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《脱》初級プログラミングを目指す、 プログラマーの`タマゴ`のみなさんへ
 http://tamago-club.cocolog-nifty.com/

「楽しくなければ仕事じゃない」が私たちのモットー。
99％の苦悩の連続も、1％の成功に報われます。
だからこそ、この仕事が楽しくて仕方がないのです。

楽をするための努力なら惜しみません。
何もせず楽をしているのと、努力をしたから楽ができるのと、
一見しただけでは区別がつかないかもしれませんね。



 気軽に Swing〔6〕TransferHandler: DnD
 Java.use(better,Swing=Jython) ～ 萬プログラマーのための Python 導入ガイド

 本間りす、森こねこ〔著〕　小泉ひよ子とタマゴ倶楽部〔監修〕 

実際のアプリケーション開発を疑似体験できるように、問題解決に至るまでの紆余曲折
を示しながら「繰り返し段階的に」技術を習得するための話題を提供します。OOP
〔Object-Oriented Programming〕を体得するには、五感を通してフィードバックが
得られる論理的シミュレーションによって、現実世界を疑似体験するのが効果的です。
この連載で、Java の常識が壊れるかもしれませんが、OOP の可能性は広がります。

はじめに
　この連載<@.aspx>の基調となる、1）アプリケーション開発、2）Swing/
Jython の解説、3）支援ツール作成が三位一体となって、読者のみなさんの学習を
支援します。今回は TransferHandler に着目します。

対象読者
こんな症状を抱えているなら (@.@)
・Java で構築されたレガシーシステムを再構成したい
【効能】既存のリソースを再利用しつつ、同時に開発効率を改善できるかも
【注意】連載の主旨から「先に示したプログラムが後で覆される」事例が含まれます。
次の展開（失敗から何を学ぶか/学ばないか）を予想しながら読み進むのも一興です。

Swing：TransferHandler
　ラベルは、情報を提示するのが目的で、ボタンのように処理を起動しません。しか
し、ドラッグ&ドロップを活用すると、処理を起動する部品としても利用できます。ま
た、その対象ごとに異なる処理を割り当てることで、柔軟な対処が可能となります。

【例題１a】ラベルをドラッグ&ドロップして、テキスト領域に表示したい。

 
　ラベルの上にマウスカーソルを移動すると、ツールチップが現われます。

　1）ラベルの上にマウスカーソルを移動して、マウスボタンを押したまま、2）テキ
スト領域までドラッグ&ドロップすると、3）ラベルと同じ文字列が表示されます。こ
れを実現したのが、次のコードです。

def ex_DnD_JLabel():
    def mousePressed(e):
        comp = e.source
        comp.transferHandler.exportAsDrag(
            comp,    # holding the data to be transferred
            e,       # triggered the transfer
            TransferHandler.COPY, 
            )



    iconView = JPanel(layout=GridLayout(-1, 1))
    for e in "Japan", "Canada", "Virgin Islands":
        iconView.add(JLabel(
            icon=ImageIcon("Flags/%s.gif"%e), 
            text=e, 
            toolTipText=e, 
            mousePressed=mousePressed, 
            transferHandler=TransferHandler("text"),    
                                        # Here goes! (@.@)
            ))
    ...

クラス：TransferHandler

　データ転送を扱うハンドラー TransferHandler は、イベントが発生すると、指定
されたコンポーネントのデータを仲介して、他のコンポーネントに転送します。

　ラベルを選択するとイベントが発生して、1）リスナーでもある自身に設定された 
mousePressed が呼び出されます。すると、2）ハンドラー transferHandler を介
して、ラベルが保持するテキスト文字列 text を送信 exportAsDrag します。

    public void setTransferHandler(TransferHandler newHandler)

　メソッド setTransferHandler() は、任意のコンポーネントを、ドラッグ&ド
ロップによるデータ転送の情報源に指定します。引数 newHandler に指定したハンド
ラーが、コンポーネント間のデータ転送を仲介します。このとき、転送したいデータを
規定するプロトコルは、コンポーネントが提供するものに限定されます。

    public void exportAsDrag(
        JComponent comp, InputEvent e, int action)

　メソッド exportAsDrag() は、各プラットホームごとに用意された、ドラッグ&ド
ロップ操作を起動します。引数 comp には、転送したいデータを保持するコンポーネン
トを指定します。引数 e には、データ転送を誘因するイベントを指定します。引数 
action は、データ転送の動作を規定するもので、COPY/MOVE/LINK が有効です。

ラベルを再設定するには

【例題１b】テキストをドラッグ&ドロップして、ラベルを再設定したい。



　1）テキスト領域に入力した文字列を選択して、マウスボタンを押したまま、2）ラ
ベルまでドラッグ&ドロップすると、3）選択した文字列がラベルに表示されます。

ツールチップを再設定するには

【例題1c】テキストをドラッグ&ドロップして、ツールチップを再設定したい。

　コンストラクター TransferHandler() の実引数を、次のように、"text" から 
"toolTipText" に変更すると、ツールチップの文字列を再設定できます。

    transferHandler=TransferHandler("toolTipText"), 

　1）テキスト領域に入力した文字列を選択して、マウスボタンを押したまま、2）ラ
ベルまでドラッグ&ドロップすると、3）選択した文字列がツールチップに表示されま
す。

イベントリスナーを登録する

　マウスボタンを押したときのイベントに応答するリスナーを設定するには、次のよう
に、

    public void addMouseListener(MouseListener l)

メソッド addMouseListener を利用します。引数 l には、インターフェース 
MouseListener を実現した、任意のリスナーオブジェクトを指定できます。このと
き、リスナーには、次のメソッドを実現しておく必要があります。

 
    void mousePressed(MouseEvent e)

　メソッド mousePressed は、イベント MouseEvent が発生したときに呼び出され
ます。そして、発生したイベント e から、必要な情報を獲得できます。JavaBeans に
準拠した Swing には、Jython の便利な機能を適用できるので、次のように、

    JLabel(mousePressed=mousePressed,

キーワード引数 mousePressed= に、イベントリスナーを指定するだけです。

 



　インターフェースの規定に従うことを明確にするには、mousePressed= を固定する
だけです。先の連載〔1〕JList<@.aspx> でも紹介したように、Java の国境を越え
て Jython の世界に入るときには、addMouseListener/MouseListener など余分な
荷物は捨てて、身軽な旅を堪能できます。

支援ツール：配列の`中身`を確認する
　先に紹介したツール<@.aspx>では、配列の状態を確認しようとすると、次のような
インスペクター（左：Before）が現われます。

　リスト項目にあるのは、配列型のインスタンスに関する情報です。しかし、インスペ
クターに期待するのは、器（コンテナー）ではなく中身（コンポーネント）の情報で
す。つまり、配列そのものではなく、配列が保持する各要素の情報が欲しいのです。こ
の問題を解消する工夫をしたのが、改良したインスペクター（右：After）です。

配列 jarray の状態を確認する

　先の【例題１a 】に次のコードの断片を挿入して、再実行してください。

    from cz16inspector import Inspector
    Inspector(iconView).show() 

　すると、３つのラベルを配置したパネル iconView の状態を確認できます。

　1）リスト項目から components を選択すると、2） <type 'array'> とあること
から、それが Java の配列型のインスタンスだと分かります。この中には、先の例題を
構成する３つのラベル JLabel インスタンスが、要素として含まれるはずです。3）ボ
タン 'inspect' を選択すると、新たなインスペクターが起動されます。すると、【例
題１】を構成するバネル iconView に配置された、各ラベルの状態を確認できます。

　新たに起動したインスペクターのリスト項目には、３つの数字（0～1）が並んでい
ます。これらは、配列の添字を表わします。そこで、4）リスト項目 0 を選択すると、
配列の先頭にあるラベルの状態を確認できます。実際に、5）テキスト領域には、次の
ような情報が表示されます。

javax.swing.JLabel[,
0,0,138x48,alignmentX=0.0,alignmentY=0.0,border=,flags=8388608,max
imumSize=,minimumSize=,preferredSize=,defaultIcon=Flags/
Japan.gif,disabledIcon=,horizontalAlignment=LEADING,horizontalText
Position=TRAILING,iconTextGap=4,labelFor=,text=Japan,verticalAlign
ment=CENTER,verticalTextPosition=CENTER]

すると、画像アイコン defaultIcon=Flags/Japan.gif や、テキスト text=Japan 



などが存在することから、それが先頭に配置されたラベル（日本）だと分かります。

モジュール：jarray

　モジュール jarray は、Java の配列を扱うための便利な機能を提供します。

 
　たとえば、jarray.zeros(0,'i') は、int 型の要素を扱う配列を生成しますが、
Jython の世界では、これを組み込み型 list などと同様に扱えます。

class InspectorPanel(JPanel):
    import jarray
    species = jarray.zeros(0, 'i').__class__

    def __init__(self, target, selection=None):
        self.target = target
        if not selection:
            selection = SelectionPanel
        ... No change ...
    def actionPerformed(self, e):
        e = self.listView.selectedValue
        e = getattr(self.target, e)    # oops (x.x)
        import jarray
        s = (SelectionPanel, SelectionPanel_array)[
            isinstance(e, self.species)]
        Inspector(e, s).show()

　改訂したクラス InspectorPanel では、リスト項目から選択した対象が配列なら、
SelectionPanel_array を組み込んだ専用のインスペクターを起動します。改訂した
コンストラクターでは、引数 selection を省略すると、規定値 SelectionPanel を
設定して、汎用のインスペクターを起動します。

class SelectionPanel_array(JPanel):

    def __init__(self, client, target):
        self.client = client
        self.target = target
        self.layout = BorderLayout()
        e = self.listView = JList(
            listData=range(len(self.target)), 
            valueChanged=self.valueChanged,
            preferredSize=(50, 100), 
            )
        self.add(JScrollPane(e), BorderLayout.CENTER)
    def valueChanged(self, e):
        s = self.selectedValue = e.source.selectedValue
        s = self.target[s]
        self.client.valueUpdate(s)

　新たなクラス SelectionPanel_array は、配列を対象とする専用のパネルを提供
します。リスト項目には、配列の添字が提示されます。そのため、各要素を参照するに
は、添字演算子を利用して self.target[s] とします。

例外：TypeError

　しかし、半歩前進したインスペクターには、問題があります。リスト項目から配列の
添字を選択したまま、ボタン 'inspect' を選択すると、 例外 TypeError が発生し
て、次のエラーメッセージが出力されます。

TypeError: getattr(): 2nd arg can't be coerced to String

これは、組み込み関数 getattr が「第２引数に文字列」を期待しているのに、互換性
のない引数が渡されたことを意味します。これを回避する方法は、次回に紹介します。

《バグの正しい飼い方》TypeError が発生したら、引数に互換性があるか、確認して
みることです。

終わりに
　ドラッグ&ドロップは、コンポーネントの潜在的な能力を引き出して、新たな機能を
付加する仕組みを提供できるのが分かりました。次回は、JFrame に着目します。■


