
<TeXtView

android:id=Ⅲ＠+id/messageⅢ

android:textSize=n24sp”

android:layoUt-9ravity=ncenterhorizontall

android:Iayout-mar9inTop=m30dplI

android:layout-width=伽wrap-contentll
andro1d:layout-hei9ht=''wrap-contentI'／〉

恥-9Ｅファイル

xmlns:android=伽http://schemas,android､com/apk/res/android,

andIroid:Orientation=mhorizontal，，

android:layout-9ravity="center-horizontall’

androidglayout-mar9inTop=n110dp11

and｢oid:layout-width=nwrap-content1,
and｢oid:layout-height='‘wraP-content'１＞

<Buttonandroidgid富川＠+id/Save'’

and｢oid:layout-width=m100dpll

androidglayout-hel9ht=!'wrap-content’
android:text=Ⅲ保存側/〉

<8uttollandroid:id=Ⅲ＠+id/display',

android:layout-widthロlI100dpll

android:layout-hei9ht=Wwrap-contentl
android:text=11表示､/〉

<Buttonandrold:1.=Ⅲ＠+id/deleteⅢ

android:layout-width＝ll100dpll

android:layout-hei9ht=i'wrap-content’
android:text=''削除''/＞

唇
翼
吾
⑦
曙
飴

</LinearLayout〉

</LmearLayout〉

畠

iInpo『tjava・io・BufferedReader；

importjava･io・Buffe｢edWriter；

importjavajo､FilelnputStream；

importjava､io・FileOutputStream；

importjava・io・InputStreamReaderj

リスト8.3.2FileSampIeActivity･java

packa9eexampIe･android,filesampIe；

そしてアクテイビテイクラスは、次の通りに紀述します(リスト8.3.2)。

３２１



chaID1＄r３データ保存

importjavajo・OutputStreamWriter；

importandroid･app･Activity；
imPortandroid,０５.Bundle；

importandroid､view･View；

importand『oid・view･View･onClickListener；

importandroid・wid9et､Button；

impo『tandroid・wid9et・EditText；

importandroid・wid9et･TextView；

publicclassFileSampleActivityextendsActivity｛
／／ファイル名

privateStaticfinalStrin9FILE-NAME百I1FileSampleFile1'；

３２２

//ｏｎ[reateメソッド(画面初期袈示イベントハンドラ）
＠Override

publicvoidonCreate(Bundlesavedln5tanceState)｛
〃スーパークラスのonqeateメソッド呼び出し

Super・on[reate(savedlnstance5tate)；
／／レイアウト設定ファイルの指定

set[ontentView(R・layout・filesample)；

｝

〃保存ボタンのクリックリスナー設定

Button5aveBtn＝(Button)findViewByld(R､id・save)；
SaveBtn・setTa9(側save｡)；

saveBtn,setOnClickListene『(newButtonClickListener())；
〃衷示ボタンのクリックリスナー股定

ButtonreadBtn-(Button)findViewByld(R､id､display)；
『eadBtn・SetTa9(‘'display!')；

『eadBtn･setOnClickLiStener(newButtonClickLiStene『())；
//削除ボタンのクリックリスナー設定

8uttondelBtn＝(Button)findViewByld(R・id・delete)；
delBtn・setTa9(側delete‘')；

delBtn・setOnClickListene『(newButtonClickListene『())；

/／クリックリスナー定義

clas5ButtonClickListenerimplementsOnqickListener｛

／/onqiCkメソッド(ボタンクリック時イベントハンドラ）
publicvoidonqick(Viewｖ)｛

／／タグの取得

Strin9ta9＝(Strin9)v､9etTa90；

/／メッセージ衷示用

Strin9str自働‘,；

TextViewlabel＝(TextView)findViewByld(R・id,me55a9e)；

〃保存ボタンが押された場合



//表示ボタンが押された場合

}elseif(tag・equal5(､display'i))｛

北-2Ｅファイル

if(ta9､equaI5('１save''))｛

／/入力柵報取得

EditTextname＝（EditText)findViewByld(R・id､naI11e)；
EditTextscore＝（EditText)findViewByld(R,１．.score)』

/／ファイルにデータ保存

try（

FileOutputStreamstream

-openFiIeOutput(FILE-NANE,MODEAPPEND)；
BufferedWriterout

崖newBufferedWriter(newOutputStreamWriter(Ｓｔｒｅａｍ))；

Strin9hantei酉i'不合格'1；

if(Inte9er・parselnt(score､9etText().toStrin9())〉－２１０)｛
hantei章棚合格!'；

｝

out･write(name､9etText().toStrin9()＋”,!'十

score,9etText().toStrin9()＋",叩十

hantei)；

out､newLineO；

out､close()；
５t'「＝''保存しました１，'；

}Ｃａ上ch(ExcGptione)｛
ｓｔｒ璽川データ保存に失敗しました！Ⅲ；

｝

/／削除ボタンが押された場合

Ｓｔｒｉｎ９ｌｉｎｅ＝ⅢⅡ；

while((line＝in､readLine())!=nuU)｛
ｓｔｒ＋＝line＋肌¥､，'；

｝

ｉｎ・dose()；

}catch(ExcGptione)｛
ｓｔｒ再'１データ取得に失敗しました！'ｉｊ

｝

ａ
庁
幽
三
目
鵠

/／ファイルからデータ取得

try｛

FilelnputStreamstream

＝openFilelnput(FILE-NAME)；
BufferedReaderin

画newBufferedReader(newlnputStreamReader(Stream))；

３２時
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）

）

｝

}elseif(ta9､endsWith(IideIetel1))｛

／／ファイルのデータ削除

try｛

deleteFile(FILE-NAME)；
ｓｔｒｍ‘削除しました！“；

｝catch(EXceptione)｛
str睡川データ削除に失敗しました！‘'，

｝

｝

/／メッセージ表示

IabeLsetText(Str)；

これで設定とプログラミングについては一通り完了です。一度実行し、先ほどの画ｉｉｉが表示さ

れ、想定どおりに処JIl1が行われるか碓偲しておきましょう。続いてこのサンプルアプリケーショ

ンを参勝にファイルの操作について解脱します。

【'輪②ヂｰﾀ保存】

まずは、ファイルにデータを保作する処理について脱IﾘＩします。サンプルアプリケーションに

おける、保存に側する・述の処理をリスト8.3.3に示します。

ファイルへのデータの111:き込みは、FileOutputStreamクラスを使川します。まず、

openFileOutputメソッドを仙川してFik,()utpuLStl･“ｍオブジェクトを取得しましょう。

openFileOutputメソッドのりＩ数に'よアクセスモードを脂定する必要があり、今11'1は追肥モー

ドである｢Ｍ()Dl2APPENI)｣を脂だします。

沸き込み処班を行うoutputStreamWriterクラスのオブジェクトを'k成します。オブジェク

トをﾉk成す為際のり|激には、，I|:き込みの対象となるファイルを脂定する必要があり、ここでは生

成したFile()u（１）ulS1,℃aｍオブジェクトを脂だします。そしてﾉｌｉ成した()ulputSu･camWrilcrオ

ブジェクトをﾘ|数にして、災に,11:き込むデータをバッファにため込んで、効率的にファイルに出

力するためのクラスであるBufferedWriterクラスのオブジェクトをﾉﾋ成しています。

このBuffGl･cdWrilel･オブジェクトのwriteメソッドに、，Iき込みたいデータを文字列で渡し

てファイルに川〃します。ｎｅｗLineメソッドを使川すれば改行を入れることができます。

地後にCloseメソッドでバッファにたまっている出力データをファイルに書き込み、ファイル

をクローズします。

ファイルへの111:き込み処珊は例外処J'Mが必弧ですので、忘れないようにしましょう。

３２４



処理モードの雇数

IB-:Ｂファイル

リスト8.3.3

／／ファイルにデータ保存

try｛

FileOutputStreamstream

＝openFileOutput(FILE-NAME,MODEAPPEND)；
BufferedWriterout

＝newBuffelredWriter(newOutlputStreamWriter(５t『eam))Ｉ

Strin9hantei＝'１不合格､；

if(Integer､Parselnt(score､9etText().toStrin9())〉－２１０)｛
hantei＝伽合格i'；

｝

田Ⅱ

out.w｢ite(name､9etText().toStrin9()＋Ⅱ,'1＋

score､getText().toStrin9()＋'','1＋

hantei)；

out,newLine()；

out,dose()；
ｓｔｒ＝Ⅲ保存しました！''：

}catch(Exceptione)｛
ｓｔｒ＝Ⅲデータ保存に失敗しました！”；

｝

ＭＯＤＥＬＰＲＩＶＡＴＥ

openFileOutPutメソッドの鱗l引数にはアクセスしたいファイル橘、節2ﾘI数には表8.3.2に

示す処理モードの定数を設定します。

３２帽
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表8.3.2処理モードの定数

他のアプリケーションからのアクセスは不可。

【'篇!③ヂー ﾀ取得】

‘蝋渉

ＭＯｎＦＷＯＲ１ＤＷＲＩＴＡＢＬＥ他のアプリケーションからの書き込みは可能。

既存ファイルに追加で管き込む。

ＭＯＤＥＷＯＲＬＤＲＥＡＤＡＢＬＥ他のアプリケーションからの蔑み込みは可能。

吹にファイルからデータを取得する処珊について説明します。サンプルアプリケーションにお

ける一巡の処珊をリスト8.3.4に,J§します。

ファイルからのデータの読み込みは、FilelnputStreamクラスを便川します。

oPenFileInPutメソッドを使用してFilelnpuLStreamオブジェクトを取得しましょう。

続けて、読み込み処理を行うInputStreamWriterクラスのオブジェクトをﾉﾋ成します。オブ

ＭＯＤＥＡＰＰＥＮＤ
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ジエクトをﾉ|皇成する際の引数には、生成したFilclnputSU･Camオブジェクトを指定します。生成

したInputSu･eamWrite】･オブジェクトをﾘI数にして、虹に効率的にフフ･イルからデータを読み

込むためのクラスであるBufferedReaderクラスのオブジェクトをﾉk成しています。

そして、Ｂｕ錐redReaderのreadLineメソッドを他川して、バッファに取り込まれたデータ

を1行ずつ読み込みます。

リスト８．３．４

／／ファイルからデータ取得

try｛

Fi1elnputStreanlstream

国oPenFilelnput(FILE-NAME)；
Ｂｕｆ｢G『edReaderin

再newBufferedReader(newlnputStreal11Reader(stI･eam))，

Stlrin91ine＝脈'､；

while((line＝in､readLine())!=nuU)｛
ｓｔｒ＋＝ｌｉｎｅ＋'１￥､''；

｝

ｉｎ､close()；

}catch(Exceptione)｛

ｓｔｒ＝叩データ取得に失敗しました！！'；
｝

ファイルへの縦み込み処理も例外処珊が必弧ですので、制愈して１，.さい。

〔輪④テｰﾀ削除〕【輪④テｰﾀ削除〕

岐後にデータのWll除処理について説lﾘＩします。

ファイルのデータを削除するには、deleteFileメソッドを桃川します。このメソッドにより

ファイルのデータがすべて削除されます(リスト8.3.5)。

リスト8.3.5

／／ファイルのデータ削除

try｛

deleteFile(FILE-NAME)；
ｓｔｒｍ１削除しました１，‘；

｝catch(Exceptione)｛
ｓｔｒ毎１１データ削除に失敗しました！Ⅲ；

｝

フ7．イルの削除処珊も例外処理が必要ですｃ
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【輪⑪ヂー ﾀベー ｽの概要】

『
HB-4
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【iiii⑪ヂー ﾀベー ｽの概要】
エスキユーフイト

Androidには､SQLiteというオープンソースのデータベースが標準でサポーートされています。

SQLiLeは、畷１１tで州i池‘Wi端末のプラットフォームに向いています。また端ｲﾐの''１で処JIllが光

結し、よくあるリレーショナル型データベースのようなクライアントサーバ形式ではないので、

取り扱いがシンプルです。データベースを利用する時に、サーバのホスト端やポート僻り、ログ

インID、パスワードなどの指定もｲく要です。

また、プリファレンスとファイルと111じょうにアプリケーションごとにデータベースに保作す

るデータを梢:理し､他のアプリケーションからはＩ１ｌｌ:接操作できないｲl:組みになっています。なお、

もし他のアプリから操作する必要がある場合には、次の唯で学習するコンテンツプロバイダを利

用することになります。

曙

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、商品ID、商品名、価格を入力して｢溌録｣ボタンを押すと、入力データがデータベー

スに保亦され､｢炎,Ｋ｣ボタンをｲIlIすと、データベースからデータを取得して、一覧炎'jくされると

いうアプリケーションを作成します(図8.4.1)。

【i輪②ｻﾝブﾙアプリケーションの作成】

３２７

本節では、AndroidのデータベースであるSQLiteを用いて、データを管理する方法に

ついて解説します。

データベース



テーブルを作成しました１

データを登録しました！

図8.4.1ＤＢＳａｍｐｌｅ(1)

そして11i橋を変更して｢災新｣ボタンを押すと、人力された商,伽I)のデータを虹新する設定に

します(図8.4.2)。
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CreatGActivityl

眠‘１データベース

さらに､｢削除｣ボタンをJllIすと、人ﾉJされたllW11IIlll)のデータを削除する股定にします(図8.4.3)ｃ

図8.4.3DBSample(3)

表8.4.1「ＤＢＳａｍｐＩｅ｣プロジェクトの設定

DBSampIeActMty

品１r,■Ｚ鯉

商品ＩＤ：

商品名

価格：

ﾛ

１

１

１

１

町

Ｎ

川

田

今鰯鰯鰯'鰯|鰯

データを削隙しました！

Packagename：GxampIaandroid､ｄｂｓａｍｐＩｅ

岐初に｢DBSamplc｣プロジェクトを次の般定で作成します(表8.4.1)ｃ

３２９
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入力内目

次にレイアウトとピユーの投定フ7･イル｢(lbsaml)lc､xmI｣を作成します(リスト8.4.1)。レイア

ウトは､｢LinenrLayoul｣を選択します。

AppIicationname：ＤＢＳａｍｐｉｅ

入力項目名

Build~Iarqet： Ａｎｄｒｏｉｄ２賎

PmIectnameI ＤＢＳａｍｐＩｅ

遇‘『:■２:2,M

鰯鰯i鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯溺
POOOO8
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リスト8.4.1dbsamp1e･ｘｍＩ

＜?xmlversion画q1.0‘,encodin9回制utf-8m?＞

＜Linea『Layout

xmlns:andToid-nhttP://schemas・android､com/apk/res/android”
android:orientation■"vertiEal”

android:layout-widthp"fill-parentn

android8layout-hei9ht■mfiU-parentﾛ＞

<TableLayout

xmln5:andmid画同http://schemas・and『oid・com/apk/res/and『oid”

android:layout-width=回fill-paTent側

android:layout-hei9ht=nwrap-contentQ＞

３３０

<TableRow＞

＜TextView

a肺droid:text■例商品ＩＤ：側

and『oid8textSize‐m18sp同

android:layout-marginRi9ht回nlOdpm

android:layout-width画園wrap-contento

and『oidElayout-hei9ht■．wrap-contentq／〉

＜EditTeXt

android:id-側＠+id/id‘,

android:layout-width■m200dpn

android:layout-hei9htp‘Iwrap-contentm／〉

</TableRow〉

<TableROw＞

＜TextVieW

androm:text■側商品名：。

android:textSizep｡18sp団

android:layout-ma『9inRi9ht=qlOdpm

android:layout-width=qwrap-contentn

android:layout-hei9ht-同wrap-content"／〉

＜EditText

android:id画‘'＠+id/name‘，

android:layout-width=m200dp‘,

android:layout-hei9ht=｡wrap-content"／〉

</TableRow〉

<TableRow＞

＜TextView

android:text■‘価格:”

android:textSize=ml8spm

android:layout-mar9inRi9ht=''10dp‘，



<Buttonandroid:id=‘'＠+id/update1‘

androidglayout-width＝m60dp,‘

android:1ayout-hei9ht="wIrap-content川
android:text=､更新､/〉

服-‘１データベース

androidzlayout-width＝Ilwrap-content11
android:layout-height=''wrap-content㈹／動

＜EditText

android:id=､＠+id/priCep

android:9ravity=岨ri9ht制

and｢oid:Iayout-mar9inRi9ht=側７０dpm

android:layout-width=‘'wrap-contentII

android:iayout-hei9ht=llwrap-coI1tentⅢ／〉
</TableRow〉

</TableLayout〉

<LinearLayout

xnllns8android=Ⅲhttp://schemas,andro1d・com/apl</1res/androidⅢ
android:orientation＝'IhorizontaWl

android:layout-9ravlty='１centerhorizontal1‘

android:Iayout-marginTop＝ll10dpll

android:layout-width＝nＷ｢ap-content1’

android:layout-height=''wrap-contentII＞

庁
騨
ご
甫
罵
飴

<Buttonandroid:id=､＠+id/insert‘’

android:layout-width='t60dP'’

android:layout-hei9ht言,‘wrap-content'’
android:text='登録'1/＞

<Buttonandroidgid=肌＠+id/deleteⅢ

ａｎｄｍｉｄ:layout-width=w60dpIl

android:Iayout-hei9ht=''wrap-contentI
and『oid:text='削除Ⅱ/〉

白

<TextView

android:id=''＠十１．/messa9e1

android:textSize=''18sp,’

</LinearLayout〉

<Buttonand『oid:id富川＠+１．/selectⅧ

android:layout-width=m60dp11

android:layout-hei9ht=l1wrap-contentm
android:text=‘，表示､/＞

３３１
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android:layout-9ravity亘同center-horizontalN

android:layout-mar9inToppn30dpl1
android:layout-width画‘,wrap-content‘，

android:layout-hei9ht-‘,wraP-content"／〉

<ScrollView

android:layout-mar9inTop=n30dpn

android:layout-width画制fiU-parentm

android:layout-hei9ht=mlOOdp同＞

〈TableLayoutandroid:idm卿＠+id/list・

xmlns8android=･http://schemas・android･com/apk/res/androido
andmid:layout-width画制fill-pa『ent側

android:layout-hei9ht■｡ｗ『ap-content卿＞

</TableLayout〉

〈/ScroIlView〉

</LinearLayout〉

次に、アプリケーションごとのデータベースにアクセスするためには、Android標準のクラス

｢SQLiteOpenHelper｣を継承し、ヘルパークラスと呼ぶクラスを定義します。アクテイビティク

ラスと同じパッケージに、次のヘルパークラスを作成しましょう(リスト8.4.2)。

リスト8.4.2CreateProductHeIper・java

packa9eexample､and『oid･dbsample；

importandroid､content・Context；

importandroid・database・sqlite・SQLiteDatabase；

importandroid・database・sqlite・SOLiteOpenHelper：

publiccla5sCreateProductHe(perextend5SQLiteOpenHelper｛

３３２

/／コンストラクタ定職

publicCreatePmductHelper([ontextcon)｛
／／SqLiteOpenHelperのコンストラクタ呼び出し

super(con,卿dbsampIe側,nuU,1)；
｝

/／ｏｎCreateメソッド

＠Ovemde

publicvoidonCreate(SqLiteDatabasedb）｛
｝



importandroid･app､Activity；

importandroid・content･ContentValues；

importandroid･database･Curson

importandroid･database・sqlite,SOLiteDatabasej

importandroid,Cs,BUndle；

importandrold,utiLLo9；

importandroid・view､Gravity；

importandroid・view･View；

importandroid･view･View・onqickListener；

importandroid・Wid9et・Buttom

impoTtandroid,wid9et・EditText；

importandroid・widget･Tab(eLayout；

importandroid･wid9et・TableRow；
importandroid・widget,TextView；

牝-.1データベース

/／onUP9radeメソッド

＠Ovenride

pubIicvoldonUpgrade(SQLitGDatabasedb,intoldversion,intnewversion）｛
｝

｝

アクテイピテイクラスは、次の辿りに肥述します(リスト8.4.3)。

リスト8.4.3DBSampleActivity・java

packa9eexample,androld･dbsanlpIe；

３３ｋ

/／登録ボタンのクリックリスナー設定

ａ
犀
幽
弓
酔
⑦
圃
雫

publicclasSD8SampIeActivityextendSActivity｛

CreateProductHeIperhelper＝nuU；
SOLiteOatabasedb＝ｎｕＵ：

/／ｏｎCreateメソッド(画面初期表示イベントハンドラ）

＠override

publicvoidonCreate(BundlesavedlnstanceState）｛

／／スーバークラスのonCreatG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・dbsample)；

ButtoninsertBtn-(8utton)findViewByld(R､id,inSert)；

insertBtn・setTa9(‘linsert1')；

insertBtn,setOnClickListener(newButtonqickLi5tener())；

/／更新ボタンのクリックリスナー設定
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３３４

｝

ButtonupdatetBtn-(Button)findViewByld(R､id,update)；
updatet8tn､5etTa9(側update卿)；

updatet8tn､5etOnClickListener(newButtonClickListene『())；
//削除ボタンのクリックリスナー股定

ButtondelBtn-(Button)findViewByld(R・id,delete)；
delBtn､setTa9(･delete･)；

delBtn､5etOnClickListene『(nｅｗＢuttonClickListener())；
//表示ボタンのクリックリスナー股定

ButtonSeleCtBtn-(Button)findViewByld(R､id・seleCt)；
selectBtn･setTa9(･select風)；

selectBtn､setOn[lickListener(newButtonqickListener()肘

/／ＤＢ作成

helpe『画newCreateProductHelpe『(D8SampleActMty･this)；

〃クリックリスナー定義

classButtonClickListenerimplement50nqiCkListener｛

//onCliCkメソッド(ボタンクリック時イベントハンドラ）

publicvoidon[lick(Viewｖ)｛

／／タグの取得

Strin9ta9-(Strin9)v・getTag()；

〃メッセージ衷示用

Strin9messa9e画。｡；

TextViewlabel-(TextView)findView8yld(R､id・messa9e伽

〃入力佃報取得

EditTextproductidp(EditText)findViewByld(R,id.id)；

EditTextname。(EditText)findViewByld(R､id､name)；

EditTextprice。(EditText)findViewByld(R､id・price)；

/／テーブルレイアウトオブジェクト取得

TableLayouttab(elayout＝(TableLayout)findViewByld(R,id・list)；

//テーブルレイアウトのクリア

tablelayout､removeAllViews()；

〃骸当りBオブジェクト取得

dbphelper､9etWritableDatabase()；

//登録ボタンが押された埋合

if(ta9・equals("insert"))｛

/／テーブル作成

try｛



//登録データ設定

ContentValuesval＝newContentVa【ues()；

Val､put(,，productldn,productid､9etText().toStrin9())j

vaLput(､name‘',name,9etText()・toStrin9())；

vaLput(‘'price剛,Price､9etText().t0Strin9())；

//データ登録

｡b,insert(!'productm，nuU,val)；

ＩＥ－１データベース

/／ＳＱＬ文定義

St｢ｉｎ９ｓｑｌ

＝''createtableproduct(仙十

伽idinte9erprimarykeyautoincrement,測十

nProductidtextnotnull,i'十
,ｉｎａｍｅｔｅｘｔｎｏｔｎｕＵ,''＋

Ⅲpriceinte9erdefau【to)､；

//SQL実行

｡b・execSOL(Sql)；

/／メッセージ設定
messaqe＝,!テーブルを作成しました１Ｙｎｍｊ

}catch(Exceptione)｛

messa9e＝側テーブルは作成されています！￥､､；

Ｌｏｇ.e(mERROR‘',e､toStrin9())；
｝

//データ登録
try｛

/／コミット

db・setTransactionSuccessfulOl

/／トランザクション制御開始

｡b､beginTransaction()；

/／トランザクション制御終了

db,endTransactionO；

ら
ぽ
閏
昌
⑦
弓
鵠

}catch(Exceptione)｛

message＝“データ登録に失敗しました！Ⅲｊ

Ｌｏ９.e(卿ERROR腿,e､toStlrin9())；
｝

/／メッセージ設定

me5saqe＋＝Ⅲデータを登録しました１'１１

３３闇
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/／更新ボタンが押された埋合

}elseif(ta9､endSWith(．update‘，))（

/／ファイルのデータ削除

try｛

／/更新条件

Strin9condition画ｎｕＵ；

ｉｆ(productid1onull＆＆!productid・equals(・園))｛

condition＝”Productid-'園十productid､9etTextO､toString()＋°,画；
｝

/／トランザクション制御開始

db・be9inTransactionO；

/／更新データ股定

[ontentValuesval-newContentvalues()；

Val・put(耐name‘',name､getText().toStrin9())；

Val・put(側pricem,price､9etText().to5trin9())；

//データ更新

db・update(‘'product‘',Val,condition,null)；

/／コミット

db・SetTran5actionSucce55ful()；

/／トランザクション制御終了

db・endTransaction()；

／／メッセージ股定

messa9e＝側データを更新しました！‘'；

}catch(Exceptione)｛

／／メッセージ設定

messa9e画側データ更新に失敗しました！側；

Lo9.e(･ERROR側,e､toStrin90)；

｝

/／削除ボタンが押された嶋合

)el5eif(ta9・endsWith(卿delete｡))｛

/／ファイルのデータ削除

t『y｛

／/削除条件

Strin9conditionpnull；

ｉｆ(productid1-null＆＆!productid･equal$(｡｡))｛

condition回働productid＝0回＋productid､getｌ

）

Qproductid＝，。＋productid・getText().toStrin9()＋･‘｡；



/／データ取得

try｛

／/該当DBオブジェクト取得

。ｂ＝helper､9etReadableOatabaseOi

い』データベース

/／トランザクション制御開始

db､be9inTran5action()；

//データ削除

db.｡e(ete('↑prodUct11，condition，null)；

/／コミット

db､setTransactionSuccessfulOj

/／トランザクション制御終了

db､endTransaction()；

／／メッセージ設定

messa9e富１１データを削除しました！''；

}catch(Exceptione)｛

／／メッセージ設定

messa9e＝〃データ削除に失敗しました！Ⅲｌ

Ｌｏ９.e(!'ERRORm,G､toStrln9()》
｝

､馨/／表示ボタンが押された場合

}Glseif(ta9､equals(mselect11))｛

mproductI'，columns,nuU,nuU,nuu，nuu,Ⅲproductidm)；

ａ
昏
閣
冒
再
⑦
弓
宰

//列名定義

St｢in9columnSU＝｛11productidm,!'nameⅢ,!'p｢iceⅢ}；

//データ取得

Cur5orcursor＝ｄｂ,query（

/／テーブル一覧のヘッダ部設定

TableRowheadrow＝newTableRow(DBSaI11plGActivity､this)j

TextViewheadtxtl＝newTextView(DBSanlp1eActivity伽this)；

headtxtl・setText('‘商品ID'１)；

headtxtl・setGravity(Gravity,CENTERHORIZONTAL)；
headtxtl､setWidth(60)；

TextViewheadtxt2＝newTextView(DBSampleActivity・this)；

/／テーブルレイアウトの表示範囲を股定

tablelayout,setStretchAUColumns(true)；

３３フ
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｝

headtxt2､SetText(‘'商品名")；

headtxt2・setGravity(Gravity､CENTER-HORIZONTAL)；

headtxt2・setWidth(100)；

TextViewheadtxt3画newTextView(DB5ampleActivity・this)；

headtxt3､5etText(‘'価格同)；

headtxt3・SetGravity(Gravity・CENTERHORIZONWlL)；

headtxt3,setWidth(60)；

headrow､addView(headtxtl)；

headrow・addView(headtxt2)；

headrow・addView(headtxt3)；

tablelayout・addView(head『０Ｗ)；

//取得したデータをテーブル明細部に股定

while(Cursor､moveToNext())｛

｝

1ableRow『ow-newTableRow(DBSampleActivitybthi5)；

TextViewproductidtxt

-newTextView(DB5ampleActMty・this)；

p『oductidtxt､setGravity(Gravity.[ENTER-HORIZONmL)；

productidtxt・setText(cursor・getSt『in9(O伽

TExtViewnametxt-new応xtView(DBSampleAEtivity､this)；

nametxt､SetG『avity(Gravity・CENTER-HORIZONTAL)；

nametxt・setText(Cu『50『.9etStrin9(1))；

TextViewpricetxtonewTextView(DBSampleActivity､thi5)；

p『icetxt・SetGravity(Gravity・CENTER-HORIZONTAL)；

PTi[etxt､SetTeXt(CUr50r､getStrin9(2))；

row､addView(p『oductidtxt)；

row､addView(nametxt)；

row､addView①ricetxt)；

tablelayout､addView(『ow)；

/／メッセージ股定

messa9ep｡データを取得しました！側；

}catch(Exceptione)｛

／／メッセージ殴定

message■･データ取得に失敗しました！‘'；

Lo9.e(‘'ERROR側,e・toStringO)；

｝

/／ＤＢオブジェクトクローズ

ｄｂ,close()；

/／メッセージ衷示



まずは、データベースにアクセスするための処理について説明します。

AndroidアプリケーションからデータベースのSQLiteを操作するには､｢android､database・

sqlitc,SQLiIeOpCnIIclpcr｣hll象クラスを継承したヘルパークラスを使川します(リスト8.4.4)。

3=１データベース

labeLsetText(I11essa9e)Ｉ

）

）

｝

これで設定とプログラミングについては･･皿Ｉ)充了です。‐度実↑j:し、先ほどのIilIiIniが炎'jﾐさ

れ、想定どおりに処JIl1が行われるか確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

ンを参考にデータベースの操作について解説します。

SQLite()pcnllelpcrは、文字通りSQLilcをオープンする(開く）ためのヘルバークラスで、デー

タベースの作成やデータベーススキーマのバージョン猫:ｊｌｌｌも行います。

このヘルパークラスのコンストラクタ内では、災にスーパークラスのコンストラクタを呼び出

し、データベースのオープン処珊を行っています(リスト8.4.5)。スーパークラスのコンストラク

タの鋪lﾘ|数にアクテイビテイクラスのインスタンス、鮒2引数にデータベースイ'i、鮒3引数にバー

ジョン祷り･を指定します。

なお指定したデータベースが存在しない場合は、新規でデータベースが作成きれます。

【I幕'③ヂー ﾀベー ｽｵー ブﾝ】

SQLiteOpenHelperクラスを縦蝦したヘルパークラスは、コンストラクタの他に、ｏｎCreate

メソッドとonUpgradeメソッドも実装する必要があります。
ｏｎCreateメソッドは、アプリケーションのデータベースが作成されたタイミングで呼ばれる

リスト8.4.4

pubiicclas5CreateProductHelperextendsSqLiteOPenHelPer｛

リスト8.4.5

／／コンストラクタ定義

publicCreatePIroductHelper(Contextcon)｛

／／SQLiteOpenHe1perのコンストラクタ呼び出し
super(ＣＯ､,'‘dbsample1',nuu,1)；

｝

ａ
犀
閏
目
⑦
周
鵠

３３陽
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メソッドです。リスト8.4.6のように、このメソッドにテーブル作成の処理を記述すると、データ

ベースが作成されると同時にテーブル作成の処理が実行されることになります。ｏｎCreateメ

ソッドのり|数には、データベース情報を保持するSQLiteDalabaseオブジェクトが引き渡され、

eXeCSqLメソッドでCreate文を実行できます。

リスト8.4.6

／／ｏｎ[『eateメソッド

＠Override

publicvoidonC『eate(SqLiteOataba5edb）｛

／／SQL文定栽

Ｓｔｒｉｎ９５ｑｌ

富‘'c『eatetableproduct(_idinte9erp『imarykeyautoinc『ement,。＋

‘,productidtextnotnull,、＋

’'ｎａｍｅｔｅｘｔｎｏｔｎｕＵ,‘'＋

”priceinte9erdefaultO)､；

／／SQL実行

ｄｂ・exeCSQL(Sql)；

｝

そしてonUpgm9eメソッドは、データベースのバージョンを変更したタイミングで呼ばれる

メソッドです(リスト8.4.7)｡

リスト8.4.7

／／onUp9『adeメソッド

＠Ove『『ide

publicvoidonUp9Tade(SqLiteDatabasedb,intoldve『sion,intnewve『sion）｛

｝

データベースを扱う処理を行う場合、最初にへルバークラスを呼び川します(リスト8.4.8)。

リスト8.4.8

／／ＤＢ作成

helpe『＝ｎｅｗ［reateProductHelper(DBSampleActivity,this)；

作成したヘルパークラスをインスタンス化し、引数にアクティビティクラスのインスタンスを

引き渡します。これで、ヘルパークラスのコンストラクタに定義したデータベースオープンの処

理が実行され、最初の実行でデータベースが作成されます。

３４０


