
TikZ覚書ver3
.00

　
Last update 2014.7.17.

written by Henjinonkan
　
　
　ただの覚書です.
　
　ざっとマニュアルを読んで全体のイメージはわかり入門は終わったが, 細かい部分がわかりにくいという初心者 (私も
初心者です)向けの文書です.
　
　たまに書いてたまに更新しているだけなので, 説明文としてクオリティが低すぎるのはお許しを.
　
　
　本文中 §12などは, ver3.00のマニュアルにおける章などを表しています. p123などはページですが, ver3.00になっ
ているのを知らず (汗)古いバージョンのものなので無視してください (改訂中).
　
　とりあえず,

これだけわかってなくても感覚的に使えてしまう
　 TikZはすごい.
　
　

使用フォント

英文 libertine

\texttt luximono

和文 IPAex
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1 作図

1.1 点や場所の主要な指定方法

相対座標 +(1,1) +(2,1) 基準点から 2点を相対的にとる. 基準点が動かない.

++(1,1) ++(1,1) 基準点が動く.

極座標 (30:1cm) (30◦, 1cm)の意. 弧度法は 3.14 rとする.

nodeによる指定 (*) (nodename) 名前をつけた nodeによる指定.

nodeと anchorによる指定 (*) (nodename.south) use an anchor of a previously defined shape (**)

計算式を組み込む (a)+1/3*(1,2) calcが必要.

微調整 ([xshift=3pt] 1,1) tranformationの例

([xshift=3pt] nodename) tranformationの例

その他 cycle 元に戻るが, 座標の直接指定とは動作が異なる

(p37の上の例を参).

　
　

(*) (node cs:name=nodename)を省略した書き方 (cs=coordinate system).
　 coodinate systemではどの system を使うか明示しなくても使えるものが多い. それをマニュアルでは
implicitly や implicit syntax と表現している.

　 nodeの場合, 具体的にどの場所を指すかについては, nodeの
shape

形状や前後関係で自動的に決まるが, 指定
する場合は anchor を用いる.
　
(anchor なし)
\draw (0,0) node (x) [draw] {X} (2,0) node (y) {Y} (x)  (y);

X Y

　
(anchor あり)
\draw (0,0) node (x) [draw] {X} (2,0) node (y) {Y} (x.south)  (y.east);

X Y 　
　
(**) shape を追加するには shapes.geometric などを使う. Library の章を参照.
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1.2 abbreviation (省略形)

1.2.1 path[..]

\draw \path[draw]

\fill \path[fill]

\filldraw \path[fill,draw]

\pattern \path[pattern]

\shade \path[shade]

\shadedraw \path[shade,draw]

\clip \path[clip]

\useasboundingbox \path[use as bounging box]

\drawclip 不可. \path[draw,clip]あるいは\draw[clip]とする.

1.2.2 path ...

\node \path node

\coordinate \path coordinate

\pic \path pic

　

　

　 coordinate は, rectangle や circleと同じく shape の一種である.
　したがって, 例えば,

\coordinate (A) at (0,0);

　は,
\path (0,0) node[shape=coordinate] (A) {};

　と同一の意味になる. さらに shape=は省略できて (implicit syntax),
\path (0,0) node[coordinate] (A) {};

　としてもよい. さらに\node=\path node であるから,
\node[coordinate] (A) at (0,0) {};

　とも書ける.
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1.3 draw (fill,filldraw を含む)

• 円の描き方. 以下はいずれも同じ.
(新式) \draw (0,0) circle [radius=1];

(旧式) \draw (0,0) circle (1);

座標以外のものまで ( )に入れてしまう (旧式)は, 可読性から非推奨とのこと. ただし, 座標上の「点」を黒丸で
示すときには旧形式の表記がよく用いられる (\fill (中心) circle (2pt);). 以上は TeX Wikiより. 単位な
しの場合は cm.
　

• 描写する線に対するオプション (graphic options)
以下は, \path [draw,option]あるいは, \draw [option]の形で使う.
下の表で implicit?が○であるものは, 簡潔な表記が可能 (例えば [red]でよく [color=red]とする必要がない).
　
属性 option implicit? default 補足

色 color ○ - whole

太さ (数値指定) line width × 0.4pt (例)line width=5pt

太さ ○ thin ultra thin/very thin/thin/semithick/thick,...

端の形 line cap × butt round, rect, butt

継ぎ方 line join × miter round, bevel, miter miter joint の和訳は「斜め継ぎ」

(特殊) miter limit × 10 曲げ方が miter のときの尖り方の限界
線種 (Dash Pattern) ○ solid §15.3.2 を参照. clip と併用不可.

矢印 arrows ○ なし たくさんあるので §16を.

二重線 double ○ (white) 二重線というよりサンドイッチ. 詳しくは §15.3.4.

　

　
　効き方は原則として whole, つまり, path全体に効く. したがって, どこにオプションを書いてもよく, その反面, path内で
scope しても意味がない (無視される). すなわち,
　

– \draw [thick] (0,0)  (1,1);と, \draw (0,0)  (1,1) [thick]; は同じ.
– path 内の scope, 例えば, \draw [thick] (0,0)  (1,1) {[thin] (0,1)  (1,2)};において, {[thin]}は無
視される.

– whole 系とは逆のタイプ (immediate) は, [rounded corners] とその逆の [sharp corners] がマニュアルに明記され
ている. そのほかにあるのか不明..
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1.4 node

• nodeは主にテキストを付加するのに用いられる.
• nodeと edgeは, main pathとは別の pathとして付け加えられる (optionもローカルに効く).
• つまり, nodeも edgeも main pathには何の変更も及ぼさない原則.

• 基本的な使い方. circleは nodeの
shape

形状. 形状について
d e f a u l t

指定がない場合は
rectangle

長方形.
　

\path (0,0) node [circle,draw] {x};
x 　

　

• \draw (0,0) node[circle] {x};
x

円が消える (図ではドットの青線にしているが実際はない).
– \drawは, \path [draw]の略.
– nodeに対するオプション [circle]は局所的であり, main pathに circleを付け加えるわけではない.
– したがって, 上の例では (0,0)からの移動がないので drawされるべきものがない.
　

• atで, ノードの場所を指定できる.
\path (0,0) node[circle,draw] {Left};

\node[circle,draw] at (2,0) {右};

Left 右
　

　
• 上の例は, 次のようにつなげてもよい.
\path (0,0) node[circle,draw] {Left}

(2,0) node[circle,draw] {右};

　

• \tikz \node[ellipse,draw] {ちょっとカオス};
ちょっとカオス

としてみた (shapes.geometricライブラリが必要).
\tikz ... ;で, テキスト中に簡単に挿入できるのは便利.
　

• 後で参照するのに名前をつけることができる.
node[circle] (name) {text};

　
• (nodeの配置に対する)posオプション (例えば [midway]は [pos=0.5]と同じ意味)が効くのは,

line-to(), arc, curve-to(.. controls), |, |
に限られる (p236).
例えば, 次の例では posの値をいくらに変更しても表示に変わりはない. posをいれると, 一種のエラー (?)扱い
なのか, (a) to (b)のあとの場所 (last coordinate??)が (a)になる (posを消すと bの上に 1がくる).
\draw [>] (a) to (b) node[pos=0.5,above] {1};
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1.5 edge

1.5.1

　まずシンプルな例から.
　以下, 点の定義は,� �
\node foreach \name/\x in {a/0,b/1} (\name) at (\x,0) {$\name$};� �　

で行っています.
　動作がわかりやすくなるように, main pathを で囲っています.
　
Ex.1 \draw [>] (a)  (b) node[midway,above] {1} node[below] {2};

a b
1

2

Ex.2 \draw [>] (a) edge (b) node[above] {1} node[below] {2};

a b
1
2

Ex.2は次のようにしても表示は同じになりますが, main pathが異なります.
\draw [>] (a) node[above] {1} node[below] {2}  (b);

　
Ex.3 (参考 §17.9)

\draw [>] (a)  node[above] {1} (b) node[below] {2};

a b
1

2

ここのは, toに書き換えても動作は同じです (§14.13).
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1.5.2

　実例をいくつか.
　ここでも main pathを で囲っています.
　
Ex.4 \draw [>] (a) edge [red] (b)  (c) edge [ultra thick] (b);

a

b

c

　 main pathに影響を及ぼさず, オプションも個別にローカルに効いてるのがわかると思います.
　
　
Ex.4’ \draw [>] (a)  (b)  (c);

としてしまうと, (a)から (c)までつながる 1つの pathに対して [>]が効くので, 次のような表示になってしまいます
((a)から (b)の矢印もないことに注意).

a

b

c

　
　
nodeは (edgeもそうですが)current pathに影響を及ぼさないが, nodeのあとに edgeがきた場合, edgeの起点が node
の配置された場所になるという exceptionは次のような例でしょうか???(§17.12.1)
　
Ex.5 \draw [>] (a) node [below=2em] {a} edge (b);

a

b

c

a

Ex.5’ \draw [>] (a) node [below=2em] {a}  (b);

a

b

c

a
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2 具体例

2.1 点

• 点を指定し, ラベルをうつ
　
A 　
　
ごく普通に一行ずつ. 最終行は, \node [right] at (A) {A};としてもよい.� �
\coordinate (A) at (0,0);

\fill (A) circle (2pt);

\path (A) node [right] {A};� �
　
　点の定義とラベル付けを同時に行う.� �
\coordinate [label=right:{A}] (A) at (0,0);

\fill (A) circle (2pt);� �
　
　\fillが\path [fill]の略であり, \coordinateが\path coordinateの略であることからすると次のよ
うにも書ける.� �
\path [fill,radius=2pt] (0,0) coordinate (A) circle node [right] {A};� �

　
　こちらのほうがわかりやすいか.
　\fill (0,0) circle (2pt) node [right] {A} coordinate (A); と順をいれかえてもよい.� �
\fill (0,0) coordinate (A) circle (2pt) node [right] {A};� �
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2.2 点・線

• 半直線を引く
　

� �
\fill (0,0) circle (2pt) coordinate (A);

\fill (1,1) circle (2pt) coordinate (B);

\draw (A)  ($ (A) !2! (B) $);� �
　

$ (A) !2! (B) $は分点 (加重平均) を表す.
M = waA + wbB (wa + wb = 1)において, wa の値を!と! の間に書けばよい.
例えば中点であれば 0.5 になる. 上の例では AB を 2 : 1 に外分する点を表している.

　
　

• 2点を通る直線を引く
　

� �
\fill (0,0) circle (2pt) coordinate (A);

\fill (1,1) circle (2pt) coordinate (B);

\draw ($ (A) !2! (B) $ )  ($ (B) !2! (A) $);� �
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• 点の位置に計算式を組み込む, 辺の長さを書く
　

A B

C

1

2

� �
\coordinate [label=left:{A}] (A) at (0,0);

\coordinate [label=right:{B}] (B) at (1,0);

\coordinate [label=left:{C}] (C) at (0,{sqrt(3)});

\draw (A)  (B) node [midway,below] {1}  (C) node [midway,right] {2}  cycle;� �
　

このように座標のなかに計算式を組み込む場合は { } で囲む. また, node は局所的に使えることが
わかると思う.

　
　

• toの使用例, nodeに対する shift

　

　� �
\coordinate (O) at (0,0);

\coordinate (A) at (3,0);

\coordinate (B) at (3,2);

\draw (O)  (A)  (B)  (O);

\draw ([xshift=6pt] A)  ([xshift=6pt,yshift=6pt] A)  ([yshift=6pt] A);

\draw [stealth,thick,out=34/2,in=90,densely dashed]

(34/2:0.2) to ([yshift=2pt] $(O) !0.7! (A)$);� �
　

to では角度を relative に指定することもできます.
なお, 最後の一行は若干動作は異なりますが, shorten >を使うこともできます.
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• 点を指定し, 座標軸にその座標を描く
以下の例では座標軸の描写を除いている.
　

1

2

� �
\fill (1,2) coordinate (p1) circle (2pt);

\draw [dashed] let \p1 = (p1) in

(\x1, 0) node [below] {1} | (0,\y1) node [left] {2};

「実験例」の章を参照.� �� �
(簡易版)

\fill (1,2) circle (2pt);

\draw [dashed] (1,0) node [below] {1} | (0,2) node [left] {2};� �� �
(tkz-euclide; p95)

\tkzDefPoint(1,2){A}

\tkzDrawPoint(A)

\tkzPointShowCoord[xlabel=$1$, ylabel=$2$](A)

点の定義の書式が {点 }であるのが気に入らないが (\tkzDefPoint), 点をマクロ的に扱っていると覚える
か. その他の書式は node的. なおこのマクロは p95にしか登場しない. Coordは coordinateの意味だろう.
このマクロを使うためには, おそらく tkz-euclide用のコマンドで座標軸などを定義しておく必要がある (ANY
は適当な数字をいれる).

\tkzInit[xmin=ANY,xmax=ANY,ymin=ANY,ymax=ANY]

\tkzDrawX \tkzDrawY

また, labelの書き込みが x 軸方向は below, y 軸方向は leftがデフォルトで, 座標成分がマイナスの場合は
それぞれオプションで指定する必要がある.� �
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• 点と点をカーブで結び, 文字を挿入する
　

2 　� �
\coordinate (A) at (0,0);

\coordinate (B) at (2,1);

\draw (A)  (B);

\draw [bend right,distance=0.7cm] (A)

to node [fill=white,inner sep=0.2pt,circle] {2} (B);� �
　
　 emathにおける\HenKoでしょうか.
　いろいろな方法があると思いますが, 上では, bend rightと distanceで曲線を作り, node(shapeは circle)
を whiteで塗りつぶして文字を書いています.
　その他, 失敗した方法としては,
　
– decoration=bentで曲げる

Üそもそもそんなに曲がらない
– ..controlsで曲げる

Ü場所の指定がめんどくさい
– toで曲げる

Ü線分長が変わると線分からの曲線のふくらみ具合が変わってしまう (それを押さえつけるのが上の
distanceオプション). また, toで結んだ場合は node[midway]が効かないのも注意点. 次のようにすると
失敗します.
\draw [bend right,distance=0.7cm] (A) to (B)

node [fill=white,inner sep=0.2pt,circle,midway] {2};

これは語順をかえることで解決しました. toを edgeに変えても大丈夫です.
　
　参考までに emathでのソース例 (unitlength=10mm, zahyou*環境).
　 TikZでもマクロ化すれば同じように短くかけますが, foreachで点の定義などをまとめて行うほうが TikZ的
な解決かと思います.
　� �
\def\A{(0,0)}

\def\B{(2,1)}

\Drawlines{\A\B}

\HenKo<henkoH=1.5ex>\A\B{$2$}� �

2
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2.3 領域

• 直線で囲まれた領域・交点の計算
　

x

y

O

� �
\begin{tikzpicture}[scale=2, domain=2:1, samples=32, smooth,

fl/.style = {pattern=checkerboard light gray, opacity=0.6}]

\def\xmax{1}\def\xmin{2}\def\ymin{1}\def\ymax{2}

\tkzdrawaxis%座標軸描写用の自前マクロ

\draw [name path=la] plot(\x,\x);

\draw [name path=lb] plot(\x,{4/5*(\x)+1/5});

\draw [name path=lc] plot(\x,{4/3*(\x)1/3});

\path [name intersections={of=la and lb}]; %まず交点を計算する
\coordinate (a) at (intersection1); %交点の一方を (c)と定義する
\path [name intersections={of=lb and lc}];

\coordinate (b) at (intersection1);

\path [name intersections={of=lc and la}];

\coordinate (c) at (intersection1);

\fill[fl] (a)  (b)  (c)  cycle;

\end{tikzpicture}� �
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• 2曲線で囲まれた領域
曲線に沿って領域を指定する必要がある. 以下の例からもわかるように, domainは局所的に効く (途中の
[domain=2:2]を [domain=2:2]にするとうまくいかない).
　

x

y

O−2

1

2

−3

　� �
\begin{tikzpicture}[domain=3:3, samples=64, scale=0.8]

\footnotesize

\def\xmin{3}\def\xmax{3}\def\ymin{4}\def\ymax{3}

\tkzdrawaxis

\def\Fx{plot (\x,{1/4*(\x)^2})}

\def\Gx{plot (\x,{(\x)^23})}

\draw \Fx;

\draw \Gx;

\fill [myfillA] [domain=2:2] \Fx [domain=2:2] \Gx ;

\draw [thick,domain=2:2] \Fx \Gx;

\draw [thick, dashed] (2,0) node [below] {$2$}  (2,1)

 (0, 1) node [above right] {$1$}  (2,1)  (2,0) node [below] {$2$};

\path (0,3) node [below right] {$3$};

\end{tikzpicture}� �
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2.4 その他のサンプル

• 角度の表示・垂線を下ろす

x
θ

� �
\draw[latex,thick] (2,0)  (3,0) node (xaxis) [right] {$x$};

\clip (2,2) rectangle (3,3);

\draw[thick] (30:4)  (30:4);

\draw[latex] (0:1) arc [start angle=0, delta angle=30, radius=1];

\node at (13:1.2) {$\theta$};

\draw (30:2.5) | (xaxis);� �
　
　

• 点と直線
　

ax + by + c = 0(X , Y )

　� �
\coordinate (a) at (0,0);

\coordinate (b) at (2,1);

\coordinate (c) at ($ (a)!.3!(b) $);

\coordinate (d) at ($ (c)!1cm!90:(b) $);

\draw (a)  (b) node [right] {$ax+by+c=0$};

\draw[dashed, ultra thick] (c)  (d);

\fill (d) circle (2.5pt) node [right] {$(X,\ Y$)};� �
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• 同じようなグラフをずらして描写する (foreach)

case 1 case 2 case 3 case 4� �
\foreach \n/\s/\t in {1/0/1, 2/1/0.3, 3/2/0.8, 4/3/1.5}

{\begin{scope}[xshift=\s*3 cm, domain=2:2, scale=.6, samples=64]

\draw[>] (2,0)  (2,0);

\clip[draw] (2,1) rectangle (2,4);

\draw[dotted] plot (\x,{abs((\x)^2+\t)});

\draw[domain=1:1,very thick] plot (\x,{abs((\x)^2+\t)});

\path (1,0.5) node {\footnotesize case $\n$};

\end{scope}}� �
　
　

• 点の位置の相対的指定, スタイルの定義, ラベルの例
　

A

B C

DE

F 　� �
\begin{tikzpicture}[vec/.style={thick,latex}]

\footnotesize

\coordinate [label=left:{A}] (A) at (0,0);

\coordinate [label=left:{B}] (B) at ($ (A) + (0.5,2) $);

\coordinate [label=right:{C}] (C) at ($ (B) + (4,0) $);

\coordinate [label=right:{D}] (D) at ($ (C) + (1.5,2.5) $);

\draw (A)  (B)  (C)  (D)  cycle;

\coordinate [label=above:{E}] (E) at ($ (A) !0.33! (D) $);

\coordinate [label=below:{F}] (F) at ($ (B) !0.33! (C) $);

\draw [vec] (A)  (B);

\draw [vec] (D)  (C);

\draw [vec,thin,dashed] (E)  (F);

\end{tikzpicture}� �
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• let文の使用例

−b −
√
D

2a
−b +

√
D

2a

√
D

a

　� �
\begin{tikzpicture}[domain=2:2,scale=1.5]

\scriptsize

\clip (2,2) rectangle (2,2);

\draw (2,0)  (2,0);

\draw plot (\x,{1/2*((\x)^21)});

\coordinate (A) at (1,0);

\coordinate (B) at (1,0);

\node at (A) [below left] {$\frac{b\sqrt{D}}{2a}$};

\node at (B) [below right] {$\frac{b+\sqrt{D}}{2a}$};

\draw [dashed,thick] let \p1=(A), \p2=(B) in

(\p1)  (\x1,1.5) (\p2)  (\x2,1.5);

\draw [thick,latexlatex] let \p1=(A), \p2=(B) in

(\x1,1.2)  (\x2,1.2) node [above, midway] {$\bm{\frac{\sqrt{D}}{a}}$};

\end{tikzpicture}

� �
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2.5 tkz-euclideの使用例

• 外接円
　 tkz-euclideを使わない例� �
\usetikzlibrary{intersections,calc,through}

\begin{tikzpicture}

\coordinate [label=above:$\mr{A}$] (A) at (4,3);

\coordinate [label=left:$\mr{B}$] (B) at (0,0);

\coordinate [label=right:$\mr{C}$] (C) at (5,0);

\draw (A)  (B)  (C)  cycle;

\coordinate (AB) at ($ (A)!.5!(B) $);

\coordinate (AC) at ($ (A)!.5!(C) $);

% (1はなんでもよい数字)

\coordinate (AAB) at ($(AB)!1!90:(A)$);

\coordinate (AAC) at ($(AC)!1!90:(A)$);

\coordinate (Center) at (intersection of ABAAB and ACAAC);

\node at (Center) [draw=blue, circle through=(A)] {};

\end{tikzpicture}� �
　
　
　 tkz-euclideを使った例� �
\usetkzobj{polygons} %DrawPolygonするため
\begin{tikzpicture}

\tkzDefPoint(4,3){A} \tkzDefPoint(0,0){B} \tkzDefPoint(5,0){C}

\tkzDrawPolygon(A,B,C)

\tkzLabelPoint[above](A){$\mr{A}$}

\tkzLabelPoint[left](B){$\mr{B}$}

\tkzLabelPoint[right](C){$\mr{C}$}

\tkzCircumCenter(A,B,C)\tkzGetPoint{G}

\tkzDrawCircle[color=blue](G,A)

\end{tikzpicture}� �
　
　後者のほうが emath的な感じでわかりやすいコードになっています (その分, 柔軟性は失われますが).
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• メネラウス
　
PA
PB
· QB
QC
· RC
RA
= 1

C Q

R

P

B

A

� �
{\MathRoman %注 数式モードでローマン体を使う自前マクロ
$\frac{PA}{PB}\cdot\frac{QB}{QC}\cdot\frac{RC}{RA}=1$\\

\begin{tikzpicture}[scale=1]

\tkzDefPoint(0,0){A} \tkzDefPoint(2,3){B} \tkzDefPoint(1,3){C}

\tkzDefPoint(2,3){Q}

\tkzDefBarycentricPoint(A=2,B=1) \tkzGetPoint{P} %加重平均
\tkzDrawLines[add =0.7 and 0.7](A,B B,C C,A)

\tkzDrawLine[add =0.5 and 0.5, ultra thick](P,Q)

\tkzDefLine[parallel=through C](P,Q) \tkzGetPoint{C’}

\tkzDrawLine[dashed, add=1 and 0.5](C,C’)

\tkzInterLL(C,A)(P,Q) \tkzGetPoint{R}

\tkzLabelPoints[above right=3pt](C,Q,R)

\tkzLabelPoints[above](P) \tkzLabelPoints[above left=3pt](B)

\tkzLabelPoints[right](A)

\end{tikzpicture}}� �
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• tkz-eucludeの scaleオプションは描写範囲にまで及ばないバグ?があるような..
　
あああ

A

B C
D

E� �
あああ\\

\begin{tikzpicture}[scale=0.5]

\tkzDefPoint(6,8){A} \tkzDefPoint(0,0){B} \tkzDefPoint(9,0){C}

\tkzDefPoint(5,0){D} %分点
\tkzDrawPolygon(A,B,C)

\tkzLabelPoint[above](A){A}

\tkzLabelPoint[left](B){B}

\tkzLabelPoint[right](C){C}

\tkzLabelPoint[below left](D){D}

\tkzDefCircle[circum](A,B,C)

\tkzGetPoint{O} \tkzGetLength{rCI}

\tkzDrawCircle[R](O,\rCI pt)

\tkzInterLC(A,D)(O,B) \tkzGetPoints{Dummy}{E}

\tkzLabelPoint[below](E){E}

\tkzDrawSegments(A,E B,E C,E)

\tkzMarkAngles[mark=|](B,A,D D,A,C E,B,C B,C,E)

\end{tikzpicture}� �
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3 tkz-euclide

　使用前に, \usetkzobj{all}としておく. これを宣言しておかないと角度や多角形のコマンドでエラーが出る.

3.1 点

ラベルを振る \tkzLabelPoint \tkzLabelPoint[below left](A){A}

nodeと似た (同じ?)書法. なお left belowなどの語順は不可 (nodeも同様).

3.2 線

直線 \tkzDrawLine

線分 \tkzDrawSegment

複数の線分 \tkzDrawSegments \tkzDrawSegments(A,B C,D E,F)

3.3 角

　角度は時計まわりの順が基本となる.

直角 \tkzMarkRightAngle \tkzMarkRightAngle[fill=lightgray](A,O,B) 複数形もあり.

一般的な角 \tkzMarkAngle \tkzMarkAngle[fill=blue,size=1cm,opacity=.5](A,O,B)
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4 実験例

4.1 点を指定し, 座標軸にその座標を描く

　何通りかやってみた.
　うまくいっているものは全て右の図になる. なお, 以下の例では座標
軸の描写のコードは省いた.

x

y

1

2

　

1. とりあえず, 工夫なし.

\fill (1,2) circle [radius=2pt];

\draw [dashed] (1,2)  (1,0) node [below] {1};

\draw [dashed] (1,2)  (0,2) node [left] {2};

　
　

2. 点からスタートせずに座標軸からスタート. このように drawのオプションが効く範囲は path全体なので, fillが
冒頭にくるのが違和感があるかもしれないが, これで正常に動作する. しかし, ちょっと不自然. あと, dashedが
circleの境界線にまで影響しているので, 拡大すると少しおかしい...

\draw [dashed,fill] (0,2) node [left] {2}

 (1,2) circle [radius=2pt]

 (1,0) node [below] {1};

　
(dashed lineの部分のみ色を変えたもの)
2

1

　
　

3. let(calcが必要)を使う. 点の定義から始まるのでわかりやすく, 同じ数字の登場回数が減らせる. ただし node
の中身である{ }内には使えない... この変数は TikZの変数らしいのでこれを TeXの変数に代入したりできれば何
とかいけるかもしれないが, 短くかけるんだろうか. それか別の手.., いまのところ思いつかず.

\draw [dashed,fill] let \p1 = (1,2) in

(\x1, 0)  (\p1) circle [radius=2pt]  (0,\y1);

　
circleの境界線が dashedになっているのは拡大しなきゃ見えないけど, わかりにくい... あと, これだと (たぶん)
白丸が打てない??
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4. 別の案.
ノードの shapeを円にして, それを埋める. この場合も線に対して dashedは全 pathに及ぶが, pathに対して fill
を使う必要がない. また, inner sepの値は, circleの半径の値とは少し異なる (2ptにすると circle(2pt)と
した場合より大きい).

\draw [dashed] let \p1 = (1,2) in

(\x1,0) node [below] {1} | (0,\y1) node [left] {2}

(\p1) node [inner sep=1pt, circle, fill] {};

　
　

5. 座標軸の x や y という文字を nodeにして, それに対して線を垂直・水平に落とす. 座標が最初の定義でしか登場
しない点は良い. ただ, \p1を打つ回数が多い汗
　

\draw [>] (1,0)  (3,0) node(xaxis)[right] {$x$};

\draw [>] (0,1)  (0,3) node(yaxis)[above] {$y$};

\draw [dashed] let \p1 = (1,2) in

(\p1) | node[below] {$1$} (xaxis)

(\p1) | node[left] {$2$} (yaxis)

(\p1) node [inner sep=1.5pt, circle, fill] {};

　
上で

(\p1) | node[below] {$1$} (xaxis)

の部分は,

(\p1)  (\p1 | xaxis) node [below] {$1$}

としても動作しますが,

(\p1) | (xaxis) node [below] {$1$}

では, 1の位置がずれます.
なお, 上の方法はどういう動作かわかりやすいように, pathを very thick, blueにしたものが下の図です.

x

y

1

2
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6. 先の例と基本的には同じです. |などに対する midwayはちょうど曲り角の部分になります. 先の例では node

を|や|の直後に配置することで midwayと同じ効果になっています.

\draw [dashed] (1,0) node [below] {1} | (0,2)

node [midway,circle,fill,inner sep=1.5pt] {} node [left] {2};

　
　

7. やはり nodeでうめるのはやめよう, ということで素直で書きやすいと思われる案.
　� �
\fill (1,2) coordinate (p1) circle (2pt);

\draw [dashed] let \p1 = (p1) in

(\x1, 0) node [below] {1} | (0,\y1) node [left] {2};

　
(簡易版)

\fill (1,2) circle (2pt);

\draw [dashed] (1,0) node [below] {1} | (0,2) node [left] {2};� �
　

8. edgeについていろいろ読んでて, やってみた方法.

\fill (1,2) circle [radius=2pt]

edge[dashed] node[pos=1.1]{1} (1,0)

edge[dashed] node[pos=1.1]{2} (0,2) ;

点からはじまり, 一行で終わるのはいいが, 打つ量がそこまで減っているわけじゃないのと, pos=1.1という指
定がいかにも汚い. 座標をうつ回数を減らそうと思うと, これに letを併用するか?
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5 その他

5.1 繰り返し文

• tikz環境外でも使用可能. 最後に ; をつける必要もない (つけた場合は..?).
\foreach \x in {1,2,3} {\x, }

1, 2, 3,
　

• 繰り返しの値の指示方法が賢い.

略記 意味

in {1,...,5} in {1,2,3,4,5}

in{1,3,...,9} in {1,3,5,7,9}

　

　
• 多重ループも可能.
　
　

• 数値以外のものもループ可能で, さらに 2つの変数を同時に動かすことも可能. 例えば,
\foreach \anchor/\placement in

{north/above,south/below,east/right,west/left} {\anchor, \placement\}

　
(tikz環境外で上のソースを使った場合の表示)
north,above south,below east,right west,left
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5.2 drawと nodeと shift

　 clipで制限された範囲に draw plotでグラフを描く作業はよく出てくるが, 注意点.
　

\def\plotFx{plot(\x,{(\x)^2})}

\begin{tikzpicture}

\begin{scope}[blue, domain=2:2, scale=.5]

\clip[draw] (2,1) rectangle (2,5);

\draw \plotFx;

\end{scope}

\begin{scope}[red, xshift=5cm, domain=2:2, scale=.5]

\clip[draw] (2,1) rectangle (2,5);

\draw \plotFx;

\end{scope}

\end{tikzpicture}

　これはうまくいく.

　
　
　しかし, 次のはうまくいかない.

\def\plotFx{plot(\x,{(\x)^2})}

\begin{tikzpicture}

\coordinate (C) at (2,1);

\begin{scope}[blue, domain=2:2, scale=.5]

\clip[draw] (C) rectangle (2,5);

\draw \plotFx;

\end{scope}

\begin{scope}[red, xshift=5cm, domain=2:2, scale=.5]

\clip[draw] (C) rectangle (2,5);

\draw \plotFx;

\end{scope}

\end{tikzpicture}
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　まだ詳しい動作はわかっていないが, とりあえず scopeの外部で定義した node(coordinate)に対して, shiftは効かな
いようである. これは clipに限らず, 普通に fillなどでも同じ. 逃げ道としては,

• 名前付座標を使いたい場合は,
– scope内で coordinateを使う (うまくいく)
– 座標を defしてしまう (試していないがうまくいくはず. ただしコードは汚くなる)
ということになろうか.
　

• さらに, 同じ図形を描く場合には, scope環境内のコードをまるごと defするのも良いか.
上で書いた「scope内で coordinate」と併用するとこんな感じ. ちょっと強引?

\def\scopePlotFx{

\coordinate (C) at (2,1);

\clip[draw] (C) rectangle (2,5);

\draw plot(\x,{(\x)^2});

}

\begin{tikzpicture}

\begin{scope}[blue, domain=2:2, scale=.5]

\scopePlotFx

\end{scope}

\begin{scope}[red, xshift=5cm, domain=2:2, scale=.5]

\scopePlotFx

\end{scope}

\end{tikzpicture}

　
• いずれにせよ, 上のようなことをやる場合, マクロの名前に少々悩む.
tkz-euclideを真似て, 頭に tkzをつけるか..
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6 環境設定などの注意点
• \drawなどの dashedが分数にまで影響される問題の回避方法 (TeX QA)
\tikzset{every node/.style={execute at begin node=\pgfsetdash{}{0pt}}}

をプレアンブルに書く.
• PDF-XChangeViewerを使うと画面上はおかしくないが, 点線 (dashed)が重なって印刷されることがある (設定の
問題かもしれないが). アクロバットリーダーでは問題はない.
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