
情報システム演習 I

— タイマーを使用したアニメーション —



本日の目標

タイマーの利用方法を理解する．

タイマーを利用したアニメーションの仕組みを理解する．



Timerクラス

Timerクラス
一定時間ごとに呼び出されるメソッドを用いてものを動かす．

Timerクラス

を利用する．

参考：
https://docs.oracle.com/javase/jp/8/docs/api/javax/

swing/Timer.html

https://docs.oracle.com/javase/jp/8/docs/api/javax/swing/Timer.html
https://docs.oracle.com/javase/jp/8/docs/api/javax/swing/Timer.html


Timerクラスの利用

Timerクラスの利用
以下を宣言

Timer timer;

int x =0;

コンストラクターの中に以下を記入

timer = new Timer(100, this); //間隔の設定

timer.start();



Timerクラスが呼び出すメソッド

一定時間毎に実行
タイマーで設定した時間が経過すると

public void actionPerformed(ActionEvent e)

{

}

の中のメソッドを自動的に呼び出す．

繰り返したい処理を括弧内に書く．



例題1

玉を動かすプログラムを作成せよ
以下のように玉を動かすプログラムを作成する．

ボールの x座標を表す変数 xを準備すること．

右端を超えると玉は消える．

⇒ ⇒



ヒント

コンポーネントに追加する
（ボールの x座標を表す変数 xの宣言を忘れずに．）
public void paintComponent(Graphics g){
super.paintComponent(g);
g.fillOval(x,250,30,30);

}

時間毎の動きを追加する
public void actionPerformed(ActionEvent e){
repaint();
x = x + 5;
if (x>500) timer.stop();

}



プログラム例

import java.awt.*;

import java.awt.event.*;

import javax.swing.*;

public class Sample Timer extends JFrame{

public Sample Timer(){

setSize(500, 500);

setTitle("Java Example");

setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);

MyJPanel myJPanel = new MyJPanel();

Container c = getContentPane();

c.add(myJPanel);

setVisible(true);

}

public static void main(String[] args){

new Sample Timer();

}

public class MyJPanel extends JPanel

implements ActionListener{

Timer timer;

int x=0;

public MyJPanel(){

timer = new Timer(100,this);

timer.start();

}

public void paintComponent(Graphics g){

super.paintComponent(g);

g.fillOval(x,250,30,30);

}

public void actionPerformed(ActionEvent e){

repaint();

x += 5;

if(x>500) timer.stop();

}

}

}



プログラム例

import java.awt.*;

import java.awt.event.*;

import javax.swing.*;

public class Sample Timer extends JFrame{

public Sample Timer(){

setSize(500, 500);

setTitle("Java Example");

setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);

MyJPanel myJPanel = new MyJPanel();

Container c = getContentPane();

c.add(myJPanel);

setVisible(true);

}

public static void main(String[] args){

new Sample Timer();

}

public class MyJPanel extends JPanel

implements ActionListener{

Timer timer;

int x=0;

public MyJPanel(){

timer = new Timer(100,this);

timer.start();

}

public void paintComponent(Graphics g){

super.paintComponent(g);

g.fillOval(x,250,30,30);

}

public void actionPerformed(ActionEvent e){

repaint();

x += 5;

if(x>500) timer.stop();

}

}

}

timer = new Timer(100,this);
x += 5;

の値を変更して動きの滑らかさをみてみる．



例題2

跳ね返る玉を動かすプログラムを作成せよ
跳ね返る玉を動かすプログラムを作成する．

例題 1では右端にたどり着いたら，消えてしまった．

例題 2では右端にたどり着いたら跳ね返り．左端についても
跳ね返るようにする．

画面のサイズは自動で取得すること．



ヒント

左から右へ移動しているか，右から左に移動しているかの情報を保持
する．

int right=1; /*1だと左から右，0だと右から左*/

左から右の時は x座標を進め（加え），右から左の時は x座標を戻す（減
らす）．
public void actionPerformed(ActionEvent e){
repaint();
Dimension d;
d=getSize();
if(right==1){
x += 5;

}else{
x -= 5;

}
if(x>d.width-30) right=0;
if((x<0)&&(right==0)) right=1;

}



例題3

2つの玉が壁で跳ね返るプログラムを作成せよ
例題 1では右端にたどり着いたら，消えてしまった．

例題 2では右端にたどり着いたら跳ね返り．左端についても
跳ね返るようにした．

例題 3では 2つの玉を平行に動かし，右端にたどり着いたら
跳ね返り．左端についても跳ね返るようにしましょう．



例題3

2つの玉が壁で跳ね返るプログラムを作成せよ
例題 1では右端にたどり着いたら，消えてしまった．

例題 2では右端にたどり着いたら跳ね返り．左端についても
跳ね返るようにした．

例題 3では 2つの玉を平行に動かし，右端にたどり着いたら
跳ね返り．左端についても跳ね返るようにしましょう．



例題4

玉と玉がぶつかると跳ね返るプログラムを作成せよ
例題 3では 2つの玉を平行に動かし，右端にたどり着いたら
跳ね返り．左端についても跳ね返るようにしました．

2つの玉が横に運動している．お互いがぶつかると，向きを変
えて進むようにしましょう．



演習1

4つの玉がぶつかると跳ね返るプログラムを作成せよ
4つの玉が横に運動している．お互いがぶつかると，向きを変
えて進むようにしましょう．



演習2

玉が壁にぶつかると跳ね返るプログラムを作成せよ
図のようにひとつの玉が壁にぶつかると跳ね返るプログラム
を作成してください．

軌道は自由です．



まとめ

タイマーの利用方法．
Timerクラス

タイマーを利用したアニメーションの仕組み．
public void actionPerformed()メソッド


