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ア プ レットの作成アプレットの作成アプレットの作成アプレットの作成     

    

茨城大学工学部  坪井一洋，岩崎唯史 

１． はじめに 

この演習では実際に JAVA 言語使ってアプレットを作成し，JAVA プログラミングを理解するこ

とを目的としている．現在ではすでに多くのアプレットが作成され，しかもそれらを自由に利用

できるため，これから自分でアプレットを作成する機会は比較的少ないかもしれない．しかし，

その仕組みや機能等を理解しておくことは既存のアプレットを使用する場合でも重要であると

思う．ここでは以下の４つのアプレットを例題として取り上げ，JAVA プログラミングの簡単な説

明を試みる． 

(1) HelloWorld（文字列の描画） 

(2) GraphicsSample（標準的な図形描画） 

(3) SimpleAnimation（簡単なアニメーション） 

(4) NumField & Slider （アプレット間のデータ交換） 

 

２． アプレットとアプリケーション 

JAVA 言語によるプログラミングの基礎知識として，「アプレット(applet)」と「アプリケーシ

ョン(application)」について説明する．JAVA では，プログラムの利用形態として本質的に異な

る上記の 2種類が存在する． 

このうち，｢アプリケーション｣とは従来のプログラム言語と同様にある特定のプラットホーム

（コンピュータ）上で稼動するプログラムの総称である．つまり，C や C++あるいは Fortran と

いった言語のひとつとして JAVA 言語を用いることもできる．ただし，他言語との違いは「アプ

リケーション」の実行には JAVA インタプリタが必要になる点である．これは，JAVA の場合，そ

のコンパイラは完全な機械コードを生成するのではなく中間コードともいうべき「バイトコー

ド」を作成するにすぎないためである． 

一方，「アプレット」とはインターネット(WWW)上で動くことを前提としたプログラムの総称で

ある．サーバーに置かれた「アプレット」は必要に応じてクライアント側に送られ，そこ（のブ

ラウザ上）で実行される．このようにインターネット上で送受信されることが前提のプログラム

であるから「小さな」という意味の接尾語 –let を付けた「アプレット(applet)」という名が付
いている．したがって，「アプレット」の実行にはブラウザの使用が前提となっており，その結

果として「HTML」言語から呼び出す必要がある．「アプレット」を利用することによってインタ

ーネット上の双方向性や拡張性を大きく改善することが可能である． 

JAVA 言語の特徴はいくつかあるが，簡単にまとめると次のようになる．  

(1) インタプリタ言語 

(2) 言語レベルでのセキュリティ機構 

(3) シンプルな言語仕様 

いずれの特徴もすでに述べたインターネット上での使用を前提にしていることを考えれば明
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らかであろう．インターネットに接続された多種のプラットホーム上で独立に実行されるため，

アプレットは JAVA コンパイラによって「バイトコード」と呼ばれる中間コードに変換され，各

プラットホーム上に用意されたインタプリタによって実行される．また，ポインタ変数の使用不

可あるいはユーザファイルへのアクセス禁止等を仕様化することでネットワーク上のセキュリ

ティを確保している．このようにプログラミング言語としての JAVA は，同じオブジェクト指向

言語である C++に比べると初心者にも簡単でわかりやすいものになっている．Sun Microsystems

社によれば，プログラミングの難易度からすれば C＜JAVA＜C++ とのことである． 

 

３． アプレット作成の手順 

  ここでは Windows 環境でのアプレット作成の手順を例題によって具体的に説明する． 

3.1 開発環境 

  アプレットを作成するための最も簡単（原始的あるいは安価？）な方法は以下に示す環境を揃

えることである．これらのうちで，JAVA コンパイラとアプレットビューワは Sun Microsystems

社 が無料で配布している JDK（Java Development Kit）の中に含まれている．（なお，アプレッ

トを簡単に作成するための便利な環境等はすでにいくつか市販されている．） 
  
テキストエディター(Texteditor) ： アプレットや HTML ファイルを作成する．今回は Windows

に添付されているメモ帳（ノートパッド）を用いる． 

JAVA コンパイラ(Java compiler)：JAVA のソースコードをバイトコードに変換するプログラム．

今回はバージョン 1.1.6 のコンパイラを使用する． 

ブラウザ(Browser)            ：アプレットを実行するために必要．ネットスケープ・ナビゲー

ターやインターネット・エクスプローラあるいは JDK 付属のアプ

レット・ビューワを用いることができる． 

 

3.2 作成手順 

  画面に「Hello, world!」と表示するアプレットを作成してみよう．ソースコードを右に示す． 

(1) ソースコードの作成 

  テキストエディター（メモ帳等）

を開いて，ソースコードを入力する．

入 力 が 終 了 し た ら ，

「HelloWorld.java」というファイル

名で自分の好きなフォルダに保存す

る．このように JAVA のソースコード

の拡張子は「java」である．なお，

ソースコードを保存したフォルダ名

を忘れないように！ 

(2) MS-DOS プロンプトを開く 

作成したソースコードをコンパイルするために「MS-DOS プロンプト」を開く．「MS-DOS プロン

プト」のウィンドウを選択して，「cd （HelloWorld.java を保存したフォルダ名）」と入力する．

例えば，フォルダが「c:¥Java」というフォルダ内の「Examples」というフォルダの場合には，次

import java.applet.Applet; 
import java.awt.Graphics; 
 
public class HelloWorld extends Applet { 
 public void init() { 
  resize(150,60) ; 
 } 
 
 public void paint ( Graphics g ) { 
  g.drawString("Hello, world!", 50, 25 ) ; 

} 
} 

リスト３.1  HelloWorld.java 
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の下線のように入力する．なお，以後「enter」キーを押すことをで enter 表わすことにする． 

フォルダの変更を確認するためには， 

と入力する．すると，このフォルダ内のファイルの一覧が表示されるので，そのなかに

「HelloWorld.java」があることを確認する． 

(3) ソースコードをコンパイルする． 

JAVA のソースコードからバイトコードを生成することを「コンパイル」といい，そのためのプロ

グラムを「コンパイラ」と呼ぶ．コンパイラの起動は次のコマンドで行なう． 

 コンパイルが終了すると，ソースコードがあるフォルダ内に「HelloWorld.class」という名前の

ファイルが新たに作成されている．このような「class」という拡張子をもったファイルが「バイ

トコード」である． また，ソースコードにエラーがある場合には，コンパイラのエラーメッセー

ジを確認して，ソースコードの修正を行なう．なお，アプレットによってはコンパイル時に次の

ような警告メッセージの出ることがある．これは JDK のバージョンの違いによるものであり本来

は好ましいことではないが，この演習で使用するアプレットについては正常に動作することを確

認している． 

 

(4) HTML ファイルの作成 

  作成したアプレットを実行するためには「HTML ファイル」と呼ばれるファイルが必要になる． 

ソースコードを作成したときと同じ要領で次のというファイルを作成したのち名前を付けて保存

し「HelloWorld.html」というファイルを作成する． 

  なお，ここでは「html」

について説明しないが，

アプレットを動かす上で

重要なタグは <Applet 

code=．．．></Applet>の部

分である．このタグの

“．．．”内に動かしたいア

プレットのバイトコード

名を指定し，そのウィン

ドウサイズを width と

C:¥Java¥Examples> dir  enter  

C:¥Java¥Examples> javac HelloWorld.java  enter  

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>HelloWorld Applet</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
HelloWorld Applet 
<HR> 
<APPLET CODE="HelloWorld.class" WIDTH=150 HEIGHT=30> 
</APPLET> 
<HR> 
<A HREF="HelloWorld.java">Source</A> 
</BODY> 
</HTML> 

リスト３.2  HelloWorld.html 

C:¥> cd  c:¥Java¥Examples  enter 

C:¥Java¥Examples>javac ColorPicker.java 
注意: ColorPicker.java は推奨されない API を使用しています。詳細については、"jav 
ac -deprecation" コマンドを使用してください。 
警告 1個 
 
C:¥Java¥Examples> 
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height として設定する．上の例では，幅 150 ドット ，高さ 30 ドットのアプレット画面を設定

している． 

(5) アプレットの実行 

  アプレットを実行する方法はいくつかある． 最も簡単なのは(4)で作成した「HelloWorld.html」

のアイコンをダブルクリックし，ブラウザを起動する方法である． 別の方法として，JDK に添付

されているアプレットビューワを使用することもできる．この場合には「MS―DOS プロンプト」

から以下のコマンドを実行する． 

 

４． 例題アプレットの作成 

いくつかの簡単なアプレットを作成して JAVA プログラミングを理解する． 

 

4.1  画面にテキストを表示するアプレット（HelloWorld.java） 

このアプレットのソースコードはすでにリスト 3.1 で示した．ここでは，このアプレットにつ

いて簡単な説明を加える．このアプレットは init() と paint() という名前の２つのメソッドが

定義されている． 

このうち，init()メソッドはアプレットの基本メソッドのひとつであり，ブラウザがアプレッ

トを読み込んだ際に実行される．このアプレットでは，画面サイズの設定を resize() メソッド

を使って行っている．アプレットの３つの基本メソッドを以下にまとめる．それぞれのメソッド

は必用なときに定義すればよい． 

表 4.1  アプレットの基本メソッド 
メソッド 機能 
init ブラウザがアプレットを読み込んだとき実行． 
start ブラウザがアプレットを表示するとき実行． 
stop ブラウザがアプレットの表示を終了するとき実行． 

 

paint()メソッドはアプレットを描画して外観を作り上げるためのメソッドであり，実行時に非

同期的に呼び出される．この paint メソッドは実際には updata メソッドと呼ばれるメソッドから

呼び出されている．なお，updata メソッド自体は初期化やウィンドウ出現等のイベントに対する

応答イベントとして呼び出される． 

この例題では，paint メソッドの中で文字列の描画が定義されている．このメソッドの引数と

して定義されているのが Graphics オブジェクトのインスタンス gであり，描画領域，色，フォン

ト等描画に関する情報を管理している．ここでは，Graphics オブジェクト内の文字列描画メソッ

ドである drawString を呼び出している．DrawString メソッドの引数は次のようになっている． 

 

 

課題 １ 

C:¥Java¥Examples> appletviewer HelloWorld.html  enter 

drawString( 描画する文字列，文字列左下の x座標，文字列左下のｙ座標 ) 
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HelloWorld.java に右のように「ハローワールド！」という文字を追加してみよう． 

 

課題 ２ 

アプレット Fonts.java を実行してみよう．ソースコードをみて結果を確認しよう． 

 

4.2  いろいろな図形の描画アプレット (GraphicsSample.java) 

ここでは，JAVA で標準的に準備されている図形描画メソッドを使ってみる．標準的な図形描画

メソッドの一覧を表 4.2 にまとめた．また，これらのメソッドを使った例題アプレットのソース

コード GraphicsSample.java のリストを以下に示す．  

表 4.2  描画用メソッドの一覧 
メソッド 描画図形 メソッド 描画図形 

drawString 文字列 drawLine 線 
drawRect 四角形 fillRect 四角形(塗つぶし) 
drawRoundRect 角が丸い四角形 fillRoundRect 角が丸い四角形(塗つぶし) 
drawOval 楕円 fillOval 楕円(塗つぶし) 
drawArc 円弧 fillArc 円弧(塗つぶし) 
drawPolygon  多角形 fillPolygon 多角形 (塗つぶし) 
draw3Drect 3D 風の四角形 drawImage イメージ 

 

課題 ３ 

  GraphicsSample.java をコン

パイルして実行してみよう．実

行結果とソースコードを比較し

て，各メソッドの引数の意味を

確認しよう． 

 

 

  次に，描画時の色の設定を行

う．色の設定を行うメソッﾄﾞを

表 4.2 に示す． 

この表からわかるように，図

形の背景となる色の設定を行う

には”setBackground”メソッド，
特に指定しないときの描画色の

設定に ”setForeground”メソッ
ドを用いる．したがって，これ

らふたつのメソッドは init メ

ソッド中で使用するのが通常で

ある．一方，”setColor”メソッ
ドは標準に指定した描画色を変

更する場合に用いるもので，通常paintメソッド中で用いられる．なお，これらのメソッドはColor

import java.applet.Applet; 
import java.awt.*; 
 
public class GraphicsSample extends Applet { 
    public void paint(Graphics g) { 
        g.drawString("Hello", 40, 50); 
        g.drawLine(100, 25, 150, 75); 
        g.drawLine(150, 25, 100, 75); 
 
        g.drawRect(175, 25, 50, 50); 
        g.fillRect(250, 25, 50, 50); 
 
        g.drawRoundRect(25, 100, 50, 50, 10, 10); 
        g.fillRoundRect(100, 100, 50, 50, 30, 10); 
 
        g.drawOval(175, 100, 50, 50); 
        g.fillOval(250, 100, 50, 30); 
 
        g.drawArc(25, 175, 50, 50, 0, 90); 
        g.fillArc(100, 175, 50, 30, 90, 120); 
 
        int x1[] = {195, 175, 185, 205, 215, 195}; 
        int y1[] = {175, 185, 205, 205, 185, 175}; 
        g.drawPolygon(x1, y1, 6);  
 
        int x2[] = {270, 250, 260, 280, 290}; 
        int y2[] = {175, 185, 205, 205, 185}; 
        g.fillPolygon(x2, y2, 5);  
    } 
}

リスト 4.1  GraphicsSample.java 
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というクラス中で定義されているものである． 

これらのメソッドには色情報を引数として渡す必要がある．Color クラスでは色情報はその RGB

値で定義されており，その値を用いて指定することができる．しかし，このような指定方法は一

般に煩雑であるから，標準的な色については Color クラスで定義されている．定義済みの色の一

覧を表 4.3 に示す． 

 

表 4.3  図形描画の色設定メソッド一覧 
メソッド 機能 

setBackground 背景色の設定 
setForeground デフォルト描画色の設定 
setColor 図形描画時の描画色設定 

 

表 4.4  Color クラスで定義されている色の一覧 
変数名 色 変数名 色 

Color.black 黒 Color.magenta マゼンタ 
Color.blue 青 Color.orange オレンジ 
Color.cyan シアン Color.pink ピンク 
Color.darkGray 濃い灰色 Color.red 赤 
Color.gray 灰色 Color.white 白 
Color.green 緑 Color.yellow 黄色 
Color.lightGray 薄い灰色   

 

  これらのメソッドを用いると，例えば，白い背景に赤い円を描画するには以下のようなプログ

ラムを作ればよい． 

 ．．．  ．．．  ．．． 
 public void init() { 
  ．．．  ．．．  ．．． 

setBackground( Color.white ) ;      /* 背景色の設定 */ 
  ．．．  ．．．  ．．． 
 } 

．．．  ．．．  ．．． 
 public void paint( Graphics g ) { 
  ．．．  ．．．  ．．． 

g.setColor(Color.red ) ;             /* 描画色の設定 */ 
g.fillOval( 50, 50, 20, 20 ) ;       /* 円の描画 */ 
．．．  ．．．  ．．． 

 } 
．．．  ．．．  ．．． 

 

課題 ４ 

  課題３で使ったアプレット GraphicsSample.java をもとにして，自分の好きな背景色や描画色

を設定してみよう． 

4.3  簡単なアニメーションアプレット (SimpleAnimation.java) 

JAVA の応用例として最も便利な機能にアニメーションがある．ここではその仕組みを理解する
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ために簡単なアニメーション・アプレットを考える．アニメーションの基本は連続した画像デー

タを逐次表示していくことであるが，その処理が JAVA でどのように記述されるかをみてみる．

Simpleanimation.java のソースコードの一部をリスト 4.3 に示す．このアプレットにはいままで

のアプレットと異なる点がふたつある．それは，「アプレットにパラメータを渡す」と「マルチス

レッド」という点である． 

まず，「アプレットにパラメータを渡す」という機能を説明する．画像データや音声データ等を

扱う場合に，そのデータファイル名を直接プログラム内に書き込んでいては，データが変わるご

とにプログラムを書き換えコンパイルし直す必要がある．そこで，このような可変な情報を HTML

ファイル内で指定することにし，アプレットにはパラメータの形で渡すことができると便利であ

る．HTML には「PARAM」タグがあり，ここで設定されたパラメータを参照するメソッドが

「getParameter」である．このメソッドにより HTML ファイルからいくつかのパラメータを受け取

る処理が init メソッド中で行なわれている．（リスト 4.2 の init 内の下線部参照．） 

このアプレットを実行する際に用いる HTML ファイルをリスト 4.3 に示す．<PARAM>タグ内で使

用するパラメータ名（NAME で設定）とその値（VALUE で設定）を設定している．例えば，この例

では”imagedir”というパラメータに”images”という値を設定している．ちなみに，このパラメータ
はアニメーションで使用するイメージ（画像）ファイルを保存している場所（フォルダあるいは

ディレクトリ）を指定するためのものであり，HTML ファイルから読み込まれた値は imagedir と

いう文字列変数に渡され，アプレット内で使用されている．ただし，getParameter メソッドでは

パラメータの値を文字型としてしか扱えない．整数や実数型のパラメータ値が必用な場合には，

import java.applet.Applet; 
import java.awt.*; 
 
public class SimpleAnimation extends Applet implements Runnable { 
    String imagedir; 
    String imageprefix; 
    int last; 
    Image images[]; 
    int current; 
    Thread thread; 
 
    public void init() { 
        String s; 
        s = getParameter("imagedir"); 
        if (s != null) imagedir = s; 
        s = getParameter("imageprefix"); 
        if (s != null) imageprefix = s; 
        s = getParameter("last"); 
        if (s != null) last = Integer.parseInt(s); 
 
        current = 0; 
        images = new Image[last]; 
        for (int i = 0; i < last; i++) { 
            images[i] = 
                getImage(getDocumentBase(), 
                    imagedir + "/" + imageprefix + (i+1) + ".gif"); 
        } 
    } 

リスト４.２  SimpleAnimation.java（その１） 
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それぞれの型への変換が必用になる．この例では，”last”というパラメータの値が整数型であり，
変数に渡す際に型変換を行っている． 

次にマルチスレッドについて説明する．このアプレットで行っている処理の概念を図 4.1 に示

す．この図で左側の処理の流れは今まで同様にアプレットの開始から終了までを表わす．一方，

右側にある処理は画像データを定期的に切り替える処理の流れを表わしている．つまり，このア

プレットでは左右ふたつの処理が並行して行なわれている．JAVA 言語ではそれぞれの処理の実行

単位を「スレッド(thread)」と呼び，この例のように複数のスレッドを並行に実行することを「マ

ルチスレッド」と呼ぶ．このマルチスレッド機能を利用することによって，例えば，アニメーシ

アプレットのスレッド

初期化(init)

開始(start)

終了(stop)

イベント待ち

イメージ切替処理
(run)

スレッドの生成

スレッドの停止

スレッドの停止
(stop)

開始
(start)

イメージ切替スレッドの生成
(new Thread)

図４.1  SimpleAnimation.javaのマルチスレッド 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Applet Sample</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<H1> アニメーション </H1> 
 
<APPLET CODE="SimpleAnimation.class" WIDTH=100 HEIGHT=100> 
<PARAM NAME="imagedir"    VALUE="images"> 
<PARAM NAME="imageprefix" VALUE="snow"> 
<PARAM NAME="last"        VALUE="6"> 
</APPLET> 
 
</BODY> 
</HTML> 

リスト４.３  SimpleAnimation.html 
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ョンの実行中にも他の処理（メニュー操作等）を円滑に行うことが可能になる． 

では，このようなマルチスレッドの処理はどのように記述されているであろうか？まず，いま

までのアプレットとの相違が SimpleAnimation クラスの宣言文に見られる．宣言文後半の

「implements Runnable」という部分である．（リスト 4.2 に下線で示してある．）これは，この

SimpleAnimation というクラスに Runnable インターフェイスの実装を指示する宣言である．この

ように，別のスレッドとして動かしたいクラスはすべてこの Runnable インターフェイスを実装す

る必要がある． 

新しいスレッドを生成するには，スレッドのコンストラクタに Runnable インターフェイスを実

装したオブジェクトを引数として渡す．これを行っているのが start メソッドである．そこでは，

Thread クラスのインスタンスである thread を生成していることがわかる．なお，ここでコンス

トラクタ Thread の引数である「this」というオブジェクトはこのアプレット自身（つまり，

SimpleAnimation）を表わす．リスト 4.4 に示した SimpleAnimation.java の残りのソースコード

でこの点を確認できる． 

新たに生成したスレッドは，そのオブジェクトに対して run メソッドで記述された処理を実行

する．このアプレットの run メソッドでは，500 ミリ秒停止した後，画像をひとコマ進め再描画

するという処理の無限ループになっている．ここにある repaint メソッドはプログラム内から明

示的にアプレットの再描画を指示する場合に使われるメソッドであり，update メソッドを介して

    public void start() { 
        if (thread == null) { 
            thread = new Thread(this); 
            thread.start(); 
        } 
    } 
 
    public void stop() { 
        if (thread != null) { 
            thread.stop(); 
            thread = null; 
        } 
    } 
 
    public void paint(Graphics g) { 
        g.drawImage(images[current], 0, 0, this); 
    } 
 
    public void run() { 
        while(true) { 
            try { 
                Thread.sleep(500); 
            } catch (InterruptedException e) { 
                break; 
            } 
            current++; 
            if (current == last) current = 0; 
            repaint(); 
        } 
    } 
} 

リスト４.４ SimpleAnimation.java（その２） 
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paint メソッドが実行される．また，try{．．．} catch{．．．}文は，try{．．．}内での処理中に何

らかの例外（この場合には InterruptedException クラスのインスタンス）が発生した場合に

catch{．．．}内の処理を実行するという構文である． 

こうして runメソッド内の処理が breakすることで，このスレッドは終了し，アプレットの stop

メソッド内で start メソッドで起動したスレッドを停止する処理を行っている． 

 

課題 ５ 

Examples フォルダ内の SimpleAnimation.java に start メソッドを追加してソースコードを完成

させ，アニメーションを実行させてみよう． 

 

4.4  GUI 部品を使ったアプレットの例 (NumField.java と Slider.java) 

ここでは，複数のアプレット間でのデータ交換をする方法を説明する．この例題では，JAVAの

GUI 部品である「スクロールバー」と「テキストフィールド」のふたつを用いて，それぞれのアプ

レット間で数値データのやりとりを行っている．この情況を図 4.2 に模式的に表わした．双方の

アプレットに set メソッドが定義され，入力イベントの発生したアプレットから他方のアプレッ

トへ set メソッドを用いてデータが送られ，それによってアプレット間のやりとりが実現されて

いる． 

  スクロールバーの処理を行うアプレットのソースコードをリスト４.５に示す．このアプレット

内では，スクロールバーのインスタンスである sbar と同時にテキストフィールドのインスタンス

である numf も宣言されている点に注意する．このように，Slider アプレットでは通信相手である

NumField アプレットのインスタンスをその内部に変数としてもっているのである．また，init メ

ソッドではを生成し，そのサイズや位置等の設定を行っている． 

  さて，変数 numf が null の場合の処理が getAppletContext というメソッドを使って表わされて

いる．これは AppletContext オブジェクトを取得するためのメソッドであり，このオブジェクト

にはそのアプレット自身の環境に関する情報が格納されている．さらに，AppletContext 内で定義

される getApplet メソッドに必用なアプレットの名前を引数で渡すことによって，通信相手のア

プレットを取得している．あとで示すが，この場合のアプレット名は HTML の APPLET タグ内の NAME

で指定することができる．このようにして，同じ HTML ファイル内に存在する他のアプレットを得

ることができる． 

  スクロールバーの情報を得るには，そのオブジェクト内の getValue メソッドを使うことができ

テキストフィールド 
(numf) 

スクロールバー 
(slider) 

slider.set( 入力値 ) 

numf.set( 設定値 ) 

図４.２ アプレット間でのデータのやりとり 
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る．こうして得られた値を通信相手であるテキストフィールド・アプレット内のメソッド set を

使ってインスタンス numf に送っている． 

  また，set メソッドではテキストフィールド・アプレットのインスタンス numf から送られる引

数（データ値）をスクロールバー・オブジェクトの setValue メソッドを使ってインスタンス sbar 

に送っている． 

 

課題 ６ 

テキストフィールド・アプレットのソースコード NumField.java を見て，Slider.java と同じよう

にその処理内容を確認しよう． 

 

課題 ７ 

スクロールバーとテキストフィールドの２つのアプレット間でやりとりさせるためのHTMLファイ

ルをリスト４.６に示す．このファイルを作成して実行させてみよう． 

 

import java.applet.Applet; 
import java.awt.*; 
import java.util.*; 
 
public class Slider extends Applet { 
    NumField numf = null; 
    Scrollbar sbar; 
 
    public void init() { 
        setLayout(new BorderLayout()); 
        add("Center", sbar = new Scrollbar(Scrollbar.HORIZONTAL, 
                                           0, 1, 0, 100)); 
    } 
 
    public boolean handleEvent(Event e) { 
        if (e.target == sbar) { 
            if (numf == null) { 
                numf =  
                  (NumField)getAppletContext().getApplet("numfield"); 
            } 
            if (numf != null) { 
                numf.set(sbar.getValue()); 
            } 
            return true; 
        } 
        return super.handleEvent(e); 
    } 
 
    public void set(int i) { 
        sbar.setValue(i); 
    } 
} 

リスト４.５ Slider.java 
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４．その他 JAVA の関する基本的な Web サイト 

JAVA に関する最新の情報はサンマイクロシステムズのホームページで見ることができる． 

http://www.sun.com/ 
http://www.sun.co.jp/ (日本サンマイクロシステムズの日本語ホームページ) 

JDK は下記のサイトからダウンロードできる． 

http://www.sun.com/products/jdk/ 
JAVA に関する日本語の解説は下記に詳しい． 

http://www.sun.co.jp/java/javacenters/present/ 
このなかでも，川上氏（日本サンマイクロシステムズ）による「Welcome to Java Computing」

は Java を理解する上で有用である． 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>InterApplet Communication Sample</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
InterApplet Communication Sample 
<HR> 
Here is a NumField Applet: 
<APPLET CODE="NumField.class" WIDTH=100 HEIGHT=50 NAME="numfield"> 
</APPLET> 
<HR> 
<APPLET CODE="Slider.class" WIDTH=200 HEIGHT=30 NAME="slider"> 
</APPLET> 
: And here is a Slider Applet 
<HR> 
<A HREF="NumField.java">Source for NumField</A><BR> 
<A HREF="Slider.java">Source for Slider</A> 
</BODY> 
</HTML> 

リスト４.６ AppletComm.html 


