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△図１；接続され腿Androld蝋宋

①帰刷謙蕊ｲパ…_ﾙ………
末のメーカーのサイトからAndroid端末のドライバをダウンロードして、インス

トールしてください。

①繍繍c……噸………嚇した。
メニューから［ウインドウ］一・［パースペクティブを開く］を選択してください。

すると［パースペクティブを開く］ダイアログが表示されます。一覧から「DDMS」

を選択して、［OK］ボタンをクリックしてください。図２のように「Devices」に

接続したAndroid端末が認撤されていれば成功です。
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CHAPTERO:LAndroidアプリ朋発環境を柵乗しよう
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CH月面画１０土
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Android端末を所持しているのであれば、実際にそれを用いてアプリ開発をすることをお

すすめします。実機を用いた開発のメリットは３つあります。

１つ目は動作が早いことです。Androidのエミュレータは、初期に比べるとだいぶ改善さ

れてきたとはいえ、やはり動作が遅いです。特に描画の多いアプリの場合、ぎこちない動作

をするため、検証には不向きです。このような場合、（たとえ２世代も前の端末であっても）

実機を使えばスムーズに動作するため、検証作業がはかどります。

２つ目は八一ドウェアテストができることです。エミュレータによるテストの場合、カメ

ラや加速度センサーのテストができません。これらのテストをする場合にはどうしても実機

が必要になります。またGooglePIayストアへの登録を前提にするのであれば、実機による

動作テストが必要不可欠です。さらにユーザーが使用する端末を想定したテストもしておく

必要があります。

３つ目は、アプリの問題点をすぐに見付けられることです。実際に自分でアプリを使って

みて問題点を改善することはとても重要です。

|｢ｕｓｅデバｯグ｣の利用につい℃
Android端末を開発で使う際、ＰＣとAndroid端末をＵＳＢケーブルで接続し、ＵＳＢ経由で

Androidアプリのインストールやデバッグ、制御を行います。

これを可能にするために、端末側でＵＳＢデバッグをｏｎにしなければなりません。この設

定をｏｎする際に１つだけ注意しないといけないことがあります。それは、ＵＳＢデバッグが

O、になっている端末は開発環境のあるＰＣであれば簡単に端末偶報を確認できるという点で

す。もし自分の端末を誰かが借りてＰＣに接続した場合、たとえ画面がロックされていたと

しても端末の中の情報を確認できてしまいます。

図３はUSB接続によって見ることができるLogCat（CHAPTERO4の補講で解説）やファ

イルの悩報（CHAPTERO9の補諦で解説）です。このように、すべての情報を閲覧できる

わけではありませんが、意図しないデータへのアクセスを許すことになりますので、不必要

な場合はＵＳＢデバッグの設定はOffにしておくべきです。

市販で購入できるAndroid端末を直接アプリ開発の端末として利用することができます。

接続の条件は２つあります。

１つはAndroid端末の設定の［アプリケーション］の［USBデバッグ］が［O､］になっ

ていること。もうユつはAndroid端末がＰＣに溌職されていることです。

ＭａｃＯＳＸやLinuxは認識に際して特別なソフトウェアをインストールする必要はありま

せん。しかしWindowsの場合は少し面倒なのですが、メーカーが提供するドライバを別途

インストールする必要があります。

､兜



IＰＲ貧ＯＮＯ４Android端末を接鏡する
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△図３；LoFICatやファイルの情藷
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ドライバのダウンロード先についてですが、Android端末に添付されているマニュアルに

は鴇かれていないこともあります。自分でインターネットなどで検索して見つけるしかない

でしょう。表１は国産のメーカーによってドライバを提供しているサイトのＵＲＬです。

▽袈土：メーカー別ドライバのダウンロードサイト

メーカー名

シャーブ

ソニーモパイルコミュニケーションズ

屑謂翫！

ＮＥＣ

パナソ

京セラ

ニック

ＵＲＬ

https://sh･dev,sharp・cojp/android/modules/d『iveE／

http://www､sonymoblle,cojp/support/software/pcC/2.3／

http://spf･fmworId・net/fUjitsU/C/develop/sp/android／

http://ｗｗ.n．keitai・com/guide/download／

http://panasonicjP/mobile／ support／

http://www･kyoceracojp/prdct/telecom/consumeIsupport‘hｔｍｌ

まと

。市販のAndroid端末でもAndroidアプリ開発に使用できます。

。Windowsの場合はＵＳＢ接続のためのドライバが必要です。

ＯＵＳＢドライバはメーカーのサイトから別途ダウンロードしなければなりませ

ん。星

《

４馬’



SUPPLEMEMARYLECTURE：補講 Ｌ

ドライバを入手できなかった
場合の対処方法

開発用の端末や、最新の端末でドライバがまだ公開されていないといった場合、次の手順
で認識させることができます。

|デパｲｽﾏﾈージｬー種開く
ＵＳＢでAndroid端末とＰＣを接続した状態でWindowsのデバイス・マネージャーを開いてく

ださい｡一覧の｢ほかのデバイス｣に開臓に失敗したデバイスが表示されているはずです｡(図１)。

ユチJOイス零-ｼ千 一 曙 1 - , 出 翻 畝 A １ユヮ.ロイスマネー監千＝
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ーキーボ軍船
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ｑワつシドピテ証“ひケームヨントローう画

．*ｇクステムチバイス

画ディスクドライブ
亀ディスプ【〆イアグプクー

辞ネワトフ画ｸｱグブｸ菖

鵡ﾋﾕー 寺ンイ”･-ﾌﾆｲｽデバｲス
ロプロセ”
回沢マフルヅI《ｲｽ
噂ポートにＣＭとLP、

確認

山でニクー

ヮユニバーワルシリァルバスコントロロラー

△図１：接続されたAndroidデバイス

1プﾛパﾃｲーで｢ﾊードﾂｴｱ'｡｣繕…
「ほかのデバイス」に表示されているデバイスをダブルクリックしてブロパティーを表示

してください。［詳細］タブを選択してプロパティーのコンボボックスから「八一ドウェア

lD」を選択してください（図２⑪)。そこで表示された値をメモしておいてください⑭。

舞卜にITgU諸oQVgOカフロパヂリ

ＭｌｉＷ

墜麹遜遜翌響謡

|蝿姻,

メモをとる’

USB¥VIDOFCE&PID212E&REVも0224&ＭＩＯＩ

ｒ－３ｒ司々ﾏﾝ“

▲図２：ブロパテイーで「ハードウェアID」を裟示
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lGo･豊,eUSBDriv副ﾌｧｲﾙの縞集
あらかじめAndroidSDKマネージャーよりExtrasから「GoogleUSBDrivedをイン

ストールしてください。（AndroidSDKのインストールフォルダ）￥extras¥google¥usb

driver¥androidwinusb､infを編集可能なエディタで開いてください。

▽網巣先の例

Ｃ:yUBerBY(WindowBのログイン名)yandroj･d-BdkgYex上ragXgoogﾕ鋤uBbdriver薯圃

詞ridmidwinugb,inf）

利用しているＰＣが３２bitのＰＣなら［Google・NTx86］のセクションを探してください、

64bitのＰＣなら［Google‘NFamd64］のセクションを探し、次の３行を追加してください‘

▽追加するコード

；（端末の名前）

＄Sing1“db工nte壷ace堵＝ＵＳＢエnBtaユユ，ＵＳＢＷｴＤ＜Ｖｍ>ＥＰｴＤ＜Ｐ工Ｄ＞

＄CompOgiteAdbｴｎｔｅｒ丘ace＄＝ＵＳＢエｎｓ七ａユユ，ＵＳＢＷｴＤ＜ＶｴＤ>&PｴＤ＜ＰｴＤ>“エＯユ

ＶＩＤは「ハードウェアID」を選択してメモしたUSB¥ⅥＤの後ろの４桁の部分、図２でい

えばOFCEがＶＩＤになります。そしてPlDはおなじくＰＩＤの後ろの４桁の部分、図３でいえ

ば「2ﾕ2E」がPIDになります。端末の名前の部分はコメントなので、利用している端末の

名前を入れておくとよいでしょう。

デバイス･マネージャーに戻って、プロパティーの［ドライバー］タブをクリックして（図

3⑪)、［ドライバーの更新］ボタンをクリックしてください②。すると、［ドライバーソフト

ウェアの更新］画面が表示されます。「コンピュータを参照してドライバーソフトウェアを

検索します…」を選択してください、。

「次の場所でドライバーソフトウエアを検索します…」で先ほど編集したandroidwinsusb･

infファイルを選択して⑳、［次へ］ボタンをクリックしてください③。ドライバのインストー

ルが開始されます。インストール中にWindowsセキュリティーの確認ダイアログが表示され

ますが、「このドライバーソフトウェアをインストールします」を選択して⑬、インストール

を続行してください。

以上でドライバのインストールは完了です。成功するとEclipseのＤＤＭＳパースペクティ

ブに認識されていることを確認できます。

４５
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電卓アプリを作ろう

Androidアプリは、」avaのプログラムを書くだけでは作成でき

ません。その他にも、画面のデザインを作るためのレイアウト

ファイル、文字列を定義する文字列ファイルなど、多くの手順

を踏む必要があります。CHAPTERO2では、プロジェクトの

作成に必要なことと、プログラムを修正する際に必要なことを

中心に解説します。
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電卓アプリを作ろう卓 を作CＨＡＰＴＥＲＯ２

ｑ奉悟ｍＮ

J|繍会lndroidプﾛジｪｸﾄを０５
弓I『､1１

… …側… ｉ
Ｏｇ Ｉｌｌ，

AndroidプロジェクトはEcIipseのプロジェクト作成ウィザードから作成する

ことができます。プロジェクト作成ウィザードを使うと簡単にプロジェクトの

雛形を作成できます。ここでは設定項目の意味を確認しながら、新規プロジェ

クトを作成します。見慣れない設定項目が多数出てきますので、その項目の意

味も確認しながら、プロジェクトを作ってみましょう。
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,k3LESSONO7以餅、

萌規プロジェクトの伽１N

では「PrQjectN8mG」
を「プロジエクトの名

前｣、「PackageName」
を「パッケージ名」と明
寵し表す象

②繍歎雪繍'零,槙…ジ…瀕し談…
ログの一覧でIAndroid｣を展開すると⑪､作成できるプロジェクトの神訓がさら

に表示されます。｜AndroidApplicationProject」を選択して②、［次へ］ボタン

をクリックします｡《，

＊ユパッケージエクス

プローラーの右クリック

メニューからもアクセス
で逃まず＆
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△図２．作威するプロジェクトの選択

① Androidアプリの設定を行う（[NewAndroidApplication］画面）

[NewAndroidApplダイアログに切り櫛わりｒkす（図３)。このダイアログの各

画面で、これから作成するAndroidアプリの設定を行います。

[NewAndroidApplication]画面のrApplicationName｣に｢HeIIoSamplePrQiect」
と入力して⑪、［次へ］ボタンをクリックします＠球２ｆ3,、 ＊２［NewAndro10

AppIication〕璽曲の殴
定内雷についてば．鯛請

ﾕのIAndroidプロジェ

クトの設定項目」老参照
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△図４５[ConngU『eLauncherlcon］画面

②剛剛繍撫f巽剛蝋欄.,‘アコ
リのアイコンを股定します。今回は変更しないので、そのまま［次へ］ボタンをク

リックします＊2r，

③慨I:'酬濡測潟;鵬爾…デフ識ル
トのままでよいので、［次へ」ボタンをクリックします鑑3．
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ランチヤーIij,、AndroId
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クリック’

①慨照縮繍ＷｆＭ:A:W鯛"…
ています。この部分を「HelIoSample」に変更して⑪、［完了］ボタンをクリック
します、＊』。 ＃ユLESSONO9以降‘新

規プロジェクトの作威では
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AppIicationName アプリの名前

､１

講義ユＬ…JＬ
ＭＡＦＴＦＲＯ２
帳sｓＯＮＯ５

’
０

溌蝋鮒

１A､…ﾛジｪｸﾄの種類
実習１の手順２のように［新規プロジェクト］ダイアログで「Android」のプロジェクト

を煙側すると、次の４つのプロジェクトが表示されます。

oAndroidApplicationPrQject

①AndroidPrQjectfromEXistingCode

のAndroidサンプル・プロジェクト

oAndroidテスト・プロジェクト

項目名

このうち、最もよく使うのは「AndroidAppIicationPrQject」です。Androidアプリを作

成する場合は、これを選択しなければなりません。

他のプロジェクトについて、ここで簡単に触れておきます。

「AndroidPrQjectfromExistingCode」は、既存のブロジエクトをもとに新しくAndroid

プロジェクトを作る場合に使います｡本習でも雛形のプロジェクトを取り込むために使います。

「Androidサンプル・プロジェクト」は、Googleから提供されているサンプルを読み込む
プロジェクトです。サンプルプログラムを動作させたい時に使います。

「Androidテスト・プロジェクト」はAndroidのテストを行うプロジェクトです。通常、既

存のAndroidプロジェクトに対して作成しますが、テストのプロジェクトだけを作成するこ

ともできます。

IAn…ﾛジｪｸﾄの設定項屋
［NewAndroidAppIication］画面で、作成するプロジェクトの設定を入力します。必須

項目は｢ApplicationName｣｢PrQjectName｣｢PackageName｣の３つですが､｢ApPlication
Name」に入力すると、他の項目も自動的に入力されます。表１は各項目の説明です*。 ＊LESSONO7以麗、新

規プロジェクトの作鹿では

｢AppIlc8WonName」芯

｢胞形のアプリの名嗣｣、

｢PmjcclName」種「ブ
ロジエクトの名前｣、

｢PackageName｣在Iパッ
ケージ名｣、「BulIdSDKl

を「ピルドに便うSDK』．

｢MInimumRequirGd
SDKlを「隠小のSDK」
と明肥しぴす”

▼我１．プロジェクトの設定瑚自

E1２

Nａｍｅ Eclipseに追加されるプロジェクトの名前

脱明頂目名 ”
’
○
．
○

ランチヤーアイコンを変更する場合はチェックを入れる

CHAPTERO2搬単アプリを作ろう

PackageName

賎低限必要なＳＤＫのＡＰlレベル

PrOjecl

MinimumRequlredSDK

ＳＤＫ

Create

アプリのパッケージ名（後述）

Ｂｕｉｌｄ アプリをコンパイルするＳＤＫ

customIaunchericorl



LESSONO5新規のAndrOidプロジェクトを作成す為

(つづき）

項目名 必須’ 錨1Ｆ

MarktllisprOlectasalibrary
このプロジェクトをライブラリプロジェクトにする堀合は

チェックを入れる

ワークスペース内にプロジェクトを

作成

ワークスペースのフォルダ以外の堀所にプロジェクトを作

りたい場合はチェックを入れて， ｢LocatiorI」にフォルダを

指定す届

|…dﾛジｪｸﾄのｯｹージ名につい℃
［NewAndroidApplication］画面の「ApplicationName」にアプリ名を入力すると、

｢PackageName」に「com､example,アプリ名」という文字列が自動的に入力されます。
実習ユの手順３では、そのまま［次へ］ボタンをクリックしてウィザードを進めました。

しかし本来、パッケージ名はよく検討して入力する必要があります。理由は、Androidア

プリにとって、パッケージ名はとても璽要だからです。Androidアプリにとってパッケージ

名は、アプリを特定するための名前であり、他のアプリとアプリ名が重複したとしても「違

うもの」として認識してくれる「識別コード」のようなものです。

例えば｢EasyDraw｣といった名前は､多くのケースで１１m復しそうです。そのため､パッケー

ジ名は、作成者が世界中で作られている他のアプリと璽複しない文字列にする必要がありま

す。重複しにくいようにする方法としては、Webサイトのドメイン名を反対に並べ替えるの

が一般的です（図８)。

wwwmshoeisha.co､ｊｐ－朔泳社のﾎー ﾑページ

jpoco・shoeisha､アプリ名
▲回８：ドメイン名遍逆に命名する例

もしドメインを使えない場合は、自分の名前や住所などを使うとよいでしょう（図９)。

ＫｏｂｅＴａｒｕｍｉＭａｓａｆｕｍｉＴｅｒａｚｏｎｏ－神戸垂水寺圃塑文

､!，
jpocookobe,tarumiomasafumi､terazono,アプリ名
△図９名前や住所を利用する例

このように、パッケージ名はある程度自由に付けてかまいません。ただし、パッケージ名

にはアルファベット（半角英数が望ましい）を使い、最低１つ以上の．（ドット）が含まれて

いる卿蓉があります。
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CHAPTERO2電卓アプリを作ろう

Iﾗﾝﾁﾔーｱｲｺﾝの変更
プロジェクト作成時に［ConfigureLauncherIcon］画面で(実習１の手順4)､ランチヤー

に表示されるアプリのアイコンを設定できます。事前に準備しておいたアイコンを利用する

のであれば､｢FOreground」の項目にある［イメージ］ボタンをクリックして､画像を選択し、

読み込みます。クリップアートやテキストからアイコンを簡単に作成することも可能です。

また、アイコンの形状を変更することもできます。「Shapejの項目にある［なし］ボタ

ンをクリックすると、変更なしになります。［四角］ボタンをクリックすると、角が丸い正

方形のアイコンになり、［円形］ボタンをクリックすると、円形のアイコンになります。こ

れらは右側の「Preview」で確認できます。

||雛形のｱﾘの作煎
プロジェクト作成時に［CreateActMty］画面の「CreateActivityjにチェックを入れる

と（実習ユの手順5)、雛形のアプリを作成できます。雛形のアプリはおおまかに、スマート

フォン向け（BlankActivity）とタブレット向けのレイアウト（MasterDetaiIFlow）に分け

ることができます。スマートフォン向けのレイアウトは５つの中から選択できます。最終的

には６浬類に分類できます（図１０)。

！

|r■－wv，§１

|【■公公一八７１

BlankActivity

執■■
ﾛ

Ｉ
一Ｍ頭

鰯ＩＭＩｉＷＪＷＹ
】、”

⑬MasterDetaiIF1ow

１－１
１蝋||剛｜｜駕聯Ｉｉｉ…前

《《》）
《”

eDropdowmeTabseTabs＋Ｓｗｉｌｐｅ ③ＳｗｉｐｅＶｉｅｗｓ

⑪Ｎｏｎｅ十TitleStrip
▲図:L０．雛形のアプリの猟類

雛形のアプリの特徴を簡単に説明すると、表２のようになります。
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▼表２：剛形のアプリの特徹
＊ユスワイブ：

スワイブ(swIpe)とは、
タッチパネルに触れに状

照で掴程滑らせる操作の

ことです。

画面を掃くようにスライ

ドして次の画面に切り言

える垣合に使われます。

鮒

狐類 挑鳴

ｐＨﾊＦＴＦ
ｕ目5Sｑ

｢HelIoWorldUを表示するシンプルな剛

タブで画面を変更できる雛形

タブとスワイブ嬢１で画面を変更できる雛

スワイブで画面の変更ができ、タイトルがフ
形

を表示するシンプルな雛形⑪Ｎｏｎｅ

ｅＴａｂｓ
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ブロジエクトが作成された後に稀にエラーが発生することがあります（図:L4)。これはプ

ロジェクトのデフォルトの設定に誤りがある場合に発生します。エラーの原因にはいろいろ

な種類があるため、ここですべてを紹介することはできません。

実習２では、Androidアプリをコンパイルする｣avaのバージョンが「1.6」に設定されて

ｆデフ汀ルl,のち昂I症の婁扇応Ｉ
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△図ﾕ３．Javaコンパイラーの設定の変更
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LESSONO5新規のAndroidプロジェクトを作成する

いない場合に発生するエラーの解決方法だけを紹介しました。
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▲図１４：エラーの発生しているプロジェクト

と

oAndroidアプリの開発は、EcIipseのプロジェクト作成ウィザードで雛形を作

成するところから始まります。

oAndroidアプリのパッケージ名はアプリに固有の名前になるよう、よく考えて

つける必要があります。

①アプリのアイコンの設定をプロジェクトの作成時に設定できます。

、プロジェクト作成時に設定した項目はプロジェクト作成後に変更することもで

きます。
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LESSONO5で作成した雛形のアプリをエミュレータに転送して動かしてみま

しょう。アプリの転送は、実機でも同じように行うことができます。
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CHAPTERO2諭卓アプリを作ろう

①

【SHU

実行構成を設定してアプリを実行する

右側の設窟両面にある［参照］ボタンをクリックして⑪、［プロジェクトの選択］ダ

イアログで実行したいプロジェクトを選択し②，［OK］ボタンをクリックします③。

｢名前」にブロジエクト名と同じ名前を入力して⑥、［適用］ボタンをクリックしま

す⑥。［ターゲット]タブをクリックしてｅ,エミュレータで｢Android4､１｣にチェッ

ク在入れます、。この時、［Automatically…fordepIoyment］にチェックを入れ

ておくと⑬、超勤のたびにここで選択したAVD（AndroidVirtualDevice）が選択

されます。また「エミュレーター・コマンド行のオプション」にfscaleO,7」と

入力しておくとエミュレータ画面のサイズが縮小され、起動が早くなります⑬。［適

用１ボタンをクリックして⑪、「実行］ボタンをクリックし⑰、アプリを実行します。
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