Cocoa Drawing Guide
Cocoa Drawing Guideについて
高品質のグラフィックスはアプリケーションのデザインにとって重要な要素です。それらは事実上、他の多
くのオペレーティングシステムとMac OS Xを区別するファクターでもあります。
多くのオペレーティングシステムが、ベタ一色のカラーや長方形一辺倒のオブジェクトで成り立っているの
に対し、Mac OS Xは色とその透過性、そしてその高度な合成を行う機能をアプリケーションに提供しま
す。

このドキュメントを読むべきは
このドキュメントは、Cocoaを使って初めてグラフィックの描画を行おうという開発者を対象にしています
が、ある程度スキルを積んだ開発者にとっても役に立つであろう内容を含んでいます。
また、このドキュメントを読む開発者はCocoaで行うアプリケーション開発、具体的にはXcodeの操作や
Objective-Cというプログラミング言語などについて、基本的な知識を持っていることを前提にしていま
す。

その他の資料
このドキュメントで解説しているのはCocoaにおいてビューを作成するための1ステップに過ぎません。
ビュー階層構造やビューにおけるイベント処理の仕組みなどの内容に関しては以下のドキュメントを参照し
てください。
• Cocoa Dundamental Guide --- ビューに関する一般的な解説
• View Programming Guide for Cocoa --- ビューの作成と管理について
• Event Handiling Programming Guide for Cocoa --- event処理について
また、Cocoaの描画機能はQuartzをベースにしています。Quartzに関するドキュメントも挙げておきま
す。
• Quartz 2D Programming Guide --- Quartzに関する概念的解説書
• Programming with Quartz by David Gelphman and Bunny Laden --- 3rdパーティによる解説書

Overview of Cocoa Drawing
グラフィックス描画はほとんどのCocoaアプリケーションにとって基本的な部分です。 もしアプリケーショ
ンが標準のシステムコントロールだけを使用するなら、Cocoaはその全ての描画を自動的に行います。
といっても、そんなことはめったにないでしょう。プロの開発者の作成するアプリケーションであれば、多
少なりとも標準以外のコントロールやカスタムビューを使用するでしょう。それらの描画は開発者のコード
が行わなければなりません。
以下のセクションではまず、Cocoaで利用できる描画関連の基本的な機能を紹介します。その後、各項目に
関する詳しい解説を（多くの実用的なサンプルを挙げながら）行います。

Cocoaドローイングサポート
Cocoaのグラフィックス描画環境は、ApplicationKitフレームワークに立脚する全てのアプリケーションで
利用可能です。このフレームワークには矩形や円などの基本的な図形から、もっと複雑な図形やイメージ、
そして文字に至るまで、あらゆる描画処理を行うための多くのクラスやメソッドが定義されており、また
Foundationフレームワークで定義されているいくつかの基本的なデータ型を使用しています。
加えてこのグラフィックス描画環境は、Quartz、OpenGL、Core Image、Core Video、Quartz
Composer、PDF Kit、そしてQuickTimeといった、Mac OS Xで使用可能な全ての描画テクノロジーと互
換性があります。実際、この環境における描画はほとんどの場合Quartzを使用して実現されます。もし使い
たい描画機能がCocoaに存在しない場合には、上記テクノロジーのどれをも統合して使用することになんの
問題もありません。
上に見たように描画環境はQuartzに基づいているので、ApplicationKitフレームワークはQuartzと同じ機
能の大部分を（ただしオブジェクト・オリエンティド・ラッパーを介して）提供しています。いかに
ApplicationKitがサポートするフィーチャーを列挙します。
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

パス・ベースの描画（ベクトル・ベースとも言われます）
イメージの生成、およびロードと表示
文字のレイアウトと表示
PDFの生成と表示
透過性
影つけ
カラー・マネージメント
変換
印刷のサポート
アンチ=エイリアスを伴うレンダリング
OpenGLのサポート

Cocoaのグラフィックス描画環境はQuartzと同様に、可能な限りグラフィックス・ハードウエアを使用し
描画速度の向上を図ります。このサポートは自動的に行われ、アプリケーション開発者がこのために何かを
行う必要はありません。
なお、他の描画テクノロジーとの統合に関してはこのドキュメントの後段「他の描画テクノロジーとの統
合」で説明します。

ペインターモデル
Quartzと同様、Cocoaの描画機能は「ペインターモデル」を使用します。ペインターモデルでは、一つ一
つの描画が層をなしてキャンバスに積み重なって行きます。既に描かれた層の上に新たな層が描画される
と、以前の層は新しい描画によって消されたり変更されたりすることになります。

描画環境
描画環境とは描く内容の最終的な外観を決定するデジタルキャンバスを包含します。その描画がどんなサイ
ズ、色、クオリティ、および方向でどこに行われるか、全てはここで決定されます。

グラフィックス・コンテキスト
プログラマは描画に際し、グラフィックス・コンテキストというものを想定することができます。 グラ
フィックス・コンテキストは、デジタルキャンバスに描画をする際に必要な……現在の描画属性からデバイ
スに依存する特性までを含む基本的な情報を全て保持しています。CocoaではNSGraphicContextクラスと
して用意され、以下の描画機能で使用されます。
•
•
•
•
•

ウインドウ（とそれに包含されるビュー）
イメージ（全てのビットマップを含む）
プリンター
ファイル（PDF、EPS）
OpenGL サーフェス

描画処理の対象として最も一般的なものは、言うまでもなくアプリケーションが表示するウインドウ、そし
てその中に配置されているビューです。Cocoaは、アプリケーションのウインドウごと、スレッドごとに グ
ラフィックス・コンテキストを管理します。つまり、与えられたウインドウに対して、描画を行うスレッド
分の グラフィックス・コンテキストが用意されるということになります。描画はアプリケーションのメイ
ン・スレッドで処理されるのが普通ですが、この グラフィックス・コンテキストにより、セカンダリ・ス
レッドからのドローイングも可能となっているわけです。
その他の（ウインドウに対する以外の）ドローイングに関しては、Cocoaは必要に応じて グラフィック
ス・コンテキストを用意します。それらの中には、例えばPDFファイルを作るときのように、プログラマが
意識する必要のないケースもあります。アプリケーションのコードは、単にビューの一部分（あるいは全
部）のPDFデータを要求するたけですが、バックヤードではCocoaが グラフィックス・コンテキストを作
成し、PDFデータを作成するためにアプリケーション側のドローイング・コードをコールします。
逆に、ある種の状況ではプログラマが意識的に グラフィックス・コンテキストを生成し、利用する場合も
考えられます。例えば、ビットマップ・イメージを作成する１つの方法として、ビットマップ・キャンバス
を作成し、そこに描画を行うための グラフィックス・コンテキストを作成するケースなどがこれにあたりま
す。

グラフィックス・ステート
NSGraphicsContextオブジェクトは、描画処理の対象を管理するだけではなく、現在の描画に関する各種
設定、すなわちグラフィックス・ステートを保持しています。これらの設定には、描線の太さや色、領域の
塗りつぶし色などが含まれ、現在のグラフィックス・コンテキストによって維持されるスタックに保存する
ことができます。この機能をうまく使えば、新たな描画設定を行うコードを節約することが可能です。
Cocoaによるグラフィックス・ステートの管理は、いくつかの点でQuartzのそれと異なっています。例え
ば、現在の描線色、塗りつぶし色はNSColorのオブジェクトで保持されますし、パス・ベースのパラメータ
はほとんどNSBezierPathクラスを使用します。

座標系
Cocoaで使用される座標系は、Quartzベースのアプリケーションで使用されるものと同じです。全ての座標
が整数ではなく浮動小数点数を使用して表現されます。プログラマのコードによる描画命令は、ユーザ座標
空間を指定して記述されますが、実際の描画はターゲット・ デバイス 上の座標空間に変換されて行われま
す。ユーザ座標空間は、座標値として1/72インチの固定解像度を使用します。つまりこの座標系における1
単位は常に1インチの1/72であると仮定されるわけです。ただし、これがいわゆる72dpi(ドット・パー・イ
ンチ）を含意するわけではありませんので注意が必要です。
浮動小数点数による座標を採用することで、Cocoaはユーザ座標空間におけるレイアウトをより正確に デ
バイス座標空間に反映させることが可能になりました。その名前からもわかるように、デバイス座標空間と
は出力装置、すなわちモニタあるいはプリンタによって使用される座標空間を意味します。これらの座標空
間にはそれぞれ固有の解像度が存在します。Cocoaはこれらデバイスに依存する部分を、プログラマ
が気にせずに済むようユーザ座標空間からの変換を行うわけです。

変換
ここでいう変換（Transform）とは、二次元空間で座標を扱うための数学的操作です。これは現在のコン
ピュータ・グラフィックには不可欠と言ってもいい処理で、CocoaではNSAﬃneTransformクラスを通して
サポートされています。このクラスを使えば以下のような処理が可能です。
• トランスレーション（移動）
• スケーリング（拡大・縮小）
• ローテーション（回転）
もちろんこれらの変換は組み合わせて行うことも可能です。Cocoaは指定された変換を全ての描画コマンド
に対して適用します。レンダリングの間、常に変換された座標系が適用されるため、ほとんどの場合におい
て描画に関わるソースコードを書き換えて同じような効果を得ようとしても変換を利用した場合より遅く
なってしまいます。

カラーとカラースペース
色は言うまでもなく描画の重要な要素です。どんなエレメントを描く場合でも色は決めなければなりませ
ん。Cocoaでは、いくつかの違ったカラースペースでの描画色の指定をサポートしています。このサポート
では、国際カラーコンソーシアム（ICC）とColorSyncのプロフィールに基づいて色を作成することができ
ます。透明度（Transparency）は色彩の外観に関わる別の要素です。Cocoaはこれらの各機能を
NSColor、およびNSColorSpaceクラスを通してサポートしています。

基本的な描画エレメント
複雑に見えるグラフィックスももともとは単純な要素から始まっています。Cocoaでは全ての描画の基礎に
なる基本的なエレメントが提供されており、これを組み合わせたり変形したりすることによってどんな複雑
な描画を実現できるようになっています。ここではそれら基本的なエレメントについて解説します。

ジオメトリ・サポート
Cocoaでは、点や四角形など、基本的な幾何学図形を扱うために独自のデータ型（構造体）を使用します。
以下の表にそれらの一覧を示します。なお、これらの構造体のメンバ変数は全てﬂoat型の変数です。

型

説明

NSPoint

x、yで表現される平面上の一点

NSSize

width、heightで表現される平面上の距離（大きさ）

NSRect

基点origin（NSPoint）と大きさsize（NSSize）によって表現される平面上の四角形

基本的な図形
Cocoaでは、基本的な図形を描くためにNSBezierPathクラスを使います。これによって以下のような図形
を描くことができます。
•
•
•
•
•

線分
長方形
楕円・円
アーク
ベジエ曲線

NSBezierPathのオブジェクトは解像度に依存しない形式でベクトルベースのパス情報をコンパクトに格納
します。プログラマはこれらの基本形を結合して、いくらでも複雑なパスを生成することが可能です。作成
したパスのレンダリング方法は、そのパスを辿る「ストローク」と、パスによって囲まれた領域を塗りつぶ
す「フィル」の二通りです。また、NSBezierPathを使用して文字（グリフ）のアウトライン・パスを得る
ことも可能です。

イメージ
Cocoaにおけるイメージのサポートは、NSImageクラスとそれに関連するイメージ表現クラス
（NSImageRepおよびそのサブクラス）を通して提供されます。NSImageクラスはイメージに関連する
データを作成し、管理するための基本的なインタフェースを含んでいます。またイメージ表現クラスは、
NSImageがイメージデータを操作するのに使用する基本的なインフラストラクチャを提供します。
イメージは既存のファイルから読み込んだり、あるいはその場で描いたりして作成することができます。
Cocoaは、直接的、あるいは間接的に多くのイメージフォーマットをサポートします。Cocoaが直接サポー
トしているイメージフォーマットを以下に列挙しておきます。
• 以下のビットマップイメージ
1. BMP
2. GIF
3. JPEG
4. JPEG2000
5. PNG
6. TIFF
• EPSデータ・イメージ
• PDFデータ・イメージ
• PICTデータ・イメージ
• Core Imageによるイメージ
このようにさまざまなフォーマットをサポートしているので、「イメージはビットマップ」と頭ごなしに決
めつけるべきではありません。イメージの中にはEPSやPDF、あるいはPICTファイルのようにパス・ベー
スのドローイングコマンドが格納されているものもあります。それらもCore Imageによってレンダリング
が可能であり、必要に応じて異なった解像度に変換されて表示されます。

テキスト
Cocoaは、単純な文字列から各種の属性情報を含む書式付き文字列までをカバーする後半なテキスト・ド
ローイング機能をサポートしています。Cocoaのテキストシステムが使用するレイアウト、およびレンダリ
ング機能については本ドキュメントでは説明しきれません。「Text System Overview」などの関連ドキュ
メント（MOSAから要約が出ています）を参照してください。

ビューとドローイング
Cocoaにおける描画処理はほとんどの場合、ビューの内部で行われます。これらのビューはその内部に何か
を描画し、ユーザからのイベントを受け取ることができます。またビューは他のビューのサブビューとして
包含関係になることもあります。全てのビューは基底クラスNSViewのサブクラスとして定義されていま
す。Cocoaでは標準的なインタフェースを実現するために、テキストビュー、スプリットビュー、タブ
ビュー、ルーラビューなどいくつかの基本的なビュークラスを用意しています。また、Cocoaにおけるコン
トロール・オブジェクト、ボタンやスクローラ、テーブルなどもやはりNSViewのサブクラスです。
これらに加えて、プログラマはオリジナルのカスタムビューを定義することができます。上記の標準的な
ビューやコントロールに要求される機能が備わっていない場合などには、カスタムビューを作成してその機
能を実現することになります。カスタムビューが自分自身の描画を行えるよう、Cocoaはビューに
drawRect: メッセージを送ります。言い換えれば、ビューにおけるドローイング・コードは全て
drawRect: を受け取ったタイミングで実行されます。
注意：もちろん標準的ビューやコントロールをサブクラスしてカスタムビューを作成することも可能です。
が、どちらかと言えばデリゲートを使用して望む機能を実現することをお勧めします。もしどうしても標準
的ビューやコントロールをサブクラスする場合でも、そのコントロールの外観を変えることだけは避けるべ
きです。そうしたことはアップルの「ヒューマン・インタフェース・ガイドライン」に反します。
デフォルトでは、ウインドウのアップデートはユーザのアクションに応える時に発生します。このことは、
つまり、ビューの drawRect: メソッドが呼ばれるのは、ユーザによってなんらかの変化が生じた時である
ということです。例えばユーザがスクローラを操作し、その結果ビューが今まで隠されていた部分を表示し
なければならなくなると、Cocoaはビューの drawRect: をコールします。
また、プログラマがCocoaにdrawRect: をコールするよう指示することも可能です。カスタムビューが表
示している内容を変更する必要が生じた場合には、それをCocoaに通知しなければなりません。具体的に
は、描き替えが必要になった表示領域を「無効」とします（invalidate）。Cocoaは「無効」をされた領域
をまとめて、描き替えを行うメッセージ drawRect: を発生させます。
ビューの描画にはいくつかの方法がありますが、基本となる drawRect: は以下のようになっています。
- (void) drawRect:(NSRect) rect {
// ここでビューの中身を描く
}
ここで重要な点は、ビューの drawRect: がコールされる時、Cocoaは既にドローイング・フォーカスをそ
のビューにロックしている、つまりそれまでのグラフィックス・ステートをスタックに積み、変換マトリッ
クスをビューの原点にあわせ、クリッピング・レクタングルのビューのフレームに設定しています。ですか
らここでするべきことは実際にビューの中身を描画することだけです。
とはいえ、カスタムビューにおける drawRect: メソッドの処理は場合によっては非常に複雑になる場合も
あります。自身以外の複数のオブジェクトを必要とすることもあるでしょうし、自身でグラフィックス・ス
テートをプッシュ、ポップする必要が生じることも考えられます。また、このメソッドがそのビューにおけ
るドローイングの全てを担当するわけですから、画面への描画ではなくプリンタへの出力など、いくつかの
異なった状況にも対応できなければなりません。

一般的なドローイング処理
一般的なドローイング処理の実現方法について以下の表に示します。

処理

アプローチ

カスタムビューの内部
を描く

drawRect: メソッドをインプリメントする。NSBezierPathやNSImageを使
用。必要に応じてQuartz、OpenGLなども使用可能。

カスタムビューの内部
を更新する

setNeedsDisplayInRect: または setNeedsDisplay: メッセージを自身に送っ
て drawRect: のコールを喚起する。

ビューの内容の一部を
アニメ化する

タイマーを設定するか、あるいはNSAnimation、NSViewAnimationなどのク
ラスをしようする。

サイズ変更に対して逐
次的に対応する

inLiveResize メソッドを使ってユーザによるサイズ変更の際のビューの振る
舞いを指定する。

印刷処理を行う

drawRect:の中で currentContextDrawingToScreen または
isDrawingToScreen メソッドを使って現在の描画処理がスクリーンに対する
ものか、プリンタなどそれ以外のデバイスに対するものかを判断。
NSGraphicsContextクラスのattriobutes メソッドで現在のプリントジョブ
に関する情報を獲得できる。

ビューの内容からPDF
あるいはEPSデータを
生成する

dataWithPDFInsideRect: または dataWithEPSInsideRect: を使用してそれ
ぞれのデータを作成。必要があればdrawRect:の中で
currentContextDrawingToScreen または isDrawingToScreen メソッドを
使って描画対象を判断。

グラフィックス・コンテキスト
グラフィックス・コンテキストは、Cocoaアプリケーションにおけるドローイング・インフラストラクチャ
の基礎をなすものであり、ドローイングに必要な各種の機能を提供します。描画対象とするデバイス（スク
リーン、プリンタ、ファイルなど）、座標系、そしてその境界を規定します。
Cocoaを使って描画処理を行う場合、プログラマが自分でグラフィックス・コンテキストを作成する必要は
ありません。Cocoaにおける通常の描画サイクルは、自動的にそれを生成、設定して提供します。プログラ
マが自分でこれを生成しなければならないケースはいくつかの特殊なケースに限られます。
Cocoaアプリケーションでのグラフィックス・コンテキストは、ほとんどの場合NSGraphicsContextクラ
スのインスタンスとして提供されます。プログラマはこれを使って描画設定を変更したり、現在の描画環境
についての情報を得たりすることができます。
注意：OpenGLを使った描画処理のためにはNSGraphicsContextの代わりにNSOpenGLContextを使いま
す。
この章ではCocoaのグラフィックス・コンテキストとその使用方法について概説します。

グラフィックス・コンテキストの基礎
どんなグラフィックス・コンテキストにおいても、最も重要な仕事は描画環境における現在の設定に関する
情報をメインテナンスすることです。Quartzにおけるグラフィックス・コンテキストはウインドウ、ビット
マップ、PDFファイル、その他の出力デバイスに関する情報をメインテナンスしています。Cocoaのグラ
フィックス・コンテキストも基本的には同様ですが、こちらはビューを基本として描画を行うため、ビュー
の drawRect: メソッドが呼ばれる前に、描画環境に対していくつかの変更が施されます。
ビューの drawRect: メソッドがコールされるまでに、Cocoaはコールされる全ての描画命令がそのビュー
の範囲にとどまっていることを確認し、 undo のサポートを容易にするためにグラフィックス・ステートを
保存、描画の原点をビューのそれに合わせるために現在の変換マトリックスを調整します。言葉を変えれ
ば、グラフィックス・コンテキストはビューの drawRect: メソッドのためのワンマンショーの舞台を用意
するわけです。
現在稼働中のコンテキストがそのビューにフォーカスをロックしている間、プログラマはパスやイメージ、
テキストその他、あらゆるものを自由に描くことができますし、そのために描画環境の設定を変更すること
も自由です。最終的に、描かれた内容はQuartz Composerに送られ、そこで他のビューの結果と統合され
てスクリーンなどの出力装置にフラッシュされます。
drawRect: メソッドの後、Cocoaは次に描画されるビューのために描画環境を全てリセットします。この
一連の動作がアプリケーションごとのアップデート・サイクルの中で繰り返されるわけです。

現在のコンテキスト
Cocoaアプリケーションの各スレッドは、与えられたウインドウごとに自身のグラフィックス・コンテキス
トを持っています。以下のようにNSGraphicsContextのメソッド、currentContextを使用すれば、現在稼
働中のグラフィックス・コンテキストにアクセスすることができます。
NSGraphicsContext* aContext = [NSGraphicsContext currentContext];
このオブジェクトを使うことで、現在のグラフィックス・ステートを保存したり変更、復帰を行うことが可
能です。このオブジェクトに加えた変更は、次に変更が加えられるまで、全ての描画命令に影響します。
現在のグラフィックス・ステートを保存するためには、NSGraphicsContext の saveGraphicsState メ
ソッドを使用します。このメソッドは現在のステートをスタックにプッシュして保存します。
saveGraphicsState でプッシュされたステートをポップするにはrestoreGraphicsState メソッドをコー
ルします。
通常、1つか2つの属性を変更するくらいであれば、わざわざこの機構を使わないほうがメモリの節約にな
ります。が、それ以上の属性を変更し、また復帰する必要がある場合には、 saveGraphicsState 、
restoreGraphicsState を使用することをお勧めします。なおこの2つのメソッドの動作は対になっていま
すから、呼び出し回数のバランスに注意してください。
注意： saveGraphicsState とrestoreGraphicsState は、クラスメソッドとしてもインスタンスメソッド
としても使用可能です。クラスメソッドバージョンは単に現在のコンテキストのステートを保存し、また復
帰します。インスタンスメソッドバージョンを使えば、特定のコンテキストにおけるグラフィックス・ス
テートを保存することができます。
以下のコードは、それぞれ異なるステートで一連のオブジェクトを描くdrawRect: メソッドのサンプルで
す。グラフィックス・ステートはループのなかで繰り返し保存され、また復帰して、それぞれのオブジェク
トの描画が同じステートで行われることを保証しています。
-(void) drawRect: (NSRect) rect {
NSGraphicsContecxt* theContext = [NSGraphicsContext currentContext];
int i;
int numObjects = [myObjectArray count];
// arrayに収められたオブジェクトをそれぞれの描画属性を使ってドローイング
for (i = 0; i < numObjects; i++) {
[theContext saveGraphicsState];
// 描画したい属性をセットする
// オブジェクトを描画する
[theContext restoreGraphicsState];
}
}
警告：この一連の動作で、 saveGraphicsStateと restoreGraphicsStateの呼び出し回数は一致しなけれ
ばなりません。そうでない場合、ビューおよびそれを包含するウインドウの外観にどんなとんでもないこと
が起きても不思議ではありません。

グラフィックス・ステートの情報
Cocoaのグラフィックス・コンテキスト・オブジェクトは、それぞれ描画環境の現在のグラフィックス・ス
テートの情報を保持しています。これらの情報は、グローバルなレンダリングに関する設定から個々のパス
のレンダリングに使用される属性まで及んでおり、Quartzによって保存されるのと同じものです。以下の表
は、「現在のグラフィックス・ステート」として saveGraphicsState メソッドが保存する情報の一覧で
す。

属性

説明

Current
transformation
matrix (CTM)

ビュー上の座標から出力デバイス上の座標への変換マトリックス。Cocoaはビュー
に対してdrawRect: を送る前にこれを変更します。プログラマがこれを変更するに
はNSAﬃnbeTransform オブジェクトを使います。

Clipping area

描画命令の及ぶ領域。Cocoaはビューに対してdrawRect: を送る前に、これをその
ビューの「見えている部分」に設定します。プログラマはNSBezierPathを使ってさ
らにこの領域を限定することができます。

Line width

描線の幅。デフォルトは1.0。プログラマがこれを変更するにはNSBezierPathオブ
ジェクトを使用します。

Line join style

描線の連結部分の形状、デフォルトはNSMiterLineJoinStyle。プログラマがこれを
変更するにはNSBezierPathオブジェクトを使用します。

Line cap style

描線の末端の形状、デフォルトはNSButtlineCapStyle。プログラマがこれを変更す
るにはNSBezierPathオブジェクトを使用します。

Line dash style

点線・破線など描線のパタン。デフォルトのパタンというものは用意されていない
ので、結果的に実線になります。プログラマがこれを変更するにはNSBezierPathオ
ブジェクトを使用します。

Line miter limit

描線の連結部分にNSMiterLineJoinStyleが設定されている時の「尖らせる限界」。
デフォルトでは2線のなす角が10.0度以下の場合、NSBevelLineJoinStyleが使用さ
れます。 プログラマがこれを変更するにはNSBezierPathオブジェクトを使用しま
す。

Flatness value

曲線描画時の正確さ（あるいは流麗さ）の値、デフォルトは0.6（小さくなるほどな
めらかな曲線が得られるが計算時間もかかる）。プログラマがこれを変更するには
NSBezierPathオブジェクトを使用します。

Stroke color

描線色。プログラマはシステムがサポートするカラースペースから任意の色を選んで
設定することができます。設定にはNSColorクラスを使用します。

Fill color

塗り潰し色。プログラマはシステムがサポートするカラースペースから任意の色を選
んで設定することができます。設定にはNSColorクラスを使用します。

Shadow

レンダリングしたエレメントの影。設定にはNSShadowクラスを使用します。

Rendering
intent

現在のカラースペースにおける全色をマップする方法を指定。Cocoaはこれを直接設
定する機能をサポートしていないので、プログラマはQuartzを使用する必要があり
ます。

属性

説明

Font name

テキストデータを描くためのフォントの指定。プログラマがこれを変更するには
NSFont クラスを使用します。

Font size

テキストデータを描くためのフォントサイズの指定。プログラマがこれを変更する
にはNSFont クラスを使用します。

注意：交差したパスで形作られる領域を塗り潰すためのワインディング・ルールは現在のところグラフィッ
クス・ステートの一部として保存されません。プログラマは NSBezierPath のオブジェクトに対してド
フォルトのワインディング・ルールを指定できますが、それはそのオブジェクトにしか適用されません。

スクリーン・キャンバスとプリント・キャンバス
Cocoaのグラフィックス・コンテキスト・オブジェクトは広義で二種類のキャンバス、スクリーン・ベース
とプリント・ベースに分けられます。スクリーン・ベースのオブジェクトはウインドウ、ビュー、そしてイ
メージに対して描画を行い、その結果は通常スクリーンに出力されます。対してプリント・ベースのオブ
ジェクトはプリンタ・スプール・ファイル、PDFファイル、ポストスクリプトファイル、EPSファイルなど
に描画を行い、その結果はプリンタなどの印刷機器に出力されます。
Cocoaはこれらのほとんどに対して自動的に適切なグラフィックス・コンテキスト・オブジェクトを用意し
ます。しかしながら、ごくまれにプログラマが手動でグラフィックス・コンテキストのオブジェクトを作成
し、利用しなければならない場合があります。それは：
•
•
•
•

描画にOpenGLを使用する場合
オフスクリーン・ビットマップを描画する場合
PDFファイル、あるいはEPSファイルを作成する場合
プログラムから印刷を実行する場合

ドローイングに際してスクリーン・ベースのグラフィックス・コンテキスト・オブジェクトを作成するに
は、NSGraphicsContext のクラスメソッドを使います。プリント・ベースのオブジェクトは作成できませ
んので注意してください。Cocoaにおける印刷処理は全て、そのコンテキストのセットアップを制御する
Cocoaプリンティング・システムを介して行われます。このことはPDF、EPSファイルを生成したり、プリ
ンタを使って印刷を行う場合には、NSPrintOperationクラスを使用してプリントジョブを生成しなければ
ならないこと、そしてその内容を印刷される可能性のあるビューは、プリントに関する最小限の処理を用意
しておかなければならないことを意味しています。
注意：Cocoaは、OpenGLグラフィックス・コンテキストも自動的に作成しますが、その場合デフォルト・
ピクセル・フォーマット・オプションは制限されます。多くの場合、プログラマは自分でこの制限なしのコ
ンテキストを生成したくなるでしょう。
プログラマは、NSGraphicsContext のインスタンスメソッド isDrawingToScreen、あるいはクラスメ
ソッド currentContextDrawingToScreen を使用することで、現在のコンテキストがスクリーン・ベース
かプリント・ベースかを知ることができます。また、プリント・ベースの場合、それが今PDFファイルを生
成しているのか、あるいはEPSファイルなのかなどの情報も得ることが可能です。

グラフィックス・コンテキストとQuartz
Cocoaにおける NSGraphicsContext クラスは、Quartzのグラフィックス・コンテキスト
（CGContextRef）のラッパーです。この2つのタイプは共通の情報を保持し、NSGraphicsContextオブ
ジェクトの各メソッドは、事実上 Quartz の対応する関数をコールします。これによりプログラマは、
Quartz 関連の描画命令がより簡単に使えます。また、NSGraphicsContext のインスタンスを生成したと
いうことは、そのままQuartz グラフィックス・コンテキストを保持しているということを意味します。

現在のグラフィックス・ステートを変更する
多くの場合、ビューの drawRect: メソッドでプログラマがまず行いたいことは現在の描画環境を変更する
ことでしょう。描画に関わるほとんどの属性は NSGraphicsContext のメソッドでじかに変更することが
できますが、いくつかは他のオブジェクトを必要とします。以下のセクションでは、利用可能な属性とその
変更方法を説明します。
注意：グラフィックス・ステートの保存・復帰があまり頻繁に行われるような場合、これがコードに対する
オーバーヘッドになることも考えられます。同じ設定で行える描画処理があれば、できるだけそれらをまと
めて、いたずらにステートの保存・復帰の回数を増やさないようにしましょう。

色とパタンをセットする
Cocoa ではさまざまなカラースペースの色を使用することができます。NSColor クラスはデフォルトで、
RGB、CMYK、およびグレイスケールのカラースペースをサポートしていますが、その他にICC、または
ColorSyncプロフィールで定義されたカスタム・カラースペースも使用可能です。これらの色の指定には。
カラースペースとそれに適合したカラーチャンネル、必要に応じて色の透明度を指定するアルファコンポー
ネントが含まれます。
パスに沿って線を描いたり、パスで囲まれた領域を塗り潰すためには、まず NSColor オブジェクトを作成
します。次に setStroke あるいは setFill メッセージによってそれらをセットします。この設定は、テキス
ト以外の全ての描画に影響します。

パス属性をセットする
パス属性を設定／変更するためには、NSBezierPathクラスを使用します。このクラスのメソッドを使え
ば、描線の幅、結合部の形状、線種パタン、末端の形状、結合部の鋭角リミット、曲線のなめらかさやワイ
ンディング・ルールに関する設定を行えます。これらの属性は全て、Cocoa がパスをレンダリングする際に
使用されます。
パス属性にはグローバルなものとパス・インスタンスに固有のものがあります。属性にデフォルト値を設定
する NSBezierPath のクラスメソッドを使用するとグローバルな属性を変更したことになります。この値
は、NSBezierPath による全ての描画命令に影響しますが、 Quartzベースのパスには影響を及ぼしませ
ん。個々のNSBezierPath に対してインスタンスメソッドをコールすれば、そのオブジェクトに関してのみ
デフォルト値以外の設定で描画を行うことができます。例えば、デフォルトの描線幅を設定するためにはク
ラスメソッド setDefaultLineWidth: を、そしてインスタンスの描線幅を指定するにはインスタンスメソッ
ド setLineWidth: を使う、といった具合です。

テキスト属性をセットする
Cocoa において文字列をレンダリングする場合は、グローバルなフォント設定などを使用するよりも、文
字列オブジェクトに直接描画属性をアタッチするのが一般的です。Cocoa の文字列オブジェクトおよびテ
キストシステムは、文字列の外観に関する属性を共にサポートしています。NSAttributedString オブジェ
クトの場合は文字列中の任意の範囲に対して直接属性を設定できますし、NSString オブジェクトなら文字
列全体に対してある属性を指定して描画を行うことができます。
Quartz を使用して文字列を描くケースのようにグラフィックス・ステートに保存されたグローバルなフォ
ント設定を変更したい場合には、フォントファミリーとサイズを指定してNSFont オブジェクトを生成しま
す。次に、現在のグラフィックス・ステートに対してこのフォント情報を適用するためのセットメソッドを
コールすればOKです。

コンポジット・オプションをセットする
プログラマは個々のグラフィックスを描画する際に、そのエレメントと背景との関係を決定する必要があり
ます。この設定をコンポジット・オプションといいます。
コンポジット・オプションは具体的にはこれから描こうとする内容（ソース）とそれが描かれる先に既に存
在する内容（デスティネーション）とがどのように合成されるかという指定です。透過性ゼロの色を使った
場合、ほとんどのオプションは単にソースのデータでデスティネーション側をマスクしたり覆い隠してしま
います。が、部分的に透明なデータを使用すると面白い効果を上げることができます。
Cocoa で使用されるコンポジット・オプションは Quartz で使用される PDFベースのブレンド・モードと
違い、NextStep 環境から引き継がれたものです。歴史的には古い技術なわけですが、Quartz のそれに比
べても非常に強力で、しかも理解も容易です。
重要：互いに似通った機能ではありますが、Cocoa のコンポジット・オプションと Quartzのブレンド・
モードとの間にはいかなるダイレクト・マッピングも存在しません。したがってプリント・ベースのキャン
バスに描画を行う際には、NSCompositeCopy あるいは NSCompositeSourceOver だけを使用するべき
です（PDFに書き出す場合は NSCompositeSourceOverか、Quartzのブレンド・モードを使います）。描
画のためにそれ以外のオプションを使用する必要がある場合には、そのオプションを使用してまずイメージ
を作成し（イメージはスクリーン・ベース）、それを NSCompositeSourceOver などのオプションでその
ままプリント・ベースのコンテキストに描画するようにします。
NSGraphicsContext のメソッド、setCompositingOperation: を使用すれば、現在のコンポジット・オプ
ションを設定することができます。描画に当たって他のオプションが指定されない場合には、ここで指定さ
れたものが使用されます。デフォルトは NSCompositeSourceOver です。

クリッピング・リージョンをセットする
Cocoaは、ビューの drawRect: メソッドをコールする前に描画におけるクリッピング・リージョンを調整
してビューの可視領域に一致させます。これは drawRect: で実行される描画命令がビューの外部、わけて
も他のビューの上に及ぶのを防ぐためです。
Cocoaが指定したクリッピング・リージョンに対してプログラマはさらなるクリッピングを施すことができ
ます。プログラマによって追加されたクリッピング・リージョンは、必ず既存のそれとAND処理されて有効
になります。クリッピング・リージョンの追加はどんな複雑なものでも単一の NSBezierPath オブジェク
トとして行われます。
長方形のクリッピング・リージョンを指定するのに最もシンプルな方法は、 関数 NSRectClip() を使う
ことです。また NSRectClipList() を用いれば複数の長方形をクリッピング・リージョンとして設定できま
す。もっと複雑なクリッピング・リージョンを指定したい場合には、NSBezierPath のオブジェクトを作っ
てそのパスを指定します。既存のパスに新たなクリッピング・リージョンを加える場合には addClip メ
ソッドを使用してください。
複雑なパスをクリッピング・リージョンとして設定した場合、クリッピングされる領域の状態は現在のワイ
ンディング・ルールに準じます。詳しくは NSBezierPath のワインディング・ルールに関する説明を参照し
てください。以下のサンプルコードでは、正方形と円を組み合わせてクリッピング・リージョンを設定して
います。
// 必要があればここでグラフィックス・ステートの保存を行う
[NSGraphicsContext saveGraphicsState];
// クリッピング・リージョンのためのパスを生成する
NABezierPath* clipPath = [NSBezierPath bezierPath];
[clipPath appendBezierPathWithRect: NSMakeRect(0.0, 0.0, 100.0, 100.0)];
[clipPath appendBezierPathWirhOvalInRect: NSMakeRect(50.0, 50.0, 100.0, 100.0)];
// このパスを既存のクリッピング・リージョンに追加する
[clipPath addClip];
// イメージを描く（省略）
// グラフィックス・ステートの復帰
[NSGraphicsContext restoreGraphicsState];
警告：NSBezierPath には既存のクリッピング・リージョンをまるごと取り換えてしまう setClip というメ
ソッドもありますが、これの使用は推奨されません。新たに設定されたクリッピング・リージョンが、その
ビューのバウンダリを超えていてもそこに描画が行われてしまうからです。

アンチ＝エイリアシング・オプションをセットする
Cocoa のグラフィックス・コンテキストは Quartz と同様アンチ＝エイリアシングをサポートしています。
アンチ＝エイリアシングとはビットマップイメージとして出力されたテキストのエッジのギザギザを目立た
ないように修正する技術です。これらのギザギザは低い解像度のデバイスであるほど目立ちます。Cocoa は
これらのエッジと背景の境界に中間色のピクセルを配することでこれらを目立たないようにします。
このオプションの有効／無効を切り替えるには、NSGraphicsContext のメソッド、setShouldAntialias
を使用します。このメソッドでアンチ＝エイリアシングを無効にした場合でも、描画にアンチ＝エイリアス
が施されているように見えることがあります。Cocoa がグラフィックスの描画に使用する座標系は浮動小
数点数なので、エレメントがピクセル境界上に存在する場合にはそのように見えるのです。

グラフィックス・コンテキストを生成する
スクリーン・ベース、プリント・ベースを問わず、ほとんどのアプリケーションでは、プログラマが意識し
てグラフィックス・コンテキストを生成し、それを使用して描画を行う必要は生じないでしょう。しかし、
時にはそれが必要になるケースも存在します。以下のセクションでは、どんな場合にどうやって Cocoa グ
ラフィックス・コンテキストを生成するべきかについて説明します。

スクリーン・ベースのコンテキストを生成する
オフスクリーンのウインドウやビットマップに対して描画を行ってその結果をコピーする場合など、 プログ
ラマがビューにおける通常のアップデートサイクルの外で描画処理を行いたい場合には、明示的にグラ
フィックス・コンテキストを生成してそれを行わなければなりません。また、セカンダリ・スレッドで描画
を行うような場合にもこのテクニックが必要になります。NSGraphicsContext クラスには、そのような
ケースに特化されたグラフィックス・コンテキストを生成するメソッドが用意されています。
ウインドウに描画するためのグラフィックス・コンテキストは NSGraphicsContext のメソッド、
graphicsContextWithWindow: を使用して生成することができます。このメソッドが返すコンテキストは
ビューではなく与えられたウインドウのために初期化されています。実際のところ、そのウインドウが多く
のサブビューを含んでいる場合、このテクニックはあんまりお勧めできません。それらのサブビューを描く
ために、順番に、いちいち、それぞれのビューの描画環境をセットしまた元に戻したりしなければなりませ
んものね。というわけで、このテクニックはその名前にも関わらず、実はオフスクリーン・バッファに対し
て描画をする際に使用するのが便利です。
重要：Mac OS Xのほとんどのウインドウは既にダブル・バッファされているので、単にウインドウの中身
をアップデートするだけであれば、オフスクリーン・バッファを使うのはナンセンスです。必要もない3つ
目のバッファを確保し、それとの間の無駄なビット転送にCPUタイムを使うことになってしまいます。
ビットマップに対して描画を行う場合、プログラマには2つの選択肢があります。もしそのコードがMac
OS X 10.4以降でのみ稼働すればいいのであれば（理想ですよね）、NSBitmapImageRepにフォーカスし
たNSGraphicsContext クラスのメソッド、graphicsContextWithBitmapImageRep: を使うことができま
す。これを使えば実行された描画命令は直接ビットマップ上にレンダリングされます。不幸にしてそのコー
ドがもっと以前のバージョンの Mac OS Xでも稼働しなければならない場合には、ビューにフォーカス
ロックするかオフスクリーン・ウインドウを使用したあと、それらの中身をビットマップとしてキャプ
チャーしなければなりません。

PDFまたはポストスクリプト・コンテキストを生成する
スクリーン・ベースのコンテキストと違い、プリント・ベースやPDF、あるいはEPSのキャンバスが必要な
場合、プログラマがそれを直接に生成することはできません。ページをセットアップし、プリントジョブを
実行するというプリント・ベースの一連の処理は全て Cocoa のプリンティング・システムを通して行われ
ます。
PDF、あるいはEPSファイルを作成する最も簡単な方法は、 NSView のメソッド、
drawWithPDFInsideRect: あるいは drawWithEPSInsideRect: を使用することです。これらのメソッド
は自動的にプリントジョブを構成し、ビューの drawRect: メソッドを使用します。
手動でプリントジョブを生成するには、NSPrintOperation クラスを使用します。このクラスにはビューの
ためのプリントジョブを創出し、プリンタ、PFDあるいはEPSファイルにデータを出力するためのクラスメ
ソッドが用意されています。NSPrintOperation クラスのインスタンスをいったん生成してしまえば、いつ
でもCocoaを使ってプリント情報をセットアップし、プリントジョブを実行することができます。
重要： graphicsContextWithAttributes: メソッドを使用してPDF、あるいはポストスクリプト・キャンバ
スのためのグラフィックス・コンテキストを作成することはできません。
プリントジョブの実行中、Cocoa はページ・レイアウトを操作し描画を行うためにビューのいくつかのメ
ソッドをコールします。これらは全て印刷のために呼ばれるので、そのインプリメンテーションはPDFや
EPSをサポートしていることになります。詳しくは印刷に関するドキュメントを参照してください。

スレッディングとグラフィックス・コンテキスト
アプリケーション・キットはウインドウとスレッドの組み合わせごとにユニークなグラフィックス・コンテ
キストを提供します。各スレッドが与えられたウインドウに対して固有のグラフィックス・コンテキストを
保持しているので、セカンダリ・スレッドによってウインドウの描画を行うことが可能になります。ただ
し、これを行うにはいくつかの注意が必要です。
ウインドウに対する通常のアップデートサイクルでは、全ての描画命令はアプリケーションのメイン・ス
レッドに送られます。ですから、Cocoa によってビューの drawRect: メソッドがコールされるのは必ずメ
イン・スレッドからである、ということになります。セカンダリ・スレッドから無理やりこのアップデート
を行うべきではありません。これは、セカンダリ・スレッドからは setNeedsDisplay: と
setNeedsDisplayInRect: だけを呼ぶべきであり、全ての描画に関わるメソッドを呼べるのはアプリケー
ションのメイン・スレッドからだけ使うべきだということを意味します。
セカンダリ・スレッドからウインドウやビューをアップデートしたいなら、プログラマは手動でそれらの
フォーカスロックを行う必要があります。いったんフォーカスロックを行えば、描画環境はそのグラフィッ
クス・コンテキストにあわせて調整され、drawRect: で行うのと同様に描画を行うことができます。セカ
ンダリ・スレッドからビットマップへの描画を行いたい場合には、プログラマは明示的にスクリーン・ベー
スのグラフィックス・コンテキストを作成する必要があります。
Cocoa において描画に関わる通知（Notiﬁcation）は全てメイン・スレッド上で発生するため、実際の描画
もデフォルトではメイン・スレッド上で行われます。セカンダリ・スレッドからの描画を定期的に実行する
ためには、この通知のシステムを自分で構築する必要があります。これを行う最も簡単な方法は、NSTimer
あるいは NSAnimation オブジェクトを使用することです。詳しくはそれぞれのオブジェクトのドキュメン
トを参照してください。
重要：セカンダリ・スレッドからの描画は許容されていますが、ユーザの起こしたイベントに対するレスポ
ンスに関わる描画などは、必ずメイン・スレッドで行うようにするべきです。イベントを処理するのにマル
チ・スレッドを使うことは、順序を無視して処理が行われる可能性を生み、アプリケーションの動作に矛盾
を生じる場合があります。

座標システムと変換
Cocoa では、描画に際して各ビューがそのローカルな座標システムを使用できるため、描画処理をコーディ
ングするのが非常に簡単になっています。各ビューがそれぞれローカルな座標システムを持っていることに
より、アプリケーションの描画命令コードを書き直さずにウインドウ内のビューの位置を移動できるので
す。もちろん、時々は複数のビューやウインドウ間で座標システムを一致させる必要が生じますが、そのた
めに Cocoa は変換の仕組みを用意しています。
変換はある座標システム上の座標を他のシステム上のそれに換算する数学的プロセスです。以下のセクショ
ンでは、Cocoa の座標システムにおける各種の変換とその用途について説明します。

座標システムの基礎
Cocoa は Quartz は、同じ基礎座標系モデルを使用しています。まず最初に、プログラマは座標空間とそれ
が描画命令にどのように関係しているかを理解しなければなりません。それはまた、自身の描画に関わる
コードをシンプルにするために不可欠な知識でもあります。

ローカル座標システム
平面上の一点を指定するための基本的モデルとして Cocoa はいわゆるデカルト座標系を採用しています。
このシステムでは現在の描画スペースの左下のコーナーを原点とし、そこから上、あるいは右に向かって正
の数の座標空間が展開します。システム全体の原点は、ユーザのメインスクリーンの左下隅に位置します。
仮にプログラマが全ての描画をメインスクリーンの原点相対で行うとすると、そのプログラムコードはとて
も複雑なものになるでしょう。Cocoa は描画にあたって座標システムの原点を現在のコンテキストに合わせ
て、その複雑さをかなり軽減してくれます。例えば、ユーザがメインスクリーン上でウインドウをドラッグ
してその位置を変えても、ウインドウの内部を描画するコードはその原点の座標がメインスクリーンの原点
に対して移動したことを気にする必要はありません。
メインスクリーン座標からウインドウあるいはビューの座標システムへのマッピングは、Cocoa グラ
フィックス・コンテキスト・オブジェクトのCTM（current transformation matrix）で行われます。
Cocoa がCTMを自動的に描画命令にあわせますから、プログラマが自分で座標を変換する必要はありませ
ん。もちろんそうする必要があれば、ビュー内部の座標軸の位置や方向を変更することも可能です。

点とピクセル
Mac OS Xは、PDFベースの描画モデルを採用しています（Mac OS 9.x以前のモデルとは違っていま
す）。以前のモデルではスクリーン上の座標は必ず整数値で指定され、そのままピクセル位置を表していま
したが、Mac OS Xのそれは浮動小数点数で指定され、デバイス上のピクセルに依存しません。
この浮動小数点座標の採用により、プログラムはエレメントの描画位置を非常に正確に指定することができ
ます。たいていの場合、プログラマがそれらの値がどんな風にスクリーン他のデバイスに写像されるかを心
配する必要はありません。Cocoaがそのマッピングを行います。
以下のセクションでは描画に関わる座標空間についてより詳細な説明を行い、より美しい描画結果を得るた
めのチップをいくつか紹介しましょう。

ユーザ・スペース
Cocoa におけるユーザ座標スペースは、プログラムが描画命令を実行する環境です。この空間での唯一の単
位はポイントと呼ばれ、1/72インチに固定されています。この単位はプリンタにおけるポイントに基づくも
ので、初期のMacintosh OS スクリーンの標準解像度として採用されました。
ポイントは過去、Mac OS Xにおいてしばしばピクセルと同一視されてきましたが、この2つの単位がいつ
も一致するわけではありません。ポイントは解像度に依存しない単位であり、したがって特定のデバイスと
結びついているものではありません。例えば幅と高さが3ポイントの正方形が、いつも3 x 3ピクセルでレン
ダリングされると考えるのは間違いです。72 dpiのスクリーンではその通りですが、600dpiのプリンタの
上では25 x 25ピクセルをレンダリングに要します。
事実上、プログラマがアプリケーションの開発にあたって考慮する必要があるのはこのユーザ・スペースだ
けと言っても間違いではありません。もちろん例外もありますが、それについては後に説明があります。

デバイス・スペース
デバイス座標スペースとは、出力対象のデバイスで使用される装置ネイティブの座標スペースのことです。
ここで使われる単位は装置の画素数、解像度に依存します。例えば、最近はほとんどのモニタが100dpi前
後の解像度を持っています。プリンタの場合は600 dpiを超えるものも珍しくありません。また、PDFや
EPSのように、こうした固定された解像度を持たないデバイスも存在します。
Cocoa を使ってプログラミングを行う限り、このデバイス座標スペースについて考慮しなければならないこ
とはめったにありません。プログラマがユーザ・スペースに描画すれば、Cocoaがそれを出力対象デバイス
の座標スペースに自動的に写像してくれます。プログラマがデバイス座標スペースを考慮しなければならな
いおそらく唯一のケースは、特定のデバイスでよりクリアな出力を得られるようにプログラムを調整するよ
うな場合です。パスが正確にピクセル境界に位置していない場合、望まないアンチ＝エイリアシングが発生
することがあります。そのような状況では、プログラマはデバイスの解像度にあわせて自身のユーザ座標ス
ペースを調整することが可能です。その方法については後で項を設けて説明しています。

解像度に依存しないユーザ・インタフェース
Mac OS X v10.4とそれ以前のシステムにおいて、Quartz と Cocoa はデバイスの実際の解像度に関わら
ず、あたかもそれらの解像度が全て72dpiであるかのように扱ってきました。これは、スクリーン・ベース
の描画において、ユーザ・スペースにおける1ポイントがいつもデバイス・スペースの1ピクセルに等しいと
仮定する、という意味になります。ところが上にも書いた通り、100dpiを超えるような解像度のスクリー
ンを持ったモニタが現れて、この仮定が問題になってきたのです。最も深刻なのは画面に表示されるものが
何もかもどんどん小さくなってしまうことでした。そこでMac OS X v10.4は、この問題を解決するための
第一歩を含んでリリースされました。
Mac OS X v10.4には、解像度に依存しないユーザ・インタフェースのサポートが導入されています。これ
をアクティブにすれば、アプリケーションのユーザ・スペースは 72dpiと仮定されるデバイス・スペースか
ら独立することができます。ユーザ・スペースのポイントのデバイス・スペースへの写像を保証するため、
必要に応じてCTMにスケール・ファクターが追加されます。
プログラマはMac OS X v10,4のこの機能を使って、自分のドローイング・コードが新しい解像度にあわせ
て正しくスケーリングされることを確かめることができます。この機能を有効にするには、 Quartz Debug
を起動し、ToolメニューからShow User Interface Resolution を選択してください。パネルが現れて解像
度の変更が可能になります。
NSWindowおよびNSScreenクラスに、現在のスケーリング・ファクター値を得るためのメソッド、
userSpaceScaleFactor が用意されています。解像度に依存しないユーザ・インタフェースの機能を無効に
すると、このファクターは1.0に戻ります。この機能が有効になっている状態では、このメソッドの戻り値
は1.0以上（より高い解像度のスクリーン）あるいは1.0未満（低解像度のスクリーン）になります。例えば
90dpiのスクリーンでは、このメソッドは1.25を返し、その値はスクリーン上に実際の1/72インチに等し
い1ポイントを実現します。
通常のCocoa アプリケーションでは、この機能を使用するために何か特別なことをする必要はありませ
ん。プログラマが Cocoa 標準のアップデート・メカニズムを使用している限り、Cocoa はスケーリング・
ファクターを使用して解像度に依存しないユーザ・インタフェースを自動的に実現します。

ピクセルきっかりの描画
スクリーンは比較的解像度の低いデバイスなので、その表示内容の欠点がより目立つということになりま
す。前述したようにピクセル境界にまたがって描画されたイメージは、アンチ＝エイリアシングと同様の手
法で補完されるので、ボケたように見えることがあります。しかし、パスによる図形の描画では、アンチ＝
エイリアシングを無効にすることが必ずしもその正確さを保証することにはなりませんし、イメージ描画の
場合も、デバイス・スペースの解像度に合わせるためにイメージの挿入が必要になってしまう可能性もあり
ます。
注意：アンチ＝エイリアシング、あるいはイメージ挿入による画像の瑕疵を、開発者があまり重く受け止め
るべきではありません。プログラマが描画処理に関してどーしてもピクセル境界がらみの調整をしなければ
ならないのは、それによってユーザ・インタフェースの外観が著しく損なわれるとき、そしてアプリケー
ションが特に画像の正確なレンダリングを要求する内容である場合だけです（訳注：いいこと言ってくれる
けどなぁ……）。
プログラマは普通、描画位置をユーザ・スペース上の位置で指定するわけですが、それでも潜在的デバイス
の解像度について知っておくのは、よりよいレンダリング結果を得るために有効です。例えば、潜在的デバ
イスの解像度が100dpiであるという知識があれば、プログラマはその解像度において最高の出力結果が得
られるようにスケーリングその他を調整することが可能です。また、1ピクセル分の太さのある線をアンチ
＝エイリアシングなしで描くためにデバイスの解像度を考慮に入れることもできるわけです。
もし開発中のアプリケーションにおいてこの種の瑕疵が大きな問題になり、ピクセルきっかりの描画処理が
要求される場合には、まず潜在的なデバイスにマッチしたスケーリング・ファクターが存在するかどうかを
確認します。もし有効なスケーリング・ファクターが存在するならば、それを使って描画結果がピクセル境
界きっかりに（またがらないように）なるよう図形、あるいはイメージを調整できます。オブジェクトの描
画位置を調整するには、まずオブジェクトの基点に対してスケーリング・ファクターを掛け（これでデバイ
ス・スペース上の位置になります）、次にそれを四捨五入し、逆変換でユーザ・スペース上の座標に戻して
描画します。以下にこの調整のサンプルコードを示します。
NSRect myRect = [myObject bounds];
ﬂoat scaleFactor = [[NSScreen mainScreen] userSpaceScaleFactor];
if (scaleFactor != 1.0) {
// 座標をデバイス・スペースに変換.
myRect.origin.x *= scaleFactor;
myRect.origin.y *= scaleFactor;
myRect.size.width *= scaleFactor;
myRect.size.height *= scaleFactor;
// 整数座標になるよう調整.
myRect = NSIntegralRect(myRect);
// ユーザ・スペース上の座標に逆変換.
myRect.origin.x /= scaleFactor;
myRect.origin.y /= scaleFactor;
myRect.size.width /= scaleFactor;
myRect.size.height /= scaleFactor;
}
[myObject setBounds:myRect];
[myObject draw];

スケーリング・ファクターが1,0以外の値の場合、上記の変換結果には端数（小数点以下の数）が生じます
が、これはプログラムとして正常な動作であり、デバイス・スペースにおける整数座標をユーザ・スペース
に正しく写像した値です。これを使ってレンダリングすれば。デバイスのピクセル境界に起因する瑕疵を避
けることができます。
注意：上の対策とは別に、アンチ＝エイリアシングが有効であれば、パスを使って図形を描画する際には毛
結果がピクセルきっかりにならない場合があります。
デバイス・スペースにおける座標調整のために以下の機能を使用することができます。
• 矩形をピクセル境界に合わせるために、Cocoaなら NSIntegralRect()、Carbonなら CGRectIntegral()
を使えます。これらの関数は元の矩形を必要があれば若干大きくして（小さくすることはありません）、
その四隅を整数座標に調整します。
• 浮動小数点数の端数を切り捨てて整数にまるめるために、math.h に定義されている ﬂoor() を使えます。
• 浮動小数点数の端数を切り上げて整数にまるめるために、math.h に定義されている ceil() を使えます。
また、プログラマが特定のスクリーンの実際の解像度を知りたい場合には、NSScreen クラスのメソッド、
deviceDescription を使えばデバイスの特性を記述した NSDictionary オブジェクトにアクセスできます。

フリップ座標システム
Cocoa と Qiartz において頻繁に話題に上るのは上下が逆転した座標システムの使用です。前述のように、
Cocoa ではデカルト座標系を使用しています。この座標系ではスクリーンの左下隅に原点（0,0）をとり、
座標軸の正方向は右および上になります。ところがこの上下を逆転し、左上隅を原点としてy軸の方向が下
向きになった座標システムを使用することが可能……というか必要な局面があるのです。
もちろんそんなことはない方が話が簡単ですから、プログラマはできるだけデフォルトの、つまり上が正の
座標システムを使用するべきです。けれども例えば NSTextView のクラスは、考えてみれば至極当然な理
由から（なにしろ右から左に記述されるテキストというのはあっても下から上に向かって記述される言語と
いうのはありませんから）、上下逆転した座標システム（以下フリップ座標システムと呼びます）を使用し
ています。
Cocoa は、このフリップ座標システムを使って描画を行うためにいくつかの機能をサポートしています。ま
ず、NSView クラスには isFlipped メソッドがあります。これはそのビューの座標システムがフリップして
いるかどうかを返すもので、デフォルトでは「NO」を返します。プログラマが自分の作成したビューにお
いてフリップ座標システムを使用したい場合には、このメソッドをオーバーライドして「YES」を返すよう
に変更します。このメソッドが「YES」を返すビューについて、Cocoaは自動的に上下を逆転する変換を
CTM に追加します。
プログラマは座標システムの逆転するタイミングを知り、それにあわせて描画を行わなければいけません。
ほとんどのグラフィックス・プリミティブは座標系の逆転を想定していませんが、イメージおよびテキスト
は、フリップ座標システムに合わせて描画を調整することが可能です。

Cocoa 内部でフリップ座標システムが使われるケース
Cocoa で定義されているクラスの中にはフリップ座標システムをサポートしているもの、していないものが
存在します。プログラマがビューやコントロールのクラスを変更なしで使っている限りにおいて、それがフ
リップ座標システムをサポートしているか否かを気にする必要はないでしょう。けれども、これらをサブク
ラスしている場合、そのクラス固有の座標システムを知ることが重要になります。以下に挙げるコントロー
ル、およびビューは現在のところデフォルトでフリップ座標システムを使用しています。
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NSButton
NSMatrix
NSProgressIndicator
NSScrollView
NSSlider
NSSplitView
NSTabView
NSTableHeaderView
NSTableView
NSTextField
NSTextView
NSToolbarView

また、Cocoa で定義されているクラスなかには、フリップ座標システムをサポートしていながら実際にいつ
もそれを使用するわけではないものが存在します。以下のリストはフリップ座標システムの使用／不使用が
他の要素によって決定されるケースです。
• イメージは、デフォルトではフリップ座標システムを使用しませんが、プログラマは NSImage クラスの
setFlipped: メソッドをコールしてこれを使用するように設定することができます。この設定は、そのオ
ブジェクトに関連した全ての Representation オブジェクトに対して有効になります。
• Cocoa テキストシステムは、フリップ座標システムの使用の可否を現在のコンテキストから判断します。
もしテキストがNSTextView オブジェクトに表示されるのであればフリップ座標システムが使用されます
が、プログラマがデフォルトの（逆転していない）座標システムを持つカスタムビューにテキストを出力
する場合には、その座標システムに従います。
今後 Cocoa に新しいコントロールのクラスが追加される場合も、それがフリップ座標システムをサポート
するかどうかはそのコントロールの機能と状況に依存します。新しいコントロールをサブクラスして使う場
合には、必ずドキュメントでこの部分をチェックするようにしてください。

トランスフォームの基本
トランスフォーム（変換）は、素早く、簡単にコード内の座標を操作するための道具です。例えば （0, 0）
に基点のある矩形を考えます。この矩形の基点を（10, 3）に変更して描画するのはそう難しくはありませ
ん。でも、この矩形の基点を、ベジエ曲線にとたくさんの経由点を介して算出される位置に移動したいとし
たらどうでしょう？それには、数時間をかけてコーディングしデバッグしなければならない精密な計算が要
求されるはずです。もちろんそうするのを止めはしませんが、楽をしたかったら トランスフォーム を使う
べきです。
トランスフォーム は、ある座標スペースから他の座標スペースへポイントを写像するための二次元配列で
す。これを使用すれば、プログラマは2つの座標システム間における拡大／縮小、回転、移動などを自由自
在に（ついでに言えばそれらの「Undo」もです）……ほんのちょっと描画に関するコードを書き換えるだ
けで実装することができるのです。
この魔法のようなサービスは、Cocoa の NSAﬃneTransform クラスによって提供されています。以下のセ
クションではこの機能について基本的な解説を行います。

恒等トランスフォーム（The Identity Transform）
最も単純なトランスフォームは「恒等トランスフォーム」です。恒等トランスフォームは全てのポイントを
全く同一のポイントにマップします。つまりは何もしないってことか、とお思いになるかもしれませんが
（そしてその通りですが）、言い方を変えれば、あらゆるトランスフォームはこの恒等トランスフォームに
変化を加えたものなのです。恒等トランスフォームのオブジェクトを生成するためには以下のようにしま
す。
NSAﬃneTransform* identityXForm = [NSAﬃneTransform transform];

トランスフォームの操作
プログラマは描画に際して移動、拡大／縮小、回転を含むいくつかの方法を組み合わせて描画する内容に変
換を加えることができます。トランスフォームは現在の描画環境の座標システムを変更し、それ以降の描画
命令をすべてその座標システムにあわせます。ですから、これを適用する前に saveGraphicsState メソッ
ドを使って現在のグラフィックス・ステートを保存しておくのは悪くない考えです。

移動
移動は座標システムの原点を、水平・垂直方向に与えられた量だけ移動させるために用いられる、おそらく
最も使用頻度の高いトランスフォームです。例えば（0,0）を原点に作成したパスを任意の場所に表示する
ような場合に使用します。
描画内容を移動させる場合には、NSAﬃneTransform のメソッド translateXBy:yBy: を使用します。以下
のサンプルコードは現在のコンテキストの原点を（0,0）から（50,20）に移動させるものです。
NSAﬃneTransform* xform = [NSAﬃneTransform transform];
[xform translateXBy:50.0 yBy:20.0];
[xform concat];
拡大／縮小（スケーリング）
ユーザ・スペースの単位をxy両軸に添って拡大したり縮小したりすることができます。通常、ユーザ・ス
ペースにおける単位は 1/72インチですが、例えば xy両軸に対し、2.0のスケーリング・ファクターを加え
ると、これが 2/72インチになるというわけです。変換結果は、スケーリング・ファクターが1.0より大き
ければ拡大、1.0未満であれば縮小となります。また、 x軸、y軸に別々のスケーリング・ファクターを指定
することによって結果を歪ませることも可能です。
描画内容の縦横比を変えずにスケーリングするには、NSAﬃneTransform の scaleBy: メソッドを、x軸、
y軸に別々のスケーリング・ファクターを指定したい場合には同じく scaleXBy:yBy: メソッドを使用しま
す。以下のサンプルコードではx方向に2.0、y方向に1.5のスケーリングを行っています。
NSAﬃneTransform* xform = [NSAﬃneTransform transform];
[xform scaleXBy:2.0 yBy:1.5];
[xform concat];
注意： なお、このトランスフォームを適用する際、描画されるエレメントの基点は移動しません。つま
り、（1.0, 1.0）を基点とし、縦横の長さが2.0の正方形に上記2.0のスケーリングを行った場合、この矩形
は（1.0, 1.0）を基点とし、縦横が4.0の正方形として描画されます。

回転
回転は、現在の原点を中心に回転を行ってxy両軸の方向を変えるトランスフォームです。回転角度は360度
自由です。描画内容を回転させるにはNSAﬃneTransform の rotateByDegrees: および
rotateByRadians: を使用します。以下のサンプルコードでは、座標システムに45度の回転を加えています
（正の数は反時計回りを意味します）。
NSAﬃneTransform* xform = [NSAﬃneTransform transform];
[xform rotateByDegrees:45];
[xform concat];
回転と縦横不均衡なスケーリングを組み合わせれば、歪曲するような変換を行うことも可能です。

トランスフォームの順序
トランスフォームは、入力された座標を変換結果の座標システム上にマップするためにマトリックス乗法を
使用します。数学的な解説は次項に譲るとして、ここで注意しなければならないのは、このマトリクス乗法
は交換法則を満たさないということ、すなわちこの計算においては a x b = b x a が成り立たないというこ
とです。したがって、変換においてはそれを行う順序が大きな問題になります。
例えばある図形に対して（A）水平方向に60ポイント移動する、という変換と、（B）45度回転する、とい
う変換を行うとして、（A）を行ってから（B）の場合と、（B）を行ってから（A）では全然違う結果に
なってしまいます。図に描いて確かめてみてください。
もちろん、（C）15度回転する、（D）マイナス30度回転する、（E）20度回転する、というケースのよう
に、同じタイプのトランスフォームの場合には、その順番が問題になることはありませんが、プログラマは
常にトランスフォームの適用順に留意するべきでしょう。

トランスフォームの数学的解説
トランスフォームに関わる操作は全て、個々の座標点の変換後の位置を計算するために使われる数学的マト
リックスとして構成されます。NSAﬃneTransform クラスはこれらの変換を保存するのに、3 x 3 のマト
リックスを使います。以下の図は、このマトリックスの各要素を示したもので、a、b、c、およびdの値が
スケーリングと回転、txとtyが移動に関わるファクターとなります。

a b 0
c d 0
tx ty 1

変換マトリックスを介してベクターを掛け合わせると、新しい座標システム上の同じ点を示す座標を得るた
めのベクターが得られます。以下はその乗法の過程と結果として得られる方程式です。

x

y

1

x

a b 0
c d 0
tx ty 1

=

x' y' 1

x' = ax + cy + tx
y' = bx + dy + ty
数学に詳しいプログラマなら、NSAﬃneTransform のメソッド setTransformStruct: を使ってこのマト
リックスの値を直接操作することができます。当然ながら、そうした方が移動、回転、拡大／縮小などのプ
リミティブな変換を重ねていくよりもはるかに高速です、が、これまた当然ながら前処理が結構大変です。

プログラムでトランスフォームを使う
当たり前ですがビューの drawRect: メソッドが描画を行う時には、どこに何を描くのが決めなければなり
ません。矩形やイメージだけでなく複雑なパスなどに関しても変換を使えば容易にその位置を決定すること
ができます。

トランスフォームの生成と適用
新しいトランスフォームのオブジェクトを生成するには、NSAﬃneTransform のクラスメソッドをコール
します。生成されたオブジェクトは恒等トランスフォームとして初期化されています。これに必要な変換を
加え、concat メソッドをコールして現在のグラフィックス・コンテキストに適用します。concat メソッド
はCTMにその変換を加えます。この変更はプログラマが明示的にこれを元に戻すか（後述します）、ある
いは保存されていたグラフィックス・ステートが回復されるまで有効となります。
以下のサンプルコードでは、新しいトランスフォームのオブジェクトを生成し、いくつかの変換をこれにく
わえたあとで現在のグラフィックス・コンテキストに適用しています。
// オブジェクトを生成します
NSAﬃneTransform* xform = [NSAﬃneTransform transform];
// 変換を加えます
[xform translateXBy:50.0 yBy:20.0];
[xform rotateByDegrees:90.0];
// 回転は反時計回り
[xform scaleXBy:1.0 yBy:2.0];
// これを適用します
[xform concat];

変換の取り消し
トランスフォームがいったん適用されると、以降の描画命令は全てこの変換と共に実行されます。一連の変
換を元に戻すには、以前のグラフィックス・ステートを回復するか、または適用したのと逆の変換を再度適
用します。この2つのテクニックには一長一短あり、一概にどちらがよいとは言えません。以下の説明を踏
まえた上で、個別に判断してください
以前のグラフィックス・ステートを回復する方法は、簡単ですが副作用があります。変換を元に戻すために
グラフィックス・ステートをリストアすると、変換に関わるもの以外の属性も全て元に戻ってしまうので
す。プログラマの目的がトランスフォームオブジェクトによる変換だけを元に戻すことであれば、それなり
の手間はかかりますがCTMに逆変換を適用するべきです。以下のコードはこの逆変換の適用の仕方のサン
プルです。
// まずテキトーな変換を適用。
NSAﬃneTransform* xform = [NSAﬃneTransform transform];
[xform translateXBy:50.0 yBy:20.0];
[xform rotateByDegrees:90.0];
[xform concat];
// ここまでの変換を以下のコードでなかったことにする。
[xform invert];
[xform concat];

このテクニックを使って、複数のアイテムをビュー上の違った位置に同じ属性で描くことができますから、
使用する変換方法によっては漸進的な変化を描くことも可能です。例えば、適用するトランスフォームが移
動メソッド（translateXBy:yBy:）しか使っていないのであれば、以下のようにして1個目のアイテムを
（10,10）の位置、次のアイテムを（15,10）の位置に描画することができるわけです。
[NSAﬃneTransform* xform = [NSAﬃneTransform transform];
// 1個目のアイテムを描画
[xform translateXBy:10.0 yBy:10.0];
[xform concat];
[item1 draw];
// ２個目のアイテムを描画
[xform translateXBy:5.0 yBy:0.0]; // 直前の変換に追加
[xform concat];
[item2 draw];
さて、ここでこれらのテクニックが、オリジナルのデータを直接に変更したくない場合に使用されるもので
あったことを思い出していただきます。Cocoaにはこれとは逆に、現在適用されている変換マトリックスを
変更たくない場合に、個々の幾何学的座標を変更する方法も用意されています（これについては次項で説明
します）。
なお、逆変換には精度上の限界があることを認識しておいてください。回転変換は、三角関数の計算に誤差
が生じる可能性を内包しているので、ぴたり正確に元の位置に戻らない場合があります。そのような場合に
はグラフィックス・ステートの回復を使用してください。

座標の変換
現在の変換マトリックスを変えずに、単一のオブジェクトの位置あるいは方向だけを変更したいという場
合、NSAﬃneTransform の TransformPoint: あるいは transformSize: を使うということになります。こ
れらは直接その座標を変更し、グラフィックス・コンテキストのCTMに変更を加えません。
また、NSBezierPath オブジェクトに格納されたパスの座標を変換したい場合は、同じく
NSAﬃneStransform の transformBezierPath が使えます。このメソッドはオリジナルのパスに変換を加
えたコピーを生成します。その点でオリジナルを変更する NSBezierPath のメソッド、
transformUsingAﬃneTransform とは異なります。

ウインドウ座標からビュー座標への変換
システムからビューに対して送られてくるイベントに含まれる座標は、そのビューを内包するウインドウ座
標系で表現されています。これをビュー自身の座標系に変換するには、NSView の convertPoint:toView:
および convertPoint:fromView が使えます。トランスフォームオブジェクトにアクセスする必要はありま
せん。NSViewにはNSSizeやNSRectを変換するメソッドも用意されています。詳しくはNSViewのドキュ
メントを参照してください。
以下のサンプルは、システムからのイベントに含まれるマウス位置をビュー相対に変換するものです。
NSPoint mouseLoc = [theView convertPoint:[theEvent locationInWindow] fromView:nil];

フリップ座標システムでの描画
NSViewをサブクラスしたカスタムビュー上では、プログラマはフリップ座標システムを直接サポートする
ことができます。その方法は、メソッド isFlipped をオーバーライドしてYESを返すようにするだけ。実に
簡単です。これだけで、ビューのdrawRect: がコールされるときには座標系は上下逆転しています。
逆にプログラマが金輪際フリップ座標系なんてややこしいものは使いたくないと思うなら、自分でこれを逆
転するトランスフォーム（フリップ・トランスフォーム）を生成・適用することも可能です（訳者注：私は
これを知らなかったのですんげぇ苦労をしました。フリップ座標システムなんて大嫌いであります）。以下
のセクションでは、フリップ座標システムで描画処理を行う上でのいくつかの問題や解決方法について説明
します。

フリップ・トランスフォーム の生成
現在の座標システムを一時的に逆転させたい場合、フリップ・トランスフォームを作って現在のグラフィッ
クス・コンテキストに適用することができます。フリップ・トランスフォームは2ステップの変換を行うト
ランスフォームオブジェクトです。まずはスケーリングを行ってy軸の方向を逆転し、次に移動でビューの上
端に原点を移動するわけです。以下にサンプルコードを示します。
- (void)drawRect:(NSRect)rect {
NSRect frameRect = [self frame];
NSAﬃneTransform* xform = [NSAﬃneTransform transform];
[xform translateXBy:0.0 yBy:frameRect.size.height];
[xform scaleXBy:1.0 yBy:-1.0];
[xform concat];
// これでフリップした内容を描けます
}
このトランスフォームは単に現在の座標システムを逆転しているに過ぎません。ビューに対する描画が常に
フリップ座標システムで行われる場合、つまり isFlipped がYESを返すようになっている場合には、この
コードはそれを逆転させてもとの座標システムに戻します。

フリップ・イメージ
カスタムビューにイメージを描画する場合には、ビューとイメージ双方の相対的方向に注意が必要です。 イ
メージの作成と描画を全面的に制御する NSImage クラスでは、イメージデータをそれ内部の座標系で表現
しており、デフォルトでそれはフリップして……いません。ですから、これをそのままフリップ座標システ
ムを使うカスタムビューに描画すると上下が逆転してしまいます。これを避けるためには、描画に先立って
NSImageオブジェクトの setFlipped: メソッドを使います。なお、描画するイメージが逆さまか否かに関
わらず、描画位置やサイズを指定する座標はカスタムビュー側の座標システムで指定される必要がありま
す。

フリップ・テキスト
Cocoaはテキストをレンダリングするにあたって現在のグラフィックス・コンテキストからテキストの描画
方向を判断します。Cocoaのテキストシステムをじかに使うか、NSString クラスを使って描画を行うかに
かかわりなく、テキストを正しく表示できる座標系が選択されます。

カラーと透明度
素晴らしいグラフィックスを作成するキーの一つにカラーと透明度の効果的な使い方があります。素晴らし
いグラフィックスを使って構成されたインタフェースはユーザが必要な情報を得るのを助けます。

カラーと透明度について
CocoaにおけるカラーのサポートはQuartzの上位に構築されています。NSColorクラスはさまざまなカ
ラー・スペースの色を生成・操作できるインタフェースを用意しています。また、Cocoaはユーザに対して
カラーを選択するための標準的インタフェースを提供します。

カラー・モデルとカラー・スペース
人間の目は光子を電磁スペクトルのかなり狭い帯域で知覚しています。光子の振動する周波数のうち、その
範囲にあるものが色として認識されているわけです。また目は生態的にこれらの色を赤、青、緑の原色とそ
の複雑な混合ととらえます。
カラー・モデルとは、目によって感知された色というものを幾何学的、あるいは数学的に定義するための枠
組みです。モデルは可視スペクトルを表現する単一、あるいは複数の次元を持ち、色を数学的に定義するこ
とを可能にします。これによって色の分類、比較、そして特定が可能になるのです。
カラー・スペースは、カラー・モデルを実用的に適用するための概念です。それは特定のカラー・モデルを
使って生成できる色の領域を規定します。カラー・モデルは各次元における値の相対的関係において色を決
定しますが、カラー・スペースはそれらの値に色としての絶対的意味を与えます。NSColor クラスのアクセ
スメソッドはRGB、CMYK、Grayという3つのカラー・スペースにフォーカスしていますが、Cocoaは
Quartz 2Dと同じだけのカラー・スペースをサポートしています。
Cocoaでは、NSColorSpaceクラスを使って特定のカラー・スペースに関連する情報を扱います。プログラ
マは個々のカラー・スペースごとにこのクラスのオブジェクトを生成することができます。また、標準的な
カラー・スペースを制御するオブジェクトを検索する機能も用意されています。ColorSync や ICC のプロ
フィールデータからカラー・スペース・オブジェクトを生成することも可能です。

カラーオブジェクト
CocoaのNSColorクラスはプログラマが個々の色を作成し、マネジメントするために必要なインタフェース
を提供します。そのクラスメソッドは、特定のカラー・スペースによってその振る舞いが規定される実際の
カラーオブジェクトを生成します。
カラーオブジェクトは唯一つカラー・スペース（による色）しか表現できないので、単一のNSColorオブ
ジェクトに対して、このクラスの提供する全てのメッセージを送ることはできません。これはNSColorオブ
ジェクトに対して有効なメソッドは、そのインスタンスが依存するカラー・スペースによって異なるという
ことを意味します。例えばCMYKベースのオブジェクトを作成したとすると、このインスタンスに対して
getRed:green:blue:alpha: というRGBおよびアルファ値を獲得するメソッドをコールすることはできませ
ん。このような場合、NSColor は例外を発生します。

カラーの成分値
Cocoaではコンポーネントと呼ばれるカラー・スペース値は、0.0〜1.0の浮動小数点数で指定されます。た
とえば RGB値をそれぞれ 0〜255で表現されているような色を扱う場合はそれをこの範囲に収めるような
変換が必要となります。
プログラマは NSColor のいくつかのメソッドによってこの成分値にアクセスすることができます。ただ、
前項で書いたように、そのインスタンスが持つ以外のカラー・スペースにはアクセスできませんので注意が
必要です。もしある NSColor インスタンスについてそのカ色成分の数が判らない場合、
numberOfComponents をコールしてその数を知り、続いて getComponebts でそれにアクセスすること
が可能です。

透明度
カラー・スペースで色を特定するための成分値に加えて、Mac OS Xのカラーはその色の透明度を決定する
アルファ・コンポーネント値を保持しています。
言わずもがなですが、透明とは、光を反射する代わりに透過させるという効果です。透明な色を使ってレン
ダリングを行うと、その部分は下地の色を反射します。どのくらい下地の色が見えるかは、アルファ・コン
ポーネント値とコンポジット・モードに依存します。
カラーの成分値と同じく、アルファ・コンポーネント値も0.0〜1.0の浮動小数点数で指定されます。この値
は0.0に近いほど透明で、1.0に近いほど不透明、すなわち1.0で反射率100%（完全に不透明）となりま
す。
透明度は、カラーオブジェクト生成の際に指定することが可能です。また、既存のインスタンスの透明度を
変えたい場合には colorWithAlphaComponent: メソッドを使えばカラー成分値はオリジナルと同じで透明
度だけを変更したコピーを作成することができます。

パタン
色を作成するときにイメージを併用することでいわゆるタイリングパタン（以下パタンと略します……原文
はPatten Color）を作成することができます。普通は塗り潰しに使用しますが、パスの描画、つまり描線に
も使用できます。これを使ってレンダリングをおこなうと、無地の代わりにこのパタンで領域が埋められま
す。領域が指定したパタンよりも大きい場合は、水平、垂直両方向に反復されます。このパタンの作り方に
ついては次のセクションで詳述します。

カラーリスト
カラーリストはキーによって色をアクセスすることが可能な辞書のようなオブジェクトで、NSColorList ク
ラスとして実装されています。リスト中で特定のインデックスにそれらを配置することで色をグループ分け
したりすることもできます。
カラーリストはドキュメントごとに使用する色を管理するためのツールとしても有効ですし、 カラーパネ
ルに表示される色をカスタマイズするのにも使用されます。その場合、NAColorPanel の
attachColorList: メソッドに表示したいカラーリストオブジェクトを渡します。

カラー・マッチング
Cocoa は、可能な限りColotSyncを使用して自動的にカラー・マッチングを行っています。カラー・マッチ
ングはプログラムが指定した色が異なったデバイスでも同じ色で表現されることを保証します。
Cocoa はNSColorSpaceクラスを通してカラー・プロフィール情報の作成や読み込みに関しての包括的な機
能を提供します。それはキャリブレイトされデバイスに特化されたRGB、CMYK、そしてGrayの各カ
ラー・スペースのプロフィールと同様に、ColorSync プロフィールとICCプロフィールをもサポートしてい
ます。カラー・マッチングは自動で行われるので、プログラマがコード上でこのことに気を使う必要はあり
ません。

カラーの作成
NSColor クラスでは以下のようなタイプのカラー・オブジェクトを作成できます。
•
•
•
•
•

赤、緑、白など一般的な色
ハイライトカラーなどユーザによって環境設定などで指定されたシステムカラー
指定されたカラー・スペースによってキャリブレイトされたカラー
デバイスのカラー・スペースで指定されるデバイス・カラー
パターン

ほとんどのカラー・オブジェクトは、単にNSColorのクラスメソッドをコールするだけで作成できます。
NSColor にはいろんな方法で望みの色を指定するメソッドが用意されています。また、パターンを作成する
ためにはそれに使うイメージをファイルからロードするなり新たに作成するなりして、
colorWithPatternImage: に渡します。詳しくはNSColorのドキュメントを参照してください。
重要：NSColor オブジェクトを直接アロケートして初期化するコードは書いてはいけません。このクラス
は基底クラスであり、単に初期化しただけでは色に関する情報を持たないので例外を発生します。
Cocoa は現在のところ、グラデーションをサポートしていません。もしパスの描線や塗り潰しにグラデー
ションを使用したい場合には Quartz のAPIを使ってください。詳しくは「Shadings in Quartz 2D
Programming Guide」などを参照してください。

カラー・オブジェクトを使う
カラー・オブジェクトを作成したら、それを現在のグラフィックス・コンテキストに設定してパスの描線や
塗り潰しにその色を使用することができます。カラー・オブジェクトが一度設定されると、それから実行さ
れる全ての描画命令にその色が使用されます。また、カラーの持つ成分値をプログラムで利用することも可
能です。

描画にカラーを設定する
NSBezierPath のメソッドや、NSRectFill などの関数を使って行われる描画処理にカラー・オブジェクト
を設定するには、NSColor クラスの以下のメソッドを使用します。

NSColor のメソッド

解説

set

stroke および ﬁll メソッドでこの色を使用する

setFill

ﬁll メソッドに限りこの色を使用する

setStroke

stroke メソッドに限りこの色を使用する

以下のサンプルコードでは stroke （描線）のために黒を、塗り潰しのためにコントロールのバックグラウ
ンドに設定されている色を使うよう設定しています。
[[NSColor blackColor] setStroke];
[[NSColor controlBackgroundColor] setFill];
描線、あるいは塗り潰しにどんな色も使いたくない（そういうケースはまれでしょうが）という場合には、
NSColor の clearColor メソッドを呼ぶか、またはアルファ値ゼロのカラー・オブジェクトを作成して、完
全に透明な色を設定することも可能です。

テキストの表示にカラーを設定する
NSColor のメソッドでグラフィックス・コンテキストに設定するカラー・オブジェクトは、テキストの表
示には影響しません。テキストの表示色を変更したい場合には、文字列オブジェクトに対して属性を設定す
る必要があります。
NSAttributedString オブジェクトの文字の表示色を設定するには、文字列の範囲を決め、そこに適用され
る NSForegroundColorAttributeName 属性に値としてカラー・オブジェクトを割り当てます。また
NSString オブジェクトに対しても同様に、その NSForegroundColorAttributeName属性にカラー・オブ
ジェクトを適用しますが、 NSAttributedStringとは違って、この属性は文字列全体に適用されます。詳し
くは「Attributed String Programming Guide」（MOSAから要約が入手可能です）を参照してくださ
い。

カラーの成分値を調べる
NSColor クラスは、カラーの成分値を調べるために以下のアクセス・メソッドを提供しています。
• numberOfComponents
• getComponents
• getRed:green:blue:alpha:
• getCyan:magenda:yellow:black:alpha:
• getHue:saturation:brightness:alpha:
• getWhite:alpha:
また、これらのように一括でなく、個々の成分値に独立してアクセスするメソッドもあります。詳しくは
NSColorのドキュメントを参照してください。
重要：そのカラー・オブジェクトが定義されたのではないカラー・スペースの成分値を検索することはでき
ません（例外が発生します）。どうしても特定のスペースの成分値を必要とする場合には、まず
colorUsingColorSpaceName: メソッドを使ってカラー・オブジェクトを変換してください。

カラーの選択
ユーザにカラーを選択させる必要のあるアプリケーションでは、カラーウェル、カラーパネルなどを使用す
ることができます。カラーウェルは通常一つの色を表示しているコントロールで、クリックするとシステム
カラーパネルを表示します。また、プログラマがオリジナルのカラーパネルを作成することも可能です。

カラー・スペースを使う
カラー・スペースは、プログラムが意図した通りの色で描画・出力を行えるよう手助けをしています。一部
の特殊な、色の成分値を操作するようなプログラムを除いては、このカラー・スペースの働きについて意識
する必要はありませんが、以下のセクションではこのカラー・スペースについて概説します。

カラー・スペース相互の変換
NSColorのメソッド colorUsingColorSpace: を使うことで異なるカラー・スペース間の変換を行うことが
できます。このメソッドは、ターゲットと同じ色を指定したカラー・スペースで表現した新しいカラー・オ
ブジェクトを生成します。以下のサンプルでは、RGBのカラーからCMYKのカラー・オブジェクトを生成し
ています。
NSColor* rgbColor =
[NSColor colorWithCalibratedRed:1.0 green: 0.5 blue: 0.5 alpha:0.75];
NSColor* cmykColor =
[rgbColor colorUsingColorSpace:[NSColorSpace genericCMYKColorSpace]];

物理的カラーをカラー・スペースにマップする
出力するデバイスの種類や特性によって、物理的に表現できる色は違ってきます。レンダリングに際して、
Cocoaはプログラマがコード中で指定した色をその出力デバイスに可能な限り忠実に再現しようとします
が、時として色の違った面を強調するようなマッピングを行います。入力元の特性と出力先の特性を一致さ
せるために使われるこうしたマッピングは「レンダリング・インテント」として参照されます。Quartzでは
以下のレンダリング・インテントがサポートされています。

レンダリング・インテント

説明

KCGRenderingIntent Default

デフォルト設定。Quartzではイメージ描画以外にはrelative colorimetric
intentを使用し、イメージにはperceptual intentを使用する。

KCGRenderingIntent AbsoluteColorimetric

ホワイトポイントによる調整を行わず、カラー・スペース間の違いを識別
可能にするインテント。

KCGRenderingIntent RelativeColorimetric

ホワイトポイントによる調整を行って正確な色指定を可能にするインテン
ト

KCGRenderingIntent Perceptual

色の絶対値よりも複数の色の相対的関係を重要視するインテント、写真な
どに向いている

KCGRenderingIntent Saturation

色の鮮やかさを重要視するインテント。ビジネスチャートなどのグラ
フィックスに好んで使用される。

使用中のインテントを変更したい場合には、Quartzのグラフィックス・コンテキストを獲得して、 関数
CGContextSetRenderingIntent() をコールします。以下のサンプルを参考にしてください。
- (void) drawRect:(NSRect)rect {
CGContextRef theCG = [[NSGraphicsContext currentContext] graphicsPort];
CGContextSetRenderingIntent(theCG, kCGRenderingIntentPerceptual);
// 変更されたインテントを使って描画...
}

パス
Cocoaでは単純な線や四角形から複雑な幾何学図形まで表現することが可能な、パスを使った描画をサポー
トしています。パスとは直線や弧、曲線などのプリミティブな形状を表現するためのポイントの集合で、プ
ログラマはこれらを使って円や矩形、多角形から、果ては曲線が複雑にからみあったような曰く言い難い形
を作成し、それらを線描したり塗り潰したりすることが可能です。これらはラスタライズされたビットマッ
プと違って座標の集合で構成されているので小さく、その描画精度もデバイスの解像度に依存しません。
以下のセクションでは、主としてパスを生成し操作するクラスである、NSBezierPath の使用方法を解説し
ますが、これとは別に、Cocoaではオブジェクトの生成を必要としない手軽なパス描画関数もいくつか提供
していますので、折りに触れてそれらについての説明もしていきましょう。

パスの構築単位
Cocoa はその描画環境において幾何学図形を扱うために、NSPoint、NSRect、NSSizeなどいくつかの基
本的なデータ型を定義しています。プログラムでは描画処理に関わる情報をきていするためにこれらの情報
を使用します。これらのデータ型の１つまたは複数を組み合わせることで、円、弧、矩形、直線からベジエ
曲線まで全ての図形が指定できます。
これら点、矩形、そじてサイズの各データ型は全ていくつかの浮動小数点数で指定されています。出力デバ
イスの解像度が向上している昨今、精度の高い描画には浮動小数点数による座標は必要不可欠なものになっ
ています。
NSPoint、NSRect、およびNSSizeはそれぞれQuartz環境におけるCGPoint、CGRect、CGSizeに対応し
ています。これらのレイアウトは同一なので、相互に変換（キャスト？）して使用することができます。

NSBezierPathクラス
NSBezierPathクラスはプリミティブと考えられるほとんどの幾何学図形、またそれ以上に複雑な形の描画
もサポートする Cocoa 唯一のツールです。このクラスのオブジェクトはパスに関する情報、それを定義す
るポイントとそれらを元にどのような形を描画するかを含む情報をカプセル化しています。以下のセクショ
ンでは NSBezierPath がどのようにパスを表現するか、そしてその描画に関わる属性にはどんなものがあ
るかについて解説します。

パス・エレメント
NSBezierPath は一個のパス情報を作成するのに、1つ以上のポイントと基本的なコマンドを組み合わせ
た、パス・エレメントと呼ばれる単位を使います。ここでいうコマンドとは、それらのポイントをどのよう
に解釈するかという情報です。プログラマはこのエレメントを組み合わせて、望みの形状を表現する一連の
セグメントを形成します。
NSBezierPath クラスは、パス・エレメントを作成し組み立てるための多くの処理を行います。プログラマ
が既存のパスに変更を加えたいような場合、これらの処理についての知識はとても重要になってきます。ま
た、ユーザの入力に応えて複雑なパスを形成したいようなケースでは、あとでそれに変更することもできる
ようにしておきたいでしょう。その変更のために新しいオブジェクトを作成することもできますが、既存の
パスに必要な変更を加えるほうがはるかに簡単です。
以下の表は、NSBezierPath クラスが使う4つの基本的なパス・エレメントコマンドです。どのコマンドも1
つ以上のポイントを必要とし、またほとんどのパス・エレメントが現在の描画ポジションを描画の出発点と
して使います。

コマンド

必要なポ
イント数

説明

NSMoveToBezier PathElement （Move
To エレメント）

1

現在の描画ポイントを与えられたポイントに移動する。この移動
は描画を伴わない。パスの途中でこのコマンドを使えば、そのパ
スの形状は複数のセグメントに分割される。

NSLineToBezier PathElement （Line
To エレメント）

1

現在のポイントから与えられたポイントまで直線を描く。線や矩
形などはこのパス・エレメントの集合。

NSCurveToBezier PathElement
（Curve To エレメン
ト）

3

与えられた3ポイントを、controlPoint1、controlPoint2、そし
てendPointとして使い、現在のポイントからendPointへ至るベ
ジエ曲線を描く。円、弧の他全ての曲線はこのパス・エレメント
の集合。

NSClosePathBezier PathElement （Close
Path エレメント）

1

与えられたポイントを現在のサブパスの最後のポイントとして
マークする。現在のポイントを渡すとそのパスは「閉じた」パス
となる。

プログラマが既存のパスに新たなパスを加えると、NSBezierPath はそれを1つ以上のパス・エレメントに
分解して保存します。例えば moveToPoint: や lineToPoint: の呼び出しは上の Move To エレメント や
Line To エレメント となって保存されるわけです。矩形や楕円のような、より複雑な形状では、数個の
Line To エレメントや Curve To エレメント に分割されるでしょう。
以下のサンプルコードでは、直線、曲線、そしていったんセグメントを分けて矩形を描画するパスを作成し
ています。
NSBezierPath* aPath = [NSBezierPath bezierPath];
[aPath moveToPoint:NSMakePoint(0.0, 0.0)];
[aPath lineToPoint:NSMakePoint(10.0, 10.0)];
[aPath curveToPoint:NSMakePoint(18.0, 21.0)
controlPoint1:NSMakePoint(6.0, 2.0)
controlPoint2:NSMakePoint(28.0, 10.0)];
[aPath appendBezierPathWithRect:NSMakeRect(2.0, 16.0, 8.0, 5.0)];

サブパス
サブパスとは、NSBezierPath オブジェクトの中の連続した線、曲線のひとかたまりを言います。１つのパ
ス・オブジェクトは内部に複数のサブパスを持つ可能性があり、その場合サブパス同士は Move To エレメ
ント、あるいは Close Path エレメントによって分断されています。プログラマが描画の開始ポイントを
セットする（通常 moveToPoint: を使います）と、それは最初のサブパスの開始ポイントになるわけです。
そこから closePath メソッドでパスを閉じるか、次の moveToPoint: で新しい描画開始ポイントをセット
するまでが１つのサブパスとなります。
NSBezierPath のいくつかのメソッドは自動的にこのサブパスを形成します。例えば矩形あるいは楕円を作
成すると、自動的に Move To エレメント、 いくつかのLine To エレメント あるいは Curve To エレメン
ト、そして Close Path エレメント、Move To エレメントからなるサブパスが形成されます。 最後の
Move To エレメントは現在の描画ポイントがどこであるかを確実にします。

サブパスは、プログラマがパス・オブジェクトの内部をいくつかのパーツに分割し区別するのを助けます。
それは例えば塗り潰しに関するワインディング・ルール（後で説明があります）に影響しますし、その分割
はサブパスを一気に逆転できるメソッド、bezierPathByReversingPath などの動作にも影響します。な
お、一つのパス・オブジェクトに含まれる複数のサブパスは同じ属性で描画されます。

パス属性
NSBezierPath オブジェクトはそのパスを描画した結果の形状を決定するための全ての属性を保持します。
この属性には描線の幅、結合部の形状、線種パタン、末端の形状、結合部の鋭角リミット、曲線のなめらか
さなどが含まれており、NSBezierPath のメソッドによって設定できます。
これらの属性は、パスの描線、および塗り潰しが行われるまで、何の効果もありません。したがって常に描
画の直前に設定された属性だけが有効になります。NSBezierPath クラスは個々の属性に関して、デフォル
ト値とカスタム値の両方を持っています。あるパス・オブジェクトの属性に対して、何のカスタム値も指定
されなかった場合にはデフォルト値が使用されるわけです。 NSBezierPathのクラスはQuartzの関数群が
使用するパス属性値セットは使用しません。
注意：パス属性はそのオブジェクト全体に適用されます。異なった属性でいくつかのパスを描きたい場合に
は、それらを一つのパス・オブジェクトのサブパスにせずに、別々のパス・オブジェクトとして生成しかけ
ればなりません。
以下のセクションでは、個々の属性についてその意味を説明します。

線の幅
描線の太さで、ポイントを単位として浮動小数点数で指定されます。デフォルト値は1.0です。デフォルト
値を変更するには setDefaultLineWidth: を、ターゲット・パスの線幅を変更するには setLineWidth: を
使用します。NSBezierPath を使わずに行う描線の太さについては、Quartzの関数
CGContextSetLineWidth() を使って設定する必要があります。
端数を含む線幅は出力デバイスや、その描画位置、そして現在のアンチ＝エイリアシング設定に照らして最
も近い値に調整されます。例えば幅 0.2ポイントの線を描きたいとします。1ポイントは1/72インチですか
ら、この線は0.0027778 インチの太さになります。90 dpiのスクリーン上では描画の最小単位は1ピクセ
ル、あるいは0.0111インチです。この線がスクリーン上に見えることを保証するために、Cocoa はその最
小幅（0.0111インチ）でこの線を描画します。線の位置がピクセルにまたがる場合にはアンチ＝エイリア
スがかかってもう少し太く見えてしまうこともあるでしょう。出力デバイスがスクリーンではなく600
dpiのプリンタであれば、Quartzはもっともっと0.0027778インチに近い太さでレンダリングを行えるで
しょう。
次NSのサンプルコードは異なったテクニックでいくつかのパスを描いています。NSFrameRect() はデフォ
ルトの線幅で矩形を描きます。もし違った幅で描きたい場合には呼び出し前にデフォルト値を変更しなけれ
ばなりません。パス・オブジェクトの描画では、カスタム値が設定されていない場合のみデフォルト値が使
われます。場所をずらして描画し、2つの違いを確認しましょう。

// デフォルトの線幅 2.0で矩形を描く
[NSBezierPath setDefaultLineWidth:2.0];
NSFrameRect(NSMakeRect(20.0, 20.0, 10.0, 10.0));
// NSBezierPath インスタンスにカスタムの線幅をセット。
NSBezierPath* thePath = [NSBezierPath bezierPath];
[thePath setLineWidth:1.0]; // これは意味なし
[thePath moveToPoint:NSMakePoint(0.0, 0.0)];
[thePath lineToPoint:NSMakePoint(10.0, 0.0)];
[thePath setLineWidth:3.0];
[thePath lineToPoint:NSMakePoint(10.0, 10.0)];
// なぜなら最後にセットされた3.0が使われるから。
[thePath stroke];
// 線幅を変えてもう一度描く（結果を確かめるときは場所をずらしてください
[thePath setLineWidth:4.0];
[thePath stroke];
// ここでデフォルト値を変えても影響しません
[thePath setDefaultLineWidth:5.0];
[thePath stroke];

線の末端の形状
この属性は読んで字のごとく、閉じていないパス・セグメントの末端の形状を決定します。選択肢は
NSButtLineCapStyle、NSRoundLineCapStyle、NSSquaewLineCapStyleの3つです。NSBezierPathの
ドキュメントのsetDefaultLineCapStyleの項にに具体的な図がありますので参照してください。
NSBezierPath オブジェクトの末端形状を指定するには setLineCapStyle: メソッドを使います。デフォル
ト値はNSButtLineCapStyle、このデフォルト値を変更するには NSBezierPathのクラス・メソッド、
setDefaultLineCapStyle: を使用します。以下にこれらのメソッドの使用例を示します。
// デフォルトの末端形状を設定
[NSBezierPath setDefaultLineCapStyle:NSButtLineCapStyle];
// パス・オブジェクトを新規に作成し末端形状をカスタマイズして描画
NSBezierPath* aPath = [NSBezierPath bezierPath];
[aPath moveToPoint:NSMakePoint(0.0, 0.0)];
[aPath lineToPoint:NSMakePoint(10.0, 10.0)];
[aPath setLineCapStyle:NSSquareLineCapStyle];
[aPath stroke];

線の連結部の形状
この属性も読んで字のごとく、線が連結する部分の形状を決定します。選択肢は、
NSBevelLineJoinStyle、NSRoundLineJoinStyle、NSMiterLineJoinStyleの3つです。NSBezierPathの
ドキュメントのsetDefaultLineJoinStyleの項にに具体的な図がありますので参照してください。
NSBezierPath オブジェクトの連結部形状を指定するには setLineJoinStyle: メソッドを使います。デフォ
ルト値はNSMiterLineJoinStyle、このデフォルト値を変更するには NSBezierPathのクラス・メソッド、
setDefaultLineJoinStyle: を使用します。以下にこれらのメソッドの使用例を示します。
// デフォルトの連結形状を設定
[NSBezierPath setDefaultLineJoinStyle:NSMiterLineJoinStyle];
// パス・オブジェクトを新規に作成し連結形状をカスタマイズして描画
NSBezierPath* aPath = [NSBezierPath bezierPath];
[aPath moveToPoint:NSMakePoint(0.0, 0.0)];
[aPath lineToPoint:NSMakePoint(10.0, 10.0)];
[aPath lineToPoint:NSMakePoint(10.0, 0.0)];
[aPath setLineCapStyle:NSRoundLineJoinStyle];
[aPath stroke];

線種パタン
線種パタンは描線（stroke）の際に使われる線種（点線、破線、一点鎖線など）を決定します。デフォルト
は当然ながら実線ですが、プログラマはこの属性を使ってさまざまなタイプの線を描画することができま
す。線種パタンを設定するには、描画部分と非描画部分の長さをポイント数で表現します。指定したパタン
より長い線が描かれる場合には、このパタンが繰り返されます。
この属性に関して、NSBezierPathはデフォルト値という概念をサポートしていません。実線以外の線種パ
タンを使って描画したい場合には、個々のパス・オブジェクトに対して setLineDash:count:phase: メソッ
ドでそれを指定してやる必要があります。以下に二点鎖線のパタンを作成してセットする例を示します。た
だ、これが目論見通り二点鎖線に見えるかどうかについては線幅も影響しますので注意が必要です。
void AddDashStyleToPath(NSBezierPath* thePath) {
// 線種パタンを浮動小数点数の配列にする.
ﬂoat lineDash[6];
lineDash[0] = 40.0; // 二点鎖線の「鎖線」部分
lineDash[1] = 12.0; // 次の線への間隙
lineDash[2] = 8.0; // 二点鎖線の「二点」の一点目
lineDash[3] = 12.0;
lineDash[4] = 8.0; // 二点鎖線の「二点」の二点目
lineDash[5] = 12.0;
[thePath setLineDash:lineDash count:6 phase:0.0];
}

曲線のなめらかさ（フラットネス）
この属性は曲線セグメントの表現精度を数値化したものです。具体的にはそのパスのレンダリング中に最大
どれだけのピクセル計算誤差を許容するかで表現されます。この属性を小さく設定すれば、それだけなめら
かな曲線がレンダリングできますが、当然ながら計算時間もかかります。逆にこれを大きく設定すればレン
ダリングは速くなりますが、曲線はギザギザになってしまいます。
曲線の精度よりもスピードが重視される局面、例えばライブ・リサイズ（ユーザのマウス・ドラッグに応え
て行うリサイズ）などのように、そのレンダリング結果が確定せずしかもスピードが要求されるような場合
に、この属性をテンポラリに大きくするのは有効かもしれません。とはいえ、実際にそれが時間の節約にな
るかどうか、測定してから実行するべきでしょう。
以下のサンプルにあるように、個々のNSBezierPath オブジェクトのフラットネスを指定する場合には
setFlatness: メソッドを、デフォルト値を設定する場合には setDefaultFlatness: を使います。
- (void) drawRect:(NSRect)rect {
if ([self inLiveResize]) {
// ライブリサイズ中の計算時間を節約するためにフラットネス値を大きくする。
[NSBezierPath setDefaultFlatness:10.0];
// リサイズ対象の描画を行う
}
}

結合部の鋭角リミット（ミター・リミット）
この属性は2つのライン・セグメントが鋭角をなして結合するときに発生するスパイク（訳注：適当な訳語
が見当たりませんがつまり継ぎ目が尖りすぎるということです）を避けるためのものです。通常の
NSMiterLineJoinStyle では、鋭角をなす結合部は結合点から離れたところにその頂点を描きます。この属
性はそのかい離する距離の限界を設定し、それ以上に尖ってしまう場合には NSBevelLineJoinStyleを使い
ます。デフォルトのリミット値は10.0です。
注意：この属性は当然ながら結合部形状が NSMiterLineJoinStyle の場合のみ意味があります。
個々の NSBezierPath オブジェクトに対してミター・リミットを設定するには setMiterLimit: メソッド
を、 NSBezierPath クラスのデフォルト値を設定するには setDefaultMiterLimit: を使用します。下のサ
ンプルコードではこの両方の設定を行っています。
// デフォルトのミター・リミットを緩める。
[NSBezierPath setDefaultMiterLimit:20.0];
// 新規にパス・オブジェクトを作成しミター・リミットを5.0に設定して描画
NSBezierPath* aPath = [NSBezierPath bezierPath];
[aPath moveToPoint:NSMakePoint(0.0, 0.0)];
[aPath lineToPoint:NSMakePoint(8.0, 100.0)];
[aPath lineToPoint:NSMakePoint(16.0, 0.0)];
[aPath setLineWidth:5.0];
[aPath setMiterLimit:5.0];
[aPath stroke];

ワインディング・ルール
パスによって取り囲まれた領域を塗り潰す際に、NSBezierPath はどこを塗り潰しどこを塗り残すかについ
て、設定されているワインディング・ルールというものを適用します。ワインディング・ルールとはパス・
オブジェクトが作り出す塗り潰し可能な連続領域を探すシンプルなアルゴリズムです。塗り潰しは、与えら
れた領域中のポイントから放射上に広がり、領域外の点まで行われます。その際、交差しているライン（こ
れには交差ではなく内包されているパスも含むのですが）の総数および個々のラインの方向は以下の2種類
のやりかたで解釈され、そのしかたによって結果も変わってきます。

ワインディング・ルール

説明

NSNonZeroWindingRule

左から右へのパスを+1、逆を-1として加算していき、全ての交差の総和
が0であればそのポイントはパスの外側であると判断する（塗らな
い）。NSBezierPathのデフォルト。

NSEvenOddWindingRule

パスの交差の数を数え、それが偶数であればパスの外側であると判断す
る（塗らない）。

NSBezierPath の塗り潰し処理は、開いたサブパスにも閉じたサブパスにも適用可能です。ここでいう開い
たサブパスとは最後のパス・エレメントが Move To エレメントであるもの、閉じたサブパスは同じく
Close Path エレメントであるものです。これらに対して ﬁll メソッドを実行すると、NSBezierPathはそれ
が閉じていなければ自動的にそれを「見えないライン」で閉じてから塗り潰し処理を始めます。
個々のNSBezierPath オブジェクトに対してワインディング・ルールを設定する場合には setWindingRule:
メソッドを、NSBezierPath クラスのデフォルトを設定する場合には setDefaultWindingRule: を使いま
す。

幾何学的データ型を扱う
Foundation フレームワークには幾何学的データ型を使ってさまざまな計算を行う多くの関数が用意されて
います。これらを使えば、矩形の統合、交差やあるポイントの矩形への内包など、最も基本的な比較関数か
ら、かなり複雑な計算までが実行可能です。
以下の表はよく使われる関数とその機能を説明したものです。

機能
生成

比較（合同）

矩形操作

関数

説明

NSPoint NSMakePoint(x,y)

x,yを要素にしてNSPoint構造体を生成
する。

NSSize NSMakeSize(width,height)

width,heightを要素にしてNSSize構造
体を生成する。

NSRect NSMakeRect(x,y,w,h)

基点x,yとwidth,heightを要素にして
NSRect構造体を生成する。

BOOL NSEqualPoints(p1,p2)

2つのNSPointが等しいか否かを判
断。

BOOL NSEqualSize(s1, s2)

2つのNSSizeが等しいか否かを判断。

BOOL NSEqualRect(r1,r2)

2つのNSRectが等しいか否かを判断。

BOOL NSContainsRect(r1,,r2)

r1が完全にr2を内包しているか否かを
判断。

NSRect NSInsetRect(r, dx,dy)

rの4つの頂点をdx,dy分中心に向かっ
て移動したコピーを作成（元のrに変更
は加えない）。

NSRect NSIntersectionRect(r1,r2)

2つの矩形の交差矩形を返す。

NSRect NSUnionRect(r1,r2)

2つの矩形の統合矩形を返す。

BOOL NSMouseInRect(p, r,ﬂipped)

特定のビュー内の矩形にポイントが内
包されているか否かを判断。ビューが
フリップしていても使える。

BOOL NSPointInRect( p, r )

単純に矩形にポイントが内包されてい
るか否かを判断。

基本的図形の描画
NSBezierPathを使ったパス・ベースの描画にはイメージ・ベースのそれに比べて以下のような利点があり
ます。
• パスは数学的に指定されるのでデバイスの解像度に依存せず、スクリーンに対してもプリンタに対して
も、同じオブジェクトを使用することができます。
• パス・ベースの幾何学情報はほとんどの場合イメージ・ベースのデータよりはるかに小さく取り回しも容
易です。
• パスをレンダリングする処理は、イメージの合成処理より高速です。すなわち、パス・ベースのグラ
フィックスはイメージ・ベースのそれより短い時間で出力できます。
以下のセクションでは、パスを使用して描画することが可能なプリミティブな形状について説明します。プ
ログラマはもっと複雑なパス・オブジェクトを作成し、それをレンダリングするためにこれらを結合するこ
とができます。同じパスを描くのにいくつもの方法が考えられる場合もありますし、工夫次第では同じもの
をより高速に描くやり方をみつけられるかもしれません。いずれにせよ、ここで説明する各種テクニックの
利点と欠点を考慮に入れてどの方法をとるかを決めてください。

パスにポイントを加える
NSPoint構造体はスクリーン上の位置を示しますが、それは純粋に数学的な一点であり、幅も高さも持ちま
せん。これをスクリーン上に描き出すには（厳密に言えばごまかしですが）、小さな矩形を作成してそれを
描画することになります。以下のサンプルコードをごらんください。
void DrawPoint(NSPoint aPoint) {
NSRect aRect = NSMakeRect(aPoint.x, aPoint.y, 1.0, 1.0);
NSRectFill(aRect);
}
もちろんポイント・データの主目的はこんなふうにスクリーン上に描かれることではなく、他のものの描画
位置を指定することです。ほとんどの場合、それを作る位置が決まらなければ実際に形状を作成することは
できません。描画の開始位置を設定するには、NSBezierPath の moveToPoint: メソッド、あるいは
relativeMoveToPoint: メソッドを使用します。例外として矩形や楕円のように既に位置情報を含んでいて
別にmoveToPoint: などのコールを必要としない形状も存在します。
注意：直線や弧、曲線およびグリフ・パスを描く場合、事前に描画の開始位置を指定しなければなりませ
ん。これを怠るとNSBezierPath は例外を発生します。

パスに線・ポリゴンを加える
Cocoa はパスに線を加えるためにいくつかのオプションを用意しています。それぞれに効率と正確さのト
レード・オフがあり、用途によって使い分けが可能です。
• 関数NSRectFill() を使って水平線、垂直線を描くことができます。この方法はNSBezierPathを使う方法
に比べて正確さでは劣りますが、若干高速です。回転のトランスフォームを併用すれば斜めの線も描くこ
とができますが、複数の線が連結したセグメントを描くには向きません。
• NSBezierPath の lineToPoint: 、relativeLineToPoint: strokeLineFromPoint:toPoint: の各メソッドを
使って単一の、あるいは連続した線セグメントを生成できます。このテクニックは複雑な線や多角形を作
成する場合最も性格なオプションです。

• appendBezierPathWithPoints:count: メソッドで連続線を構成する一連のポイントを一気に加えること
が可能です。このテクニックは lineToPoint: などで一点ずつ線を加えていくより明らかに高速です。
多角形は複数の連結した線からなるNSBezierPath オブジェクトとして生成されるのが普通です。平行四辺
形、ひし形、台形のような四辺形を作る最も簡単な方法は線セグメントを使うことです。もちろんトランス
フォームを使っても可能ですが、回転や斜行角度を正確に算出するにはより多くの計算を必要とするでしょ
う。
次のサンプルコードは NSBezierPath を使って平行四辺形を描画するものです。パラメータ withShift に
は、底辺に対して上辺がどれだけ右側にシフトするかを指定します。
void DrawParallelogramInRect(NSRect rect, ﬂoat withShift) {
NSBezierPath* thePath = [NSBezierPath bezierPath];
[thePath moveToPoint:rect.origin];
[thePath lineToPoint:NSMakePoint(rect.origin.x - withShift, rect.origin.y)];
[thePath lineToPoint:NSMakePoint(NSMaxX(rect), NSMaxY(rect)];
[thePath lineToPoint:NSMakePoint(rect.origin.x + withShift, NSMaxY(rect)];
[thePath closePath];
[thePath stroke];
}

パスに矩形を加える
矩形は実に頻繁に使用されます。これを描くオプションには次のものがあります。
• NSBezierPathのメソッド、strokeRect:、 ﬁllRect:、bezierPathWithRect:、
appendBezierPathWithRect: を使う。これらのメソッドはそれなりに高速で高い精度を保証します。
• NSFrameRect() などの関数を使う（これらの詳細については後述します）。この方法はNSBezierPath
のメソッドを使うよりも高速ですが、精度は劣ります。
• lineToPoint: などを使って線を一本ずつ追加して矩形を作成する。この方法を使えば、トランスフォーム
を使わずに斜めになった矩形を描くことが可能です。
以下のサンプルでは、まず上の2番目の方法で矩形を塗り潰し、次に1番目の方法で矩形の輪郭を描いてい
ます。これらの描画には現在設定されているそれぞれのカラーが使われます。また、描画は即座に行われ、
あとから ﬁll あるいは stroke などのメッセージを送る必要はありません。
void DrawRectangle(aRect) {
NSRectFill(aRect);
[NSBezierPath strokeRect:aRect];
}

パスに円・楕円を描く
円や楕円を描くには、NSBezierPath の以下のメソッドを使います。
• bezierPathWithOvalInRect:
• appendBezierPathOvalInRect:

どちらのメソッドも指定された矩形をもとに内接する楕円のパスを作成します。実際に描画するには、作成
されたパス・オブジェクトに対して、ﬁll あるいは stroke メッセージを送ります。以下の例では、与えられ
た矩形から楕円を作成し、その輪郭を描いています。
void DrawOvalInRect(NSRect ovalRect) {
NSBezierPath* thePath = [NSBezierPath bezierPath];
[thePath appendBezierPathWithOvalInRect:ovalRect];
[thePath stroke];
}

パスに弧を加える
弧を描くには、NSBezierPath の以下のメソッドを使います。
• appendBezierPathWithArcFromPoint:toPoint:radius:
• appendBezierPathWithArcWithCenter:radius:startAngle:endAngle:
• appendBezierPathWithArcWithCenter:radius:startAngle:endAngle:clockwise:
appendBezierPathWithArcFromPoint:toPoint:radius: メソッドは、現在の描画開始ポイントと、与えら
れた2点のなす角の間に、与えられた半径の弧を作成します。この場合、作成された弧が指定されたいずれ
の点をも通らないことがありえます。また往々にして現在のポイントから弧の開始点への望まないライン・
パスを含んでしまうこともありますので注意してください。
以下は上に記したような意外な（？）結果を生じるコードのサンプルです。実行して結果を確認してくださ
い。
NSBezierPath* arcPath1 = [NSBezierPath bezierPath];
NSBezierPath* arcPath2 = [NSBezierPath bezierPath];
[[NSColor blackColor] setStroke];
[arcPath1 moveToPoint:NSMakePoint(30,30)];
[arcPath1 appendBezierPathWithArcFromPoint:NSMakePoint(0,30)
toPoint:NSMakePoint(0,60) radius:30];
[arcPath1 stroke];
// 弧が指定ポイントを通らない例
[arcPath2 moveToPoint:NSMakePoint(30,30)];
[arcPath2 appendBezierPathWithArcFromPoint:NSMakePoint(30,40)
toPoint:NSMakePoint(70,30) radius:20];
[arcPath2 stroke];
// 描画開始ポイントから弧の開始点までラインができてしまう例
[arcPath2 removeAllPoints];
[arcPath2 appendBezierPathWithArcWithCenter:NSMakePoint(30,30)
radius:30 startAngle:45 endAngle:135];
[arcPath2 stroke];

パスにベジエ曲線を加える
ベジエ曲線を描くには NSBezierPath のメソッド、curveToPoint:controlPoint1:controlPoint2: を使用
します。このメソッドは現在の描画開始ポイントから指定される到達ポイントまで、2つのコントロール・
ポイントの相関で3次曲線を生成します。1つ目のコントロール・ポイントは現在位置から始まる湾曲を決定
し、2つ目のそれは到達点への湾曲を決定します。

パスにテキストを加える
NSBezierPath はパス・ベースの内容を保持するだけなので、直接このオブジェクトにテキスト概念を付け
加えることはできません。が、代わりにテキストの特定のフォントにおける視覚表現であるグリフを追加す
ることが可能です。アウトライン・フォントのグリフは、NSBezierPath オブジェクトに追加可能な1セッ
トの数学的パスとして格納されています。
注意：既にお気付きでしょうが、テキストをレンダリングするのにNSBezierPathを使うのは最も効率的な
方法とは言えません。が、プログラマがテキスト（グリフ）を構成するパスを必要とする局面ではこの方法
が有効です。
プログラマは Cocoa テキストシステム、あるいは NSFont クラスを使って1セットのグリフを獲得するこ
とができます。例えばここにフォントの指定を含む（レンダリングされる文字列には必ずなにがしかのフォ
ントが指定されています）文字列があるとき、これに対応するグリフはCocoa テキストシステムから簡単
に獲得することができます。が、NSFont クラスを使ってグリフ獲得するためには、個々のグリフの名前を
知っている必要があります。
以下にCocoa テキストシステムからグリフを獲得する手順を示します。
1. テキストのレイアウトを行うのに必要なテキストシステム・オブジェクトを生成する（この方法につい
ては「Text System Overview」（MOSAから日本語版の要約が入手できます）に記載があります）。
2. NSLayoutManager のメソッド、glyphAtIndex: あるいは getGlyphs:range: を使用して必要なグリ
フを検索する。
3. appendBezierPathWithGlyph:inFont: あるいは appendBezierPathWithGlyphs:count:inFont: を使
用してNSBezierPath オブジェクトにグリフを追加する。
NSBezierPath オブジェクトに加えられるとグリフは一連のパス・エレメントに変換されます。すなわち文
字としての意味を失い、純粋に図形としての意味しか持たなくなります。プログラマはこのエレメントを、
自身で作成したパス・エレメントと同様に扱うことができます。

パスの形状を描く
パスの内容を描画するには2つのオプションがあります。すなわち、パスに沿って線を描く（stroke）か、
パスが形成する領域を塗り潰す（ﬁll）かです。描線は設定されているカラー（NSColor の set、あるいは
setStroke で描線用に指定されている色）とパス属性を使って、塗り潰しは 設定されているカラー
（NSColor の set または setFill で塗り潰し用に指定されている色）とワインディング・ルールに従って行
われます。

矩形の描画
Cocoa には、現在のグラフィック・コンテキストにデフォルト属性で即座に矩形を描画する、という関数
がいくつか用意されています。これらは Quartz のプリミティブを使っていて、NSBezierPath を使った描
画に比べると多少精度が劣ります。例を挙げれば、これらを使って描かれた矩形は、結合部分の形状に関す
る現在の設定に従いません。
以下の表はこれらの関数のうち使用頻度の高いものについて簡単に説明したものです。精度よりも速度が問
題となる局面ではこれらの関数を使うことも選択肢の一つでしょう。なお、Cocoa が提供する矩形描画関
数の完全なリストは、Foundation Reference for Objective-C に収録されています。

関数

説明

void NSEraseRect( aRect )

矩形を白で塗り潰す

void NSFrameRect( aRect )

現在の塗り潰しカラー、線幅、NSCompositeCopyモードで
矩形の枠を描く。

void NSFrameRectWithWidth(
aRect, width )

現在の塗り潰しカラー、指定された線幅、
NSCompositeCopyモードで矩形の枠を描く。

void
NSFrameRectWithWidthUsingOpera
tion( aRect, width, op )

現在の塗り潰しカラー、指定された線幅、指定されたコンポ
ジット・オプションで矩形の枠を描く。

void NSRectFill( aRect )

現在の塗り潰しカラー、NSCompositeCopy モードで矩形
を塗り潰す。

void NSRectFillUsingOperation(
aRect, op )

現在の塗り潰しカラー、指定されたコンポジット・オプショ
ンで矩形を塗り潰す。

void NSRectFillList( rectList, count )

現在の塗り潰しカラー、 NSCompositeCopy モードで Cス
タイルの配列に格納された指定個数の矩形を塗り潰す。

void NSRectFillListWithColors(
rects, colors, count )

NSCompositeCopy モードで Cスタイルの配列に格納され
た指定個数の矩形を、同じく配列に格納された色で塗り潰
す。

void NSRectFillListUsingOperation(
rects, count, op )

現在の塗り潰しカラー、指定されたコンポジット・オプショ
ンで、 Cスタイルの配列に格納された指定個数の矩形を塗り
潰す。

void
NSRectFillListWithColorsUsingOpera
tion( rects, colors, count, op )

指定されたコンポジット・オプションで、 Cスタイルの配列
に格納された指定個数の矩形を、同じく配列に格納された色
で塗り潰す。

重要：矩形の枠を描く関数が、指定された描線カラーの代わりに塗り潰しカラーを使うのにお気付きです
か？ 実はこれらの関数は4辺をそれぞれ 矩形として塗り潰しで描画しています。もしこれらの色を変更した
い場合には、描線カラーでなく、塗り潰しカラーを変更する必要があります。

パスを使う
かっこよくて魅力的なユーザ・インタフェースを作るのはキツイ仕事です。そしてほとんどのプログラムは
それをイメージとパスのコンビネーションで構築しています。パスには、軽くスケーラブルで描画も速いと
いうアドバンテージがありますが、全てをこれで済ませることはできません。以下のセクションでは、プロ
グラム中でパスを効果的につかうために必要な基本的なチップ、ガイダンスを提供します。

パスを作る
パスを作るには、NSBezierPath オブジェクトを生成し、それにパス・エレメントを追加していきます。全
てのパスはまず描画の開始位置に移動する Move To エレメントから始まっていなければなりません。いく
つかのケース（例えば矩形や、楕円などを作成するメソッド）ではこのエレメントの追加は自動的に行われ
ますが、通常は自分で明示的に加えなければなりません。
一つの NSBezierPath オブジェクトは複数のサブパスを持つことができます。サブパスとは描画されたと
きに互いに不連続なパスを意味し、その一つ一つは単独のパス・オブジェクトにもなりえる完全なもので
す。ただしサブパスの集合に対して塗り潰しが行われるときにはその相関が意味を持ちます。サブパス同士
がオーバーラップした場合、ワインディング・ルールによっては塗り潰しがおこなわれない領域も生じるか
らです。
また、同じオブジェクトに含まれる全てのサブパスは同じ描画属性を共有します。違った属性を個々のサブ
パスに割り当てるには、それを分割して別々のオブジェクトにするしか方法がありません。

レンダリング・パフォーマンスの向上
描画に関するコーディングを行う際には常にそのパフォーマンスに気を配るよう心がけましょう。描画は確
かにプロセッサをフル活動させるたぐいの処理ですが、工夫次第で劇的にパフォーマンスを向上させられる
場合もあります。以下のセクションでは、Cocoa アプリケーションの描画パフォーマンスを向上させるた
めのいくつかの基本的なチップを紹介します。なおこれ以上の詳細については、「Drawing Performance
Guideline」というドキュメントがありますのでこれを参照してください。
注意：パフォーマンス向上を意図する（低下を意図するひとはあまりいないでしょうが）変更を行う場合に
は、必ず変更前の所要時間を計測しておくようにましょう。もしNSBezierPath のメソッドの実行により時
間がかかっているなら描くパスの簡素化が効果的でしょう。1度のアップデート・サイクルに行う描画の総
量を制限する方法も時として有効かも知れません。

パスを再利用しましょう
繰り返し同じ内容を描く必要があるなら、その度に同じパス・オブジェクトを生成して破棄するのは無駄で
す。これをキャッシュする方法を考えましょう。全く同じパスではなく、ダイナミックに変化するものに関
しても再利用が可能な部分があるかもしれません。

効率と精度
描画プログラムを作成する際には、描画の精度を落とさずに、できるだけ効率的なコードを書くように心が
けましょう。それでも描画が遅すぎるような場合には、精度をテンポラリに落として効率を上げる、という
方法がいくつか考えられます。
• 内容に変化のあった部分だけを描き替えるようアップデート・レクタングルを活用しましょう。いくつか
のサブパスを持つ大きなNSBezierPathを一つ使うのではなく、分割して描き替えを必要とするパス・オ
ブジェクトだけを描画するようにするのも効果があります。

• スクロールやライブ・リサイズ、その他の時間的にクリティカルな操作の際には以下のオプションを考え
ましょう。
＊描画内容にアニメーションが含まれるなら、操作が終わるまでそれをポーズしましょう。
＊曲線のパスに関してフラットネスの設定を一時的に緩めてみましょう。
このデフォルトは0.6ですが、1.0まで緩めれば多少のギザギザが見えますが速度は向上します。
＊アンチ＝エイリアスをオフにしてみましょう。
• 矩形を描くのに NSFrameRect() あるいは NSFillRect() などの関数を使いましょう。これらは
NSBezierPath のメソッドよりも精度が劣りますが、いくばくか高速です。

パスの簡略化
描画する内容自体が大きい場合、プログラマは個々の NSBezierPath に格納するパス・セグメントを極力
単純なものにするよう努力するべきです。内部に何百ものパス・エレメントを抱え込んだオブジェクトは
10〜20程度のエレメントからなるオブジェクトに比べてより多くの計算を必要とします。追加する1本の
線、1本の曲線の追加が、曲率の計算や点の包含関係の判断に必要とする計算量を、1ヶ所のパスの交差が
塗り潰し領域を算出するための計算量を飛躍的に増加させてしまいます。
パスのレンダリング結果にそれほどの精度を必要としない場合には、複数のNSBezierPath を使って同じパ
スを描画するのもひとつのテクニックです。特にそのオブジェクトが複数のサブパスを含んでいる場合、サ
ブパスのいくつかを別のパス・オブジェクトに持つことは容易です。それは時として描画結果に微妙なズレ
を生じますが、サブパスのための計算量を減らし、また描き替えを必要とする範囲のを軽減するでしょう。

個々のパス・エレメントに対する操作
既にいくつかのパス・エレメントを内包しているパス・オブジェクトに対して内容を検索し変更することが
可能です。例えばイラストレーションを描くためのプログラムを思い浮かべてください、ユーザによるマウ
ス・イベントに呼応して一個のパス・エレメントをとらえ、それをドラッグし、移動させているでしょう。
NSBezierPath の elementCont メソッドはレシーバが保持しているパス・エレメントの総数を返します。
個々のパス・エレメントのタイプを得るには、elementAtIndex: あるいは
elementAtIndex:associatedPoints: メソッドを使ってください。これらのメソッドは 41ページの一覧表
に示した値のうちの１つを返します。 elementAtIndex:associatedPoints: なら、タイプに加えてそのエレ
メントを構成するポイントも返します。なお、このメソッドを呼ぶ際にあらかじめそのエレメントのタイプ
が判っていない場合には、少なくとも3個のNSPoint を受け取れるだけの配列をこのメソッドに渡す必要が
あります。
パス・エレメントのポイントを変更するには setAssociatedPoints:atIndex: を使います。なお、既存のエ
レメントのタイプを変更することはできません。NSBezierPath はそのエレメントのタイプに合わせて渡さ
れたNSPoint の配列から必要な数のポイント（タイプがLine To なら1個）を使います。
以下のサンプルコードではパス・オブジェクトの最後にある Curve To エレメントの2番目の制御点
（controlPoint2）をアップデートしています。
- (void)replaceLastControlPointWithPoint:(NSPoint)newControl inPath:(NSBezierPath*)thePath {
int elemCount = [thePath elementCount];
NSBezierPathElement elemType =
[thePath elementAtIndex:(elemCount - 1)];
if (elemType != NSCurveToBezierPathElement)
return;

// このカーブを構成するポイントの現在の値を得る.
NSPoint points[3];
[thePath elementAtIndex:(elemCount - 1) associatedPoints:points];
// 制御点２を変更.
points[1] = newControl;
// ポイントをアップデートする.
[thePath setAssociatedPoints:points atIndex:(elemCount - 1)];
}

パスのトランスフォーム
NSBezierPath の座標システムは常にそれが描かれる先のビューの座標システムに一致します。つまり、座
標（0, 0 ）を描画開始点とするパス・オブジェクトは必ず描かれるビューの現在の座標システムにおける
（0, 0）の点から描かれます。これを別の場所に描きたい場合には、以下の2つの方法があります。
• ビューの座標システムにトランスフォームを適用し、それから描画を行います。
• transformUsingAﬃneTransform: メソッドを使って対象の NSBezierPath オブジェクト自体にトラン
スフォームを適用します。
上記2つのテクニックのどちらを使用しても、描画は同じ位置に行われます。しかしながら後者の効果は、
このオブジェクトに関して（他のトランスフォームが適用されるまで）ずっと続き、前者はそうではありま
せん。例えばイラストレーションを描くプログラムでは、後者を使えばユーザが移動したオブジェクトの位
置を、オブジェクトそのものに記憶させることが可能になります。

NSBezierPath オブジェクトから CGPathRef を作る
Quartz を使用してパス・ベースの処理をおこなうために、 NSBezierPath オブジェクトを CGPathRef に
変換したいケースがあります。例えば、NSBezierPath で定義されているパス・セグメントを Quartz のト
ランスペラレンシィ・レイヤーに描画したいとか、より精度の高いマウスクリック検出が必要な場合などで
す。
以下のサンプル・コードはそのような場合に、いかにしてNSBezierPath オブジェクトから CGPathRef を
作成するかを示します。ここで定義されている quartzPath メソッドは、適切な QuartzPath 作成関数を
コールするために 自身の保持するポイントデータを使用します。メソッド自体は変更可能な CGPathRef
を生成しますが、クライアントに返すのは変更不能なコピーです。
@implementation NSBezierPath (BezierPathQuartzUtilities)
// このメソッドはMac OS X v10.2 以降のシステムで動作します.
- (CGPathRef)quartzPath {
int i, numElements;
CGPathRef immutablePath = NULL;
// パス・エレメントが存在すれば CGMutablePathRef を作成.
numElements = [self elementCount];
if (numElements > 0) {
CGMutablePathRef path = CGPathCreateMutable();
NSPoint points[3];
// ポイントを一つずつCGPathPref に追加.

for (i = 0; i < numElements; i++) {
switch ([self elementAtIndex:i associatedPoints:points]) {
case NSMoveToBezierPathElement:
CGPathMoveToPoint(path, NULL, points[0].x, points[0].y);
break;
case NSLineToBezierPathElement:
CGPathAddLineToPoint(path, NULL, points[0].x, points[0].y);
break;
case NSCurveToBezierPathElement:
CGPathAddCurveToPoint(path, NULL, points[0].x, points[0].y,
points[1].x, points[1].y, points[2].x, points[2].y);
break;
case NSClosePathBezierPathElement:
CGPathCloseSubpath(path);
break;
}
}
// 変更不能のコピーを返す.
immutablePath = CGPathCreateCopy(path);
CGPathRelease(path);
}
return immutablePath;
}
@end
パス上でのマウスクリックを検出する
NSBezierPath のメソッド、containsPoint: を使用すれば、指定したポイントがそのパス・オブジェクト
の塗り潰し対象領域内にあるかどうかが判定できます。このメソッドはパス・オブジェクトの全てのサブパ
ス（開放・閉鎖をとわず）に対してそのポイントをテストし、いずれかのサブパスの塗り潰し対象領域にそ
れが含まれていればYESを返します。その判定には常にノン・ゼロ・ワインディング・ルールが適用されま
す。
もしソフトウエアがMac OS X 10.4 以降で稼働すればいいのなら、Quartz の
CGContextPathContainsPoint() 、 CGPathContainsPoint() を使用することでより精密な検出を行うこ
とが可能です。なお、これらの関数を使用するには、前項で解説した方法で、NSBezierPath オブジェクト
を CGPathRef に変換する必要があります。
以下に NSBezierPath オブジェクトに対して Quartz の関数を用いたより高度なマウスクリック検出を実
行するサンプルを NSBezierPath にカテゴリを追加する形で示します。この実装は、レシーバが保持する
パスを CGPathRef に変換し（前項サンプルで定義したメソッドを使います）、 関数
CGContextPathContainsPoint() をコールするものです。この関数では検出を行う対象のパスの描画モー
ドを、kCGPathFill、kCGPathEOFill、kCGPathStroke、kCGPathFillStroke、そして
kCGPathEOFillStroke の中から選択できます。おのおののモードの特性については Quartz のドキュメン
トを参照してください。

@implementation NSBezierPath (BezierPathQuartzUtilities)
// このメソッドは Mac OS X v10.4 以降でのみ動作します.
- (BOOL)pathContainsPoint:(NSPoint)point forMode:(CGPathDrawingMode)mode {
CGPathRef path = [self quartzPath];
CGContextRef cgContext =
(CGContextRef)[[NSGraphicsContext currentContext] graphicsPort];
CGPoint cgPoint;
BOOL containsPoint = NO;
cgPoint.x = point.x;
cgPoint.y = point.y;
// 現在のグラフィックス・ステートを保存.
CGContextSaveGState(cgContext);
CGContextAddPath(cgContext, path);
containsPoint = CGContextPathContainsPoint(cgContext, cgPoint, mode);
CGContextRestoreGState(cgContext);
return containsPoint;
}
@end

イメージ
イメージはあらゆる Mac OS X アプリケーションにとって欠くべからざる要素です。Cocoa においても、
イメージは非常に重要でかつ柔軟性に富んだ役割を果たします。プログラマはイメージを使って既存の画像
を画面にレンダリングしたり、また描画命令をバッファしたりすることができます。Cocoa におけるイメー
ジ操作機能の心臓部は NSImage クラスです。このクラスはイメージデータに関わるあらゆるものを管理
し、以下の機能を実現します。
•
•
•
•
•

ディスクから既存のイメージをロードする
ビューにイメージを描く
新規にイメージを生成する
イメージをスケーリング、リサイズする。
イメージをいくつかの異なったフォーマットに変換する

プログラマはさまざまな局面でイメージを利用することができます。既存のイメージファイル（JPEG、
GIF、PDF、EPSなど）を読み込んでユーザ・インタフェースを描けば、パス・ベースの基本図形の組み合
わせではとても表現できないようなものを表示することが可能です。また、イメージをユーザに見えないオ
フスクリーンや一時的なバッファとして扱い、あとで使うために画像を準備しておいたりすることができま
す。
ビットマップはイメージの最も一般的な形式のひとつです、が、NSImage クラスを単に写真やビットマップ
を管理するクラス、と考えるのは間違いです。Cocoa の NSImage クラスはビットマップだけでなく、実に
バラエティに富んださまざまなフォーマットのイメージを扱うことが可能なのです。それは写真やビット
マップをサポートする多くの標準的フォーマットだけでなく、ベクトル、PDF、EPSにPICTなど、コマン
ドベースの形式や、コア・イメージ・フレームワークで作成されたイメージまでもサポートしています。

イメージの基本
NSImage クラスは多様なフォーマットのイメージを扱うために必要なハイレベルなインタフェースを提供
します。そして、にも関わらず、NSImageクラスは実際の画像データの扱いに関しては何も知りません。そ
の代わりに一個あるいはそれ以上のイメージ・リプレゼンテーション・オブジェクト（このオブジェクトは
NSImageRepクラスのインスタンスです）を管理するのです。個々のリプレゼンテーション・オブジェクト
は特定のフォーマットのイメージデータを理解し、またその内容を現在のグラフィックス・コンテキストに
レンダリングする能力を持っています。
以下のセクションではこのイメージ・リプレゼンテーション・オブジェクトとイメージ・オブジェクトの関
係について詳述します。

イメージ・リプレゼンテーション
イメージ・リプレゼンテーション・オブジェクトは一つのイメージを固有のサイズ、固有のカラー・スペー
ス、固有のデータ・フォーマットで管理するクラスで、NSImageクラスによって使用されます。リプレゼン
テーションは、イメージデータのファイルからの読み込み、ファイルへの書き込みに責任を持ち、そうして
読み込んだ生のデータを現在のグラフィックス・コンテキスト上にレンダリング可能なビットマップに変換
する方法を知っていなければなりません。また、管理しているイメージデータを直接操作するためのインタ
フェースを提供するものもあります。

ファイル・ベースのイメージの場合、NSImage はファイル内でセグメントされた個々のイメージごとにイ
メージ・リプレゼンテーション・オブジェクトを作成します。もちろん、ほとんどのイメージ・フォーマッ
トは1ファイルに１つのイメージしかサポートしていませんが、TIFFなど複数のイメージを管理できる
フォーマットも存在し、フルサイズ・バージョンのイメージとそのサムネイルを同じファイルに持っていた
りするからです。
ファイルから読み込むのではなく、その場でダイナミックにイメージを作成する場合、プログラマはそのイ
メージのためにリプレゼンテーション・オブジェクトを用意する必要があります。ファイル・ベースの場合
と同様、ほとんどのイメージが必要とするリプレゼンテーション・オブジェクトは１つです。異なった解像
度のデバイスでレンダリングが行われるときも NSImage が自動的に必要なスケーリングや調整を行ってく
れるので、そのために違うリプレゼンテーションを用意する必要はないのです。ただしどんなことにも例外
はあります。それは例えば以下のような場合です。
• 高品質な印刷が要求され、PDFや、より高解像度のビットマップを作成する必要がある場合
• 元のイメージにアクセスし、変更を加えた新たなイメージを作りたい場合
イメージの描画時、NSImage は描画対象であるキャンバスに最も適したリプレゼンテーションを選択しま
す。この選択は後述するいくつかの要素にもとづくものですが、これを嫌い、必ず特定のリプレゼンテー
ションが使われるようにしたい場合には、NSImage のメソッド、drawRepresentation:inRect: を使用し
ます。

イメージ・リプレゼンテーション・クラス
Cocoa には次のような一般的なリプレゼンテーション・クラスが用意されており、全てのリプレゼンテー
ション・クラスは、NSImageRep のサブクラスとして定義されています。

クラス

サポート・タイプ

説明

NSBitmapImageRep

TIFF, BMP,
JPEG, GIF, PNG,
DIB, ICO, その他

ビットマップデータを扱う。いくつかの一般的な
フォーマットについては直接サポート。暗号化などの
カスタムフォーマットの場合は、リプレゼンテーショ
ンを作成する前にデコードすること。レンダリングに
際してカラー・プロフィールの適用が可能。

NSCachedImageRep

Rendared Data

このクラスはCocoa 内部でレンダリングしたイメー
ジのキャッシュに使用される。プログラマが直接これ
を作成することはまず、ない。

NSCIImageRep

N/A

CIImage のためのリプレゼンテーション。自身が多く
のビットマップ・フォーマットをサポートしている。

NSPDFImageRep

PDF

PDFの表示。

NSEPSImageRep

EPS

ポストスクリプト、あるいはカプセル化ポストスクリ
プトの表示。

NSCustomImageRep

Custom

その操作をデリゲート・オブジェクトにゆだねるカス
タム・リプレゼンテーション。

クラス

サポート・タイプ

説明

NSPICTImageRep

PICT

PICT（version1, version2, extended version2）の
表示

いくつかのケースでは、プログラマはリプレゼンテーションの生成に関して何も考える必要がありません。
例えば、既存のイメージファイルからイメージをロードするような場合、どのリプレゼンテーションを使う
かはファイルの情報に基づいてNSImageが自動的に判断します。プログラマがしなければならないのはそ
のイメージをビューに描画することだけです。
新しいイメージ・フォーマットをサポートしたい場合、新しいリプレゼンテーション・クラスを定義する必
要があります。その場合、NSImage クラスと NSImageRep のサブクラスはCocoaの他のいくつかのクラ
スに見られるようなクラス・クラスター・モデルに従わないことに注意してください。新しいイメージ・リ
プレゼンテーションを作成するのは比較的簡単です（詳しくは後で説明があります）。

リプレゼンテーションの選ばれ方
描画命令を受けとると、NSImageはリプレゼンテーションのリストの中から現在の出力デバイスに最適な
ものを探します。最適なリプレゼンテーションを決定する基準は、カラー・スペースの適合、解像度、ビッ
ト・デプス、そしてイメージのサイズで、以下の順番に適用されます。
1. カラー・スペースがデバイスのそれに適合しているもの。デバイスがカラーであればカラーのリプレゼン
テーションを、モノクロであれはグレイスケールを選択します。
2. 解像度がデバイスとマッチしているもの。デバイスと同じ解像度のリプレゼンテーションが見当たらなけ
れば、もっとも高解像度のリプレゼンテーションが選択されます。
デフォルトで、イメージの解像度がデバイスのそれの整数倍であれば「マッチしている」と判断されます。
複数のリプレゼンテーションがマッチした場合、NSImageはそれらのうち最も現実の解像度に近いものを
選びます。なお、NSImage の setMatchesOnMultipleResolution: でNO を指定すれば、整数倍のものを
マッチしていると見なさないようにすることができます。
この選択基準は、解像度情報を持つTIFFあるいはビットマップといったリプレゼンテーションをそれを持た
ないEPSリプレゼンテーションよりも優先します。メソッド、 setUsesEPSOnResolutionMismatch: を使
えば、解像度がマッチしない場合にEPSリプレゼンテーションを選択するよう指定できます。
3. ビット・デプス（1サンプルあたりのビット数）がデバイスに合致するものを選択します。マッチするも
のがなければ、もっともビット・デプスの大きいものが選ばれます。
プログラマはこれらの判断基準の順番を変更することが可能です。例えば1と2を逆転させたい場合には、
メソッド、 setPrefersColorMatch: にNOを送ってください。まず解像度での判断が行われるようになり
ます。
また、これらの条件を厳しくしすぎてリプレゼンテーションを選択できない場合、例えば上のようにカ
ラー・スペースの条件を外し、他の条件が全く同一の2つのTIFFリプレゼンテーションがあるような場合に
は、どちらが選択されるかはオペレーティング・システムに依存します。

イメージとキャッシュ
NSImage クラスはアプリケーションにおける描画のパフォーマンスを向上させるために、内部にキャッ
シュの機構を持っています。この仕組みは、イメージ・マネジメントの重要な部分で、またデフォルトで全
てのイメージに適用されます。またプログラマは NSImage のメソッド、setCacheMode: を使ってそのオ
ブションを変更することができます。以下に NSImageで利用可能なキャッシュ・モードの一覧を示しま
す。

キャッシュ・モード

説明

NSImageCacheDefault

イメージ・リプレゼンテーションに適したキャッシュ・モードを使用す
る。初期値。

NSImageCacheAlways

常にイメージの１バージョンをキャッシュする。

NSImageCacheBySize

イメージのサイズが実データのサイズより小さく設定されたら、そのイ
メージをキャッシュする。

NSImageCacheNever

イメージをキャッシュしない。イメージは描画が必要となるたびラスタ
ライズされる。

なお、以下の表は上のNSImageCacheDefault の時、どんなリプレゼンテーションにどんなキャッシュ・
モードが使用されるかを示したものです。

イメージ・リプレゼンテーション

キャッシュの振る舞い

NSBitmapImageRep

NSImageCacheBySize。スクリーンのビット・デプスとイ
メージのそれが一致しないか、または解像度が72dpi より大き
い場合にキャッシュ・コピーがつくられる。

NSCachedImageRep

これはキャッシュ機能を実現するためのもの。内部で使われ
る。

NSCIImageRep

NSImageCacheBySize。 スクリーンのビット・デプスとイ
メージのそれが一致しないか、または解像度が72dpi より大き
い場合にキャッシュ・コピーがつくられる。

NSPDFImageRep

NSImageCacheAlways。

NSEPSImageRep

NSImageCacheAlways。

NSCustomImageRep

NSImageCacheAlways。

NSPICTImageRep

NSImageCacheBySize。スクリーンのビット・デプスとPICT
に含まれるイメージのそれが一致しないか、または解像度が
72dpi より大きい場合にキャッシュ・コピーがつくられる。

キャッシュはスクリーンに表示するイメージを準備するのに役立つステップです。最初にロードされると
き、イメージ・リプレゼンテーションに対するデータは、スクリーンに直接レンダリングできる形式でない
場合もあり得ます。例えばPDFです。PDFイメージ・リプレゼンテーションがロードされるとき、それはグ
ラフィック・ボードに送られる前にラスタライズされていなければなりません。キャッシュをオンにしてお
けば、NSPDFImageRepはまずラスタライズしたキャッシュ・イメージを作成し、それをスクリーンに描
いてくれます。そして再描画の際にもキャッシュしたイメージを使います。仮にこのリプレゼンテーション
のキャッシュ・モードをオフにすると、イメージの描画が要求されるたびにラスタライズが必要となりま
す。これは描画のパフォーマンスをかなり低下させるでしょう。
ビットマップ・リプレゼンテーションにおいて、キャッシュが行われるかどうかはそのデータの内容に依存
しています。ビットマップのカラー・スペース、解像度、ビット・デプスが出力先のデバイスの属性にぴっ
たりマッチしているなら、そのデータはキャッシュなしでダイレクトに扱われます。しかしながらこれらの
属性のどれか一つでも異なれば、リプレゼンテーションはパフォーマンスの低下を避けるべく、キャッ
シュ・コピーを作成するでしょう。
重要：キャッシュはあくまでスクリーン・アップデートの際のパフォーマンスをを向上させるためにあるこ
とを忘れないでください。印刷にあたっては、Cocoa は可能な限り、キャッシュではなく元のデータとそ
の解像度を使用しようとします。

キャッシュとイメージデータの保持
キャッシュはつまりメモリ上にあるイメージのコピーと見なせるので、いったんこれが作られると
NSImage はオリジナルのイメージデータを破棄してしまいます。これはメモリを節約しイメージのサイズ
や属性の変更が起こらない場所の描画パフォーマンスを向上させるためです。が、プログラムがイメージの
サイズや属性の変更を意図している場合には話が違ってきます。キャッシュは無駄なだけでなく、逆にパ
フォーマンスの低下のもとになるでしょう。そのような場合には、NSImageに対してオリジナルデータの
保持を指示することができます。
あるイメージ・オブジェクトに対してデータの保持を命じるには、そのオブジェクトに setDataRerained:
メッセージを送ります。それもできれば NSImage オブジェクトを生成した直後に送るべきです。イメージ
がレンダリングされたあとや、イメージにフォーカス・ロックがかけられたあとに設定したのでは、Cocoa
がもう一度オリジナルデータをロードしなければならない場合もあり得ます。

イメージを分けてキャッシュする
パフォーマンスを向上させるため、アプリケーション・イメージのキャッシュはほとんど、１つあるいはそ
れ以上のオフスクリーン・ウインドウで発生します。これらのウインドウはアプリケーションのためのイ
メージ保管場所として機能し、他のアプリケーションと共有されることはありません。Cocoa は 自動的に
それらを管理し、現在のイメージ属性に基づいてそれらにイメージをアサインします。
デフォルトでは、Cocoaは単一のウインドウに複数のイメージを保持し、できるだけオフスクリーン・ウイ
ンドウの数を減らそうとします。各イメージのサイズがそれほど頻繁に変化しない場合、このやりかたはい
くつものウインドウに分割してイメージを格納するより高速です。しかし、サイズが頻繁に変化するイメー
ジを扱う場合には NSImageオブジェクトに対して setCacheSeparately: を送ってそのイメージだけ別に
キャッシュするよう指示したほうがいいでしょう。

イメージのサイズと解像度
NSImage 、NSImageRep 両方のクラスにイメージのサイズを調べたり変更したりするメソッドが用意され
ています。しかしながらこれらのメソッドの意味するところはクラスによって少々違いますので気をつけて
ください。NSImageにおいては、サイズはいつでもユーザ座標スペースの単位で表現されます。したがっ
て、72 * 72 ポイントのイメージは常に1インチの正方形に描かれます。これに対してNSImageRep ではサ
イズはそのイメージにネイティブの、またはキャッシュされたビットマップに限定されます。解像度に依存
しないイメージ・リプレゼンテーションでは、キャッシュされるビットマップはそのリプレゼンテーション
にマッチしたNSImage のサイズで作成されることになります。しかし実際の（本物の）ビットマップ・イ
メージのサイズは、そのイメージの横幅と高さ（ピクセル単位）に等しいのです。
プログラマがイメージデータをファイルからロードする時、NSImage オブジェクトはサイズに関する情報
をそのデータから読み取ります。例えばEPSデータの場合はバウンディング・レクタングルがサイズを表し
ますし、TIFFデータではイメージ・レングスとイメージ・ウィドゥスがそれにあたります。プログラム上で
新規にNSImageを生成する際には、かならずそのサイズを指定しなければなりません。
プログラマはいつでも NSImage あるいは NSImageRep のsetSize: メソッドを使ってイメージのサイズを
変更することができます。NSImage の size メソッドが返すサイズはユーザ座標スペースで幅と高さを表し
ます。したがってこの値を変更すると、ビューに描かれるイメージのサイズが変わります。この変更は通常
（それが存在する場合は）NSImage が保持するキャッシュされたイメージにのみ適用されます。対して
NSImageRep の setSize: メソッドでそのサイズを変更すると、そのリプレゼンテーションがイメージを保
持するのに使用できるビットの実数が変わります。これは特にビットマップ・イメージに重要な影響を及ぼ
します。結果としてメモリ上に保持されているイメージのコピーの一部が失われる場合もあります。
イメージ・リプレゼンテーションが保持するデータのサイズが、それがレンダリングする矩形のそれよりも
小さい場合、イメージをスケーリングして矩形に合わせなければなりません。PDFイメージなどの解像度に
依存しないイメージであればあまり問題はありませんが、ビットマップ・イメージの場合には、余分なス
ペースを埋めるためにピクセル値を補完するなどの処理が必要となります。以下の表はそうした補完に関わ
るオプションについて説明したものです。

補完定数

説明

NSImageInterpolationDefault

グラフィックス・コンテキストのデフォルトを使用する。

NSImageInterpolationNone

ビット補完を行わない。

NSInterpolationLow

高速だが低品質の補完を行う。

NSInterpolationHigh

低速だが高品質の補完を行う。

上のように補完設定にはそれぞれ速度と品質において一長一短があります。この設定を変更したい場合には
NSGraphicsContext のメソッド、 setImageInterpolation: を使用してください。
注意：スケーリングはメモリ上のイメージのコピーにのみ影響します。ディスクに保存されているイメージ
を変更することはありません。
イメージの保持をオフにした状態で繰り返しスケーリングを行うことはイメージデータに著しい品質の低下
をもたらします。特にそれはイメージを小さくするときに発生します。なぜなら次にそれを拡大する際には
小さくされたぶんの情報量しかないからです。当然ですね。

もしもプログラムが同じイメージをいくつかの異なったサイズで必要とするなら、品質の低下を避けるため
に複数の、サイズを変えたイメージ・リプレゼンテーション・オブジェクトを用意するのはひとつの方法で
す。また、キャッシュ・システムに対してオリジナル・イメージ・データへのアクセスを保証するために、
setDataRetained: を使うこともできます。

イメージとフリップ座標システム
イメージの描画ではデフォルトで標準の（y軸方向に逆転していない）座標システムが使用されます。これ
は、イメージの原点が左下のコーナーにあることを意味し、これをフリップ座標システムを使用するビュー
に描けば、当然ながら上下が逆転して表示されます。これを避けるためには、NSImage のメソッド、
setFilpped: を使ってイメージデータの使用する座標システムを逆転します。
イメージデータによって使用されている座業システムは、そのイメージが描画される先のビューのシステム
から独立しています。イメージの配置は常に、それを内包するビューの座標システムを使って行われます。
したがって通常の（フリップしていない）ビューでは、イメージの占める矩形の基点はその左下隅に位置
し、フリップしているビューではそれが左上隅になります。
空っぽのイメージに対して描画を行う場合、フォーカスロックを行って描画を始める前にまずその方向、す
なわちフリップ座標システムを使用するか否かを決定するべきです。上にも記したようにデフォルトでは非
フリップ座標システムが使用されます。描画を行ってしまったあとで、イメージの方向を変えるべきではあ
りません。

Cocoa でサポートされているファイル・フォーマット
Cocoa は多くの一般的なイメージ・フォーマットをサポートしています。また、 ImageIO.framework を
使えば、それ以外の、実に多様なフォーマットのイメージデータをインポートすることが可能です。

基本フォーマット
以下の表は、Cocoa 自体がサポートしているイメージ・フォーマットの一覧です。なお、拡張子の表記につ
いては大文字であっても認識します。

フォーマット

ファイル名の拡張子

UTI

Portable Document Format (PDF)

.pdf

com.adobe.pdf

Encapsulated Postscript (EPS)

.eps, .epl, .epsf, .epsl,
.ps

Tagged Image File Format (TIFF)

.tiﬀ, .tif

public.tiﬀ

Joint Photograhic Experts Group
(JPEG)

.jpg, .jpeg, .jpe

public.jpeg, public.jpeg-2000

Graphic Interchange Format

.gif

com.compuserve.gif

Portable Native Graphic (PNG)

.png

public.png

Macintosh Picure Format (PICT)

.pict, .pct, .pic

com.apple.pict

Windows Bitmap Format (DIB)

.bmp, .BMPf

com.microsoft.bmp

Windows Icon Format

.ico

com.microsoft.ico

Icon File Format

.icns

com.apple.icns

TIFF圧縮
以下の表にある4種の圧縮アルゴリズムのどれかであれば、圧縮データからTIFFイメージを読むことが可能
です。

圧縮形式

説明

LZW

データの損失なしで圧縮・伸長が可能。圧縮率は最大5:1、PackBits スキーム
よりも若干遅い。

PackBits

データの損失なしで圧縮・伸長が可能。ただしLZWほどの圧縮率は望めない。

JPEG

JPEG圧縮はTIFFファイルではもうサポートしていない。したがってこのファク
ターは無視される。

CCITTFAX

ファクシミリ用のグレイスケール圧縮。CCITT3あるいはCCITT4 の国際標準方
式。

NSImage オブジェクトはまた、上のいずれかを使って圧縮されたTIFFデータを作成することができます。
TIFFデータを作成するには、NSImageのメソッド、 TIFFRepresentationUsingCompression:factor: を
使用します。

その他のファイル・フォーマットのサポート
Mac OS X 10.4以降のシステムでは、NSImageは イメージI/O フレームワーク を使用してより多くのファ
イル・フォーマットをサポートすることができます。サポートされている全てのフォーマットの拡張子を得
るには、NSImage のクラスメソッド、 imageUnﬁlteredFileTypes を使います。今後もサポート対象の
フォーマットは増えていく予定ですが、以下の表に現在サポートされているなかでも一般的なものを紹介し
ておきます。

タイプ

ファイル名の拡張子

Adobe RAW

.dng

Canon 2 RAW

.cr2

Canon RAW

.crw

FlashPix

.fpx, .fpix

Fuji RAW

.raf

Kodak RAW

.dcr

MacPaint

.ping, .pnt, .mac

Minolta RAW

.mrw

Nikon RAW

.nef

Olympus RAW

.orf

OpenEXR

.exr

Photoshop

.psd

QuickTime import Format

.qti, .qtif

Radiance

.hdr

SGI

.sgi

Sony RAW

.srf

Targa

.targa, .tga

Windows Cursor

.cur

XWindow bitmap

.xbm

実際には Application Service フレームワーク の一部ですが、ImageIO.framework はその実Quartzの一
部になっています。イメージI/O は多くのファイル・フォーマットの読み書きをハンドリングします。
Quartzを直接使うなら、CGImageSource を使って読み込みを、CGImageDestination を使って書き込み
を行います。 イメージI/O フレームワーク の詳しい説明は、「CGImageSource Reference and
CGImageDestination Reference」を参照してください。

イメージを使用するためのガイドライン
以下はプログラマがイメージをより効果的に使用するためのガイドラインです。
• 可能な限りNSImage のインタフェースを使用しましょう。NSImageのゴールはイメージデータとプログ
ラマの間をとりもつことです。イメージ・リプレゼンテーションの使用は必要最小限に。
• NSImage および そのイメージ・リプレゼンテーションは変更不能なオブジェクトとして扱いましょう。
NSImage のゴールは対象のキャンバスにイメージを効率的に表示することです。必要なイメージは合成
などを上手に使って新しく作るようにし、既存のイメージデータを直接変更するようなことは極力避ける
ようにします。
• スクリーン・ベースの表示に関してはできるだけ NSImageのキャッシュ・メカニズムを活用しましょ
う。キャッシュされたイメージは、 Quartz によって直に、 CGImageRef オブジェクトを使ったデータ
としてビデオカード内に保存されるため、NSCachedImageRep は NSBitmapImageRep よりずっと効
率的です。
• 異なったサイズのイメージの表示品質を上げるために一つのNSImageに対して同じイメージのリプレゼン
テーションを用意するメリットはいまやほどんどありません。最近のハードウェアはイメージのリサイズ
やスケーリングに関して驚くほど高速です。唯一、複数のリプレゼンテーションを保持することにアドバ
ンテージが考えられるのはそれらのリプレゼンテーションがそれぞれカスタマイズされたイメージを持っ
ているような場合だけです。

NSImage オブジェクトを作成する
イメージを使った描画を行うためには、新規にイメージを作成するか、ファイルなどから既存のイメージを
ロードしてこなければなりません。Cocoa では新しいイメージを作成したり既存のイメージをロードする
ために以下のようなテクニックをサポートしています。

既存のイメージをロードする
NSImage のメソッドを使用して、ファイルやURLからイメージをロードすることが可能です。ファイルの
パスやURLを指定されると、NSImage はそのファイルの中のデータタイプを調べ、それに最も適したリプ
レゼンテーションを作成します。
以下のサンプルコードはアプリケーション自身のバンドルから「image1」という名前のJPEGファイルを
ロードしています。このように既存のイメージをロードする主な目的はそれをレンダリングするためである
ことをお忘れなく。もし既存のファイルを操作・変更したいのであれば、イメージはNSImage のまま保持
するのではなく、オフスクリーン・ウインドウやローカルのデータ構造にコピーして行うべきです。
NSString* imageName = [[NSBundle mainBundle] pathForResource:@"image1" ofType:@"JPG"];
NSImage* tempImage = [[NSImage alloc] initWithContentsOfFile:imageName];

名前付きのイメージをロードする
頻繁に使用するイメージなら、それらを保存し、また簡単にロードするために Application Kit の 名前付き
イメージ・レジストリを使うことができます。これを使えば、その都度ファイルからイメージを読み込んで
新しいオブジェクトを作成する手間を省くことができるのです。生成済みのイメージをレジストリに入れる
だけでなく、以下のようなシステムやアプリケーション内にある特定可能なイメージをそもそものロードか
ら登録しておくこともできます。
• Application Kit フレームワーク のリソース・ディレクトリに保管されているシステム・イメージ
• アプリケーションのメイン・バンドル内のリソース・ディレクトリにあるアイコンその他のイメージ
レジストリからイメージを検索するためには NSImage のクラスメソッド、imageNamed: を使用します。
このメソッドは指定された名前でレジストリ内、ついでApplication Kitの共有リソース内、アプリケーショ
ンのメイン・バンドル内、最後にApplication Kit のバンドル内を探し、該当するイメージをロード、レジ
ストリに加えてから返します。次回からは検索とロードの手間が軽減するわけです。
例えばアプリケーションが自身のアイコンを検索するには、 imageNamed: に「NSApplication」 という
名前を渡します。それが存在すればアプリケーションのカスタムアイコンが、ないばあいはシステムが用意
しているデフォルトのアプリケーション・アイコンが返されます。
上のように既存のイメージを検索するだけでなく、NSImage の インスタンスメソッド、setName: を使っ
て、作成済みのイメージをレジストリに加えることもできます。setName: メソッドはレシーバーを与えら
れた名前でイメージ・レジストリに加えます。ダイナミックに作成したイメージや、アプリケーション・バ
ンドル以外からロードしたイメージを頻繁に使いたいような場合に使用すると便利です。
注意：setName: でレジストリにイメージを加える場合、その名前が既存のものと重複しないようにする必
要があります。重複した場合、以前あったイメージは破棄され新しいもので置き換えられてしまうからで
す。まぁ、もしそういうことがあっても、もう一度ファイルからロードすればいいと言えばそうなんです
が。

イメージを描画する
NSImage にフォーカスをロックし、プログラムによってそのコンテキスト上に他のイメージやパスなどを
描くことができます。このテクニックは、プログラマが最終的にスクリーンに出力するイメージを作成する
のに最も頻繁に使われます。また、当然ですがこうして作成したイメージはファイルに保存することも可能
です。
以下のリストは新規に空のイメージを作成してその上に描画を行うサンプルです。新しいNSImageオブジェ
クトを生成する際にはピクセル単位でそのサイズを指定しなければなりません。既存のイメージにふぉーか
すをロックして描画を行うと、その結果は既存のイメージに合成されます。また、描画に当たってはビュー
に対して描画するときに使うどんなルーチンも使用することができます。
NSImage* anImage = [[NSImage alloc] initWithSize:NSMakeSize(100.0, 100.0)];
[anImage lockFocus];
// ここで描画を行う...
[anImage unlockFocus];
// 作成したイメージをカレント・グラフィックス・コンテキストに出力
[anImage drawAtPoint:NSMakePoint(0.0, 0.0)
fromRect: NSMakeRect(0.0, 0.0, 100.0, 100.0)
operation: NSCompositeSourceOver
fraction: 1.0];
NSImage オブジェクトに対して行われる描画は、 もしそれが既に存在していなければ、新規にひとつの
NSCachedImageRepを生成します（既に存在していれば既存のものが使われます）。NSImageのメソッ
ド、 lockFocusOnRepresentation: で特定のリプレゼンテーションに対してフォーカスをロックしても、
リプレゼンテーション自体にロックオンするわけではありません。そのリプレゼンテーションに関連するオ
フスクリーン・ウインドウがロックされ、そこに描画が行われます。ちょっと分かりづらいかもしれません
が、このことはイメージの変更不能性とそのリプレゼンテーションの関係をよく表しています。
イメージとそのリプレゼンテーションは、効率および安全性のため、基本的に変更不能とされています。例
えば自分のアプリケーション・バンドル内のイメージのことを考えてみてください。あなたは本当にこれら
のイメージの恒久的変更を望みますか？ NSImage はオリジナル・データを改変するよりもそのコピーを作
成してそれを変更するという方法をとります。特にスクリーンを出力対象とするイメージは、キャッシュが
利用できるので効率的でもあります。

ビットマップを作成する
Cocoa でビットマップを作成するにはいくつかの異なった方法があります。これらのうちのあるものは他の
方法より便利ですが、そのかわりに使用できるシステムのバージョンが限られたりするので注意が必要で
す。
＊既存のビュー、あるいはイメージの内容を切り取って新しいイメージを作成するには次のようにします。
→目的のオブジェクトにフォーカスをロックし、 NSBitmapImageRep のメソッド、
initWithFocusedViewRect: を使います。
→Mac OS X 10.4 以降のシステムであれば、NSView のメソッド、
bitmapImageRepForCachingDisplayInRect: または cacheDisplayInRect:toBitmapImageRep: が使えま
す。前者は指定されたビューの中身をキャッシュするビットマップ・リプレゼンテーションを作成し、後者
はビューの中身を描画してそれを与えられたビットマップ・リプレゼンテーションに送り込みます。プログ
ラマはこうして作成したリプレゼンテーションをビューの内容の定期的な再描画に使用できます。ただ、新
しいイメージをキャプチャーする前に古いイメージをクリアするのを忘れないように。
＊直接ビットマップに描画を行いたい場合には、NSBitmapImageRep オブジェクトを生成し、次にこれを
NSGraphicsContext の graphicsContextWithBitmapImageRep: メソッドに渡して新しいグラフィック
ス・コンテキストを作成、最後にこれを現在のグラフィックス・コンテキストにして描画をおこないます。
このテクニックは Mac OS X 10.4 以降のシステムで利用可能です。
上の代わりに NSImage オブジェクト、あるいはオフスクリーン・ウインドウを作成してそこに描画を行う
方法もあります。こちらならMac OS X の全てのバージョンでサポートされています。
＊個々のビット値をセットするようなやり方でビットマップを作る必要がある場合には、
NSBitmapImageRep オブジェクトを作成し、直接そのピクセルを操作します。bitmapData メソッドを使
えば生のピクセル・バッファにアクセスできます。また、 NSBitmapImageRep には個々のピクセル値を
ゲット／セットできるメソッドも用意されています。このテクニックは多大な労力を要しますが、ビット
マップ・コンテンツの隅から隅まで自由に操作することが可能な万能の方法でもあります。例えば生のイ
メージデータをデコードしビットマップ・イメージに移し替えるような場合にはこの方法を選択することに
なるでしょう。
以下のセクションでは、上のうち、最初の2つのテクニックについて、実際の使用例をあげて詳しく解説し
ます。3番目の泥臭い方法については、 NSBitmapImageRep のリファレンスを参照してください。
重要：多くのオペレーティング・システムで、オフスクリーン・ビットマップがビューやウインドウの実際
の中身を保持するのに使われています。 が、Mac OS X ではこの種のオフスクリーン・ビットマップの使
い方は推奨されません。というのは、Mac OS Xが表示するウインドウのほとんどが、リフレッシュ・サイ
クルにに描画が干渉するするのを防ぐため、既にダブル・バッファリングされているからです。これにもう
ひとつオフスクリーン・ビットマップを付け足してトリプル・バッファにするのは屋上屋を重ねるようなも
の、メモリの無駄遣いです。

ビューあるいはイメージの中身をキャプチャーする
ビットマップを作成する簡単な方法は、既存のビューあるいはイメージの内容をキャプチャーすることで
す。ビューの内容をキャプチャーする場合、その対象は目に見えるスクリーン上のものだけではなく、オフ
スクリーンにしか存在しないものも含みます。またイメージをキャプチャーする際には、Cocoa はターゲッ
トのビットマップに最も適したイメージ・リプレゼンテーションを自動的に選択します。

キャプチャーするビューあるいはイメージが決まったら、まずはそのオブジェクトにフォーカスをロック
し、 NSBitmapImageRep のメソッド、 initWithFocusedViewRect: をコールします。この時キャプ
チャーしたい領域を矩形で指定します。もちろんこの矩形は元のビュー、あるいはイメージの全域であって
もかまいませんが、内容をスケーリングすることはできません。initWithFocusedViewRect: メソッドは、
ビューあるいはイメージに描かれた通りのビットマップ・イメージをキャプチャーします。
以下のリストは上に説明した手順を具体的に示したものです。これはオンスクリーンにあるビューの内容を
得るのによく利用されるコードです。
NSImage* image = [self getCurrentImage];
NSSize size = [image size];
[image lockFocus];
NSBitmapImageRep* rep = [[NSBitmapImageRep alloc] initWithFocusedViewRect:
NSMakeRect(0,0,size.width,size.height)];
[image unlockFocus];
オフスクリーンにあるビューの内容を得るためには、事前にオフスクリーン・ウインドウを作成してやる必
要があります。ウインドウ・オブジェクトは、内包するビューのためにバッキング・バッファを用意するの
でこれを利用するわけです。オフスクリーンである限り、ウインドウの原点がどこであるかは大きな問題で
はありません。以下の例ではオフスクリーンに配置されるのを確実にするため、原点としてとても大きな負
の数を指定していますが、処理の簡便さは（0, 0）を指定したときと変わりありません。
NSRect oﬀscreenRect = NSMakeRect(-10000.0, -10000.0,
windowSize.width, windowSize.height);
NSWindow* oﬀscreenWindow =
[[NSWindow alloc] initWithContentRect:oﬀscreenRect
styleMask:NSBorderlessWindowMask
backing:NSBackingStoreRetained
defer:NO];
[oﬀscreenWindow setContentView:myView];
[[oﬀscreenWindow contentView] display]; // バッキング・バッファに描画させる
// NSBItmapImageRep を生成
[[oﬀscreenWindow contentView] lockFocus];
NSBitmapImageRep* rep =
[[NSBitmapImageRep alloc] initWithFocusedViewRect:
NSMakeRect(0, 0, windowSize.width, windowSize.height)];
// もう必要ないのでウインドウを始末する
[[oﬀscreenWindow contentView] unlockFocus];
[oﬀscreenWindow release];

ビットマップに直接描画を行う
Mac OS X 10.4 以降のシステムでは、ビットマップ・イメージのリプレゼンテーションを作り、それに対
して直接描画を行うことが可能です。このテクニックは簡単で、イメージやウインドウなどをそのために生
成する必要もないので便利です。以下のサンプルコードはその使用例です。ビットマップから新しくグラ
フィックス・コンテキストを生成し、これをカレントにセットして描画しています。

NSRect oﬀscreenRect = NSMakeRect(0.0, 0.0, 500.0, 500.0);
NSBitmapImageRep* oﬀscreenRep = nil;
oﬀscreenRep = [[NSBitmapImageRep alloc] initWithBitmapDataPlanes:nil
pixelsWide:oﬀscreenRect.size.width
pixelsHigh:oﬀscreenRect.size.height
bitsPerSample:8
samplesPerPixel:4
hasAlpha:YES
isPlanar:NO
colorSpaceName:NSCalibratedRGBColorSpace
bitmapFormat:0
bytesPerRow:(4 * oﬀscreenRect.size.width)
bitsPerPixel:32];
[NSGraphicsContext saveGraphicsState];
[NSGraphicsContext setCurrentContext:[NSGraphicsContext
graphicsContextWithBitmapImageRep:oﬀscreenRep]];
// ここで内容を描画する
[NSGraphicsContext restoreGraphicsState];
描画が完了したら、このリプレゼンテーションをNSImage オブジェクトに加えて他のイメージと同じよう
に使うことができます。このリプレゼンテーションは OpenGLのテクスチャーとしても使うことが可能です
し、 NSBitmapImageRep のメソッドを使ってビットマップ中のビット値を調べることもできます。

PDF、EPS用のイメージ・リプレゼンテーションを作成する
PDF、およびEPS用のイメージ・リプレゼンテーションを作成するプロセスはほとんど同じです。どちらの
場合も Cocoa のプリンティング・システムとNSView オブジェクトを使用し、それによって作成された
データから望みのタイプのイメージ・リプレゼンテーションを作成するわけです。NSView クラスにはこの
ために2つの便利なメソッドが用意されています。
• PDFデータを作成するための dataWithPDFInsideRect: メソッド
• EPSデータを作成するための dataWithEPSInsideRect: メソッド
上のいずれかのメッセージをビューに送ると、Cocoa はプリンティング・システムを起動します。起動され
たプリンティング・システムはビューに対して必要なメッセージを送り、PDF、あるいはEPSのデータを生
成します。例えば Cocoa は描画される必要のある各ページのビューに対して drawRect: を送ります。また
必要に応じてページの境界や範囲を計算するメソッドも呼び出します。
注意：NSView のクラスはデフォルトのページ分けスキームを持っています。これをカスタマイズするに
は、少なくとも2つのメソッド、 knowsPageRange: および rectForPage: をオーバーライドする必要が
あります。詳しくは印刷に関するドキュメントを参照してください。

プリンティング・システムが仕事を終えると、 dataWithPDFInsideRect: あるいは
dataWithEPSInsideRect: メソッドが呼び出されて PDF、あるいはEPSのデータが格納された NSData オ
ブジェクトが作られます。このNSData オブジェクトを NSEPSImageRep、 NSPDFImageRepクラスの
初期化メソッド imageRepWithData: に渡せばめでたく目的のリプレゼンテーション・オブジェクトがで
きあがります。
以下のサンプルコードはビューからPDFイメージを作成する基本的なステップを示したものです。この
ビューはその内容を完全に描画できなければいけません。また、このビューはあるページ分けに基づいてあ
る内容を描画するために独立して作成されたものでも、また通常のウインドウに表示されるものでもあり得
ます。
MyPDFView* myView = GetMyPDFRenderView();
NSRect viewBounds = [myView bounds];
NSData* theData = [myView dataWithPDFInsideRect:viewBounds];
NSPDFImageRep* pdfRep = [NSPDFImageRep imageRepWithData:theData];
// でき上がったリプレゼンテーションを使ってイメージを作成する。
NSImage* pdfImage = [[NSImage alloc] initWithSize:viewBounds.size];
[pdfImage addRepresentation:pdfRep];
既存のオンスクリーンのビューを使う場合、そのビューの描画コードはスクリーンにその内容を描くのか、
印刷のために描画を行うのかによって調整される必要があります。 NSGraphicsContext のクラスメソッド
currentContextDrawingToScreen、あるいはインスタンスメソッド isDrawingToScreenを使えば、現在
の描画命令がスクリーン、とプリントどちらを対象としているのかを知ることができます。なお、これらの
メソッドはPDF 、EPSデータの生成時にはNOを返します。
重要：プリンティング・システムを対象に描画が行われる場合、使用できるコンポジット・オプションは
NSCompositeCopy と NSCompositeSourceOver に限られます。もし他のオプションを使用する必要が
あるなら、それを使用してまずイメージを作成し、それをプリンティング・システム渡さなければなりませ
ん。

Quartz イメージから NSImage を作る
NSImageクラスは、Quartzのイメージ・オブジェクトをラップする直接的な方法を一切提供していませ
ん。もし CGImageRef オブジェクトがあれば、それから Cocoa のイメージ・オブジェクトを作成する最
も簡単な方法は、フォーカス・ロックしたNSImage の上にQuartz の関数 CGContextDrawImage () を
使って Quartz のイメージ・オブジェクトを描いてしまうことです。この処理の基本は、69ページ「 イメー
ジを描画する」で説明しています。

イメージを使う
イメージにはさまざまな使い道があります。最も簡単なのはもちろんプログラムのユーザ・インタフェース
の一部としてビューの中に描画することですが、他にもいろいろな方法でイメージを使用することが可能で
す。以下のセクションでは、イメージに関連するいくつかの一般的な処理についてその方法を解説します。

イメージをビューに描く
NSImage クラスは現在のグラフィックス・コンテキストにイメージを描画するためにいくつかのメソッド
を用意していますが、ここではそのうちの代表的な2つについて説明します。
• drawAtPoint:fromRect:operation:fraction:
• drawInRect:fromRect:operation:fraction:
これらのメソッドはプログラマにイメージを簡単にレンダリングするインタフェースを提供しますが、もっ
と重要なことは、これらのメソッドが指定されたイメージだけがビューに描画されることを保証してくれて
いることです。他のメソッド、例えば compositeToPoint:operation: とそのバリエーションなどは、描画
速度こそ速いものの、描画前にイメージの境界をチェックしません。描画される矩形がイメージより大きい
場合、そこにはプログラマが意図しない内容が描かれてしまう可能性があります。仮にイメージが共有され
ているオフスクリーン・ウインドウの上にあったとしたら、そのウインドウ上の関係のないイメージを描い
てしまうことになるでしょう。
たった一つの例外を除いて、全ての描画・合成メソッドはターゲットとなるキャンバスに最適なイメージ・
リプレゼンテーションを選択します。唯一の例外が drawRepresentation:inRect: メソッドで、これだけは
指定されたリプレゼンテーションを使用します。これらのメソッドについての詳細は NSImage のドキュメ
ントを参照してください。
イメージは Cocoa における他の描画システムと同じコンポジット・オプションをサポートしています。こ
の詳細については、15ページの「コンポジット・オプションをセットする」の項で説明しています。

OpenGLのテクスチャーを作る
OpenGLでは、テクスチャーは物体の表面を塗るためだけに使われます。複雑であったり写真のようにリア
ルな表面に関してはプリミティブな図形を使って同じような効果を出すよりもテクスチャーを用いたほうが
簡単でしょう。Cocoa で作成されるビュー、イメージのほとんどからOpenGLで使うテクスチャーを作り
出すことができます。やり方も簡単で、ビューあるいはイメージからビットマップ・イメージ・リプレゼン
テーションを作成し、次にこれを使ってテクスチャーを作ります。
以下のコードは NSImage からテクスチャーを生成するメソッドです。このメソッドではまず、渡されたイ
メージからビットマップ・イメージ・リプレゼンテーションを作成したのち、いくつかのテクスチャー関連
のパラメータを設定してテクスチャー・オブジェクトを新規作成、ビットマップ・データをこのオブジェク
トに関連付けています。このメソッドは24ビットのRGB、32ビットのRGBAイメージを扱いますが、他の
形式をサポートするように変更するのも難しくないはずです。なお、パラメータ texName には、有効な
GLunit 、あるいは 0 へのポインタを渡します。この識別子はあとでそのテクスチャーを特定するのに使う
ことができます（ゼロを渡したときは自動的に識別子が割り振られて返されます）。
- (void)textureFromImage:(NSImage*)theImg textureName:(GLuint*)texName {
NSBitmapImageRep* bitmap = [NSBitmapImageRep alloc];
int samplesPerPixel = 0;
NSSize imgSize = [theImg size];

[theImg lockFocus];
[bitmap initWithFocusedViewRect:
NSMakeRect(0.0, 0.0, imgSize.width, imgSize.height)];
[theImg unlockFocus];
// アンパックした場合の rowLength をセットする.
glPixelStorei(GL̲UNPACK̲ROW̲LENGTH, [bitmap pixelsWide]);
// アンパックした場合のバイト数.
glPixelStorei (GL̲UNPACK̲ALIGNMENT, 1);
// 名前を指定されなければ勝手に作る
if (*texName == 0)
glGenTextures (1, texName);
glBindTexture (GL̲TEXTURE̲RECTANGLE̲EXT, *texName);
// Non-mipmap フィルタリング.
glTexParameteri(GL̲TEXTURE̲RECTANGLE̲EXT, GL̲TEXTURE̲MIN̲FILTER, GL̲LINEAR);
samplesPerPixel = [bitmap samplesPerPixel];
// ここではNonplanar かつ RGB 24ビット, あるいは RGBA 32ビットを扱う.
if(![bitmap isPlanar] &&
(samplesPerPixel == 3 || samplesPerPixel == 4)) {
glTexImage2D(GL̲TEXTURE̲RECTANGLE̲EXT, 0,
samplesPerPixel == 4 ? GL̲RGBA8 : GL̲RGB8,
[bitmap pixelsWide],
[bitmap pixelsHigh],
0,
samplesPerPixel == 4 ? GL̲RGBA : GL̲RGB,
GL̲UNSIGNED̲BYTE,
[bitmap bitmapData]);
} else {
// 他のビットマップ形式をサポートするならここに追加
}
// 後始末.
[bitmap release];
}
上のリストには以下のような追加情報があります。
• GL̲TEXTURE̲RECTANGLE̲EXTはnonpower-of-two（non-PoT）テクスチャーをサポートするの
に使われる（これはRage128 ハードウエアではサポートされません）。
• 関数 gluScaleImage() はGL̲TEXTURE̲RECTANGLE̲EXTをサポートしないハードウエアのために、
non-PoTテクスチャーをPoT にスケーリングするのに使われる。
• このメソッドを使うには現在のグラフィックス・コンテキストがOpenGLコンテキストでなければならな
い。
• でき上がったテクスチャーはパラメータtexNameの値にバインドされる。texName の値が0なら、新た
なテクスチャーIDが生成されて返される。

Core Imageフィルタを適用する
Mac OS X 10.4以降のシステムでは、Core Image フィルタはイメージそのものは変更せずにその見た目
を変える速くて効果的な方法です。Core Imageフィルタは、イメージのガウシアンぼかし、ひずみ、色修
正などのリアルタイム効果を適用するのにグラフィックス・アクセラレーションを使います。この方法で
は、イメージがスクリーン上で合成されるときにフィルターがかかるのでオリジナルのイメージデータを変
更しないのです。
Core Image フィルタは CIImage オブジェクトで稼働します。既存のCIImage オブジェクトがあれば、そ
れにさまざまな効果を加えることで、簡単にNSCIImageRep オブジェクトを作成することができます。あ
とはこのリプレゼンテーションを NSImage オブジェクトに加えてビューに描画を行うだけです。
既存のCIImageオブジェクトがない場合には、既存のイメージ・コンテンツを使ってそれを作成しなければ
なりません。まず第一歩としてビットマップ・イメージ・リプレゼンテーションを作成します。第二に
CIImage の initWithBitmapImageRep: にそれを渡して、Core Image のイメージ・オブジェクトを作成す
るわけです。
これ以上の詳細については、Core Imageの関連ドキュメント「Core Image Programming Guide」を参照
してください。

ビットマップを別のフォーマットに変換する
NSBitmapImageRepクラスは、ビットマップ・データをいくつかの標準的なフォーマットに変換する以下
のような機能を用意しています（「+」で始まるのはクラスメソッド、「-」はインスタンスメソッドで
す）。
•
•
•
•
•
•

+ TIFFRepresentationOfImageRepsInArray:
+ TIFFRepresentationOfImageRepsInArray:usingCompression:factor:
- TIFFRepresentation
- TIFFRepresentationUsingCompression:factor:
+ representationOfImageRepsInArray:usingType:properties:
- representationUsingType:properties:

上の4つのメソッドはビットマップを保持するTIFFデータを生成します。下の2つのメソッドを使えば、サ
ポートされている他の全ての形式の変換を行うことができます。これら6つのメソッドによって変換可能な
形式は、BMP、GIF、JPEG、PNG、そしてTIFFということになります。
これら全てのメソッドは変換結果をNSDataのオブジェクトとして返します。プログラマはこのデータを
ファイルに書き込んだり、新たに NSBitmapImageRepオブジェクトを生成するのに使うことができます。

カラー・スペース間の変換
Cocoa は異なるカラー・スペース間の直接的なイメージの変換をサポートしていません。NSImageを使っ
て直接イメージデータを他のカラースペースのイメージに変換する機能はないのです。ですから、カラー・
スペース間の変換を行いたい場合には Quartz と Cocoa の機能を組み合わせて使わなければなりません。

ターゲット・イメージを作成する
既存のイメージのカラースペースを変換するには、Ouartzを使ってターゲットであるカラー・スペースを使
用するグラフィックス・コンテキストを用意する必要があります。望みのカラー・スペースを持つ
CGContextRef オブジェクトが生成できたら、それを使ってCocoa の描画環境を設定し、イメージを描画
するのです。
以下にサンプルコードを示します。この関数は CMProﬁleRef オブジェクトを引数として受け取り（これは
ColorSyncマネージャ、あるいは NSColorSpace のcolorSyncProﬁle メソッドで得ることができます）、
カラー・スペースのチャンネル数を調べます。アルファを含むチャンネルの総数が判れば、それに合致する
ビットマップ・コンテキストを作成して返します。
CGContextRef CreateCGBitmapContextWithColorProﬁle(size̲t width,
size̲t height,
CMProﬁleRef proﬁle,
CGImageAlphaInfo alphaInfo) {
size̲t bytesPerRow = 0;
size̲t alphaComponent = 0;
// カラー・スペースのタイプを知る.
CMAppleProﬁleHeader header;
if (noErr != CMGetProﬁleHeader(proﬁle, &header))
return nil;
// プロフィールからカラー・スペースの情報を得る.
CGColorSpaceRef csRef = CGColorSpaceCreateWithPlatformColorSpace(proﬁle);
if (csRef == NULL)
return NULL;
// アルファ・コンポーネントがあれば1チャンネル追加.
if (alphaInfo != kCGImageAlphaNone)
alphaComponent = 1;
// カラー・スペースをチェック
OSType space = header.cm2.dataColorSpace;
switch (space) {
case cmGrayData:
bytesPerRow = width;
// Quartz はグレイスケールでアルファをサポートしない.
alphaInfo = kCGImageAlphaNone;
break;
case cmRGBData:
bytesPerRow = width * (3 + alphaComponent);
break;
case cmCMYKData:
bytesPerRow = width * 4;
// Quartz は CMYK でアルファをサポートしない.
alphaInfo = kCGImageAlphaNone;
break;
default:
return NULL;
}

// ビットマップのためにメモリを確保.
void* bitmapData = malloc(bytesPerRow * height);
CGContextRef theRef = CGBitmapContextCreate(bitmapData, width,
height, 8, bytesPerRow,
csRef, alphaInfo);
// 後始末
if ((!theRef) && bitmapData)
free(bitmapData);
CGColorSpaceRelease(csRef);
return theRef;
}
いったんQuartz のビットマップ・コンテキストを作成してしまえば、Cocoa で新規にグラフィックス・コ
ンテキストを作成し、描画にそれを利用することができます。 NSGraphicsContextオブジェクトを作るに
は、NSGraphicsContext のクラスメソッド、graphicsContextWithGraphicsPort: を使います（このメ
ソッドは CGContextRef オブジェクトをパラメータとして受け取ります）。次に setCurrentContext: で
その新しいコンテキストをカレントにします。描画が終わったら、Quartzをつかってその結果を含む
CGImageRef オブジェクトを作ることができます。以下のリストはこの過程を示しています。
- (CGImageRef) convertBitmapImageRep:(NSBitmapImageRep*)theRep
toColorSpace:(NSColorSpace*)colorspace{
if (!theRep)
return nil;
// Cocoa の -bitFomatが返した値をQuartzにマップする
CGImageAlphaInfo alphaInfo = GetAlphaInfoFromBitmapImageRep(theRep);
// イメージの情報を得る.
NSSize imageSize = [theRep size];
size̲t width = imageSize.width;
size̲t height = imageSize.height;
CMProfileRef profile = (CMProfileRef)[colorspace colorSyncProfile];
// イメージに基づく8ビットのビットマップを作る.
CGContextRef cgContext =
CreateCGBitmapContextWithColorProfile(width, height, profile, alphaInfo);
if (cgContext == NULL)
return NULL;
// NSGraphicsContext を作る.
NSGraphicsContext *graphicsContext =
[NSGraphicsContext graphicsContextWithGraphicsPort:cgContext flipped:NO];
// NSGraphicsContext をカレント・コンテキストに
[NSGraphicsContext saveGraphicsState];
[NSGraphicsContext setCurrentContext:graphicsContext];
// ビットマップを描くためのNSImageを生成.
NSImage* theImage = [[[NSImage alloc] initWithSize:imageSize] autorelease];
[theImage addRepresentation:theRep];
// Quartz bitmap context で描画
NSRect imageRect = NSMakeRect(0.0, 0.0, imageSize.width, imageSize.height);

[theImage drawAtPoint:NSMakePoint(0.0, 0.0)
fromRect:imageRect
operation: NSCompositeSourceOver
fraction: 1.0];
[NSGraphicsContext restoreGraphicsState];
// CGContext の内容から CGImageを作成.
CGImageRef cgImage = CGBitmapContextCreateImage(cgContext);
// コンテキストを解放。ビットマップデータを解放しないこと。.
CGContextRelease(cgContext);
return cgImage;
}
CGImageRef オブジェクトから NSImage オブジェクトを作成するには、まず新しいNSImage オブジェク
トを作ってこれにフォーカス・ロックし、 CGContextDrawImage() をコールしてQuartzイメージをレンダ
リングしてください。以下のリストに示すように、カレント・コンテキストから CGContextRef を手に入
れることができます。
- (NSImage*) imageFromCGImageRef:(CGImageRef)image {
NSRect imageRect = NSMakeRect(0.0, 0.0, 0.0, 0.0);
CGContextRef imageContext = nil;
NSImage* newImage = nil;
// イメージの縦横を得る.
imageRect.size.height = CGImageGetHeight(image);
imageRect.size.width = CGImageGetWidth(image);
// Quartz イメージを受け取るイメージ・オブジェクトを作成.
newImage = [[NSImage alloc] initWithSize:imageRect.size];
[newImage lockFocus];
// Quartz コンテキストを得て描画する
imageContext =
(CGContextRef)[[NSGraphicsContext currentContext] graphicsPort];
CGContextDrawImage(imageContext, *(CGRect*)&imageRect, image);
[newImage unlockFocus];
return newImage;
}

カスタム・カラー・プロフィールを使う
イメージに対して既存の ICC プロフィールを適用したい場合には、ColorSync マネージャを使う必要があ
ります。もしQuartz のグラフィックス・コンテキストを使用中なら、 CGImageRefオブジェクトを作るの
に必要なカラー・スペースの情報を ICC プロフィールから得ることができます。そしてそれを使ってイメー
ジを描画すればよいのです。
以下のリストは ICC プロフィールからCGColorSpaceRefオブジェクトを作成する例です。ここでは
CMProfileRefオブジェクトを作成するのにColorSyncマネージャの関数をいくつか使用しています。Mac
OS X には /System/Library/ColorSync/Proﬁles/ ディレクトリに格納されたいくつかの標準的 ICCプロ
フィールが使われています。
CGColorSpaceRef CreateColorSpaceForProﬁleAtPath(NSString* path){

CMProﬁleLocation proﬁleLoc;
CMProﬁleRef proﬁleRef;
CGColorSpaceRef csRef = NULL;
// ICC プロフィールデータの格納場所を渡す.
proﬁleLoc.locType = cmPathBasedProﬁle;
strncpy(proﬁleLoc.u.pathLoc.path, [path ﬁleSystemRepresentation], 255);
// データファイルからColorSync プロフィール情報を得る.
CMOpenProﬁle(&proﬁleRef, &proﬁleLoc);
// プロフィールを使ってカラー・スペースを作成.
csRef = CGColorSpaceCreateWithPlatformColorSpace(proﬁleRef);
CMCloseProﬁle(proﬁleRef);
return csRef;
}
ColorSyncとその関数についての詳細はColorSync Manager Referenceを参照してください。

ビットマップのアルファ値をプリマルチプライすることについて
アルファ値をプリマルチプライするのは、ビットマップのレンダリング速度を上げる一般的な方法でした。
しかしながら、Mac OS X で動作するプログラムでは、このテクニックは推奨されません。この処理は、
ビットマップのアルファ・チャンネルに対応するピクセル値を掛け、結果をビットマップに戻します。その
目的はビットマップが合成される際の計算量を減らすことです。ところがMac OS Xでこれを行うと、か
えって計算量が増えてしまうことがあるのです。
Mac OS Xでは、カラー補正は不可欠な要素です。これを行うColorSyncは、正しく色を評価するためにピ
クセルのオリジナルの値を必要としています。ところが、ピクセルにプリマルチプライされた値が格納され
ていると、ColorSyncはカラー・チェックに先立ってこの値を元に戻さなければなりません。この処理は全
てのカラー・チェック時に必ず必要となりますので、システムにとってかなりの負荷になってしまいます。
プリマルチプライを行う唯一の理由は、それを行った結果を格納していることがプログラムのデータモデル
にとってなんらかのアドバンテージがあるということです。しかし、たとえそうだとしても、上に書いたよ
うなシステム全般に関わるディスアドバンテージが存在する以上、実行する前にその効果とコストをてんぴ
んにかけてみるべきでしょう。Cocoa のカラー・マネージメントは実に多くの局面で実行されます。おそ
らくはプリマルチプライで稼いだパフォーマンスなど雲散霧消してしまうでしょう。

新規にイメージ・リプレゼンテーションクラスを作成する
新しいイメージ・フォーマットに対するサポートを加えたいとか、あるいは他のタイプのソースからイメー
ジを生成したいという場合、NSImageRep クラスのサブクラスを作ることになります。前述のように、
CocoaはイメージI/O フレームワーク などを通して多様なフォーマットのイメージをサポートしています
が、NSImageRep をサブクラスすれば、よりNSImage クラスと統合された形でのイメージ操作が可能にな
ります。NSImageRep をサブクラスする場合には、以下のメソッドを実装しなければなりません。
•
•
•
•
•

imageUnﬁlteredFileTypes
imageUnﬁlteredPasteboardTypes
canInitWithData:
initWithData:
draw

これらのメソッドは親クラスであるNSImageRep がサブクラスと相互作用を行う必要がある基本的なイン
タフェースを提供します。サポートするイメージ・フォーマットについての情報を提供し、オブジェクトの
初期化や実際の描画を行います。
作成したサブクラスを使用するには Application Kit にこれを登録しなければなりません。できるだけアプ
リケーションの起動直後に、NSImageRep のクラスメソッド、 registerImageRepClass: を呼び出してこ
れを行ってください。これによって Cocoa は、そのサブクラスの存在と、それがハンドル可能なファイ
ル・タイプがなんであるかを初めて知ることができるのです。このため、imageUnﬁlteredFileTypes およ
びimageUnﬁlteredPasteboardTypes は、そのクラスがサポートするファイル・タイプの拡張子と、HFS
ファイル・タイプの配列を返すように実装してください。
その他に必ずオーバーライドするべきメソッドに canInitWithData: があります。イメージ・リプレゼン
テーションクラスがあるデータを扱うものとして特定されると、Cocoa はそのクラスに対してデータを引
数にしてこのメッセージを送り、本当にこのデータを扱えるのかどうか確認します。従って
canInitWithData: の実装は、渡されたデータを調べ、自分が扱えるデータかどうかを返します。
注意：そのサブクラスが１つのファイルから複数のイメージを読み出せる場合、そのサブクラスは
imageRepsWithData: メソッドを実装されているべきです。このメソッドはデータを分析し、それが複数
のイメージデータを含むかどうかをチェックします。そして複数のイメージが存在するのであれば、そのそ
れぞれに対してリプレゼンテーションのインスタンスを生成し、個々のイメージで初期化します。
NSImageRep のサブクラスがイメージデータをハンドリングするものとして選ばれると、そのデータを引
数にして initWithData: メソッドが呼び出されます。このメソッドの実装は、渡されたデータを保持し、そ
れを使って自身のインスタンスを初期化します。しばし後、カレント・コンテキストにデータを描画するた
めに draw メッセージが送られてきます。これを受け取ったら、親クラスである NSImageRep が指定する
現在の描画原点、現在のサイズ、現在の設定でデータをレンダリングします。

テキスト
テキストのレンダリングは、ほとんどのアプリケーションにとって重要な、少々特殊なタイプの描画処理で
す。Cocoa はデベロッパの多様な要求に応えるべく、テキスト・レンダリングのために実にさまさまなオプ
ションを用意しています。以下のセクションはこれらのオプションについて概説しています。より詳しいこ
とはリファレンス・ライブラリの Cocoa > Text & Font の項をごらんください。

テキスト・アトリビュート
Cocoaは、NSFont クラスを通してプログラムがフォント情報にアクセスする方法を提供します。プログラ
マは既存の文字列にフォント属性を適用したり、そのフォントを現在のグラフィックス・コンテキストのデ
フォルトにセットしたりすることができます。Cocoa のテキストシステムはまた、テキストの整形にフォン
ト・オブジェクトを使用します。以下の例のように、その名称とサイズを指定して Cocoa にNSFont オブ
ジェクトを要求することができます。
NSFont* font1= [NSFont fontWithName:@"Helvetica" size:9.0];
NSFont* font2 = [NSFont fontWithName:@"Helvetica Bold" size:10.0];
NSFont クラスは字間設定やテキストの描画モードのような、他のテキスト・アトリビュートをプログラム
から変更する方法を提供しません。でも、Cocoa がユーザにそれを行うためのフォント・パネルを提供し
ています。ユーザはこのパネルを使って現在のフォントや、その属性などを変更することができます。そし
てプログラマは後述のように、Cocoa テキストシステムを使ってそれらの設定を行うことができます。
NSString や NSAttributedString をダイレクトに描画する場合、その場でフォント属性をセットすること
もできますが、カレント・グラフィック・ステートのフォントやそのサイズを変更してから描くことも可能
です。これらの設定を変えるには、まずNSFont オブジェクトを生成し、そのインスタンスに ser メソッド
を送るだけです。
フォント、およびフォント・オブジェクトに関しての詳細はドキュメント「Font Handling」を、Cocoa が
提供するフォント・パネルに関しては、ドキュメント「Font Panel」を参照してください。

テキストの描画（初歩編）
ちょっとした文字列を作成して描画したいなら、NSString あるいは NSAttributedString オブジェクトを
使うのが簡単です。Application Kit は現在のグラフィックス・コンテキストに対して文字列を描画するた
めに、これらのクラスにいくつかの描画メソッドを用意しています。NSString は、その文字列全体に対し
て基本的な属性（つまりフォント、カラー、スタイル）を適用して描画することができ、
NSAttributedString なら、その文字列をいくつかの部分に分割してそのそれぞれに違った属性を適用する
ことが可能です。
Mac OS X 10.4 より以前のシステムにおいては、この2つのクラスはプログラムのなかで時たまひつよう
になる文字列描画のために使われる、という位置づけでした。これらのレンダリング・パフォーマンスは
Cocoa テキストシステムを使った場合ほどではなく、またそのレイアウトもカレント・ビューのなかの単純
な矩形に入れる、という程度が関の山でした。しかしながら10.4のシステムではそのパフォーマンスは著し
く向上し、多くの状況で使用可能です。もちろん複雑なレイアウトをする必要がある場合には、Cocoa テ
キストシステムを使うにしくはありませんが。

テキストの描画（応用編）
大量のテキストを表示したり、あるいはテキストを複雑な方法でアレンジする必要がある場合には、迷わず
Cocoa テキストシステムを使ってください。このシステムはテキスト入力、レイアウト、表示、編集、コ
ピーそしてペーストといった基本性能に加えて、より高度な操作性を提供しています。それはマルチ・フォ
ントや段落ごとのスタイル設定から、イメージの貼り付け、スペル・チェッキング、任意の図形へのテキス
ト流し込み、そして洗練されたタイプセッタの機能までをカバーしています。
テキスト・レイアウトは描画関連の処理のなかで最もコストのかかるもののひとつです。そしてCocoa テキ
ストシステムはこの処理に関して可能な限りのパフォーマンスを得られるよう最適化されています。それ
は、洗練されたキャッシュシステムを備え、アプリケーションの描画サイクルがテキスト・レイアウトのパ
フォーマンスに影響しないようにしています。もちろんこの最適化が働くのはプログラムがテキストを再描
画するときだけです。そうするのは比較的簡単なことですが。
Cocoa テキストシステムを使う最も手軽な方法は、NSTextViewオブジェクトをウインドウに配置すること
です。テキスト・ビュー・オブジェクトはテキスト・レイアウト・オブジェクトを作成、管理して必要な表
示を行い、ユーザの編集操作に反応します。
もしテキストシステムによって提供されている以上にレイアウトや編集に介入したいのであれば、プログラ
マはシステムのそこかしこにフックを仕掛けてその動作をカスタマイズすることが可能です。例えばテキス
トシステムのいくつかのオブジェクトをサブクラスして、レイアウトやタイプセットの振る舞いをカスタマ
イズすることもできますし、独自のテキスト・ビュー・クラスを作れば、NSTextView クラスがデフォルト
で提供している以上の機能を持たせることも難しくはありません。
Cocoa テキストシステムに関しては、まず「Text System Overview」（MOSAから要約が出ています）
を参照してください。このドキュメントではテキストシステムの基本概念からレイアウトとその管理に関わ
るクラスの多くを解説しています。

より高度な描画テクニック
機能的でしかも美しいMac OS X アプリケーションを開発するためには多くの異なった技術が必要です。以
下のセクションでは、ビューの中でパスやイメージを描くというような基本的な描画機能以上のテクニック
を紹介します。

描かれたパスに影をつける
Cocoa では、NSShadow クラスを通して描画に影を加える機能を提供しています。影は描かれた形状に光
が当たっている様子を模し、それらがまるで浮いているかのように見せることができます。
この効果は、水平及び垂直方向へのオフセット、ぼかしの度合い（ブロア値）と影の色によって指定されま
す。これらの値を使って、あたかもオブジェクトがキャンバスの上で浮き、そこで光を浴びているような印
象を作り出します。オフセット値とブロア値は、キャンバスの上にある光源の位置と、形状の浮いている高
さを決定します。
描かれる影の位置は、常にビューの基本座標システムを使い、形状に適用されたあらゆるトランスフォーム
を無視します。これはつまり、ビューの上の形状がどう変化しようと、影を生み出す光源の位置は変わらな
いということです。もし光源の位置を変えたいのであれば、変更すべきは NSShadow オブジェクトであ
り、変更後、そのオブジェクトを現在のグラフィックス・コンテキストに適用しなければなりません。
形状に影をつけるには、まず NSShadow オブジェクトを作成し、上にあげた属性値をセットします。重な
り合っているパスが存在する場合には、影の色にはアルファ値を持つものを設定するべきです。そうでない
と、重なり合った部分の影が平板になり、全体の効果が台無しになってしまいます。設定が済んだら、影を
描画するために NSShadow の set メソッドをコールします。
以下のリストはパスの重なり合いを考慮したサンプル・コードです。
NSGraphicsContext saveGraphicsState];
// 形状の右下に影を描く.
NSShadow* theShadow = [[NSShadow alloc] init];
[[theShadow setShadowOﬀset:NSMakeSize(10.0, -10.0)];
[theShadow setShadowBlurRadius:3.0];
// 形状のオーバーラップに備えて半透明な色を使う.
[theShadow setShadowColor:[[NSColor blackColor] colorWithAlphaComponent:0.3]];
[theShadow set];
[NSGraphicsContext restoreGraphicsState];
[theShadow release];
影つけ効果は、グラフィックス・ステートの一部として記憶されるので、いったん設定されるとそれ以降の
全ての描画命令に影響します。このことを覚えておいてください。場合によってはそのために描画命令の順
番を変えたくなるかもしれません。例えば影をセットアップしておいて、パスを塗り潰し、同じパスの輪郭
を描画したりすると、そのパスに対して複数の影が描かれることになってしまいます。こんな場合、まず輪
郭を描いてから塗り潰しを行うようにすれば問題はおきません。
注意：複数のパスに対して１つだけ影をつける別の方法としてQuartzの透明レイヤーを使うやり方がありま
す。これについて詳しくは「Quartz 2D Programming Guide」を参照してください。

グラデーションによる塗り潰し
グラデーションとはある色から徐々に他の色に変わっていくパタンです。Cocoa はこうした塗り潰しを直接
サポートしていませんが、Quartz の関数を利用すればこれを行うことができます。また、アプリケーショ
ンがMac OS X 10.4以降を稼働条件にできるなら、Core Imageを使用するのもひとつの方法です。
NSColor がサポートしているカラー・パタンとは違い、グラデーションはターゲットとなる形状をタイル
状に埋めていくわけにはいきません。その代わりに全体の広さから個々のポイントに塗るべきカラーを計算
するための関数を用意します。この関数はデバイスやその解像度に依存しない純粋な数学的関数になりま
す。
Quartz は半径と軸方向へのグラデーションを、スクリーン・ベース、印刷ベースにそれぞれ適合したカ
ラー・スペースで提供します。 Core Image は半径方向、軸方向、またはガウシアン・グラデーションのイ
メージを生成するフィルターを提供しています。この場合最終結果がイメージなので、PDF やその他印刷
ベースの出力対象に関しては、Quartz に比べて質の点で劣る場合があります。陰影に形を与えたい場合に
は、Cocoa で陰影に対するクリッピング・パスを作って描きます。
クリッピング・パスの作成方法は16ページの「クリッピング・リージョンをセットする」で説明していま
す。グラデーションの実例は「Quartz 2D programming Guide」および「Core Image Peogramming
Guide」にありますので参照してください。

スクリーンに描画する
次の手順で、Cocoa アプリケーションから画面全体に対する描画を行うことができます。
1. 描画を行いたいスクリーン（複数でも可）をキャプチャーする
2. 望みの描画環境を設定する。
2の描画環境の設定にあたっては、これから行う描画をCocoa で行うか、OpenGLを使うかで違いが生じま
す。OpenGLを使う場合は、NSOpenGLContext を作成し、それをフルスクリーン・モードにするために
いくつかのメソッドを実行します。Cocoaで描画する場合は、スクリーン全体を覆うウインドウを作成して
その描画環境を設定します。

スクリーンをキャプチャーする
Cocoa はスクリーンをキャプチャーしたりそれをリリースしたりするダイレクトサポートを持っていませ
ん。NSScreen のクラスはスクリーンの情報に関して読み込みだけを許可しており、その書き換えを許しま
せん。スクリーンをキャプチャーしたり、操作したりするためにはQuartz Service の機能を使う必要があ
ります。
アクセス可能な全てのスクリーンをキャプチャーするのは、単に関数 CGCaptureAllDisplays() をコールす
るだけです。ディスプレイを個別にキャプチャーしたい場合には、まずそのIDを獲得し、これを引数に
CGDisplayCapture() をコールします。以下のサンプルではNSScreen を使ってシステムのメイン・スク
リーンの情報を獲得しそれをキャプチャーしています。
- (BOOL) captureMainScreen {
// メインスクリーンのIDを得る.
NSScreen* mainScreen = [NSScreen mainScreen];
NSDictionary* screenInfo = [mainScreen deviceDescription];

NSNumber* screenID = [screenInfo objectForKey:@"NSScreenNumber"];
// ディスプレイをキャプチャー
CGDisplayErr err = CGDisplayCapture([screenID longValue]);
if (err != CGDisplayNoErr)
return NO;
return YES;
}
キャプチャーしてあったディスプレイをリリースするには、CGDisplayRelease() を使います。もし全ての
ディスプレイをキャプチャーしていたなら、 CGReleaseAllDisplays() で一気にリリースすることができま
す。
スクリーンのキャプチャーとリリースについての詳細は「Quartz Services Reference」を参照してくださ
い。

OpenGL でフルスクリーン描画
フルスクリーン描画を行うアプリケーションは多くの場合いわゆるグラフィックス・アプリケーションであ
り、レンダリング・スピードを向上させる意味からOpenGLを使用しています。OpenGLを使ってのフルス
クリーン・コンテキストの作成は Cocoa から簡単に行えます。目的のディスプレイをキャプチャーしたの
ち、NSOpenGLContext を生成し、これを設定します。そして次に、setFullScreen、および
makeCurrentContext メソッドを呼び出します。これらのメソッドが実行されると、アプリケーションは
すぐにフルスクリーン・モードに入り、望みのままに描画を始められます。
OpenGLでフルスクリーン・コンテキストを使うときは、以下の属性をセットしておく必要があります。
•
•
•
•

NSOpenGLPFAFullScreen
NSOpenGLPFAScreenMask
NSOpenGLPFAAccelerated
NSOpenGLPFANoRecovery（OpenGLコンテキストを共有しているときのみ）

次のサンプルはフルスクリーン描画を行うために全てのディスプレイをキャプチャーし、OpenGLコンテキ
ストをセットアップするステップを示します。
NSOpenGLContext* CreateScreenContext() {
CGDisplayErr err;
err = CGCaptureAllDisplays();
if (err != CGDisplayNoErr)
return nil;
// OpenGLコンテキストを生成.
NSOpenGLContext* glContext = CreateMyGLContext();.
if (!glContext){
CGReleaseAllDisplays();
return nil;
}
// フルスクリーン・モードへ
[glContext setFullScreen];
// このコンテキストをカレントにする.

[glContext makeCurrentContext];
return glContext;
}
いったんフルスクリーン・モードに入ると、アプリケーションにはスクリーンに対する完全なコントロール
を手にします。フルスクリーン・モードから出るには、 NSOpenGLContext オブジェクトに対して
clearDrawable メッセージを送り、 CGReleaseAllDisplays() でキャプチャーしてあったスクリーンを解放
します。Cocoa とOpenGL を使ったフルスクリーン・モードのサンプルは、SampleCode > Graphics &
Images > OpenGL に「NSOpenGL Fullscreen sample」というタイトルで収められていますので参照し
てください。

Cocoa だけでフルスクリーン描画
Cocoa の描画命令は全てウインドウの内部で行われます、が、フルスクリーン描画を行おうとする場合、作
らなければならないウインドウは普通のものとちょっとだけ違います。タイトルバーと枠のあるウインドウ
の代わりに、スクリーン全体を覆うことのできる枠なしのウインドウを作らなければなりません。
このウインドウを作成するのは Cocoa のクラスを使うことで可能ですが、前述のとおりディスプレイを
キャプチャーして、ウインドウのプロパティを設定するためには Quartz Service を使用する必要がありま
す。いったんスクリーンがキャプチャーされると、ウインドウ・サーバは他のものほとんどを隠すシール
ド・ウインドウを前面に持ってきます。アプリケーションが作ったフルスクリーン・ウインドウをこのシー
ルドのさらに前面に持ってくるには、そのレベルを変更します。具体的には、 CGShieldingWindowLevel()
をコールしてシールドレベルを獲得し、その戻り値をこちらのウインドウの setLevel: メソッドにパスする
だけです。
以下のコードはNSDocument のサブクラスによって定義されたアクション・メソッドです。このメソッド
は、メイン・ディスプレイをキャプチャーし、フルスクリーン・ウインドウを作成します。ウインドウ自体
はその中身を描かれるべく、たった一つのビューを内包しています。
- (IBAction)goFullScreen:(id)sender {
// スクリーン情報を得る.
NSScreen* mainScreen = [NSScreen mainScreen];
NSDictionary* screenInfo = [mainScreen deviceDescription];
NSNumber* screenID = [screenInfo objectForKey:@"NSScreenNumber"];
// スクリーンをキャプチャー.
CGDirectDisplayID displayID = (CGDirectDisplayID)[screenID longValue];
CGDisplayErr err = CGDisplayCapture(displayID);
if (err == CGDisplayNoErr) {
// フルスクリーン・ウインドウを作成.
if (!mScreenWindow){
NSRect winRect = [mainScreen frame];
mScreenWindow = [[NSWindow alloc] initWithContentRect:winRect
styleMask:NSBorderlessWindowMask
backing:NSBackingStoreBuﬀered
defer:NO
screen:[NSScreen mainScreen]];
// 属性を設定.
[mScreenWindow setReleasedWhenClosed:NO];

[mScreenWindow setDisplaysWhenScreenProﬁleChanges:YES];
[mScreenWindow setDelegate:self];
// ウインドウの中にビューを作成.
FullScreenView* theView = [[FullScreenView alloc]
initWithFrame:winRect];
[mScreenWindow setContentView:theView];
[theView setNeedsDisplay:YES];
[theView release];
}
// フルスクリーン・ウインドウを現在のドキュメント・ウインドウに.
// いままでのをまた使うのであればretainしておくこと.
NSWindowController* winController =
[[self windowControllers] objectAtIndex:0];
[winController setWindow:mScreenWindow];
// フルスクリーン・ウインドウは全ての前面に置かねばならない.
int32̲t shieldLevel = CGShieldingWindowLevel();
[mScreenWindow setLevel:shieldLevel];
// さぁおまたせしました、御開帳.
[mScreenWindow makeKeyAndOrderFront:self];
}
}
シールド・ウインドウについての詳細はQuartz Services Reference を参照してください。

スクリーン・アップデートを無効する
NSDisableScreenUpdates()、 NSEnableScreenUpdates() という2つの関数を使うと、全てのスクリー
ンのフラッシュを無効にしたり、再度有効にしたりすることができます（Mac OS X 10.4以降のシステム
では NSWindow の disableScreenUpdatesUntilFlushメソッドでも同じことができます）。このテクニッ
クを使えば、親ウインドウと子ウインドウの再描画タイミングをシンクロナイズすることが可能です。いっ
たん無効にしたアップデートを有効にすると、全てのウインドウが同時に（少なくともほぼ同時に）フラッ
シュされます。
システムがフリーズしているように見えるのを防ぐため、システムはアプリケーション側でアップデートを
無効にしていても、自動的にアップデートを有効に戻します。この間隔は1秒程度です。

NSTimerを使ったアニメーション
デフォルトでは、Cocoa はユーザの起こしたなんらかのアクションによってビューに変化が生じたときだけ
drawRect: を送ってきます。けれども、ビューにアニメーションを表示したい場合には、ユーザのアクショ
ンなしでも一定の間隔でdrawRect: を送ってもらわなければなりません。NSTimerを使えばこれを実現で
きます。
注意：長さが決まっているアニメーションに対しては、NSAnimation クラスを使ってタイミングを制御す
ることもできます。これについての詳細は次項で説明します。
NSTimer クラスは、アプリケーションに対して定期的にイベントを発生させるメカニズムを提供します。
タイマー・オブジェクトは、あらかじめセットしておいた時刻になるとアプリケーションにメッセージを送
ります。アニメーションの場合、このタイミングで次のフレームを描くわけです。

タイマーを稼働させるためには次の2つのステップを踏みます。まず第一に、NSTimer オブジェクトを生成
し、通知を送る対象のオブジェクト、通知の内容、そしてそれを繰り返し送る間隔をセットします。第二
に、そのタイマーをスレッドのランループにインストールします。NSTimerのメソッド、
scheduledTimerWithTimeInterval:invocation:repeats: そして
scheduledTimerWithTimeInterval:target:selector:userInfo:repeats: がこれらのステップを実行しま
す。これら以外のNSTimer のメソッドはタイマー・オブジェクトを生成しますがそれをランループにイン
ストールしません。

アニメーション・オブジェクトを使う
NSAnimation および NSViewAnimation クラスは、長さの決まった（ということは無限に繰り返されな
い、ということです）アニメーションのために洗練された機能を提供します。Mac OS Xは、ユーザ・イン
タフェース・エレメントの変化を表示するためにアニメーション・オブジェクトを使っています。プログラ
マが自分のアプリケーションにアニメーションを実装するには、カスタム・アニメーション・オブジェクト
を定義します。NSTimerと違い、アニメーション・オブジェクトは不規則な間隔での描画を行えるので、加
速や減速といった効果を実装することができます。以下のセクションでは NSAnimation オブジェクトを作
成し、これをカスタマイズしてアニメーションの表示を管理する方法を解説します。

アニメーション・タイマーの生成と設定
NSAnimation オブジェクトには以下のような重要な属性があります。
•
•
•
•
•

進捗 ------------------フレームレート -------持続時間 --------------アニメーションカーブ --ブロッキングモード -----

アニメーションの進捗、既に表示した割合を示す0.0〜1.0の値
1秒あたりのアップデート回数
アニメーションの持続時間（秒単位）
アニメーション進行中の相対的速度。加速や減速を指定できる
アニメーション進行中のユーザのアクションに対する反応設定

新規にNSAmination オブジェクトを生成するとき、最小限 持続時間、アニメーションカーブ、フレーム
レートそしてブロッキングモードは設定しなければなりません。またアニメーションの進捗をモニタするた
めに、オブジェクトにデリゲートを設定するべきです。アニメーションが始まるとき、終わったとき、そし
て中断されたとき、そして設定された進捗ポイントを通過するとき、アニメーション・オブジェクトはデリ
ゲートにその旨を通知します。詳しくは後で説明します。
以下のリストは、標準的な NSAnimation オブジェクトを生成し、設定を行うサンプルです。このオブジェ
クトを生成したオブジェクトがデリゲートとなり、送られてくるメッセージに対処します。
- (id)init {
self = [super init];]
if (self) {
// theAnim はこのオブジェクトのインスタンス変数.
theAnim = [[NSAnimation alloc] initWithDuration:10.0
animationCurve:NSAnimationEaseIn];
[theAnim setFrameRate:20.0];
[theAnim setAnimationBlockingMode:NSAnimationNonblocking];
[theAnim setDelegate:self];
}
return self;
}

initWithDuration:animationCurve: メソッドは NSAnimation クラスに特化した初期化メソッドです。こ
のメソッドにより、初期化時に持続時間とアニメーションカーブを指定することができます。その他の属性
に関しては、何もせずにデフォルト値を使うか、それぞれ適切なアクセサ・メソッドで設定します。デフォ
ルト値は以下のようになっています。
• アニメーションカーブのデフォルト値は NSAnimationEaseInOutです。
• ブロッキングモードのデフォルト値は NSAnimationBlockingです。
• フレームレートのデフォルト値は、適当な値です。この値は通常60Hz なのですが、それを前提にしてプ
ログラムを作成するべきではありません。
NSAnimation オブジェクトが準備できたら、startAnimation メッセージを送ってアニメーションをスター
トします。なお、指定されている持続時間以前にアニメーションをストップしたい場合には、
stopAnimation メッセージを送ります。デリゲート・オブジェクトは（もし設定されていれば）は、アニ
メーションが正常に終了したときと同じように、アニメーションがこれらのメッセージを受け取ったことも
知らされます。

進捗マークの設定とハンドリング
NSAnimation には、アニメーションの進捗度合いを示す、進捗マーク（データ型は
NSAnimationProgress、実際には浮動小数点数です）というアイディアが用いられています。アニメー
ションが始まり、それが設定されていた進捗マークまで進行すると、デリゲートにその旨のメッセージが送
られるのです。デリゲートはこれを受けてプログレス・インジケータをアップデートしたり、音を鳴らした
りと、なんらかのアクションを実行できます。
重要：この進捗マークはアニメーションを時分割して描画するためにも利用できますが、それはスムーズな
アニメーションという観点からあまり褒められるアイディアではありません。それをやるなら、
NSAnimation をサブクラスして、フレームが変わるごとにオブジェクトを描き替える方法がお勧めです。
通常、進捗マークはオブジェクトを作成し、初期化した直後に設定します。以下のサンプルでは、等間隔に
20個の進捗マークを設定しています。
- (void)awakeFromNib{
NSAnimationProgress progMarks[] = {
0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5,
0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1.0 };
int i, count = 20;
// theAnim はインスタンス変数
theAnim = [[NSAnimation alloc] initWithDuration:10.0
animationCurve:NSAnimationEaseInOut];
[theAnim setFrameRate:20.0];
[theAnim setDelegate:self];
for (i=0; i<count; i++)
[theAnim addProgressMark:progMarks[i]];
}
この例のようにループしてセットする代わりに、setProgressMarks: メソッドにﬂoat値を持つNSNumber
のarrayを渡して一度に設定することもできます。

アニメーションの進行中、設定された進捗マークに達すると、オブジェクトはデリゲートに
animation:didReachProgressMark: メッセージを送ります。デリゲートは通過されたマークを見てこの
メッセージに反応するでしょう。以下のサンプルではデリゲートが一定の間隔で列車の音を鳴らしていま
す。
- (void)animation:(NSAnimation *)animation
didReachProgressMark:(NSAnimationProgress)progress{
if (animation == theAnim)
[[NSSound soundNamed:@"chug"] play];
}

NSAnimation をサブクラスする
NSAnimation オブジェクトはそのまま使用してもいろいろなことが可能ですが、これをサブクラスするの
はかなり一般的なシナリオです。それには以下のような理由があります。
• フレーム・インターバルでの描画をおこなってスムーズなアニメーションを実現するため
• ノン・ブロッキング・モードのアニメーションがメイン・スレッドで進行しているときに有効なランルー
プを確保するため
• animation:valueForProgress: に答えるデリゲートのオーバーヘッドなしでカスタムカーブを返すため
以下のセクションではこれらのうち、上の２つの目的をいかに達成するかについて説明しています。最後の
デリゲート・メソッドのインプリメントなしでカスタムカーブ値を返すためには、 currentValueメソッドを
オーバーライドする必要があります。この件に関する詳細はNSAnimation クラスのドキュメントを参照し
てください。

スムーズ・アニメーション
「 進捗マークの設定とハンドリング」の項で述べたように、NSAnimation オブジェクトに一連の進捗マー
クをつけて、デリゲートにその通過に合わせて描画を行う animation:didReachProgressMark: メソッド
を実装することができます。しかしながらこれはアニメーションにとってあまりいい方法ではありません。
少なくとも1秒に30のマークを置かないとアニメーションはまるで痙攣しているように見えてしまいます。
もっと良いアプローチはNSAnimationをサブクラスして、setCurrentProgress: メソッドをオーバーライ
ドすることです。 NSAnimationオブジェクトは各フレームの後にこのメソッドを呼んで進捗値を書き換え
ます。ですからそのタイミングで描画を行えば、スムーズなアニメーションを実現することができるわけで
す。なお、このメソッドをオーバーライドしたら、その中でスーパークラスのインプリメントを呼ぶのを忘
れないでください。以下のリストはこのテクニックのサンプル・コードです。
- (void)setCurrentProgress:(NSAnimationProgress)progress {
// 進捗値をアップデートするためにスーパークラスにメッセージをおくる.
[super setCurrentProgress:progress];
// ウインドウ位置を変更.
NSRect theWinFrame = [[NSApp mainWindow] frame];
NSRect theScreenFrame = [[NSScreen mainScreen] visibleFrame];
theWinFrame.origin.x = progress *
(theScreenFrame.size.width - theWinFrame.size.width);
[[NSApp mainWindow] setFrame:theWinFrame display:YES animate:YES];
}

カスタム・ランループ・モード
ブロッキング・モードが NSAnimationNonblocking の NSAnimation オブジェクトは、ユーザの入力を受
け付けるランループ・モードでプロセスのメイン・スレッドを走ります。アニメーション・オブジェクトは
アニメーションのスタート前に現在のランループ・モードを得るための runLoopModesForAnimation メ
ソッドを実行しますが、デフォルトの実装ではこのメソッドは nil を返します。これは NSAnimation がデ
フォルトのランループ・モード、すなわち NSDefaultRunLoopMode 、NSModalPanelRunLoopMode、
そして NSEventTrackingRunLoopMode を使うことを意味します。
NSAnimation をサブクラスしてこのメソッドをオーバーライドすれば、カスタム・モードを含む、違った
ランループ・モードを返すことができます。以下のリストでは、デフォルトのモードから
NSEventTrackingRunLoopMode を引いて、ユーザのイベントに反応しないモードを返しています。
- (NSArray *)runLoopModesForAnimating{
return [NSArray arrayWithObjects: NSDefaultRunLoopMode,
NSModalPanelRunLoopMode, nil];
}

アニメーションのリンク
アニメーションのリンクとは、片方のアニメーションが指定されたマークまで進行したのを受けてもう片方
がスタートしたりストップしたりするような、アニメーション同士の連携を実現することです。以下のサン
プルでは、他のアニメーションが中間点に達したときにアニメーションをスタートさせるための
startWhenAnimation:reachesProgress: の使い方を紹介しています。
- (IBAction)startAnim:(id)sender {
// theAnim と theOtherAnim は NSAnimationのオブジェクト
[theOtherAnim startWhenAnimation:theAnim reachesProgress:0.5];
[theAnim startAnimation];
}
これとは逆に、他のアニメーションがあるマークに達したときにこちらのアニメーションを止めたい場合に
は stopWhenAnimation:reachesProgess: を使います。この機構をつかって、アニメーションを無制限に
リンクしていくことができます……が、行えるのは一個のスタート、一個のストップだけです。もしアニ
メーションが animation:didReachProgressMark: に反応するデリゲートを持っている場合には、以下の
リストのようにそのデリゲートは複数のアニメーションを区別しなければなりません。
- (void)animation:(NSAnimation *)animation
didReachProgressMark:(NSAnimationProgress)progress{
if (animation == theOtherAnim){
// theOtherAnimの進捗マークに反応
}else if (animation == theAnim){
// theAnim の方のマークに反応
}
}

描画コードのオプチマイズ
以下のセクションでは、プログラムの描画コードの総合的なパフォーマンスを向上させるいくつかのチェッ
ク・ポイントを指摘します。なお、ここにあげたのはプログラマが最低限気をつけるべきことです。より包
括的な最適化に関しては「Drawing Performance Guideline」を参照してください。

描画は最小限に
まず最初に認識すべきなのは、グラフィックスの描画が最新のグラフィックス・ハードウエアにとってさえ
コストの大きい処理であるということです。描画コードのオプチマイズの第一歩は、なるべく描画をしない
こと。必要なものだけを描画するということです。
ビューがアップデートされるとき、drawRect: メソッドはアップデートされる必要のある矩形領域を受け取
ります。この領域は、現在目に見える部分に制限され、それは時としてビュー全体より小さくなっていま
す。描画コードはこの矩形に注意を払い、この矩形以外の部分に対する描画を注意深く避けるべきです。ま
た、drawRect: が受け取る矩形は、アップデートを必要とするいくつもの小さな矩形を統合したものであ
り得ます。そこでさらに良いアプローチはビューの getRectsBeingDrawn:count: メソッドを呼び、本当
にアップデートの必要な小さな矩形の中だけを描画するようにすることです。

アップデートの同期を強制しない
ビューの描き替えが必要になったときも display: あるいはこれに類する、即座にアップデートを強要する
メソッドを使うのは極力避けるべきです。これらを受け取ると、システムはそのビューに対して（そして当
然ながら階層的依存関係にある他のビューにも）待ったなしで drawRect: を送ります。アップデートされ
るビューがいくつもあれば、結果的に無駄な描画が行われることになりかねません。
display: あるいはこれに類するメソッドを使う代わりに、setNeedsDisplay: 、 setNeedsDisplayInRect:
そして setNeedsDisplayInRect:afterDelay: メソッドを使うようにしてください。これらのメソッドは、
システムが次のアップデートサイクルで描画を行えるよう、アップデートが必要な矩形の情報を蓄積しま
す。
また、アニメーションを作成している場合には、スクリーンのリフレッシュ・レートより頻繁なアップデー
トをかけないように気をつけてください。リフレッシュ・レートより速い描画はいくら行ってもユーザに見
えません。なお、Mac OS X 10.4以降のシステムはこれを許容しません。もしプログラム・コードがこれ
を試みると、ウインドウ・サーバは次のアップデートサイクルまでそのスレッドをブロックするでしょう。

オブジェクトを再利用する
描画に関わるオブジェクトで再利用可能なものがあれば、それらはキャッシュしておいて何度も使うことを
考えるべきです。アップデートサイクルのたびにパス・オブジェクトなどを生成することは、多くの場合そ
れをキャッシュしておくよりもコストがかかります。もちろんキャッシュにはメモリが必要になりますか
ら、そのメリット、デメリットは慎重に判断するべきですが、メモリ上にオブジェクトを保持しておけば、
それをディスクからロードするよりはるかに高速に描画を行えます。
とはいえ、よく使うオブジェクトのほとんどはCocoaが自動的にキャッシュしますから、プログラムが明示
的にキャッシュしなければならないものはごく一部です。例えばCocoaは一度ロードされたNSColor オブ
ジェクトをいつもキャッシュしています。

グラフィックス・ステートの変更は最小限に
グラフィックス・ステートの保存と復帰は、わずかながらパフォーマンスに影響します。同じ属性で描くオ
ブジェクトはまとめて描くようにして、ステートの保存、復帰の回数を最小限に抑えてください。
Cocoa の描画メソッドや描画関数の中には、暗黙のうちにグラフィックス・ステートの保存と復帰を行っ
ているものがあります。例えば NSBezierPath の stroke メソッドは、まずグラフィックス・ステートを保
存し、自身に設定されている線幅なそ各種の属性をセットしてから描画を行います。ですから、同じ属性で
描かれるべき複数のパス・オブジェクトがあるような場合、それらを全て１つの NSBezierPath オブジェ
クトとしてまとめてから描画をしたほうが速い場合もあり得ます。
注意：しかしながら、１つの NSBezierPath にいくつものサブパスを合わせ持つことには、54ページ「パ
スの簡略化」で説明したオーバーヘッドがつきまといます。要はパス・オブジェクトを作成するさいにこれ
らのかねあいを考慮して最適なバランスを見いだす必要があるということです。

他の描画技術との統合
Cocoaは、Mac OS X上の他の技術との親和性を考えて設計されています。多くの技術がObjective-C のフ
レームワークとしてパッケージされ、Cocoa から使いやすいように提供されていますが、プログラマがこれ
らパッケージされたフレームワークに制限されることはありません。Cocoa 自体が多くの描画プログラムの
実装に内部でQuartzを利用しています。プログラマもほんのちょっと手間をかけるだけで、Quartz や、
OpenGLのようなCベースの技術を使用することが可能です。
以下のセクションではMac OS X で利用可能かつ重要な描画技術について、Cocoa アプリケーションへの
統合方法などを解説します。

Cocoa アプリケーションで Quartzを使う
Cocoa で描くことができる全ては Quartzを使っても同じように描くことができますが、これはCocoa の
描画コードはQuartz の基本的な関数群を使っているためです。簡単に言えば、CocoaはQuartz にオブジェ
クト指向のインタフェースを加えてプログラマにこれを使いやすく提供しているということになります。し
かしながら、Cocoa はQuartzの全ての機能を提供しているわけではありません。そうした機能を使いたい
場合には、Quartz を直接使わなければならないでしょう。

Quartz の機能を使う
Quartz にはCocoa を通して使うことのできないいくつかの機能があります。これらを使いたい場合には、
Cocoa アプリケーションのコードから直接Quartzの関数をコールすることになります。そのような、
Cocoaでは直接サポートされていないQuartz の機能を以下に示します。
•
•
•
•
•
•
•

レイヤー
グラデーション（シェイディングとも言う）
イメージデータ・ソース
ブレンド・モード（Cocoaではこれの代わりにコンポジット・モードを使用）
イメージのマスク
透明レイヤー
パターン（イメージによらないパターン）

これらのいずれかを利用するために、プログラマは自由に Quartz の関数をコールすることができます。い
くつかの機能では、Cocoa オブジェクトに統合して使用できるデータ型を作り出すことも可能です（例え
ばCocoa の NSImage オブジェクトをつくるために使用可能な CGImageRef をイメージデータ・ソースを
使って作り出すことができます）。しかしながら逆に、一から十までQuartzの機能を使って処理を実行しな
ければならない機能も存在します。詳しくは「Quartz 3D Programming Guide」を参照してください。

グラフィックス・タイプの変換
Cocoa と Quartz のコードを行き来する場合、データに関して変換が必要な場合があります。以下の表で
は、Quartz とCocoa における基本データ型の対応関係を示します。

Cocoa のタイプ

Quartz のタイプ

NSRect

CGRect

NSPoint

CGPoint

NSSize

CGSize

これらの構造体のレイアウトは全く同じですが、Quartz タイプのデータをCocoa タイプを受け取るよう定
義されている Cocoa オブジェクトのメソッドに直接パスすることはできません。そのような場合には以下
のコードのようにキャストを行ってください。

NSRect cocoaRect = *(CGRect*)&myCGRect;
また次の表は、Quartz のデータ型に近似する Cocoa のクラスを示したものです。多くの場合Cocoaのク
ラスは対応する Quartz データをそのインスタンスに内包していますが、全てがそうだとは限りません。例
えばシャドウの場合、Quartz はそのパラメータ値を直に管理するためのデータ型を持ちません。Quartzを
つかってシャドウの設定をする場合、プログラマはいくつかの関数を別々にコールしてそのパラメータを
セットする必要があります。また、シェイディング、レイヤーに関してはCocoa の方にそれに対応するクラ
スが用意されていません。

Cocoa のタイプ

Quartz のタイプ

NSGraphicsContext

CGContextRef

NSColor

CGColorRef, CGPatternRef

NSEvent

CGEventRef

NSFont

CGFontRef

NSGlyph

CGGlyph

NSImage

CGImageRef

NSBezierPath

CGPathRef

NSShadow

CGSize, CGColorRef

なし

CGShadingRef

なし

CGLayerRef

Cocoaクラスのインスタンスが Quartzタイプのデータを内包している場合には、そのデータを抜き出すイ
ンスタンスメソッドが用意されていることが多いので、各Cocoa クラスのドキュメントを参照してくださ
い。ただし例外もあります。例えば、NSBezierPathクラスから CGPathRef を得ることはできません（そ
れを得るやり方は55ページ「NSBezierPath オブジェクトから CGPathRef を作る」で解説していま
す）。またNSImageのように間接的に必要なデータを作成しなければならない場合もあります。

Quartz グラフィックス・コンテキストを獲得する
Quartz の描画機能を直接使用する際には、まずQuartz グラフィックス・コンテキストを獲得しなければ
なりません。ビュー・ベースの描画の場合には、現在のCocoa のグラフィックス・コンテキストに
graphicsPort メッセージを送ればこれを得ることができます。このメソッドは CGContextRef にキャス
トしてQuartzの関数呼び出しに使用できるポインタを返します。
Quartz を使ってCocoaのグラフィックス・コンテキストを作成する
Mac OS X 10.4 以降のシステムでは、既存の Quartz グラフィックス・コンテキストを
NSGraphicsContext のクラスメソッド graphicsContextWithGraphicsPort: に渡すことでCocoa のグラ
フィックス・コンテキストを作成することができます。作成したコンテキストを使用するにはこれに
setCurrentContext を送ってカレントにします。

グラフィックス・ステートの変更
Cocoa と Quartz の描画コードを混在させるとき忘れてはならないのが、多くのCocoaのクラスが
Quartzのそれを保持するためにコンテキストのローカルコピーを作っていることです。それらのクラスは描
画に先立ってグラフィックス・ステートを保存し、描画後にこれを復帰します。局所的に Quartz を使って
ステートの変更を行うと、その変更がCocoa クラスに無視されてしまう可能性があります。
NSGraphicsContext のメソッドを使ってグラフィックス・ステートの変更を行えば、その変更はすぐに
Quartz のステートの変更に結びつきます。逆に、グラフィックス・ステートの変更に
NSGraphicsContextを使わなければ、その変更はオブジェクト・ローカルなものと見なすべきです。例え
ば、NSBezierPath クラスは現在のグラフィックス・コンテキストの（デフォルトの）属性より、オブジェ
クト・ローカルな属性を優先します。

Cocoa アプリケーションでOpenGLを使う
OpenGL は広く業界に受け入れられている、オープンでクロス・プラットフォームな3Dグラフィックス・
スタンダードです。OpenGL は、しっかりドキュメントされ成熟した描画技術で、リアルタイム2D、3Dア
プリケーションの開発の困難さを低減しています。また、この技術は現在、そして将来のハードウエア・ア
クセラレータにおける抽象化をサポートするものでもあります。
以下のセクションでは Cocoa アプリケーションの中にこのOpenGL の描画コールを統合するテクニックを
簡単に紹介します。詳細についてはここではとても解説しきれないので、Macintosh OpenGL
Programming Guide をお読みください。また、OpenGL についての一般的な解説は、Reference Library
> Graphics & Imaging > OpenGL にあります。こちらを参照してください。

NSOpenGLViewを使う
OpenGLによる描画を行う一つの方法は、アプリケーションのウインドウにOpenGL ビューのインスタン
スを追加することです。OpenGL ビューは他のビューと違い、OpenGLグラフィックス・コンテキスト
（NSOpenGLContext）へのポインタを内包しています。こうして、描画サイクルのたびにこのコンテキス
トを再生産する必要性を排除しているのです。
実際にプログラム中でOpenGL ビューを使うには、Interface Builder を使うかプログラム・コードで
NSOpenGLView のサブクラスを生成、これをウインドウに追加します。プログラムからこれを行う場合に
は、このビューのピクセル形式オブジェクトを指定する必要があります。ピクセル形式オブジェクト
（NSOpenGLPixelFormatのインスタンス）は、そのバッファとOpenGLコンテキストの各種描画属性を指
定します。その詳細については Macintosh OpenGL Programming Guide を参照してください。
ウインドウへのOpenGL ビューの追加に Interface Builderを使用するのであれば、ピクセル形式オブジェ
クトに関する情報の一部はインスペクタで指定できます。ただ、これも全てではありませんので、ここで指
定できない属性に関してデフォルト以外の値を使用したい場合は、プログラム中で setPixelFormat: を使用
して変更しなければなりません。
重要：プログラム中でピクセル形式に関する属性をセットする場合、openGLContext メソッドを使って
OpenGL グラフィックス・コンテキストを獲得する前に行わなければなりません。グラフィックス・コン
テキストはその時点で設定されているピクセル形式を使って作成され、作ってしまってから変更することは
できないのです。その代わり、setOpenGLContext: メソッドで 現在のOpenGLグラフィックス・コンテキ
スト自体を取り換えることは可能です。
他のビューと同様、ビューに描画が必要な場合、Cocoa は drawRect: メッセージを送ります。このとき
OpenGL ビューの描画環境は、自動的にビューに設定済みの OpenGL グラフィックス・コンテキストに切
り替わります。
また、他のコンテキストと違い、描画のあとにこのグラフィックス・コンテキストを復帰する必要はありま
せん。OpenGLはグラフィックス・コンテキストのスタックを使用しません。単にいつでもカレントのコン
テキストを使用します。

OpenGL グラフィックス・コンテキストの作成
OpenGL グラフィックス・コンテキストを作成するには、それに先立ってまずピクセル形式オブジェクト（
NSOpenGLPixelFormat）を作成します。そのときに指定する各種属性が、このグラフィックス・コンテキ
ストのレンダリングのしかたを決定することになります。有効なピクセル形式オブジェクトを生成したら、
これを使ってOpenGL グラフィックス・コンテキストを作成、初期化します。
以下のサンプルコードはフルスクリーン、ダブル・バッファ、32ビット描画をサポートするOpenGL グラ
フィックス・コンテキストの作成を試みています。成功すればコンテキストを、そうでなければ nil を返し
ます。
- (NSOpenGLContext*)getMyContext {
// ピクセル形式の属性を決める.
NSOpenGLPixelFormatAttribute attrs[] = {
NSOpenGLPFAFullScreen,
NSOpenGLPFADoubleBuﬀer,
NSOpenGLPFADepthSize, 32,0
};
// ピクセル形式オブジェクトを作成.
NSOpenGLContext* myContext = nil;
NSOpenGLPixelFormat* pixFmt = [[NSOpenGLPixelFormat alloc]
initWithAttributes:attrs];
// 成功したらOpenGLコンテキストを作成.
if (pixFmt != nil) {
myContext = [[NSOpenGLContext alloc] initWithFormat:pixFmt
shareContext:NO];
}
return myContext;
}
OpenGL グラフィックス・コンテキストが作成できるかどうかは、現在利用可能なレンダラーによるので、
プログラムはこのコードの成否を必ずチェックしなければなりません。失敗した場合でも、違った属性を設
定して再度作成を試みることができます。

Cocoa アプリケーションでQuickTimeを使う
QuickTime はビデオ、サウンド、アニメーション、グラフィックス、テキスト、インタラクティビティ、そ
してミュージックをコンピュータで扱えるように設計された、クロス・プラットフォーム・マルチメディア
技術です。QuickTime はMPEG-4やAACオーディオなど、さまざまなイメージ、ビデオ、オーディオの圧
縮フォーマットをサポートしています。
プログラマがQuickTimeをアプリケーションに組み込むには2つの方法があります。もっとも簡単なのは
Objective-C のフレームワークとして提供されるQickTime Kitを使う方法です。ですがもし、Objective-C
より単なるCベースのインタフェースの方がなじみ深いというのであれば、その方法をとることも可能で
す。

QuickTime Kit を使う
QuickTime Kit フレームワーク（QTKit.frameworkとして提供されています）はCocoaアプリケーション
でQuickTimeムービーを再生します。これは、Cocoa のNSMovie およびNSMovieView クラスの後継技術
として設計され、Mac OS X 10.4で初めて搭載されました。この新しいフレームワークは、Cocoa から使
用できるQuickTime関数やデータ・タイプを大幅に増やしており、また、QuickTime を使用するにあたっ
て必要だったCarbon タイプに関する学習からCocoa プログラマを解放しています（もうhandleだのalias
だのファイルシステムは何だなどと思い煩う必要はないのです）。
このフレームワークを使うには、Mac OS X 10.4以降のシステム、あるいはQuickTime 7以降がインス
トールされている 10.3が必要です。その具体的な使用方法については、「QuickTime Kit Programming
Guide」を、また QuickTime Kit のクラスのリファレンスについては「QuickTime Kit Reference」を参照
してください。
QuickTime のCベース関数を使う
QuickTime Kit フレームワークの登場以前、QuickTimeを使ったプログラムは全てCベースの関数を呼び出
すように記述されました。これらのAPIを使えばQuickTimeを構成する数千の機能を自由自在に駆使するこ
とができます。QuickTime Kit フレームワークが搭載された今でも、Cocoaアプリケーションからこれらの
APIを使うことに支障はありません。
QuickTimeについての基本的な情報は 「QuickTime Ovewview」 を、完全なリファレンスは「QuickTime
API Reference」を参照してください。

Quartz Composerの合成機能を使う
ソフトウエアがMac OS X 10.4以降でのみ稼働すればいいのであれば、複雑なグラフィックスを表現する
のに Quartz Composerを使うことができます。Quartz Composerは高度なグラフィックイメージやアニ
メーションをより速く簡単に作るためにMac OS Xに組み込まれた最新の技術を駆使します。プログラマは
アプリケーションで使用するグラフィック・コンポジション・ファイルを作成し、それをロードしアプリ
ケーション内で実行するのにQuartz Composerアプリケーションを使うことができます。従来、描画コー
ドの複雑な描き替えが必要だった変更のある部分は、コンポジション・ファイルのアップデートで済むよう
になるでしょう。
Quartz Composerは、特に複雑なイメージ操作を必要とするアプリケーションで使用するのに最適です。
これを使えば Quartz 2D、Core Image、Core Video、OpenGL、QuickTime、MIDIシステムサービス、
およびリアル・シンプル・シンディケーション（RSS）などを簡単に使うことができます。アプリケーショ
ンは表示するためにコンポジションをレンダリングしたり、コンポジションに関わるパラメータをユーザに
コントロールさせることができます。
さらに詳しい説明は「Quartz Composer Programming Guide」を参照してください。

ドキュメント更新履歴
オリジナル・ドキュメントは「Cocoa Drawing Guide」2006/03/08版。
要約は2006/06/12完成。

