
>＞＞演習３解答

レイアウトとビューの投定ファイルの股定例をリスト3.1に,jｔしますｃ

リスト３．１

<?xmlversion='‘1.0',encodin9宮mutf葱８，１?＞

<L1nearLayoUt

xmlns:android=I'http://schemas､android・ＣＯ､/apk/res/androidⅢ
androld:orientation＝伽vertical1i

andro1d:layout-width=伽fiU-parentm

android:layout-height='1fiU-Parentll＞

<TextViewandroid8text声Ⅲお申し込みフォームll

android:textAppearance='１?android:attr/textAppearanceLarge'’

android:layout-width='１fiU-parentll

android:layout-he19ht='，wrap-content11／〉

<LinearLayout

xm1ns:android=胴http://scllemas､android・com/apk/res/android'’
android:orientation＝I'horizontaIll

android:layout-width='，fi1LparentⅡ

android:layout-hel9ht=伽wrap-contentm＞
＜TextVieW

android:teXt=Ⅲお名前：Ⅲ

android:layout-Widtll再lI70spIl

android:layout-hei9ht=IIwraP-contentⅢ／〉
＜EditText

android:id=‘､＠+id/name，,

android:layout-width再ii200dp'’

ａndroid:layout-hei9ht重IIwrap-contentl‘／〉

</LinearLaVout＞

<LinearLayout

xmlns:andIroid=，'http://schemas,android.c０m/apk/res/android'’
android:orientation=I'horizontalli

android:!ayouﾋーwidth=''fiU-parentl1

android:layouﾋーhei9ht=wwrap-contentIl＞
＜TextView

android:text='‘住所：l1

android:layout-width＝''70SPll

android:layout-hei9htﾖ‘‘wrap-contentll／〉
＜EditText

andIroid:id=’'＠+id/address‘，

android:layout-width=''200.p'’

３ndroid:layout-height=i'wrap-contentm／〉
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</LinearLayout〉

＜LinearLayout

xmlns:android画卿http://schemas･android・com/apk/res/androidp
andmidgorientation=mho『izontal‘’

andr0id:layout-widthm卿fiu-parent肘

android:layout-hei9ht画"wrap-content"＞
＜TextView

android:text■m生年月日：p

andmid:layout-widthp''70sp側

android8layout-hei9ht=‘，wrap-content"／〉

＜SPinner

and『oid:id■何＠+id/montho

android:entrie5画働＠array/monthp

android:layout-width画働85.p側

android:layout-heightp画wrap-content②／〉

＜1ExtView

android:textロ｡月n

andToid:layout-width■q20spu

android:layout-height･mwrap-content‘，／〉

＜Spinner

andmid:id=画＠+id/day｡

android:entries｡｡＠a『『ay/dayo

android:layout-width毒"85.P園

and『oid:layout-hei9ht園圃wrap-content働／〉

＜砲xtView

android:text=ﾛ日ロ

andmid:layout-width亘倒20sp衝

andmid:layout-hei9ht-owrap-content｡／〉

</LinearLayout〉

＜LinearLayout

xmlns:andr0id回｡http://schema5・android・com/apk/res/android°

andmid:orientationp側horizontalm

android:layout-width宮同fiU-pa『entm

android:layout-hei9ht=uwrap-contentm＞
＜TExtView

android:text毎､性別：o

android:layout-mar9inTop=mlOdp側

android:layout-mar9inBottom画働5dp"

android:layout-width=0,705pm

android:layout-hei9ht-‘'wrap-content"／〉

＜RadioGroup

android:layout-widthp‘,fill-parent制

android:layout-hei9ht唾剛wrap-content同

andmid:orientation国側ho『izonta(、＞
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＜RadioButton

android3id=‘'＠+id/ma(eI1

android:layout-width語Iiwrap-contentl1

android:layout-hei9htp'，wrap-contentll

andro1d:text=‘'男Ⅲ／〉

＜RadioButton

android:id=､＠+1./female!’

android:layout-width画'lwrap-contentll

android:layout-hei9ht｡ｌＩｗ｢ap-contentⅢ

andmid:text=''女卿／〉

〈/RadioGroup〉

</LinearLayout＞

忍

<LinearLayout

xmlns:andlroid=!'http://schemas､android､CO､/apk/｢es/android’
android3orientation＝iIhorizoI1tal‘､

android:back9round＝Ⅲ#OO3399n

android:layout-mar9inLeft画'150.p'１

android:layout-mar9inRi9I1t童II50dp1i

android:layout-width=ilwrap-contentl1

android:layout-hei9ht=!'wrap-contentn＞
＜TextView

android3text=Ⅲ希望商品'’

android:layout-width画ll150spll

android:1ayout-llei9ht雪mwrap-EontentⅢ／〉
＜TextVieW

android:text='1注文数量ii

andlroid:layout-width＝I'wrap-con上entm

android:Iayout-hei9ht=mwrap-ContentI1／〉

</LinearLayout〉

雛

簿
鍵

<LmearLayOUt

xnllns:android=Ⅲhttp://schemas･android,ＣＯ､/apk/res/android‘’
andlroid8orientation＝llhorizontal'１

android:layout-mar9inLeft毎'i50dp1i

aI1dIroid:layout-mar9inRi9I1t章Ｉ'50.1〕lI

android:layout-width=Ｉｌｗ『ap-contentl1

android:layout-hel9ht=１，wrap-content1'＞
＜CheckBox

android:layout-Width＝m50dpm

android:layout-l1ei9ht=，'wlrap-contentⅢ／〉
＜TextV1ew

android:text=!'りんごli

android:【ayout-width=m110sp11

android:layout-hei9ht=，Iwrap-contenti'／〉
＜EditText
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android:id．､＠+id/aPple'，

android:layout-widthpn50dpn

and『oid:layout-hei9ht-mwrap-content''／〉

</LinearLayout〉

<LinearLayout

xmln5:android-回http://schemas・and『oid・com/apk/res/androido
android:orientation回働horizontal”

android:layout-mar9inLeft画側50dp‘o

android:layout-marginRi9ht=n50dp画

android:layout-width宮‘，wrap-content同

android:layout-hei9ht■［'wrap-contentm＞
＜[heCkBox

andmid:layout-width画伽50dp1’

android8layout-hei9ht-mwraP-content‘'／〉
＜TeXtView

android:text画"みかんn

android:layout-width回即110sp‘’

android:layout-hei9ht画"wrap-contento／〉
＜EditText

android:id-''＠+id/orangeI，

android:layout-widthp"50.ｐ同

android:layout-hei9htとnwrap-content‘'／〉

</LinearLayout〉

１
１
１

＜LinearLayout

xmlns:android-［'http://5chemas､android・com/apk/re5/and『oidp
android:orientationmmhorizontaln

and『oid:layout-mar9inLeft=m50dp側

and『oid:layout-marginRi9ht画‘'50dp伽

android:layout-width■uwrap-content⑨

android:layout-hei9ht画側wrap-content‘o＞
＜CheckBox

android:Iayout-width=m50dpn

android:layout-hei9ht国圃wrap-contentﾛ／〉
＜TextView

android:textp画もも側

android8layout-widthpmllOspn

andmid:layout-hei9ht=mwrap-contentm／〉
＜EditTExt

android:id-"＠+id/peach‘’

and『oid:layout-width画m50dpp

android:layout-hei9ht回側wrap-content側／＞

</LinearLayout〉

1４４

<Buttonandroid:id=画＠+id/buttonl。
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android:layout-9ravity崖''center-horizontalⅢ

android:layout-widtll画I1180dp'１

andlroid:Layout-hei9ht画Ilwralp-contentli
android:text=Ⅲ送信肺/〉

</LinearLayout〉

演習３

全休をLincarLayoutで1用んで、android:orientation屈性に｢vel･tical｣を股定し、縦に雌ぶ

ようにします。そのLinearLayoutの111にTexLViewやLincarLayout、Buttonを設定します。全

体のLinc棚･LayoutのIi1のLineal･Lay()utは､android:orfentation属'性に｢horiz()ntal｣をi没定し、

ビューを棚に雌ぶようにしましょう。

各ビューは、android:layout-width属性に数値を設定し、炎水する横帆を捌幣します。

そして｢ﾉlﾐ年月、｣の｢月｣と｢11｣の選択肢の設定は、文字列定炎ファイル｢st1･ings・xml｣で設定

します(リスト3.2)。

リスト3.2IstrIngs・ｘｍｌＩ

＜?xInlversion=１１１．０‘'encodin9毎l1utf-8Ⅱ?＞
＜ｒｅｓｏｕｒｃｅ５＞

〈strin9name='１heUo,‘>HelloWorld,LayoutV1ewMondail1</strin9〉
〈strin9name=napp-namen>LayoutViewMondail</strin9〉

<strin9-arrayname=''month,'〉

〈1tem>1</itenl〉

〈itenl>2</item〉

〈itenl>3</item〉

〈itenl>4</item〉

</strin9-array〉

<Strin9-arrayname=i1daym＞

〈item>1</item〉

〈item>2</item〉

〈item>3</item〉

〈item>4</item〉

〈/strin9-array〉

</resources＞

雌後に作成したレイアウトとビユーの般定ファイルを適川するために、アクテイビテイクラス

のsetContentViewメソッドの引数にレイアウトとビューの股定ファイルのリソース１１)を設定

すれば完ｒです。

１４陽
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CI1aIjl⑱ｒ－１レイアウトとビュー

「
一、

し

』

｢LinearLayout｣と｢TableLayout｣を使用して、湿習-3のお申し込み
フォームを作成してください。

[作成のヒント］

①LinearLayoutの111にTableLayouLを定義するのがポイントです。

>＞＞演習４解答

リスト4.1は、LinearLayoutの中にTableLayoutを定義した設定例です。

リスト4.1

＜?xmlversion＝''１‘O11encodin9＝ｌ１ｕｔｆ－８Ｉｌ?＞

＜LinearLayout

xmlns:androidpmhttp://Schemas・andro1d・conl/apk/res/android1
android80rientation=，'verticalI’

androld:layout-width='１fiU-palrentl1

android:layout-heiqI1t=lIfiU-parent‘'＞

<TextV1ew

android:text=''お申し込みフォーム，,

android8textAppearance=洲?androidgattlr/textAppearanceLar9eⅢ

Elndroid:layout-widtI1pl'fiu-parentil
android:layout-l1eiqht=mwrap-contentl1／〉

<TableLayout

xmlns:android=,'http://schemas・android､ＣＯ､/apk/res/android，l

android:layout-width=Ilfill-parentM

androi｡:layout-hei9ht=mwraP-conteI1tl'＞
＜TableRow＞

〈TextViewandroid:text=Ⅲお名前：'1/〉

〈EditTextandroid:id=蝿＠+id/namei'android:layout-span=Ⅲ4'1／〉
〈/Tab1eRow〉

＜TableRow＞

〈TextViewandroid:text='1住所：‘i／〉

〈EditTextandroid:id=剛＠+id/addressⅢandroid:layout-5pan=''4Ⅲ／〉
〈/TableRow〉
＜Ｔ３ｂｌｅＲｏｗ＞
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<RadioButton

androidgid=､＠+id/ma1e‘，

androidgIayout-width＝'lwrap-content櫛

android:Iayout-hei9ht=llwrap-content'l

android:text=Ⅲ男Ⅱ／〉

菰習．】

〈TextViewandIroid:text=伽生年月日：Ⅲ／〉

＜Spinner

android:id=１１＠+id/I110ntI11l

android:entries='１＠array/month0'／〉

〈TextViewandroid:teXt=''月”／〉

＜Spinner

andIroid:id=''＠+id/dayi↑

android:entriGs雪!‘＠array/dayⅢ／〉

〈TextV1ewandroid:text=伽日Ⅲ／〉

</TableRow〉
<TableRow＞

〈TextViewandroid:text='１性別：'１／〉

＜RadioGroup

android:layout-width='ifill-parent'’

android:layout-hei9ht=IIwrap-contentl
androidgorientation＝I1horizontaIu

android:lavout-span言1'411＞

鎮
繍
蕊
鱈

＜RadioButton

android:id=''＠十id/female１，

android:layout-width再llwrap-contentll

android:layout-hei9ht言mwrap-content1

and『oid:text=仙女“／〉

〈/RadioGroUP〉

〈/TableRow〉

</TabIeLaVout＞

§蕊
思惑、

繍
織
蕪

画

<TabIeLayoUt

xmlns:android='1http://schem3s､android・com/apk/res/android'‘

android:paddin9Left=ji50dPM

android:paddln9Ri9ht=’'50ｄｐｌ’
android:stretchColUmns=''1Ⅱ

android:layout-width＝Iiwlrap-contelltIl

android:layout-hei9ht再'１wrap-conten上Ⅷ＞

<TableRowandroid:back9round='WOO3399li>

〈TextViewandroid:texﾋーⅢ希望商品Ⅲandroid:layout-sPan='１２''／〉

〈TextViewandroid:text=仰注文数最Ⅲ／〉

〈/TabIeRow〉
＜TableRow＞

＜CheCkBox／＞

識
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ChuIDt⑥ｒ４レイアウトとビユー

〈1ExtViewandroid:text画｡りんご"／〉

〈EditTExt／〉

〈/TableRow〉

＜TableRow＞

〈[heEkBox／〉

〈1ExtViewandroid:text=“みかん｡／〉

〈EditText/〉

〈/TableRow〉

＜TableRow＞

〈CheckBox／〉

〈TExtViewandroidgtext=mもも『'／〉

〈EditText/〉

〈/TableRow〉

</TableLayout〉

<Buttonandroid:id=側＠+id/buttonlo

andmid:layout-9『avity=･cente『horizontal”

andmid:layout-width=p180dp”

android:layout-hei9ht回園wrap-contentn

android:text=･送信､/〉

</Linea『Layout〉

全体をLinearLayoutで囲んで、android:orientation属性に｢Vertical｣を設定し、縦に並ぶ

ようにします。そのLinearLayoutの中にTextViewやTableLayout、Buttonを設定します。

「お名前｣から｢希望商品｣と｢注文数量｣の入力柵までは、１行に複数のビューを設定しますので、

LinearLayoutでなくTableLayoutを使用するほうが適切です。また､｢お名前｣から｢性別｣まで

と､｢希製商,ＷＩ｣と｢注文数量｣は、１行に表示するビューの配悩珊所が異なりますので、それぞれ別

のTableLayoutを使用しています。

セルを結合するandroid:layout-5pan属性や、セルの幅を広げるandroid:stretch[olumns

属性を使用して、各ビューの配置を調諮するようにしましょう。

1４８
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図4.4.２ごみデータの削除(1)図4.4.３ごみデータの削除(2)

ﾚｲｱｳﾄとビﾕーの設定ﾌｧｲﾙを指定した!ｉ実行エラーの対応
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レイアウトとビューの設定ファイルを編集した後に、設定ファイル

を指定したまま実行してしまうと実行エラーとなります。エラーを

取り除かないと実行エラーとなりますので、次の手順でエラーを解

消しましょう。

ザ
鋤
蛇

レイアウトとビユーの設定ファイルを指定して実行すＩ

ると、実行したレイアウトとビユーの設定ファイル名に｜

｢､out｣が付加されたXMLファイルが作成されます(図§

4.4.1)。このXMLファイルは不要ですので、まずＸＭＬ

ファイルを削除しましょう。

ＸＭＬファイルを削除しても、まだ実行エラーが起き

てしまいます。これは、プロジエクトにエラーのごみ

データが残っているからであり、ごみデータをクリアし

ます。

Eclipseのメニューの｢プロジェクト｣→｢クリーン｣を

選択してください(図4.4.2)。

すると｢クリーン｣ダイアログが表示されますので、該

当のブロジエクトを選択して､｢ＯＫ｣ボタンをクリック

します。これでプロジエクト内部に残っているエラーの

ごみデータがクリアになり、該当プロジェクトの実行が

可能となります｡(図4.4.3)。

図4.4.1不要なＸＭＬファイル
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【'瀞⑪アクデイビテイとは］

アクテイビテイは、IIIlilmの状態を神叩する機能です(図5.1.1)。端的に雨うと｢アクテイビテイ

=画而｣という理解で良いでしょう。そして１つのlmimに対して、１つのアクテイビテイクラスを

作成し、その而1mの処理をそのアクテイビテイに爽装します。つまりアクテイビティクラスは、

llIIiImの制御ロジックを狐､'ｉするわけです。

図5.1.1アクティビティとは
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IlIliliIiの初期炎,J〈やユーザによゐボタンクリック、迦択リストのilfiの逃択などをトリガーとして

発ﾉkする様々 なl1lIiIllitの処J'11をイベントといいます。アクテイビテイには、各イベントによって

イベント八ンドラと呼ぶメソッドが川激されています。

lI1IMiの初期表示処jll1の他、ボタンをクリックした時の処Jll1やllIIMiをタップした時の処JIl1など何

らかのイベントをきっかけにアクテイビテイクラスのイベントハンドラが拠行されます(図

5.1.2)｡

あるイベントに対して行いたい処J1Mがある｣Iﾙ合、対象のイベントハンドラをアクテイビテイク

ラスで実装することにより、その処叩を災現します。

１５２

本節では、アクテイビテイの基本的な考え方について解説します。

アケティビティとは



馬－１アクティピディとは

図5.1.2アクティビティの機能
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ポタンクリック時

イベントハンドラ

クティビティ函１面

函臓師鵬I頚売郵ベント
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P』． 画面初期表示
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アクテイビテイクラスを作成する場合、Androidの標ﾘ(クラスであるActivityクラスまたは

そのサブクラスを縦ﾉkして作成します。5.2節以降では、llIliimの初川炎'j〈、ボタンクリック、進

択リストの価の選択のイベントハンドラについて解説します。
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画面初期表示の
イベントハンドラ

これまでのサンブルアプリケーションでも記述してきた画面の初期表示処理を行うイベ

ント八ンドラについて見ていきましょう。

本節ではまた、初期表示のイベント八ンドラの他、画面が非表示になった時のイベント

八ンドラ、画面がクローズされた時のイベント八ンドラなど画面の状態遷移に関わるイベ

ン卜八ンドラについても解説します。

【噂!⑥画面初期表示のイベント八ンドラ】

III1iliIiの初期炎示に呼ばれるイベントハンドラは、oIriCreateメソッドです。このメソッドは、

アクテイビテイクラスがインスタンス化された時に呼ばれます。

3.2節のサンプルアプリケーション｢Ⅱcll()Andl･()id｣のプログラム(リスト5.2.1)を碓偲しなが

ら、ｏｎCreateメソッドの拠盤について改めて確認していきましょう。

リスト5.2.1HeIIoAndrold・javB

packa9eexanlple・android・heUo；

importandroid・app・Activity；

importandr0id,Cs,Bundle；

publicclassHeUoAndlroidextendsActivity｛〃Activityクラスを継承

／／ｏｎCreateメソッドをオーバライドし実装

＠Override

publicvoidonCreate(BundIesavedlnstanceState)｛

／/ActivityクラスのonCreateメソッド呼び出し

Super,onCreate(savedlnstanceState)；

／／レイアウトXMLの設定

setContentView(R､layout･helIoworld)；

｝

｝

ｏｎCreateメソッドには、リl数にllIIiImの動的な怖報を保持するBundleクラスのオブジェクト

1５４



リスト５．２３

super・onClreate(savedlnstanceState)；

がﾘ1き波されます(リスト5.2.2)ｃ

リスト5.2.2

pub1icvoidonCreate(BUnd1esavedIn5tanceState）｛

Andl･〔)id端末では、ユーザが意側しないさまざまなlj;咽でAndroidアプリケーションが終j参す

るＩり．能惟があI)ます°例えば、櫛近〃モードによって起動中のAndl･oidアプリケーションが伴止

状態になったり、メモリ不足により停止中の画面が破棄されたI)、画而の縦枇が切り篠わって

Androi(lアプリケーションがI¥起動される場合などです。これらのタイミングで画而が初期化さ

れてしまうと、非附に仙いにくいものになるので、アプリケーションの両1mの状態を復ﾉ6できる

ように、I1IIilmの助的な怖柵をBun〔llCに係ｲjfします。

ｏｎCreateメソッドに、前1111起動したアプリケーションの両面情報を格納したBundlcオブジェ

クトが引き渡され、その怖報を使って前IiI1の両而を復元できるようになっています。前何のiilIim

を彼元するためには、lIiIiIIiiの怖撒を係排するonSavelnstanceStateメソッドと両ｉｉｉを復元する

onRestorelnstanceStateメソッドの笈装が必典です。

また、ｏｎCreateメソッドの処1111として、スーパークラスのonCreateメソッドをｿ靴j:してい

ます(リスト5.2.3)。ｏｎCreateメソッドのようなACtWityクラスのメソッドをオーバライドして

実没するイベントハンドラでは、Actfvftyクラスと11蝿のメソッドを呼び川すことがルールと

なっています。

噌

5-2画面初期表示のイベント八ンドラ
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スーパークラスのonCreateメソッドを呼び川した後は、デフォルトのI没定ではレイアウトと

ピューの設定ファイルであるＸＭＬファイルを指定しています。設定ファイルの内奔をlI1IMiに炎

水するには、lI1liIm初)Ul炎示の処理を行うタイミングでレイアウトとビューの設定ファイルを指定

する必災があります。Activityクラスから継承されたsetContentViewメソッドのり|数にレイ

アウトとビューの投定ファイルのリソースＩＤを指定します(リスト5.2.4)。

リスト5.2.4

SetContentView(R､layout､helloworld)Ｉ

３f;fで作成したサンプルアプリケーションでは､｢RlayouLhelloworld｣と指定しています。こ

の｢R｣は、プロジェクトの｢雛､｣フォルダの中にある｢Rja,．a｣のＲクラスのことを示しています

(図5.21)。
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図5.2,1Rjava

‘圏HelloAndroid

p鯵ｓｒｃ

４影9e､[Generated]avaFiIes］
‘鴎example,android・hello

囚Rjava

、副Android2,３

２歩assets

D鰐res

回AndroidManifest・xml

回ｄｅ尼uIt､properties

目pro9uard.c画

作成したレイアウトとビユーのＸＭＬファイルやffレイアウトやビユーに股だしたⅡ)には、リ

ソースII)がWりりルiられ、Ｒファイルと呼ばれる｢Rjava｣のＲクラスで管理されます。リスト5.2.5

にこのＲファイルをボします。

リスト5.2.5Rjava

／*AUTO-GENERATEOFILE．DONOTlvl001FY．
*

☆ThiscIasswasautomaticaUy9eneratedbythE

☆aapttoolfromtheresourcedataitfound、１ｔ

☆sI1ouldnotbenlodi｢iedbylland，

南／

packageexample･ａｎｄｒｏｉｄ､ｈｅＵｏｌ

publicfinalclaSsR｛

publicstaticfinalclassatt『｛

）

publicstaticfinalclaSsdrawabIG｛

pubIic5taticfinalinticon=Ox7fO20000；

｝

PubIic5taticfinalclasslayout｛

publicstaticfinalintheuoworl｡=ox7fO30000；

）

pub【icstaticfinalclasSstrin9｛

publicstaticfinalintapp-naｍｅ=Ox7fO40001；
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５－２両面初期表示のイベント八ンドラ

pubIicstaticfina【intheUopOx7fO40000；

’

｝

Ｒファイルは、Ｉ:|動ﾉlﾐ成されるものなのでr１分で内容の編集や追加記述をしないようにしま

しょう。器リソースを傑作してEclil〕Scのビルド機能が動作すると、妓新のリソース情報でrl動

災新されます。ただしレイアウトとビューのＸＭＬファイルの股定内祥にｲく共合があると、Ｒファ

イルも、動生成されません。’'1mﾉﾉk成きれなかった場合は、これら各リソースの見直しを行いま

しょう。

アクテイピテイクラスで術定した｢R・kly()uLhell()w()1.1.｣は、このＲクラスに定義されている

layoutクラスのstatic定数｢hcllowo１．１.｣を脂しています。このstatic定数に代人されている数仙
がレイアウトとビューの般定ファイル｢hcll()wo１．１．.xml｣のリソースIDで、アクティビティクラ

スでこの定数を指定すると、そこから設定ファイルの情報を取得できるようになっています。

その他に而而初川炎ボのタイミングで行いたい処理があれば､onCreateメソッドに記述します。

曙

oｎＲｅｓｕｍｅ

【噂!②ｱｸﾃｲピテｲのﾗｲﾌｻｲｸﾙ】

Il1IiIiIi初期表示のイベントハンドラの他に、ll1Iiimの非炎水、非表示から再炎示、lI1Ii而を閉じるな

ど1I11iliIi状態に応じてイベントハンドラが川噛されています。

アクテイビテイのライフサイクルとは、アクテイビテイのﾉk成→炎示→対話一膿停止→終ｒのよ

うに､lll1imおよびアクティピティの状態進移のことです。Androidアプリケーションの開発では、

このライフサイクルに対するJ111解はiIt腿です。ここではアクテイビテイのライフサイクルについ

てのｊ,財億をⅧ隠しておきましょう(表5.2.1)。

ら
ぽ
閤
冒
篇
弓
削

非寒示

悪5.2.1アクテイビテイのライフサイクル

対話：面面が非表示になった時

対脂IH)始：入力の受付を開始した時

呼ばれた後の状態呼ばれるタイミングメソッド宅

onSaveInstanceS1ate

表示生成：初めて画面が生成される1３ｏｎＣｒＧａｌＥ

適宜：適切なタイミングで画面情報を保持

対脂開始唖示：画i画を表示する面前oｎＳｔ８ｒＩ

１５７

対話

終了

停止

状態を維持

非表示：画面がしばらく非表示になった時ｏｎＳｔｏｐ

ｏｎＰａｕｓｅ

onDestroy

onRestaIt 表示

停止：停止状咽から破梨される直砿

停止：停止状峨から再1N)する間



CI1JlII1《､１，局アクテイビテイ

ライフサイクルのフローチャートを、図5.2.2に示します。

図5.2.2アクティビテイのライフサイクル(フロー）

’
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j峰水的な状態進移の、メソッドが呼び川されるIlK稀は次の辿りですｃ

①アプリケーション超勤

初期状態→ｏＩ１Ｃ１℃aIc→onSta】．L→onRcsume

②アプリケーション終了

′鰯沖→()nPause→()nSt()I)→onDcstroy

(3池のアプリケーションが起助

火行''１→onSavelns〔aI1ceStatc→onPause→oI1SLop

fllアプリケーションl¥超勤(他のアプリケーション終了）

停ＩＭ１→()､ＲＣＳぃ1.t→oI,Smrl→onR“,,ｍ〔＞

Ｔ５脂

onRestarI

▲

』ー‐＝ーー画

叩而1が再表示

’



リスト5.2.6

＜?xmlversion＝''１．０I1encodin9＝I'utf-8''?＞

＜LinearLayout

xmIns:android言‘'http://schemas,android,com/apk/res/android’

android:layout-width＝llwrap-contentl’

android:Iayout-hGi9ht=1iwrap-coI1tentll＞

各状態遷移に応じて呼び出されるメソッドに、そのタイミングで行いたい処理を実装するよう

にしましょう。

<TextView

android:text="HeuoWorld1，，

android:layout-width＝"wrap-content，，

android:layout-heiqht=Ⅲwrap-content1，／〉

可

１５９

プログラムによるレイアウトと
ビューの設定

ピューの設定には、４章で解説したようなXMLファイルを使用する方法が

ログラムで設定することも可能です。一般的にはXMLファイルで設定し

ますが、動的に画面を変更したい時などにはプログラムで対応します。

ここでは、3.2節で作成した｢HelloWo｢iduを表示するアプリケーションを参考に、プ

ログラム設定する場合の基本について見ていきましょう。

同節ではレイアウトとビューをXMLファイルで設定していたため、次のような記述と

なっていました(リスト5.2.6)。

馬-Ｚ両面初期表示のイベント八ンドラ

pub1icdassHeUoAndroidextendsAEtivity｛

／／fiu-parent定数

privatefinaIStaticintFP＝LinearLayout･LayoutParams・FILL-PARENT；

／／wrap-content定数

privatefinalstaticintWC＝LinearLayout,LayoutPalrams､ＷＲＡＰＣＯＮＴＥＮＴｊ

これをアクティビティで実装すると、次のようになります(リスト5.2.7)ｃ

ａ
昏
幽
ご
稗
①
周
馴

</L1nearLayout〉

リスト5.2.7

（省略）
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/／ｏｎCreateメソッド(画面初期表示イベントハンドラ）
＠Override

pUblicvoidonCreate(BundlesavedlnStancGState）｛
／／スーパークラスのonCreateメソッド呼び出し

Super・onCreate(savedlnstanCeState)；

｝

/／レイアウトの生成

LinearLayoutlayout重newLinearLayout(this)；
layout･sGtO｢ientation(LinearLayout､VERTICAL)；

layout､setLayoutParams(newLinearLayout,LayoutPa｢ams(FP,ＦＰ))ｊ
//レイアウトを設定

setContentView(layout)；

/／テキストビューの生成

TextViewtextView=newTextView(this)；

textView・setText('1卜leUoWorId1m)；

textView･setLayoutParams(newLinearLayout,LayoutParams(ＷＣ,ＷＣ))〕

/／テキストビューをレイアウトに追力I

layoUt・ElddView(textView)；

プログラムによる設定においては、アクテイビティのonCreateメソッドで、

LinearLayoutクラスやTextVieWクラスをインスタンス化するのがポイントとなります。

そして引数には、アクティビティと関連付けるためにアクティピティクラスのインスタン

スを設定しましょう。

LinearLayoutクラスには、縦横の設定を行うsetOrientationメソッドやレイアウトの

縦幅や横幅の設定を行うsGtLayoutPaIramSメソッドがあるので､これらのメソッドを使っ

て属性値を設定します。そして、setContentViewメソッドを使いその引数に

LinearLayoutオブジェクトを指定することにより、このLinearLayoutが表示する画面に

適用されます。

ＴｅｘＭｅｗでは､setTextメソッドで表示する文字列を設定し､setL3youtParamsメソッ

ドで縦幅と枇幅を設定します。TextViewオブジェクトは、LinearLayoutのaddViewメ

ソッドで画面に表示されます。別のビユーを画面に表示したい場合も、該当のピューのク

ラスをインスタンス化して、属性値を設定した後にaddVfewメソッドでレイアウトに追

加すれば表示されます。

ノ


