
pllobo・setｴmageBjLbmap(iInagG)；

//スクロールビュー内にテキストビューを配置

rGcﾕ碗GBox･addViow(ｎＧﾕds[2]，neFLinearLayOuも.LayouじPara風s(FP，Ｗ)）１ r
CHap卿

宮
１

＞画像デー ﾀを表示する
IInQ9eViewオブジェクト｢Photo‘に仙i像データ｢orqn9e・pn9｣を表示しまず弓この例では、IIIIi而のレ

イアウトを碓秘すあだけなので､パッケージ内のリソース端でlI11i像データを炎,Ｋしていますが､リ､ノース儲は、

プログラムのソース内でしか記述できないという制限があります巴データベースに職録されたファイル端から

而像データを斐示する方法については後で解説します

Ｌ

/／リソースへのアクセスを取禍

眠り仙
一

ＲｅｓｏｕＩ･ＣＧＳ

neBourcesO1ＲＯＳＯｕｒＣＯＳｒＯＳ＝ｔｊｎユｓ・ｇｅｔ

〃イメージデータを袈示

メソッド

qQtRGsourcGsC

浬gGtRGsourcesEmdroid･content･Ｃｏｎｔｅｘｔクラス

Resource(res，Ｒ､d工awabﾕＧ ,Orange）；BimapユInagG BitInapFactorV､ｄｅＣＯｄｅ

O】詔Ｉ

ﾄｯ臓隙態寵償し臆ﾚｲｱ…膨刷為０

RGso唾ｃｅｓｒｅｓ＝ｔｈｉｓ・getResomEces(）；

パッケージ|ﾉ1のリソースにアクセスできるようにするためのResourcesオブジェクト|,ｒｅｓｌを作成しま戒，

戻り価｜メソッド

8i伽",ldccod。

ｴnlqqeViewオブジェクト｢photo｣にBitmqpオブジェクト｢inlqge｣を炎'j：します;．

photo・setｴmageBmnap(jLmage）；

型
なし

reS

dcCodGResourcG(ReSourcesres，ｉｎｔｉｄ）
制

Bitmapユ､age＝BitmapFac℃Cry,decodeResource(res，Ｒ・drawabﾕｅ・Orange）；

パッケージIﾉ､}のリソースから炎ﾉ】ﾐ１１１.能なBitmQpオブジェクトに変換します

■BjLtmapFactory､ｄｅｃｏｄｅＲｅｓｏｕｒｃｅａｎｄｒｏｉｄ・ｇｒａｐｈｉｃｓ・BitmapFactoryクラス

ﾘｿｰﾇﾍのアクセスを提供するオブジェクト

パッケージ内のリソースiｄ

引数



必setｴmageBitmapandroid,widIget;・エInageViewクラス

戻り仙メソッド引数

voidsGtXI11Q9GBitI11qI)(Bitnlqpbn1）ｂｍ汲示するBitnlqpオブジヱクト

｢res｣フォルダ内に保存されたファイルのリソースＩＤ

「res」フォルダ内のファイルには、パッケージ内で自励的にリソースｌＤが割り当てられ

ますｂ削り当てられたリソースＩＤの値は、「gen」フォルダ内のパッケージ名のフォルダ侭

の｢Ｒ,Java｣を開いて確鰐することができますも

packa貝esocym・hazama.:l8youもprojec℃_withimagGi

Pub1iCnna1C1aS8Il｛

Pub1ics“じｉｑｎｎｎ１ｃｌ“ｓＵ此ｒ（

）

pub1ics七ａＣｉｃＩｍａ１ｃ１ａｓｓｄｒａ“b１ｅ（

pubﾕｉｃｓｍｔｉｃｎｎａユinticon=ox7王020000；

pubﾕﾕｃｓｔａもicnnaユユntorange＝Ox7fO20001；

）

ｐｕｂ１ｉｃｓ世a$icnnnlcjLn弱ユayoub（nnnlcjLn弱１ayoub｛

aも１ｃＩｍａｌｉｎｔｍａｉｎ=ox7fO300001pubﾕﾕｃｇｂ

｝

pubﾕﾕＣｓ七a唾ｃ

pubﾕﾕＣ３ｔ

nnalclassstring｛

a域ｃｆｉｎａ１ｉｎｂａＰＰ－ｎａｍＯ=oX7fO40DO11

aticiinUユユｎｂｈＧﾕﾕo雪Ox7m40000；pubﾕﾕcamtiC

｝

）

０８２
■ChaptGr，ＩＩ１ＩｌＩｒＩ,ﾚｲｱｳﾄのプロジェクト
ダ
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〆

TElbleLayoutオブジェクトを使用して

画面をレイアウトする，LayoulProiecl-Wiih順ｂｌ。
画

“
『
■
■
■
” Ｆ

ＣＨａｐｌＢＩ

１８
、

LineQrLqyoutオブジェクトは､オプジェクI､を１方向にしか記脱できませんが､T上】bleLqyoutオブジェ

クトは、いわゆる喪組形式でオブジェクトを配髄することができま魂

TbbleLqyoutオブジェクトのレイアウトは行(TbbleRowオブジェクト）と列(韮本的にTbbleRowオブ

ジェクトのqddViewOメソッドによって配砥きれたViewオブジェクト)によって僻成されます１複数の列に

またがってオブジェクトをlWtすることもできますも

TnbleL<1youｔオブジェクトには、スプレッドシートやDTPソフトの炎組のように11と初から行敗×列放か

iIIII)'１1てられてい為わけではないので、‘憤れないと使いにくいかもしれませんが、現Ⅱ'1性のあるレイアウト

に適していますbTbbleLqyoutオブジェクトを使用すればテキストを表組にすることもできますｂ

TableLayoutオブジェクトを使用したテキストの表示

左の画面は、LayoutPIoieclOpKimizeE

パッケージのプログラム潅一部変更し侭

ものです含「レシピ」「作り方」のテ

キストを表粗形式で表示にする７とめに

TabIeLayOutオブジェクト転使用してい萩
す．

甲■

出Ｑ1,N照５８２４１
■画●ー｡一一‐

q

K
b

Ｌ
Ｊ

reciDgTBbIeITBbIeLayoutl

m1xlLI｢eTabIe(TBbIeLayoutl



プログラミングのポイント

配慨〃向が水､ド方向のLineqrLqyoutオブジェクト内にTqbleLqyoutオブジェクトを|記股することに

よって垂111〔ﾉﾉ向のサブレイアウトを作成します(recipごTbble)‘

また、炎紐形式で表示したいテキストをTbbleLqyoutオブジェクトを配慨して表組形式で炎示される

ようにします(nlixturernble）

ンTabIeLayoutｵブジｪｸﾄを作成してLinearLayoutｵブジｪｸﾄ内に配置する(｢ﾚｼビ:｣）
１州:Iにタイ1,ル|レシピ:｣、２行11にレシピのデータを表示するようにするためにTnbleLqyoutオブジェ

クトを仙川しま市

ｆＯ８４

ｇ露里W字票要罵ヲ

〃サブレイアウト内にテーブルレイアウトを｢郷:］

TabﾕeLayout工ｅｃ｡peTabﾕｅ＝ｎｅ再ＴａｂﾕeLayouも(t垣s)；

JLinGarLayo嘘.LayoutPamms(FP，subLayoUb[2〕､addView(zeciPeTabﾕe，nowLinGarLi

rOCipGTab1e､SelZPadding(５，０，０，０)；

rocipOTabﾕe・sotCoﾕumnSh目rinkabﾕG(０，truG)；

TabﾕeLayo唾recﾕpeTabﾕｅ＝ｎｅｗＴａｂﾕeLayo唾(this)；

Tt1bleLqyoutオブジェクト｢recipgTbblejを作成しま魂

皿TabﾕeLayoutandroﾕｄ・ｗｉｄｇｅｔクラス

コ ン ス トラクタ引数

newTDblGLdyout(ColltextcontGxt）contextアプリケーションのContext

＊現在のアクティビァィのconIextの堀合はｔｈｉｓとぶり’す

recipeTabﾕｅ・setCoﾕunmShrinkable(０，℃rue)Ｉ

FP)）Ｉ

一mbleLQyoutオブジェクト｢recipgTbble｣の列にテキストが収まらないときに自動的に折り返すように

設定します弓

画setCoﾕumnShrinkabﾕeandroid・widgot､TabﾕeLayouもクラス

戻り他メソッド |引数
対敵となるカラムのインデックス

ＶＯ１に

ｃｏｌｕｍｎ工ndex

setColunln5hrinkqble(intcolumnrndGx

，booleQnisShrinkQble〕is5hrinkdbl値

アキストの折り返しを設定

上rue自動的に折り返す

FolsG折り返さない

＊フキス|､を折り返さすに自動的Ｌ列幅を広げるよに般定するにけ、setColumnSirelchabIe()メソソドを捜用します

ChaDtQrIm面レイアウトのプロジェクト



必setCoﾕumnStrGtchabﾕeandroid.ｗﾕd屑ｅｔ･TabﾕeLayoutクラス

戻り値メソッド 引数

colun,nxndGxl対象となるｶﾗﾑのｲﾝﾃ゙ ｯｸｽ

v･idlse甥:噸噸淵柵｡'umnInde※窪Sh…,‘
テキストの自動伸頚を設定

true:自動的に幅奄伸ばす

fqlse,幅は同定

＞TableRowｵブジｪｸﾄを使用して表組の1行目を作成する(｢ﾚｼビ:｣）
炎組形式でテキストを表示するためにTqbleLqyoutオブジェクトを使用しま余TbbleLqyoutオブジェ

クト自体は､LineqrLqyoutオブジェクトI1il様に他のViewオブジェクトを配置するためのオブジェクトです弓

‘だ際には、さらにTt1bleRowオブジェクトを畑ifすることによって行を作成します？

//テーブル行を作成してテーブルレイアウト内に配置

TabﾕeRo曹ｔユbユＧ R◎官＝ｎｅｗＴａｂﾕeRoW(thﾕs〕；

rec亜eTabﾕ０.addVie背(軍もﾕeRow，newTabﾕeLayOut・LayollじParams(”，ＷＣ))1

画七1eRow.＆eじ恥ckgroundCo1or(color､躯b<0,255』255)）；

//テーブル行内にテキストビューを配職

域型eRow･addVﾕＷ(meﾕdTiセユe[2]，ｎＯＷｌ､ableRow,LayoutP唾ams(FP，ＷＣ)）l

ne1dTiセユｅ[2]・BetGmv雄y(Gmvity.LEFT)；

iieldTitﾕ0[2]・ＢＧもTe燕(”レシピ：'i)；

TabﾕeRowbibﾕeRow＝ｎｅｗTab:LoRoW(this）；

TtIbleRowオブジェクトの配列｢titleRolAdの各要素に代入するTtIbleRowオブジェクトを作成しま税

酒TabﾕeRoWandroid､widgetクラス

コン ス トラクタ引数

l1GwTtIblGRow(Contextcontext）ContextアプリケーションのContext

*現在のアクテイヒテイのContextの場合はthisとなりますｃ

＞砲bIeRowｵブジｪｸﾄを使用して表組の2行目を作成する(｢ﾚｼビ:｣）
２行IjもI‘'j服にTnbleRowオブジェク１，を配Wけることによって行を作成します１２ｉｊ:11にはTExtVievv

オブジェク1､を配|iｿtするためのScroUViewオブジェクトをIWfしますI,ScrollViewオブジェクトの'１１に

定xtViewオブジェクトを配侭することによってテキストが収まりきらない場合にIEI助的にスクロールされる

ようにするためですも

//テーブル行を作成してテーブルレイアウト内に配置

TabﾕeRowreCipeRo評＝nevJTabﾕeRow(ｂhis)；

,……u(ｵプジ…陵､ﾙて函画鱈ﾚｲｱ…Ｉ
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Ｆ
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o８Ｇ

rGcipoTabﾕe,addView(rocipGRow，ｎＧｗＴａｂﾕeLayoub‘LayoubParam8(FP，ＦＰ)）I

mciponow,ＢＧ細ackgroundColor(ＣＯﾕor・rgb(255,266,256)）；

/／スクロールビューを配置

SCrOﾕﾕVie百recipeBoX＝加硫ＳｃｒＯｎＶﾕｅＷ(this)；

recipeRow.addView(rocipeBox，nGwTab1eRo官.LayOut8Params(340,ＦP>）I

rocipoBox､BobBackgmundCOﾕor(Co1oxP･rgb(255,255,255))；

/／スクロールビュー内にテキストビューを配置

recipeBox・addV1ew(fieﾕds〔2]，ｎｅｗＳｃｒＯﾕﾕView､LayoutParaIn8(FP，NC)）Ｉ

＞T嵐hloIayoutｵブジｪｸﾄを作成してScrollViewｵブジｪｸﾄ内に配置する(｢作り方:｣）
「作I)ﾉj：」は、帯号と晩Iﾘlをそれぞれ災の1列11と２列'1に炎,するようにします炎組形式でテキスト

を表,穴するためにTnbleLQyoutオブジェクトを使用しますb

ScroUViewオブジェクトの中の炎示を表組形式で表示するためにTbbleLqyoutオブジェクトを使用

し謝干,ScrollViewオブジェク1,もLineqrLqyoutオブジェクトlIill縦に他のViewオブジェクトを配価す

るためのオブジェクトなので、’１１にTqbleLqyoutオブジェクトをiWtすることができまれ

ノノテーブルレイアウトを作成してスクロールビュー内に配置

TabﾕGLa9rout唾燕u工eTab〕Ｌｅ＝neWTableLayo唾(thﾕs）；

miXtUreBoX・addVie漬(、菰tUreTnbﾕ０，newLinearLayOut･Layo此PammS(ＦＰ，ＷＣ)）l

miX仇ⅨeTable・se世BackgrOundColor(Co1or･r8b(255,255,255>〉；
mixl;urGTabﾕG,setCol,ImnSh工inkabﾕG(ﾕ，true)；

TabﾕeLayoutmixt唾eTabﾕｅ＝ｎｅｗＴａｂﾕeLayout(this)I

TbbleLdyoutオブジェクト｢mixtLlrEmqble｣を作成しま栽

騒ｍｒａ型eLayouも()割PO84

mﾕxtureTab1e･setCoﾕumnShr:inkabﾕｅ(１．セエue）；

Tqbl,eLqyoutオブジェクト｢lnixturgTtlble｣の２列1１（インデックス{Wけが1のﾘ)にテキストが収まら

ないときにMiIj的に折り返すように股だします可

瞳慰＆etCoﾕ…Sh工inkab1e()-'PO84

劃c…『I”ﾚｲｱｳﾄのﾌ゚ﾛジｪｸﾄ



＞砲bleLayoutｵブジｪｸﾄ内にT白bIeRowｵブジｪｸﾄを配霞する(｢作り方:｣）
T1qbleLqyoutオブジェク1､に必災な行政分だけT1qbleRowオブジェクトを配W(すゐことによってＶｉｅｗオ

ブジェクトをIWiするための行を作成します､TbbleRoWオブジェクトにViewオブジェクトをiWtしていな

い形態では、列に相当するものはありません。

//テーブルレイアウトにテーブル行の配列を配置

TabﾕeRowmtableRows＝ｎｅｗＴａｂﾕGRow[6]ｉ

ｆＯｒ（inbdL垣0；ユくむablGRo脂.ｴgngth；i+十）（

tab1eRows[ﾕ］＝newTab1oR”(this)；

mixtjUrGTab1e‘addView(tab1GRows[土]）；

”b]・oRowB[i〕､setPaddinz<１，１，１，ユ)；

］

Tab1eRoWUtableRows＝ｎｅｗＴａｂﾕeRow[6］；

TbbleRowオブジェク1､の配ﾘ｢tqbleRowslを作成しま戒

tabｴeRows[i］＝ｎｅｗＴａｂﾕeRow(this)；

TqbleRowオブジェクトの配列｢tqbleRows.の各要糸に格納するTtlbleRowオブジェクトを作成しま魂

懸⑬Tabﾕ｡Row()部PO85

ンテー ﾀを表示するための形xtViewｵブジｪｸﾄの配列を作成する
表内に実際に表示するテキストは､行数×列数分のTExtViewオブジェクトの配列を作成して怖納します

こうしておくと、後でTqbleRowオブジェクト内にTextViewオブジェクトを配Niする際に規則性を使って

miiiiに処｣1Mできま水！

//データを表示するテキストビューの配列を作成

Te燕Vie頁[][］rowDaba＝newTexWie官[6][2]；

for（inもﾕﾆ0；ｉくむabｴCROwS､１ength；ｉ侍）｛

ｆｏｒ（inCj塵O；ｊく2；ｊ升）〔

row､【“[i][j］画nQWTGXWiGw(this)；

rOWData[i][j].…G“V北y(Cravity.L昨I，)；

ｒｏｗData[i][j]･se七Padding(５，０，５，０)；

錘（j＝0）ｆ

ｒｏ叩aゼa〔i][j]･sBtTextCoﾕｏｒ(ＣＯﾕor､rgb(０，０，２００))Ｉ

Typo血Ｃｅ･BOLD）’mWDa七a[i][j]･BOtfrypGf…<nul1，TypOfD

）Ｏ１Ｂｏ｛

rOWDam[i][j]･BetTextCoﾕor(CO1Or,rgb(Ｃ

）

０，０)）】

１．噸剛…u1馴ﾌ…畷凧して岬曜ﾚｨｧｯﾄ崎、

〆

CHap卿
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ト

）

｝

＞TabIeRowｵブジｪｸﾄ内に花xtViewｵブジｪｸﾄを配置する
仔行のTbbleRowオブジ聾ク1､にﾘ激分だけTExtViewオプジェクi､を配慨します弓この例では６×２で

すbtqbleRows､1eI1qthは↑鰍と致しますt，

//テーブル行内にテキストビューを配置

for（in七ユーO；ユ＜tab1GRo”.10ngbh；ｉ+÷）（

ｆｏｒ（”もｊ=oZjくＺ；Ｊ++）（

”bﾕGRoWS〔i]・addViOw<rowmta[i][j]）ｌ

）

｝

１

テーブルを表組のように郵線で囲む方法

粕bleLayoutオブジェクトを使って罫細で凹まれた表組を作りたいことがあるかもしれ

ません。ところが、TableLayoutオブジェクトは、単体のオブジェクトでテーブルを表示

するわけではないので、罫線のようなブロパティはありません。

１つの方法として、TableLayoutオブジェクトとTBbleRowオブジェクトの内側のマー

ジンおよびTExtViewオブジェクトの外側マージンを股定することによって、Ｖｉｅｗオブ

ジェクトの背景色を罫線に見えるようにすることができます。

『
●

．
〃

。弓ム

Ｉ
Ⅳ

－耐bleLayoutの上の内側マージン

TeXLVieWの左の外側マージン

降画ｒ画

堤

rO暇Data[i][j］,set'roXtSize(14.of)１

ｒ剛蝋2ジン

|トー’｛衿

&当Ｉ砦

』Cha,‘e『I鋤噸ﾚｲｱｳﾄのﾌ゚ﾛジｪｸﾄ

－TabIeLayoutの

右の内側マージン

副韮１

Ｌ
噸bleLayoulの左の内側マージン TBbIeLayoutの下の内側マージン



〆

云云TabIeLayOUtの列幅を変更するプロジェクトＴcsi耐bIeLayou，

。
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】烏息

宇
守
“
日
Ⅱ

」
…
一

Test-丁qbleLqyoutプロジェクトを’ﾉ4ifすると６行×４'1のテーブルが表,jくされゐことを脈惚できま･ﾘ刊

〔-F10」ボタン誤ﾉとは１１０〕ボタンにタジ

テすると昔列の幅を１０ピクセルずつ劇

減させることが．ごきます５列目の列掘

は自動的に削繋されま説

＊左の例でＩＪ２列日な’４０ピクセル(‘､iMI

孟凹早圃ヨ四コ

F甲硬｡Ｅ鎚旬③でミ牡一一心･'一Ｌ，、ｂｑ９

Ｌ

'’

21

11

111

51

111

Ｚ
２
２
２
１
７

Ｉ
２
Ｊ
４
５
ｆ

咽 Ｔ 名Ｉ５

２３Ｚ４。＄

羽那 罪

０１１４ｔ４２

５ １ ３４弱

邸“ 酌

1列目ｇ十１０．１０
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表組を作成するプロジェクト SampIembIeLavoul

＝

ｑ

Ｌ
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Tt1bleLqyoutをI畑Iした喪組には行と列がありますこのサンプルは、鵬木的に５行×４，

TbbleLoyoutオブジェクトで作成します１－部のセルは、隣接するいくつかの･ヒルと結合します

このサンプルは、鵬本的に５行×４列の炎組を

;|INN紬,ふく

起動すると、画面上に６打(裳行富dIj）×４

ｸI｣の表糊が表示さ、まず煙１１テロＭ、列桐

な股定するためだけに憐用し訳す‘，

この例では、一部のセルを結合りるため、

とりあえ融先頭行で喬列の固有の列禰准

設定しています。セルの結合をし芯い賜合
は、この先頭行1Ｊ』胤蓉ありまｕん

’
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鱒 プログラミングのポイント

TtlbleLqyoutオブジェクトの扱いで股もIm倒なのは、各列の|禍の縦走でしょう，テーブルのﾘ幅は、

各列に配置きれたViewオブジェクトの|，i雌情慨(TtlbleRowのプロバテイLqyoutPQrqnls)によって決定

され為ので､1和にTbbleLqyoutオブジェクトに対して11幅の殻定を行うことができません《，この例では、

寮111の先航行を1,1‘ijIri)-ゐことにJ:ってfWllの列lIjMを拠際のViewオブジェクトをlFiIlWけゐIiiIに股定していま

すも雌終的に先蚊の空l'|行の,Wiさを０にしてしまうという方法で顎、

＞‘先頭行のTabIeRowｵブジｪｸﾄを作成してTExtViewｵブジｪｸﾄを配画する
TbbleLqyoutオプジェク1,の先頭行となる.､qbleRowオプジェクI､の１１１１ﾘを作成し、配列の各漉紫に

TQxtViewオブジェクl､を細i'Ｉします計

TabﾕeRowheadRO軒＝ｎｃｗＴａｂﾕeRoW(℃his)；

TeXtV1酔[］ｒＵﾕｅｒ宮、“TeXWiGW[4]；

TabﾕeRow・LayoutPamms[］ｒｕﾕerParams＝ｎｅｗＴａｂﾕeRo鴬.LayoutPamms[ｍﾕer.10,9th]１
ｍaユｉｎｂ[］rulorWidbh画（ﾕ００，３０，６０，１２０)；

for（ｉｎｔｉ=0；土くruﾕer･ﾕengIzh；ｉ十十）｛

）

ru1er[i］＝ｎｅｗＴｅｘＷｉｅＷ(this）１

、ﾕerParaJns[i］＝ｎｅｗＴａｂﾕeRow・LayoUtParamsO1

m1QrPamms[i］．width＝ruﾕGrVidth[乱］；

hGadRoW･addViGW(ｍﾕｏｒ[i］･rUlOxpPmgamB[i]）１

iｆ（iX2龍O）｛

ｒｕﾕer[i]・己OtBaCkgroUndCoﾕor(COﾕor・rgb(２５５，０，０)）；

）ｅﾕsｅ（

ruﾕer瞳〕･sebBackgroundCO1or(Co1or・rgb(255,175,』75))；

）

TabﾕeRow・LayoutParams[］ｒｕﾕerParams＝ｎｅｗＴａｂﾕeRow,LayoutParalns[ru1eヱユength]；

TnbleRowオプジェクl､のLqyoutPqrqmsプロパティの配列｢rulerPqrqllls」を作成します?、これらめ

プ1コパティのiwiuﾘは、先航行のff11のレイアウト1.1'州(を股だす為ために仙川しまれruler･len9thは、

配列｢ruledのサイズを炎しま水、

rulerParams[i］･widもｈ＝ｒｕﾕerWidth[i］；

TtlbleRowオブジェクトにTExtViewオブジェクトを配慨するときの帆を股定するプロパテイを股定しま

炎設定値は、int型の定数の配列の喫紫で指定しまず

ﾄ…I…u《ｵフジｪｸﾄ"１８ﾙて鰯両腫ﾚｲｱｳﾄする#
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OIgF2

＞砲bleLayoutｵブジｪｸﾄに先頭行の脂bIeRowｵブジｪｸﾄを配置する
TbbleLqyoutオプジェク1,に先皿行となるTbbleRowオブジェクl､をⅣｌｊｌｉ'tします可このとき、一冊ｲiのI」

(インデックス榊り･3'をllIIilIilいつぱいまで101動的に伸びるように批定しま.､胴

tabﾕeLayout,addVi”(hGadROw)Ｉ

tabﾕeLayout･SGtCo1unmStrotchabﾕｅ(３， true）；

tabﾕeLayout・setCoﾕumnSもretchable(３，true）；

TbbleLqyoutオブジェクト｢tQbleLqyout｣の４列｢1の蛎を門動的に画而いつぱいまで伸ばすように畿

定します１

露齢…Colu1nnSCrOじcllabﾕe()-IPO8５

＞ﾃー ブﾙ行内の列を結合用するためのパﾗﾒー ﾀを作成する
TqbleRow､LqyoutPqrqnls易I･プジェクトを作成し、テーブル↑ｊＷの列を結合するためのプロパテイを股

定しまれ

TabﾕｅＲｏｗ･凪ayoutｐａｍｍｓｊｏﾕntT”＝neWYrabﾕeRow､LayontPara』ns()；

TabﾕeRow,Layo唾p垂aｍｓｊＣ iｎｔThree＝ｎｅｗＴａｂﾕeRoW・Layou七Pａｍｍｓ（）：

join力r首。､Spa、＝２；

joﾕ､力ThreG･ｓｐａｎ＝３；

Tab1eRow・LayoutParamsjointTwo＝newTableRow･LayouWParams()；
TabﾕeRow､LayoutPa工amsjoﾕntThree＝ｎｅｗTab]LeRow,I4ayoutParams()；

mbleRowオブジェク1,のLqyoutPqI､qmsプロバテイ｢jointF1Wo｣および｢jointThree」を作成しま

すうこれらのプロパティのlWIlは、隣接する列を諾合するために伽I)しまず弓

患⑳ LinoarLayout･LayoutPamms-lPO53

ｊｏﾕ亜Two・span＝２；

jointThree・span＝３；

TqbleRoWオブジェクトにTExtViewオブジェクトを配慨するときに結合する列数を設定するプロパティ

を股だします脂定したﾘ放分だけ炎のセルが紬合されます帖合されるセルは､イi側に隣接すあセルで寸司

＞TextViewｵブジｪｸﾄを作成してTabIeRowｵブジｪｸﾄ内に配置する
５×４のT道xtViewオブジェク1,の配列を作成し、TnbleRowオブジェクトの配列の各行にｲlIjliする災,{§

にTextViewオブジ鋸クトの配ﾘの各典雅を配iiftLまず７

Tex七Vie育口口rOWData唾、“TextView[5][、ﾕer,１en群h]１

リChapter1画而ﾚｲｱｳﾄのﾌ゚ﾛジｪｸﾄ



５

for（inもｉ=ｏｆｉ＜r“Data・ﾕengCb；ｉ++）（

ｆｏｒ（ｉｎｔｊ貢0；ｊ＜rowpaha[i]､1engb11；ｊ++）｛

roWDaba[i][j］声、“TeXbView(通his)；

七abﾕeRO軒s[i]・addVえe再(正“Data〔i][j〕）；

rowData[i][j],setCravi乞y(Gravﾕty.CEMT醜)；

rOwDa世a[ｴ][j].setBackgroundCo1or(C◎ﾕor･略b(255,妬5,255))ｌ

ｒｏｗＤｎ”画[j]･ge℃Tex七color(ＣＯﾕｏｒ･rgb(0v０，０>)；

rowDaもa[i][j]､BcbTexbSiZo(14.of)；

随ｐ
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願
恥
君
Ⅱ

冨壷両

ﾒｿｯﾄﾞ｜引数
toString〔ｉｎｔｉ）ｉ文字列に変化したい確致

戻り値

StrinE

bring(i)＋Ⅱ一''十ｴnteger・toStmn侭(1)）；rowData[i］[j］ ､setText(ｴnteRer.ｔOＳ

｝

｝

rowData[i］［j］・setText(工nteger・toSもring(i)陰Ｉ''一'１．１‘Integer，toString(j)）Ｉ

TqbleRowオブジェクトに配侭済みのTExtViewオブジェクト「rowDqtq[i][j]」に表示する文'祇列を

,没推しますi，表示する文字列は、行と列のインデックスを｢－|で結合した文‘i:列でま．

mtoSもrinlq5java､ユang･ｴntegerクラス

roWDa”[O]［1］･setBackgroundCoﾕor(ＣＯ１ｏｒ,rgb(175‘２５５，１７５)）１

row､@k“[幻［1〕.S姉LayOutParalnE(.OintThrOQ)；

roWData〔2][1]・sGtBackgroundCoﾕor(ＣＯﾕor・rgb(176,175,266>)；

mbleRows[2]・rGmovcView(rowData〔2][2]）；

、bﾕeROws[2].removeVﾕcw(工oWData〔2][3〕）；

'･ＯＷＤ“a〔3][O]･setLayoutParamS(jointTWo)；

rowData〔3][O]・BctBackgrOundCoﾕor(ＣＯﾕor､rgb(175,256,175)）I

tab10RoWH[3]・romoVOViQW(｡qowData[3][1]）；

roWDa”[4][O]・SetLayou芯Param3<joint8Throo)；

rowData[4][O],setBackgrOundColor(ＣＯﾕorﾜrgb,(175,175,255)）；

babﾕeRows[4]､reEIovcVi“<rowData[4]〔1〕）；

babﾕORC首s[⑨.r”ovcVi“(rowDa℃a[4］[2]）；

,…,…u《餅プジ…職厨して"態ﾚｲｱ…１

＞ﾃー ブﾙ行内の特定の列を結合する
テーブル行内の時定の列を総合するためのブロパテイを股定します

.工emoveVieW(rowData[O][2]）；

[1]・SetLayoutParams(jomtTwo)；rowData[O］

:013mｇ

ｂａｂユ恒 Rows[O］



rowData[O]［1］・setLayoutParams(jointTwo)１

T1qbleRowオブジェクトに配仙済みのTextViewオプジェク1､「rowDqtq[O][1]」に、イillIlの列を含め

て２列結合するためのLqyoutPqrqnlsプロパテイ｢jointTWo｣を投定しまれ

tabﾕeRows[O]・reInoveView(rowDat;ａ[O］［2]）；

結合されたセルの１１'蝋にﾉ直々配置されていたTextVieWオブジェクトをmbleRoWオブジェクトから削除

しま説この例では、先頭行を除く５×４のTextViewオブジェクトを配列で機械的に配価しているので

特定のセルを結合した場合、元々 配個されていたTextViewオブジェクトが余ってしまいますｂこの例で

は､余ったTextViewオブジェクトをテーブルからi1lIl除していますが､固定したテーブルを作成する珊合は、

維合を粋航してセルとなるＶｉｅｗオブジェクトをⅢﾉjllしていけば、後で|'jlI除する必嬰はありません!，

凶removeViewandroid､ｗｉｄｇｅｔ・TableRowクラス

戻り値メソッド引数

voidrGnloveView(ViewvielDｖｉｅｗ親ビコーから削除するピュー

鴇ﾝﾄ侭

Ⅱ
「

衷組に空の先頭行を付ける理由

本冨では、TableLayoutオブジェクトを使用して表組をする際に、各列の幅を設定す

るために空の先頭行を付けています。この理由は２つありま魂

１つは、表内のデータを表示しなくても各列の幅を決めてしまえることです。

T1ableLayoutオブジェクトのは、それ自体が他のオブジェクトを配置するためのオブジェ

クトなので、最終的な形状がイメージしにくいと思いま式そこで、仮のレイアウトをして

しまおうというわけですｂ

もう１つの理由は、データを表示する先頭行の列を結合する必要がある堀合、各列の逗

本幅が先頭で決まらないということですも空の先頭行を付けておけば、実際の先頭行が２

行目になるので、この問題を防ぐことができます。

０９４

■Chapterl画面ﾚｲｱｳﾄのブロジェクト
４



I)、必嬰に応じてＭ‘たい部分をスクロールして1,,Lられゐようにしてい細可

０

Ｌ

ＰＥ

･il． ScrolMewオブジェクト内に複数の

オブジェクトを配置するLayouiProiecI-AI1lnScr｡,,，
ず
ＣＨ８ｐｔｅｒ

ｌ
rO、
bqU』

，

,…,M鋤…卜"に"の……誉匙

スマートフォンのimMiサイズは、手のひらの大きさ細虻しかないので１ImiIIIiに一皮に炎,J：可能な1解雌tは

肌られま魂より多くの情慨を表示したいときは、「lII1il｛Iiを切I)伴える｣か、または｢スクロールさせる｣等の

ﾉj法が必笈になりますｂ

この例は、カクテルのレシピのデータなので、無水１１'柵として｢名Iil」「ベース」「写真ｌ「レシピ」までを

州IJMと,】〈すあように１，１１定し、「作り方|以|､､の．h1i+|iをすべてScrollViewオブジェクトIﾉﾘにNl｣llfけることによ

一

0１３１５

方の画面は、LayoutPrDIectWlIhlもble

バソクジのプログフム荘部変!』Mしﾉと巳

のでリ「什り方」以1.のテキストを表‘狐す

る刻ブンエクトなりてＳｃ『OlIVicw内IＬ

配置しているので､翌ｙ,しきれていない部

分をスクロールして袈示することがで竃談
ｑ

Ｓｃ｢ollLavoui<ScrollView】

Sc｢ollViewオブジェクトを使用した複数のオブジェクトがスクロールするインターフェース

癖
恥
．

●



ことスクロールするので間湖ありJ:せん

Ｖｌｅｗオブジェクト

Sc『olIViewオブエクト内に サブレイアウト

用のＬｉｎｅ副Layou画ブエクトを配賦し3：

す各LInearLEWout功ブェクトは高さｂ；､は高さが

巨勤的に内部のＶＩＧＷオ ブンェクトのワイズ

に合わせられるように澱がｌＩ－ｊ款幽

Sc『ollViewオブジェクト のけイズは固浄で

すが、ScrollViewZ’ プンコ:クト内のｖｌｅｗ刻

ブジェクトの高さが通化してい レイアウト

baSeI‘aVout・addViGw<BubLnyOUt[7J，ユayoutP型ams[7]）！

baseLaVouも､addViGw(aUIr1Scron，top恥rgin)１

Ｆ

Ｏ９６pChapterl脚imﾚｲｱｳﾄのプロジェクト

喝
１
‐
§

.Ｌ Llne8rLaVoUtオブジェクト

ScroIIViewオブジェクト内に他のＶｉｅｗオブジェクトを配置

＞ScrollViewｵブジｪｸﾄを作成してベースのLinearLayoutｵブジｪｸﾄ内に配置する
まず；部分的にスクロールさせあIlIIiIiIiを作ろために、ScrollViewｵ･ブジェクト｢qllInScroll.lを作成

し､べー ｽのLineqrLqyoutｵブジｪｸﾄbqseLQyout｣内に|､蛾します1

プログラミングのポイント

ScrollViewオブジェクト内には、通常1つのViewオブジェクトしか記慨できませんがＶｉｅｗオブ

ジェクトを直接ScrollViewオブジェクト|ﾉ1に配置せすミ耀初にLineqrLqyoutオブジェクトを１つ

ScrollViewオブジェク1､|ﾉ､lにlMi'tしておけば､そのLineqrLqyoutオブジェクトlﾉ､lに似数のViewオブジェ

クトを配慨することかできます

//スクロールピュー作成してを鹿置

SCroﾕﾕVie群ａﾕ血nSCron唾Gnc背ScrollVie費(this)；

Lino唾Layou＄.LayoutParumDtopl’趣gin室、e首Line泣Layouも､Laym此Ｐａｍｍ(FP，350)I

topMaxFgin､BebMnrginB(０，１０，０，０〉；



this）Ｉ

伽叩

Ｆ
酬
迩
Ⅱ

Ｌ

//スクロールビュー内にサブレイフアウトを混似

LinearLayouCsCrOﾕﾕL&youじ画nQWLinearLayOUじ(じhis)i

scroﾕﾕLayou七.seb0rienba唾on(LinGarLayOUC.VERTxCAL)】

aﾕﾕｴnScroユユ.addView(scroﾕﾕLayouも)；

＞ScrollViewｵブジｪｸﾄ内の最初のブﾛｯｸをﾚｲｱｳﾄする
今までに作成してきたパ･ソケージの７'クティビテイのレイアウトとｌＩｉｌじ甥航でＶｉｅｗオブジェクトを作成

し、配慨していきま炎ScrollViewオブジェクト|ﾉ､lにはScrollViewオブジェク|､を配Wtせ領すべて

TExtViewオブジェクトを配ｌｉｗ比ま説なぜならScrollViewオブジェクトIﾉ､lで奄休をスクロールさせるので、

TextViewオブジェクトの商さ(蝿にしなくていいからで．i)マ

オブジェクトを入れ]%にするjﾙ合、入れる順序によってはエラーが発ﾉl§す為jﾙ合があるので注蹴が必撰

です；

〃スクロールするエリア内にサプレイアウトを混置(最初のブロック）

BcxO11LayouC・addViw(subLayou楢[3]，llQwLinearLayouE.LayoutParams(”，ＷＣ))；

subLayout[3]･addViow(伽ﾕdTiE10〔3]，nowLinearLayouも.LayoubParams(100,”)）１

,LayoutzPaエ

//テーブルレイアウトを作成してサブレイアウト内に

TabｴeLayOuCmixtureTable＝nGwTablGLayout〈

記置

＞LinearLayoutｵプジｪｸﾄを作成してScrolIViewｵブジｪｸﾄ内に配画する
ScrollViewオブジェクト|ﾉ､】に似政のViewオブジェクトをH,liiItすることはできません似欺のViewオ

ブジェクトを配概できるようにするために、LineqrLQyoutオブジェクトIscroULqyout」を作成して

ScrollViewオブジェクト｢qllｴnScrolL内に配置しておきますも

爽際にデータを炎,パすゐためのTextViewオブジェク|､やTnbleLoyoutオブジェクトは、

LineqrLqyoutオブジェクI､「sCrollLqyoLItj内にさらにサブレイアウ1､を作成して|ｉＷｌＬま寸司、･ﾘ･ブレ

イアウトの作成のしかたは、今までに作成したパッケージのアクティビテｆでは、ベースがLineqrLQyout

オブジェクト｢boseLQyoutjであったのに対して､LineqrLqyoutオブジェクト|scroULqyout｣がベー

スになるだけで後はIIilじで承

SUbLayoUt[3]・addViOW(IniXl8UreTab10，nOwLinearLayout ams(”，ＷＣ)）Ｉ

lmixturGTabﾕe･sGbBackgroundCo1or(COﾕｏｒ､r8b(２５５，妬５，２５５)）l

miX蛾lreTabﾕe､SebCoﾕUmnSl1rinkabﾕG(１，true)；

//テーブルレイアウトにテーブル行の配列を配澄

TabﾕeRow[］tabﾕeROWS＝ｎｏｗ，rK1bｴOROW[4]；

西ｏｒ（1ｍｚｉ=0；ｉくtab1eRows､10,9℃h；ｉ++）（

七abﾕeRows〔ji］詩、０百Tab1InRow(chlB)；

画嘩bureTabﾕe・addViow(“bﾕORows〔i]，、“TabﾕeRo軒.LayoubPar”g(”，ＷＣ))；

七ab1eRows〔ﾕ].se七Padding(』，１，１，１）；

|･gScrollViewオブジェクト内に慢数の計ブジエクト聯源間する ＃
nugmm



｝

//データを表示するテキストビコ.－の腿列を作成

TexWﾕｅＷｎ[］roWDam画ｎｏＷＴ０ＸＷｉｅｗ[6][2]；

for（ｴnCi吉0；ｊLくじablenows､１ength；ｉ+÷）〔

ｆｏｒ（ﾕｎｔｊ誕O；ｊく2；ｊ++〉〔

ｒ”､“a[』][j］唾ｎｅｗＴＱｘｗﾕcw(唖ljLs)；

rOwDa“[L][j］・闇OCCmvit;y(Gmviもy､LEFT)；

rOwDHmい〕[必“bPadding(5,0,5,0>；

並（j==の〔

ｒＯ罵Data〔i〕[j]・seぽex七color(COﾕor・屯b(０，０，２００))１

｝

｝

rowData[i][j］ ､setTypefacO(nuユユ』 Tvpeface・BOLD）１

）ｅﾕ8口｛

x･oupnbn[j､][j]、BWl，GxtzCOﾕor(Co1or･屯b(０，０，０))１

〕

rOWDabbL[]］[j］・紺GbTeXtSize(14.of)；

//テーブル行内にテキストビューを配置

fｏｒ（1,上ｉ=o；ｉ＜もableRo”､1engbh；１詩）（

垂oｒ（ｉｎｂｊ=0；ｊ＜兜；ｊ吾）｛

tabﾕGR“S〔i］・addVie鷲(rO賀pata[i]〔]，nGWTab1DRoW､LayoUtPamms(VC，ＷＣ))１

）

）

rowData[i][j］・setTypeface(nu11，Type竃ace,BOLD)；

泥xtViewオブジェクトに表示される文字列を太字に般定しま寸

■ｓｅ℃Ｔｙｐｅｒａｃｅａｎｄｒｏｉｄ｡ｗﾕｄｇｅｔ,TextViewクラス

戻り{画メソッド 引致

vｏｆｄ

tf

5etTypefQce(Typefqcetf，intStyle）
style

テキストの害体

プキストの太さ．制体(Typefdceの定数)を股
腫

＞ScroIlViewｵブジｪｸﾄ内の以下のブﾛｯｸをﾚｲｱｳﾄする
以ﾄ゙ のブロックについても全くｌｉ１ｌ様です下

/／スクロールするエリア内婚レイアウト（2希目のブロリク）

scrOnLayout,addⅦ“(gubLayou追い]’１ayou七Params[4]）；

subLayoub[4].addVﾕ“(me]driもｴe鰹]，neﾕdTi七leP垂ams[4]〉；

０９８

’』Chapte『'画面ﾚｲｱｳﾄのﾌ゚ﾛジｪｸﾄ



//スクロールするエリア内をレイアウト（4番目のブロック）

gcrolﾕLayout,addView(subLayOut[6]，エayoubParu1ng[6]）；

sub１.ayou幽[6].a“VjLe訂(aeﾕdT並１e[8]，jiGﾕdT北ﾕoPar”圏[8]）I

subI‘ayout[6]・addVieF(風eﾕ｡s[8〕ﾛｎｏﾕdParams[8]）；

subI"ayout厩]・addView(恥ﾕds腫］，jieﾕdParams[4]）；

fioldP唾ams[4].唾d七ｈ種125；

BubLayoub皿]・addview(neldTiも1G[5]，伽1.r江1oPam』nｓ[5]）’

neldr並ﾕQPar麺S[5]・SetHa工gins(１０，０，０，０)；

subLayo嘘腔].addVﾕe甘伍e1ds[5]，ＥｅﾕdParBms[5〕）；

nG1dParjqm賃[5]･宮idth宮125：

１０
９
ｏｐ８

Ｆ
ｒ
剛

１

Ｌ

//スクロールするエリア内をレイアウト（3稀目のブロック）

BcrO11Lnyout､addVi“(subLayo此[5]，ユayOuCParams[5]）；

subLayou七[5].addView(fie1dTえClG[6〕，neldTi唾OParamS〔6]）I

SUbLayout[5].addView(且eﾕds[6]，fieldParams[6]）；

IiGl､dParajnS[6]・width二125；

BubI0ayoub[5]・addWew(ne1dTib1e[7]，ｎｅﾕdTi･じﾕQParumB[71）I

HOﾕ｡'1,北lOParamBm,set1.1arginB(１０，０，０，０)；

subLayoub[5]‘addView(fieﾕds[7]，jieﾕdPaLrajns〔γ]）；

nGﾕdParams[7］．Width＝１２５：

,…｡,lvi､咽プジヱｸﾄ閥に…ｵプ…庭鱈蝿０

レイアウトは、ＸＭＬ派かコード派か？

本圏では、基本的に、ListViewオブジェクトやGridVlewオブジェクト等で使用するア

ダプタ内のInflater以外は、画面レイアウトをすべてコードで記述していま説

ＸＭＬで記述したレイアウト情報は、他のアクティビティやパッケージに移行する場合、

コピー＆ペーストで移行できるので、汎用性がありますもただし、オブジェクト配列を使

用できないので、個々のＶｉｅｗはユニークな名前を持たなければなりません。

いずれの方式がいいかは、プログラミングする人の好みによると言えるでしょう。いず

れにしても画面をレイアウトするソースは、規則性があるので、Excel等を駆使して自動

的にＸＭＬやＪａｖａのコードを生成するしくみを作ってみてはいかがでしょう。

01819



ｌＯＣ

〆

Ｖｉｅｗオブ．ジェクトのレイアウトの要領

＝

スマートフオンの画而レイアウトは、ほとんどの場合、似数のViewｵ･ブジェクトの配佃によって｛&成され

ていま京一兄似雑なレイアウトでも、リミは１１ﾘﾒi）形のViewオブジェクトを入れj亀にしてＩｆぺるだけで-ｳ弓

''''1而レイアウl､を股,汁するときは、次のlllIi序で楼えると愈外に簡単です；

データ衷示用に適したＶiewオブジェクトを選ぶ

Viewオブジェクトには､｢データを吹接炎水するもの｣と｢他のViewオブジェクトを配隅して表示するもの」

がありま哉これらのViewオブジェクトの'|』から表示したい内容に適したViewオブジェクトを選択しましょ

う水ｉＩドで仙川しているViewオブジェクトは以下のとおりですI,

データ表示・入力・クリック用のＶｉｅｗオブジェクト

例１TextVﾕｅｗ→ＰＯ６２

例２Button→ＰＯ７３

例３エmageVieW→ＰＯ８０

例４EditTGxt・Ｐ1８０

選択肢を選ぶためのＶｉｅｗオブジェクト

例１spinner-・Ｐ181

例２RadioGrouP(RadioButtonを含む） 陽P1I唖

他のＶｉｅｗオブジェクト配置するためのＶｉｅｗオブジェクト

例１LinearLayout→ＰＯ４８

例２Ｓcro11View-PO69

例３TabﾕeLayout(TabﾕeRowを含む）一・ＰＯ８４
例４Liswiew(アダプタでv:iewオブジェクトを表示）→Ｐ１９５

例５GridViGW(アダプタでV土ｅＷオブジェクトを表示）→Ｐ２２０

鱒…わ瞳て縫うviewｵプジｪｸﾄの組み含わ瞳渥作る
Ｖｉｅｗオブジェクトの中には、ScroUViewのように他のＶｉｅｗオプジ采クトをI兇侭するためのものがあI〕

ますモ組み合わせる必要のあるＶｉｅｗオブジェクトがある場合は、ま｡ヅミそれらの組み合わせを作っておく

蟹lCh｡p(er1噛繊ﾚｲｱｳﾄのブﾛジｪｸﾄ


