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10-5AdMaker広告配信SDKを利用する

追加したのは、⑳の部分です。ダウンロードしたSDKに同梱されているドキュメン

トに蟹かれている通りにしています。

MainActMtyjava

最後に、MainActivityjavaにAdMake｢の広告表示の処理を追加します。

E｣MainActMtyjava

PaCkageCoIn･gample,admakergample；

importjp・ＣＯ・nobot・ﾕibAdMaker・ﾕﾕbAdNaker；

imPortandroid･app･Activity；

importandroid・Cs・Bund1e；

pubﾕiｃicc1aBsMainActivityextendSActivity｛

/車申ＣａｎｅｄｗｈｅｎｔｈｅａＣｔｊＶ土tyiSfirstcreated．＊／

@oVorride

pubﾕﾕcvoidonCreate(BundﾕeBavedlnBtanceState）（

Buper・ｏｎCreate(savedmstanceState)；

BetContentVie官(R・ﾕayout・main)；

）

）

ﾕibAdMakerAdMaker雪（ﾕibAdMaker)趣ndViewById(R・id･admaXer)；．……．．…．．…⑰

AdMaker･setActiv北y(th1B)；

AdMaker･siteld=Ⅲ<取得したBitem＞'１；

AdMaker･zoneld＝’'＜取得したZone、＞0'；

AdI1aker・setUrﾕ('１＜取得したadUrl＞伽)；

AdMaker･start(>；．…．………．．……………．…．……．……………．⑨

追加したのは⑳の部分です。これも同梱されているドキュメントに従って追記しま

した。ＡｄｍｏｂＳＤＫに比べると記述量が少ない分、楽かもしれませんね。では、実行

してみましょう。私の実機だと以下の図のようになりました。高さの指定をしても他

のViewがないと画面一杯に表示されるのでしょうか。
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＞図１０１５AdMaker広告の表示
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110SAdmobSDKとAdMaker広告SDKの連携

ここまでで､AdmobSDKとAdMaker広告SDKの使い方柾紹介しました。ここでは、

AdmobSDKとAdMaker広告SDKを連携させて広告が表示される確率を上げる方法

を紹介します。

国Adm･bSOKとAdMake鵬SDKの組み込み
では､プロジェクトを作成して下さい。プロジェクト名はAdCombinationにしましょ

う。これまでと同じく、２つのライブラリをlibsディレクトリに追加します。ビルドパ

スも忘れずに追加して下さい。

10-6-1

ト図１０－１６ライブラリを追加した後のブロジエクト柵成

10-62国設定ﾌｧｲﾙの編集
鷺attrsxmIのコピー

attrsxmlは以前作成したAdmobSampleブロジエクトのatt｢s・xmlがそのまま利床

で去まずので、コピーしましょう。
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藤AndroidManifest・ｘｍＩ

Ａｎｄ｢oidManifestxmlはパーミッシヨンの設定とAdmobSDK用の記述を追記しま

す。これまでの内容を一緒にしているだけなので特に難しい点は無いと思います。

凸｣AndroidManil己stxmI

364

く?xmlversion=001.0側encoding=O0utf-80i?＞

くmanifeBtxmﾕnB:android=‘'http://schemaB・android･ＣＯ､/apk/reB/androﾕdoI

package=Iocom･Bamp1e‘adcombination1I

gwM1rO1d:versi◎nCode＝Io110

zwM1γoid:versionNam9豆‘o１.OIO＞

くuseB-sdkandroid:mnSdkVersion=m800／〉

くuBeB-pezmissionandroid8name=卿android・pemiBBiOn・INTERNEToI>＜/uBeB-pemission〉

くuBes-peｴmisBionandroid:name='0andmid･PemiBsion,ACCESS-COARSE=IpCATI0N側>く/uses一回

PemiSSion＞

くuses-pemﾕssionandroid9nanle='0android･pemﾕBsion､ACCESS-NETWORK-STATEo'>く/uses－回

PerTniBBion＞

＜app1icationandroid:icon='‘cdra官ableﾉﾕconoiandroid:label=‘I0string/app-namen＞

＜activityandroid:name='１．ＮamAct1vityoo

android81abel=Ol0string/app-nameo1〉

くint⑧nt-filter＞

くactionandroid:name='0android･intent,action・MAｴNIC／＞

＜categoryandroﾕd8name=mandroid・intent､category､LAUNCHERi,／＞

＜/mten℃-filter〉

く/activity＞

くmeta-da七aandrOid:value=０１＜取得したPub1iBherlD＞MandrOid8namG=I,ADMOB-回

PUBLｴSHER-m1l／〉

＜meta-dataandrOid2value=０１true'’３⑩droid:name=0IADMOB-ALLOW-LOCATｴoN-FOR-ADSoI／〉

くactivityandroid:name=mcom・admob・android・ads・AdMobActivityl0android:theme＝図

''@andrOid:style/Theme・NoTitleBar､Ful1screeno’android:configChangespIokGyboardlkeyboard国

Hiddenlorientat1onoi>く/aCtivity〉

くreceiverandroid:name=nCom・admob・android・ads,analytics・InstallReceiverol回

andrOid:exported=O0trueoI＞

＜jntent-通ﾕter＞

＜actionandroid:name毎'ＩＣＯ､､android.vending・INSTALL-REFERRERl’／＞

＜/ﾕntent-fntor＞

く/receiVer〉



く/aPpucatiOn＞

＜/manifest〉

10-8AdmobSDKとAdMaker広告SDKの連撹

露main・ｘｍｌ

レイアウトを定義します。今回はAdViewとIibAdMakerを並べておきます。同じく

難しい点は無いと思います。

凸main･ｘｍＩ

く?、ユversion-'０１．０”encodin霞I0utf-8m?＞

＜LinearLayoUt”1nB:android宮00ht七p:〃schema8･android･com/apk/reB/andrOidw

android:orientation色O0verticaﾕO0

android:1ayout-w1dth=Iofi11-parento1

android:1ayoUt-height=iofiﾕﾕーparent1’

＞

くTextView

android:1ayout-width宮川fi11-parentoo

andrOid:ﾕayout-heiゆt=l0wrap-conten芯m

android:text=‘ocBtrmg/hellooo

ノ＞

＜LinearLayoutandrOid:id=叫喋idﾉﾕinearLayoutl11

android:ﾕayout-width=mma七ch-p唾entm

android:1ayout-height=Iowrap-contentIo

andrOid:orientatiOn=u1VertiCa1Io＞

くＣＯ、言ａｄｍｍｏｂ匝nndroid･ａｄｓ･AdView

mﾕnB:adcombinatiOn堂０１http://BchemaB・android･ＣＯ､/apk/reg/ＣＯ､､Bampﾕ⑧、園

adEcmMnz,企１．，側

andrOid:id=０００+ﾕd/adu

android:ﾕayout一睡dth=岡matCh-parent肺

andrOid:ﾕayout上eight=mwrap-contentM

adcombﾕnation:back四?oundCoﾕor=''#OOOOOOoI

adcombination:prima工yrextCo1or=０１#FFOOOOoI

adcombination:secondaryTextCo1or＝伽#OOFFOOoD

／＞

くjp･ＣＯ・nobot,ubAdMaker・ﾕibAdNaker

andr◎id:ﾕd自佃､+１．/admakerOl

andr◎ｉｄ:1ayout-width=‘ofil1-parentoo

android:ﾕayoUt-Height='01”

３６５

国



国

匝而而而罰肩~弓冒7ｦ弓、

android:1ayout-height=I，唾ap-contentoo

R7ndToidESCronbarB=oInOneIo

／〉

く/LinearLayout〉

く/LinearLayout＞

10-6-3国ﾛグﾗﾑの編集
1か１
１.…ｉ
○ ■ ｡ |

造一浬二

藤 MainActivityjava

連携すると言っても仕組みは簡単で、AdmobSDKで表示する広告が無かったらAd

Make『広告を表示するという作戦を取っています。このプログラムでは、Admake｢を

表示しない場合でも広告のリクエストを送るようになっていますので、もし正確なア

クセス数をコンソールで見たい場合は、onFaiIedToReceiveAdメソッドでAdmake「

の広告表示処理を実行させる方が良いでしょう。

kgjMainActMty､Iava

packagecom･samp1e・adcombination；

importjp･ＣＯ・nobot・ﾕibAdHaker・ﾕibAdMaker；

iInportCom･ａｄｍＯｂ･androﾕｄ･ａｄＢ･AdLiBtener；

importCom･ａｄｍＯｂ･android･ａｄＢ・AdManager5

importCom･admob･android･ａｄＢ,AdVieW；

importandroid・app,Activity；

imporbandrOid･Ｃｓ・Bundle；

imporcandroid･ｖｉｅｗ･VieＷ；

pubﾕﾕｃｃﾕaBBMainAc唾vityoxtendBActivityimp1ementBAdLiBtener（

366

PriVatelibAdMakermAdMaker＝ｎｕﾕﾕ；

、OVerride

pUbﾕicvOidOnCreate(BUnd1eBavedInstanceState）（

super､ｏｎCreate(BavedｴnBtanceState)；

BetContentView(R・ﾕayoUt･main)；



｢T面~雨而5百5Rを雨而百Ｆ而害百5R両面

）

StringpTEST-DEVｴCES＝newString[］｛

AdManager・TEST_画IULATOR

)；

AdManager･BetTeBtDeviceB(TEST-DEVｴCES)；

AdViewadv1ew＝（ＣＯ､､admob,android・adS･AdVieW)趣ndVieHByld(R・id・ad)；

adView,setAdListener(t唾s)；

mAdMaker画（ubAdNaker>findViewByｴd(R･id･admakGr)；

mAdMaker・BetActivity(this)；

mAdMaker.Bﾕteｴｄ＝０１＜取得したsiteｴD＞'１；

mAdNaker.zoneｴｄ＝伽く取得したzOneID＞''；

mAdNaker･BetUr1(IC＜取得したadUrﾕ＞伽)；

mAdHaker､BtartO；

COvezride

pubﾕﾕｃｖｏｉｄ◎nFai1edTOReceiveAd(AdViewad）｛

ａｄ・BetVi8ib皿ity(View.ｴNVｴSｴBLE)；

mAdMaker・BetVﾕsibiﾕity(View･VISｴBLE)；

｝

cOverrﾕde

pubﾕicvoidonFaiﾕedToReceiveRefreBhedAd(AdViewad）（

ａｄ､BetViBibiﾕity(View・INVISIB唾)；

mAdHaker・setVisibility(View・VISmlE)；

）

c0vBrrﾕde

pubucvoidonReceiveAd(AdViewad）｛

ａｄ､BetVisibiﾕity(View・VISIBIE)；

mAdMaker･BetViBibility(View・ｴNVISｴBLE)；

）

Q0verride

pUbﾕicvoidonReceiveRefreshedAd(AdViewad）｛

367
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｝

｝

剖沸

ad罰seWisibiﾕﾕ可(View.VｴSｴBLE)；

InAdMaker､setVisibi1iもy(ViGw‘ｴNVｴSｴBLE)Ｉ

プログラムの内容はこれまでの処理を組み合わせているだけですので、特に難しい

点は無いと思います。実機で実行してみましょう。

、，ＭＡＪ’心韮一.０１房衝心2９

AdCombinatIon

l･IelloWorldjMaIrIActMM

･wwl人"‘… ③

Ｐ図10.17広告皿搬(Admob広告が表示された時】



１０－６ＡｄｍｏｂＳＤＫとAdMaker広告SDKの連撹

vIvMM，｡Ｈ､ﾛI需画15:2９

MeIIoWorId‘MaInAEtMtvl

ｐ図１０．１８広拷遡恢(AdMaker広告が表示された時）
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１０章のまとめ

本章では、アプリケーションの機能向上ではなく、広告を配置することによる開発

者の収益化について扱いました。広告モジュールなので、たくさんの機能はありませ

んでしたが､広告の表示状況によって､制御ができることが分かったのではないでしょ

うか。

Admob、AdMake｢以外にも、いろいろな広告モジュールがあります。それぞれの

サービスでクリック単価も違えば、単価も変動するなど、どのサービスが良いのか決

めることは難しいものがありますが、読者の皆さんが試してみて良かったサービスや、

複数のサービスを適用するなどして、応用できるのではないでしょうか。

また、広告の表示率が低くなったり、クリック単価が低くなってしまうこともありま

すので、SDKで表示/非表示の判定が可能な場合は複数のサービスを切り替えながら

使ってみるというのも良いのではないでしょうか。



のが良いと考えていますｃ

ンしか見たことはありませんが、これまで開発してきた経験では、一番下に配置する

画沙広告ﾓジｭー ﾙの配置場所

広告モジュールをどこに配砥するかは迷うところかと思いますｃ

誰者が見る限りでは、広告モジュールを一番上か一番下に配砥したアブリケーシ三

3７１

その理由は、最初の画面表示の時、Admob広告は表示されていないので、広告表

示領域が詰めてレイアウトされますが、その後、広告が見つかって表示されると、表

示された広告の分だけ詰められていたレイアウトが下にずれてしまうためです。

腸図１Androidで健康管理の広告

昌
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１０－７１０章のまとめ
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SimpleUnInstallerの広告

先ほど上と下のどちらかと言いましたが、箪者の場合は画面遷移などが発生するボ

タンや、ListViewの近くに広告を配砥しています。

なぜなら、例えばアプリケーションに｢登録ボタン｣みたいなものがあれば、ユーザ

はアプリケーションを使ったとき、必ずボタンを押すと思います。「必ず押す｣と言う

ことは、その近くにある広告は｢見る可能性が高い｣ですね。したがって、その近くで

広告を見れば押してくれるかな？という期待を込めて、そのように配慨しています。

ChapterlO広告配信ライブラリ



Facebookclient．．．．．…．．．……．．．．、２９７

FacebookGraphAPI．…．．．．．．．…．．、B10

Feedjava.．．………‐…．…．．．．．、１８９

INDEX索引

isSessionValid．．．．．．．．．△．．．．．．．．．．．、３０５
ＡＡ

AdListener．．．．．．．．．．，．．．‘．．．．．…．､３４７

Admob．．…．．．．．．．．．．…．．．…．．．．､B34

androidpermission‘|NTERNET…．．．．．…２１

ＡＰＩ．．．…．．．．．．．．．．．…．．．…．．．．Ｂ

APIキー．．．……．…．…．…．．．．．、５g

AsyncFacebookRunne｢#requet…，．．．．‘３０５

AsyncTask‘．．．‘…，，．，．．…．．，．．．．、１１１
attrs‘xml．．．……．．．．‘．．．．．．．．．．．、B41

authorize．．．．‐‐．－．．．－．．－．－．．．．．．．．．３０５

二

’
Javadoc．．．，．‘．．．．．．‘．．．．．．．．．．．．．､B34

JSONException．．．．．．．．‘．．‘．．.．．．．．．１５５

JSONObject，…‘．…．………，．…１５３

Pe｢mlssion．．．‘．．…．．．．．．．．．．．．．、２１

ＰｌＮＣＯＤＥ.，．．．．．．．．．．．．．…２６８

PlayerAP１．．．．．．．．．…．．．．．、１８２

ＰＯＳＴ.．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．、６１

Ｌ

Layoutlnflate『．．．．．、－．．．．．．，．．．．，．．．１１１

１oadURL.．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．、２８

ＧＥＴ．．．．．…．…．．…．．．……．．．．．、６１

getJSONObject(）．．…．．．．．．．…．．、１５５

GoogleChartAPl．．．．…．．．．．…．．．、１８

Google~｢echnoIogyUse｢Ｇ｢Cup．．．．…．１９
ＧＲＥＥ．．．．．．．．．．，．．．．．．．．.．．．．．‘４２

HeartRailsExpress

HttpServerlFjava．‘

|ロ ’
DataAPl，．‘…．…‘．…．…，．…．．、１B8

DiaIogListener．．．，．．．．．．．．．，．．．．．．､３０５

DirectMessage.．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．２５７

ＯＡｕｔｈ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．、．．‘．．．．．､２４２

onFailedToReceiveAd.．．．．…，．．．．，．．､B47

onFailedToReceiveRef｢eshedAd…．．…３４７

onPageFinished．.．．…．，．．．．…．．．．．．B1

onReceiveAd．．．．．、B47

onReceiveRefreshedAd．．－．３４７

lmageButton．．．．‘．．．．．．．．、．．．．．．．．．、４８

１ＭＧ．・・．．．．．－．．．．．．．．．．．．．…．．．．．１８

elMG

ＱＲコード．‘．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．侶幅

凹
両

.．．、１５Ｃ

－．．－６日 ReTweet，．，．，．．．．‘．，，．．‘．．，，．．，．‘、２５E

retweetStatus．，．．．，．．~．‘．，．．，．，．．２５７

RoDmSearc'1．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．６１

Ｂ
Ｌ － －

Ｇ

Ｆ

』

、

Ｒ

Ｉ



プロジェクト．．．．．．．： ‐－－－２Ｃ

’

ら

力１

sendDi｢ectMessage…．．．．．．．．．．．、２５B

setJavaSc｢iptEnabled．，．．．．．．．．、２５

setResult．．．．．…．．…．．‘．．…．‘．‘２６B

shouldOve｢｢ideU『lLoading．．．…．．．，…２B

SimpleB｢owser…．．…．，．．．．．．…．．、２０

SimpleQRCodeVieweI｡．．…‘．．．．．．．．．．，３５

SocialFeedback．．．…：．．．．⑪．．、４２

SocialFeedbackSample………．，．、４７

Statisticsjava．．．．．．．．．…．…．．､２００

カスタムプレーヤー,…．．．．…．……１８１

牢室検索.．，…，………．……．．…５９

広告…．…．.，……．….…．．．．…３３４

コンシューマ・キー…．．…．．．．．．．．．．.２４３

コンシューマ・シークレット.．．．．．．．．．．．．．２４３

サムネイル画像．……．．…．．．．…….２０Ｅ

｢しばらくお待ちください｣ダイアログ.．．．…．３１

じゃらんWebサービス．．…．…．……．５８

進捗を表示．．．．．．…．．．、－．．．．３８
ＴＴ

Twitter.．．．．．‐

Twitter4j…．．．………．

TWitte｢Client．．．……．．…．

TWitte｢ClientTest．．．．．，．…

Twitter#updateStatus．．．．．．．

、２４２

，．．．．．，２４２

．．．．．２４５

…．．､２４５

．．．．．．．２５１

WebＡＰ1．．．．．．．．．，．．、１１

WebCh｢omeClient、Ｂ１

ＷｅｂＶＩｅｗ．．．．．、２０

Ｗ含hVr色ｗＣｌｉｇｎＴ－．．‐一－．．－．－－．．．．．．．．．．２７

’
中国ＧＴＵＧ……．．，

テスト駆動開発．．．．‘

統計情報.．．….…‘

‘．．．．．．．…．．．…１ｓ

‘．．．．．．‘．．．‘．．．‘．６Ｇ

､．．．．．－．．．．．．．．．２０Ｃ

，．．．．．．．．.．．．．．、１０

．．．．．．．－．．．．．．－３３４

Ｖ

37Ｚ

Ｉ
1１１ViewHoIder－．－－．－．．‘

|索引’

Ｖ
一一

沼
一
一

力’

，１８Ｃ

､．１５Ｃ

マッシュアッブ

千パイルサイト

ウィジェット，

駅愉報取得ＡＰＩ

.７膳

YouTubeAPl.…．…．，．…，．．…．．、１ＢＯ

ＹｏｕＴｕｂｅＤａｔａＡＰＩ．．．．．．１８０

Yo u T u b eSea｢cｈ、１BB

YouTubeSea｢chTest…．．．．．．．…．．．、１８８

ラッパークラス．．．．．…．…．．．．．．…２４２

リクェスト・トークン.．．．．．．．．．．．．．．．．、２４３
XmlPullParser．．．．．．．．．．

た

Iま

Ｙ

お

Ｘ

さ

弓冨

Ｓ

Ｗ



皿

おわりに鯛置

最初、この本のコンセプトや目的を決めるにあたり、「入門密の次に読む本｣という位

圃付けの元に企画され、執筆を始めました。

筆者も執筆するということが初めての経験で、このあとがきを密いている今も、この

本が目的通りの本になっているかどうか、必要な内容が画かれているかどうかを模索し

ながら密いています。

ただ、一貫して読者の方が自分で課題や用途を見つけ出すというスタイルになってい

ると思います。例えば、紹介したアプリケーションには必要機能がそろっていないなど

です。恐らく、読者の皆さんがそれぞれの章で課題を見つけ、それを解決するためにま

たそれぞれのWeb-APlの仕様を調べたり、アプリケーションの作り方を調べたりして技

術の向上を図るきっかけになってくれることを祈っています。

また、Web-APIの扱い方は、本書を全て最初から読んでいただければわかると思いま

すが、どのAP|でも大体扱い方は変わらないと思います。今後、稲極的にWebサービス

を利用し、面白いアプリケーションを作成してAnd｢oidMa｢ketに公開されることを楽し

みにしています。

本瞥を通じて伝えきれなかった事や、間違いの指摘などは、今後の中国GTUGの勉強

会を中心に勉強会等の活動を通じてお伝えしていこうと思っています。

最後に、FacebookSDKを扱った時に、個人名とコメントが表示され汁画面を賊せさ

せていただきました。Twite｢の時のようにテストアカウントを作ろうと思ったのですが、

時間の制約もあり、私のアカウントでテストをしています。２人とも日本のAnd｢oid技術

者界隈では有名な方だと思いますので、載せても大丈夫だろうと思っていましたが、「公

開しても大丈夫｣と快諾していただきましてありがとうございました。

2011年１月

横山隆司
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