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  はじめに 
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あっ、同じような服家にあったんだ…。 

 

この上と下の服合わない。着替えなくちゃ！ 

 

3日前、どんな服を着たかな？ 

中学生・高校生 大学生 

持ち歩けるスマートフォンで、 

自分の持っている洋服が 

管理できるシステム 

  洋服管理システムの機能 
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○すでに持っている洋服を確認 

   →クローゼット機能 

 

 

○洋服を出さずにコーディネート 

   →コーディネート機能 

 

 

○以前着た洋服を確認 

   →カレンダー機能 

 

 

 

 

自分の洋服を登録 



2012/11/9 

3 

Intent 
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他のアプリを起動したり、そこから後で必要な情報を 

受け取ったりすることができる。 

「意図」「目的」 

特徴 

○カメラアプリと連携すれば、 

   何も自分でカメラの処理を書く必要がない 

 

○ユーザーが使いやすいカメラアプリが使用可能 

＝すでにあるカメラアプリを使って、 

  カメラの映像を受け取り利用する 

  カメラの呼び出し 

http://d.hatena.ne.jp/gabuchan/ 

        20101125/1290681748 
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  カメラの呼び出し 

http://d.hatena.ne.jp/gabuchan/
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写真ファイルの保存 

保存場所 

写真ファイル：容量大 
    →外部ストレージ(SDカード) 

ファイル名 

ファイル名が被ってはいけない 

  →年＿月＿日＿時＿分＿秒 

   (例) 2012_9_4_18_23_45 

 

protected String getPicFileName(){ 

Calendar c = Calendar.getInstance(); 

String s = c.get(Calendar.YEAR)  

+ "_" + (c.get(Calendar.MONTH)+1) 

+ "_" + c.get(Calendar.DAY_OF_MONTH) 

+ "_" + c.get(Calendar.HOUR_OF_DAY) 

+ "_" + c.get(Calendar.MINUTE) 

+ "_" + c.get(Calendar.SECOND) 

+ ".jpg"; 

return s; 

} 
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protected void setListeners(){ 

 

  button1.setOnClickListener(new OnClickListener(){ 

 

    public void onClick(View v) { 

 

      picFile = new File( 

        Environment.getExternalStorageDirectory(), 

        getPicFileName()); 外部ストレージ(SDカード) 

 

 

      Intent intent = new Intent( 

        MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE); 

 

      intent.putExtra( 

        MediaStore.EXTRA_OUTPUT,  

        Uri.fromFile(picFile)); 

 

      startActivityForResult( 

        intent,  

        REQUEST_CAPTURE_IMAGE); 

    }}); 

} 

年月日時分秒 

picFileを 

インテントに付加 

撮影した写真を格納する 

新しいファイルが作られる 
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  クローゼット機能 
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 public void doAction(View view){ 

 

    Bitmap bitmap= 

    BitmapFactory.decodeFile 

     ("/mnt/sdcard/2012_10_3_10_23_43.jpg"); 

 

 

    ImageView imageView1 =  

   (ImageView)findViewById(R.id.imageView1); 

 

    imageView1.setImageBitmap(bitmap); 

    } 

表示する画像を指定 
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コーディネート   
機能 
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  クローゼット機能(変更前) 
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自分の持っている洋服を確認することができる 

本当に探しているアイテムを絞り込んで 

閲覧することができない 

  クローゼット機能(変更後) 

2012/11/9 12 

項目内 

  OR演算 

項目間 

AND演算 

黒の服か白の服 

アウター 

かつ 
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  データベース 
コンピュータで、相互に関連するデータを整理・統合し、検索
しやすくしたファイル。 

また、このようなファイルの共用を可能にするシステム。 

http://builder.japan.zdnet.com/db-sql/sp_07database/20355123/ 

コンピュータ上にある 

データ1個1個のファイル 
データベース 

格納 

アクセス 

コンピュータ 

 などの端末 
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id 写真ファイル名  アイテム  季節   色  メモ 

１ 2012_9_4_18_23_45 インナー 夏 黒 1000円 

２ 2012_9_6_09_23_7 ズボン 指定なし 赤 シミあり 

３ 2012_9_6_09_24_45 ズボン 夏 緑 

・ 
・ 
・ 

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

  データベース(SQLite) 

 

Androidに内蔵されているデータベース 

  →SQLite 

テーブル 
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  今後の課題 

洋服登録・編集、クローゼット機能 

• データベース(SQLite) 

• クローゼット機能の絞り込み 

• クローゼット機能の表示 

• 詳細ページ・画像編集 

コーディネート機能 

• 洋服画像の拡大・縮小 

• 洋服画像の元に戻す 

カレンダー機能 

• 洋服選択方法 
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  最終発表までの取り組み 
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 １０月 
データベースの学習 

詳細画面 

 １１月 
画像編集 

コーディネート機能 

 

 １２月 
カレンダー機能 

ヘルプ(使い方の説明) 
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  開発環境 
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  OS   Windows 7 

  言語   JAVA 

 

 Tools 

 Eclipse 

   Android Development 

                      Tools (ADT) 

   Android SDK  (SDK) 

 Pleiades  

  参考サイト・参考文献 

参考サイト 

・Androidの重要な機能、インテント 

  http://thinkit.co.jp/article/921/1?page=0,0 

・Taosoftware 

  http://www.taosoftware.co.jp/blog/2012/07/camera.html 

・Androidプログラミング入門 

  http://android.keicode.com/ 

 

参考文献 

・EclipseではじめるAndroidプログラミング入門(秀和システム) 

 

・はじめてのAndroidプログラミング入門[決定版]（秀和システム） 

 

・炎のAndroid開発道場 目指せ！本格プログラマー（リックテレコム」） 

 

・作ればわかる！Androidプログラミング 
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