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15 配列の応用，グラフを描く

下の実行例のように，関数のグラフや曲線を画面に文字で描くようにします。

15.1 実行例，y = sin x のグラフ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　│
　　　　　　　　　　　　　　　　＊　　│
　　　　　　　　　　　　　　＊　　　　│
　　　　　　　　　　　　　＊　　　　　│
　　　　　　　　　　　＊　　　　　　　│
　　　　　　　　　　＊　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　＊　　　　　　　　│
　　　　　　　　　＊　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　＊　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　＊　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　＊　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　＊　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　＊　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　＊　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　＊　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　＊　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　│
───────────────────＊───────────────────
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│

ふつうの座標系を 90゜回転して，x軸が下向き，y軸が右向きになっています。−19 5 x 5 19
， −19 5 y 5 19 の正方形の方眼紙を想定して，y = 10 sin 10x◦ (x = −18,−17, . . . , 17, 18) を四
捨五入（round）した (x, y)の座標の箇所に＊を入れていくと考えます。
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15.2 Kyokusen.dpr（曲線）

15.2.1 座標平面

まずは座標平面（x軸と y軸）を描きます。

program Kyokusen; // 学生証番号　氏名
{$APPTYPE CONSOLE}

uses SysUtils;

type

TZahyou = -19..19;

THeimen = array [TZahyou,TZahyou] of Integer;

var

Heimen : THeimen;

procedure WriteHeimen;

{ 平面の内容を画面に書き出す }

var

X,Y : TZahyou;

begin

for X := -19 to 19 do

begin

for Y := -19 to 19 do

begin

case Heimen[X,Y] of

0 : Write(’　’);

1 : Write(’│’); // │は「けいせん」を変換して選ぶ
2 : Write(’─’); // ─　〃
3 : Write(’┼’); // ┼　〃
4 : Write(’＊’);

5 : Write(’＃’);

end;

end;

WriteLn;

end;

end; {WriteHeimen}

procedure HeimenSyokika;

{ 白紙の状態にして，座標軸の情報を入れる }

var

X,Y : TZahyou;

begin

for X := -19 to 19 do

begin

for Y := -19 to 19 do

begin

Heimen[X,Y] := 0; // 白紙
end;

end;

for X := -19 to 19 do

begin

Heimen[X,0] := 1; // ｘ軸
end;

for Y := -19 to 19 do

begin

Heimen[0,Y] := 2; // ｙ軸
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end;

Heimen[0,0] := 3; // 原点
end; {HeimenSyokika}

begin {Main}

HeimenSyokika;

WriteHeimen;

ReadLn;

end.

これを入力して実行してください。座標平面が描かれます。

HeimenSyokika で方眼用紙を意味する配列 Heimen に情報（x軸は 1等々）を入れます。ここ
では画面には何も描いていません。

WriteHeimen で方眼用紙の情報を元にして画面に描きます。

15.2.2 サインカーブを描く

end; {HeimenSyokika} // これより上は前と同じ

procedure SinNoGraph;

{ ｙ＝ 10sin(10ｘ゜) のグラフの情報を入れる }

var

X,Y : TZahyou;

begin

for X := -18 to 18 do

begin

Y := Round(10*Sin(X/18*Pi));

Heimen[X,Y] := 4;

end;

end; {SinNoGraph}

begin {Main}

HeimenSyokika;

SinNoGraph;

WriteHeimen;

ReadLn;

end.

＊と＊の間が空いていてグラフが連続しているように見えません。もっと細かく計算するように

改良します

procedure SinNoGraph;

{ ｙ＝ 10sin(10ｘ゜) のグラフの情報を入れる }

var

X,Y : TZahyou;

Theta : Real;

begin

Theta := -Pi; // -180゜から始めて
repeat

X := Round(Theta/Pi*18);

Y := Round(10*Sin(Theta));

Heimen[X,Y] := 4;

Theta := Theta+Pi/30; // 6゜ずつ増やして
until Theta > Pi; // 180゜を超えるまで繰り返す

end; {SinNoGraph}
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問 15.1 プロシージャCosNoGraphを追加してコサインカーブも（＃で）描くようにしなさい。

15.3 媒介変数表示で表される曲線

次の媒介変数表示で表される曲線を心臓形（cardioid）と言います。

x = a(2 cos θ + cos 2θ)
y = a(2 sin θ + sin 2θ)

これを描くように追加します。

end; {CosNoGraph} // これより上は前と同じ

procedure Cardioid;

{ 心臓形 の情報を入れる }

{ ｘ＝ａ (２ cosθ－ cos２θ) }

{ ｙ＝ａ (２ sinθ－ sin２θ) }

var

X,Y : TZahyou;

Theta : Real;

begin

Theta := 0;

repeat

X := Round(6*(2*Cos(Theta)+Cos(2*Theta)));

Y := Round(6*(2*Sin(Theta)+Sin(2*Theta)));

Heimen[X,Y] := 4;

Theta := Theta+Pi/180; // 1゜増やす
until Theta > Pi*2; // 360゜を超えるまで繰り返す

end; {Cardioid}

begin {Main}

HeimenSyokika;

SinNoGraph;

CosNoGraph;

WriteHeimen;

ReadLn;

HeimenSyokika;

Cardioid;

WriteHeimen;

ReadLn;

end.

心臓に見えますか？

問 15.2 次の媒介変数表示で表される曲線を腎臓形（nephroid）と言います。

x = a(3 cos θ + cos 3θ)
y = a(3 sin θ + sin 3θ)

プロシージャNephroidを追加してこれを描くようにしなさい。aの値を適切に決めること。

問 15.3 次の媒介変数表示で表される曲線を星芒形（asteroid）と言います。

x = a cos3 θ

y = a sin3 θ

プロシージャAsteroidを追加してこれを描くようにしなさい。aの値を適切に決めること。


