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演習

⑥
演習-5は、ボタンをクリックした時のイベント八ンドラの問題でした。次は

ポッブアツブで表示する処理を起動するイベントが異なるアプリケーション

を作成します。名前を入力し選択ボックスから値を選択すると、挨拶文が

トースト機能でポップアップ表示されるアプリケーションを作成してくださ

い(図6-a)。
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①選択ボックスから価が選択された時のイベントリスナーは､OnltcmSelcctedListenel・

で、イベントハンドラはonItemSelectedメソッドを使用します。

〔aOnltemSelectedListcncrのonNothingSelectedメソッドも記述する必要がありま

す。
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ＣＩ１ｌｌＩ》l〔,R･品アクティビティ

>>＞演習６解答

レイアウトとビューの股定ファイルは、次のように股だします(リスト6.1)。

リスト6.1

＜?xmlvGrsion=伽１．０，１encodin9=i1utf-8I'?＞

＜LinearLayout

xnllns:android=Ⅲhttp://schemas･and｢oid､ＣＯ､/apk/res/android'’
android:orientatlon=ⅢveIrticaLll

android:layout-width=''fi1I-parentm

android:layoUt-hei9ht=llfiU-parentn＞

<TextView

androidg(ayout-width=''fiU-parent1l

androidglayouLhei9ht=llwraP-Content側

android:text=‘１，５t『1,9/IabelnamelnputIl/〉

<EditTextandroid:id毎''＠+id/text-nanle･’

android:layout-width=IlfiU-parentll

android:layout-height=1lwrap-content''/〉

<TextView

aI1droid:layout=width=nfill-parentI’

android:Iayout-hei9ht='Iwrap-contentl1

Emdroid:text=､＠strin9/label-gl･eetingselectm/〉

〈Spinnerandlroid:id='’＠+id/spinnerl,『

androi(l:layout-widthﾖmffu-parentm

android:layout-hei9ht画伽wraPcontent'’

and｢oid:entries='‘＠ariay/list-nameM/〉

</LinearLayout＞

文'Ｉ.:ﾘ定炎ファイル｢stl･in質s,xml｣の,没定は、リスト6.2の皿りです。

リスト6.2

＜?xmlversion=''１．０側encodin9='‘utf-81'?＞
＜ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ＞

〈strin9I1aI11e=‘’heUom>HeUoWorId,ActivityMondai21</strin9シ

〈StriI1911ame='１app-nanle'１>Activitylvlondai2</strill9〉

１Ｒ２

<strin9name=ⅡlabelnameiI1putl‘>お名前を入力してください｡〈/strin9〉ー

<StTinqname=!'labeLqreetinqSelectm>挨拶を選択してください。〈/strinq。



publicclassActivityNondai2extendsActivity｛

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

publicvoidonCreate(BundlesavedlnstanceState)｛

super､onCreate(savedln5tanceState)；

setContentView(R・layout・activitynlondai2)；

油習《Ｉ

＜strin9-arrayname宮I1list-nanlem，＞

〈item>おはよう！〈/item〉

〈item>こんにちは！〈/item〉

〈item>こんばんは！〈/item〉

＜/Strin9-anFay〉

</resources〉

そしてアクテイビテイクラスの実装を、リスト6.3にﾉl《しますｃ

日
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弓
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罵
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リスト6,3

packageexamp1e・android･activitymondai2j

impor上android・ａｐｐ,Actlvlty；

ｉｍｐｏ『tandroid･Cs､ＢｕｎｄＩｅ；

impo｢tandroid･view･View；

importandroid､wid9et､AdapterView；

importandroid・wid9et,EditText；

inlportandroidwid9et・Spinner；

importandmid・wid9et､Toast；

importandroid,widqet・AdapterView･OnltemSelectedListener；

/／クリック時のspinnerオブジェクト取得

Spinnerspinner臣（Spinner)parent：

｝

/／イベントリスナー定義

classSelectItemSelectedListenerimplementsOnltemSeLectedListene｢｛

／／onltemSelectedメソッド

publicvoidonltemSelected(AdapterView<?〉ｐａ｢ent，

Ｖｉｅｗview,intposition，

ｌｏｎｇｉｄ）｛

//Spinnerオブジェクト取得

SpinnersPinner＝(Spinnelr)findViewByld(R,id・spinnerl)ｊ

/／Spinnerオブジェクトにイベントリスナーを関連付け

splnner・SetOnItemSelectedListener(､ewSeIectltemSelectedLiStener())』

１８臆



Chnpie『＄アクテイビテイ

｝

｝

//選択されたリストの値取得

Strin9item-(St『ing）Spinner､getltemAtPo5ition(position)；

/／テキストボックスの入力佃報取得

EditTextinput＝(EditText)findView8yld(R､id､text-name)；

//遡択された値をトースト機能で画面衷示

Toast,makeText(ActivityMondai2､this，

item+‘'¥nm･input､9etText()+卿さん側，

mast,LENGTH-SHORT).show()；

｝

//onNothin9Selectedメソッド

publiCvoidonNothin9Selected(AdapterView<?〉parent)｛

｝

この演習のポイントは、ｏｎCreateメソッドを使ってSpinnerオブジェクトに

OnltemSelectedListenerをimplementsしたイベントリスナーを関連付けていることです。イベ

ントリスナーのonltemSelectedメソッドには、テキストボックスに入力された情報と、選択

ボックスで選択された悩報を取得し、それらをトーストで画面表示しています。また

OnltemSelectedListenerをimplemcntsした鯛合、onNothin9SeleEtedメソッドも実装する必

要があります。このメソッドは選択リストからフォーカスが外れた時に呼ばれますが、今回の処

理では特に何も記述する必要はありません。
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CII1,,,t(,r＄インテント

『
⑯ロⅡ

【i鴬'⑪ｲﾝテﾝﾄとは』
可

Ⅱ■

ｒ
⑮

インテント(IntcnL)には､｢欺似|、ｌｌ的｣という欺味があり、文'j遡りアクテイビテイやサービ

スを起動するための｢懲閃、Ｉｌ的｣を保僻するために便川します。

インテントを利用することにより、あるアクテイビテイから同じアプリケーションの別のアク

テイビテイを呼び出すことや、他のアプリケーションのアクテイビテイを呼び出すことが可能に

なります。また、アクティビティ以外にもバックグラウンドで動作するサービスを呼び川すこと

や、サービスからアクテイビテイを呼び川すこともできます。

インテントは、起動したいアクテイビテイやサービスの基本情報と、引き渡したい付加情報を

保持し、アプリケーションは､｢何をどのように起動するのか｣という情報を持ったインテントを

Andr()idのﾉ縦システムに送ります。そしてAndl･oidシステムは、インテントに保持された怖報

を’受けて、砿､'iするアクテイビテイやサービスを呼び川します(図6.1,1)。
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【'鴬'⑪ｲﾝテﾝﾄとは」

前章でアクテイビテイを学習し､｢ボタンをクリックする｣､｢選択リストの値を選択す

る｣などのイベントに対応するイベント八ンドラについては理解できたと思います。

アクティビテイの章では１つの画面およびアクティビティでの処理を行っていました

が、実際のアプリケーションでは1つの画面のみで構成されることはあまりありません。

通常は、複数の画面で橘成され、それらの画面を行き来します。複数の画面で画面遷移を

行うためには､インテントという仕組みを利用します。インテントを使用することにより、

同一アプリケーション内で凹面遷移を実現するだけでなく、他のアプリケーションとの連

携も可能になります。
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インテント

図6.1.1インテントとは

インテン
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【'静②インテントが保持する情報〕
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UniformResourceIdentifier：インターネット上に存在する情報の堀所を指し示した配述万式。インターネットに

おける佃報の｢住所｣とも言える。なお、Webサイトのネットワーク上のありかを括し示したURLもＵＲＩの１つである。
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インテントが保持する情報には、次の6種類があります。

＞アクション(action）

アクションは､｢～をしたい｣という情報です。

アクションにはアクティビティアクションとブロードキヤストアクションの2郁類があり

ます。アクテイビテイアクションは、他のアクティビテイやサービスを起動するために｢lliIi

liW炎,Jそしたい｣､｢心活をかけたい｣など大まかな動作の脂定を行います。

ブロードキャストアクションは､｢バッテリが残I)少ない｣｢システム起動完｣"｣など何らか

のイベントが発ﾉﾋしたことをアプリケーション全休に知らせるために指定します。本唯で

は、アクティビティアクションについて1：に解税します。

＞カテゴリ(category）

カテゴリは、アクションを分類するための追加怖報でアクションとセットで指定します。

＞データ(data）

Androidでは、ＩＰネットワークヒで一般的によく伽I}される、宛先を指定するためのI:RI*１

炎現を使って呼び川す先を指定しますデータは、他のアクテイピテイやサービスを呼び川

１８フ



アクティビテ

すためのURIになります。データではandroid､net・Uriクラスを使川し、スキーム、ホスト、

ポート、パス、クエリなどの1,1州をこのクラスのオブジェクトに保排します。

＞付加情報(extra）

これは、他のアクテイビテイやサービスにﾘ|き渡したい付加情報です。例えば、人力され

た情報を次の画1mで表示したい場合､インテントに付加怖報として入ﾉJされた1)州iを股定し、

次のiillimにその傭椛を引き渡すような際に利川されます。

Bundleクラスを使川し、このクラスのオブジェクトIﾉwIに付加|洲lのキーと航のセットで

保持します。

＞タイプ(type）

タイプは、インテントのデータの棚類をＭＩＭE形式で'j為した怖柵です。例えば、タイプ

が｢image｣であれば、ｌｌＩｌｉ隙データを欺味します。

＞フラグ(flag）

フラグは、例えば､｢バッググラウンドで起動する｣､｢アクテイビテイがすでに起助してい

る場合、新たに起動しない｣など、アクテイビテイの起肋が特別な時に股だします。

蕨明示的、

、ﾏインテントポ

「
』【輔③インテントの分類

インテントは、明示的なインテントと暗黙的なインテントの2つに分類されます。

＞明示的インテント

起動するアクテイビテイやサービスを明示的に(明確に)指定したインテントです(図6.1.2)ｃ

主にI司一アプリケーション内でアクティピテイやサービスを述柵する時に使用します。

図６．１．２明示的インテント

明示的
インテント
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暗燃的
インデント

６－１インテントとは

＞暗黙的インテント

超勤するアクテイビテイやサービスをIﾘl雌に脂定せず､｢何をしたいか｣だけを指定するイ

ンテントです。Andl･oidシステムが、起動するアクテイビテイやサービスを呼び出すための

判断条件となる情報を保持し、Androidシステムはその情報から起動するアプリケーション

やアクティビテイを選択します。起動先を敢えて明碓にしないので｢暗黙的｣なわけです。

例えば、あみアプリケーションが｢地図を炎示したい｣という怖報をインテントに指定する

と、AndrOidシステムは地似|を表示するアプリケーションの候補を被数毅げて、どのアプリ

ケーションを使用するかをユーザに提案するような場合使われます(図6.1.3)。

アプリケーション目
図6.1.3暗黙的インテントの例

１３円

■･可

アクティビテ

アクティビテ

暗黙的

インテント

陪黙的インテントは、‐iﾐに他のアプリケーションを呼び川す腸介に使用します。インテントを使川

することで、他のアプリケーションをライブラリ感此で使用できることがAndroi〔lの特徴です。

Android上のすべてのアプリケーションは、アプリケーションであると同時にライブラリでもありま

す。これは逆に言うと、自分が作成するAndroidアプリケーションも、場合によってはライブラリのよ

うに使川できるものであると意撤する必典があるということです。お京いのアプリケーションの機能

を雌火|災に利川しつつ､お．I[いの関係はなるべく疎結合を保つというｲl:組みをインテントは提供します。

このようにAndroidにおいてインテントは、アクテイビテイと､ifんで非常に敢要な技術典素で

す。ただし奥が深いので、まずは基本の仕組みをしっかり蝿解し、少しずつ応用的な処理にも挑

戦すると良いでしょう。
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噸画解噸卿
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【i瀞⑪ｻﾝブﾙアプリケーションの作成』

まずは、llIIi1m遷移のサンプルアプリケーションを作成しましょう。図6.2.1にプログラムの一

巡の流れを示します。

雌初の両ｍで果物の名前が一覧炎示されています。・党から果物を1つ選択すると、次のlIIIiIm

で選択された果物のlI1li像が炎,Jくされます。そして次のIilIiImの｢前のII1iiliIiに灰る｣ボタンを仰すと雌

初のllIIiImに腿る、というのがここで作るプログラムの一巡の流れとなります。

図6.2.11ntentSamplel

1癖零鱗Ｗｉ

■４８９９

言宣宅衷

Ｃｌ０１ｌＩ〕I‘,ｒ６インテント

雌初に｢Inlc1,tSamplcl｣プロジェクトを次の股定で作成します(表62.1)。
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ここではまず、明示的インテントを使用した画面遷移の基本的なプログラムの書き方に

ついて解説していきます。

最初のサンプルアプリケーションで明示的インテントを使用した画面遷移の基本的な仕

組みを説明した後、もう１つのサンプルアプリケーションで遷移先から値を戻す処理につ

いて説明します。

鴫霊的インテント



FirsiActMty

$－２明示的インテント

表6.2.1「lntentSamplel｣プロジエクトの設定

CreatGActMtyI

PackaqenameI

入力内容入力頂目名

そして｢sU．i皿sxmi｣は、次の通りに追記しましょう(リスト6.2.2)．

lntentSampIelProiectname1

リスト6.2.1firstIayoutxmI

＜?xm1version=1'1.0Ⅱencodin9=!'utf-8''?＞
〈ListView

xInln5:aI1d『oid宮川http://schemas・android・CO､/apk/res/android'’

android:id戸川＠+id/fruitlistl1

android;layout-width=I1fiU-parentm

android:Iayout-hei9ht=llfiU-parentw

android:entries='‘＠ar1ray/picturename叩〉

〈/LisWiewか

Ａｎｄｒｏｉｄ２３Build宿rqetl

旨
翼
吾
①
弓
畿

lntentSamplglAppIicationname：

次に、一覧を炎示する両1mのレイアウトとビューの設定ファイル｢Iirstl訓y《)ut,xml｣を作成しま

す(リスト6.2.1)。レイアウトは､｢LisLView｣を選択します。

example･androidjntentsampIgl

園9rape・jp9

ａ

図6.2.2画像ファイルの保存

１９１

bananajpg

次に、使川する｢１℃s｣フォルダのドに｢drawablc｣フォルダを作成して、３つのII1Ii像ファイルを

そのフォルダに保ｲfしてください(図6.2.2)。
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CIOaIpterGインテント

リスト6.2.2strings･ｘｍｌ

＜?xmlversion=ﾛ1.Onencodin9画園utf･8m?＞
＜『ｅ５０ｕｒＣｅＳ＞

〈strin9name=mhelloo>HelloWorld,IntentSamPlel1</5trin9〉
〈stringname=napp-name園>IntentSamplel</string〉

<strin9-arraynamepG'picture-namen＞

〈itemｼApple</item〉

〈item>Banana</item〉

＜item>Grape</item〉

</５t『in9-array〉

</resources〉

画像を表示する2つ目の画面のレイアウトとビューの設定ファイル｢secondlayouLxml｣も作成

してください(リスト6.2.3)。レイアウトは､｢LinearLayout｣を選択します。

リスト6.2.3secondIayout・ｘｍｌ

＜?xmlversion=‘'1.0同encodin9国｡utf-8m?＞

＜LinearLayout

xmlns:android■‘，http://Schemas・android・com/apk/『es/androidⅢ
android:orientation="Vertical側

android:layout-width画qfiu-pa『ent側

android:Iayout-hei9ht=‘，hlLpa『entp>

<Ima9eView

android:id=園＠+id/fruitima9e，

android:layout-mar9inTOp■伽１０.P画

android:layout-9ravity画ncenter-horizontaI側

android:layout-width宮‘'ｗ『ap-contentm

andmid:layout-hei9ht画伽wrap-content‘'／〉

<Buttonandroid:id毒''＠+id/backbutton‘，

andro辻layout-mar9inTop画‘'10dp‘,

android:layout-9ravity毎個center-horizontal‘,

android:layout-width=‘'180dp側

android:layout-hei9ht宮‘，wwaP-content”

android:text自画前の画面に戻る卿/〉

</LinearLayout〉

一覧画而のアクテイビテイクラスは、次の通りに記述します(リスト6.2.4)。

１９２



/／アイテムクリックリスナー定義

classListltemClickListeneTimpIementSOnltemClickLiStener｛

／/onltemqickメソッド(値選択時イベントハンドラ）

publicvoidonltemCIick(Adapte｢View<?〉parent，
Ｖｉｅｗｖｉｅｗ，

intposition，

longid）｛

／／ListV1ewオブジェクト取得

ListViewlistview＝（ListView）ｐａ｢ent；

／／避択された値取得
Strin9iteI11画(StriI19）listview､9etlteI11AtPosition(position)』

(;－２明示的インテント

リスト6‘2.4FirstActMtyjava

packaqeexample,androidjntentsamplelj

importandroid,app･ACtivity；

importandroid・content､Intent；

importandroid・Cs､Bundle；

importandroid・view･View；

importandroid･wid9et・AdapterView；

imPortandroid･Wid9et・ListView；

importandroid･wid9et・AdapterView・onltenlClickListener；

)licClaSSFirstActMtyextendsActlvity｛

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

publicvoidonCreate(BundlesavedInstanceState)｛

／／スーパークラスのonCreateメソッド呼び出し

super､onCreate(savedlnstanceState)；

／／レイアウト設定ファイルの指定
setContentView(R・layout・firstlayout)；

pＵｂｌｉｃ

/／インテントの生成(呼び出すクラスの指定）
IntEntintent＝newlntent(FirstActivitv・tｌ

/／ListViewオブジェクト取得

ListViewlistview＝(ListView)findViewByld(R・id､fruit[ist)；

/／L1stViewオブジェクトにクリックリスナーを関連付け
llstview,setOnltemClickListener(newListltemC(ickListener())；

）

Intentintent＝newIntent(FirstActivity､this,Se亡ondActivity・class)ｊ

//選択された値をインテントに設定

intent・putExtra(‘‘SELECTED-PICT1',item)；

/／次のアクティビティの起動

StartActivity(intent)；

ａ
庁
閤
目
⑦
馬
齢

｝

｝

｝
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cIOuPRcrGインテント

画像を表示する画面のアクテイビテイクラスは、次の通りです(リスト6.2.5)。

リスト6.2,5SecondActMty・java

packageexample､andmid､intentsamplel；

importandroid･app･ActMty；

importandroid･content･Intent；

importandroid・Cs・Bundle；

importandroid､view･View；

importandroid､view･View･on[lickLi5tener；

impo『tandmid･wid9et・Button；

importandroid・wid9et・Ima9eView；

publicclassSecondActivityextendsActivity｛

／／ｏｎ[『eateメソッド(画面初期衷示イベントハンドラ）
＠Overnde

publicvoidon〔reate(Bundlesavedln5tanceState)｛

1９４

/／スーパークラスのonCreateメソッド呼び出し

super･on[reate(savedlnstanceState)；

/／レイアウト設定ファイルの指定

set[ontentView(R・layout､secondlayout)；

/／インテント取得

Intentdata-9etlntent()；

/／インテントの付加佃報取得

Bundleextra5-data・getExtras()；

//付加情報から選択された値取得

Strin9disp-pictpextras1-null？extras､9etStrin9(oSELECTEDPI[Tm）：。"；

/／Ima9eViewオブジェクト取得

Ima9eViewima9e回(Ima9eView)findViewByld(Rjd・fruitima9e)；

//表示する画像の設定

if（disp-pict､equals(､Apple‘')）｛

ima9e・setIma9eResource(R､drawable,apple)；

｝

el5eif（disp-pict､equals(側Banana’'））｛

image・Setlma9eResou『Ce(R・drawable,banana)；
｝

elseif（disp-pict・equaI5(‘'Grapem））｛

image､setlma9eResource(R､drawable､9rape)；

｝

/／Buttonオブジェクト取得



‘錫IntentSamplel

●鯵ｓｒｃ

ｐ窪gen[Generated]avaFilesl

p域Android2､３

色assets

6‐２明示的インテント

Buttonbutton画（Button)findViewByld<R､id､backbutton)；

／／ボタンオブジェクトにクリックリスナー股定
button､setOnClickListener(newButtonClickListener())；

｝

/／クリックリスナー定義
classButtonClickListenelrimplementsOnClickListener｛

／/onClickメソッド(ボタンクリック時イベントハンドラ）
＠Override

pubIicvoidonClick(Viewｖ)｛

／/アクティビティ終了(画面クローズ）

finish()；

｝

｝

）

一
凸
庁
幽
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最後に、画像を表示する画面のアクティビティクラスを認識させるために､｢And１．０idManifest

xml｣にアクテイビティの追加設定を行います。このXMLファイルは、プロジェクト怖報ファイ

ルとも呼ばれ、アプリケーション名、アプリケーションを一恵に識別するためのパッケージ儲、

アクテイビテイ輪、サービス私などを殻定します｡｢AndroidManifest､xml｣は、プロジェクトの

下にあります(図6.23)。

図6,2.3AndroIdMaI11fest､xmI(.|）

＞|湾res

ー－

１９時

回ｄｅ佑uIt､properties

目pro9uard.c的

，鹿res

ダブルクリックして開き､｢AndroidManifcSt・xml｣タブをクリックして、細典lIiIiimを表,jﾐし

てください(図6.2‘4、図6.2.5)。

そしてリスト6.2.6のようにSecondActivityクラスの設定を追記します。

回AndroidManif1est‘xmI



雲
煙
》

RqO

z'城"”『“伽“t:虚認
'静１Ａ'MII,⑥I〔lMwIimm

▽jWnIII唯11赫鋤1瓜禰1;〔『【哩１

■

抵賜卿j露､鴫鵬zIj腸I鰯泌~
Ｉ<?x鮎IversiOnご勺.，~encoding二．Zﾉｫ提8魁

；〈職aI'if謎k鯉落鰯臨紳瀧無諦瀞域."､';,'Ai/r華繍…‐
４android:versionCode＝~〆
５andI･oid:versionName＝＝7.’う

り．"柵恥慰撫鯛|§鎌雛競Ｗｌ訓…"…'"･’８
９〈mteImi=ｆｉｌｔｅＩ･＞
１０〈acliDnandrOi〔I:name二忽"0ｹ-Ｗ“/"“"“cｵﾉ蛾鋤ﾉW"/＞
１１〈caiegoI･yandroid:name二巻"9ｹが征/"“"とＣａ““〃とｊｆ４１/Z胸?鍬'/＞
１２〈/ilmieni-fiItel･＞
１３〈/acUvity＞
１４

１５〈1-－ここに追記一一＞
１６<activilyandroid:naIibeこで“o"銅cｵﾊ'/む'.〉</acMvity＞
１７＜１－－＋++++++++＋－＞
１８
１９〈ん”Iication＞
２０</脇anifesi＞

p“n““稚剖1,㈹mlntIa1nbOuヒヒh日夙』現ｇｒＥＸａ炭zlmrU'蛇介-萱、

｢

リスト6,2.6AndroidManifest・ｘｍＩ

＜?xmlversion=１１１．０，'encodin9宮''utf-8Il?＞

〈I11anifestxnlIns:android-'1http://schemas・android,ＣＯ､/apl</res/alldroid‘’

packa9e＝''example･android‘intentsalllpleli’
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これで股定とプログラミングについては通り完~rです。一皮災行し、先ほどのlIIIi而が炎,(さ

れ、想定どおりにｌｌＩＩＭｉ避移が行われるかどうか雌I認しておきましょう。続いてこのサンプルアプ

リケーションを参考にIﾘj示的インテントを使川したII1liIm巡移について解説します。

6.2明示的インテント

<app{icationandroid:icon=１１＠drawabIe/iconⅢandroidglabeI='1＠s上rin9/app-nameI1〉

＜activityandroid3name戸棚.FirstActivityl1

android8labe!=11＠strin9/aPP-nameⅢ〉
＜intent-filter＞

〈actionandroid:name=mandroidjntent､action､lvlAIN'1／〉

〈cate9oryandIroid:name=liandroid・intent､cate9ory､LAUNCHER'‘／〉

〈/intent-filter〉

〈/activity＞

<1-‐ここに追記一一＞

<activityandroid:name=ilSGcondActlvlty1，></activity〉
＜1--＋＋＋＋＋＋＋＋,1..4.--＞

>角冒己

〈/applicationシ

</manifest〉

メ

/／インテントの生成(呼び出すクラスの指定）

Intentintent＝newlntent(FirstActivity,this,SecondActivity､class)；
/／選択された値をインテントに設定

の薄'＠startActivityメソッドで次のｱｸﾃｲピﾃｲ起動】②

凸
昏
貰
再
⑦
辱
罰

まず、・随IlHi而のアクテイビテイで行っているlIIIi而巡移の処珊について税明します。アクテイ

ピテイは、選択リストのアイテムをクリックした時のイベントリスナーonltemClickメソッド

内で、インテントを唯成し、次のアクテイビテイを起動する処J1Mを行っています。この過秘をリ

スト6.2.7にパします。

'1９７

リスト6.2.7

／／アイテムクリックリスナー定義

classListltemClickLi5tenerimplement50nltemClickListener｛

／/onltemdickメソッド(値選択時イベントハンドラ）

pubLicvoidonltemqick(AdapterView<?〉parent,Ｖｉｅｗview,intpo51tion，lon9id）｛
／／ListViewオブジェクト取得

L1stViewlistview＝（ListView）parent；

／/迦択された値取得

Strin9item＝(St｢ing）listview､9etItGmAtPosition(position)；



Chnplcr⑧インテント

｝

｝

intent,putExtra("SELECTED-PICTo,item)；

//次のアクティビティの起励

startActivity(intent)；

ｏｎItem[lickメソッドで、選択リストで選択された値を取側した後に、インテントを生成し

ています(リストの１０行目)。明示的インテントの場合、Intentクラスをインスタンス化する時

には、遷移元のアクテイビテイクラスのインスタンスと遷移先のアクテイビテイクラスを指定し

ます(リスト6.2.8)。

リスト6.2.8

／／インテントの生成(呼び出すクラスの指定）

Intentintent画newlntent(FirstActivity､this,SecondActivity､class)；

そしてインテントを生成した後に、lntentオブジェクトに選択された値を付加悩報として股定

しています。付加情報の設定は、putExtraメソッドを使用し、第１引数にキーとなる文字列、

第２引数に引き渡したい値を指定します(リスト6.2.9)。

リスト6.2.9

／/選択された値をインテントに設定

ｉｎtent､putExtra(‘'SELECTED-PICT‘',item)；

最後にStartActivityメソッドを使用して、次のアクテイビテイを起動します。引数には、生

成したインテントを設定します(リスト6.2.10)。

リスト6.2.10

／/次のアクテイビテイの起動

StartActMty(intent)；

これで次のアクテイビティ「SecondActivity｣が起動します。

1９８



//Inla9eViewオブジェクト取得

Ima9eViewima9e＝(Ima9eView)findViewByld(R､id､fruitimage)；

G－２明示的インテント

/／インテント取得

Intentdata宮９etlnten上(》

/／インテントの付加情報取得

Bundleextras＝data,9etExtrasO；

//付加傭報から選択された値取得

Strin9disp-pict＝extras1麺ｎｕＵ？extras､9etS上rin9(nSELECTED-PICT‘!）：Ⅲ'‘Ｉ

次に避移先のアクテイビテイの処理を碓偲していきましょう。

ｏｎCreateメソッドで引き渡されたインテントから付ﾙⅡh'柵を取得し、その｛

した値に対応した11Wi像をImageViCwオブジェクトに設定します(リスト6.2.11)。

その付加情報から収神

リスト6.2.11

／/ｏｎCreateメソッド(画面初期表示イベン

＠Override

publicvoidonCreate(BuI1dlesavedInst5

onCreateメソッド(画面初期表示イベントハンドラ）
'verride

IlicvoidonCreate(BuI1dlesavedInstanceState）｛

/／スーパークラスのonCreateメソッド呼び出し

super､onCreate(savedlnstanceStateル

/／レイアウト設定ファイルの指定

setContentView(R､layouLsEcondlayout)；

Ｆ
Ｌ

1９９
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//表示する画像の設定

if（diSp-pict・equals("Apple､））｛

ima9e‘setIma9eRe5ource(R､drawable・apple)；
｝

elseif（disp-pict､equalＳ(､Banana､））｛

ima9e､setlma9eResource(R・drawable・banana)ｌ

｝

elseif（disp-pict､equals(mGrape''））｛

iI11a9e･setlma9eResource(R､drawable､9『ape)；
｝

/／Buttonオブジェクト取得

8uttonbutton＝(Bu上to､)findViewByld(R､id､backbut上on)ｊ
/／ボタンオブジェクトにクリックリスナー股定

button・setOnClickListener(newButtonClickListener())；
｝

６③インテントＩ



clnaptc扉⑧インテント

引き渡されたIntentオブジェクトを取得するには、Activityクラスのgetlntentメソッドを
使用します(リスト6.2.12)。

リスト6.2.12

／／インテント取得

Intentdata＝getlntentO；

そして取得したIntentオブジェクトから付加情報を取得するには、Intentクラスの

getExtraSメソッドを使用します。このメソッドでBundleクラスのオブジェクトが取得できま

す(リスト6.2.13)。

リスト6.2.13

〃インテントの付加梢報取得

BundIeextra5＝data・getExt『as()；

このBundleオブジェクトのgetStrin9メソッドにより、般初の一覧画而で選択された果物の

名前を取得します。引数には、付加情報を設定した時のキー（SELECTED-PICT)を指定しま

す(リスト6.2.14)。

リスト6.2.14

／／付加柵報から選択された値取得

Strin9disp-pict＝ext『ａｓ１回nuu？extras・getStrin9(･SELECTEO-PICT回）：”"；

そして、遺択された果物の名附を元に対応した画像を表示するために、ImageViewオブジェ

クトを取得し、setImageResourceメソッドの引数に画像ファイルのリソースIDを設定して、

画面に表示を行っています(リスト6.2.15)。

リスト6.2.15

／／Ima9eViewオブジェクト取得

ImageViewima9e-(Ima9eView)findView8yld(R・id､fruitima9e)；

//表示する画像の設定

if（disp-pict・equals(厨Apple側））｛

ima9e･setlma9eResource(R・drawable､apple)；

｝

el5eif（disp-pict・equals(回Banana‘･)）｛

２００


