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本書を読む前に

函本書の対象

本凹は、以下の方を対象にしています。

｡組み込みシステムに興味がありながら、取っ掛かりが掴めなかった方

･デバイスアート的な作品を作りたいと思いながら、デバイスコントロールの方法が判らな

い方

･Androidアプリケーションにフィジカルな要素を加えて、より深く活用したい方

いずれの場合も、Ｅｄｉｐｓｅを使って｣ava言語で簡単なプログラムを柵築できることを前提

としています。また、Appendixでは、Ｐ○SIX系のコマンドラインツールに関する知識が必

要です。スマートフォンやタブレットなど、And『oid搭載デバイスを使ったことがあれば読

み進めやすいかもしれませんが、必須ではありません。

画本書の構成

本習は以下のような構成となっています。

･partｌ組み込みシステムとAndroid

、part２スマートデバイスプログラミング

･Part３外部デバイスとの接続

･Appendix

各パートは、それぞれ複数の章から成り立っています。

Partlでは、Androidの内部構造を概説し、アプリケーション開発環境を柵築し、実際に

サンプルアプリケーションをエミュレータや実機上で実行してみます。

Part2では、例題となるアプリケーションを１つ決め、カメラ、ストレージ、音声、センサ

といった、代表的なデバイスを用いたアプリケーション欄築方法を熊脱します。これらのデバ

2３
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イスは、多くのスマートフォンやタブレット端末に内蔵されているため、手元のAnd｢oid州
末で試すことができます。

Ｐａ｢ｔ３では、BIuetoothやＵＳＢといった、外部デバイスとの接続を想定した機能を用いて、

実際に外部デバイスを接続します《、サンプルアプリケーションで用いる外部デバイスには入手

しづらいものも含まれますが、本文中では、それらの入手しづらいものに依存した記述が眼小
になるよう留懲しています。

■サンプルプログラムの入手先

本圏では、各TiP5に解説とともにサンプルプログラムを喝城しています。これらのサンプ

ルプログラムは以下のＷｅｂリイトからダウンロードできます。

http://gihyojp/book/2012/978雲4-7741-5223-3/suppo｢ｔ

ダウンロードしたファイルは図１のようなフコルダ柵成になっています‘

▼図１ダウンロードした際のフォルダ柵成

l■■■

詞EmbAndroic

詞Part２

F=iPar田

パートごとのフォルダ

白chap44意に対応

上のフォルダ（例ではPart2になり喉す）

４意に対応するサンプルアブリのEcllpseプロジェクト

・projectプロジェクトを示すファイル

srcサンプルのｊａｖａソースコード

resサンプルのリソースファイル調

AndrofdNanifest・xmlサンプル用のAndroidマニフヱストフ７，イル

畠罰Chap55章に対応するサンプルｱブﾘのEclipseプロジェクト

Ｆ己恥｡，，，……ﾝプﾙｱプﾘの…プﾛジ…

各サンプルのピルドにはADTfo「EdipsePluginをインストールしたEclipse環境が必要

ですビルド環境の櫛築方法は、Partlの３章に掲粒されています８章では加えてＮＤＫの

インストールが必要です。ＮＤＫのインストール方法は８環の本文を参照してください‘

組み込みＡｎｄｒｏｉｄプログラミング入門はじめてのフィジカルコンビューティンク
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Partll組み込み システムムとAndroid

Ｌ

Androidの概要と内部構造ア
召
咽
岬
旧

Androidは、ユーザ体験としては、一枚板のようなシステムに思えるかもしれません。
しかし､実際にはいくつかの層から成り､複数のコンポーネントが協調動作しています。
本章は､複雑なシステムであるAnd『oidについて､概要と内部柵造について解説します。

＝

早五
ｍ
『
庁
二

ﾛ1５

で
画
『
弄
二

インタビューの解答は、And｢oidがネットワークに接続されるあらゆるデバ

イスのためのプラットフォームとして設計されていることを示唆しています。こ

のことは、組み込みシステムの世界で広く認識されており、Androidに寄せる

組み込みAndroidプログラミング入門はしめてのフィジカルコンヒューティンク

〆
腿 鰯の適用分適1国１Ａｎｄｒｏｉｄ 野

本訂を手に取った読者のみならず、今や幼馴染みとの世間話のときでさえ、

Androidを説明する必要は無いでしょう。２００８年初頭に発表されたAndroic

は、携帯電話向けソフトウェアプラットフォームとして成功しました。同膳期に

注目を浴びたAppleのi○sと並び、現世代のスマートフォン用のオペレーティ

ングシステム（○S）としての地位を不動のものとしています。

Androidは、携帯電話の世界でシェアを大きく伸ばしました。しかし、

And｢oidは必ずしも携帯電話だけを狙ったプラットフォームではありません。

2007年に行われたインタビューで､And｢oidの開発責任者であるアンデイ･ルー

ビン氏は次のように受け答えしています。

－Aﾉﾌ゙ dro/ｄは、携帯電話ZX夕>(にどんなデン1'1イスでj便えるのですか？

/限界はありません。このプラットフォームは、カーナビからセットトッフ°･ボ､ツ

クス、ラップ。トップ・コンと堂一夕、そしてもちろん携滞篭話など：さまざまな

ヂﾝ↑Ｉイスを考慮に入れています。われわれのアライアンズ．／１．ートナの７つで

ある//7姫/は、／1/1obに/hilgmeｵDeWとｅあるいは/ＷＤと呼ばﾝ?る分野のデン1‘》イ

スを持っており、これは携帯電話とハツコンの間のものです。このデン時スは主

にインターネットにアクセスするために、大きなデ'イスプLノイを持っています／



1漁lAndroidの概要と内部構造

大きな期待につながっています。

具体的にAndo｢ｉｄが携帯電話以外に応用されている例としては、Ｇｏｏｇｌｅ

が発表したGoogleTVがありますし、通話機能の無いメディアプレイヤーに
And｢oidが搭載されるﾙ||もあります。変わった例では、自動車の故障診断用の

機材として、車城ネットワーク用の通信規格であるＣＡＮやＬｌＮの端子を備えた

Android端末も存在しています。

roidのアーキテクチャと構成要素 ③
アプリケーションを作成する時には、Androidは－枚板のように見えるよう

慎重に設計されています。しかしながら、その革を剥ぐと、中身はたくさんの技

術要素から成り立っています。それらの技術要糸の少なからずは、Android以

前から存在していたものの流用になっています。実績のあるオープンソース製品

を流用することで、開発コストは下がります。また、And｢oidのためだけに新

規に習得する技術が減ることで、システムを開発するエンジニアたちの学習コス

トの低減も期待できます。

And｢oidシステムのアーキテクチャの全体像について、階層別に示すと図１.１

のようになります。

句図１．１Ａｎｄｒｏｉｄシステムの内部柵造

■ アブリーケーション調

アプリケーションフレームワーク

ライブラリ Androidランタイム

ＨＡＬ(HaIdwa鱒AbstraclionLaUerI

LinuXカー柔ル

同胞

１

章
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Partll組み込みシステムとAndroid

さらに、それぞれの構成要素について掘り下げてみましょう。

本習は、完成品のスマートデバイスの上でアプリケーションを開発するソフト

ウェアエンジニアと、評価ボード上にAnd｢oidを移植したりスマートデバイス

そのものを開発したりするソフトウェアエンジニアの両方を対象としています。

本節では、前者をアプリケーションエンジニア、後者をデバイスエンジニアと呼

ぶことにして、それぞれの視点での注目点やメリットを紹介することとします。

lLiIWl言祉
●●●●●●●の●●●●Ｄｃｇ●●●●●●●･ｃｃ●●●●e●●●●●●●●台目●●●●●●●●●●●●ひじ｡｡｡●●｡●●｡●●●●●｡●G●●●●由申●ゆb①●●●DDG●●●●｡｡●●●●●●●●■｡｡●｡●●peB●●●●●｡●g●●●●色｡

And｢oidアーキテクチャは、最下層に○sカーネルが存在することを想定し

ています。通常は、バージョン２．６系列以降のLinuxカーネルが○Ｓカーネル

として使用されます。

，LinuxカーネルがAndroidに提供する機能

Linuxカーネルはアプリケーシヨンユーザが意識することはほとんどありませ

んが、And｢oidとハードウェアを繋ぐ重要な層です。Linuxカーネルのデバイス

ドライバによって、ディスプレイ／カメラ／ストレージ／入力デバイス／Wi-Fi

／ＵＳＢ／Bluetooth／オーディオ／パワーマネージメントなどが抽象化されま

す。

また、プロセス間通信やスレッド管理など、複数のアプリケーションが協調動

作するために必要な機能もLinuxカーネルに大きく依存しています。

惨Linuxカーネルを最下層に持つ利点

デ､バイスエンジニアにとって、最下層がLinuxカーネルであることはコスト面

において重要です｡LinuxカーネルはAnd｢oid固有の拡張がなされているものの、

大部分は普通のLinuxカーネルそのものです。よって、既存の組み込みシステム

で既にLinuxが動作している場合には、追加のコストを最小限にしてAnd｢oid

対応を行えます。また、ＵＳＢやBluetoothといった標準化されたバスを介して

組み込みAndroidプログラミング入門はじめてのフィジカルコンピューティング
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接続されるデバイスに関しては、デスクトップやサーバで動作するLinuxカーネ

ルとデバイスドライバのソースコードを共用化できます。ソースコードの共有化

によって、Androidは、少ない開発コストで多数のデバイスに対応できる環境

を得られます(注')。

Linuxカーネルのバージョン３．３系列では、And『oid固有の機能の多くが

マージされました。サーバやデスクトップで動作しているLinuxカーネルとの

And｢oidの下支えをしているLinuxカーネルとの差異は､今後はさらに無くなっ

ていくものと予測できます。

一方、アプリケーションプログラマは、Linuxカーネルの中身について詳しく

関与することは殆どありません。しかし、それでもいくつかのメリットはありま

す。Ｐａ『ｔ２以降で紹介しますが、アプリケーションプログラマは、Linuxカーネ

ルが提供しているコマンドラインシェル環境を利用できます。このコマンドライ

ンシエル環境は、アプリケーションのデバッグ時に大いに役に立ちます。

惨デスクトップ環境とのユーザランドの相違

Androidは組み込み用途が想定されています。Linuxカーネルもデスクトッ

プ用のデイストリビューシヨン環境とは少なからず異なります。

まず、コマンドラインツールは、Busyboxと呼ばれるハードウェアリソース

が少ない組み込み環境用のものが採用されています。ＧＮＵの同種ツール群に比

べると、使えるコマンドラインオプションが少ないなどの制約が、Busyboxに

はあります。その代償として少ないメモリやストレージの消費で利用できます。

また、カーネル起動後のシステム立ち上げは、inittabなどを用いるデスクトッ

プ版のLinuxとは全く別物となっています。

,Linuxカーネル以外を最下層に据えるAndroidの亜種

このように、And｢oidはLinuxカーネルに大きく依存しています。しかしな

注１余韻ですが、このようなソースコードの共用化は、And『oidだけで辱く最近のスマートデバイス向けＯＳ

ではしばしば行われています。たとえば、AndroidのライバルとなるiＯＳは、内部でＭａＣＯ５Ｘとにl稗

のデバイス抽散化を行っています。

回

２９
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Partll組み込みシステムとAndroid

がらLinuxは、基本的にはＰ○ＳＩＸとの互換性を志向したカーネルであるため、

P○SlX系のＡＰ|を持つ他のカーネルで動作させることは不可能ではありません。

実際にカーネルを変更したものとして、Ｆ｢eeBSD(注2)を○ｓカーネルとする

F｢eeB｢oidプロジェクトや、lulTR○Ｎ系のカーネルであるT-Kernel(注3)を○ｓ

カーネルとする「eSOLforAndroid」などがいくつかの実装が存在しています。

これらは､単に技術的な興味だけでなく､Linuxが採用しているGPL(注4)によって、

機器に組み込んだ際にソースコードの開示義務がでることを避ける目的でも採用

が検討されます。

1M湖ｗ９棚剛9喋卿一……………
Linuxカーネルは物理的なデバイスについて、接続されているバスの違いやコ

ントローラチップの細かい差異を吸収する抽象化を行います。しかし、デバイス

からの出力フォーマットの違いなど、十分に吸収されないものもしばしばありま

す。ＨＡＬ（HardwareAbst『actionLaye『）は、名前の通り、Linuxカーネルで

は抽象化しきれなかった細かな差異を吸収し、上位の層が扱いやすいようにしま

す。

ＨＡＬは、ターゲットのハードウェア構成ごとに存在する必要があり、デバイ

スエンジニアが実装を行います。And｢oidの他の層と同様に､HALも既存のオー

プンソース製品を積極的に活用しています。

たとえば､Bluetoothの抽象化には、オープンソース実装のBluetoothスタッ

クとしてよく知られているBluezが活用されている、などです。HALはアプリ

注２ＢＳＤ系Unixの流れを汲む、デスクトップ用カーネルです。http://www､freeb5dorg／
注３国産リアルタイムカーネル仕様である|ＴＲＯＮ仕様を引き継いだＯＳ仕様です。http://www.t･engine

o｢g/ja/t-kemel-2-1
注４ＧＮＵＰｕｂｌｉｃＬにenSeの路です。GPLライセンスに基づき配布されるソースコードをｲﾘ用したプログラム

は、その利用者にプログラムのすべてのソースコードを開示しなければなりません。Linuxカーネルは、デ

バイスドライバなどカーネルの一部についてはＧＰＬライセンスを適用しなくても良い（非開示でも柵わ好

い）としているが、組み込みシステムの開発召の中にはＧＰＬに対して警戒感を持つ人も少噂くありません。

組み込みAndroidプログラミング入門はじめてのフィジカルコンピューティング
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ケーションフレームワークによってアプリケーション層から隠蔽されています。

そのため、アプリケーションプログラマは、HALを意識する必要はありません。

l馳剛篭e●●●◆●ｅ●●●●｡e●｡■ｐ●●｡？●●■p●●●●印印｡■■■●●●●■■■■●●●●■■●●●●●●●G■a●●●●e●●●●●●◆●●g●●◆●ee●●●●◆●●ｃｃ■●●●●●●●■●●●●○＄■■■●｡◆●●●p■■●●●●■合■●●

ライブラリの多くは、Ｃ/C+＋で書かれています。その中の一部は、後述する

DalvikVMを間に挟んで、Ｊａｖａで記述されたライブラリから呼び出すことがで

きます。

，システムライブラリBionic

通常のLinuxでは、Ｃシステムライブラリとしてglibcと呼ばれるライブラリ

を利用します。しかし、glibcはサイズが大きく、And｢oidが狙う組み込みシス

テムの用途には向きません。

そのため、And｢oidではbionicという独自のＣシステムライブラリを持っ

ています。bionicは、Androidシステムを動作させるために必要十分な機能を

提供していますが、Ｃ/C+＋言語の標準化団体であるＡＮＳ|や|S○が想定するす

べての機能を用意しているわけではないことに注意が必要です。Ｐａ｢ｔ２以降で説

明するＡｎｄｒｏｉｄＮＤＫを用いたＣ/C+＋言語を用いた開発をする際には、ライ

ブラリの互換性について注意する場合があります。

ゆBioniC以外の主なライブラリ

ライブラリには、動画や音声を扱う「メディアライブラリ｣、グラフィックを

扱う「サーフェスマネージャ」などがあります。

これらのライブラリも、他の規格との互換’性を重視してAndroid固有の知識

が少なくてすむように考慮されています。

3１
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たとえば､サーフェスマネージャが提供するＡＰ|は､ＳＧＬ(注5)や○penGLIES(注6）

など、業界の標準となっているものが採用されています。テキストのレンダリン

グには、オープンソース製品であるＦ｢eeTypeが採用されています。

Ｗｅｂブラウザのレンダリング､には、オープンソース製品であり、デスクトッ

プ○s用の数多くのブラウザが採用しているWebKitが採用されています。リ

レーショナルデータベースのエンジンとして、オープンソース製品のＳＱＬｉｔｅが

採用されています。このように、ライブラリには、And｢oid以外のシステムで

もお馴染みのものが多く流用されています。

ライブ､うりの流用により、And｢oidシステム全体の開発コストを下げ、また

アプリケーションエンジニアの学習コスト低減が見込まれます。

デバイスエンジニアは、ほとんどの場面で、ライブラリについて移植'性を気に

する必要はありません。ただし、And｢oidがサポートしていないＣＰＵへの移植

を行う場合には、－部インラインアセンブラ等の対応を行う必要があります。

|A叩i堀窒仏一……………………………………………
And｢ＯｉｄランタイムはAnd｢oidを特徴付けている要素で、DalvikVMとコア

ライブラリから成り立っています（図1.2)。

■図１．２Androidランタイムの構成

注５SklaGraphicsLib『a｢ｙの諾です２，グラフィックを扱うためのライブラリ。ＡｐａＥｈｅライセンスに基づ

くオプンソース製品ですｈｔｔｐ://code､goo91G.com/p/5kia／
注６３Ｄグラフィックを扱う危めのライブフリ概邸であるOPenGLの、組み込み猟器向けの'ワブセット仕祁で

す。http://www､khronos.o『8/open81Gs／

Partll組み込みシステムとAndroid
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，ＤａｌｖｉｋＶＭ

アプリケーションエンジニアは、通常、Ｊａｖａ言語でアプリケーションを記述

します。そのアプリケーションは、DalvikVMという仮想マシン上で実行され

ます。DalvikVMは、Androidフレームワークに固有の仮想マシンです。

今まで解説してきたように､And｢oidを構成する要素の多くが実績のあるオー

プンソース製品を流用しています。しかし、DalvikVMとその標準ライブラリ

として重要な地位にあるbionicは、Android独自のものとなっています。仮想

マシンは、アプリケーションの実行という、ユーザ体験に直結する部分を担いま

す｡既存のオープンソース製品を流用して済ますことはできなかったのでしょう。

ゆＪａｖａＶＭとDalvikVM

現在、組み込み分野からエンタープライズ分野まで、広く使われている仮想マ

シンの１つに、JavaVMがあります。Ｊａｖａ仮想マシン（｣avaVM）は、Ｊａｖａ

言語で記述されたソースコードをコンパイルした結果の｣avaバイトコードに

よって動作します。

Ｊａｖａ言語そのものは機能拡張が進められたのですが、JavaVMは、」ava言

語が発表された１９９５年時点から今まで、バイトコードの命令セットに変更が

なされないまま現在に至ります。バイトコードの命令セットに変更が無かったの

は、進化が止まっていたというよりは、Ｊａｖａが大きな目標として掲げた'write

○nceRunAnywa｢e”（１度書けばどこでも動く）を守るためだったと思われ

ます。確かに、JavaVMは単一の仮想マシン仕様で、エンタープライズサーバ

からi-modeのような携帯端末まで、幅広くカバーしています。しかしながら、

その実績とは裏腹に、最近の組み込みシステムで用いられるＣＰＵとの親和性に

は、少し首を傾げる部分もあります。

」avaVMは、スタックマシンという動作モデルを採用しています。スタッ

クマシンは動作がシンプルであるという利点はあるのですが、ＡＲＭ、ＭＩＰＳ、

ｌＡ３２のいずれもが採用しているレジスタマシンでの動作にはオーバヘッドが大

きいとされています。

And｢oidでは､｣ava言語を採用するメリットは認めており､Androidのフレー

四
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ムワークも」ava言語で記述されています。同時に､｣avaVMのオーバヘッドは、

スマートデバイスのユーザエクスペリエンスを損なうと判断したのでしょう。

And｢oidでは、」avaVMを組み込みシステムで用いる時に直面するいくつか

の欠点を解消した新しい仮想マシンが提供されています。その仮想マシンが、

DalvikVMです。

AndroidのＡＰＩがJava言語での利用を想定した記述になっていることから、

DaIvikVMもJavaVMの－種と思われがちなのですが、厳密には両者は全く別

のものです。

」avaVMはスタックマシンであり、DalvikVMはレジスタマシンです。また、

DalvikVMとJavaVMは命令セットのレベルで互換性が全くありません。

，JavaソースコードがDalvikバイトコードになるまで

プログラマが記述した｣avaソースコードはJavaコンパイラによってJava

バイトコード（classファイル）にコンパイルされます。通常のＪａｖａ環境では、

このバイトコードをJavaVMが実行します。

Android環境では、さらに－手間が加わります。classファイルは、ｄｘとい

うツールにより､DalvikVM用のバイトコード（dexファイル）に変換されます。

しかしＥｄｉｐｓｅ環境で開発を行う場合は、ｄｘの実行は表には出てこず、多くの

場合、意識する機会がありません（図1.3)。

⑬図1.3JavaVMとDalvikVMとでの実行までの手順の違い

■閲馬鹿■

雨願国

－マー.、 喝予一

Ｊ回、→Ｊ⑪vaｺﾝﾊﾟｲﾗ一Ｊａｍ一J醜①V､ﾊ
ソースコードクラスファイル

！
曲Ｋ’

－１－‐
ｊ、、
Ｌ３－奇:・

ﾌ熟一。‘MkvM
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，DalvikVMでの実行を意識する機会

DalvikVMは、JavaVMとは全く別の命令セットを持っています。しかし、

classファイルからｄｅｘファイルを生成する手順から判るとおり、命令セットが

提供する機能としては、ほぼ等価です。よって、DalvikVMでの実行を意識す

る機会はありません…というわけにはいかないようです。

JavaVMの場合は、○『acle（旧ＳｕｎＭｉｃ｢osystems）社による互換'性テス

トがあります。JavaVMには複数の実装が存在しますが、実装者が異なっても、

ある程度の互換性が保たれます。しかし、DalvikVMは、JavaVMとは別物と

割り切っているようです。本稿執筆時点の２０１２年春の時点でも、DalvikVM

は｣ava互換性テストに合格していません。

加えて、今のところＤａＭｋＶＭ互換の他の実装がしません。そのため、

ＤａＭｋＶＭには、互換性という概念そのものが希薄です。

同じ｣ava言語での記述を想定したＶＭなのですから、動作に関しては同一に

なることが望ましいはずではあります。しかし少なくとも現時点では、JavaVM

とDalvikVMの挙動は一部一致しないところがあります。アプリケーション開

発時には、とりわけＪＮｌ周りでの非互換性が指摘される機会が多いようです。

本習では」Ｎｌは範囲に含まないため詳細には立ち入りませんが、組み込み

Androidの深いところに入ると、ＪＮｌは不可避になってきます。」avaVMの経

験では正しく動作すると思われるアプリケーションの挙動がおかしい場合は、念

のためとしてJavaVMとDalvikVMの非互換性が原因であることも考慮してお

く必要があります。

」ava言語のみで開発している場合には、こういった差異を気にする場面は殆

どありません。

しかし、デバッグ時などで、仮想マシンの命令セットを追いかける必要が出た

時には大きく影響します。

このように書くのは宜しくないかもしれませんが、DalvikVMの詳細につい

ては、すべてを理解していないとアプリケーションが開発できないというほどの

必須知識ではありません。しかし、」ava言語で記述はするものの他の組み込み

Ｊａｖａとは違うものなのだ、ということは意識し、詳細の理解に努めるべき知識

四
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ではあります。

デバイスエンジニアからDalvikVMを見た場合、移植性を気にすることは殆

どありません。Linuxカーネルから見ると単なるアプリケーションの１つです。

ただし、ライブラリ同様、AndroidがサポートしていないＣＰＵへの移植を行う

場合には、ＪｌＴ周りで対応を行う必要があります。

陽Zygote‐すべてのＶＭの根となる万能細胞
Androidのアプリケーションを作成していると、アクティビテイ内での既述

漏れなどZygoteで云々 という例外が発生することがあります。

最初の頃は、zygoteが何者なのかわからず面食らうかもしれませんので、軽く

紹介しておきます。

DalvikVMは、Linuxカーネルから見ると、非常に大きなアプリケーションで

す。また、ユーザがAndroidアプリケーションを起動するたびに新しいＶＭが

立ち上がる必要があります。ユーザ要求の都度ファイルシステムから起動するの

では、機敏な動作は望めません。

そこでAndroidでは、起動時に、すべてのクラスライブラリと共有ライブラ

リを読み込んだ状態ではあるものの、Androidアプリケーションのみ読み込ま

れていないＤａＭｋＶＭを－つ立ち上げます。このLinuxプロセスをZygoteと

呼びます。

本章の後半で紹介するアクテイビテイマネージャは、アプリケーションの起動

要求を受けると､ZygOteの分身となるプロセスをコピー(注7)します｡また､コピー
先に、起動すべきアプリケーションを指示します。結果として実行が開始されま

す。

このような処理が受精卵の細胞分裂に似ているため、Zygoteという名前が付

けられています。zygoteは英語で受精体という意味です。

Zygoteをアプリケーション開発者が意識するのは、新たなＤａＭｋＶＭが生
成される瞬間のみです。多くはアクテイビテイの初期化で必要なスーパークラス

3６ 組み込みAndroidプログラミング入門はじめてのフイジカルコンピューティング

注７Linuxの用謹でIorkと呼びます。
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のメソッド呼び出しを忘れた時に起こります。

砂コアライブラリ

コアライブラリは、DalvikVMで動作するアプリケーションを用います。多

くの部分でＪ２ＳＥ５､０のクラスライブラリと互換です。

しかしながら、画面に関する部分はAnd｢oid独自のライブラリを使用するこ

とになっており、標準ではＡＷＴやＳｗｉｎｇといったＪａｖａではお馴染みのＵ|フ

レームワークは使えません。また、後述するlntentのようなAnd｢oid独特の拡

張も行われています。

アプリケーションプログラマは、コアライブラリを理解し活用できる必要があ

ります。本書の内容で説明に不足がある場合には、一般的な｣avaの入門書が役

に立ちます。その際、エンタープライズ向けのJava入門書では、Ｗｅｂフレー

ムワークの説明が多くなりますので、文法とライブラリの活用方法のみ簡潔に記

述した本が良いでしょう。

l爾u乞三謂捌罵今7房之……………………
コアライブラリと区別が難しいのですが、And｢oidのいわゆるＡＰ|と呼ばれ

る部分を担うのが、アプリケーションフレームワークです。ライブラリとしてみ

た場合には、」ａｖａＳＥとの互換性がない部分をフレームワークと読んでいると理

解して概ね差し支えありません。And｢oidシステム全体をみた場合には、アプ

リケーションフレームワークは、ライブラリに含まれるサービスマネージャまで

を含みます。

陵アプリケーションフレームワークのＡＰｌＬｅｖｅｌ

アプリケーションフレームワークは、APlLevelという番号によってバージョ

ン管理されています。APlLeveIは番号が大きくなるほど新しく、また多くの場

合新機能の追加となりますが、稀に従来の機能を削除することもあります。
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>アプリケーションフレームワークに含まれるマネージャ
フレームワークには、表１．１のようなマネージャが存在します。
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鎗表１．１主なマネージャ一覧

1-3フレームワーク

内容

これらのマネージャは、ターゲットが動作する環境により－部のみが提供され

る場合もあります。たとえば､電話機能のないタブレット端末には､テレフオニー

マネージャは存在すべき理由がないので削除されます｡削除されている場合でも、

アプリケーションが削除の事実を実行時に知ることができるようにAPlは設計

されています。フレームワークの取捨選択をするのは、デバイスプログラマの役

割となります。

ここまでで、And｢oidシステムの構成要素を胴職してきました。どれもシス

組み込みＡｎｄｒｏｉｄプログラミング入門はしめてのフイシカルコンビユーテインク

の概要

内容

g照

マネージャ

アクティピティマネージャ

ウインドウマネージャ

ピューシステム

パッケージマネージャ

通知マネージャ

リソースマネージャ

ｺンテントブロバイダ

ロケーションマネージャ

テレフォニーマネージャ

センサマネージャ

ｱブﾘｹｰｼｮﾝのライフサイクルを制御する

ユーザインタフェースの基本的な機能を提供する

画面に表示されるさまざまな部品を提供する

Androidアブリケーシヨンの追加削除に伴う処理を行い､また
インストールされているアプリケーションの情報を管理する

画面に警告や情報を表示する機能を提供する

アプリケーションが使用するさまざまなリソースへのアクセス制御
を行う

アプリケーション間で共有できるデータ(コンテンツ)を保持する
機能を提供する

さまざまな方法で取得される端末の位置情報を､統一的に扱い
処理しやすい形で提供する

盃話機としての基本機能を提供する

さまざまなセンサ悩報を､扱いやすい形で提供する
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テムにとって重要なものですが、アプリケーションを作成するにあたって、最も

必要な知識は、アプリケーションフレームワークの詳細な知識です。ＡＰＩとサー

ビスの機能を知ることで、開発効率も実行時の性能も確保することができます。

本節では、Androidアプリケーションの動作を理解するために欠かせない、

アクテイビテイマネージャ、コンテントプロバイダ、ビューシステム、パッケー

ジマネージャ、リソースマネージャについて、機能の概要を説明します。

これら以外のマネージャについては、Ｐａ『ｔ２で、必要に応じて紹介します。

ｌＺ揃巨ﾃＪ驚諭一一………ー……
Androidアプリケーションのユーザインタフェースは、Activity（アクテイビ

ティ)と呼ばれる画面を１つの単位としています｡ユーザは､複数のアクテイビテイ

を、紙芝居のように遷移させます。１つのアプリケーションのなかで、複数のア

クティビティをユーザに切り替えさせることで、スマートフオンのような狭い画

面でも多くの情報をユーザ､に提示できるようになっています。And｢oidは、マル

チタスクの環境ですが、１つのアプリケーションに複数のアクティビティがあっ

た場合でも、同時に表示されるのはそのうちの１つのアクテイビテイのみです。

携帯端末は、操作中にさまざまな割込みが発生します。たとえばスマートフォ

ンなら電話着信は予期できません。電話をしながらスケジュールを確認すると

いったこともあるでしょう。メールを書いているなど、他の作業中に最中にこれ

らのことが起こった場合には、起動しているアクティビティの分だけメモリは消

費されていきます。Androidシステムにとってみれば、下敷きになっているア

クテイビテイは、できれば回収したいところです。

実際のAndroidシステムでは、使われないアクティビティは不要になればシ

ステムにより回収され、必要になれば再生成されるようになっています。メモ

リ的には余裕ができますが、アプリケーションに無断でアクティビティを回収

してしまうと、上記の例であれば鰹いていたメールの内容は消えてしまいます。

Androidシステムは、そういった不便を起こさないよう、アクティビティの生
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成／回収の際には、ユーザが操作した内容をアプリケーションが保存／復帰でき

るよう、システムからコールバックを行います。

このようなアクテイビテイに関連してアプリケーションとシステムとの間のや

り取りは､アクテイビテイのライフサイクルと呼ばれます｡アクティビティマネー

ジャは、名前の通り、アクテイビテイのライフサイクルを管理する役割を持った

フレームワークです。図１．４にユーザが行ったことに対してアクティピテイマ

ネージャがアクティビティに対して行う例を示します。動作に応じて、起動→動

作→停止→復帰→動作をアクティビティにさせています。

ここで、システムがアクティピティを回収する崎に、ユーザが操作した内容を

保存するのは、システムの役割ではなくてアプリケーションの役割です。このこ

とは極めて重要です。安定したアプリケーションを作成するためには、アクテイ

ピティマネージャとアクテイビテイのライフサイクルをきちんと理解する必要が

あります。
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■図１．４画面遷移とアクティビティ
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アクティピティＡ
（題画二画作）

アクテイピテイＡ
Ｉ担娼一魁作）

ilｮＺ鷺嵐ＩＷｌ堂………一一……一……
AndrOidアプリケーションは、後述するように、Linuxカーネルが提供する

保護機能によって、お互いのハードウェア資源にアクセスできないようになって

アクティピティＡ

(停止】


