
 Python.use(better, Tkinter)

《51》Text 部品と Scrollbar（1）★ 森こねこ

Text 部品と Scrollbar とを組み合わせて利用すると便利です。

 
    root = Tk(); root.title("Text with: Scrollbar")
    root.config(width=150, height=80)
    root.propagate(False)

    frame = Frame(root)
    frame.rowconfigure(0, weight=1)
    frame.columnconfigure(0, weight=1)
    frame.pack(fill=BOTH, expand=True)

    text = Text(frame, 
        width=20, height=5, font="courier 12", wrap=NONE)
    text.grid(row=0, column=0, sticky=NSEW)

    xScrollbar = Scrollbar(frame, orient=HORIZONTAL)
    xScrollbar.config(command=text.xview)
    xScrollbar.grid(row=1, column=0, sticky=EW)

    yScrollbar = Scrollbar(frame, orient=VERTICAL)
    yScrollbar.config(command=text.yview)
    yScrollbar.grid(row=0, column=1, sticky=NS)

    text.config(
        xscrollcommand=xScrollbar.set, 
        yscrollcommand=yScrollbar.set)

    root.mainloop()

　このコードを実行すると、ウィンドウが現われます。テキスト領域にした文字列が

ウィンドウ内に収まらなくなると（右および下に）スクロールバーが現われます。

 
　部品を操作するのに合わせて、スクロールバーを再表示する必要があります。そのた
めには、テキスト部品 Text をスクロールバー Scrollbar に関係付けておきます。
xscrollcommand= に、Scrollbar の再表示を促すメソッド set を設定します。す
ると、テキスト部品を操作してイベントが発生したときに、コールバック 
yscrollcommand を介して set が起動されます。

 
　スクロールバーを操作するのに合わせて、部品を再表示する必要があります。そのた
めには、スクロールバー Scrollbar をテキスト部品 Text に関係付けておきます。
command= に、Text の再表示を促すメソッド xview を設定します。すると、スク
ロールバーを操作してイベントが発生したときに、コールバック command を介して 
xview が起動されます。《ひよ子のきもち♪2007/04/16》



 Python.use(better, Tkinter)

《52》Text 部品と Scrollbar（2）★ 森こねこ

（承前） 

    text = Text(frame,
        width=20, height=5, font="courier 12", wrap=NONE)

　width= には、テキスト領域の幅を指定します。height= には、テキスト領域の高
さを指定します。これらの値（幅と高さ）は、画素数ではなく、文字数として解釈され
ます。そのため、テキスト情報（フォントなど）を変更しても、指定した文字数を表示
するための領域が確保されます。

　font= には、フォント情報（表示されるテキストの規定値）を指定します。ここで
は、courier の 12 ポイントを指定しています。

　wrap= には、ある行がテキスト領域に収まらないときに、どこで折り返すかを指定
します。NONE を指定すると、行を折り返しません。CHAR を指定すると「文字」の区
切りで折り返します。WORD を指定すると「単語」の区切りで折り返します。

 
    frame.pack()

　部品の配置を規定値に設定しておくと、ウィンドウの大きさを変更したときに、テキ
スト領域の幅と高さが、指定された値のままとなります。このとき、水平方向には 
width=20 文字分の、垂直方向には height=5 行分の、テキスト領域が確保されてい
るのが分かります。

    text.grid(row=0, column=0, sticky=NSEW)

　row= には、行（垂直）方向のオフセット位置を指定します。column= には、列
（水平）方向のオフセット位置を指定します。ここでは、行列座標 (row,column) に
すると (0,0) の位置、つまり左上隅にテキスト領域を確保しています。

　sticky= には、格子内のどの方向に、部品を密着させるかを指定します。NSEW を
指定すると、格子の全方向（上下左右）に密着するように、部品が配置されます。

 
    xScrollbar.grid(row=1, column=0, sticky=EW)
    yScrollbar.grid(row=0, column=1, sticky=NS)

　同様に、格子内のどの方向に、スクロールバーを密着させるかを指定します。する
と、図のような配置になります。ここでは、EW を指定して水平（東西）方向に、NS を
指定して垂直（南北）方向に、格子内でスクロールバーを密着させています。

    frame.rowconfigure(0, weight=1)
    frame.columnconfigure(0, weight=1)

　rowconfigure(self,index,cnf={},**kw) は、（左上隅からのオフセット）
index 番目の格子「行」を再構成します。同様に、columnconfigure

(self,index,cnf={},**kw) は、index 番目の格子「列」を再構成します。
weight= には、重み付けの係数を指定します。この値に従って、外部部品の大きさが
変化（拡大・縮小）したときの量に対して、内部格子の大きさ（幅と高さ）をどの割合
で変化させるかが決まります。ここでは、ウィンドウを操作したときに、下側のスク
ロールバーは水平方向だけに、右側のスクロールバーは垂直方向だけに、その大きさが
変化するように設定しています。《ひよ子のきもち♪2007/04/17》



 Python.use(better, Tkinter)

《53》スクロール可能な Text 部品★ 森こねこ

リファクタリングを実践して、スクロール可能な Text 部品を規定します。

class ScrollableText:
    def __init__(self, root, font):
        self.frame = self._init_frame(root)
        self.text = self._init_text(self.frame, font)
        self.xScroll = self._init_xScroll(self.frame, self.text)
        self.yScroll = self._init_yScroll(self.frame, self.text)
        self._text_config(self.text, self.xScroll, self.yScroll) 
        
    def _init_frame(self, root):
        frame = Frame(root)
        frame.rowconfigure(0, weight=1)
        frame.columnconfigure(0, weight=1)
        frame.pack(fill=BOTH, expand=True)
        return frame

    def _init_text(self, frame, font):
        text = Text(frame, 
            width=20, height=5, font=font, wrap=NONE)
        text.grid(row=0, column=0, sticky=NSEW)
        return text

    def _init_xScroll(self, frame, text):
        scroll = Scrollbar(frame, orient=HORIZONTAL)
        scroll.config(command=text.xview)
        scroll.grid(row=1, column=0, sticky=EW)
        return scroll

    def _init_yScroll(self, frame, text):
        scroll = Scrollbar(frame, orient=VERTICAL)
        scroll.config(command=text.yview)
        scroll.grid(row=0, column=1, sticky=NS)
        return scroll

    def _text_config(self, text, xs, ys):
        text.config(xscrollcommand=xs.set, yscrollcommand=ys.set)

　前項で作成した例題をリファクタリングして、スクロール可能な Text 部品を、クラ

ス ScrollableText として抽出します。以降の例題では、Text 部品の機能を説明す
るのに、これを利用します。

  
    root = Tk(); root.title("Text")
    root.config(width=150, height=80)
    root.propagate(False)
    
    font = "courier 12"
    text = ScrollableText(root, font).text
    for i, e in enumerate(("normal", "italic", "bold")):
        s = "%s %s"%(font, e)
        text.insert(END, "%s\n"%s)
        text.tag_config(tagName=e, font=s)
        line = i+1
        text.tag_add(e, "%i.0"%line, "%i.end"%line)

    root.mainloop()

　insert(self,index,chars,*args) は、index 番目の文字の手前に文字列 
chars を追加します。index に END を指定すると、テキスト領域の末尾に chars を
追加します。

　tag_config(self,tagName,cnf=None,**kw) は、タグ名 tagName に対応する
テキスト情報を設定します。ここでは、font= を使って、フォント情報を指定してい
ます。すると、斜体、太字などを使って、文字列を表示できます。

　tag_add(self,tagName,index1,*args) は、タグ名 tagName に対応するテキス
ト情報を適用して、文字列を表示します。index1 には、"row.column" の形式でそ
の位置を指定します。たとえば、"1.0" なら、第 1 行の 0 番目の文字を指しま
す。"1.end" なら、第 1 行の末尾の文字を指します。《ひよ子のきもち
♪2007/04/18》



 Python.use(better, Tkinter)

《54》テキスト属性（1）★ 森こねこ

Text 部品には、さまざまなテキスト属性を設定できます。

    ...    
    font = "courier 18"; bg = "background"
    text = ScrollableText(root, font).text
    text.config(
        highlightcolor="magenta", highlightbackground="gray")
    text.tag_config(bg, background="yellow")
    for i, fg in enumerate(("red", "green", "blue")):
        text.insert(END, "%s %s\n"%(font, fg))
        text.tag_config(tagName=fg, foreground=fg)
        line = i+1
        text.tag_add(fg, "%i.0"%line, "%i.end"%line)
        text.tag_add(bg, "%i.8"%line, "%i.8 +2 chars"%line)
    ...

　config(self,cnf=None,**kw) は、属性を再設定します。highlightcolor= に
は操作対象であるときの、highlightbackground= には操作対象でないときの、色を
指定します。tag_config() を使って、テキスト情報を設定します。background= 
には、背景色を指定します。foreground= には、文字色を指定します。 

    ...        
    font = "courier 12"; sp = "spacing"; mg = "margin"
    text = ScrollableText(root, font).text
    text.config(wrap=CHAR)
    text.tag_config(sp, 
        spacing1="7m", spacing2="2m", spacing3="5m")
    text.tag_config(mg, 
        lmargin1="7m", lmargin2="2m", rmargin="5m")

    for prefix in "edit_", "mark_", "tag_":
        for e in [e for e in dir(text) if e.startswith(prefix)]:
            text.insert(END, "%s "%e)
        text.insert(END, "\n")
        
    for i, (fg, tg) in enumerate((("red", sp), ("blue", mg))):
        text.tag_config(tagName=fg, foreground=fg)
        line = i+2
        text.tag_add(fg, "%i.0"%line, "%i.end"%line)
        text.tag_add(tg, "%i.0"%line, "%i.end"%line)
    ...

　spacing1=（開始行）spacing2=（その他の行）spacing3=（最終行）には、（折
り返したときの）行間の幅を指定します。 ここで "2m" は、２ミリ幅を意味します。

　lmargin1=（開始行の左端）lmargin2=（その他の行の左端）rmargin=（右端）
には、マージン幅を指定します。《ひよ子のきもち♪2007/04/19》



 Python.use(better, Tkinter)

《55》テキスト属性（2）★ 森こねこ

（承前）

 
    root = Tk(); root.title("Text")
    root.config(width=150, height=100)
    root.propagate(False)

    font = "courier 12"
    text = ScrollableText(root, font).text
    text.config(wrap=CHAR)

    mark = "mark"; N = len(mark)
    for e in [e for e in dir(text) if e.startswith(mark)]:
        text.insert(END, "%s "%e)
        
    s = index = "1.0"
    markName = []
    while s:
        s = text.search(pattern=mark, index=index, stopindex=END)
        markName.append(s) 
        index = "%s +%i chars"%(s, N)
    
    def func(e): print e
    text.tag_bind(tagName=mark, sequence="<Button-1>", func=func)
    text.tag_config(tagName=mark, background="yellow")
    for e in markName[:-1]:
        text.mark_set(markName=e, index=e)
        text.tag_add(mark, e, "%s +%i chars"%(e, N))
        
    print "tag_names:" , text.tag_names()
    print "mark_names:", text.mark_names()

    root.mainloop()

　このコードを実行すると、ウィンドウが現われます。テキスト領域には、Text 部品
に適用可能なメソッドの中から、'mark' で始まるメソッド名だけを列挙しています。
ここでは、テキスト領域の中からパターン 'mark' を検索して、見つかった文字列の
背景を黄色で強調表示しています。

　search(self,pattern,index,stopindex=None,...) は、パターン pattern= 
を検索します。index= には、検索の開始位置を指定します。stopindex= には、検索
の終了位置を指定します。これを省略すると、テキストの先頭から検索を再開します。
検索した文字列が得られないときには、空文字列 "" が得られます。ここで、while s 
とあるので、検索した文字列が得られる間は、検索結果を保持するリスト markName 
の要素として、検索して得られた文字列を追加 append(s) します。

　tag_bind(self,tagName,sequence,func,add=None) は、タグ名 tagName= に
対応するイベント情報を設定します。sequence= には、対象とするイベントパターン
を指定します。func= には、イベント発生時に起動される関数を指定します。

　mark_set(self,markName,index) は、テキストに目印を設定します。
markName= には、目印となる文字列を指定します。index= には、目印を設定する位
置を指定します。ここで mark_set(markName=e,index=e) とあるの
は、'line.char' の形式で表わされる文字位置と同じものを、目印となる文字列とし
て利用しているからです。

tag_names: ('sel', 'mark')

　tag_names() は、タグとなる文字列を列挙したもの（タプル）を獲得します。
print 文の出力結果を見ると、このコードの断片で設定した 'mark' のほかに、Text 
部品で規定された 'sel' の存在を確認できます。

mark_names: ('1.24', 'insert', '1.34', '1.57', '1.48', '1.13', 
'1.0', 'current')

　mark_names() は、目印となる文字列を列挙したもの（タプル）を獲得します。
print 文の出力結果を見ると、'line.char' の形式で表わされる文字位置のほかに、
Text 部品で規定された 'insert' および 'current' の存在を確認できます。《ひよ
子のきもち♪2007/04/20》


