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湿 習面

リスト7.4

＜?xmlversion回１１１.Ollencodin9=棚utf-8ll?〉

＜TableLayout

xmIns:android宮'１http://schemas・android,ＣＯ､/apk/reS/android11

android:layout-width=''fiU-parentll

and｢oid:layout-hei9ht=Ⅷwlrap-contentn＞
<TableRow＞

〈TextViewandroid:text=伽お申し込みフォーム伽

android:textAppearance=!'?android3att｢/textAppearanceLar9eⅢ

android:layout-mar9inTop=ii5diP1l

android3【ayout-mar9inBottom=''5dipI’

android:layout-span=w5Ⅲ／〉

</TableRow〉
<TableRow＞

〈TextViewandroid:text=‘,お名前："/〉

〈TextViewandroid:id="＠÷id/name"android:【ayouLspan=''41'android8width='‘250dip‘'/〉

</TableRow〉
<TableRow＞

〈TextVieWandroid:text=↑'住所：Ⅲ／〉

〈TextViewandroid:id=Ⅲ＠+id/addressⅢandroid:layout-spaI1-1'41'Elndroid:width=''250dip11/〉
</TableRow〉

<TableRow＞

〈TextViewandl｢oid:text=卵生年月日：Ⅲandro1d:width=0'75diplI/〉

〈TextViewandroid:id=‘'＠1.id/month''android:width=''30dipmandroid:text='13卿/〉
〈TextViewandroid:text-m月!!／〉

〈TextViewandroid8id=Ⅲ＠+id/day''android:width=''30dip帥android:text鐸'‘4''／〉
〈TextViewandroid:text=圃日'‘android:width=''120dip‘'／〉

</Tab1eRow〉
<TableRow＞

〈TextViewandroid:text=､性別：Ⅲ／〉

〈TextViewandro1d:id=''＠+id/9enderⅢandroid:layout-span画''4Ⅲandroid3text=!'男!!/〉
</TableRow〉
＜TableRow＞

＜TableLayout

xmlns:android=剛http://schemas､android､com/apk/re5/android”

android:layout-width=mfiU-parentii

android:layout-hei9ht=lifiU-parent1i
android:stretchColumns=ｌｌ３１０

ａｎｄｒｏｉｄ:layout-span＝i'５棚

android:paddin9Left=''50dip'1＞

＜TabIGRowandroid:back9round唾Ⅲ#0033991'＞
〈TextViewandroid:text塵Ⅱ希望商品!landroid:widtll=''150dipⅡ／〉

〈TextViewandroid:text=''注文数ｍⅢ／〉

〈/TableRow〉
＜TableRow＞

〈TextViewandroid:text=!'りんご''／＞
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ChaPtq9r6インテント

〈TextViewandroid:idp｡＠+id/appIe画android:text-回O㈹／〉
〈/TableRow〉

＜TableRow＞

〈TextViewandroid:text-"みかん”／〉

〈TextViewandroid:id-‘'＠+id/oran9e1'android:text=‘'0‘'／〉
〈/TableRow〉

＜TableROw＞

〈TextViewandroid:text="もも!,／〉

〈TextViewandroid:id=園＠+id/peach、android:text-o0側／〉
〈/TableRow〉

</1ableLayout〉

</TableRow〉

<TableRow＞

〈TextViewandroid:text-r'"／〉

〈Buttonandroid:id国''＠+id/backbutton，，

android:layout-spanp‘'４１’

android:width画側100dipn

and『oid:text=‘'戻る卿/〉

〈/TableRow〉

</TableLayout〉

お申し込み確認iIhi面のアクテイビテイクラスは、次のように実装します(リスト7.5)。

リスト7.5

Packa9eexample・android・intentmondail；

importandroid､app､Activity；

importandroid.os､Bundle；

impo『tandroid･view・View；

importand『oid･view・View・onClickListene『；

impo『tandmid･wid9et・Button；

importandroid・wid9et､TextView；

publiccla55SecondActMtyextendsActMty｛
＠Override

publicvoidon[reate(BundlesavedlnstanceState)｛
super､on[reate(savedInstanceState)；

setContentView(R､layout,secondIayout)；

2４２

/／インテントの付加梢報取得

Bundleextra-9etIntent().9etExtra5()；

//付加摺報から入力データ取得



ｅ
唇
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Strin9name寅eXtra､9etStrin9(，，NANEm)；

Strin9address＝extra､9etStrin9('1A､DRESS､)j

St｢in9month＝extra､9etStl｢in9(!‘MONTH叩)；

Strin9day軍extra､9etSt『in9(mDAYI‘)；

Strin99endar＝extra・getStrin9(伽GENDAR'‘)；

Strin9apple-extra､9etStrin9(川APPLE側)；

Strin90ran9e＝eXtlra､9etStlrin9(川ORANGE卿)；
StrinqpGach＝extra’9etStrin9('IPEACHⅢ)；

、

/／出力用テキストオブジェクト取得

TextViewinputName＝(TextView)findViewByld(R,id,name)；

TextViewinputAddress＝(TextView)findViewByld(R・id,address)l

TexWiewinI〕utlvlonth＝(TexWiew)fiI1dViewByld(R・id､1moI1th)；

TextViewinputDay＝(TextView)findView8yld(R､１．.day)；

TextViewinputGendar－(TextView)findViewById(R､id,gender)；

TextViewinputAppIe＝(TextView)findViewByld(Rjd､apple)；

TextVieWinputOran9e＝(TextView)findViewById(Rjd､oran9e)；
TextViewinputPeach＝(TextView)findViewByld(R・id.peach伽

//ボタンオブジェクトにクリックリスナー設定
button・setOnClickListener(newButtonBackClickListener())；

/／出力用テキストオブジエクに入力データ段定

iI1putName・setText(name)；

inPutAddress､setText(address)；

inputMonth,setText(month)；

inputDay・setText(day)：

inputGendar､setText(9endar)；

if(appIe1＝nuU)inputAppIe､setText(apple)；
if(oran9e1＝nuU)inputOran9e・setText(Orange)；
if(peach1＝nuU)inputPeach,setText(peach)；

｝

//戻るポタンクリックリスナー定義
classButtonBackCMckL1stenerimpleInentsOnClickListener｛

／／OnCllckメソッド(ポタンクリック時イベントハンドラ）
PublicvoidonClick(Viewｖ)｛

／/画面をクローズ

finish()；

｝

/／ボタンオブジェクト取得

Buttonbutton=(ButtoI1)findViewById(R・id・backbutton)Ｉ

）

｝

２４胃
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9etlntentメソッドでインテントを取得し、getEXtraメソッドで付加情報を取得します。

各付加備報をそれぞれ取得したら、該当のTextViewに設定しましょう。

最後に､｢AndroidManifest,xml｣に確認画面のアクテイビテイを忘れずに追加しましょう(リス

卜7.6)。

リスト7.6

＜?xmlversion■‘０１．０回encodin9画mutf-8m?＞

〈manifeStxmlnS:android-風http://schemas・andmid･Com/apk/res/androido

packa9epc,example･android・intentmondail同
android:version[ode=nln

androidwersionName=､1.0‘'＞

〈applicationandroid8icon回､＠drawable/icon°andmid:label-側＠strin9/app-name｡〉

＜aEtivityandroid:name回圃.FirstActMtym

an由oid:label=‘'＠strin9/app-name回〉
＜intent-filter＞

〈actionandroidmame=!'android・intent・action・MAINⅢ／〉

〈cate9oryandroidmame回''android･intent・cate9ory・LAUNCHER‘'／〉

〈/intent-filter〉

</aCtivity〉

＜activityandroid:name画鳳SecondActivity卿></activity〉

〈/application〉

</manifest〉

２４４
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演習
次に暗黙的インテントの練習問題です。

｢おはよう！」を表示するアプリケーションと、「こんにちは！」を表示する

アプリケーション、「こんばんは！」を表示するアプリケーションをそれぞ

れ作成してください。

そして暗黙的インテントを使用して、それらのアプリケーションを、次の設

定通りに呼び出すアプリケーションを作成してください。

・４から１２までの整数が入力された場合、「おはよう！」を表示するア

プリケーションを呼び出す（図8-a)。

・１３から１８までの整数が入力された場合、「こんにちは！」を表示する

アプリケーションを呼び出す。

・１９から２４，１から３までの整数が入力された場合、「こんばんは！」

を表示するアプリケーションを呼び出す。

．それ以外の値が入力された場合、トースト機能で「不正な値が入力され

ました！」と出力する（図８－b)。
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>>＞演習８解答

｜おはよう！」を炎示するアプリケーションのレイアウトとピユーの設定ファイルを、リスト8.1

に,｣§します、

＆

リスト8.1

＜?xmLversion＝''１．０”encodin9＝'１utf-8''?＞

＜LinearLayout

xmlns:androfd=肌http://Schemas,android､com/apk/res/androidI1

android:layout-width＝nfi【l-parentm

android:layout-hei9ht=‘'fiu-parent11＞

<TGxtView

android:id=''＠+id/heuo11

android:textSize=I138sp1’

android:９ravity=ilcenter1，

android8layout-width=''｢iU-parentll

android:layout-height='1fiU-parentI

android:text=‘'おはよう！〃／＞

</LilrIearLayoUt〉

２４６



＜intent-filter＞

〈actionandroid:name=mandroid､intent･action,VIEW!'／〉

〈cate9o『yandroid:name=mandroid・intent､cate9ory.､EFAULT''／〉

〈dataandroid:scheme=mintentmondaiⅢ／〉

〈dataandroid:host貢''１'／〉

〈dataandroid:pathPrefix=伽/9oodmomin9”／〉

〈/intent-fiIter〉

</activity〉

露増１１

「こんにちは！」を表示するアプリケーションと｢こんばんは！」を炎,ｋするアプリケーションも

''1棟に設定します。

また、アクテイピテイには、レイアウトとビューの設定ファイルを適川しましょう。

「AndroidManifcsLxml｣には、リスト8.2のようにインテントフイルタを追記します。こちら

も、他の2つのアプリケーションを同様に設定しておきますｃ

リスト８．２

＜?xmlveT5ion=''1.0Iiencodin9=''utf-8l1?＞

＜manifestxmLns:android=llhttp://schemas,android・com/apk/res/android11

packa9e=,'example・android､90odmomin9Ⅱ
android:versionCode画Ｎ１ｌ１

ａｎｄｍｉｄ:versionName唾''１．０１１＞

〈applicationandroid:icon=!!＠drawabLe/iconI'android:Iabel画''＠strin9/app-namem〉

<actMtyandroid:name=前.GoodMomin9Activityl1

android:label=''＠strin9/app-namei'〉
＜intent-fiIter＞

〈actionandroid8naI11e胃mandIroid､intent､action‘IMIＮＩＩ／〉

〈cate9olyandroid:name屋I1android・intent､cate9ory‘LAUNCHERⅢ／〉

＜/intent-filter＞

２４７

次に、岐初に呼び出すアプリケーションを作成します。

レイアウトとビューの設定ファイルを、リスト8.3にノパしますｃ

ａ
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＜/appUcation〉

</manifest〉

リスト8.3

＜?xmIversion戸'１１．０IlGncodin9画,iutf-81,?＞

＜LinearLayout

xmLns:android=Ⅲhttp://schemas・android,com/apk/res/androidⅢ
ａｎｄｒｏｉｄ:orlEntation配llverticaIII
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android:layout-widthpnfilLparent画

android:layout-hei9ht唾働fill-parentm＞

<TextView

android:layout-width=間wrap-contentm

android:layout-hei9ht堂nwrap-content駒

android:text巨側現在時間を入力しましょう，，

android:textSize-n20spl､／〉

＜LinearLayout

xmlns:android=､http://schemas・android､com/apk/『es/androido
andmid:orientationpmhorizontal‘，

android:layout-width画働fill-parent③

android:layout-hei9ht■qfill-parent同＞
＜EditText

andToid:id毎｡＠+id/hourtexto

android:layo雌t-width｡n50dpu

android:layout-hei9ht-owrap-content｡/〉

＜Button

android:id｡‘'＠+id/buttonl'，

android:layout-width唾mwrap-contentm

android:layout-hei9htpmwrap-content0n

andToid:text=‘，クリック！"/〉

</LinearLayout〉

</LinearLayout〉

アクテイビテイクラスは、次のように実装しましょう(リスト8.4)。

リスト8.4

packa9eexample･android､9reetin9；

importandroid､app･Activity；

impo『tandroid･content・Intent；

importandroid･net･Uri；

importandmid・Cs・Bundle；

importandroid,view､View；

importandroid・view・View,onClickLi5tener；

importandroid､wid9et･Button；

importandroid・wid9et・EditText；

impo『tandroid,widget・Toast；

publiccla5SGreetin9ACtivityextendsActivity｛

２４８



/／入力値の振り分け

inttiI11e＝０；

try｛

ｔｉｍｅ雪Inte9er､parseInt(input､getText().toStrin9())ｌ

｝catch（NumberFormatExceptione）｛

／/入力梢報をトースト機能で画面表示

Toast・makeText(Greetin9Activlty・this，

Ⅲ不正な値が入力されました！''，

ToaSt・LENGTHSHORT).show()；

／／プログラムの終了
ｒｅｔｕｒｎ；

）

鋤劃１１

/／ｏｎCreateメソッド(画面初期表示イベントハンドラ）

＠Override

publicvoidonCreate(Bundlesavedln5tanceState）｛

／／スーパークラスのonCreateメソッド呼び出し

super､onCreate(savedlnstanceState)；

／／レイアウト股定ファイルの指定

setContentView(R･layout､9reetin9)；

／／ボタンオブジェクト取得

Buttonbutton-(Button）findViewById(R､idbuttonl)ｌ

〃ボタンオブジェクトにクリックリスナー設定

button.setOnClickListener(newButtonClickListener())；

｝

/／クリックリスナー定義

classButtonqickListenerimplementsOnClickListener｛

／/onClickメソッド(ボタンクリック時イベントハンドラ）

publicvo1donClick(Viewar90）｛

ａ
庁
幽
昌
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/／入力値の取得

EditTGxtinPut＝（EditText)findViewByld(R･id・hourtext)；

/／インテントの生成

Intentintent毎newlntent(Intent・ACTIONＶＩＥＷ)ｌ

}ｅｌｓｅiｆ（（ｔｉｍｅ＝１９＆＆ｔｉｍｅ〈＝２４）１１（tinle〉＝１＆＆ｔｉｍｅ〈＝３)）｛

Strin9text画''1'；

Strin9prefix-1lⅡ；

ｉｆ(time〉＝４＆＆ｔｉｍｅ〈＝１２）｛
ｔｅｘｔ■ｍおはよう！！'；

pIrefix■Ⅲ9oodlllornill9Ⅲ；

}elSeif(time〉画１３＆＆time〈＝１８)｛
ｔｅｘｔ匿棚こんにちは！Ⅲj

prefiXpiIgoodaftemoonI!；

２４鷹



ClO叩t⑬r⑥インテント

）

｝

｝

ｔｅｘｔ四阿こんばんは！、；

prefix■n900devenin9側；

）ｅｌｓｅ｛

／／入力梢報をトースト機能で画面表示

Toast・makeText(G『eetingActivity､this，

。不正な値が入力されました１回，

ToaSt､LEN6TH-SHORT).Show()；

／／プログラムの終了

return；

｝

//URI股定

U『ｉｕ『i画Ｕ『i・pa『se(同intentmondai:〃/側十prefix+側?greetin9-‘’＋text)；

/／URIをインテントに股定

intent､setData(uri)；

/／次のアクティビティの起動

startActMty(intent)；

インテントを生成する時にアクションを指定して、入力された値によってURIを生成しインテ

ントに設定します。

呼び出される側のアプリケーション(｢おはよう！」｢こんにちは！」｢こんばんは！」を表示する

アプリケーション)を先に実行してから､最初の整数を入力するアプリケーションを起動しましょ

う。これは、呼び出される側のアプリケーションがエミュレータにインストールされていないと

呼び出せないためです。

２５０
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6.3節の＠で作成した、標準アプリケーションを呼び出すサンプルアプリ

ケーション｢lmplicitlritentSample2｣に､｢メッセージ｣の選択肢を追加

し､｢メッセージ｣が起動するように処理を追加してください(図9言a)。
』
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[作成のヒント］

①アクションには､｢android,intenLacLion､VIEW｣を指定します。

②URIの指定は、無しにします。

③IntentのputExtraメソッドで付加↑lIi縦を追加します。キーに｢sms=body｣で、価は
人力された文字列を設定しましょう。これがメッセージの本文になります。

③setTypeメソッドでタイプも追加します。引数には｢vnd,android-dir/mms,sms｣を
設定しましょう。
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>>＞演習９解答

文‘i:ﾘ定挑ファイル｢strings､xml｣に、次のように｢メッセージ｣を迫川します(リスト9.1)。

リスト9.1

＜?xI111version唾''１．０１，encodin9=''utf-8l'?＞
＜ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ＞

〈strin9I1ame貢'iheUo'１>HeUoWorld,Ｉｍｐ【icitlntentMondai21</strin9〉

〈stringname=''app-name卿>ImplicitlntentMondai2</string〉

<strin9name=''selectaplim>アプリを避択く/strin9〉

<strinqnaIne童ⅢbuttonlⅢ>実行します！＜/strin9＞

＜strin9-arrayname=叩ａｐｌｉｓⅡ＞

〈item>篭話く/item〉

〈item>WEBブラウザ</item〉

〈item>地図く/item〉

〈itenl>メッセージ</item〉

〈/strin9-array〉

</resources〉

アクテイピテイには､アクション､URIの股定とインテントの生成を行っている処理にメッセー

ジの起動の処皿を追肥します(リスト9.2)。

リスト９．２

／／アクションの股定

Strin9actioI1再null；

ｉｆ(seIeteditem,equals(Ⅲ盃話Ⅲ))｛
action茸liandroid､intent･action,DIALIi；

forwardStr＝''tel:‘'+content､9etTextO､toSt｢in9()；

｝eIseif(Se【eteditem・equals(nWEBブラウザⅢ))｛
action軍'Iandroid,intent・action・VIEWil；

｝elself(seletGditem､equals(''地図'))｛
ａｃｔｉｏｎ＝mandroid・intent､action､ＶＩＥＷｌｌ；

forwardstr宮Ⅲ9eo:､+content､9etText().toStrin9()；

｝ｅｌｓｅif(se1eteditem・equals(ⅢメッセージⅡ))｛

action＝llandroid・intent・action･VIEWII；

｝

/／インテントの生成

Intentintent画newlntent(action,Uri,parse(forwardstr))；

２５毘



｝

溺習則

if(Seleteditem・equals(､メッセージ'.))｛

intent画newlntent(action)；

intent･putExtra(msms-bodym,content､9etText().toStrin9())Ｉ

intent・setType(‘'v､｡､android-dir/mms-5ms',)』

２５臆
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①InaIDt④ｒ

サービス
らスケジュール帳に記入する。アプリケーションをダ

メらメールを書く。このような｢ながら機能｣を実現する

す。本章では、バックグランドで独立して動作するプロ
Ｖ》千
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アクティビティＸ

CIM'１)【t･ｒ７サービス

Ｆ
官 画Ⅱ

《ｲﾝﾃﾝﾄﾄ

【Ｉ篇‘⑪サービスとは⑪ 可
』

）i頭でも‘測りlした通り、サービスとは、バックグラウンドで助作するプログラムです。

サービスには、一度起動すると処理が終了するまで動作が継続するという特徴があります。ア

クティビテイの場合、他のアクティビテイが起動されると元のアクテイビティは処理を停止しま

すが、サービスの場合、他のアクテイビテイやサービスが起助されても処理は停止せず、起動し

てから処理するまで常にバックグラウンドで動作し続けます。

そのため､データダウンロードなどの処理が行われている雌''1に､ホームポタンが押されたり、

砿蔽がかかってきたりした時、中断されると問題があるような処珊はサービスで実装する必要が
あります。

サービスには、２つの実装方法があります。１つ１１は、ActfvityクラスのstartServiceメソツ

図7.1.1startServiceによるサービスの実装

インテント

Xを停止します」

／ZsiopSeMce
｢サービスＸを停止したい！」

|”-ピｽx種鍾勤しにい、
，副ariService爽行

|｢ｻービｽ嘩勤し唖ロ
、副ariServic。

’｢サービスＸを起動し ｢サービスＸを起動します」

AjldrO澗ジヌテム

噂!⑪ｻｰビｽとは』
､

２５６

Ｉ

アクディ ピティＡ

一 ｓ

’

実行〃

サービスとは、画面を持たすにバックグラウンドで独立して動作するプログラムのこと

です。サービスを利用することで、ファイルのダウンロードのように長時間継続される処

理や、音楽再生のように他のアプリが起動しても中断させたくない処理を、画面の処理か

ら切り離して動作させることができます。

サ--ビスとは



アクティビティ

ドを使川してアクティビティやサービスからサービスを呼び川し起動し、stopServiceメソッ

ドでサービスを停止する方法です(図7.1.1)。これは岐もlWIliなﾂ蝶ﾉﾉ法ですが､アクテイビテイ

からの操作は、サービスの起動と停1ｔというシンプルな操作のみとなります。

２つ11は､バインドという仕組みを利用する〃法です(図7.1.2)。この方法では､アクテイビテイ

とサービスを明示的に結びつけることにより、サービスの起動と停1ｋに加えて、アクティピテイ

とサービスの机ＩI:操作も可能となります。

アクティビテイとサービスをバインドするには、アクティビテイとサービスのどちらにも

｢AII)Ｌ(AndroidlntcI･faceDeImitionLanguagc)」というファイルを川激します。このAIDＬ

ファイルでは、Android上の異なるプロセスの間で、データのやり取り(通信)を行うためのイン

タフェースを定筏しています。ファイルに鎚述するIﾉ1群は、javaのインタフェースの定我とIiil

械ですが、メソッドの引数や"§I)仙などにいくつかルールが股けられています。このAII)Lフフ・

イルに定淡されているインタフェースを窓1-1にして、アクテイビテイとサービスはお互いにやり

とりができるようになります。

アクティビテイ

図7.1.2バインドによるサービスの実装

§謹紗Andmidシステム

ＤＬ

イル

ＤＬ

イル

Ｉ’’ ｢サービスＸをパインドしますＩ｢サービスＸをパインドしたい１１

〃、

インテント １インテント

7-1サービスとは

､、

２５７

アクティビテイと同様、サービスにもライフサイクルがあります。ただしサービスは両面を持

たないので、アクティビテイのような多様な状態にはならず、‐度起動すれば処理が終了するま

で勤作『|'の状態が続く、というシンプルな状態巡移になります。

バインドを便川したサービスの実装は、少し雌しいですが、イ億噸で堆本的な仕組みと実装手ＩｌＩＩ

をしっかり理解しましょう。
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｢結果を表示します‐
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’｢結果を表示したい１１



〔】1,'１１，１，．１．７サービス

各ライフサイクルに応じて川いる6つのメソッドについて、表7.1.1に示します｡

表7.1.1サービスのライフサイクルで用いられる6つのメソッド

メソッド名

ｏｎＣｒｅａｔＥ

呼ばれるタイミング

生成：初めてサービスが起動される時

鮮複数のサービスが起動される時は、初回だけ呼ばれる園

onStart川始：startServiceメソッドでサービスが側始する崎

呼ばれた後の状閣

|川始

肋作中

onBindパインド：bindSeMceメソッドでサービスとパインドする時動作牛

onUnbindバインド解除ｇサービスとのパインドを解除する時 動作牛

onRebind再バインド；サービスと再｣度パインドする時 動作中

onDestroy停止：停止状態から破棄される直前 終了

図7.1.3は、バインドを使川しない場合のライフサイクルのフローになります。startService

メソッドによってサービスを起動しサービスの助作が始まった聯合は、stopServcieメソッド

で停止させられるか、stopSelfメソッドでl‘Iら停1tするまで動作が統きます。

一方、図7.1.4は、バインドを使用したjﾙ合のライフサイクルのフローです。サービスが起動

しバインドすると、onStartメソッドの代わりにonBindメソッドが呼ばれます。

図7.1.3startServiceメソッドによる

サービスのライフサイクル

開始

oｎＣｒＧａ１Ｂ

ｏｎＳｔａｒＩ

実行中

onDestory

ｉ柊了

２５｢８

図7.1.4バインドによるサービスのライフサイクル

附隈

onCreate

oｎＢｉｎｄ

実行中 oｎＲｅｂｉｎｄ

oｎＵｎｂｉｎｄ
↑

↓
onDeslory

↓
終了



術災紫ですので、

以上、バインドを使用しない場合とバインドを使用する場合のライフサイクルのフローをそれ

ぞれ紹介しましたが、startServiceメソッドでサービスを起動した後に、bindServiceメソッ

ドでバインドすることも可能です。つまり、結果的にはどちらの聯合もすべてのサービスはバ

インドすることができると『;えます。

And1.0i(lアプリケーションのIHI禿技術を学び始めて間もない時期には、サービスは使いどころ

が分かりにくく、上手に使いこなせない機能かもしれません。しかし､今後いろいろなアプリケー

ションの開発にチャレンジする時に、長時間継続的に行ってくれるサービスの機能が必要となる

場面は必ずあります。バインドを使用しない方法とバインドを使用する方法、どちらも必要な技

一通りＷ熟しておくようにしましょう。

7-1サービスとは
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Clml】1t･ｒ７サービス

「
宮口雪

「
了-淫

バインドを使用しない
サービス

本節では、バインドを使用しないサービスの処理について学習していきます。

バインドを使用しないサービスの処理は、非常にシンプルなものになります。

噂'⑪ｻﾝプﾙｱブ'ノケーシヨンの作成】

まずは、サンプルアプリケーションを作成しましょう。

ここでは、サービスを起助してから終j･するまでの時間を人力して｢サービスlHl始｣ボタンを押

すとサービスが起動し、その後｢サービスを起動します｣＝｢サービスを|ﾙl始します｣＝｢x分xx秒

継過しました！」という、サービスが起動中である旨のメッセージが炎,Jくされ、さらに、岐初に

殺定した時間が綴過するとサービスが終j'する、というアプリケーションを作成します(図

7.2.1）。

図7.2.1StartServiceSample
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