
■BoxGirl の解説 箱入り娘ゲーム 

 「箱入り娘」は古くからあるパズルで、大きさの違ういくつかのピースを動かし、「娘」

と書かれたピースを外に出すゲームです。とりあえず、遊んでみてください。「執事」や「父」

「母」などが邪魔をして、なかなか娘を外に出すことができません（必勝法はあるようで

すが）。 

 

●BoxGirl の実行例 

 →  

 グレーの部分が空きです。空きに接しているピースをタッチ（クリック）すると、ピー

スが空きの場所に動きます。上と右など 2 方向に空きがある場合は、ピースの上のほうを

タッチすると上に移動し、右のほうをタッチすると右に移動します。 

 

 アプリケーションは以下のような設定で作成してあります。 

項目名 設定する内容 

プロジェクト名 BoxGirl 

ビルド・ターゲット Android 2.1 

アプリケーション名 BoxGirl 

パッケージ名 com.example.Sample 

アクティビティ名 BoxGirlActivity 

 

 このアプリケーションでは、Java でウィジェットを配置するので、main.xml ファイルに

は何も書きません。 

 



 

 1: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

 2: <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"  

 3:         android:layout_width="fill_parent"  

 4:         android:layout_height="fill_parent"> 

 5: </RelativeLayout> 

 

 Java のコードは以下の通りです。まず、TextView をサブクラス化して、ピースを表す

Piece クラスを作ります。コードは 145 行もあるので、1 つ 1 つ解説することはできません

が、ポイントのみ示しておきました。「……」の後の太字のキャプションをざっと眺めてく

ださい。どのようなことをやっているのかが大まかにつかめます。 

 

 1: package com.example.Sample; 

 ： 

11:  

12: public class Piece extends TextView{ …… ①TextView をサブクラス化した Piece クラスを作

る 

13:     private String pieceName;    // 名前（父とか母とか） 

14:     private int pieceType;    // ピースのタイプ（父とか母とか） 

15:     private int pieceWidth;    // ピースの幅 

16:     private int pieceHeight;    // ピースの高さ 

17:     private int posX;    // ピースの位置 

18:     private int posY;    // ピースの位置 

19:     private int gridSize = 64;    // 1グリッドの幅と高さ …… 幅 1高さ 1のピースのサイズ 

20:     private int imgId;    // 画像の種類 

21:     LayoutParams lp; 

22:     public Piece(Context c, int type, int x, int y){ …… ②コンストラクター。98 行目まで。タ

イプと位置を指定して、ピースを作る。タイプが 0 なら空き、1 ならば父、2 ならば母...というぐあい。

コードは長いが、やっていることは単純。 

23:         super(c); 

24:         // typeによって変わる値 

25:         pieceType = type; 

26:         switch(pieceType){ 

27:         case 0: 
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28:             pieceName = ""; pieceWidth = 1; pieceHeight = 1; 

29:             imgId = 0;    // 画像なし 

30:             break; 

31:         case 1: 

32:             pieceName = "父"; pieceWidth = 1; pieceHeight = 2; ……「父」は幅が 1、

高さが 2のピース。以下同様。 

33:             imgId = R.drawable.father; 

34:             break; 

35:         case 2: 

36:             pieceName = "母"; pieceWidth = 1; pieceHeight = 2; 

37:             imgId = R.drawable.mother; 

38:             break; 

39:         case 3: 

 ： 

（同様にして、タイプをもとに各ピースの設定を変える） 

 ： 

71:         case 6: 

72:             pieceName = "娘"; pieceWidth = 2; pieceHeight = 2; 

73:             imgId = R.drawable.daughter; 

74:             break; 

75:         } 

76:         // 初期位置 

77:         posX = x; posY = y; 

78:         // コンポーネントの表示サイズ 

79:         this.setLayoutParams(new 

LayoutParams(pieceWidth*gridSize,pieceHeight*gridSize)); 

80:         // コンポーネントの位置を無理矢理決める 

81:         lp =  (LayoutParams) this.getLayoutParams(); 

82:         lp.leftMargin = x * gridSize; 

83:         lp.topMargin = y * gridSize; 

84:         this.setLayoutParams(lp); 

85:         // 名前 

86:         this.setText(pieceName); 

87:         this.setBackgroundResource(imgId); 

88:         // 共通のパラメータ 

89:         this.setGravity(Gravity.RIGHT|Gravity.BOTTOM); 



90:         this.setTextSize(12); 

91:         this.setTextColor(Color.BLACK); 

92:         if(pieceType==0){ 

93:             this.setBackgroundColor(Color.GRAY); 

94:         } else { 

95:             //this.setBackgroundColor(Color.rgb(255, 153, 0)); 

96:         } 

97:         this.setVisibility(View.VISIBLE); 

98:     } 

99:     // メソッド …… ③これ以降が Piece クラスで追加したメソッド。134 行目まで。ピースの

位置を取得したり、動かしたりするのに使う。やはり、コードは長いが、やっていることは単純。 

100:     // 位置を返す 

101:     public int getXPos(){ 

102:         return posX; 

103:     } 

104:     public int getYPos(){ 

105:         return posY; 

106:     } 

107:     // 位置をセットする 

108:     public void setXPos(int x){ 

109:         posX = x; 

110:         int y = posY; 

111:         lp.leftMargin = x * gridSize; 

112:         lp.topMargin = y * gridSize; 

113:         this.setLayoutParams(lp); 

114:         this.invalidate(); 

115:         } 

116:     public void setYPos(int y){ 

117:         posY = y; 

118:         int x = posX; 

119:         lp.leftMargin = x * gridSize; 

120:         lp.topMargin = y * gridSize; 

121:         this.setLayoutParams(lp); 

122:         this.invalidate(); 

123:     } 

124:     // 幅と高さをグリッド単位で返す 



125:     public int getWidthByGrid(){ 

126:         return pieceWidth; 

127:     } 

128:     public int getHeightByGrid(){ 

129:         return pieceHeight; 

130:     } 

131:     // タイプを返す 

132:     public int getType(){ 

133:         return pieceType; 

134:     } 

135:     public void onDraw(Canvas canvas){ …… ④描画のためのコード。onDraw メソッドを

オーバーライド（描画が必要になったら自動的に呼び出される）。立体的に見せるために、左と上を白い

線に、右と下を黒い線にしているだけ。 

136:         super.onDraw(canvas); 

137:         Paint p = new Paint(); 

138:         p.setColor(Color.WHITE); 

139:         canvas.drawLine(0, 0, this.getWidth(), 0, p); 

140:         canvas.drawLine(0, 0, 0, this.getHeight(), p); 

141:         p.setColor(Color.BLACK); 

142:         canvas.drawLine(this.getWidth()-1, 0, this.getWidth()-1, this.getHeight(), p); 

143:         canvas.drawLine(0, this.getHeight()-1, this.getWidth(), this.getHeight()-1, p); 

144:     } 

145: } 

 

 次にメインのコードです。Piece クラスのオブジェクトを作成し、タッチされたらピース

を動かします。OnClickListener では、オブジェクトのどの位置がクリックされたかが検出

できないので、OnTouchListener を使っています。たとえば、上と右に空きがあるときに、

オブジェクトの上のほうをタッチすれば上に移動し、右のほうをタッチすれば右に移動で

きるようにするためです。 

 やはり、コードは長く、322 行もあるので、1 つ 1 つ解説することはできませんが、やっ

ていることは単純です。タッチされた方向に空きピースがあれば、ピースを入れ替え、「娘」

が出口にたどり着いたかを調べているだけです。15 パズルのようなアプリケーションであ

れば、ピースのサイズはすべて同じですが、このアプリケーションではピースのサイズが

異なるので、ちゃんと動かせるかどうかを調べるコードが少し複雑になっています。「……」

の後の太字のキャプションをざっと眺めてポイントをつかんでください。 



 

 1: package com.example.Sample; 

 2:  

 3: import java.util.Vector; 

 4:  

 ： 

15: import android.widget.RelativeLayout.LayoutParams; 

16:  

17: public class BoxGirlActivity extends Activity implements OnTouchListener{ …… ①アクティ

ビティで OnTouchListenerをインプリメントする。OnClickListener ではクリックされたことは検出

できるが、どの位置がクリックされたかは検出しないので、タッチされた位置を知るためにこちらを使う 

18:     /** Called when the activity is first created. */ 

19:     private Vector <Piece> p = new Vector <Piece>(); …… ②ピースは Vector オブジェクト

とする。配列と似ているが、add メソッドなどが使えるので、個々の要素を扱いやすい。 

20:     @Override 

21:     public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

22:         super.onCreate(savedInstanceState); 

23:         RelativeLayout r = new RelativeLayout(this); 

24:         r.setGravity(Gravity.CENTER); 

25:         setContentView(r); 

26:         initialize(); …… ③ピースを作る。43 行目以降のコードが実行される 

27:         for(int i=0;i<12;i++){ …… ④すべてのピースをビューに追加し OnTouchListener

をセット 

28:             r.addView(p.get(i)); 

29:             p.get(i).setOnTouchListener(this); 

30:         } 

31:         TextView exitView = new TextView(this);    // 出口（無理矢理設置） 

32:         r.addView(exitView); 

33:         LayoutParams lp =  (LayoutParams) exitView.getLayoutParams(); 

34:         lp.leftMargin = 1 * 64; 

35:         lp.topMargin = 5 * 64; 

36:         lp.width = 2 * 64; 

37:         exitView.setLayoutParams(lp); 

38:         exitView.setText("出 口"); 

39:         exitView.setGravity(Gravity.CENTER_HORIZONTAL); 
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40:         exitView.setBackgroundColor(Color.YELLOW); 

41:         exitView.setVisibility(View.VISIBLE); 

42:     } 

43:     private void initialize() { …… ⑤ピースを作って、Vector オブジェクトに追加 

44:         p.add(0,new Piece(this,1, 0, 0));    // 父 

45:         p.add(1,new Piece(this,2, 3, 0));    // 母 

46:         p.add(2,new Piece(this,3, 0, 2));    // 祖父 

47:         p.add(3,new Piece(this,3, 3, 2));    // 祖母 

48:         p.add(4,new Piece(this,4, 0, 4));    // 弟１ 

49:         p.add(5,new Piece(this,4, 1, 3));    // 弟２ 

50:         p.add(6,new Piece(this,4, 2, 3));    // 弟３ 

51:         p.add(7,new Piece(this,4, 3, 4));    // 弟４ 

52:         p.add(8,new Piece(this,5, 1, 2));    // 執事 

53:         p.add(9,new Piece(this,6, 1, 0));    // 娘 

54:         p.add(10,new Piece(this,0, 1, 4));    // 空白 1 

55:         p.add(11,new Piece(this,0, 2, 4));    // 空白 2 

56:     } 

57:  

58:     public boolean onTouch(View v, MotionEvent event) { …… ⑥タッチされたら自動的に実

行される onTouch メソッドをオーバーライド 

59:         Piece s = (Piece)v; 

60:         if(s.getText() == "") return false;    // 空白なら何もしない 

61:         double delta = (double)s.getHeight()/s.getWidth() ;    // 傾き …… ⑦オブジェク

トの対角線の傾き（delta が左下から右上、-delta が左上から右下の対角線の傾きになる） 

62:         // クリックされた位置の近くを調べる 

63:         double y = event.getY(); …… ⑧オブジェクトのどの位置がクリックされたか（Y 位置） 

64:         double y1 = delta * event.getX(); …… ⑨オブジェクトのどの位置がクリックされたか

（X 位置）、それに傾きを掛けて、その場合の Y 位置を求める） 

65:         double y2 = (- delta) * event.getX() + s.getHeight(); 

66:         if(y < y1 && y < y2){    // 上 …… ⑩対角線より上をクリックしたか調べる（以下同様） 

67:             if(checkMoveUp(s)) { 

68:                 checkClear(); 

69:                 return false; 

70:             } 

71:         } else if(y < y1 && y >= y2){    // 右 

72:             if(checkMoveRight(s)) { 



73:                 checkClear(); 

74:                 return false; 

75:             } 

76:         } else if(y >=y1 && y < y2){    // 左 

77:             if(checkMoveLeft(s)){ 

78:                 checkClear(); 

79:                 return false; 

80:             } 

81:         } else if(y >= y1 && y >=y2){    // 下 

82:             if(checkMoveDown(s)){ 

83:                 checkClear(); 

84:                 return false; 

85:             } 

86:         } 

87:         // 見つからなかったら順番に（汚いコードだが動くことは動く） 

88:         if(checkMoveUp(s)){ …… ⑪動きたい方向が空いているかどうかを調べる。106 行目以降

のコードが実行される 

89:             checkClear(); …… ⑫「娘」を外に出せたか調べる。317 行目以降のコードが実行さ

れる。以下同様。 

90:             return false;    // 上 

91:         } 

92:         if(checkMoveRight(s)){ 

93:             checkClear(); 

94:             return false;    // 右 

95:         } 

96:         if(checkMoveLeft(s)){ 

97:             checkClear(); 

98:             return false;    // 左 

99:         } 

100:         if(checkMoveDown(s)){ 

101:             checkClear(); 

102:             return false;    // 下 

103:         } 

104:         return false; 

105:     } 

106:     private boolean checkMoveUp(Piece curPiece){    // 上に動けるかどうかを調べる 



…… ⑬上が空白のピースであれば、ピースを動かす。 

107:         int sp1x = p.get(10).getXPos();    // 空白 1の x位置 

108:         int sp1y = p.get(10).getYPos();    // 空白 1の y位置 

109:         int sp2x = p.get(11).getXPos();    // 空白 2の x位置 

110:         int sp2y = p.get(11).getYPos();    // 空白 2の y位置 

111:         int curx = curPiece.getXPos();    // クリックしたピースの x位置 

112:         int cury = curPiece.getYPos();    // クリックしたピースの y位置 

113:         int curWidth = curPiece.getWidthByGrid();    // クリックしたピースの幅 

114:         int curHeight = curPiece.getHeightByGrid();    // クリックしたピースの高さ 

115:  

116:         // 上に動けるか（幅 1のスペースがあるか） 

117:         if(curWidth == 1){    // 幅が 1なら 

118:             if(curx == sp1x &&    cury-1 == sp1y){    //x位置が同じで 1つ上 

119:                 // 上に空白のピースがある。上と入れ替え 

120:                 swapV(curPiece, p.get(10)); 

121:                 return true; 

122:             } else if(curx == sp2x &&    cury-1 == sp2y) {    //x位置が同じで 1つ上 

123:                 // 上に空白のピースがある。上と入れ替え 

124:                 swapV(curPiece, p.get(11)); 

125:                 return true; 

126:             } 

127:         } 

128:  

129:         if(curWidth ==2 && sp1x<sp2x) {    // 幅が 2で空白 1が左、空白 2が右 

130:                 if(curx == sp1x && curx+1 == sp2x && 

131:                     cury-1 == sp1y && cury-1 == sp2y){ 

132:                     // 上に隣り合って空白のピースがある。上と入れ替え 

133:                     swapV2(curPiece, p.get(10),p.get(11)); 

134:                     return true; 

135:                 } 

136:         } 

137:         if(curWidth ==2 && sp1x>sp2x) {    // 幅が 2で空白 1が右、空白 2が左 

138:             if(curx == sp2x && curx+1 == sp1x && 

139:                 cury-1 == sp1y && cury-1 == sp2y){ 

140:                 // 上に隣り合って空白のピースがある。上と入れ替え 

141:                 swapV2(curPiece, p.get(10),p.get(11)); 



142:                 return true; 

143:             } 

144:         } 

145:         return false;    // 動かせなかった 

146:     } 

147:  

148:     private boolean checkMoveDown(Piece curPiece){ …… ⑭下が空白のピースであれば、

ピースを動かす。 

 ： 

 （向きが異なるだけで、checkMoveUpメソッドと同様） 

 ： 

187:     } 

188:     private boolean checkMoveLeft(Piece curPiece){ …… ⑮左が空白のピースであれば、ピ

ースを動かす。 

 ： 

 （向きが異なるだけで、checkMoveUpメソッドと同様） 

 ： 

227:     } 

228:     private boolean checkMoveRight(Piece curPiece){ …… ⑯右が空白のピースであれば、ピ

ースを動かす。 

 ： 

 （向きが異なるだけで、checkMoveUpメソッドと同様） 

 ： 

267:     } 

268:  

269:     private void swapV(Piece a, Piece b){ …… ⑰実際にピースを動かすためのコード（幅 1

のピースを上下で交換） 

270:         int ay = a.getYPos(); 

271:         int by = b.getYPos(); 

272:         if(ay<by){    // aが上 

273:             b.setYPos(ay);    // 下にあるものを上に 

274:             a.setYPos(ay+b.getHeightByGrid());        // 上＋ピースの高さ 

275:         } else {        // aが下 

276:             a.setYPos(by);    // 下にあるものを上に 

277:             b.setYPos(by+a.getHeightByGrid());    // 上＋ピースの高さ 

278:         } 



279:     } 

280:     private void swapV2(Piece a, Piece sp1, Piece sp2){ …… ⑱実際にピースを動かすための

コード（幅 2 のピースを上下で交換） 

281:         int ay = a.getYPos(); 

282:         int sp1y = sp1.getYPos();    // sp1と sp2の垂直位置は同じ 

283:         if(ay<sp1y){    // aが上 

284:             sp1.setYPos(ay); 

285:             sp2.setYPos(ay); 

286:             a.setYPos(ay+sp1.getHeightByGrid()); 

287:         } else{                // aが下 

288:             a.setYPos(sp1y); 

289:             sp1.setYPos(sp1y+a.getHeightByGrid()); 

290:             sp2.setYPos(sp1y+a.getHeightByGrid()); 

291:         } 

292:     } 

293:     private void swapH(Piece a, Piece b){ …… ⑲実際にピースを動かすためのコード（高さ 1

のピースを左右で交換） 

 ： 

 （向きが異なるだけで、swapVメソッドと同様） 

 ： 

303:     } 

304:     private void swapH2(Piece a, Piece sp1, Piece sp2){ …… ⑳実際にピースを動かすため

のコード（高さ 2 のピースを左右で交換） 

 ： 

 （向きが異なるだけで、swapV2メソッドと同様） 

 ： 

316:     } 

317:     private void checkClear(){ 

318:         if(p.get(9).getXPos() == 1 && p.get(9).getYPos() == 3){ 

319:             Toast.makeText(this,  "おめでとう！" ,Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

320:         } 

321:     } 

322: } 

  



●オブジェクト上のどの位置をタッチしたかを知る 

 58 行目～86 行目が 1 つの重要なポイントです。オブジェクトにタッチされたときに呼び

出される⑥の onTouch メソッドの引数 eventには getX メソッドや getY メソッドがあり、

タッチされた位置を知ることができます。オブジェクトの上下左右のどの位置をタッチし

たかは、以下のように対角線を描けば、その上か下かで調べることができます。 

 

 

 この例であれば、小さい●の位置（タッチされた位置）は赤い対角線（左上から右下）

よりも上で、青い対角線（左下から右上）よりも下です。ということは、オブジェクトの

右がクリックされたことがわかります。 

 まず、●の x 位置から、それに対する対角線の Y 位置（y1 の値）を求め、それと、●の

y 位置とを比較すれば上か下かの判定ができますね。ただし、位置はオブジェクトの左上を

(0,0)としているので、値の大きい方が下になることに注意が必要です。 

 

●タッチした方向に空きがあるかを調べる 

 もう 1 つのポイントは 106 行目の⑬以降です。上に空白のピースがあって入れ替えがで

きるかどうかを調べるコードです。タッチしたオブジェクトが「父」や「弟」のように、

幅 1 のものであれば、真上だけを調べれば入れ替えができるかどうかが分かります。しか

し、「娘」や「執事」のように、幅が 2 ある場合は、上の 2 つのピースが両方空きであるか

を調べる必要があります。if 文による判定が複雑になっていますが、やっているのはそれだ

けです。 

 それ以降のコードも、下に動かせるか、左に動かせるか、右に動かせるかを順に調べて

いるだけなので、よく似たコードになっています。 

 なお、実際にピースの入れ替えをするのはswapV（幅1のピースを上下入れ替え）、swapV2

（幅 2 のピースを上下入れ替え）、swapH（高さ 1 のピースを左右入れ替え）、swapH2（高

さ 2 のピースを左右入れ替え）という各メソッドです。 

 

●筆者より 

 このプログラムは、デスクトップアプリケーションとしてSwingを使って作ったものを、

Android アプリケーションに改造したものです。プログラミングの授業で「このへんまでな

x 

y1 : これは x*傾きで求められる 

y ：実際にクリックされた y 位置 



らがんばればできるよ」というサンプルとして示したものなので（解説のために作ったコ

ードではないので）、あまり整ったコードにはなっていません。志のある方はぜひ、簡潔な

コードで同じことができるように改造してみてください。 

（サンプルプログラムの絵は、本書に出てくるものも含め、筆者の手によるものです。イ

ラストレーターのめじろさんの絵と比べるとクオリティが落ちますが、そのあたりはご容

赦のほど。なお、自分で絵を描いてリソースを変更すると、自分だけの「箱入り娘」が作

れますよ） 



 

 



■ButtonState の解説 ボタンの状態によって画像を変える 

 Button ウィジェットや ImageButton ウィジェットでは、ボタンを押したときや離したと

きに表示される画像を変えることができます。XML の記述だけでできるので、とても簡単

です。Java のコードを書く必要はありません。 

 アプリケーションの実行結果から見てみましょう。画面にはボタンが 1 つ配置されてい

るだけです。ボタンを押したとき、フォーカスがあるとき、ボタンが押されていないとき

（通常の状態）で、表示が変わります。「フォーカスがある」というのは、入力などの操作

ができる状態を意味します。 

 

●ButtonState の実行例 

   

押されたとき  フォーカスがあるとき 通常 

 

以下のような設定で新しいアプリケーションを作成してください。 

項目名 設定する内容 

プロジェクト名 ButtonState 

ビルド・ターゲット Android 2.1 

アプリケーション名 ButtonState 

パッケージ名 com.example.Sample 

アクティビティ名 ButtonStateActivity 

 

 まず、ボタンに表示される画像を drawable フォルダーにコピーします。ボタンには、押

された状態、フォーカスがある状態、通常の状態という 3 つの状態があるので、画像も 3

つ必要になります。ここでは、 

 押された状態：droidkun1.png 

 フォーカスがある状態：droidkun2.png 

 通常の状態：droidkun3.png 

という画像ファイルをコピーしたものとします。 

 

 3 つの状態と画像を対応させるには、<selector>というタグを使います。<selector>の中

に<item>というタグを書き、状態と画像の対応を指定します。ただし、この記述は新しい

XML ファイルの中に書いておく必要があります。以下の手順で XML ファイルを作成し、記



述を追加してください（特に画面は示しません） 

①res/drawable を右クリックする 

②［新規(W)］-［ファイル］を選択する 

③ファイル名に「bgimage.xml」と入力する 

④［完了(F)］をクリックする 

 

 作成された bgimage.xml ファイルに以下のような内容を入力します。 

 

 1: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

 2: <selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> 

 3:     <item android:state_pressed="true" android:drawable="@drawable/droidkun1" /> 

 4:     <item android:state_focused="true" android:drawable="@drawable/droidkun2" /> 

 5:     <item android:drawable="@drawable/droidkun3" /> 

 6: </selector> 

 

 selector は「選択肢」といった意味です。item タグには選択肢のそれぞれの項目を書きま

す。書き方は以下のようになっています。 

 

 

 

 通常の状態を表す場合には、state_pressed や state_focusd は指定せずに画像ファイルの

リソース ID だけを指定します。なお、これらの<item>タグはリストに示したのと同じ順序

で記述する必要があります。 

 最後に、main.xml ファイルを編集し、ボタンの背景が上の bgimage.xml に従って表示さ

れるようにします。 

 

 1: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

 2: <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

 3:     android:orientation="vertical" 

 4:     android:layout_width="fill_parent" 

 5:     android:layout_height="fill_parent" 

xml  res/drawable/bgimage.xml 

state_pressed は「押された状態」

のこと。state_focused ならフォー

カスのある状態を表す 

その状態のときに表示

する画像ファイルのリ

ソース ID を指定 

<item android:state_pressed="true" android:drawable="@drawable/droidkun1" /> 

xml  res/layout/main.xml 



 6:     > 

 7: <Button  

 8:    android:layout_width="wrap_content"  

 9:    android:layout_height="wrap_content"  

10:    android:text="押してみ" 

11:    android:background="@drawable/bgimage" 

12:    /> 

13: </LinearLayout> 

 

 Buttonの background属性にさきほど作ったXMLファイルのリソース IDを指定していま

す。リソース ID は XML ファイルのファイル名から拡張子（.xml）を取り除いたものです。

なお、Button ではなく ImageButton を使う場合には、background 属性の代わりに src 属性

に”@drawable/bgimage”を指定します。 



 

 



■DroidPuzzle の解説 ドロイドくんパズル 

 このパズルは、ドロイドくんの頭とお尻が画かれたパネルを入れ替えて、全部を揃える

ゲームです。頭とお尻には右向き、左向きがあって、色も 4 色あるので、なかなかうまく

合いません。クリックした 2 枚のパネルの場所が入れ替わります。クリックするパネルは

隣り合ったものでなくてもかまいません。操作は単純ですが、意外に難しいパズルです。 

 

●DroidPuzzle の実行例 

 →  

 

以下のような設定で新しいアプリケーションを作成してください。 

項目名 設定する内容 

プロジェクト名 DroidPuzzle 

ビルド・ターゲット Android 2.1 

アプリケーション名 DroidPuzzle 

パッケージ名 com.example.Sample 

アクティビティ名 DroidPuzzleActivity 

 

 このアプリケーションでは、すべてのウィジェットを main.xml ファイルで記述しておき

ます。 

 

 1: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

 2: <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

 3:     android:orientation="vertical" 

 4:     android:layout_width="fill_parent" 

 5:     android:layout_height="fill_parent"> 

xml  res/layout/main.xml 



 6: <RelativeLayout  …… LinearLayoutの中に RelativeLayoutがあることに注目 

 7:     android:layout_width="fill_parent" 

 8:     android:layout_height="fill_parent" 

 9:     android:background="#C0F0F0" 

10:     android:gravity="center" …… 親ウィジェットの上下左右の中央に配置 

11:     > 

12: <!-- 答えのパネル --> 

13: <ImageView 

14:     android:id="@+id/panel1" 

15:     android:layout_width="97dip" 

16:     android:layout_height="97dip" 

17:     android:paddingLeft="1dip" android:paddingTop="1dip" 

18:     android:background="#C0C0C0" 

19:     android:src="@drawable/image1" 

20:     /> 

21: <ImageView 

22:     android:id="@+id/panel2" 

23:     android:layout_toRightOf="@id/panel1" 

24:     android:layout_width="97dip" 

25:     android:layout_height="97dip" 

26:     android:paddingLeft="1dip" android:paddingTop="1dip" 

27:     android:background="#C0C0C0" 

28:     android:src="@drawable/image2" 

29:     /> 

30: <ImageView 

31:     android:id="@+id/panel3" 

32:     android:layout_toRightOf="@id/panel2" 

33:     android:layout_width="97dip" 

34:     android:layout_height="97dip" 

35:     android:paddingLeft="1dip" android:paddingTop="1dip" 

36:     android:background="#C0C0C0" 

37:     android:src="@drawable/image3" 

38:     /> 

39: <ImageView 

40:     android:id="@+id/panel4" 

41:     android:layout_below="@id/panel1" 



42:     android:layout_width="97dip" 

43:     android:layout_height="97dip" 

44:     android:paddingLeft="1dip" android:paddingTop="1dip" 

45:     android:background="#C0C0C0" 

46:     android:src="@drawable/image4" 

47:     /> 

  ： 

 （同様にして panel9まで配置する） 

  ： 

97: <Button 

98:     android:layout_width="97dip" 

99:     android:layout_height="wrap_content" 

100:     android:text="シャッフル" 

101:     android:layout_below="@id/panel7" 

102:     android:onClick="shuffleProc" 

103:     /> 

104: <Button 

105:     android:layout_width="97dip" 

106:     android:layout_height="wrap_content" 

107:     android:text="答を見る" 

108:     android:layout_below="@id/panel7" 

109:     android:layout_toRightOf="@id/panel7" 

110:     android:onClick="showAnswer" 

111:     /> 

112: <Button 

113:     android:layout_width="97dip" 

114:     android:layout_height="wrap_content" 

115:     android:text="終了" 

116:     android:layout_below="@id/panel7" 

117:     android:layout_toRightOf="@id/panel8" 

118:     android:onClick="exitProc" 

119: /> 

120: </RelativeLayout> 

121:  

122: </LinearLayout> 

 



 XML ファイルの中では、LinearLayout の中に RelavtiveLayout を入れてあることに注目し

てください。これは、パネル全体を中央に揃え、その中で相対的な位置を指定するためで

す。このように、レイアウトの中に別のレイアウトを入れることもできます（この画面で

あれば、本書で取り扱った DroidSlot のような方法でもできますが）。 

 パネルはすべて用意できているので、プログラムのほうでやることは、クリックされた

ら絵を入れ替える、絵がすべて揃ったかを調べるという 2 つの処理だけです。といっても、

かなり複雑になりますが。 

 コードがかなり長くなるので、ポイントのみ示しておきました。「……」の後の太字のキ

ャプションをざっと眺め、どのようなことをやっているのかが大まかにつかんでください。 

 

 1: package com.example.Sample; 

 2:  

 3: import java.util.Random; 

 4:  

 5: import android.app.Activity; 

 6: import android.os.Bundle; 

 7: import android.view.View; 

 8: import android.view.View.OnClickListener; 

 9: import android.widget.ImageView; 

10: import android.widget.Toast; 

11:  

12: public class DroidPuzzleActivity extends Activity implements OnClickListener{ …… ①クリ

ックはアクティビティでまとめて処理 

13:     /** Called when the activity is first created. */ 

14:     final int panelId[] = {R.id.panel1, R.id.panel2, R.id.panel3, 

15:             R.id.panel4, R.id.panel5, R.id.panel6, 

16:             R.id.panel7, R.id.panel8, R.id.panel9 

17:     };        // パネル 1～9の ID 

18:     final int imageDrawableId[] = {R.drawable.image1, R.drawable.image2, 

R.drawable.image3, 

19:             R.drawable.image4, R.drawable.image5, R.drawable.image6, 

20:             R.drawable.image7, R.drawable.image8, R.drawable.image9 

21:     };        // 画像 1～9の Drawable 

22:     int panelToDrawable[] = new int[9];    // パネルに表示されている画像(Drawable） …… 

②この配列が重要。パネルと画像を対応させるための配列 

Java  src/com.example.Sample/DroidPuzzleActivity.java 



23:     ImageView panelImageView[] = new ImageView[9];    // パネルを参照する変数 

24:  

25:     int clickedIndex;        // クリックされたパネルのインデックス（0～8） 

26:     boolean isClicked = false;    // パネルがクリックされているか 

27:     @Override 

28:     public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

29:         super.onCreate(savedInstanceState); 

30:         setContentView(R.layout.main); 

31:         // ウィジェットの取得 

32:         for(int i=0;i<9;i++){ 

33:             panelImageView[i] = (ImageView)this.findViewById(panelId[i]); 

34:         } 

35:         shuffle();    // シャッフルする 

36:     } 

37:     private void swapPanel(int i){ …… ③パネルを交換するためのメソッド 

38:         if(isClicked){    // 直前にパネルがクリックされている場合 

39:             // panelToDrawableに記憶されている Drawableのインデックスを交換する 

40:             int temp = panelToDrawable[clickedIndex]; …… ④現在の画像の番号をセーブ 

41:             panelToDrawable[clickedIndex] = panelToDrawable[i]; …… ⑤直前にクリックさ

れた画像の番号を現在のパネルに入れる 

42:             panelToDrawable[i] = temp; …… ⑥現在の画像の番号を直前にクリックされたパネ

ルに入れる 

43:             // パネルを表示しなおす 

44:             panelImageView[i].setImageResource(imageDrawableId[panelToDrawable[i]]); 

45:             

panelImageView[clickedIndex].setImageResource(imageDrawableId[panelToDrawable[clickedIn

dex]]); 

46:             panelImageView[i].setAlpha(0xFF); 

47:             panelImageView[clickedIndex].setAlpha(0xFF); 

48:             // 完成の判定 

49:             for(int idx=0;idx<9;idx++){ …… ⑦パネルの 0～8 に、画像が同じ順序で（0～8

まで）入っているかどうかを調べる。パネルと画像の順序が同じなら完成。 

50:                 if(idx!=panelToDrawable[idx]){ 

51:                     isClicked = !isClicked; 

52:                     return;    // 違っていた時点で抜ける 

53:                 } 



54:             } 

55:             // ここにたどりつくということは完成したということ 

56:             Toast.makeText(this, "揃いました", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

57:         }else{            // 直前にパネルがクリックされていない場合 

58:             clickedIndex = i;    // このパネルのインデックスをセーブしておく 

59:             panelImageView[i].setAlpha(0xC0);    // 選択されたことが分かるように少し薄く

表示する 

60:         } 

61:         isClicked = !isClicked; 

62:     } 

63:     public void onClick(View arg0) { 

64:         swapPanel(arg0.getId()-R.id.panel1);    // panel1～panel8の IDが連続した値である

ことを利用 …… ⑧ちょっとトリッキー。panel1～9 のリソース ID を、それぞれのパネルの番号（0～8）

に変換して渡している 

65:     } 

66:     public void showAnswer(View v){    // 答えを表示する 

67:         for(int i=0;i<9;i++){ 

68:             panelToDrawable[i] = i; 

69:             panelImageView[i].setImageResource(imageDrawableId[i]); 

70:         } 

71:     } 

72:     public void shuffleProc(View v){ 

73:         shuffle(); 

74:     } 

75:     public void exitProc(View v){ 

76:         this.finish(); 

77:     } 

78:     private void shuffle(){ …… ⑨パネルと画像をランダムに対応させる 

79:         for(int i=0;i<9;i++){ 

80:             panelToDrawable[i]=0;    // パネルと drawableの対応表を初期化（空にする） 

81:         } 

82:         // パネルをランダムに表示する 

83:         Random r = new Random(); 

84:         for(int i=0;i<9;i++){ 

85:             int temp; 

86:             do{ 



87:                 temp = r.nextInt(9);        // 0～8の乱数 

88:             } while(panelToDrawable[temp]!=0);    // 空きでない間、乱数を作り続ける 

89:             panelToDrawable[temp]=i;    // 空きパネルに入れる 

90:         } 

91:         for(int i=0;i<9;i++){    // パネルを表示する 

92:             panelImageView[i].setImageResource(imageDrawableId[panelToDrawable[i]]); 

93:             panelImageView[i].setOnClickListener(this); 

94:         } 

95:     } 

96: } 

 

●パネルとイメージの対応表を作る 

 パネルは左上から 0、1、2……8という番号を付けておきます。正解のイメージも 0、1、

2……8という番号になっています。ゲームを始めるか［シャッフル］ボタンをクリックす

ると、78 行目～95 行目のコードが実行されます。これは、パネルと画像の対応をランダム

にして、次の図の左側のようにするコードです。 

 私たちが、パネルをクリックすると、配列の中のデータが入れ替えられます。そのため

のコードが 37 行目～62 行目の③の swapPanel メソッドです。このメソッドの中では、44

行目と 45 行目で画面に表示されている画像も入れ替えます。また、49 行目の⑦以降で、パ

ズルが完成したかどうかを調べます。 

 なお、データや画像の入れ替え、パズルが完成したかどうかのチェックは、2 回目のクリ

ックのときに実行されます。パネルを 2 枚クリックして入れ替えるわけですから。最初の

クリックか、2 回目のクリックかを記憶しておくために、boolean 型の isClicked という変

数を使っていることにも注目です。 

 最終的には、図の右側のようになればすべてが揃った状態です。つまり、idx の値と

panelToDrawable[idx]の値がすべて等しくなれば、パズルの完成です。 

 



 

 

●リソース ID をもとに画像の番号を得るトリック 

 64 行目の⑧では、クリックされた ImageViewの ID を画像の番号に変換するために、 

 arg0.getId()-R.id.panel1 

というコードを書いています。これは、次の図のように panel の ID が（たまたまですが）

順に並んでいるのを利用したトリックです。 

 クリックされたパネルが panel1 なら、arg0.getId()は 0x7f020002 となります。R.id.panel1

の値も 0x7f020002 なので、引き算をすれば 0 になります。クリックされたパネルが panel2

なら、arg0.getId()は 0x7f020003 となります。R.id.panel1 の値は 0x7f020002 なので、引き

算をすれば 1 になります。このようにして、クリックされたパネルの ID を配列のインデッ

クスに変換しているわけです。 
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 あとは、少しずつコードを読み解いていってみてください。 

 

●筆者より 

 このサンプルでは、3×3のパネルを使いましたが、4×4にするともっと難しくなります。

好きな画像を使って、自動的にこのゲームを作るようなしくみを用意したり、点数やラン

キングが付けられるようにすると、本格的な（Android マーケットでも販売できるレベルの）

アプリケーションにできそうですね。 

0 1 2 

3 4 5 

6 7 8 

0x7f020002 

0x7f020003 

0x7f02000a 

： 

： 

panel1 

panel2 

panel9 

ImageView のリソース ID 

＜ひとこと＞ 

リソース ID には連続した値が付けられるとは限らないので、このテクニックを使うときは

注意が必要です。 



 

 



■FrameTest1～2 の解説 フレームアニメーション（パラパラアニメ） 

 パラパラマンガのように、いくつかの画像を順に表示するアニメーションは、Frame ア

ニメーションと呼ばれます。簡単なものであれば、Java のコードをほとんど書かなくても

アニメーションが表示できます。 

 ここでは、2 つの画像を使ったシンプルなアニメーションを表示してみましょう。以下の

ような 2 枚の画像が一定時間ごとに入れ替わるので、ドロイドくんが右を向いたり、左を

向いたりします。 

 

●FrameTest1 の実行例 

     

1 枚目の画像は droidkun_left  2 枚目の画像は droidkun_right 

 

以下のような設定で新しいアプリケーションを作成してください。 

項目名 設定する内容 

プロジェクト名 FrameTest 

ビルド・ターゲット Android 2.1 

アプリケーション名 FrameTest 

パッケージ名 com.example.Sample 

アクティビティ名 FrameTestActivity 

* ここでは XML でアニメーションを定義するアプリケーションと、XML を使わずに Java のコードでアニ

メーションを記述するアプリケーションを作成します。それぞれ FrameTest1、FrameTest2 という別のプ

ロジェクトを用意してあります。 

 

 最初は､XML でアニメーションを定義する例です。FrameTest1 というプロジェクトがそ

の例です。まず、利用する画像を 2 枚、drawable フォルダーにコピーしておきます。ここ

では、droidkun_left.png、droidkun_right.png ファイルを利用するものとします。XML ファ

イルも drawable フォルダーの下に作ります。ここでは frame.xml というファイル名にしま

す。このファイルの中に、パラパラマンガで使う画像と表示時間を順に指定します。 

 

 1: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

xml  res/drawable/frame.xml 



 2: <animation-list xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

 3:   android:oneshot="false"> 

 4:     <item android:drawable="@drawable/droidkun_left" android:duration="500" /> 

 5:     <item android:drawable="@drawable/droidkun_right" android:duration="500" /> 

 6: </animation-list> 

 

 animation-list タグの oneshot 属性を”true”にしていると、アニメーションが 1 回だけしか

実行されないことに注意してください。ここでは繰り返し表示したいのです”false”にしてあ

ります。 

 上のように animation-list タグの中に item タグをいくつか記述しておけば、drawable 属

性に指定した画像が順に表示されます。画像の表示時間は duration 属性に指定します。単

位はミリ秒です。 

 

 main.xml ファイルには、画像を表示するための ImageView ウィジェットと、アニメーシ

ョンを開始するための Button ウィジェットを配置しておきます。 

 

 1: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

 2: <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

 3:     android:orientation="vertical" 

 4:     android:layout_width="fill_parent" 

 5:     android:layout_height="fill_parent" 

 6:     > 

 7: <ImageView 

 8:     android:id="@+id/droidkun" 

 9:     android:layout_width="wrap_content" 

10:     android:layout_height="wrap_content" 

11:     /> 

12: <Button 

13:     android:id="@+id/startbutton" 

14:     android:layout_width="wrap_content" 

15:     android:layout_height="wrap_content" 

16:     android:text="アニメーション開始" 

17: /> 

18: </LinearLayout> 

 

xml  res/layout/main.xml 



 最後に、Java のコードでアニメーションを開始します。AnimationDrawable クラスは、

Frame アニメーションの表示のために使われるクラスです。 

 

 1: package com.example.Sample; 

 2:  

 3: import android.app.Activity; 

 4: import android.graphics.drawable.AnimationDrawable; …… AnimationDrawableクラスを使

うのに必要 

 5: import android.os.Bundle; 

 6: import android.view.View; 

 7: import android.view.View.OnClickListener; 

 8: import android.widget.Button; 

 9: import android.widget.ImageView; 

10:  

11: public class FrameTestActivity extends Activity { 

12:     /** Called when the activity is first created. */ 

13:     AnimationDrawable flipAnim; …… AnimationDrawableを参照する変数を宣言 

14:     @Override 

15:     public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

16:         super.onCreate(savedInstanceState); 

17:         setContentView(R.layout.main); 

18:         ImageView img = (ImageView) findViewById(R.id.droidkun); 

19:         img.setBackgroundResource(R.drawable.frame); …… ①背景にアニメーションを指定 

20:         flipAnim = (AnimationDrawable) img.getBackground(); …… ②背景のAnimationD

rawableを取得 

21:         Button animButton = (Button) findViewById(R.id.startbutton); 

22:         animButton.setOnClickListener(new OnClickListener(){ 

23:             public void onClick(View v) { 

24:                 flipAnim.start(); …… ③アニメーションを開始 

25:            } 

26:        }); 

27:     } 

28: } 

 

Java  src/com.example.Sample/FrameTestActivity.java 



 

 

 では、しくみの話もしましょう。やり方だけを覚えておいてもかまいませんが、将来の

ために、オブジェクトやリソースの関係を図にしておきます。 

 

 

 「背景」とは、正確には背景のdrawableを意味します。drawableとは描画できるものを

表すクラス（Drawableクラス）です。以下、図の番号とコードに示した番号を照らし合わ

せて見てください。 

 ①のsetBackgroundResourceメソッドでは、XMLで定義されたアニメーションを背景の

drawableに設定しています。いくつかの連続するアニメーション画像をウィジェットに貼

り付けた、と考えてかまいません。 

 ②のgetBackgroundメソッドでは、背景のdrawableの参照を取得します。それをflipAnim

に代入するので、flipAnimが背景のdrawableを参照するようになります。つまり、貼り付け

られたアニメーション画像を取り扱えるようにしたわけです。 

 getBackgroundメソッドの前に(AnimationDrawable )と書かれているのは、flipAnimが単な

るDrawableではなくAnimationDrawableを参照する変数だからです。なお、

AnimationDrawableクラスはDrawableクラスの子クラスです。 

 ③のstartメソッドでアニメーションを開始します。 

 

●XMLを使わずにJavaのコードでアニメーションを記述する 

＜ひとこと＞ 

アニメーションを停止させるには、AnimationDrawable クラスの stop メソッドを使います。

上の例であれば、停止のためのボタンを配置したあと、OnClickListener を実装して onClick

メソッドの中に flipAnim.stop();というコードを書けばいいでしょう。 

 
img 

setBacgroundResource 

メソッド 

 

 

frame（frame.xml） 

①背景に設定 

ImageView 

ウィジェット 

getBacground メソッド 

②背景を取得 

start メソッド 

flipAnim 

AnimationDrawable 

③アニメーションを開始 



 XML を使わずに Java のコードだけでアニメーションを実行することもできます。

FrameTest2 というプロジェクトがその例です。 

 利用する画像は FrameTest1 と同じですが、アニメーションを定義するための XML ファ

イルは必要ありません。 

 main.xml ファイルには、画像を表示するための ImageView ウィジェットと、アニメーシ

ョンを開始するための Button ウィジェットを配置しておきます。これは FrameTest1 と同

じなので省略します。 

 Java のコードは以下の通りです。21 行目～30 行目が新しいコードです。 

 

 1: package com.example.Sample; 

 2:  

 3: import android.app.Activity; 

 4: import android.content.res.Resources; 

 5: import android.graphics.drawable.AnimationDrawable; 

 6: import android.graphics.drawable.Drawable; 

 7: import android.os.Bundle; 

 8: import android.view.View; 

 9: import android.view.View.OnClickListener; 

10: import android.widget.Button; 

11: import android.widget.ImageView; 

12:  

13: public class FrameTestActivity extends Activity { 

14:     /** Called when the activity is first created. */ 

15:     AnimationDrawable flipAnim; 

16:     @Override 

17:     public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

18:         super.onCreate(savedInstanceState); 

19:         setContentView(R.layout.main); 

20:         ImageView img = (ImageView) findViewById(R.id.droidkun); 

21:         Resources res = this.getResources(); …… リソースを取得 

22:         Drawable frame1 = res.getDrawable(R.drawable.droidkun_left); …… リソースから

画像の drawable を取得 

23:         Drawable frame2 = res.getDrawable(R.drawable.droidkun_right); …… リソースか

ら画像の drawable を取得 

Java  src/com.example.Sample/FrameTestActivity.java 



24:         flipAnim = new AnimationDrawable(); …… AnimationDrawable クラスのオブジェ

クトを作成 

25:         flipAnim.addFrame(frame1, 500);  …… フレームを追加。時間は 500 ミリ秒 

26:         flipAnim.addFrame(frame2, 500);  …… フレームを追加。時間は 500 ミリ秒 

27:         flipAnim.setOneShot(false);  …… 繰り返し再生するように設定 

28:         img.setBackgroundDrawable(flipAnim); …… ImageView の背景にアニメーションを

設定 

29:         img.setMinimumHeight(frame1.getIntrinsicHeight()); …… 最小限の高さを設定 

30:         img.setMinimumWidth(frame1.getIntrinsicWidth()); …… 最低限の幅を設定 

31:         Button animButton = (Button) findViewById(R.id.startbutton); 

32:         animButton.setOnClickListener(new OnClickListener(){ 

33:             public void onClick(View v) { 

34:                 flipAnim.start();     

35:            } 

36:        }); 

37:     } 

38: } 

 

 この例では、リソースから画像を取得し、それをアニメーションのフレームとして追加

します。ImageView の背景にアニメーションを指定すれば基本的な設定は終わりです。最

後に ImageView のサイズを、画像が含まれるサイズに変更しています。XML の記述を使わ

なかったため、サイズが設定されていないからです（設定していないままだと、サイズが 0

になり、ImageView が表示されません）。 



■GradationTest の解説 背景にグラデーションを表示する 

 Viewクラスの background属性には#FF0000のようなカラーコードや画像のリソース ID

のほか、グラデーションのリソース ID も指定できます。Viewクラスを継承したクラスでも

bacground 属性が利用できるので、TextViewや Button などにグラデーションが表示できま

す。ここでは、TextView の背景にグラデーションを表示してみましょう。 

 

●GradationTest の実行例 

   

 

以下のような設定で新しいアプリケーションを作成してください。 

項目名 設定する内容 

プロジェクト名 GradationTest 

ビルド・ターゲット Android 2.1 

アプリケーション名 GradationTest 

パッケージ名 com.example.Sample 

アクティビティ名 GradationTestActivity 

 

 グラデーションは、XML ファイルでの中で定義します。図形を表す shape タグの中に

gradient タグを書くだけです。Java のコードを記述する必要はありません。drawable フォ

ルダーの下に bg.xml という名前のファイルを作成し、以下の内容を記述しましょう。 

 

 1: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

 2: <shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> ……図形を表すタ

グ 

 3:     <gradient 

 4:         android:startColor="#0000FF" …… 開始の色は青 

 5:         android:centerColor="#00FF00" …… 中心の色は緑 

 6:         android:endColor="#FF0000" …… 終了の色は赤 

 7:         android:angle="45" />  …… 角度は45度 

 8: </shape> 

xml  res/drawable/bg.xml 



 

 あとは、ウィジェットの background 属性に、このリソースを指定するだけです。 

main.xml ファイルにあらかじめ用意されている TextView に background 属性を追加して試

してみましょう。 

 

 1: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

 2: <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

 3:     android:orientation="vertical" 

 4:     android:layout_width="fill_parent" 

 5:     android:layout_height="fill_parent" 

 6:     > 

 7: <TextView   

 8:     android:layout_width="120dip"  

 9:     android:layout_height="120dip"  

10:     android:text="@string/hello" 

11:     android:background="@drawable/bg" …… 背景を指定 

12:     /> 

13: </LinearLayout> 

 

 

xml  res/layout/main.xml 

＜ひとこと＞ 

shape タグには、形を指定するための shape 属性があります。たとえば、bg.xml ファイル

の 2 行目を以下のように書き換えると、円形のグラデーションになります。オマケアプリ

の GradationTest は円形のグラデーションを設定した例です。 

 

 2: <shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

        android:shape="oval"> 

 

実行例は以下のようになります。 



■MultiTouchTest1～3 の解説 タッチした画面の座標を知るには 

 画面にタッチすると Activity クラスの onTouchEvent メソッドが自動的に呼び出されます。

onTouchEvent メソッドには、タッチした位置や状態を示す MotionEvent クラスのオブジェ

クトを参照する引数が渡されるので、その getX メソッドや getY メソッドを利用すれば座

標が分かります。オマケアプリの箱入り娘でもこの機能を利用しています。 

 ここでは、タッチされた位置をタイトルバーに表示してみます。なお、エミュレーター

はマルチタッチに対応していないので、複数の座標を表示するには、マルチタッチに対応

した Android 端末が必要です。 

 

●MultiTouchTest1 の実行例 

    

 

 

 

以下のような設定で新しいアプリケーションを作成してください。 

項目名 設定する内容 

プロジェクト名 MultiTouchTest 

ビルド・ターゲット Android 2.1 

アプリケーション名 MultiTouchTest 

パッケージ名 com.example.Sample 

アクティビティ名 MultiTouchTestActivity 

* ここでは 3つのステップに分けてアプリケーションを作成しています。ステップごとにMultiTouchTest1、

MultiTouchTest2、MultiTouchTest3 というプロジェクトを用意してあります。 

 

 このアプリケーションでは、レイアウトを変更する必要は特にありません。

OnTouchEvent メソッドを以下のようにオーバーライドしましょう。MultiTouchTest1 はこ

の例です。 

 

 1: package com.example.Sample; 

 2:  

Java  src/com.example.Sample/MulitTouchTestActivity.java 

この画面はマルチタッチ対

応の Android 端末の画面 
 

①複数の位置を同時にタ

ッチする 

1 つ 目 は （ 226.67, 

152.00）の位置 

2 つ目は（100.00, 232.67）の位置（エミュレーターで

は X 座標、Y 座標とも 0.00 と表示される） 



 3: import android.app.Activity; 

 4: import android.os.Bundle; 

 5: import android.view.MotionEvent; 

 6:  

 7: public class MultiTouchTestActivity extends Activity { 

 8:     /** Called when the activity is first created. */ 

 9:     @Override 

10:     public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

11:         super.onCreate(savedInstanceState); 

12:         setContentView(R.layout.main); 

13:     } 

14:     public boolean onTouchEvent(MotionEvent event){ …… onTouchEventメソッドをオー

バーライド 

15:         String x1, y1, x2, y2; 

16:         x1 = String.format("x1:%.2f",event.getX(0)); …… 0番のポインターの X位置を取得 

17:         y1 = String.format("y1:%.2f",event.getY(0)); …… 0番のポインターの Y位置を取得 

18:         x2 = String.format("x2:%.2f",event.getX(1)); …… 1番のポインターの X位置を取得 

19:         y2 = String.format("y2:%.2f",event.getY(1)); …… 1番のポインターの Y位置を取得 

20:         this.setTitle(x1+"/"+y1+"/"+x2+"/"+y2); 

21:         return false; 

22:     } 

23: } 

 

 getX メソッドや getY メソッドの引数にはポインター（タッチした位置）のインデックス

を指定します。インデックスは 0 から始まることに注意してください。 

 

●押す操作と離す操作を検出するには 

 MotionEvent クラスの getActionMasked メソッドを使うとどのような操作をしたのかが

分かります。onTouch メソッドの内容を以下のように書き換えると、タッチしたことやタ

ッチを解除したことが分かります。MultiTouchTest2 はこの例です。 

 なお、getActionIndex メソッドは Android SDK 2.2 以降の機能です。 

 

        switch(event.getActionMasked()){ 

        case MotionEvent.ACTION_DOWN:    // 1つ目のタッチ 

            this.setTitle(event.getActionIndex() + "DOWN"); 

            break; 



        case MotionEvent.ACTION_UP:        // 1つ目のタッチ解除 

            this.setTitle(event.getActionIndex() + "UP"); 

            break; 

        case MotionEvent.ACTION_POINTER_DOWN:    // 1つ目以外のタッチ 

            this.setTitle(event.getActionIndex() + "DOWN"); 

            break; 

        case MotionEvent.ACTION_POINTER_UP:        // 1つ目以外のタッチ解除 

            this.setTitle(event.getActionIndex() + "UP"); 

            break; 

        } 

 

 ただし、getActionIndex メソッドで得られるインデックスは固定したものではなく、0 番

のポインターを離すと、それまで 1 番だったポインターが 0 番になってしまいます。した

がって、 

 0：押す → 1：押す → 1：離す → 0：離す 

と操作すると、期待した通り、0DOWN → 1DOWN → 1UP → 0UP となりますが、 

 0：押す → 1：押す → 0：離す → 1：離す 

と操作すると、0DOWN → 1DOWN → 0UP → 0UP となってしまいます。0 番を離した

時点でポインターが 1 つだけになり、それまでの 1 番が 0 番になるからです。 

 図で表すと以下のようになります。つまり、最も古くにタッチされたポインターが常に 0

番になるわけです。 

 

こちらはたぶん違和感がない 

 

  

0 

1 

0 こちらを先

に離すと 

0 番にの

まま 



こらちは違和感があるかしれない 

 

 

●ポインターの識別番号を取得するには 

 ポインターの固定した識別番号を利用したいときには、getPointerID メソッドを使います。

さきほどののコードの event.getActionIndex()を event.getPointerID(event.getActionIndex())

と書きかえると、 

 0：押す → 1：押す → 0：離す → 1：離す 

と操作したときにも、0DOWN→1DOWN→0UP→1UP となります。つまり、後の図のよう

な操作をしたときも、右下のポインターの ID は 1 番のままです。 

 MultiTouchTest3 は getPointerID メソッドを使った例です。 

0 

1 0 

こちらを先

に離すと 

こちらが 0

番になる 



■SimpleDialog1～3 の解説 ダイアログボックスを表示する 

 ダイアログボックスには、単にメッセージを表示するものから、質問に［はい］［いいえ］

で答えられるようにしたもの、いくつかの選択肢を表示して設定を選択できるようにした

ものなどがあります。 

 最初は、単にメッセージを表示するだけの例を見てみましょう。ボタンがクリックされ

たらダイアログボックスにメッセージを表示します。実行例は以下のようになります。 

 

●SimpleDialog1 の実行例 

 

 

以下のような設定で新しいアプリケーションを作成してください。 

項目名 設定する内容 

プロジェクト名 SimpleDialog 

ビルド・ターゲット Android 2.1 

アプリケーション名 SimpleDialog 

パッケージ名 com.example.Sample 

アクティビティ名 SimpleDialogActivity 

* ここでは 3 つのステップに分けてアプリケーションを作成しています。ステップごとに SimpleDialog1、

SimpleDialog2、SimpleDialog3 というプロジェクトを用意してあります。 

 

 main.xml ファイルでは、ダイアログボックスを表示するための Button ウィジェットを配

置しておきます。SimpleDialog1 プロジェクトはこの例です。 

 

 1: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

xml  res/layout/main.xml 

①ボタンをクリ

ック 

ダイアログボックスにメ

ッセージが表示される 

［戻る］ボタンをクリッ

クすればダイアログボッ

クスが閉じられる 



 2: <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

 3:     android:orientation="vertical" 

 4:     android:layout_width="fill_parent" 

 5:     android:layout_height="fill_parent" 

 6:     > 

 7: <Button 

 8:     android:id="@+id/dialogbutton" 

 9:     android:layout_width="fill_parent"  

10:     android:layout_height="wrap_content"  

11:     android:text="ダイアログ表示" 

12:     /> 

13: </LinearLayout> 

 

 ダイアログボックスを作成・表示するのに使うクラスは AlertDialog.Builder という名前の

クラスで、手順は以下の通りです。 

 ・AlertDialog.Builder クラスのオブジェクトを作成する 

 ・setMessage メソッドでメッセージを設定する 

 ・create メソッドでダイアログボックスを作成する 

 ・show メソッドでダイアログボックスを表示する 

 コードは以下のようになります。 

 

 1: package com.example.Sample; 

 2:  

 3: import android.app.Activity; 

 4: import android.app.AlertDialog; …… AlertDialog.Builder を利用するのに必要 

 5: import android.os.Bundle; 

 6: import android.view.View; 

 7: import android.view.View.OnClickListener; 

 8: import android.widget.Button; 

 9:  

10: public class SimpleDialogActivity extends Activity { 

11:     /** Called when the activity is first created. */ 

12:     @Override 

13:     public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

14:         super.onCreate(savedInstanceState); 

Java  src/com.example.Sample/SimpleDialogActivity.java 



15:         setContentView(R.layout.main); 

16:         Button b = (Button)findViewById(R.id.dialogbutton); 

17:         b.setOnClickListener(new OnClickListener(){ 

18:             public void onClick(View v) { 

19:                 AlertDialog.Builder dlg = new 

AlertDialog.Builder(SimpleDialogActivity.this); …… ①AlertDialog.Builder クラスのオブジェクト

を作成 

20:                 dlg.setTitle("お知らせ"); …… ②ダイアログボックスのタイトルをセット 

21:                 dlg.setIcon(R.drawable.icon); …… ③ダイアログボックスのアイコンをセット 

22:                 dlg.setMessage("今日はいい天気ですね"); …… ④表示するメッセージをセット 

23:                 dlg.create(); …… ⑤ダイアログボックスを作成 

24:                 dlg.show(); …… ⑥ダイアログボックスを表示 

25:             } 

26:         }); 

27:     } 

28: } 

 

 19 行目～22 行目がダイアログボックスを表示するためのコードです。手順で示した内容

をそのままコードにしただけなので、難しいところはないと思います。①で new 演算子を

使って AlertDialog.Builder クラスのオブジェクトを作るときには、引数に Context クラスの

オブジェクトを指定します。Context クラスとは、Android アプリケーションの実行環境に

関する情報を持つクラスです。実は Activityクラスは Contextクラスを継承したものなので、

「アクティビティ名.this」を指定します。したがって、ここでは SimpleDialog.this と書か

れています（OnClickListener の外であれば、this だけでかまいません）。 

 

 

 

 ③のように setIcon メソッドを利用すれば、ダイアログボックスのタイトルの前にアイコ

ンが表示できます。R.drawable.icon は、プロジェクトを作成したときに自動的に作成され

たアイコンです。自分で drawable フォルダーに画像をコピーして、リソース ID を指定す

れば好きなアイコンが表示できます。 

＜ひとこと＞ 

4 行目を import android.app.AlertDialog.Builder;とすれば、19 行目は                 

    Builder dlg = new Builder(SimpleDialog.this); 

だけでも構いません。しかし、Builder だけではダイアログボックスを作成するためのクラ

スであるという意味が分かりにくいので、AlertDialog.Builder という書き方にしています。 



●ダイアログボックスにボタンを表示する 

 ［はい］、［いいえ］というボタンを表示すれば、ダイアログボックスがより実用的なも

のになります。SimpleDialog2 というプロジェクトにそのような例を用意してあります。 

 実行例は以下のような感じです。 

 

   

  

 

 ［はい］などの肯定的な選択をするためのボタンは setPositiveButton メソッドを使って

表示し、［いいえ］などの否定的な選択をするためのボタンは setNegativeButton メソッド

を使って表示します。 

 SimpleDialog.java ファイルを以下のように編集します。 

 

 1: package com.example.Sample; 

 2:  

 3: import android.app.Activity; 

 4: import android.app.AlertDialog; 

 5: import android.content.DialogInterface; 

 6: import android.os.Bundle; 

 7: import android.view.View; 

 8: import android.view.View.OnClickListener; 

 9: import android.widget.Button; 

［はい］ボタンをクリックした場合 

タイトルバーのメッセージが「晴れです

ね：-1」となる 

 

［いいえ］ボタンをクリックした場合 

タイトルバーのメッセージが「雨かもね：

-2」となる 

 

Java  src/com.example.Sample/SimpleDialogActivity.java 



10:  

11: public class SimpleDialogActivity extends Activity { 

12:     /** Called when the activity is first created. */ 

13:     @Override 

14:     public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

15:         super.onCreate(savedInstanceState); 

16:         setContentView(R.layout.main); 

17:         Button b = (Button)findViewById(R.id.dialogbutton); 

18:         b.setOnClickListener(new OnClickListener(){ 

19:             public void onClick(View v) { 

20:                 AlertDialog.Builder dlg = new 

AlertDialog.Builder(SimpleDialogActivity.this); 

21:                 dlg.setTitle("お知らせ"); 

22:                 dlg.setIcon(R.drawable.icon); 

23:                 dlg.setMessage("今日はいい天気ですか"); 

24:                 dlg.setPositiveButton("はい", new DialogInterface.OnClickListener(){ …… 

①肯定的なボタンを表示し、クリックされたときの処理を実行するコード 

25:                     public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { 

26:                         SimpleDialogActivity.this.setTitle("晴れですね : " + which); …… タ

イトルバーに「晴れですね」という文字列と選択したボタンの番号を表示する 

27:                     } 

28:                 }); 

29:                 dlg.setNegativeButton("いいえ", new DialogInterface.OnClickListener(){…… 

①否定的なボタンを表示し、クリックされたときの処理を実行するコード 

30:                     public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { 

31:                         SimpleDialogActivity.this.setTitle("雨かもね : " + which); …… タイ

トルバーに「雨かもね」という文字列と選択したボタンの番号を表示する 

32:                     } 

33:                 }); 

34:                 dlg.create(); 

35:                 dlg.show(); 

36:             } 

37:         }); 

38:     } 

39: } 

 



 ①のsetPositiveButtonメソッドも②のsetNegativeButtonメソッドも引数の指定方法は同

じです。 

 

                     dlg.setPositiveButton("はい",      ); 

                   ↑  ↑ 

         ボタンに表示する文字列  イベントリスナーを指定する 

 

 イベントリスナーには、Button ウィジェットで使った OnClickListener ではなく、ダイア

ログボックス用の DialogInterface.OnClickListener というインターフェースを利用します。

書き方はこれまでの OnClickListener とほとんど同じですが、onClick メソッドの引数が異

なることに注意してください。 

 

          public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { 

                    ↑    ↑ 

クリックされたダイアログへの参照が渡される クリックされたボタンの番号が渡される 

 

 ボタンをクリックすると、引数には自動的に値が渡されます。したがって、which の値を

見れば、どのボタンがクリックされたかが分かるというわけです。その値を利用して、天

気を表すメッセージとボタンの番号をタイトルバーに表示しています。26 行目や 31 行目の

setTitle メソッドのところですね。 

 

 which に渡される値は以下の通りです。 

クリックされたボタン which に渡される値  *( )内は実際の値 

肯定的なボタン DialogInterface.BUTTON_POSITIVE (-1) 

否定的なボタン DialogInterface.BUTTON_NEGATIVE (-2) 

中立のボタン DialogInterface.BUTTON_NEUTRAL (-3) 

 

 

 

●ダイアログボックスに選択肢を表示する 

 さらに、複数の選択肢から項目が選択できるダイアログボックスについても見てみまし

ょう。SimpleDialog3 というプロジェクトにそのような例です。実行例は以下の通りです。 

 

＜ひとこと＞ 

 肯定でも否定でもない中立的なボタンは setNeutralButton メソッドを使って表示します。

引数の指定方法は setPositiveButton メソッドや setNegativeButton メソッドと同じです。 



 

 

 選択肢は文字列の配列として用意します。setSingleChoiceItems というメソッドが選択肢

とイベントリスナーを設定するメソッドです。 

 SimpleDialog.java ファイルを以下のように編集します。 

 

 1: package com.example.Sample; 

 ： 

11: public class SimpleDialog extends Activity { 

 ： 

14: public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

 ： 

17:     Button b = (Button)findViewById(R.id.dialogbutton); 

18:     b.setOnClickListener(new OnClickListener(){ 

19:       public void onClick(View v) { 

20:         final String[] WeatherList = new String[]{"晴れ","曇り","雨"}; …… ①文字列の配列

を宣言 

21:         AlertDialog.Builder dlg = new AlertDialog.Builder(SimpleDialog.this); 

22:         dlg.setTitle("お天気を選択"); 

23:         dlg.setSingleChoiceItems(WeatherList, 0,new DialogInterface.OnClickListener(){ …

 … ②選択肢を設定し、クリックされたときの処理を実行するコード

24:         public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { 

25:           SimpleDialog.this.setTitle(WeatherList[which] + "を選択しましたね"); …… ③選択

された番号の文字列をタイトルバーに表示 

Java  src/com.example.Sample/SimpleDialogActivity.java 

①［曇り］ボタンを

クリックしてみる 

［OK］ボタンをクリックすると

ダイアログボックスが閉じる 

タイトルバーの

表示が変わる 



26:           } 

27:         }); 

28:         dlg.setPositiveButton("OK", new DialogInterface.OnClickListener() { 

29:           public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { 

30:             dialog.dismiss();  …… ④ダイアログボックスを閉じる 

31:           } 

32:         }); 

33:         dlg.create(); 

34:         dlg.show(); 

35:       } 

36:     }); 

37:   } 

38: } 

 

 20 行目の①では、選択肢として使う文字列を配列として宣言しています。 

 23 行目の②には、複数の選択肢の中から 1 つの項目を選択できるようにするために

setSingleChoiceItems メソッドが書かれています。書き方は以下の通りです。 

 

 

 

 図で表すと次のようになります。ただし、ここでは項目を設定しただけなので、実際に

表示されるのは、show メソッドが実行されたときです。 

dlg.setSingleChoiceItems(WeatherList, 0,new DialogInterface.OnClickListener(){ 

選択肢をクリックしたときに実行されるイベントリスナー 

初期状態で選択されている選択肢のインデックス 

選択肢として表示するための文字列の配列 



 

 24 行目の onClick メソッドには、クリックされたときに実行されるコードを書きます。

引数はすでに見たものと同じですが、which には選択されている選択肢のインデックスが渡

されます。ボタンの場合と異なり、先頭の項目のインデックスを 0、次を 1、……と数える

ことに注意してください。 

 

public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { 

 

 

 項目のインデックスがちょうど、配列のインデックスに対応しているので、たとえば、

which の値が 1 であれば、weatherList[which]は”曇り”という文字列を表すことになります。 

 25 行目③の setTitle メソッドでは、引数にこの weatherList[which]を指定して、タイトル

バーの表示を変えています。 

  

 

配列を参照する

ための変数 

晴れ 

曇り 

雨 

配列の実際の

データ 
WeatherList 

[0] 

[1] 

[2] 

show メソッドでダイア

ログボックスを表示 

setSingleChoice

Items メソッド

で項目を設定 

クリック 
0 

1 

which 

1 

2 

onClick メソッド

に渡される 

onClick メソッド 



SimpleDialog.this.setTitle(WeatherList[which] + "を選択しましたね"); 

 

  

 +は加算の演算子ですが、式に文字列が含まれている場合には、文字列を連結してくれま

す。 

 それ以降はこれまでの知識で理解できるでしょう。新しく出てきたのは 30 行目④に書か

れている DialogInterface の dismiss メソッドだけです。これはダイアログボックスを閉じ

るためのものです。 

 

1 

which 

 晴れ 

曇り 

雨 

WeatherList 

[0] 

[1] 

[2] 

この場合、 

WeatherList[which]はコレ！ 

setTitle メソッドで表示 

＜ひとこと＞ 

 このプログラムでは、選択肢をクリックした時点でタイトルバーの表示が変わります（また、何も

選択しないまま［OK］をクリックすると、タイトルバーの表示は変わりません）。もし、［OK］をク

リックした時点でタイトルバーの表示を変えるようにしたければ、以下のようにコードを書き換えま

す。 

・12 行目の後に int sel=0;という文を書く（整数型の変数を宣言し、初期値を 0 とする） 

・25 行目の 

    SimpleDialog.this.setTitle(WeatherList[which] + "を選択しましたね"); 

を 

    sel = which; 

に書き換える（クリックされた選択肢を記憶しておく） 

・30行目の 

    dialog.dismiss(); 

の前に、 

    SimpleDialog.this.setTitle(WeatherList[sel] + "を選択しましたね"); 

という文を書く（ダイアログボックスを閉じる前にタイトルバーの表示を変更する） 



■SoundTest1～3 の解説 サウンドの再生 

 サウンドを再生するには MediaPlayer クラスが利用できます。MediaPlayer クラスの

create メソッドを利用して、サウンドリソースから MediaPlayer オブジェクトを作成し、

play メソッドを使って再生します。 

 

●SoundTest1 の実行例 

     

 

以下のような設定で新しいアプリケーションを作成してください。 

項目名 設定する内容 

プロジェクト名 SoundTest 

ビルド・ターゲット Android 2.2 

アプリケーション名 SoundTest 

パッケージ名 com.example.Sample 

アクティビティ名 SoundTestActivity 

* ここではさまざまな方法でサウンドを再生するアプリケーションを作ります。サンプルアプリケーショ

ンとして、SoundTest1、SoundTest2、SoundTest3 という 3 つのプロジェクトを用意してあります。 

 

 最初に、リソースとしてプロジェクトに取り込んだサウンドを再生する方法を見ていき

ます。この方法は、サイズの小さなサウンドファイルの再生に向いています。SoundTest1

というプロジェクトがその例です。 

 ファイルをプロジェクトのリソースに含める方法は画像ファイルとほぼ同じです。ただ

し、raw という名前のフォルダーを使います。まず、res フォルダーの下に raw フォルダー

を作成し、続いて、その下にサウンドファイル（.mp3、.mid、.wav、.ogg など）をコピー

してください。ここでは sample.mp3 ファイルをコピーしたものとします。 

 

 main.xml ファイルでは、サウンドを再生するためのボタンとサウンドを一時停止するた

めのボタンを配置しておきます。 

 
xml  res/layout/main.xml 

①［サウンドの

再生］ボタンを

クリック 

サウンドが再生される 

②［サウンドの

一時停止］ボタ

ンをクリック 

サウンドが一時停止する 



 1: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

 2: <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

 3:     android:orientation="vertical" 

 4:     android:layout_width="fill_parent" 

 5:     android:layout_height="fill_parent" 

 6:     > 

 7: <Button 

 8:     android:id="@+id/playbutton" 

 9:     android:layout_width="fill_parent" 

10:     android:layout_height="wrap_content" 

11:     android:text="サウンドの再生" 

12:     /> 

13: <Button 

14:      android:id="@+id/pausebutton" 

15:     android:layout_width="fill_parent" 

16:     android:layout_height="wrap_content" 

17:     android:text="サウンドの一時停止" 

18:     /> 

19: </LinearLayout> 

 

 Java のコードでサウンドの再生と一時停止を行います。 

 

 1: package com.example.Sample; 

 2:  

 3: import android.app.Activity; 

 4: import android.media.MediaPlayer; 

 5: import android.os.Bundle; 

 6: import android.view.View; 

 7: import android.view.View.OnClickListener; 

 8: import android.widget.Button; 

 9:  

10: public class SoundTest extends Activity { 

11:     /** Called when the activity is first created. */ 

12:     MediaPlayer mp; …… ①MediaPlayerクラスのオブジェクトを参照する変数を宣言 

13:     @Override 

Java  src/com.example.Sample/SoundTestActivity.java 



14:     public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

15:         super.onCreate(savedInstanceState); 

16:         setContentView(R.layout.main); 

17:         Button playButton = (Button)this.findViewById(R.id.playbutton); 

18:         playButton.setOnClickListener(new OnClickListener(){ 

19:             public void onClick(View v) { 

20:                 mp.start(); …… ③サウンドを再生する 

21:             } 

22:         }); 

23:         Button pauseButton = (Button)this.findViewById(R.id.pausebutton); 

24:         pauseButton.setOnClickListener(new OnClickListener(){ 

25:             public void onClick(View v) { 

26:                 mp.pause(); …… ④サウンドの再生を一時停止する 

27:             } 

28:         }); 

29:     } 

30:     public void onStart(){ …… アクティビティが開始されたときに実行される 

31:         super.onStart(); 

32:         mp = MediaPlayer.create(this, R.raw.sample); …… ②MediaPlayerクラスのオブジ

ェクトを作成 

33:     } 

34:      

35:     public void onStop(){ …… アクティビティが停止したときに実行される 

36:         super.onStop(); 

37:         mp.stop(); …… 再生を停止する 

38:         mp.release(); …… リソースを解放する 

39:         mp=null; 

40:     } 

41: } 

 

 最初のポイントは 32 行目の②です。アクティビティが開始されたときに、MediaPlayer

クラスの create メソッドを利用し、サウンドリソースをもとにオブジェクトを作成します。

mp という変数名でそのオブジェクトを参照できるようになります。mp は、いくつかのメ

ソッドで共通に使う変数なので、12 行目（それぞれのメソッドの外側）の①で宣言してあ

ります。 

 次のポイントは 20 行目と 26 行目です。20 行目の③は［サウンドの再生］ボタンをクリ



ックしたときに実行されるコードです。ここで、start メソッドを使ってサウンドを再生し

ます。これは簡単です。 

 26 行目の④は［サウンドの一時停止］ボタンをクリックしたときに実行されるコードで

す。こちらは、pause メソッドでサウンドの再生を一時停止します。この後、［サウンドの

再生］ボタンをクリックすると、一時停止した時点から再生が始まります。 

 あとは、アクティビティの状態に合わせて、サウンドを一時停止したり、また再生でき

るように準備したりしています。アクティビティの状態や onStart メソッド、onStop メソ

ッドの使い方については本書 P.198 を参照してください。 

 

●ファイルに保存されたサウンドを再生する 

 SDカードなどに保存されたサウンドを再生したいときにはMediaPlayerオブジェクトを

作成したあと、setDataSource メソッドにサウンドファイルのパス名を指定します（ここで

はファイルのパス名が/sdcard/media/audio/sample.mp3 であるものとします）。prepare メ

ソッドを使って再生の準備をした後、start メソッドで再生を開始します。 

 さきほどのコードの onStart メソッドを以下のように書き換えるといいでしょう。

setDataSource メソッドを入力したあと、eclipse の警告メッセージの指示にしたがって

「try/catch で囲む」を選択すると、コードのほとんどが自動的に入力されます。SoundTest1

というプロジェクトがその例です。実行結果は SoundTest1 と同じなので省略します。 

 

    public void onStart(){ 

        super.onStart(); 

        mp = new MediaPlayer(); …… ①MediaPlayerクラスのオブジェクトを作成する 

        try { 

            mp.setDataSource("/sdcard/media/audio/sample.mp3"); …… ②サウンドファイルの

パス名を指定する 

            mp.prepare(); …… ③再生の準備をする 

        } catch (IllegalArgumentException e) { …… これ以降は例外処理 

            // TODO 自動生成された catch ブロック 

            e.printStackTrace(); 

        } catch (IllegalStateException e) { 

            // TODO 自動生成された catch ブロック 

            e.printStackTrace(); 

        } catch (IOException e) { 

            // TODO 自動生成された catch ブロック 

            e.printStackTrace(); 

        } 



    } 

 

 簡単なサウンドファイル（sample.mp3）がダウンロード用のサンプルファイルに含まれ

ています。サウンドファイルを SD カードの/sdcard/media/video/フォルダーの下にコピー

してから、アプリケーションを実行してみましょう。 

 

 

 

★コラム★ エミュレーターで SD カードを使うには 

 SD カードを使うアプリケーションを実行するときは、実機を利用した方が簡単です。Android

端末をパソコンに接続し、USB ストレージを ON にすれば、エクスプローラーを使ってパソコ

ンからファイルをコピーできます。sample.mp3 ファイルを SD カードの/sdcard/media/audio/

フォルダーの下にコピーすれば、アプリケーションを実行して、動作確認ができます。 

 エミュレーターで SD カードを利用するための準備はかなり複雑です。以下に手順を示してお

きます。 

 SD カード用のフォルダーをパソコン上に作成する 

 エクスプローラーで新規作成してください。ここでは、C:¥Users¥hiros-h¥temp というフォル

ダーを作成したものとします。 

 mkdscard コマンドを使ってディスクイメージを作る 

 コマンドプロンプトを開いて、以下のようなコマンドを入力します。 

> cd ¥Users¥hiros-h¥android-sdks¥tools  …… mksdcard コマンドのあるフォルダ

ーに移る 

> mksdcard 256M c:¥Users¥hiros-h¥temp¥sd.img …… サイズと「①のフォルダ

ー名¥sd.img」を指定して実行 

 ［AVD マネージャー］で仮想デバイスが SD カードを使うことを指定する 

 Eclipse のメニューから［ウィンドウ］－［AVD Manager］を選び、仮想デバイスを選択して

［編集］ボタンをクリックします。［Edit Android Virtual Device(AVD)］画面が表示されたら SD

カードのサイズを指定して［Edit AVD］ボタンをクリックします。 

 アプリケーションの実行時に SD カードを使うことを指定する 

 Eclipse のメニューから［実行］－［実行構成］を選び、［ターゲット］タブを開きます。［エ

ミュレーター・コマンドの追加オプション］に 

＜ひとこと＞ 

非同期で再生の準備をするときには prepare メソッドの代わりに prepareAsync メソッドを

使います。prepare メソッドでは必要なサウンドデータが読み込まれて再生の準備ができる

まで待ちますが、prepareAsync メソッドでは、サウンドデータの読み込みを待たずに次に

進みます。 



    -sdcard C:¥Users¥hiros-h¥temp¥sd.img ……-sdcard に「①のフォルダー名¥sd.img」を

指定します。 

 仮想デバイスを起動する 

 アプリケーションを実行して仮想デバイスを起動します。 

 adb push コマンドを使って SD カードにサウンドファイルをコピーする 

 コピー元のサウンドファイルが C:¥Users¥hiros-h¥Music¥sample.mp3 であるものとすれば、

以下のようにコマンドを入力します。 

> cd ¥Users¥hiros-h¥android-sdks¥platform-tools  …… adb コマンドのあるフ

ォルダーに移る 

> adb push C:¥Users¥hiros-h¥Music¥sample.mp3 /sdcard/media/audio/sample.mp3 

 ……adb push コマンドにコピー元のファイルとコピー先のファイルを指定する 

 

 これで、エミュレーターの SD カードにコピーされたファイルが利用できるようになります。 

★コラム終わり★ 

 

●SoundPool クラスを使って効果音を再生する 

 さらに、効果音などの再生に適した SoundPool クラスを利用することもできます。

SoundTest3 というプロジェクトがその例です。 

 たとえば、sample1.wav と sample2.wav を同時に再生するのであれば、res/raw フォルダ

ーの下に、これらのファイルをコピーして、以下のようなコードを書くといいでしょう。

ここでは、［サウンドの再生］ボタンをクリックしたときのコードだけを示しておきます。

実行結果は SoundTest1 と同じなので省略します。 

 

    SoundPool sp; 

    int soundId1,soundId2; 

    @Override 

    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.main); 

        sp = new SoundPool(2, AudioManager.STREAM_MUSIC, 0); …… ①SoundPoolクラスの

オブジェクトを作成する 

        soundId1 = sp.load(this, R.raw.sample1, 1); …… ②サウンドを読み込む 

        soundId2 = sp.load(this, R.raw.sample2, 1); 

        Button playButton = (Button)this.findViewById(R.id.playbutton); 

        playButton.setOnClickListener(new OnClickListener(){ 

            public void onClick(View v) { 



                sp.play(soundId1, 1.0F, 1.0F, 0, 0, 1.0F); …… ③サウンドを再生する 

                sp.play(soundId2, 1.0F, 1.0F, 0, 0, 1.0F); 

            } 

        }); 

    } 

 

 ①では SoundPool クラスのオブジェクトを作成していますが、このとき、以下のように

引数を指定します。 

 

 

 

 ②の load メソッドには、サウンドファイルのリソースを指定します。最後の引数は現在

未使用ですが、1 を指定しておきます。load メソッドの戻り値がサウンドを識別するための

サウンド ID となります。 

 

 

 ③の play メソッドでサウンドを再生します。サウンド ID、左右の音量、繰り返し、速度

などを指定します。 

 

sp = new SoundPool(2, AudioManager.STREAM_MUSIC, 0); 

現在は未使用。0 を指定すストリームの種類（音楽の場合は

STREAM_MUSICとする） 

ストリームの数（同時に再生するサウンドの数） 

soundId1 = sp.load(this, R.raw.sample1, 1); 

現在は未使用。1 を指定する サウンドリソース 

コンテキストを指定（通常は this を指定） 



 

 

 繰り返し数に 1 を指定するともう 1 回繰り返すことになるので、サウンドは 2 回再生さ

れます。再生速度は 0.5 が通常の半分、2.0 が通常の倍です。 

sp.play(soundId1, 1.0F, 1.0F, 0, 0, 1.0F); 

繰り返し数（0：繰り返さない、

-1：永遠に繰り返す） 

優先度（0 が最低） 

サウンド ID 左の音量（0.0～1.0） 右の音量（0.0～1.0） 

再生速度（0.5～2.0） 



■TweenTest1～6 の解説 トゥイーンアニメーション（移動や回転など） 

 移動や回転などのように 1 つの画像を動かすアニメーションは tween アニメーションと

呼ばれます。簡単なものであれば、Java のコードをほとんど書かなくてもアニメーション

が表示できます。 

 ここでは、背景に画像を表示した ImageView ウィジェットを回転させてみましょう。 

 

●TweenTest1 の実行例 

     

 

以下のような設定で新しいアプリケーションを作成してください。 

項目名 設定する内容 

プロジェクト名 TweenTest 

ビルド・ターゲット Android 2.2 

アプリケーション名 TweenTest 

パッケージ名 com.example.Sample 

アクティビティ名 TweenTestActivity 

* ここではさまざまな方法でアニメーションを表示します。それぞれの方法ごとに、TweenTest1～

TweenTest6 という 6 つのプロジェクトを用意してあります。なお、TweenTest6 の作成と実行には Android 

SDK 3.0 以降が必要です。 

 

 最初は､XML でアニメーションを定義する例です。TweenTest1 というプロジェクトがそ

の例です。 

 res フォルダーの下に anim フォルダーを作り、その下に XML ファイルを作ります。set

タグの中に translate や rotate などのタグを書けばアニメーションが定義できます。ここで

は tween.xml というファイル名にします。 

 

 1: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

 2: <set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> …… アニメーション  

を記述するためのタグ 

 3:  <rotate …… 回転のアニメーション 

 4:     android:fromDegrees="0" …… 開始の角度は0度 

xml  res/anim/tween.xml 

開始の角度は 0 度 

終了の角度は-180 度 

回転の中心は中央 



 5:     android:toDegrees="-180" …… 終了の角度は-180度 

 6:     android:pivotX="50%" …… 回転のX方向の中心は、50%（X方向の中央） 

 7:     android:pivotY="50%" …… 回転のY方向の中心は、50%（Y方向の中央） 

 8:     android:duration="1000" …… アニメーションの時間は1000ミリ秒 

 9:     android:repeatMode="reverse" …… 終了位置まで来たら、逆回しにする 

10:     android:repeatCount="infinite" /> …… 繰り返しの回数は無限とする 

11: </set> 

 

 回転の角度は右回りの方向を＋とします。したがって、-180 度を指定すると、左周りに

なります。repeatMode には、最初からもう一度始める”restart”も指定できます。repeatCount

には繰り返しの回数か”infinite”（無限）を指定します。指定しない場合は 0 が指定されたも

のと見なされ、アニメーションを 1 回表示するだけで終わります。 

 

 アニメーションに使う画像はどんなものでも構いません。drawable フォルダーを作成し、

そこにコピーしておいてください。ここでは droid_front.png というファイルを利用するも

のとします。この画像を Imageview ウィジェットの background 属性に指定します。 

 

 1: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

 2: <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

 3:     android:orientation="vertical" 

 4:     android:layout_width="fill_parent" 

 5:     android:layout_height="fill_parent" 

 6:     > 

 7: <ImageView 

 8:     android:id="@+id/droidkun" …… IDを付けておく 

 9:     android:layout_width="wrap_content" 

10:     android:layout_height="wrap_content" 

11:     android:background="@drawable/droid_front" …… 背景を指定 

12:     /> 

13: </LinearLayout> 

 

 Java のコードでアニメーションを開始します。手順は以下の通りです。 

・XML で定義したアニメーションを AnimationUtils クラスの loadAnimation メソッドで読

み込む 

・読み込んだアニメーションへの参照を View クラスの startAnimation メソッドに指定して、

xml  res/layout/main.xml 



アニメーションを開始する 

 

 1: package com.example.Sample; 

 2:  

 3: import android.app.Activity; 

 4: import android.os.Bundle; 

 5: import android.view.animation.Animation; …… Animationクラスを使うのに必要 

 6: import android.view.animation.AnimationUtils; …… AnimationUtilsクラスを使うのに必要 

 7: import android.widget.ImageView; 

 8:  

 9: public class TweenTest extends Activity { 

10:     /** Called when the activity is first created. */ 

11:     @Override 

12:     public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

13:         super.onCreate(savedInstanceState); 

14:         setContentView(R.layout.main); 

15:         ImageView droidImage = (ImageView) findViewById(R.id.droidkun); …… 

ImageViewの参照を取得 

16:         Animation rotateAnim = AnimationUtils.loadAnimation(this, R.anim.tween); …… 

①アニメーションを読み込む 

17:         droidImage.startAnimation(rotateAnim); …… ②読み込んだアニメーションを開始 

18:     } 

19: } 

 

 ここでは、アニメーションを参照するための変数名を rotateAnim としています。16 行目

の①では、loadAnimation メソッドで読み込んだアニメーションを rotateAnim で参照できる

ようにし、17 行目の②では、startAnimation メソッドの引数に rotateAnim を指定して、ア

ニメーションを開始しています。 

 

●XMLを使わずにJavaのコードでアニメーションを記述する 

 XML を使わずにすべてを Java のコードで書くこともできます。TweenTest2 というプロ

ジェクトがその例です。TweenTest2 の 16 行目を以下の 6 行に置き換えます。tween.xml

ファイルは不要です。 

 

        RotateAnimation rotateAnim = new RotateAnimation(0.0F, -180.0F, 

Java  src/com.example.Sample/FrameTestActivity.java 



          Animation.RELATIVE_TO_SELF, 0.5F, 

          Animation.RELATIVE_TO_SELF, 0.5F);    …… RotateAnimationクラスのオ

ブジェクトを作成する 

        rotateAnim.setDuration(1000); …… 表示時間を1000ミリ秒に設定 

        rotateAnim.setRepeatCount(Animation.INFINITE); …… 繰り返しを「永遠」に設定 

        rotateAnim.setRepeatMode(Animation.REVERSE); …… 繰り返しの方法を「反転」に設定 

 

 この例では、RotateAnimation クラスのオブジェクトを作成し、各種の設定をしています。

rotateAnimation クラスのコンストラクターには何通りかの引数が指定できますが、ここで

は、開始の角度、終了の角度、X 方向の中心の指定方法、X 方向の中心、Y 方向の中心の指

定方法、Y 方向の中心を指定します。RELATIVE_TO_SELF は自分自身のサイズに対する比

率です。上の例では、X 方向についても Y 方向についても、自分自身の 0.5（50%）の位置

を回転の中心としています。 

 

●さまざまな tween アニメーションを設定する 

 移動、拡大／縮小、透明度の変化もできます。tween.xml ファイルの例をそれぞれ示して

おきます。Java のコードはそのままでかまいません。rotateAnim という変数名がアニメー

ションの動きを表さない名前になってしまいますが、アプリケーションは正しく実行でき

ます。気になる人はアニメーションの動きを表すような変数名に変更してください。 

 実行例については省略します。想像はできると思いますが、ぜひとも、実際に試してみ

てください。 

 

移動：左右に動く例（TweenTest3 プロジェクト） 

 1: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

 2: <set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> 

 3:     <translate …… 移動にはtranslateタグを使う 

 4:         android:fromXDelta="0" …… 開始位置のＸ座標 

 5:         android:toXDelta="100%p" …… 終了位置のＸ座標（%pを指定すると親ウィジェットの

幅に対する割合） 

 6:         android:fromYDelta="0" …… 開始位置のＹ座標 

 7:         android:toYDelta="0" …… 終了位置のＹ座標 

 8:         android:duration="1000" 

 9:         android:repeatMode="reverse" 

10:         android:repeatCount="infinite" /> 

xml  res/anim/tween.xml 



11: </set> 

 

拡大／縮小：0.5 倍から 3 倍まで変化する例（TweenTest4 プロジェクト） 

 1: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

 2: <set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> 

 3: <scale …… 拡大／縮小にはscaleタグを使う 

 4:         android:fromXScale="0.5" …… 開始のＸ方向の倍率 

 5:         android:toXScale="3.0" …… 終了のＸ方向の倍率 

 6:         android:fromYScale="0.5" …… 開始のＹ方向の倍率 

 7:         android:toYScale="3.0" …… 終了のＹ方向の倍率 

 8:         android:pivotX="50%" …… 拡大／縮小のＸ方向の中心 

 9:         android:pivotY="50%" …… 拡大／縮小のＹ方向の中心 

10:         android:repeatMode="reverse" 

11:         android:repeatCount="infinite" 

12:         android:duration="1000"/> 

13: </set> 

 

透明度の変化：透明になる例（TweenTest5 プロジェクト） 

 1: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

 2: <set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> 

 3:     <alpha …… 透明度の変化にはalphaタグを使う 

 4:         android:fromAlpha="1.0" …… 開始の透明度（1.0は完全に不透明） 

 5:         android:toAlpha="0.0" …… 終了の透明度（0.0は完全に透明） 

 6:         android:repeatMode="reverse" 

 7:         android:repeatCount="infinite" 

 8:         android:duration="1000"/> 

 9: </set> 

 

●Propertyアニメーション 

 Android 3.0からは、プロパティ（属性）の値を連続して変更することによって、アニメ

ーションが表示できるPropertyアニメーションが利用できるようになりました。たとえば、

ウィジェットのX座標の値を変えていけば、ウィジェットが左右に動きます。 

xml  res/anim/tween.xml 

xml  res/anim/tween.xml 



 TweenTest1の16行目①と17行目②を以下のように書き換えると、画像のX位置が0から

100まで変わります。TweenTest6というプロジェクトがその例です。 

 

        ObjectAnimator animation = ObjectAnimator.ofFloat(droidImage,"x",0F, 100F); …… 

droidImageで参照されるオブジェクトの”x”という名前のプロパティを0から100まで変える 

        animation.setDuration(10000); …… 表示時間は10000ミリ秒とする 

        animation.start();  …… アニメーションを開始する 

 

 

 

＜ひとこと＞ 

Android 3.0以降のエミュレーターで標準となっているWVGA800の画面はサイズがかなり

大きく、ノートパソコンなどでは表示しきれないことがあるので注意が必要です。また起

動にもかなりの時間がかかります。Property アニメーションの詳細については、

http://developer.android.com/intl/ja/guide/topics/graphics/animation.html を参照してくださ

い。 



■VideoTest1～2 の解説 ビデオの再生 

 VideoViewウィジェットを使えば、簡単にビデオが再生できます。ビデオは、リソースと

してプロジェクトに含めたものをそのまま再生することができないので、ここでは SD カー

ドなどに保存したビデオを利用するものとします。setVideoPath メソッドにビデオファイ

ルのパス名を指定し、start メソッドで再生します。 

 

●VideoTest1 の実行例 

     

 

以下のような設定で新しいアプリケーションを作成してください。 

項目名 設定する内容 

プロジェクト名 VideoTest 

ビルド・ターゲット Android 2.2 

アプリケーション名 VideoTest 

パッケージ名 com.example.Sample 

アクティビティ名 VideoTest Activity 

* ここでは 2 つの方法でビデオを再生するアプリケーションを作ります。サンプルアプリケーションとし

て、VideoTest1、VideoTest2 という 2 つのプロジェクトを用意してあります。 

* プロジェクトをインポートしたときに、プロジェクトのプロパティーが見つからないといったエラーメ

ッセージが表示されることがあります。その場合は、［プロジェクト］－［プロパティー］を選択し、ダイ

アログボックスを表示して（特に設定の変更は必要ありません）、［OK］をクリックしてください。 

 

 まず、アクティビティが開始されたらビデオも再生されるようにします。VideoTest1 と

いうプロジェクトがその例です。なお、エミュレーターではビデオの再生はできないので、

実機が必要になります。 

 main.xml ファイルは以下のようになります。VideoView ウィジェットを配置します。 

 
xml  res/layout/main.xml 

アプリケーションを

起動すると、ビデオ

が再生される 



  1: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

 2: <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

 3:     android:orientation="vertical" 

 4:     android:layout_width="fill_parent" 

 5:     android:layout_height="fill_parent" 

 6:     > 

 7: <VideoView 

 8:     android:id="@+id/myvideo" 

 9:     android:layout_width="200dp" 

10:     android:layout_height="200dp" 

11:     /> 

12: </LinearLayout> 

 

 ビデオは SD カードに保存されていて、パス名は/sdcard/media/video/sample.mp4 である

ものとします。setVideoPath メソッドを使って VideoView ウィジェットで利用するビデオ

のパス名を指定し、start メソッドで再生します。 

 

1: package com.example.Sample; 

 2:  

 3: import android.app.Activity; 

 4: import android.os.Bundle; 

 5: import android.widget.VideoView; 

 6:  

 7: public class VideoTest extends Activity { 

 8:     /** Called when the activity is first created. */ 

 9:     @Override 

10:     public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

11:         super.onCreate(savedInstanceState); 

12:         setContentView(R.layout.main); 

13:         VideoView vView = (VideoView) this.findViewById(R.id.myvideo); 

14:         vView.setVideoPath("/sdcard/media/video/sample.mp4"); …… ビデオのパス名を指

定 

15:         vView.start(); …… 再生を開始 

16:         } 

17: } 

Java  src/com.example.Sample/VideoTestActivity.java 



 

 簡単なビデオファイル（sample.mp4）がダウンロード用のサンプルファイルに含まれて

います。ビデオファイルを SD カードの/sdcard/media/video/フォルダーの下にコピーして

から、アプリケーションを実行してみましょう。 

 

●［再生］ボタンなどを表示するには 

 MediaContoroller ウィジェットを利用すると、［再生］ボタンや［早送り］ボタン、［巻き

戻し］ボタンが簡単に表示できます。VideoTest1 のコードの onCreate メソッドを以下のよ

うに書き換えると、最低限の操作ができる MediaController が表示されます（VideoViewを

タップしたときに表示されます）。VideoTest1 というプロジェクトがその例です。 

 

    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.main); 

        VideoView vView = (VideoView) this.findViewById(R.id.myvideo); 

        MediaController mCtrl = new MediaController(this); …… MediaControllerクラスのオブ

ジェクトを作る 

        vView.setVideoPath("/sdcard/media/video/sample.mp4"); 

        vView.setMediaController(mCtrl); …… VideoViewにMediaControllerを設定する 

    } 

 

 実行例は以下のようになります。 

 

①VideoView をタッ

プする 

②［再生］ボタンを

タップするとビデオ

が再生される 

MediaControllerが表

示される 
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