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　私たちの第一印象は数秒から数十秒で決まってしまうと言われています。Androidアプリに

とってもそれは同じではないでしょうか。アイコンやキャプチャ画像はアプリの印象を決めると

ても大事な要素です。そのアプリの機能がどんなにすばらしくても、興味を持ってダウンロード

してもらわなければ、その良さは伝わりません。

　ただし、外見がすべてというわけでもありません。アイコンや見た目が気に入ってダウンロー

ドされたとしても、そのアプリが使いやすくデザインされたものでなければ、ユーザーからはす

ぐにアンインストールされ、低い評価を受けてしまうこともあるでしょう。見た目から機能デザ

イン、ユーザビリティ、ユーザーエクスペリエンスまでいろいろな要素がユーザーの判断材料に

なります。

　使いやすく、細部まで考慮された機能は高いユーザー評価をもたらし、その評価を見た別のユー

ザーがアプリをインストールする要因になります。本書の目的は、見た目やアイコンでユーザー

を惹きつけ、優れたユーザビリティを実装することで高い評価をもらい、さらなるユーザーを獲

得する、正のスパイラルの実現を手助けすることです。

　そのため、本書では前半でデフォルトの UI（ユーザーインタフェース）をカスタマイズする方

法を紹介し、後半ではユーザビリティを改善するための具体的なチップスを紹介します。各チッ

プスは独立しているため、目次から求める内容の部分のみを読むことも可能ですし、全体を通し

て読むことでアプリのデザインや機能を改良するためのさまざまなヒントが手に入ります。

　特に、さまざまな解像度やハードウェアが存在する Android端末では必須なマルチデバイス

対応について、レイアウト方法のコツから機能デザインまで詳しく紹介しました。

　また、Android 2.2、Android 2.3で追加されたユーザビリティを改善するための機能の説明や、

Quick Actionsや Action Barなどを使った実際のレイアウトサンプルも掲載しました。

　読者の Androidアプリがより素敵で、すばらしいものになることに貢献できれば幸いです。

2011年 2月

あんざいゆき（@yanzm）

はじめに



本書の読み方 
～  PhotoViewアプリのカスタマイズ～

　こんなアプリが作りたい！というアイディアを思い付いたら、まずはデフォルトの UIでベーシック

な機能を実現したアプリを作ると思います。そこからさらにいいアプリにするにはどうすればいいのか

わからない。もっと使いやすい UIに変えたい、かわいい・かっこいいデザインに変えたいけど、どう

実装すれば実現できるかわからない。そんな悩みに答えて、アプリを次のステップに導くために本書を

書きました。

　2010年前半に Android 2.2がリリースされるまでは、Androidマーケットにあるアプリケーション

の多くはデフォルト UIでした。それから 1年が経ち、Androidが普及し多くのアプリケーションがリ

リースされ、たくさんのすばらしいアプリがその世界観をしっかりと構築し、細部までカスタマイズさ

れています。開発者が増えリリースされるアプリの数が増えるに従い、アプリケーションのカスタマイ

ズは差別化要因として不可欠なものになっているのです。

　本書では、アプリケーションの機能についてはあまり触れず、すでに機能が実現されたアプリケー

ションをどうカスタマイズするか、ということに焦点を当てています。見た目やユーザーへの印象が、

カスタマイズによってどう変わるのかをわかりやすくするために、PhotoViewerというサンプルアプ

リを例にとり、本書の随所で徐々にカスタマイズしています。

　さっそく、カスタマイズ前とカスタマイズ後の画像を見てください。いずれもタイトル、画像名、画

像、ボタンが配置されたものです。左側のデフォルトUIを使った場合の見た目はすごくシンプルです。

いかにもサンプルという感じです。では、右側のカスタマイズした画面を見てください。タイトル、画

像名、画像、ボタンという部品は同じですが、それぞれの配置、色、フォントによってここまで印象が

変わります。
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カスタマイズ前                           カスタマイズ後

　自分のアプリにも応用したくなりましたか？

　上記のレイアウト以外にも、ListViewを使ったレイアウトや GridViewを使ったレイアウトも用

意しました。

　各レイアウトのカスタマイズ方法と章の対応については、以下の図を参照してください。



本書の読み方
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　各章の PhotoViewerのカスタマイズ例では、画面のビフォーアフターを載せているので、そのカス

タマイズによってどのようにレイアウトや見た目が変わるのか確認できるようになっています。最初か

ら順番にカスタマイズするもよし。自分のアプリに応用できそうな章から読むもよし。では、始めましょ

う！
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■実行環境

　本書のサンプルプログラムは、以下の環境で動作確認を行っています。

OS: Ubuntu 10.10、Windows 7

Eclipse : Helios Service Release 1

SDK : Android 2.3.1, API 9, revision 1/2

ADT : ADT 8.0.1/9.0.0

　なお、本書は既存アプリのカスタマイズを主眼としてるため、開発を始める際に必要となる環境構

築部分の解説は割愛しています。JDKや Eclipseのインストール、Android SDKの設定などは他の入

門者向けの書籍や、各種Webサイトの情報をご確認ください。開発者向けの公式サイト「Android 

Developers」にもインストール手順が公開されています（本書執筆時点では英語のみ）。

http://developer.android.com/intl/ja/sdk/installing.html

■サンプルプログラム

　本書で使用しているサンプルコードはすべてダウンロード可能です。紙面はモノクロでの説明になっ

ていますが、アイコンや画像などはすべてフルカラーで用意されています。紙面ではわかりにくい部分

もありますので、ぜひご自身のパソコンにプロジェクトファイルをダウンロードし、実際にアプリを動

かしながら読み進めてください。

　本書で使用したサンプルプログラムのソースは以下のURLからダウンロード可能です。 

　http://www.impressjapan.jp/books/2987       

　本書を通して作成した各種サンプルを収録したデモアプリを以下のサイトで公開しています。   

　http://market.android.com/details?id=yanzm.products.photoviewer           

　下記の QRコードからもアクセスできます。                                    
  

         　QRコードを読み込み、マーケットアプリを起動させてください。  
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1.1　常に画面下部にボタンを配置する

　アプリケーションでよく使われるレイアウトの 1 つに、［戻る］、［次へ］などの基本的な機能

のボタンを常に画面下部に配置するレイアウトがあります。このレイアウトを実現する方法と

して、LinearLayout を使った方法と RelativeLayout を使った方法があります（表 1-1）。

表1-1　Android で使うレイアウト

レイアウト 説明

GridView 要素をグリッド状に配置するレイアウト

LinearLayout ボタンなどの要素を縦横方向に並べるレイアウト

ListView リスト形式のレイアウト

RelativeLayout 要素同士の位置関係を定義するレイアウト

TabHost タブレイアウト

TableLayout 要素を表組みで配置するレイアウト

1.1.1　LinearLayout を使って画面下部にボタンを配置する

　上部に文章を表示し、最下部にボタンがあるレイアウトを作ってみましょう。文章が長いの

で、スクロールできるように TextView を ScrollView の中に入れます（図 1-1）。

　レイアウト XML ファイルのコードは次のようになっています。

リスト 1-1　res/layout/bottom_button_layout1.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:orientation="vertical"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  >
  <ScrollView
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="0dip"
    android:layout_weight="1" >
    <TextView
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="fill_parent"
      android:text="@string/waganeko"
    />
  </ScrollView>
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  <Button
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Button"
    android:drawablePadding="10dip"
    />
</LinearLayout>

　LinearLayout を使って縦に ScrollView、Button の順番で View（ビュー）を配置していま

す。下部に配置するボタンの高さを android:layout_height="wrap_content" で指定して

いるため、残りの領域をすべて ScrollView が占めるようにすれば、常にボタンが画面下部に

表示されるようになります。これを実現するには、ScrollView にだけ次の属性を設定します。

android:layout_weight="1"

　この属性は Button には設定しません。この layout_weight は画面上の余った領域をどの

ように振り分けるのかを設定するための属性です。Button には設定されていないので、0 と

いうことになります。一方、ScrollView は 1 なので、Button を配置した後の余った領域を

すべて ScrollView が使うという指定になります。

　ScrollView では、スクロールする方向の幅の設定に wrap_content を使うことはできま

図 1-1　LinearLayout でボタンを下部に配置
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せん。つまり、この場合 android:layout_heigth="wrap_content" は不適切です。しか

し、android:layout_height="fill_parent" とすると、下部のボタンが表示されなくなっ

てしまいます。そのため、ボタンを配置した残りの領域に ScrollView を広げるようにしま

す。ここでは、dip という単位を使い、ScrollView に android:layout_height="0dip" と

android:layout_weight="1" を指定しています。

1.1.2　RelativeLayout を使って画面下部にボタンを配置する

　先ほどの LinearLayout を RelativeLayout に置き換えた場合、どのような画面になるで

しょうか。XML レイアウトファイルは次のようになります。android:layout_weight が存

在しないことに注目してください。

リスト 1-2　res/layout/bottom_button_layout2.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  >
  <ScrollView
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:layout_alignParentTop="true"
    >
    <TextView
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="fill_parent"
      android:text="@string/waganeko"
    />
  </ScrollView>
  <Button
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Button"
    android:layout_alignParentBottom="true"
    />
</RelativeLayout>
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　RelativeLayout の子要素に指定できる属性の android:layout_alignParentBottom

に true を設定して、ボタンが画面下部に配置されるようにしています（図 1-2）。この場合は、

ScrollView の上にボタンがオーバーレイするレイアウトになります。ボタンの下に文字が見

えるのがわかると思います。Twitter クライアントなどスクロール部分の情報量が多い場合は、

図 1-3 のようにボタンを透過背景とアイコンで実現すると、ボタンによって表示領域が小さく

ならないのでお勧めです。

図 1-2　RelativeLayout でボタンを下部に配置
　

図 1-3　透過背景とアイコンで作ったボタンの
オーバーレイレイアウト

1.2　マージン・パディングを設定する

　マージン（margin）とパディング（padding）は、要素間の余白を設定するためのパラメータで

す。android:layout_margin や android:padding という属性を使って、どの程度余白を取

るのかを指定できます。

　ここでは、マージンやパディングを指定することによってレイアウトがどう変わるのかを具

体的に説明します。

　図 1-4 は、画面いっぱいに薄いグレーの背景を設定した FrameLayout を配置し、その中に

濃いグレーの背景を設定した LinearLayout を配置し、その中に ImageView を 2 つ配置した

図です。
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図 1-4　マージンとパディングの比較サンプル

　PhotoViewer アプリのボタンも下部に配置してみましょう。コンテンツと操作部が分離

したので、どこを押せばよいかがわかりやすくなりました。個人的には、ボタンが画面の

下部にあると、端末を片手で操作する場合でも指が届くので使いやすいと思います。

  

➡

  

ワ ン ポ イ ン ト
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1.2　マージン・パディングを設定する

　パディングとは、ビューの外枠（境界）からその中の要素までの余白を指します。図 1-4 では、

1 つ目の ImageView に android:padding="10dip" と指定しているので、画像のサイズは

ImageView の枠より 10dip 内側の領域になります。そのため、1 つ目の ImageView の背景の

赤色（紙面上では一番薄いグレーに見える）部分が 10dip の枠のように見えています。また、ルー

トビュー（レイアウトの一番上のビュー）の FrameLayout で android:padding="20dip" を

指定しているので、子要素の LinearLayoutがウィンドウの枠から 20dip だけ内側に配置され、

FrameLayout の背景の薄いグレーが見えるようになっています。

　マージンとは、ビューの外枠からその親の ViewGroup までの余白を指します。2 つ目

の ImageView では、android:layout_margin="20dip" を指定しています。そのため、

ImageView のサイズは親の LinearLayout の内側 20dip のところまでとなります。2 つ目の

ImageView の周囲の濃いグレーの枠は親の LinearLayout の背景が見えている状態です。

　この画面のレイアウト XML ファイルは次のようになっています。

リスト 1-3　res/layout/main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:background="#666666"
  android:padding="20dip"
  >
  <LinearLayout
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:background="#333333"
    android:orientation="vertical"
    >
    <ImageView
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="0dip"
      android:layout_weight="1"
      android:padding="10dip"
      android:background="#f00"
      android:src="@drawable/image4"
      android:scaleType="fitXY"
      />
    <ImageView
      android:layout_width="fill_parent"
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      android:layout_height="0dip"
      android:layout_weight="1"
      android:layout_margin="20dip"
      android:background="#00f"
      android:src="@drawable/image4"
      android:scaleType="fitXY"
      />
  </LinearLayout>
</FrameLayout>

　LinearLayout の子要素の 2 つの ImageView で android:layout_weight="1" を指定し

ていますが、マージンやパディングを設定した場合、マージン分を引いた残りの領域が分配

されます。この場合は、LinearLayout の高さから 2 つ目の ImageView の上下マージン分の

40dip を引いたサイズの半分がそれぞれの ImageView のサイズになります。

　また、注意点として、ルートビュー（この場合は FrameLayout）では android:layout_

margin は使えません。指定することは可能ですが、指定値通りのレイアウトを実現できる保

証はありません。

　先ほどの例では、android:layout_margin や android:padding を使って、上下左右の余

白を一度に指定しましたが、4 方向の余白を個別に指定することもできます。表 1-2 に余白を

指定する属性を整理しました。

表1-2　余白を指定する属性

属性 意味

android:layout_margin 上下左右の外側の余白

android:layout_marginTop 上の外側の余白

android:layout_marginBottom 下の外側の余白

android:layout_marginLeft 左の外側の余白

android:layout_marginRight 右の外側の余白

android:padding 上下左右の内側の余白

android:paddingTop 上の内側の余白

android:paddingBottom 下の内側の余白

android:paddingLeft 左の内側の余白

android:paddingRight 右の内側の余白
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　画像やボタンがウィンドウの枠ぎりぎりになっていると窮屈な感じがしますよね。余白

を取ることでゆったりしたレイアウトになります。

　PhotoViewer のルートビュー（LinearLayout）に android:padding="10dip"を追加

しました。左側の画面の詰まった感じが、パディングを入れた右側ではなくなりましたね。

  

➡

  

1.3　レイアウトを分割して使いまわす

　複雑なレイアウトを定義した XML ファイルはコードが長くなりがちです。長くなった XML

は可読性が低く、全体を把握するのも困難です。このようなとき、レイアウト定義を複数の

XML ファイルに分割できれば、機能ごとのレイアウト管理や一部分のレイアウトの入れ替えな

どが容易になります。また、コンポーネント化されたレイアウトは使いまわしが利くため、開

発効率の向上にもつながります。

　これを実現するのが <include> タグです。

<include layout="@layout/included_layout" />

ワ ン ポ イ ン ト
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　このように、挿入したいレイアウト XML ファイルのリソース ID を layout 属性に指定する

ことで、そのタグの位置にリソース ID の XML ファイルで定義したレイアウトを展開すること

ができます。

　例えば、画面の下部に［進む］、［戻る］ボタンが常にあるアプリケーションを実現したいと

します。ボタンの上部のコンテンツは画面によって変わりますが、ボタンのレイアウトは変わ

りません。この場合、［進む］、［戻る］ボタンを 1 つの XML ファイルに定義しておけば、その

XML ファイルを <include> タグで各画面に挿入するだけでレイアウトが完成します。ボタン

の数を増やしたり、ボタンのデザインを変えたりする場合も、この XML ファイルだけを変更

すればよいので、管理が非常に楽になります。

リスト 1-4　res/layout/main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:orientation="vertical"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent" >
  <LinearLayout
    android:layout_height="0dip"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_weight="1">
    ...
  </LinearLayout>
  <include layout="@layout/next_back_layout" />
</LinearLayout>

リスト 1-5　res/layout/next_back_layout.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:orientation="horizontal"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="wrap_content" >
  <Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="back"
    />
  <Button
    android:layout_width="wrap_content"
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    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="next"
    />
</LinearLayout>

1.3.1　<include>タグを使って同じレイアウトを複数個展開する

　<include> タグを使ったレイアウトは、1 つの画面で同じレイアウトを複数使う場合にも有

効です。例として、同じ形式の入力フォームが複数個ある画面を作ってみましょう。

リスト 1-6　res/layout/item.xml

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:orientation="vertical"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  >
  <Button
    android:id="@+id/button"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Show Group"
    />
  <LinearLayout
    android:id="@+id/inputgroup"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:paddingLeft="32dip"
    android:visibility="gone"
    >
    <LinearLayout
      android:orientation="horizontal"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      >
      <TextView
        android:layout_width="30dip"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="住所 "
        android:layout_marginLeft="5dip"
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        />
      <EditText
        android:id="@+id/edittext1"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:inputType="text"
        />
    </LinearLayout>
    <LinearLayout
      android:orientation="horizontal"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      >
      <TextView
        android:layout_width="30dip"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="氏名 "
        android:layout_marginLeft="5dip"
        />
      <EditText
        android:id="@+id/edittext2"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:inputType="text"
        />
    </LinearLayout>
    <RadioGroup
      android:orientation="horizontal"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      >
      <RadioButton
        android:id="@+id/radio1"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="男性 "
        />
      <RadioButton
        android:id="@+id/radio2"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="女性 "
        />
    </RadioGroup>
  </LinearLayout>
</LinearLayout>
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　この入力フォームを複数個画面に表示したいとします。その場合は、<include> タグを使い、

かつ android:id に別々の ID を割り当てます。

リスト 1-7　res/layout/main2.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:orientation="vertical"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  >
  <include android:id="@+id/group1" layout="@layout/item" />
  <include android:id="@+id/group2" layout="@layout/item" />
  <include android:id="@+id/group3" layout="@layout/item" />
  <include android:id="@+id/group4" layout="@layout/item" />
  <include android:id="@+id/group5" layout="@layout/item" />
  <include android:id="@+id/group6" layout="@layout/item" />
</LinearLayout>

　item.xml で定義されているボタンをクリックしてその下の入力フォームの表示 / 非表示を

切り替えるようにするには、<include> タグに指定した android:id を使って次のように制

御します。

リスト 1-8　src/layoutbook/example/section1_03/FakeExpadableListTest.java

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.LinearLayout;

public class FakeExpadableListTest extends Activity {

  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main2);

    int groupIds[] = {R.id.group1, R.id.group2, R.id.group3, R.id.group4,
                      R.id.group5, R.id.group6};

    for(int i = 0 ; i < groupIds.length; i++) {
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      LinearLayout ll = (LinearLayout) findViewById(groupIds[i]);
      Button button = (Button)ll.findViewById(R.id.button);
      button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        public void onClick(View v) {
          LinearLayout ll = (LinearLayout)v.getParent();
          LinearLayout groupll = (LinearLayout)ll
            .findViewById(R.id.inputgroup);
          switch(groupll.getVisibility()) {
            case View.GONE:
              groupll.setVisibility(View.VISIBLE);
              ((Button)v).setText("Hidden Group");
              break;
            case View.VISIBLE:
              groupll.setVisibility(View.GONE);
              ((Button)v).setText("Show Group");
              break;
          }
        }
      });
    }
  }
}

　結果は図 1-5 のようになります。

図 1-5　<include> タグを使ったレイアウト
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1.4　レイアウトを最適化して描画を速くする

　Android のレイアウトでは、LinearLayout や RelativeLayout などの ViewGroup を

入れ子にすることができます。つまり、1 画面のレイアウトをビューのツリー構造（以下、

ビューの階層）として表現できます。Android のシステムは、画面を描画する際に子要素の各

ViewGroup や View の大きさを測って、どの位置にどのくらいの大きさで描画するのかを決定

します。つまり、画面描画時にビューの階層をパースする必要があります。ビューの階層が浅

いほどパースにかかる時間が短くなるため、描画にかかる時間も短くなります。

　ビューの階層を減らす方法として、次の 2 つがあります。

●●  <merge> タグを使う

●●  ViewStub を使う

1.4.1　<merge>タグを使う

　その名の通り、ビューを合併させてビューの階層を 1 つ減らします。ただし、合併するビュー

は同じ種類の ViewGroup である必要があります。

　例えば、ウィンドウの最上位は必ず FrameLayout になります。よって、XML ファイルで定

義したレイアウトのルートビューが FrameLayout の場合は同じ ViewGroup なので合併するこ

とができます。しかし、ルートビューが LinearLayout や RelativeLayout の場合は、ルー

トビューを <merge> で置き換えることはできません。

1.4.2　ViewStub を使う

　ViewStub は軽量の View です。ディメンション（単位を持った大きさのこと）を持たず、何

も描画されません。ViewStub は、たまにしか使わない View の代わりに使います。例えば、

書籍ビューワーアプリで、本をダウンロードするときのプログレスバーを普段は不可視にして

おいて、本を購入するときだけ可視状態にするとします。このプログレス部分を ViewStub に

置き換えることで、プログレス部分を表示しないときのビューの階層のパースにかかる時間を

短くすることができます。

　具体的には、まずレイアウト XML ファイル内で ViewStub に置き換えたい部分を別のレイ

アウト XML ファイルに抜き出します。次に抜き出した部分を <ViewStub> タグで置き換えま
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す。この際に、属性の android:layout に置き換えたいレイアウト XML ファイルの ID を指

定します。後は、置き換えが必要になったときにコードからインフレートします。

リスト 1-9　res/layout/main.xml

...
<ViewStub
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_above="@id/buttons"
  android:id="@+id/stub_id"
  android:inflatedId="@+id/replaced_id"
  android:layout="@layout/replace_layout"
  />
...

●●  android:id  
置き換え時にコードからインフレートするために必要な ID

●●  android:inflatedId  
インフレートした後の View/ViewGroup の ID

●●  android:layout  
置き換える View/ViewGroup のレイアウト XML ファイル

　ViewStub を android:layout で指定した View に置き換えるには、コードから inflate()

メソッドを呼び出すか、

((ViewStub)findViewById(R.id.stub_id)).inflate();

もしくは、ViewStub の visibility を可視状態にセットします。

((ViewStub)findViewById(R.id.stub_id)).setVisibility(View.VISIBLE);

　一度インフレートした ViewStub は置き換わってしまうため、ViewStub としてアクセス

することはできません。また、android:inflatedId を指定した場合は、インフレート後に

ViewStub の android:id でアクセスしようとするとエラーになります。
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リスト 1-10　src/layoutbook/example/section1_04/LayoutSample.java

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.view.ViewStub;

public class LayoutSample extends Activity {

  private boolean isInflatedViewStub = false;

  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);
  }

  public void showViewStub(View v) {
    if(!isInflatedViewStub) {
      ((ViewStub) findViewById(R.id.stub_id)).setVisibility(View.VISIBLE);
      // ((ViewStub) findViewById(R.id.stub_id)).inflate();
      isInflatedViewStub = true;
    }
  }
}

リスト 1-11　res/layout/replace_layout.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:padding="10dip"
  >
  <ProgressBar
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    style="?android:attr/progressBarStyleHorizontal"
    android:indeterminate="true"
    android:padding="20dip"
    android:background="#66000000"
    />
</FrameLayout>



第1章　レイアウト

018

リスト 1-12　res/layout/main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:orientation="vertical"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  >
  <ScrollView
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:layout_alignParentTop="true"
    >
    <TextView
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="fill_parent"
      android:text="@string/waganeko"
      />
  </ScrollView>

  <LinearLayout
    android:id="@+id/buttons"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentBottom="true"
    android:padding="5dip"
    >
    <ImageButton
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      android:layout_margin="5dip"
      android:background="#66000000"
      android:src="@android:drawable/ic_menu_add"
      android:onClick="showViewStub"
      />
    <ImageButton
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      android:layout_margin="5dip"
      android:background="#66000000"
      android:src="@android:drawable/ic_menu_camera"
      />
  </LinearLayout>

  <ViewStub
    android:layout_width="fill_parent"
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    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_above="@id/buttons"
    android:id="@+id/stub_id"
    android:inflatedId="@+id/replaced_id"
    android:layout="@layout/replace_layout"
    />
</RelativeLayout>

　結果は図 1-6、図 1-7 のようになります。

図 1-6　インフレート前
　

図 1-7　インフレート後

ビューの階層を可視化する

　ビューの階層を調べるツールとして、Android●SDKには hierarchyviewerというツー

ルがあります。このツールはAndroid●SDKの toolsディレクトリの中にあります。

　このツールを使うとビューの階層を可視化することが可能になりますが、管理者権限

（root）が必要なので、端末ではなくエミュレータで行う必要があります。

　エミュレータを起動した状態で、［Window］→［Open●Perspective］→［Hierarchy●View］

をクリックし、Hierarchy●Viewを起動します。［Open●Perspective］にない場合は、［Open●

Perspective］→［Other...］から［Hierarchy●View］を選択します。一度Hierarchy●Viewを起

コ ラ ム
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動すると、Eclipse の左上部にHierarchy●Viewへのショートカットが表示されるようにな

ります。

　Hierarchy●View を起動するとビューの解析が始まります。ビューのロードが終わると

次のように階層が表示されます。

　左側の階層の各ビューをクリックすると、右上の表にプロパティが表示され、画面レイ

アウト図内の対応する部分が赤色（紙面上は画面中央の枠で囲まれた部分）になります。
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1.5　Inflater を使って動的にレイアウトを生成する

　コードからビューを生成する場合、最も一般的なのはインスタンスを作ることです。

　例えば、次のコードを実行すると Button のインスタンスを取得できます。

Button btn = new Button(this);

　インスタンスに対して、次のようにして Button のパラメータを設定できます。

btn.setText("submit");

　では、レイアウト XML ファイルで定義したレイアウト全体の ViewGroup を生成したい場合

はどうすればよいのでしょうか。そのために便利な LayoutInflater というクラスが用意さ

れています。

　例えば、次のようなレイアウトが定義された item.xml ファイルがあるとします。

<LinearLayout
  ...
  >
  <TextView
    android:id="@+id/textview"
    ... />
  <Button
    ... />
</LinearLayout>

　ここで定義されている ViewGroup（LinearLayout）のインスタンスを生成したい場合は、

次のようにします。

LayoutInflater mInflater = (LayoutInflater)getApplicationContext()
    .getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);

LinearLayout mLinearLayout = (LinearLayout)mInflater
    .inflate(R.layout.item, null, false);

　取得したインスタンスに対して、findViewById() を使って XML 内で定義されている各

View のインスタンスを取得できます。
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TextView mTextView = (TextView) mLinearLayout.findViewById(R.id.textview);
mTextView.setText("Hello");

　このインスタンスのメソッドを使って、各 View のパラメータを設定できるようになります。

1.6　複雑なレイアウトを生成する

　RelativeLayout は View 同士の位置関係を定義することでレイアウトを組み立てる方法で

す。ここでは、LinearLayout では構築が難しく、RelativeLayout を使うと簡単に実現でき

る日本地図のレイアウトを例にとって説明します（図 1-8）。

図 1-8　RelativeLayout による日本地図レイアウト

　まずは、この日本地図を実現する XML レイアウトを見てください。

リスト 1-13　res/layout/main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:id="@+id/select_province_map"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:padding="10dip"
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  >
  <Button
    android:id="@+id/CenterPoint"
    android:layout_centerInParent="true"
    android:layout_width="10dip"
    android:layout_height="10dip"
    android:visibility="invisible"
    />
  <Button
    android:id="@+id/Kinki"
    android:layout_width="40dip"
    android:layout_height="100dip"
    android:text="近畿 "
    android:background="@drawable/kinki_stateful"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_below="@id/CenterPoint"
    android:layout_margin="5dip"
    />
  <Button
    android:id="@+id/KoshinHokuriku"
    android:layout_width="50dip"
    android:layout_height="40dip"
    android:text="甲信越 /北陸 "
    android:textSize="10sp"
    android:background="@drawable/koshinhokuriku_stateful"
    android:layout_toRightOf="@id/Kinki"
    android:layout_alignTop="@id/Kinki"
    android:layout_marginRight="5dip"
    />
  <Button
    android:id="@+id/Tokai"
    android:layout_width="50dip"
    android:layout_height="40dip"
    android:text="東海 "
    android:background="@drawable/tokai_stateful"
    android:layout_toRightOf="@id/Kinki"
    android:layout_below="@id/KoshinHokuriku"
    android:layout_marginTop="5dip"
    />
  <Button
    android:id="@+id/Kanto"
    android:layout_height="85dip"
    android:layout_width="45dip"
    android:text="関東 "
    android:background="@drawable/kanto_stateful"
    android:layout_toRightOf="@id/KoshinHokuriku"
    android:layout_alignBottom="@id/Tokai"
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    />
  <Button
    android:id="@+id/Tohoku"
    android:layout_height="85dip"
    android:layout_width="45dip"
    android:text="東北 "
    android:background="@drawable/tohoku_stateful"
    android:layout_toRightOf="@id/KoshinHokuriku"
    android:layout_above="@id/Kanto"
    android:layout_marginBottom="5dip"
    />
  <Button
    android:id="@+id/Hokkaido"
    android:layout_height="50dip"
    android:layout_width="60dip"
    android:text="北海道 "
    android:background="@drawable/hokkaido_stateful"
    android:layout_toRightOf="@id/KoshinHokuriku"
    android:layout_above="@id/Tohoku"
    android:layout_marginBottom="25dip"
    android:layout_marginRight="10dip"
    />
  <Button
    android:id="@+id/Tyugoku"
    android:layout_width="50dip"
    android:layout_height="40dip"
    android:text="中国 "
    android:background="@drawable/tyugoku_stateful"
    android:layout_toLeftOf="@id/Kinki"
    android:layout_alignTop="@id/Kinki"
    android:layout_marginBottom="5dip"
    />
  <Button
    android:id="@+id/Shikoku"
    android:layout_width="50dip"
    android:layout_height="40dip"
    android:text="四国 "
    android:background="@drawable/shikoku_stateful"
    android:layout_below="@id/Tyugoku"
    android:layout_alignLeft="@id/Tyugoku"
    />
  <Button
    android:id="@+id/Kyusyu"
    android:layout_height="70dip"
    android:layout_width="40dip"
    android:text="九州 /沖縄 "
    android:background="@drawable/kyusyu_stateful"
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    android:layout_toLeftOf="@id/Tyugoku"
    android:layout_alignTop="@id/Shikoku"
    android:layout_marginRight="5dip"
    />
</RelativeLayout>

　日本地図レイアウトには、［北海道］、［東北］、［甲信越 / 北陸］、［関東］、［近畿］、［東海］、［中

国］、［四国］、［九州 / 沖縄］の 9 個のボタンがあります。これらのボタンを相対的に配置して

みましょう。まず画面の中心に起点となるビューを設定します。ここでは、CenterPoint とい

う ID 名のボタンを配置しています。android:layout_centerInParent="true" というパラ

メータを設定しているので、親ビューの中心に配置されます。また、android:visibility= 

"invisible" を設定して起点ビューを非表示にします。

　起点ビューの下に［近畿］ボタンを配置してみましょう。Kinkiという ID 名のボタンを定義し

ます。横の位置は画面の中心にしたいので、android:layout_centerHorizontal="true"

を指定します。さらに、縦の位置は起点ビューの下にしたいので、android:layout_

below="@id/CenterPoint"と指定します。これによって CenterPointという ID 名のビュー

の下に配置されます。このとき、XML ファイル上で CenterPoint という ID 名のビューが先

に定義されているようにします。

　次に、［近畿］ボタンの位置を使って、［甲信越 / 北陸］ボタンの位置を指定します。［甲信越 /

北陸］ボタンでは、android:layout_toRightOf="@id/Kinki" と設定することで、［近畿］

ボタンの右側に配置されるように指定できます。また、android:layout_alignTop="@id/

Kinki" とすることで、トップの位置を［近畿］ボタンと合わせることができます。

　このように、すでに定義した子要素ビューや親ビューの ID を指定して相対的に配置できます。

表 1-3 に RelativeLayout の子要素で設定できる属性をまとめました。

表1-3　RelativeLayout の子要素のパラメータ

属性 値 意味

android:layout_toLeftOf Id 指定した IDのビューの左に配置する

android:layout_toRightOf Id 指定した IDのビューの右に配置する

android:layout_above Id 指定した IDの上部に配置する

android:layout_below Id 指定した IDの下部に配置する

android:layout_alignBaseline Id ベースラインを指定した IDのベースラインに
合わせる
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属性 値 意味

android:layout_alignLeft Id 左端を指定した IDの左端に合わせる

android:layout_alignTop Id 上端を指定した IDの上端に合わせる

android:layout_alignRight Id 右端を指定した IDの右端に合わせる

android:layout_alignBottom Id 下端を指定した IDの下端に合わせる

android:layout_alignParentLeft true/false true のとき左端を親ビューの左端に合わせる

android:layout_alignParentTop true/false true のとき上端を親ビューの上端に合わせる

android:layout_alignParentRight true/false true のとき右端を親ビューの右端に合わせる

android:layout_alignParentBottom true/false true のとき下端を親ビューの下端に合わせる

android:layout_centerInParent true/false true のとき親ビューの中心に配置する

android:layout_centerHorizontal true/false true のとき横中心に配置する

android:layout_centerVertical true/false true のとき縦中心に配置する

android:layout_ 
alignWithParentIfMissing

true/false true のとき、layout_toLeftOfや
layout_toRightOfなどで指定された IDが
なかった場合に、親ビューに合わせる

1.7　画像のサムネイルを表示する

　Android のフレームワークには、サムネイル表示用の GridView という ViewGroup が用意

されています。XML のレイアウトでは、表示するサムネイルのサイズや間隔などを指定するこ

とができます。

　GridView のレイアウトで指定できる属性を表 1-4 にまとめました。

表1-4　GridViewのレイアウトで指定できる属性

XMLレイアウトでの属性 コード側から設定するためのメソッド 意味

android:columnWidth setColumnWidth(int) アイテムの横幅

android:gravity setGravity(int) アイテム内での
ImageViewの配置位置
の指定

android:horizontalSpacing setHorizontalSpacing(int) アイテム同士の横の間隔

android:numColumns setNumColumns(int) 1 行に表示するアイテム
数

android:stretchMode setStretchMode(int) 1 行内のアイテムの配置
方法

android:verticalSpacing setVerticalSpacing(int) アイテム同士の縦の間隔

（続き）
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1.7　画像のサムネイルを表示する

　それでは、これらの属性を設定した場合、どのようにレイアウトが変わるのかを実際に見て

みましょう。

1.7.1　android:columnWidth

　columnWidth はアイテムの横幅を指定する属性です。指定できる値は dip などの単位付き数

値です。ImageView のサイズが 85×85 の場合を例にとって、columnWidth に設定する値に

よって GridView のレイアウトがどう変わるのかを紹介します。

　 図 1-9 の 左 側 は columnWidth="85dip" を 指 定 し た 場 合 で す。columnWidth が

ImageView のサイズと同じなので、スペースがなく敷き詰められています。一方、中央は

columnWidth="120dip" を指定した場合です。ImageView のサイズよりも columnWidth

が大きいので、アイテム間にスペースができています。では、ImageView よりも小さい

columnWidth を指定した場合はどうなるでしょうか。右側は columnWidth="45dip" を指定

した場合ですが、2 つ目のアイテムが 1 つ目のアイテムの途中から重なって表示されることが

わかります。なお、android:numColumns="2" と android:stretchMode="none" も指定す

る必要があります。

          
android:columnWidth="85dip"     android:columnWidth="120dip"    android:columnWidth="45dip"

図 1-9　android:columnWidth 属性によるレイアウトの違い


