
／／ボタンクリックリスナー定義

classButtonqickListene｢implementsOnClickListener｛

〃onClickメソッド(ボタンクリック時イベントハンドラ）
＠over｢ide

publicvoidonClick(Viewｖ)｛

／／タグの取得

Strin9ta9画(Strill9)v・getTa90；

海習Ｉ望

Strin9nanle＝Ⅱ,'；

Strin9address貢lliil

Strin9month再1'１‘；

Str1n9day＝Ⅱw；

Strin99endar＝''1'・

Strin9aPPle＝'１''；

St1rin9orange画川'1；

Strin9peacll毎ｉｉ１ｌ；

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

pubIicvoidonCreate(BundlesavedlnstanceState）｛

(省略）

／/確認ボタンのクリックリスナー設定

Buttonconfirmbutton宮（Bu上to､)findViewByld(R,id､confirmbutton)j
confimlbutton､se上Ta9(，'confirInmル

confirInbutton､setOI1ClickListener(newButtonClicl<Listener())；
／／戻るボタンのクリックリスナー殻定

Buttonbackbutton＝(Button)findView8yld(Rjd､backbutton)；
backbutton､setTa9(W1baEkⅡ)；

backbutton､setOnClickListene｢(newButtonClickListener())；
｝

(省略）

/／ブリファレンスファイルに保存

editor・putStrin9(ⅢNAME'',ｎａｍｅ)；

editor・putStrin9(mADDRESSlI,address)j

edltor,putStrin9(伽MONTH'１，month)；

３６１

ａ
冒
閏
ご
鉢
⑦
罵
学

//確認ボタンが押された場合

if(ta9､equals('1confirmm))｛
／／プリファレンスオブジェクト取得

SharedPreferencespreference

＝９etSharedPreferenCeS(FILE-NANE,NODE-PRIVATE)Ｉ

/／プリファレンスの編集用オブジェクト取得

SharedPreferenceS・Editoreditor＝preference・edit()ｉ



chaPRerBデータ保存

｝

｝

｝

editor､putSt『ing(・DAY側,day)；

edito『・put5t『in9(側GENDAR‘''９endar)；

editor､putStrin9(‘'APPLE､,aPPle)；

editor・putStrin9(‘'ORANGE‘',oran9e)；

editor,putStrin9(側PEACHE',peach)；

editor､commit()；

//インテントの生成(呼び出すクラスの梱定）

Intentintent-newIntent(SecondActivity､this,ThirdAにtivity､class)；

//次のアクテイビテイの起動

startActivity(intent)：

//戻るボタンが押された埋合

}elseif(ta9,endsWith(mbackm))｛

／/画面をクローズ

finish()；

｝

完了画面のアクテイビテイは、レイアウトとビユーの設定ファイルを適用するだけです(リス

ト12.4)。

リスト１２．４

packa9eexample､android･preferencemondai；

importandroid･app･Activity；

importandroid.o５.Bundle；

publicdasSThirdACtivityextendsACtivity｛

＠Over『ide

publicvoidonCreate(BundlesavedlnstanceState)｛

／／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､thirdlayout)；

｝

｝

最後に｢AndroidManiiest-xml｣に確認画面と完了画而のアクテイビテイの設定を忘れないよ

うにしましょう。

３６２

Ｉ



>>＞演習１３解答

レイアウトとビューの設定ファイルは、プリファレンスの油習とl1ilじですｃ

洞習１３

確認画面のアクテイビテイに、ファイル犠録の処理を追記しましょう（リスト13.1)ｃ

Ｐ 、

演習

１３

演習

１３
次にファイルの復習問題です。

プリファレンスの演習と同様に、お申込み情報をファイルに登録する処理を

作成してみましょう。
３

』

（ ノ

／／ボタンクリックリスナー定義

classButtonClickLi5tenerimp(EmEntsOnC1ickListener｛

〃onClickメソッド(ボタンクリック時イベントハンドラ）

＠override

publicvoidonClick(VieWv)｛

／／タグの取得
Strinqtag＝(String)v､getTag()；

(省略）

リスト１３．１

（省略）
publicdassSecondActivityextendsActivity｛

/／ファイル名
privatestaticfinalSt『ｉｎｇＦＩＬＥＮＡＮＥ毎liFiIeNondaimjー

out･write(ｎａｍｅ＋Ⅲ,''十

address＋'i'''十

３６K

ａ
庁
閤
ご
甫
弓
鵠

//確認ボタンが押された塙合

if(ta9・equals(mconfirm‘'))｛
／／ファイルに保存

try｛

FiIeOutputSt｢eamstream

＝openFileOutput(FILE=NAME,MODEAPPEND)；
BufferedWriterout

画newBufferedWriter(nGwOutputStreamWriter(Stream))』
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(省略）

month十画/０，＋ｄａｙ＋､,、＋

gendar＋刺,飼十

apple＋ｍ,、＋

ｏ『an9e＋画,。＋

ｐeach)；

out・newLineO；

out・close()；

}catch(Exceptione)｛

Log.e(鯛FILE-ERRORm,'ワアイル書き込みに失敗しました‘')；
｝

完了画而のアクテイビテイもプリファレンスの波習と同じです。

般後に｢AndroidManifest・xml｣にアクテイビテイの追加設定を忘れないようにしましょう。

３６４ Ｉ



ヘルパークラスを用意します(リスト14.1)。

油習n.１

リスト１４．１

publicclas5DBMondaiHelperextendsSOLiteOpenHelper｛

『

、

習
４

演
１
習
４

演
１

最後にデータベースの復習問題です。

プリファレンスやファイルの演習と同様に、お申込み情報をデータベースに

登録する処理を作成してみましょう。
』

Ｌ 望

>>＞演習１４解答

レイアウトとビューの股定ファイルは、プリファレンスやファイルのiij柵とIIijじですｃ

ａ
医

曙/／コンストラクタ定義

publicD8NondaiHe(per(Contextcon)｛

／/SqLiteOpenHe1perのコンストラクタ呼び出し

super(con,mdbmondaim,nuU,1)；
｝

/／ｏｎCreateメソッド

＠override

publicvoidonCreate(SQLiteDatabasedb）｛

｝

リスト１４．２

（省略）
publicclassSecondActivityextendsActivity｛

３６時

/／onUp9radeメソッド

＠over｢ide

publicvoidonUp9rade(SQLiteOatabasedb,intoldversion,intnewversion）｛
｝

）

確認而而のアクテイビテイに、データベース奄録の処理を追記しましょう（リスト14.2)。
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(省略）

３６６

／/ボタンクリックリスナー定義

clas5ButtonClickListenerimplement50nClickListener｛

//onqickメソッド(ポタンクリック時イベントハンドラ）

＠Override

publiにvoidonClick(Viewv)｛

／／タグの取得

Strin9ta9-(Strin9)V,9etTa90；

//確鱒ボタンが押された埋合

if(ta9､equals(oconfirm"))｛

／／ＤＢアクセス

DBMondaiHelpe『helperonewDBMondaiHelper(SeにondActivity・this)；

/／ＤＢオブジェクト取得

SqLiteDatabasedb-helper・getW『itableDatabase()；

/／データ登録

try｛

／／テーブル作成

５t『ｉｎｇｓｑｌ

－･createtableapplication(｡＋

卿一idinte9erprimarykeyautoinc『ement,｡＋

同ｎａｍｅｔｅｘｔｎｏｔｎｕｕ,、十

国add『e55textnotnull,”十

回gendartextnotnuu,何十

”appleintegerdefaUltO,側十

③oran9einte9e『defaultO,”＋

”PeaChinte9e『defaultO)‘'；

/／トランザクション制御開始

db､be9inTransaction()；

/／データ登録

ContentValue5valonewContentValuesO；

vaLput(､name､,name)；

Val､put(‘'address‘',address)；

Val・put(m9endar側,gendar)；

Val・put(mapplem,apple)；

Val・put(''０range‘',oran9e)；

Ｖａｌ､put(mpeachm,peach)；

db､insert(園applicationm,nuu,val)；

/／コミット

db・setT『ansactionSucce5SfUl()；

Ｉ



完J・ｌｌＩＩｉｍのアクテイビテイもブリファレンスやファイルの淡習とlIilじです。

岐後に｢AndroidManifCst､xml｣にアクテイビテイの追加設定を忘れないようにしましょうｃ

洩 習 咽

/／トランザクション制御終了

db・endTransaction()；

/／ＤＢクローズ

db､dose()；

}catch(ExcePtione)｛

Lo9.e(側D8-ERROR伽’”データベース登録に失敗しました'1)；
｝

(省略）

ａ
庁
幽
弓
再
①
罵
牢

３
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⑳I､認皿er

コンテントブロバイダ
Android端末に保存されたデータは、 アプリケーションごとに管理さ

侭灘れています｡他のアプリケーションが直接それらのデータにアクセスす
母

ることは可能ですが、 データフォーマッ 卜などの変更の影響を少なくす

詞ノ房似二 杓ＩＦ他０ 上 王'す．為戻とlFIｔｆｆ 再黄

器声■

=卜 -卜
詞(」

●

●



【'篇!⑪ｺﾝﾃﾝﾄブﾛバｲグとは？】

AndI．()i(lアプリケーションは、必要に応じてデータをフ7．イルやデータベースに保仔します。

例えば、家計簿アプリであれば、人ﾉJされた日々の入出金に側するデータを、辿絡先アプリであ

れば、心諦番号やメールアドレスなどのデータを保存します。

Androidでは、ファイルやデータベースに保存されたデータはそのアプリケーションが所有し

ているため、原則として、別のアプリケーションがアクセスすることができないようになってい

ます。

しかし、巡絡先アプリや辞11ドアプリのように他のアプリケーションから活川できるデータを保

持しているアプリケーションの場合、それらのデータにアクセスする手段を設定しておくと便利

です。コンテントプロバイダは、こういった他のアプリケーションにもｲ『効なデータにアクセス

できるようにするための仕組みです。あるアプリケーションがそのデータにアクセスするための

コンテントプロバイダを持っていて、そのコンテントプロバイダの情報を公開していれば、他の

アプリケーションからアクセスすることができるようになります。

例えば辿絡先アプリは迎絡先のデータ(髄話番妙やメールアドレス)を所ｲＩしていますが、他の

アプリケーションは連絡先データに1111接アクセスすることができません。しかし、巡絡先アプリ

には連絡先データにアクセスするためのコンテントプロバイダが用意されているので、他のアプ

リケーションはコンテントブロバイダを通じて、連絡先アプリが所有している述締先データにア

クセスすることができます。

ファイルについては､コンテントプロバイダを便川しなくてもアクセスする方法がありますが、

直接パッケージおよびファイルを指定してアクセスすることになり、アプリケーション11リヒの連

携が深くなってしまいます。そうなるとデータを提供するアプリケーションのデータ櫛造の変更

が発ﾉｋした時に、データを利川するアプリケーションに大きな影騨が出てしまうことになりま

Ｆ
⑨ 画Ⅱ

Cl,肌1,1‘.ｒ恥コンテントブロパイダ

３７【0

’

１画

ｒ
⑨

前章ではAndroidアプリケーションで扱うデータをファイルやデータベースで管理す

る方法について学習しました。ファイルやデータベースに保存したデータは、アプリケー

ションごとに管理されているので、他のアプリケーションがそれらのデータにアクセスし

て利用したい場合には、コンテントプロバイダという仕組みを利用します。

コンテントブロバイダヒは



コンテント

ブロバイダ

す。一方、コンテントプロバイダを使川すると、アプリケーション同士のデータ連鵬をｿを現しつ

つ級やかな結合(疎結合)を保つため、データを提供するアプリケーションの内部のデータ柵進が

変更されても他アプリケーションは影禅を受けにくくなります。もちろん、コンテントプロバイ

ダを股緋する時には、他のアプリケーションに利用されることを意識して、データ椛造の変災に

も耐えられるように股‘i1．する必要があります。

本瀬では、雌初にコンテントブロパイダを作成する方法と他アプリケーションからコンテント

プロバイダを介してアクセスする方法について学習し、そのあとに標準のアプリケーションの

データの利川について解説します。

図9.1.1コンテントブロバイダの仕組み

‘…蕊

!)－１コンテントブロパイダとは

｢連絡先アプリのコンテント

プロバイダを呼び出します」
ブリの飛猛謡号が

〃

君
品。

（
蝿

一
ｅ
庁
幽
ご
蔚
罵
⑮

辿絡先アプリ

And胸id影愚テム

⑤鞭蝿
,趣呼甜

瀞イル義

Ｌ“夢

“”訓／

アプリケーションＡ

主:2，

(4)｢砺賭番号を渡します」

曙

’

３７'１

アイル

１
１
１
１
０
卜
－Ｉ ③｢電話番号を取得します‐
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CIM,,》Ｉｃｒｇコンテントブロバイダ

『
⑭-空

価格：

【'零⑪ｻﾝブﾙｱブI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。

ここではデータベースを使ってデータを符理するアプリケーションＡと、そのデータベースに

アクセスするアプリケーションBの2つを作成します。

１つ11の、データを符JIl1するアプリケーション八(図9.2.1)は、データベースの学習の時に紹介

したサンプルアプリケーション｢I)BSamplc｣(8..1節)をもとに作成します。

図9.2.1ＣｏｎｔｅｎｔＰｒｏｖｉｄｅｒＳａｍｐｌｅｌ

:鰯鰯|;ﾘ鰯鰯

闇RII脳６:０８

躍睡iii編砿砿流派

爾婦ＩＤ:lPOO'2８商品IＤＩ ｐＯＯ１泌８

‐
！:商品名：商品名： 』

Ｉほかほか祭り

価格：

僻しました！ヂｰｰﾀを取
.

Ｆ
④-空

３７２

テーブルは作成されています１
データを登墨しました！

畷議聯||璽砺’《職と：

幸一合一ニーーー■＝

商 品、宿

POpOO1３日でE

POOOO8誠で名I1
POm2e極か1１

｢ 凧 養 価 胴

畑AndroId３５００

わかるＪｗａｌ２８００
謡が鑑I。12800

際nW憲認

iIIj‘isIiifiI'i‘’．、２鯉鰯鰯麹
…＃灘撚鏡

POO128

ほかほか祭り’

１２８００

本節では、コンテントブロバイダの基本の仕組みについて学習していきましょう。デー

夕ベースのデータを共有するサンプルアプリケーションを参考に、コンテントブロバイダ

を定義して他のアプリケーションに公開する方法と、コンテントプロバイダを利用して他

のアプリケーションのデータにアクセスする方法について解説します。

コンテントブロバイゲの基本
財，▲ロざ・土
や『卒両1



入力項目名

9.ｚコンテントブロバイダの基本

そして次にアプリケーションＡのデータにアクセスする、アプリケーションＢを作成します。

アプリケーションBでは｢商品Ⅱ)｣｢商IV1制｢価格｣を人力し｢溌鈍｣ボタンを仰すと、コンテントプ

ロバイダを介してアプリケーションＡが保持するデータベースに職鍬します。その後に｢表'ｆ｣ボ

タンを押すと、データベースのデータが表示されるものです(図9.2.2)。

図9.2.2ContentProviderAccessSample､１

入力内容

ａ
野
幽
己
甫
屠
盟

商品名：

価栢Ｉ

３７臆

鰯錫溌

’
１
ｉ
…

データを取僻しましたＩ

商品 IＤ 商品 名価 格

”伽2８ほか雁か篇り1280U

POOOO1３日で習得AndroId３５００

POOOo8貌電もわかるjava１記o0
AOOOO1蛇黄コンブロの掴戯費“１３００

次にレイアウトとビューの股定ファイル｢contcntpl･Ovidc1･samplcl､xml｣を｢DBSample｣と辰

じ股定内容で作成しましょう。データベース関述の処理を行うへルバークラスとアクテイビテイ

ContentProviderSampIelActMty

AppIicationnamel

妓初にデータベースにデータを将剛する、アプリケーションＡを作成します。

|,CollLeI1tProviderSaml〕Ｍ｣プロジェクトを次の殺定で作成します(表9.2.1)。

表9.2.1『ContentProviderSamplel」プロジェクトの設定

CrEateActMtV；

exampIe･android,contentprovidersampIelPackaqename：

BuiIdTarget：

ProIectname： Con1entProviderSampIe“

ContentProvideISample弓

Ａｎｄｒｏｉｄ２ｇ

潅遍-醤雑溌虻酷．ｒｕ２ＲｔＭ狸７

鮎緬t姉v唖rA睡鑑姉lji繭…………･司
凸■■■■－■凸■

AOOOO1

コンプロの極意

'30cll

睡嘘垂乏竺哩ぞ李畢缶ローそﾛ■~■ｒ･ろ｡｡~pJb･“

出１１．ｉ２ｊ５８５８

;強､ぶt読確雄恥s耐p燭:….．．．..．
●

の

爾扇I｡:lAOo0m‐ｉＩ｜

；薗晶書:Ｉ幼口|の掴癒り’；

僻'鰯蓋｜
…麓鰯し鵬し臆’｜Ｉ

AOOOO1
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クラスもまた鼠｢DBSample｣と同じですので、ここでは割愛します。

そしてヘルパークラスとアクテイビテイクラスの他に、コンテントプロバイダクラスをリスト

9.2.1のように作成します。

リスト9.2.1ProductCOntentProvider､java

packa9eexample・andmid･contentprovide『Samplel；

impD『tandroid･content.[ontentProvider；

importandroid･content・ContentValues；

importandmid､database･Cu『sor；

importandroid･database・sqlite･SqLiteDatabase；

importandroid・databa5e､sqlite･SqLiteQueryBuilder；

importandroid,net､Uri；

publicclassProductContentProviderextend5ContentProvider｛

／／CreateProductHeIpeIオブジェクト
ＣreatePmductHelperdataba5eHelpe『；

３７４

/／ｏｎCreateメソッド(データベースの作成処理）
＠0verride

publicbooleanonCreateO｛

databaseHelper＝ｎｅｗ［『eateProductHelper(9etContextO)；

retumtrue；

｝

/／insertメソッド(データベースへの登録処理）

＠Override

publicUriinsert(Uriar90,ContentValue5values）｛

SOLiteDatabasedb＝databaseHelper・getWritableDatabase()；

ｄｂ､insert(mproductm,nuU,values)；
『eturnnuu；

｝

/／queryメソッド(データベースからデータ取得処理）

＠Override

PubMcCursorquery(Uriar90,Strin9UprOjection,Strin9selection，

Strin9UselectionAr9s,Strin9sortO1｢｡e『)｛

SqLiteDatabasedb＝databaseHelper･getReadableDatabase()；

SqLitequeryBuilderqb-newSOLiteque『yBuilder0；

ｑｂ､setTables(oproduct側)；

Cursorc-qb･query(db,projection,５e値ction,selectionAr9s,nuU，

null,null)；

returnｃ；

｝

’



また、他のアプリケーションからこのコンテントプロバイダクラスにアクセスできるように、

｢AndroidManifesLxml｣にブロバイダの股定を追加します(リスト9.2.2)。

9.2コンテントプロバイダの基本

/／updateメソッド(データベースの更新処理：今回使用していません。）

＠override

publlcintupdate(Uriar90,ContentValuesar91,Strin9ar92,Strin9[］ar93）｛

ｒｅｔｕｍＯ；

｝

/／deIeteメソッド(データベースの削除処理：今回使用していません。）

＠Override

publicintdelete(Uriar90,Strin9ar91,Strin9[]ar92）｛

ｒｅｔｕｍＯ；

｝

/／getTypeメソッド(種別の取得処理：今回使用していません。】

＠override

publicStrin99etType(Uriar90)｛
retumnull；

｝

）

＜/appUcation〉

</manife5t〉

リスト9.2.2ＡｎｄｒｏｉｄＭａｎｉｆｅｓｔ､ｘｍＩ

＜?xmlversion=''１．O'１encodin9＝Ilutf8ii?＞

＜manifestxmlns:and｢oid=''http://Schemas･android・com/apk/res/android”

Packa9e='１example・android・contentprovidersamplel'’
android2versionCode=''１n

android:versionName崖!'１．０１'＞

〈aPPlicationandroid:icon言Ⅲ＠drawable/icon''android8Iabel='‘＠strin9/app-namem〉
〈1--この部分を追記一一〉

＜providerandroid:name=llProductContentProviderI，

android:authorities=､example・android､contentprovidersamplel”／〉

３７５

邑

庁
蝕
ご
蔚
門
聖

<activityandroid:ｎａｍｅ="･ContentProviderSampIelActivity‘,

andlroid:label=Ⅲ＠st｢in9/app-name''〉
＜intent-filter＞

〈actionandroid:name=，'android・intent､action､MAIN''／〉

〈cate9oryandroid:name='１android・intent,cate9ory,LAUNCHERl1／〉

〈/intGnt-filter〉

</activitV＞



C''''''1,.'･的コンテントブロバイダ

これでアプリケーションＡの投定とプログラミングは一通り完了です。一度災行し、データを

いくつか職録しておきましょう

次に、アプリケーション人のデータベースにアクセスするアプリケーションＢを作成しましよ

・フ。

「ContentProviderAccessSamplcl｣プロジェクトを次の設定で作成します(表9.2.2)。

表9.2.2「ContentProviderAccessSamIel」う．ロジェクトの設定

入力項目名 入力内容

Proiectnamel ContentProvideIAccessSampIe．

BuiId砲rqetI Ａｎｆｉｒｏｉｄ２ｇ

AppIIcationname： ContenlProvlde『AccessSampIel

PackagenameI exampIe･android,conIenIprovideraccesssample､１

CreateActMty： ContentProvideIAccessSampIelActＭｔｙ

次に、レイアウトとビユーの般定ファ･イル｢accesssamplcl､xml｣を作成します(リスト9.2.3)ｃ

俊雄|ﾉ1群は､｢DBSamPle｣と'１１じです。

リスト9.2.3accesssamplel,ｘｍｉ

＜?xmlversion＝'１１．０iiencodinロヨ''ｕ上f-81l?＞

＜LinearLayout

xmlns:android=Ⅱhttp://schemEIs・android・ＣＯ､/apk/res/androidⅢ
android:orientation=‘lvertiCalll

andlroid:layout-width=lifiU-parentl’

android:layout-hei9ht宮mfiU-pareI1t1i＞

<TableLayout

xmLns:android=nhttp://schemas・android・CO､/apk/re5/androidⅧ

android:layout-width＝IlfiU-parent，i

android:【ayout-hei9ht詞,lwraP-contentm＞

３７｢８

<TableRow＞

＜TeXtView

android:text=Ⅷ商品１０：',

ａｎｄｌｒｏｉｄ:textSize＝nl8sPw

android:layout-Inar9inRi911t=''１０dpll

android:layout-width＝I'wrap-contentI’

android:layout-l1eiqht=Ⅲwrap-contentⅢ／易

＜EditText

android:１．=''＠+id/idIl



<TabIeRow＞

＜TextView

android:text=側価格:m

android:textSize=I118spll

android:layout-mar9inRi9ht=''10dpm

android:layoUt-width=iIwrap-contentiI

android:layout-hGi911tpi1wrap-content'1／〉

帥－２コンテントブロパイダの基本

androidg【ayout-width＝’'２００．ｐ'，

android:layout-hei9htp1‘wrap-content,'／〉

</TabIeRow〉

廟
<ＴａｂｌｅＲｏｗ＞

＜TextView

android:text童伽商品名：Ⅲ

android:textSizG室Ｉ'18sPl1

android:layout-mar9inRight声ll10dpm

androld:【ayout-width=l1wrap-contentl1

android:layout-height=nwrap-content11／〉

＜EditText

android:id戸１１＠+id/name'’

３ndroid:layout-width＝''200.ｐ'l

android:layout-hei9ht=Ⅲｗ『ap-contentⅢ／〉

</Tab1eRow〉

●弓

<Buttonandroid:id-皿＠+id/insert『’

android:lavout-width='160ｄｐ”

＜EditText

andro1d:id塵､＠十id/pricer1

android:gravity=１，ri9htl1

android:lEIyolIt-mar9inRi9ht=''７０dPIi

android:layout-width=,iwraP-contentI1

andlroid:layout-I1ei9ht琶仙wrap-contentⅢ／〉

</Tab1eRow＞

３７７

ａ
庁
閏
三
⑦
噌
吟</TableLayout〉

<LinearLayout

xmlns:android寅叩http://schemas､android､ＣＯ､/apk/res/android'’

android:orientation＝i'horizonta【ll

android:1ayout-9ravity再i'centerho'rizontal1，

android:layout-malr9inToI)雪iilOdp1’

android:layout-width＝伽wrap-content'I

android8layout-I1ei9ht面llwrap-content11＞



CIOuICt⑥ｒ３コンテントブロバイダ

android:layout-hei9htp回ｗ『aP-contentm

android:text-"登録回/〉

<Buttonandmid:id-"＠+id/SeleCt”

android:layout-width唾N60dp‘’

android:layout-hei9ht■‘'wraP-content耐

android:text-m衷示‘'/〉

</LinearLayout〉

＜TextView

andmid:id=｡＠+id/me5sa9e・

android:textSize■o185Po

android:layout-9ravity画園center-horizontar

android:layout-mar9inTop唾側30dp同

andmid:layouLwidth画側wrap-content風

android:layout-hei9ht=‘'wrap-content‘,／〉

＜ScroUView

android:layout-mar9inTop■"30dp側

android:layout-widthpnfiu-parentm

android:layout-hei9ht■即100dpm＞

<TableLayoutandroid:id-．＠+id/li5to

xmlns:and『oid=･http://Schema5・android・com/apk/res/android・

android:layout-width■mfill-parent園

android:layout-hei9ht亘圃wrap-content"＞

</TableLayout〉

〈/ScrouView〉

</LinearLayout〉

またアクテイビテイクラスは、次の通りに作成します(リスト9.2.4)。

リスト9.2.4COntentProviderAccessSampIelActivityjava

packa9eexample・and『oid･contentprovideraccesssamplel；

importandmid・app・Activity；

importandmid･content.[ontentValues；

importandroid・database・Cursor；

importandroid･net･Uri；

impoTtandToid.os,Bundle；

３７８

’



）

9-2コンテントブロバイダの基本

importandroid.ｕ上iLLo9；

importandroid･view･Gravity；

importandroid・view,View；

importandrold､view,View､０nqickListenerj

lmportandroid･wid9et･Button；

importandroid･wid9et､EditText；

importandroid､wid9et,TableLayoUt；

importandroid･wid9et‘TableRow；
importandroid･widget.TextView；

publlccIasSContentP｢oviderAccessSamplelActivityextendsActivity｛

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

pub1icvoidonCreate(BundlesavedlnstanceState）｛

〃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･accesssamplel)；

//登録ボタンのクリックリスナー股定

ButtoninsertBtn＝(Button)findView8yId(R､id､inse｢t)；

insertBtn・setTa9(minsertm)；

insertBtn､setOnClickListener(newButtonClickListener())；

//表示ボタンのクリックリスナー般定

ButtonselectBtn-（Button)findViewByld(R､id.select)；

select8tn,setTa9(''seleCt'１)；

seIectBtn､setOnCIickListener(newButtonClickListener())〕

/／クリックリスナー定瀧

classButtonClickL1steneriInpIeI11entsOnClickListener｛

／／onClickメソッド(ボタンクリック時イベントハンドラ）

publicvoidonClick(Viewｖ)｛

／／タグの取得

Strin9上a９画(Strin9)v,9etTa9()；

/／Uri取得

ａ
旨
四
国
雷
電
甥

//入力1W報取得

EditTextproductid-（EditTGxt)filldViewByld(R・id､id)j

EditTextname唾（EditText)findViewById(R､id､name)；
EditTextprice＝（EditText)fiI1dVieWByld(R､id､price)：

/／メッセージ表示用

StriI19mesSa9e軍iIw；

TextVieWlabel＝(TextView)findViewByld(R､id,nlessa9e)；

３７関



Ｃｌ皿IDR畷r⑧コンテントプロバイダ

３８０

Uriuri＝Uri,parse(画content8//example,android・contentprovider5amplelm)；

//テーブルレイアウトオブジェクト取得

TableLayouttabtelayout＝(TableLayout)findViewById(R､id､list脱

/／テーブルレイアウトのクリア

tablelayout・removeAllViews()；

〃登録ボタンが押された鳴合

if(tag､equal5(鰯inSertI‘))｛

〃データ登録

try｛

／/登録データ股定

ContentValuesval画newContentValuesO；

vaLput(間productidm,productid,9etText().toStrin9())；

Val・put(‘'name､,”…”＋name､9et距xt().toStrin9()＋''衝…)；

Val､put(mprice‘',price､9etText().toStrin9())；
／/データ登録

getContentResolve『().insert(u『i,Val)；

〃メッセージ設定

messa9e＋＝，'データを登録しました！側；

)Catch(Exceptione)｛

me5sa9e宮、データ登録に失敗しました！‘'；

Ｌ09.e(mERROR‘',e､toString())；

｝

//表示ボタンが押された濁合

}elseif(ta9・equals(‘'５elect''))｛

〃データ取得

try｛

〃データ取得

Cursorcu『soromana9edquery(uri,nuu,nuu,nuu,nuU)；

/／テーブルレイアウトの表示範囲を股定

tablelayout､setStretchAUColumns(true)；

//テーブル一覧のヘッダ部設定
TableRowheadrow

ロｎｐｗＴ月ｈＩｐＲｎｗｒｒｎｎｆｐロnewTableRow(ContentProviderAccess5amplelActivity・thi5)；
TextViewheadtxtl

＝newTextView(ContentP『oviderAccessSamplelActivity､this)；

headtxtl､SetText(‘，商品ID卿)；

headtxtl・SetGravity(Gravity・CENTER-HORIZONmL)；


