
 Python.use(better, GUI=Tkinter)

《56》Text 部品に他の部品を組み込む★ 森こねこ

Text 部品には、テキストと同様に、任意の部品を組み込むことができます。

    root = Tk(); root.title("Text")
    root.config(width=420, height=480)
    root.propagate(False)

    font = "courier 112"
    text = ScrollableText(root, font).text

    def func(e): print e.widget["text"]

    align = TOP, CENTER, BASELINE, BOTTOM
    image = []
    for e in "testerr", "testfail", "testok", "testrun":
        image.append(PhotoImage(file="image/%s.gif"%e))

    for a, i in zip(align, image):
        w = Button(root, text=a, image=i)
        w.bind(sequence="<Button-1>", func=func)
        text.insert(END, "^P")
        text.window_create(index=END, window=w, align=a)
        text.insert(END, "y_%s\n"%a)

    root.mainloop()

　このコードを実行すると、ウィンドウが現われます。ここでは、テキスト領域の中に
他の部品（ここでは Button 部品）が組み込まれています。ボタンを選択すると、
Button 部品を並べた位置がコンソールに表示されます。

 
　window_create(self,index,cnf={},**kw) は、指定した文字位置 index= に
生成した部品を組み込みます。window= には、部品を指定します。align= には、部
品を並べる位置を指定します。これには、TOP（上端）CENTER（中心線）BASELINE
（基準線）BOTTOM（下端）を指定でき、各位置に部品を整列させます。ただし、テキ
ストより部品が大きな場合には、その効果は顕著ではありません。《ひよ子のきもち
♪2007/04/23》 

!　
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《57》Text 部品に画像を組み込む★ 森こねこ

Text 部品には、テキストと同様に、任意の画像を組み込むことができます。

    root = Tk(); root.title("Text@2")
    root.config(width=420, height=480)
    root.propagate(False)

    font = "courier 112"
    text = ScrollableText(root, font).text

    def func(e): print e.widget.image_cget(CURRENT, "image")

    align = TOP, CENTER, BASELINE, BOTTOM
    image = []
    for e in "Argentina", "Brazil", "Canada", "Turkey":
        image.append(PhotoImage(file="image/%s.gif"%e, name=e))

    for n, (a, i) in enumerate(zip(align, image)):
        text.insert(END, "^P")
        text.image_create(index=END, image=i, align=a)
        text.insert(END, "y_%s\n"%a)
        line = n+1
        text.tag_add(i, "%i.2"%line, "%i.3"%line)
        text.tag_bind(tagName=i, sequence="<Button-1>", func=func)

    root.mainloop()

　このコードを実行すると、ウィンドウが現われます。ここでは、テキスト領域の中に
任意の画像（ここでは PhotoImage）が組み込まれています。画像を選択すると、
PhotoImage を識別する名前がコンソールに表示されます。たとえば、アルゼンチン
の国旗を象った画像を選択すると、文字列 'Argentina' が出力されます。

　image_cget(self,index,option) は、文字位置 index= にある画像に対して、
オプション情報 option= を獲得します。ここでは、オプション文字列 'image' に対
応する値になっている、画像を識別する文字列を獲得します。

　image_create(self,index,cnf={},**kw) は、指定した文字位置 index= に任
意の画像を組み込みます。image= には、画像を指定します。align= には、画像を並
べる位置を指定します。これには、TOP（上端）CENTER（中心線）BASELINE（基準
線）BOTTOM（下端）を指定でき、各位置に画像を整列させます。ただし、テキストよ
り画像が大きな場合には、その効果は顕著ではありません。これらの状況は、
window_create() を利用して、他の部品を組み込む場合と同様です。

　画像を文字と見なすなら、その取り扱いは他のテキストの場合と同じです。違いは、
各画像を識別する文字列を利用できることです。《ひよ子のきもち♪2007/04/24》
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《58》事例：クイックリファレンス（1）★★ 森こねこ

Text 部品の理解を確認するために、簡単なアプリケーションを作成します。

　これまで、Text 部品の機能の一部を、コードの断片とともに紹介してきました。し
かし、これらは「例題のための例題」であって、それ自身が付加価値を与えるものでは
ありません。実際の開発でこれをどのように応用するかは、読者のみなさんの手に委ね
られています。そこで、小さな付加価値を与える事例として、クイックリファレンスを
紹介します。この簡単なアプリケーションを作成することで、Text 部品に関する理解
度を確認します。ただし、実際の開発ではアプリケーションを作成することが「目的」
となりますが、ここでは学習の理解度を確認するための「手段」に位置づけています。
そのため、ここで紹介する内容が、アプリケーションを作成するための「最適な」アプ
ローチを示したものではないことに注意してください。《小泉ひよ子》

　上段のテキスト領域には、検索の対象となるキーワードなどが表示されています。開
始行には、キーワードの頭文字が「水色」のテキストで表示されています。任意の文字

を選択すると、上段のテキスト領域には、その項目までスクロールした内容が表示され
ます。たとえば、頭文字 'Y' を選択すると、その頭文字で始まる先頭の項目 'yview' 
を含む行が、テキスト領域の中央までスクロールした状態で表示されます。

　上段のテキスト領域には、検索の対象となるキーワードが「黄色」のテキストで表示
されています。任意の項目を選択すると、下段のテキスト領域には、その項目までスク
ロールした内容が表示されます。たとえば、項目 'yview' を選択すると、その項目に
関するヘルプ情報の先頭行 '|  yview(...' が、テキスト領域の中央までスクロール
した状態で表示されます。また、上段のテキスト領域には、終了行に矢印ボタン「↑」
が表示されています。そこで、このボタンを選択すると、開始行までスクロールした状
態で、再びキーワードの頭文字の一覧が表示されます。

　ここで紹介したツール「クイックリファレンス」は、Python の学習を支援するため
の便宜的な機能を提供します。このツールは、組み込み関数 dir/help によって得ら
れる情報を、部品を操作するだけで簡単に閲覧できるようにしたのものです。つまり、
それ以上でも、それ以下のものでもありません。《ひよ子のきもち♪2007/04/25》
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《59》事例：クイックリファレンス（2）★★ 森こねこ

（承前）まだ紹介していない Text 部品の機能を紹介するとともに、このアプリケー
ションのために作成したコードの断片を示します。

    root = Tk()
    root.config(width=420, height=300)
    root.propagate(False)
    
    HelpText(subject=Text, 
        master=root, font="courier 12", file="text/helpText.txt")

    root.mainloop()

　このコードを実行すると、ウィンドウが現われます。subject= には、リファレンス
情報を習得したい対象を指定します。この例では、指定した Text 部品のヘルプ情報を
閲覧できます。file= には、作業用のファイルを指定します。このファイルには、組
み込み関数 help の出力結果が保持されます。

class HelpText:
    def __init__(self, subject, master, font, file):
        self.frame = self._init_frame(subject, master)
        self.dirText = self._init_dirText(
            subject, self.frame, font)
        self.helpText = self._init_helpText(
            subject, self.frame, font, file)
        
    def _init_frame(self, subject, root):
        root.title("Help on class %s"%subject)
        frame = Frame(root)
        frame.rowconfigure(0, weight=1)
        frame.rowconfigure(1, weight=2)
        frame.columnconfigure(0, weight=1)
        frame.pack(fill=BOTH, expand=True)
        return frame

    def _init_dirText(self, subject, frame, font):
        parent = ScrollableText(frame, font)
        parent.frame.grid(row=0, column=0, sticky=NSEW)
        text = parent.text

        text.config(wrap=CHAR)
        
        self.header_text(text)
        self.dir_text(text, subject)
        self.footer_text(text)
        return text

　_init_dirText では、上段のテキスト領域の初期設定を行います。header_text 
は、開始行にキーワードの頭文字を設定します。dir_text は、組み込み関数 dir で
得られる項目を設定します。footer_text は、終了行に矢印ボタンを設定します。

    def header_text(self, text):
        def tagNames(index, bg, sq):
            for i, e in enumerate(range(ord("A"), ord("Z")+1)):
                c = chr(e)
                text.insert(END, "%s,"%c)
                text.tag_config(tagName=c, background=bg)
                text.tag_bind(tagName=c, sequence=sq, 
                    func=lambda e: func(e, index))
                text.tag_add(c, "1.%i"%(i*2), "1.%i"%(i*2+1))
            text.insert(END, "\n")

　ここでは「《55》テキスト属性（2）」で紹介したのと違って、insert() を使って
各項目を作成しながら、それぞれにタグ情報を設定しています。

        ...
        def func(e, index):
            s = e.widget.get(index1=CURRENT)
            match = text.search(pattern="'%s"%s.lower(), 
                index=index, stopindex=END)
            if match: text.see(index=match)

        tagNames(index="2.0", bg="cyan", sq="<Button-1>")

　get(self,index1,index2=None) は、文字位置 index1= と index2=（この位置
は含まれない）との間にあるテキストを獲得します。ここで CURRENT を指定すると、
いま選択されている位置を指します。

　see(self,index) は、文字位置 index= にある文字が適切に表示される位置ま
で、テキスト領域をスクロールします。《ひよ子のきもち♪2007/04/26》
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《60》事例：クイックリファレンス（3）★★ 森こねこ

（承前）

    ...
    def dir_text(self, text, subject):
        def tagNames(index, bg, sq):
            index1 = index2 = index
            s = []
            for e in dirs:
                index1 = text.search(pattern=e, index=index2)
                index2 = "%s +%i chars"%(index1, len(e))
                s.append((index1, e))
                text.tag_config(tagName=e, background=bg)
                text.tag_bind(tagName=e, sequence=sq, func=func)
                text.tag_add(e, index1, index2)
            return s

　ここでは「《55》テキスト属性（2）」で紹介したのと同様に、search() を使って
パターンを検索しながら、文字位置 index を更新するという手法を踏襲しています。
各項目を検索しながら、それぞれにタグ情報を設定しています。

        ...
        def func(e):
            index1 = e.widget.index(index=CURRENT)
            for index2, tag in indexTag:
                if text.compare(index1, "<=", index2): break
                pattern = tag
            match = self.helpText.search(pattern="|  %s"%pattern, 
                index="1.0", stopindex=END)
            if match: self.helpText.see(index=match)
        
        dirs = dir(subject)
        text.insert(END, "%s\n"%dirs)
        indexTag = tagNames(
            index="2.0", bg="yellow", sq="<Button-1>")

　index(self,index) は、文字位置 index= を 'line.char' 形式の文字列として
獲得します。ここで CURRENT を指定すると、いま選択されている位置を指します。

　compare(self,index1,op,index2) は、演算子 op を使って、文字位置 
index1= と index2= との大小を比較します。ここでは、式 index1<=index2 が成立
したときに、ひとつ手前のタグ項目 pattern=tag が、次の検索の対象となります。

    ...
    def footer_text(self, text):
        self.image = PhotoImage(file="image/select_prev.gif")
        self.button = Button(text, image=self.image, 
            command=lambda: text.see(index="1.0"))
        text.window_create(index=END, window=self.button)

　footer_text では、終了行に矢印ボタンを設定します。ボタンを選択すると、開始
行までスクロールした状態で、再びキーワードの頭文字の一覧が表示されます。

    ...
    def _init_helpText(self, subject, frame, font, file):
        parent = ScrollableText(frame, font)
        parent.frame.grid(row=1, column=0, sticky=NSEW)
        text = parent.text
        text.config(wrap=CHAR)
        
        self.help_file_write(subject, name=file)
        self.help_file_read(name=file, text=text)
        return text

　_init_helpText では、下段のテキスト領域の初期設定を行います。

    ...
    def help_file_write(self, subject, name):
        sys.stdout = file(name, "w")
        help(subject)

    def help_file_read(self, name, text):
        for e in file(name, "r"):
            text.insert(END, e)

　help_file_write では、help の出力結果を、作業用ファイルに保存します。

　help_file_read では、作業用ファイルから１行ずつ読み込んで、それをテキスト
領域に追加表示します。《ひよ子のきもち♪2007/04/27》


