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」wen etaerC「➡」emaG tratS「 とクリックして、
新しい地形をつくろう。後で平らに整地するので、どん
な地形になってもやり直さなくていいよ。
　地形が生成されたら、Tabキーを押して、マウスカー
ソルをマインクラフトパイのウィンドウの外に出せるよ
うにしておこう。

　スクラッチからマインクラフトパイを動かすためには、
Scratch2MCPI（Scratch to Minecraft Pi）というソ
フトが必要だ。まずは、次のページの手順に従って、こ
のソフトをインストールしよう。
　インストールができたら、まずは、マインクラフトパ
イを起動しよう。起動方法は前回と同じく、スタートメ
ニューの「ゲーム」から「Minecraft Pi」を選択だ。

　この後、他のアプリケーションも立ち上げるので、マ
インクラフトパイのウィンドウを画面の右下に移動して、
デスクトップをあけておこう。

スクラッチでマインクラフトパイを動かそう!

スペシャル

第8回

マインクラフトパイの基本操作はマスターしたか
な？  オリジナルの家をたくさん建てて、街をつくっ
ちゃった人もいるかもしれないね。でも、規模が大き
くなるにつれて、たくさんのブロックを積むのが面
倒になってくることも……。今回はスクラッチを使っ
て、ブロックを自動的に組み立ててみるぞ。

マインクラフトパイの準備
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　画面上部のタスクバーにある地球
のアイコンをクリックして、Webブ
ラウザを開こう。スタートメニュー
の「インターネット」から「Chromi
um ウェブ・ブラウザ」を選んでも
OK。Webブラウザが開いたら、ア
ドレス欄に「scratch2mcpi」と
入力して、Enterキーを押そう。

　タスクバーにある、「LXTermi
nal」のアイコン（黒い四角形に白
字で「>_」と書かれているもの）
をクリックして、命令を入力する
ためのターミナルを開く。スター
トメニューの「アクセサリ」から
「LXTerminal」を選んでもOKだ。

　先ほどコピーした命令文「curl 
http://scratch2mcpi.github.
io/install.sh ¦ sh」が入力された
ことを確認して、Enter キーを押そ
う。すると、ダウンロードとインス
トールが始まるよ。しばらくして、
「Installation of scratch2mcpi 
is completed.」と表示されたら、
インストールは終了だ。右上の「×」
をクリックして、ターミナルとWeb
ブラウザを閉じよう。

　デスクトップに「Scra
tch2MCPI」と「Scra
tch2MCPI Terminal」
のアイコンが追加されて
いればOKだ。

ターミナルの画面に表示され
る文字が小さくて読みにくい
場合は、特設サイトの「文字
を使ってパソコンと対話する
方法」を参考に、文字の大き
さを変更しよう。

　ターミナルの「編集（E）」メニュー
をクリックして、「貼り付け（P）」
を選ぼう。

　インストールするための命令文（コマンド）が表示されるので、
先頭の「％」を外した「curl http://scratch2mcpi.github.
io/install.sh ¦ sh」の部分をマウスでドラッグして選択してから、
右クリックメニューで 」）C（ ーピコ「 を選ぼう。

　検索結果が表示されたら、「Scra
tch2MCPI」をクリック。

　Scratch2MCPI のページが表示
されたら、「Scratch2MCPI のイ
ンストール」をクリックしよう。

http://prog.
kodomonokagaku.com/
jibun/help_talk.html

Scratch2MCPIのインストール
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　うまく表示されたかな？ メッセージは、しばらくする
と自動的に消えるよ。

　マインクラフトパイに送ることができる命令の一覧は、
「hello_minecraft ▼を送る」の「▼」をクリックする
と表示できる。マインクラフトパイのウィンドウに隠れ
てよく見えないときは、タスクバーの「Minecraft - Pi 
edition」をクリックして、ウィンドウをいったん隠して
しまおう。

　デスクトップにある
「Scratch2MCPI」の
アイコン（ネコのアイコ
ンだよ）をダブルクリッ
クして、アプリケーショ
ンを立ち上げよう。

　スクラッチのウィンドウを見ると、最初からスクリプ
トが用意されているね。
　これは、マインクラフトパイに「hello minecraft」
というメッセージを表示するプログラムだ。緑の旗をク
リックして実行してみよう。

　まずスクラッチのウィンドウが開き、しばらくすると
「Scratch2MCPI Terminal」のウィンドウも自動的
に開く。そのウィンドウに「スクラッチと接続しました」
と表示され、マインクラフトパイに「Scratch2MCPI 
connected to Minecraft Pi.」と表示されたら起動は
成功だ。

　「Scratch2MCPI Terminal」のウィンドウは、直接
操作することはないけど、閉じると動かなくなってしま
う。デスクトップにあるとじゃまなので、タスクバーに
ある「Scratch2MCPI 」をクリックして隠しておこう。
　それから、スクラッチのウィンドウは、スクリプトエ
リアが見えるように左上に置くといいよ。ステージとス
プライトは隠れていても大丈夫。テレビなどの大きなディ
スプレイを使っている人は、ウィンドウ同士が重ならな
いように上手に並べてね。

プログラムで整地化Scratch2MCPIの
起動

このアイコンを
ダブルクリック

メッセージが
表示された！
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　タスクバーの「Minecraft - Pi edition」をクリック
して、隠していたマインクラフトパイのウィンドウを表
示させよう。緑の旗をクリックすると整地が始まるよ。
　しばらく時間がかかるけど、何度もクリックしないで
ね。「reset the world」と表示されたら整地は完了だ。
一面の野原になったね。

　この座標をプログラムで指定すれば、行きたいところ
に自由に行くことができるんだ。そのために使うのが「変
数」だ。オレンジ色の「変数」カテゴリーをクリックし
て、「blockData▼を0にする」の「▼」をクリックし
てみよう。メニューに表示される「mcpiX」、「mcpiY」、
「mcpiZ」が、それぞれワールドのx、y、zの座標を表
しているよ。まず、「mcpiX」を選んで「mcpiX▼を0
にする」にしよう。

」るすに0を▼Xipcm「 をドラッグして、「緑の旗がク
リックされたとき」と「reset▼を送る」の間に入れよ
う。白い線が出たところにはまるから、慎重に操作して
ね。違うところにくっついてしまっても、下向きにドラッ
グすれば外せるよ。

スクラッチのステー
ジは２次元なので、
x、yの座標だけ。

マインクラフトパイ
の世界は３次元なの
で、x、y、zの座標
がある。

　それでは、たくさんの命令
の中から、地形を平らに整地
する命令「reset」を選ぼう。

2次元

3次元

　マインクラフトパイのウィンドウの左上に、「pos: 0.0, 
0.0, 0.0」と表示されているのがわかるかな？ これは左
からx、y、zの順番で、ワールドの現在位置の座標を表
している。
　スクラッチでは、スプライトの位置を表すのにxとy
の座標を使ったよね。xが左右、yが上下の位置を表して
いた。これは2次元の座標だ。マインクラフトパイは3
次元だから、これに前後（奥行き）を表すzが追加されて
いるんだ。これらの座標は絶対的な位置を表しているので、
自分が向いている方向とは関係ないことに注意してね。

座標を移動する

整地されて
一面の野原が
出現！

白い線が
出たところ
に…

くっついた！
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　続いて、「mcpiY▼を0にする」、「mcpiZ▼を0に
する」も同じようにはめよう。
　最後に、「reset ▼を送る」の「▼」をクリックして
「setPos▼を送る」に変えよう。これは、変数の値をワー
ルドに反映する命令なんだ。

　では、緑の旗をクリックしてみよう。あれ？ 何も変わ
らないね。これは、元々自分が「pos: 0.0, 0.0, 0.0」、
つまり命令と同じ場所にいるからだ。操作をマインクラ
フトパイに切り替え、適当に移動して座標を変えてから、
再び緑の旗をクリックしてみよう。
　今度は「pos: 0.0, 0.0, 0.0」に戻ったことがわかっ
たかな？ でも、周りが真っ平らだから、移動したことが
よくわからないね……。
　では、y座標の値を100にしたらどうだろう。y座標
は上下の位置だから空中に浮かぶはずだ。「mcpiY▼を
0にする」の「0」をキーボードで「100」に変えてから、
緑の旗をクリックしてみると……空中に浮かんだ！ 
　でも、すぐに地面に落ちてきたね。地面の高さは0だっ
たり1だったりするので、落ちた後の座標は「pos: 0.0, 
1.0, 0.0」になっているかも。

　緑の旗をクリックしよう。石が置かれたかな？ 石は足
元にあるから、少し後ろに下がると見つけやすいぞ。
　「blockTypeID▼を1にする」の「1」を「0」（空
気）に変えてから緑の旗をクリックすると、石が消えるよ。
これも試してみてね。

　石が1個置けたということは、y座標を1ずつ変えな
がら石を置くことを10回繰り返すと、高さが10の塔が
つくれるんじゃないかな。
　まず、「blockTypeID▼を1にする」に戻してから、
「変数」カテゴリーの「blockData▼を1ずつ変える」
を「mcpiY▼を1ずつ変える」にして、「setBlock▼
を送る」の下にはめよう。
　次に、「制御」カテゴリーの「10回繰り返す」を、
「setBlock▼を送る」と「mcpiY▼を1ずつ変える」
が中に入るようにはめよう。
　これで緑の旗をクリックすると……塔はできたけど、
宙に浮いているね。

　座標の変え方がわかったところで、プログラムでブロッ
クを積むことにチャレンジしてみよう。
　まず、ブロックの種類を選ぼう。ブロックの種類は ID
という数字で表される。
　例えば、石なら1、草なら2だ。0は空気で、ブロッ
クがなくなるよ。これらの IDは、Minecraft Wikiの「デー
タ値 /ブロック ID」（https://minecraft-ja.gamepedia.
com/データ値 /ブロック ID）などを参考にしよう。た
だし、マインクラフトパイでは使えないものもあるよ。
　スクラッチでは、ブロックの IDを変数の「blockType
ID」で設定することができる。「変数」カテゴリーにあ
る「mcpiY ▼を 0にする」の「▼」をクリックして
「blockTypeID」に変えよう。
　ブロックの種類は石にしたいから、「0」を「1」にしよう。
「blockTypeID▼を1にする」は、「setPos▼を送る」
の下にドラッグしてはめるよ。
　この IDのブロックをワールドに置くには「setBlock

ブロックを積んで
塔をつくる

▼を送る」を使うんだ。「制御」カテゴリーにある
「getBlock▼を送る」の「▼」をクリックして「setBlock
▼を送る」に変えてから、「blockTypeID▼を1にする」
の下にはめよう。このように、座標やブロックなどの変
数をセットしてからワールドに命令を送るのが、スクラッ
チからマインクラフトパイを操作する基本だ。
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　マインクラフトパイの終了方法は前回と同じだ。Escキーを押し、「Quit to title」をクリッ
クしてトップ画面に戻ったら、ウィンドウ右上の「×」をクリックして終了しよう。
　スクラッチのプログラムは自動で保存されないので、「ファイル」メニューの「名前をつけて
保存」から保存しよう。このとき、「mcpi_template」は上書きしないように名前を変えてね。
　次号は、引き続きScratch2MCPIを使って、さらにおもしろいことを紹介するよ！

保存と
終了

　これは、スクラッチからマインクラフトパイに命令を
送るとき、「setBlock▼を送る」より先に「mcpiY▼
を1ずつ変える」が実行されてしまうために起こるんだ。
　こうならないためには、「mcpiY▼を1ずつ変える」
を実行するのを、ほんのちょっとだけ待ってあげるとい
い。「制御」カテゴリーの「1秒待つ」を「0.001秒待つ」
にして、「setBlock▼を送る」と「mcpiY▼を1ずつ
変える」の間に入れよう。

　このまま実行する
と、今あるブロック
と重なっちゃうから、
「制御」カテゴリーの
「reset▼を送る」を
クリックして再び整
地化してから、もう
一度緑の旗を押して
みると……。

　さらに応用して、
箱をつくったり（ヒ
ントは z 座標）、ブ
ロックの種類を変え
たりしてみよう。う
まくプログラムすれ
ば、球やピラミッド
もつくれるよ。
　もし、つくってい
る途中でうまく動か
なくなったら、Scra
tch2MCPI のページ
にある「Scratch2M
CPI が動かなくなっ
たら？」を読んでみて
ね。

　x座標も同じように変えながら、繰り返し塔を並べる
と壁ができるよ。プログラムはこんな感じだ。

浮いてる！

今度はうまく
いったぞ！

これを
入れるのが
ポイント！

壁が
できた！


