定追加 製造／調整
部隊戦 製造／調整
部隊戦追加 製造／調整
一騎打ち 製造／調整
一騎打ち追加 製造／調整
計略 製造／調整
計略追加 製造／調整
オープニング 製造
エンディング 製造

シナリオ概要 作成
マップデータ（グレー カラー） 調整マップデータ（グレー、カラー） 調整
マップデータ追加（グレー、カラー） 作成
マップオブジェクト属性データ 作成
ユニット属性データ 作成
武将属性データ 調整
メッセージデータ 作成
メッセージデータ追加 調整
シナリオ進行データ 作成／調整
シナリオ進行データ追加 作成／調整

顔グラCG 作成
イベントCG 作成
タイトルロゴCG 作成

データ関連

２DCG関連 タイトルロゴCG 作成
タイトルCG 作成
その他CG 作成

XSI修得 －
XNA連携修得 －
ライブラリ選定 －
マップオブジェクトモデル －
担当者確保 －
武将モデル モデリング
武将モデル 共通モーション
武将モデル 個別モーション
武将モデル追加 モデリング

２DCG関連

３DCG関連

武将モデル追加 モデリング
武将モデル追加 個別モーション
エフェクト 作成
エフェクト追加 作成

BGM 調達
BGM 変換／実装
BGM追加 変換／実装
効果音 調達
効果音 変換／実装
効果音追加 変換／実装

音関連


