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Sencha Designer とは
Designer は，Ext JS Web アプリケーション用の GUI ビルダーです。使いやすいドラッグド
ロップ環境で，アプリケーションのインターフェース コンポーネント，データコンポーネ
ントのプロトタイプが作成でき，それぞれのコンポーネントの整形されたオブジェクト指
向コードをエクスポートできます。
プログラマーもプログラマー以外もアプリケーションのデザインに Designer を使えます。
プロジェクトの開始を早め，すばやい反復を可能にします。Designer では次のことができ
ます。
すばやく簡単に複雑なフォームを構築できる。
コンポーネントのレイアウトを変えたりクリック一つでコントロールのタイプを入れ
替えたりできる。
決まりきった UI コードよりも実装を書くことに集中できる。

追加情報
Designer と Ext JS に関する情報
Designer の簡単な紹介 Designer デモをご覧ください。
Designer の最新リリースとアップデートについての情報は，Designer カタログをご覧
ください。
Ext JS のクラスやメソッドの詳細は，Ext JS API リファレンスをご覧ください。
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Designer で Web アプリの UI を構築する
Designer は，既存の開発環境やツールと連動して使われるようにデザインされています。
Eclipse やお気に入りのテキストエディタに替わるものではありません。Designer で生成さ
れたコードは，既存の IDE にインポートでき，UI 実装ファイルは Designer の外で，お好み
の IDE やエディタで編集できます。
Designer を使うと
1. Designer のキャンバスで UI コンポーネントをレイアウトする。
2. コンポーネントのコンフィグを設定する。
3. データソースに接続する。
4. プロジェクトをエクスポートする。
5. 生成された.js ファイルにイベントハンドリングやカスタムメソッドをインプリメン
トする。
重要！ 最初にプロジェクトをエクスポートした時，トップレベルのコンポーネントごとに
二つの Javascript ファイルが生成されます。.ui.js 拡張子のファイルは，UI コンポーネント
のベースクラスが入っています。.js 拡張子のファイルにイベントハンドラやカスタム関数
をインプリメントして，このベースクラスを拡張します。決心手.ui.js ファイルを直接変更
しないでください。プロジェクトを変更して再度エクスポートした時に，上書きされてし
まいます。
UI に満足ゆくまでこのプロセスを繰り返すことができます。.js ファイルだけを変更してい
る分には，何度でも UI コードを再生成することができます。

Designer の操作
Designer を起動すると，空のキャンバスの新しいプロジェクトが表示されます。

ツールボックス(ToolBox)－UI を構成する全てのコンポーネントが入っています。これらは
標準の Ext JS クラスに対応しています。それぞれのクラスのより詳しい情報は，Ext JS API
リファレンスをご覧ください。ツールボックスからキャンバスにコンポーネントをドラッ
グアンドドロップできます。
キャンバス(Canvas)－UI を組み立てるためのスペースを提供します。追加されたコ
ンポーネントのリサイズ・再配置や，コンポーネントのタイトルやラベルの編集がで
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きます。（絶対座標のコンポーネントの場合のみ位置変更もできます。詳しくは
「Designer で UI コンポーネントをレイアウトする」の章をご覧ください。）
コンポーネント(Components)－プロジェクトに追加されたコンポーネント全てをリ
ス ト し ま す 。 Components タ ブ か ら ， コ ン ポ ー ネ ン ト の 選 択 ， 再 配 置 ， 複 製
(duplicate)，タイプ変更(transform)，削除ができます。選択したコンポーネントの設
定は，Component Config ペインで閲覧，変更できます。
データストア(Data Stores)－プロジェクトに追加されたデータソースを表示します。
Data Stores タブから， データソース(JSON, Array, XML, Direct)を追加でき，既存の
データソースのフィールドの追加と削除，選択，複製(duplicate)，削除ができます。
選択したデータストアの設定は，Component Config ペインで閲覧，変更できます。
コンポーネント設定(Component Config)－選択されたコンポーネントやデータソース
の設定を閲覧，変更できます。
キャンバスにコンポーネントを追加したら，キャンバスの下にある Preview ボタンをク
リックするとブラウザでどのように見えるかを確認できます。Design と Code のボタンで
切り替えると，生成された Javascript コードを確認できます。Export Project ボタンをク
リックすると生成されたコードを外部ファイルに保存できます。ただしエクスポートの前
にプロジェクトを保存する必要があります。

ショートカット
Designer には，いくつかの操作，設定のショートカットがあります。
ツールボックスでコンポーネントをダブルクリックするとキャンバスに追加します。
キャンバス上の編集可能なフィールド間を Tab で移動できます。
Component Config のショートカットフィールドで文字を入力すると，特定のアトリビュー
トを探せます。
ショートカットフィールドにアトリビュート名に続いてコロンと設定したい値を入力する
とアトリビュートの値を設定します。例）title: Car Listing

Designer UI の骨格
Designer で UI コンポーネントをレイアウトするとき，Window や FormPanel といったコン
テナをキャンバスにドラッグして，コンポーネントをそのコンテナに追加します。別の
トップレベルのコンテナをプロジェクトに追加すると，分離したエンティティとして UI の
違うパーツをレイアウトできます。プロジェクトをエクスポートした時，トップレベルの
コンテナは，それぞれ別のファイルにクラス定義が保存されます。これにより，Web ペー
ジのエレメントをフレキシブルに組み立てられ，共通のコンポーネントの再利用が可能に
なり，実装コードを保守しやすくなります。
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Designer で UI コンポーネントをレイアウトする
デザイナーは Ext JS のパワフルなレイアウト能力を活用して，複雑なフォームの作成を簡
素化し，他のレイアウトオプションに簡単に変更できるようにします。

レイアウトオプション
コンテナのレイアウトをセットして，Ext JS がどのようにそのコンテナのコンポーネント
をレイアウトするかをコントロールします。レイアウトオプションは，コンテナのフライ
アウトコンフィグボタンをクリックして違うレイアウトを選択すれば切り替えられます。
Ext JS は ， いく つかの 基本的 なコ ンテナ レイア ウト を提 供し ます。 アコー ディ オン
(accordions)やカード(card)のような特定のよく使われるプレゼンテーションモデルをサ
ポートするものあるし，いろいろなアプリケーションで使えるより汎用的なモデルを提供
するものもあります。

auto
コンテナにレイアウトがセットされていない場合のデフォルトが auto レイアウトです。
Panel のような汎用コンテナにおいては，子コンポーネントはシーケンシャルにレンダリン
グされます。特定のレイアウトを使うように自動的に設定されるコンテナもあります。例
えば，FormPanel のデフォルトは form レイアウトで，TabPanel のデフォルトは card レイ
アウトです。

absolute
コンテナ相対の x, y 座標を指定してコンポーネントを配置します。コンテナ内で明確に移
動，リサイズができます。レイアウトの際にきめ細かなコントロールができる一方，親コ
ンテナがリサイズされても，絶対座標のコンポーネントは固定されたままだと言うことは
おぼえておいてください。
Absolute レイアウトの場合は，Designer はコンテナの中にグリッドを表示します。デフォ
ルトではコンポーネントを移動した時にグリッドにスナップされます。コンテナのフライ
アウトコンフィグボタンをクリックするとグリッドサイズを変更したりグリッドを無効に
できます。このグリッドはでアインビューでレイアウトガイドとして表示されるだけで，
コンポーネントがレンダリングされるときには表示されません。
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accordion
垂直に積み上げられたパネルのうち一度に一つのパネルだけが表示されるパネルコンポー
ネ ン ト を 配 置 し ま す 。 Accordion レ イ ア ウ ト の コ ン テ ナ に 追 加 で き る の は ， Panel
（FormPanel と TabPanel を含む）だけです。

anchor
コンテナのサイドに相対してコンポーネントを配置します。コンテナの子コンポーネント
の幅と高さをパーセンテージで指定するか，右と下の境界からのオフセットを指定するこ
とができます。コンテナがリサイズされても，相対的な割合またはオフセットは維持され
ます。

border
マルチペインレイアウトでパネルコンポーネントを配置します。パネルはコンテナの中に
次の五つの領域(North, South, East, West, Center)の一つを割り当てることで配置されます。
Border レイアウトを使ったコネテナーには，Center 領域がなくてはなりません。中央のパ
ネルは利用できるスペースにフィットするように自動的にリサイズされます。North, South,
East, West の各領域は，境界をドラッグしてリサイズできます。collapsible 属性を有効にす
ると，すべてのパネルを折りたたみ可能にすることができます。レンダリングされた時に
は，コンテナがリサイズされると，子パネルは自動的にリサイズされます。

Sunvisor Lab.

Sencha Designer 入門 (7)

card
複数の子コンポーネントを配置しますが，一度に一つだけのコンポーネントだけが表示さ
れます。このレイアウトは，一連のコンポーネントを順番に実行するのに使用できて，
ウィザードを作るのによく使われます。

表示したいコンポーネントを指定するには，setActiveItem メソッドをコールします。通常，
コンテナのフッターにおいた「前へ」「次へ」などのボタンにこの動作を割り当てます。

columns
マルチコラムレイアウトでコンポーネントを配置します。それぞれのコラムの幅は，割合
(columnWidth)かピクセル幅(width)で指定できます。コラムの高さはコンテナの内容に
よって変わります。autoscroll を有効にするとコンテナの高さを超えているコラムの内容を
見るためにスクロールできるようになります。

fit
一つの子コンポーネントを利用可能なスペースにフィットするように拡張します。例えば，
一つの TabPanel があるダイアログボックスを作るときに使います。コンテナが Panel コン
ポーネントの場合は，Toolbar を追加することができます。
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form
ラベルのついたフォームフィールドのコレクションを配置します。FormPanel はデフォル
トで form レイアウトを使用します。

hbox
子コンポーネントを水平に配置します。コンテナの alignment を stretch に設定すると，子
コンポーネントは垂直方向にいっぱいに表示されます。子コンポーネントの flex 属性を設
定して，それぞれのコンポーネントの水平方向の割合をコントロールします。

table
HTML のテーブルにコンポーネントを配置します。テーブルのコラム数を指定し，子コン
ポーネントの rowspan や colspan 属性を指定することで，複雑なレイアウトを作成できま
す。

Sunvisor Lab.

Sencha Designer 入門 (9)

vbox
子コンポーネントを垂直に配置します。コンテナの alignment を stretch に設定すると，子
コンポーネントは水平方向いっぱいに表示されます。子コンポーネントの flex 属性を設定
して，それぞれのコンポーネントの垂直方向の割合をコントロールします。

コンポーネントの追加
アプリケーションの UI を組み立てるために，Toolbox からコンポーネントをキャンバスに
ドラッグします。Designer はコンポーネントが適切にネストされることを保証し，互換性
のないコンポーネントをコンテナに追加させません。例えば，コンテナの中に Window と
か Viewport をドロップできません。
例として，Sencha Designer デモにある Car Listings UI を組み立てます。

Sunvisor Lab.

Sencha Designer 入門 (10)

1. Panel コンテナをキャンバスにドラッグします。これは Car Listing アプリケーショ
ンのトップレベルのコンポーネントです。

2. GridPanel を Panel コンテナの中にドラッグします。このグリッドパネルは，利用で
きる車のリストを表示して，ユーザーが選択できるようにします。

3. もう一つの Panel をパネルコンテナの中にドラッグします。このパネルはグリッド
パネルで選択された車の詳細を表示します。
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コンポーネントの配置
デフォルトでは，コンポーネントは相対は位置でレイアウトされます。キャンバスのエレ
メントの位置をコントロールする一番いい方法は，コンテナのレイアウトオプションを設
定して，それぞれのコンポーネントの相対位置を調整する属性を調整することです。
注意

absolute レイアウトオプションを選択した場合は，コンポーネントの位置を指定するため
にキャンバスの中をドラッグできます。（一般的に，これはおすすめできません。通常は
コンポーネントの相対的な位置を制御するように Ext JS レイアウトマネージャに頼るほう
がよいです。）
例として，Car Listings UI でのコンポーネントのレイアウトを設定します。
1. トップレベルのパネルのフライアウトコンフィグボタンをクリックして，レイアウ
トを vbox に設定します。これでグリッドとサブパネルが縦に配置されます。この
メニューで，alignment と auto-scroll 属性も設定できます。
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2. トップレベルのパネルの alignment を stretch に設定します。これでサブコンポーネ
ントは水平方向にいっぱいに伸びます。

3. グリッドパネルを選択して，Component Config インスペクタで flex 属性を 1 にセッ
トします。
Tip: Component Config インスペクタの一番上にあるテキストフィールドに属性名
の最初の何文字かを入力すると，目的の属性を素早く見つけられます。

このパネルは Ext.layout.VBoxLayout から flex 属性を継承しています。コンテナの
レイアウトに vbox がセットされているからです。コンテナ内のそれぞれのコン
ポーネントの flex 属性を 1 に設定すると，コンテナがリサイズされた時にそれぞれ
のコンテナが同じ高さになります。同様に，サブパネルに 2/3 の高さを取らせよう
としたら，パネルの flex 値を 2 にセットしてグリッドの flex を 1 にすればできま
す。）
4. サブパネルを選択して flex 属性に 1 をセットします。

Sunvisor Lab.

Sencha Designer 入門 (13)

コンポーネントの設定
コンポーネントのタイトル(title)とかラベル などの属性は直接編集できます。ただ変更し
たいテキストをダブルクリックして入力するだけです。Component Config インスペクタで
は，選択されたコンポーネントの設定可能なすべての属性を設定できます。
例として，Car Listing のタイトルとコラムのヘッダを直接設定します。
1. トップレベルパネルのタイトルバーをダブルクリックしてそのタイトルを My Panel
から Car Listing に変更します。これは Component Config インスペクタで title 属性
を設定するのと同じことです。

2. グリッドのコラムヘッダをダブルクリックし，それらを Manufacturer, Model, Price
に設定します。これは Component Config インスペクタで header 属性を設定するの
と同じことです。
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他のコンポーネント属性は，Component Config インスペクタで設定できます。
1. グリッドとサブパネルからタイトルバーを削除するために，コンポーネントを選択
して，インスペクタの title 属性の右にある削除アイコン(x)をクリックします。これ
で，Car Listings というタイトルだけが表示されるようになりました。

2. Car Listing パネルを選択して jsClass 属性に CarMasterDetail と設定します。これは
生成されるコード中のコンポーネントの名前になります。
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Note: キャンバスの下のボタンで，デザインとコードを切り替えられます。
3. Car Listing パネルの frame 属性を有効にします。無効の場合には 1 ピクセルの境界
線がレンダリングされますが，有効にすると角丸などのスタイルが設定されたパネ
ルがレンダリングされます。

4. コードの中で，コンポーネントがどのようにネストされているかを気にせずにコン
ポーネントを直接参照できるように，自動参照を設定します。グリッドパネルの
autoRef 属性を grid とし，サブパネルの autoRef を detail とします。
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5. サブパネルのコンテンツの周りにいくばくかの空白をつけるために，パネルを選択
して，p とタイプして padding 属性にジャンプし，値を 10 にセットします。（これ
は CSS の padding 属性です）

テンプレートを使う
パネルコンポーネントにデータストアからの情報を動的に表示するためにテンプレートが
利用できます。テンプレートは HTML の断片で，データストアのフィールドを参照する変
数を含めることができます。テンプレートは，配列の自動充填，条件判断，数値関数，カ
スタム関数もサポートします。
変数は中括弧で囲まれます。{manufacturer}は manufacturer というデータフィールドを参
照します。どのように表示するかを制御するためにフォーマット関数を指定することもで
きます。{price:usMoney}は usMoney フォーマットを使って先頭にドル記号をつけて，ド
ルとセントとして数をフォーマットします。利用できるフォーマット関数の全てについて
は，Ext.util.Format を参照してください。
Car Listings アプリケーションは選択されたリストの詳細情報を表示ｓるために単プレート
を使います。そのイメージと wiki の URL は cars.json データストアのフィールドから引っ
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張ってきます。（データストアにアタッチする方法については，「データに接続する」を
参照）
テンプレートを設定するには
1. 詳細情報のテンプレートを追加するには，サブパネルのフライアウトコンフィグボ
タンをクリックして，Edit Template をクリックします。するとコンポーネントの
本体が，編集可能なテキストエリアになります。

2. テンプレートの HTML マークアップを入力します。
<img src="cars/{img}" style="float: right" />
Manufacturer: {manufacturer}<br/>
Model: <a href="{wiki}" target="_blank">{model}</a><br/>
Price: {price:usMoney}<br/>
3. テンプレートの編集が終わったら，Done Editiong をクリックします。
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データに接続する
Designer を使って，データストアにアタッチして，それを UI コンポーネントに関連づける
ことができます。
例えば，Car Listings アプリケーションで表示される情報は，cars.json と呼ばれる JSON
データストアから読み込まれます。データストアに接続して，manufacturer, model, price,
wiki, image の各データを引っ張ってくるには次のようにします。
1. 車のデータ用のデータストアを追加します。
a. Data Stores タブを選択します。
b. Data Store ツールバーから Add Json Store を選択します。

c. 新しく作成されたストアを選択して jsClass アトリビュートに CarStore とします。

d. sotreId 属性にも同じ名前を設定します。（storeId は，Designer がストアのリス
トに表示する名前です。）
2. データストアを右クリックして Add Fields > 5 fieds を選択して，cars.json に定義さ
れているフィールド用に CarStore にデータフィールドを追加します。
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3. CarStore を設定します。
a. cars/cars.json のようにストアのある場所への相対パスを url 属性を設定します。
このパスはプロジェクト設定で指定された URL prefix からの相対パスです。URL
prifix を変更するには，Edit メニューの Edit Preferences を選択してください。

b. root 属性に data と設定します。
c. autoLoad 属性を有効にしてデータストアを自動的にロードする様に設定します。
（そうしなければ index.html を開いたときデータが表示されません）
d. ストアのデータフィールドの name 属性を次のように設定します。
Manufacturer, model, price, wiki, img
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4. グリッドコンポーネントのフライアウトコンフィグボタンをクリックし，”Select a
Sore:”の欄で CarStore を選択してグリッドコンポーネントにストアを割り当てます。

1. グリッドのコラムを適切なデータフィールドにリンクします。
a. コンポーネントリストからコラムを選択します。
b. dataIndex 属性にデータフィールドの名前を設定します。

ストアからのデータがすぐにグリッドに表示されます。
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プロジェクトのエクスポート
プロジェクトのエクスポートは，アプリケーションの Javascript ファイルを生成します。
エクスポートを実行すると，トップレベルのコンポーネントごとに 2 つの Javascript ファ
イルが生成されます。
.ui.jp には，コンポーネントが定義されたベースクラスが入っています。例えば，
CarMasterDetailUi。イベントハンドラのコードやカスタムメソッドをこのベースクラ
スを拡張して実装します。決してこのファイルを直接編集しないでください。こ
の.ui.js ファイルはプロジェクトをエクスポートするたびに上書きされます。
.js は，実装のスターターファイルです。この.js ファイルはプロジェクトを最初にエ
クスポートしたときに生成されます。このファイルを編集してイベントハンドラの
コードやカスタムメソッドを追加します。
重要： Designer で生成した.ui.js ファイルを更新しないでください。このファイルはプロ
ジ ェ ク ト を エ ク ス ポ ー ト す る た び に 上 書 き さ れ ま す 。 Javascript フ ァ イ ル と 一 緒 に
Designer は，xds_index.html ファイルを生成します。これは Javascript をロードしてアプ
リケーションを表示します。
プロジェクトをエクスポートするには，
1. プロジェクトを保存します。（プロジェクトをエクスポートする前に保存する必要
があります）
2. キャンバスの下の Export Project ボタンをクリックします。プロジェクトは Project
Setting の Export Path で指定された場所にエクスポートされます。（保存場所を変
更するには，Edit メニューから Edit Preferences を選択します。）
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イベントハンドラをコンポーネントにアタッチする
Designer が生成したファイルはエディタや任意の IDE にインポートできます。イベントハ
ンドラを追加するには，.js ファイルを編集します。
例えば，Car Listings アプリケーションに，グリッドの行が選択されたときにイメージと
wiki 情報を表示するイベントハンドラを追加するには次のようにします。
1. CarMaserDetail.js を編集します。
2. グリッドのセレクションモデルを生成します。
var sm = this.grid.getSelectionModel();
グリッドのデフォルトのセレクションモデルは RowSelectionModel です。グリッド
の行が選択されたら，rowselect イベントが発生します。このイベントはセレク
ションモデルと行インデックスとレコードを引数で渡します。レコードが選択して
いる行のデータを提供します。
3. グリッドの行が選択されたら onRowSelect 関数を呼ぶようにイベントハンドラを追
加します。
sm.on(‘rowselect’, this.onGridRowSelect, this);
4. データストアのデータで更新するように onRowSelect をインプリメントします。
onGridRowSelect: function(sm, rowIdx, r){
this.detail.update(r.data);
}
Ext JS のグリッドの動作について詳しくは，API ドキュメントをご覧ください。
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