
情報システム演習 I

— グラフィックの描画 —



CUIとGUI

CUI（端末） GUI（Javaアプリケーション）



CUIとGUI

CUI：Character User Interfaceの略
　　 文字で端末から操作を行っている画面
　　（サーバなどは端末の画面だけのものもある）

GUI：Graphical User Interfaceの略
　　 図や画像を使って操作を行っている画面
　　（最近のパソコンはこっちが主流）



グラフィックの描画

グラフィックの描画
JFrame環境を用いたプログラムにより絵を描く

雛形の説明及び Graphicsクラスに属するメソッドの紹介

雛形
雛形をエディタに貼り付ける

保存→コンパイル→実行

枠（フレーム）が出て来たらOK



JFrame

JFrameとは
ウインド表示用クラス

パッケージも含めたクラス名は javax.swing.JFrame．

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

javax/swing/JFrame.html

（個人的な感想ですが，awt, swingは少し古いです．swingよ
り前に awtがあり，最近では JavaFXがよく使われている気が
します．）

JavaFXを利用したアプリケーションの使い方は情報システム
演習 IIの辺りで行いましょう．

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


雛形（Hina01.java）
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class Hina01 extends JFrame{

public Hina01(){
setSize(500,500);
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 Hina01();

}

public class MyJPanel extends JPanel{
public MyJPanel(){

}
public void paintComponent(Graphics g){

}
}

}



フレームの初期設定
setSize(500,500);

// 画面のサイズを設定する

setTitle("Java Programing");
// フレーム上の文字を定義する

setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
// 終了ボタンを有効にする

MyJPanel myJPanel= new MyJPanel();
// パネルを貼り付ける

Container c = getContentPane();
// コンテナの取得

c.add(myJPanel);
// パネルを貼る

setVisible(true);
// 画面を表示する



描画の部分
public void paintComponent(Graphics g) {

}

Graphicsクラスの変数 gを用意している

グラフィックスクラスには様々なメソッドが用意されている



コンピュータの座標はデカルト座標とは異なる：

コンピュータの座標
正の整数のみで定義される

ドット（ピクセル）単位であり，連続ではない

ｙ軸の向きが逆

原点が左上



コンピュータの座標（500×500の場合）

(0,0) 

(0,500) 

(500,0) 

(500,500) 

(250,250) 

利用できる範囲は実際には500より少々小さいことに注意	



直線，長方形を描く
public void paintComponent(Graphics g) {

g.drawLine(100,100,200,200);//直線を引く

g.drawRect(100,200,200,300);//長方形を描く

g.fillRect(100,300,200,400);//塗りつぶした長方形を描く

}

引数はそれぞれ

g.drawLine(開始点の座標, 終了点の座標);

g.drawRect(開始点の座標, 幅, 高さ);

g.fillRect(開始点の座標, 幅, 高さ);



楕円を描く，塗りつぶす
public void paintComponent(Graphics g) {

g.drawOval(100,100,200,200);//楕円を描く

g.fillOval(300,100,400,200);//塗りつぶした楕円を描く

}

引数はそれぞれ

g.drawOval(開始点, 幅, 高さ);

g.fillOval(開始点, 幅, 高さ);



for文を使うと

public void paintComponent (Graphics g) {

int i;

for (i=100;i<=300;i+=10)

g.drawLine(100,i,i,300);

}

}

このプログラムを実行する前に，結果を想像してみよう



Graphicsクラス

Graphicsクラスには，どのような
メソッド
メンバ変数

があるかを各自確認してみよう．

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

Graphics.html

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


雛形（Hina02.java）
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class Hina02 extends JFrame{

public Hina02(){
setSize(500,500);
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 Hina02();

}

public class MyJPanel extends JPanel{
public MyJPanel(){

}
public void paintComponent(Graphics g){

g.setColor(Color.red);
g.drawLine(100,100,200,200);
g.setColor(Color.blue);
g.drawLine(100,200,200,300);
g.drawLine(100,300,200,400);

}
}

}



Javaでの色の設定

色の設定
Graphics型を gとし，色を設定するときは

g.setColor(色);

として色を設定する

色は Colorクラスで設定されている
Color.red，Color.blue, Color.green，Color.white，Color.pinkなど



Javaでの色の設定（実験）

初期設定
public void paintComponent(Graphics g) {

g.setColor(Color.red);
g.drawLine(100,100,200,200);

g.setColor(Color.blue);
g.drawLine(100,200,200,300);
g.drawLine(100,300,200,400);

}



Javaでの色の自由な設定

色の設定
もっと自由に色を設定したいという人のために，三原色を組
み合わせて色を設定できる
三原色とは RGB，すなわち
■ Red
■ Green
■ Blue

のことです．これらの強度を 0～255までの整数で与えること
で色の設定が可能



Javaでの色の自由な設定

色の設定
Graphics型を gとすると

g.setColor(new Color(255,255,255)); //白色
g.fillRect(100,100,100,100);

g.setColor(new Color(0,0,0)); //黒色
g.fillRect(200,100,100,100);

g.setColor(new Color(128,128,128)); //灰色
g.fillRect(300,100,100,100);

g.setColor(new Color(255,255,0)); //黄色
g.fillRect(400,100,100,100);



例題

次のプログラムの実行結果を想像せよ
public void paintComponent(Graphics g) {

int i;

for (i=0;i<255;i++) {

g.setColor(new Color(i,0,255-i));

g.drawLine(i,0,i,300);

}

}



例題

次のプログラムの実行結果を想像せよ
public void paintComponent(Graphics g) {

int i;

for (i=0;i<255;i++) {

g.setColor(new Color(i,0,255-i));

g.drawLine(i,0,i,300);

}

}



グラフの描写

関数 y = f(x)のグラフを描く．

折れ線グラフ
public void paintComponent(Graphics g) {

　　　　//ここに作業を行うプログラムを書く
}

関数を描くとき，曲線を描くようなメソッドは用意されてい
ない

細かい折れ線を書いていき，擬似的に曲線を描くことになる



グラフの描写

軸の描写
g.setColor(new Color(255, 0, 0));

g.drawLine(0,250,500,250);

g.drawLine(250,0,250,500);

g.drawString("x",480,260);

g.drawString("y",260,10);



グラフの描写

グラフを描くために
分割数を考え，刻み幅を指定：s

関数 y = f(x)を描画するために
(x, f(x))から (x+ s, f(x+ s))まで，
(x+ s, f(x+ s))から (x+ 2s, f(x+ 2s))まで，
(x+ 2s, f(x+ 2s))から (x+ 3s, f(x+ 3s))まで，

を繰り返す．



基本のアルゴリズム

描画プログラムの流れを考えよう！（イメージ）

incx=2/10.0;

for (x=-1;x<1;x=x+incx) {

// x1=x;

// y1=x1*x1;

// x2=(x+incx);

// y2=x2*x2;

// (x1,y1)から (x2,y2)に線を引く;

}

これを Javaで記述するためには，座標の変換が必要．



座標の変換
数学上の座標 (−1, 1)× (−1, 1)とコンピュータの画面
500× 500との対応関係を考える

数学上の座標では

(0, 0)は画面の (250, 250)に対応

(1, 1)は画面の (500, 0)に対応

(−1,−1)は画面の (0, 500)に対応

数学上の座標 (−1, 1)× (−1, 1)とコンピュータの画面
500× 500との対応関係を考える

数学上の座標 (x, y)は画面の (x′, y′)に対応するとすると

x′ =?????

y′ =?????（各自で考える）



描画プログラムのメイン部分

g.setColor(Color.black);

incx=2/10.0;

for (x=-1;x<1;x=x+incx) {

x1=x;

y1=x*x;

x2=(x+incx);

y2=(x+incx)*(x+incx); //座標の変換
px1=(int)(250*x1+250);

py1=(int)(250-250*y1);

px2=(int)(250*x2+250);

py2=(int)(250-250*y2);

g.drawLine(px1,py1,px2,py2);

}



考察

プログラムの課題点
関数に対する一般性の無さ

使用できる座標の範囲が固定されている

計算の無駄が多い（各自で考えてみよう）

一般性を持たせるためには
もっと大きな画面にグラフを描かせたいとすると，画面のサ
イズを変更する必要あり

その際，全ての座標を変えなければならない

これは面倒であり，プログラムではなるべく固定の数値を使
用するべきではない



考察

プログラムの課題点
関数に対する一般性の無さ

使用できる座標の範囲が固定されている

計算の無駄が多い（各自で考えてみよう）

一般性を持たせるためには
もっと大きな画面にグラフを描かせたいとすると，画面のサ
イズを変更する必要あり

その際，全ての座標を変えなければならない

これは面倒であり，プログラムではなるべく固定の数値を使
用するべきではない



画面のサイズを取得

Dimensionクラス
Dimensionクラスを利用する

Dimension d; //宣言
d=getSize(); //画面のサイズを得る

d.widthには横の長さが格納されている

d.heightには縦の長さが格納されている

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

Dimension.html

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


取得した画面に軸を描画
g.setColor(new Color(255, 0, 0));

g.drawLine(0,d.height/2,d.width,d.height/2);

g.drawLine(d.width/2,0,d.width/2,d.height);

g.drawString("x",d.width-20,d.height/2+10);

g.drawString("y",d.width/2+20,10);



数字の入力・ボタンの設置

GUIを完成させる
関数 y = ax2 + bx+ cのグラフを描く，ただし，係数 a, b, cは画面
上から入力して実行する．



Swing・AWTについて

GUIを作成
GUI (Graphical User Interface)を作成するため，Javaのライブ
ラリを用いる．

AWT（Abstract Windowing Tools）：
GUIアプリケーションを作成するためのクラスライブラリ

Swing：
AWTを継承した軽量コンポーネント．AWTを拡張した GUI
ツールキットである



JTextField

JTextFieldクラス
画面上に文字を入力させるスペースを作成する
（今回は 3つ）

JTextFieldクラスを利用する

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

swing/JTextField.html

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


JTextFieldクラス
宣言：
public class MyJPanelの後に

JTextField textField1,textField2, textField3;

設定（インスタンスの生成）：public MyJPanel(){}の中に

textField1 = new JTextField(“ 1.0”,4);
textField2 = new JTextField(“ 0.0”,4);
textField3 = new JTextField(“ 0.0”,4);

textField（おまじない）
add(textField1);

add(textField2);

add(textField3);

を入力．これにより，画面に 3つの入力欄が配置される．



Label

JLabelクラス
JTextFieldを利用して画面に３つの入力欄が現れた

それぞれの役割を説明するラベルを用意する

宣言：
public class MyJPanelの後に

JLabel label1, label2, label3;

ラベルを画面に貼るには JLabelクラスを使用する

宣言：

label1 = new JLabel("a");

label2 = new JLabel("b");

label3 = new JLabel("c");



JLabelクラス
以下の命令により，画面にラベルを配置

add(label1);

add(label2);

add(label3);

注意：

add(label1);

add(textField1);

add(label2);

add(textField2);

add(label3);

add(textField3);

の順番で書くこと！（なぜ？）



ボタンを使用する

JButtonクラス
数値を入力した後に，グラフを書かせるボタンを作成する

使用するクラスは JButtonクラス

JButtonクラスを調べよう

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

javax/swing/JButton.html

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


ボタンを使用する

JButtonクラス
宣言：

JButton beginButton;

設定（インスタンス）：

beginButton = new JButton("描く");

画面に加える：

add(beginButton);



ActionListenerについて

ActionListener
ActionListerに登録されているコンポーネントの動作を確認し
たら，actionPerformedメソッドを呼び出す
MyJPanelを宣言時に
public class MyJPanel ... implements ActionListener

と ActionListenerを使用することを明記

このボタンを ActionListenerに登録するためにMyJPanelのコ
ンストラクタ内に

beginButton.addActionListener(this);

と記述

これによりボタンをクリックすると actionPerformedメソッドを呼
び出せる（イベント処理）．



イベント処理

イベント処理
public void actionPerformed(ActionEvent e) {

//この中にイベント処理の内容を書く
}

actionPerformedメソッドはボタンが押されたら自動的に呼び
だされる (正確には ActionListenerに登録されているものが実
行されたとき)



イベント処理

イベント処理
public void actionPerformed(ActionEvent e) {

if(e.getSource()==beginButton){

a=Double.parseDouble(textField1.getText());

b=Double.parseDouble(textField2.getText());

c=Double.parseDouble(textField3.getText());

repaint();

}

}

(注意) double a,b,c;をMyJPanel内に宣言しておく



演習課題1

以下のグラフをかけ
関数 y = ax2 + bx+ cのグラフをかけ．ただし，係数 a, b, cは画面
上から入力させて実行する．

paintComponentメソッド内を編集する．
例えば y = x2ならば

x1=x;

y1=x1*x1;

x2=(x+incx);

y2=x2*x2;

とした部分を a, b, cを用いて書き直す

a, b, cの宣言はMyJPanelのコンストラクタの前に行う



演習課題2

自由課題
特にルールはないので好きな画像を作成してみてください．


