
情報システム演習 I

— マウスを使ったイベント処理 —



前回の復習

ウインドウフレームの表示

コンピュータの座標の表し方

線・図形・曲線の描画

ボックス・ボタンの設定



復習

復習課題：顔を描くプログラムを作成 (My Face.java):

前回のファイルを基に顔を描くプログラムを作成せよ．

void paintの中に描画の命令を書け．

実行例：

もっと上手に書いて下さい．コンピュータの座標の表示に気
をつけてみてください．



本日の目標

マウスとそのイベント処理について理解する
クリック
ダブルクリック
動く
ドラッグ

Javaでマウスからの入力を利用するプログラムを作成する
簡単なお絵かきソフト



雛形：Sample Mouse.java

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class Sample Mouse extends JFrame{
public Sample Mouse(){
setSize(1000,500);
setTitle("Java Programing");
setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
MyJPanel myJPanel= new MyJPanel();
Container c = getContentPane();
c.add(myJPanel);
setVisible(true);
}
public static void main(String[] args){

new Sample Mouse();
}
/*今日の内容をここに追加*/
public class MyJPanel extends JPanel{

public MyJPanel(){
setBackground(Color.white);
/*今日の内容をここに追加*/

}
/*今日の内容をここにたくさん追加*/

}
}
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マウスイベントの管理

ボタンが押された際のイベント処理などは

ActionListener

を用いました．

マウスイベントの管理
MouseListener

MouseMotionListener

を用います．



マウスイベントの管理

参考
MouseListener

https://docs.oracle.com/javase/jp/8/docs/api/java/

awt/event/MouseListener.html

MouseMotionListener

https://docs.oracle.com/javase/jp/8/docs/api/java/

awt/event/MouseMotionListener.html

https://docs.oracle.com/javase/jp/8/docs/api/java/awt/event/MouseListener.html
https://docs.oracle.com/javase/jp/8/docs/api/java/awt/event/MouseListener.html
https://docs.oracle.com/javase/jp/8/docs/api/java/awt/event/MouseMotionListener.html
https://docs.oracle.com/javase/jp/8/docs/api/java/awt/event/MouseMotionListener.html


準備

クラスの宣言時に

implements MouseListener, MouseMotionListener

またコンストラクタの中に

addMouseLister(this);
addMouseMotionLister(this);

を書く．



MouseListener

mouseListenerが管理する機能
マウスのクリック
public void mouseClicked

マウスの長押し
public void mousePressed

マウスが入ったら（画面に）
public void mouseEntered

マウスが出たら（画面から）
public void mouseExited

マウスが離れたら
public void mouseReleased



MouseMotionListener

MouseMotionListenerが管理する機能
マウスが動いたら
public void mouseMoved

マウスのドラッグ
public void mouseDragged

それぞれのイベントの際に，これらのメソッドが自動的に呼びだ
される．



例題1

次のサンプル（Sample Mouse.java）を実行せよ
次のページの雛形を実行し，マウスのイベント処理を確認せよ．

注意：
mouseListenerやmouseMotionListenerを implementsしたとき紹介
したメソッドがない場合にはエラーとなる．



サンプル：Sample Mouse.java

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class Sample Mouse extends JFrame{
public Sample Mouse(){
setSize(1000,500);
setTitle("Java Programing");
setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);

MyJPanel myJPanel= new MyJPanel();
Container c = getContentPane();
c.add(myJPanel);
setVisible(true);
}
public static void main(String[] args){

new Sample Mouse();
}
public class MyJPanel extends JPanel
implements MouseListener,
MouseMotionListener{

public MyJPanel(){
setBackground(Color.white);
addMouseListener(this);
addMouseMotionListener(this);

}

public void paintComponent(Graphics g){
}

public void mouseClicked(MouseEvent me){
System.out.println("Click");

}
public void mousePressed(MouseEvent me){

System.out.println("Press");
}
public void mouseEntered(MouseEvent me){

System.out.println("Enter");
}
public void mouseExited(MouseEvent me){

System.out.println("Exit");
}
public void mouseReleased(MouseEvent me){

System.out.println("Release");
}
public void mouseMoved(MouseEvent me){

System.out.println("Move");
}
public void mouseDragged(MouseEvent me){

System.out.println("Drag");
}

}
}



実行例

右のパネルでマウスを操作すると，操作に応じて「Click,
Press, Enter, Exit, Release, Move, Drag」が端末に表示される．



お絵かきソフトの作成

お絵かきソフト
簡単な絵を描くアプリケーションを作成しましょう．

欲しい機能は

マウスをドラッグすることで，絵を描く

画面上から色を変更できる

以上の機能を実装する．



絵を描くために

マウスの状態を知る
現在のマウスの状態を知るに

MouseEvent

を使用する．
（変数 x, yはあらかじめ宣言しておくとする．）

例えば，MouseEvent meとしたときに

x = me.getX();

でマウスの x座標を得る．



絵を描くために

雛形に以下のような修正を加え実行してみよう．

public void paintComponent(Graphics g){

g.fillOval(x,y,20,20);

}

public void mouseDragged(MouseEvent me){

x = me.getX();

y = me.getY();

repaint();

}

x, yを int 型で宣言するのを忘れないこと．



実行例

Dragすると黒丸が描かれる．



雛形：Sample Mouse.java

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class Sample Mouse extends JFrame{
public Sample Mouse(){
setSize(1000,500);
setTitle("Java Programing");
setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);

MyJPanel myJPanel= new MyJPanel();
Container c = getContentPane();
c.add(myJPanel);
setVisible(true);
}
public static void main(String[] args){

new Sample Mouse();
}
public class MyJPanel extends JPanel
implements MouseListener,
MouseMotionListener{

/*x と y の宣言*/
public MyJPanel(){

setBackground(Color.white);
addMouseListener(this);
addMouseMotionListener(this);

}

public void paintComponent(Graphics g){
/*ここに円の描写*/

}

public void mouseClicked(MouseEvent me){}
public void mousePressed(MouseEvent me){}
public void mouseEntered(MouseEvent me){}
public void mouseExited(MouseEvent me){}
public void mouseReleased(MouseEvent me){}
public void mouseMoved(MouseEvent me){}
public void mouseDragged(MouseEvent me){

/*x, y 座標を取得し repaint() を行う*/
}

}
}



解答：Sample Mouse.java

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class Sample Mouse extends JFrame{
public Sample Mouse(){
setSize(1000,500);
setTitle("Java Programing");
setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);

MyJPanel myJPanel= new MyJPanel();
Container c = getContentPane();
c.add(myJPanel);
setVisible(true);
}
public static void main(String[] args){

new Sample Mouse();
}
public class MyJPanel extends JPanel
implements MouseListener,
MouseMotionListener{

int x=-100, y=-100;
public MyJPanel(){

setBackground(Color.white);
addMouseListener(this);
addMouseMotionListener(this);

}

public void paintComponent(Graphics g){
g.fillOval(x, y, 20, 20);

}

public void mouseClicked(MouseEvent me){}
public void mousePressed(MouseEvent me){}
public void mouseEntered(MouseEvent me){}
public void mouseExited(MouseEvent me){}
public void mouseReleased(MouseEvent me){}
public void mouseMoved(MouseEvent me){}
public void mouseDragged(MouseEvent me){

x = me.getX();
y = me.getY();
repaint();

}
}

}



画面上で色を変更する

JTextfieldクラス
入力ボックスなど，テキストフィールドが作れる．

ボックスに 0～255を指定し，色を変えることができる．

ただし，絵を書きながらキーボード入力で色を替えるのは効
率的ではない．



画面上で色を変更する

スライダーの利用
JSliderクラス：区間内をノブでスライドすることで値を変更
できる．

マウスで簡単に値を設定できる．

ラベルを加えておくと親切．

参考：http://www.katsuster.net/javase/jp/8/docs/

api/index.html?javax/swing/JSlider.html

http://www.katsuster.net/javase/jp/8/docs/api/index.html?javax/swing/JSlider.html
http://www.katsuster.net/javase/jp/8/docs/api/index.html?javax/swing/JSlider.html


色の変更をサポートする

宣言
MyPanelクラスの最初に以下を宣言する：

JSlider slider_R, slider_G, slider_B;

JLabel red, green, blue;



色の変更をサポートする

インスタンス作成
public MyJPanel()内で以下のインスタンスを作成する：

addMouseListener(this);

addMouseMotionListener(this);

slider_R = new JSlider(0, 255, 0);

slider_G = new JSlider(0, 255, 0);

slider_B = new JSlider(0, 255, 0);

red = new JLabel("Red");

green = new JLabel("Green");

blue = new JLabel("Blue");



色の変更をサポートする

画面への追加
public MyJPanel()内で以下を追加する：

add(red);

add(slider_R);

add(green);

add(slider_G);

add(blue);

add(slider_B);



スライダーから情報を得る

スライダーから値を得る
例えば

slider_R.getValue()

を使用すると赤色の数値を得る．

色を設定するには以下を追加する：

g.setColor(new Color(slider_R.getValue(),

slider_G.getValue(), slider_B.getValue()));



例題2

サンプル（Sample Mouse.java）を基にお絵かきアプリ
ケーションを完成させよ．
マウスのドラッグで線を描き，スライダーを使って色の変更がで
きるようにする．



解答：Sample Mouse.java

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class Sample Mouse extends JFrame{
public Sample Mouse(){
setSize(1000,500);
setTitle("Java Programing");
setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);

MyJPanel myJPanel= new MyJPanel();
Container c = getContentPane();
c.add(myJPanel);
setVisible(true);
}
public static void main(String[] args){

new Sample Mouse();
}
public class MyJPanel extends JPanel
implements MouseListener,
MouseMotionListener{

/*スライダーとラベルの宣言*/
int x=-100,y=-100;

public MyJPanel(){
setBackground(Color.white);
addMouseListener(this);
addMouseMotionListener(this);

/*スライダーの作成*/
/*ラベルの作成*/
/*画面へのラベルの追加*/
/*画面へのスライダーの追加*/

}

public void paintComponent(Graphics g){
/*色の変更*/
g.fillOval(x,y,20,20);

}

public void mouseClicked(MouseEvent me){}
public void mousePressed(MouseEvent me){}
public void mouseEntered(MouseEvent me){}
public void mouseExited(MouseEvent me){}
public void mouseReleased(MouseEvent me){}
public void mouseMoved(MouseEvent me){}
public void mouseDragged(MouseEvent me){

x = me.getX();
y = me.getX();
repaint();

}
}

}



プログラム例
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class Sample Mouse extends JFrame{
public Sample Mouse(){
setSize(1000,500);
setTitle("Java Programing");
setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
MyJPanel myJPanel= new MyJPanel();
Container c = getContentPane();
c.add(myJPanel);
setVisible(true);
}
public static void main(String[] args){

new Sample Mouse();
}
public class MyJPanel extends JPanel implements

MouseListener, MouseMotionListener{
JSlider slider_R, slider_G, slider_B;
JLabel red, green, blue;
int x=-100,y=-100;
public MyJPanel(){
addMouseMotionListener(this);
addMouseListener(this);
setBackground(Color.white);

slider_R = new JSlider(0, 255, 0);
slider_G = new JSlider(0, 255, 0);
slider_B = new JSlider(0, 255, 0);

red = new JLabel("Red");
green = new JLabel("Green");
blue = new JLabel("Blue");
add(red); add(slider_R);
add(green); add(slider_G);
add(blue); add(slider_B);
}
public void paintComponent(Graphics g){

g.setColor(new Color(slider_R.getValue(),
slider_G.getValue(),slider_B.getValue()));
g.fillOval(x,y,20,20);

}
public void mouseClicked(MouseEvent me){}
public void mousePressed(MouseEvent me){}
public void mouseEntered(MouseEvent me){}
public void mouseExited(MouseEvent me){}
public void mouseReleased(MouseEvent me){}
public void mouseMoved(MouseEvent me){}
public void mouseDragged(MouseEvent me){

x = me.getX();
y = me.getY();
repaint();

}
}

}



お絵かきソフトに他の機能の追加

演習
絵を描くアプリケーションに以下の機能を追加しましょう．

追加する機能は

線の太さを変更するスライダー

お絵かきした画面のクリアボタン

以上の機能を追加する．



お絵かきソフトに他の機能の追加

演習
絵を描くアプリケーションに以下の機能を追加しましょう．

追加する機能は

線の太さを変更するスライダー
（前回と今回の内容でできます．）

お絵かきした画面のクリアボタン

以上の機能を追加する．



お絵かきした画面のクリアについて

演習
一度にすべてを達成するのは難しいので，段階を踏んで実装して
みましょう．

1. クリアボタンの設置

2. クリアボタンが押されるとクリア命令のフラグをたてる

3. 画面を描く際にフラグが立っていたら，白色の長方形をパレッ
トにかぶせる．（画像を背景画像の色で塗りつぶしてしまう．）

4. そうでなければそのまま丸を描く．
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お絵かきした画面のクリアについて

演習
ヒント：白色の長方形の描画

キャンバスのサイズを得る：Dimension d=getSize();

長方形の色を設定する： g.getColor(Color.white);

長方形を描画する：
g.clearRect(0, 0, d.width, d.height);



まとめ

マウスとそのイベント処理
MouseListener，MouseMotionListener
クリック
ダブルクリック
動く
ドラッグ

Javaでマウスからの入力を利用するプログラム
JSliderクラス
簡単なお絵かきソフト



次回

画像ファイルを使用する．

画像の加工について理解する．


