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います。しかし、それではアプリケーション間の連携が疎になり使い勝手が悪く

なります。特に携帯端末では、カメラの画像や、住所録など、複数のアプリケー

ションで共有したいデータが多く存在しています。これらのデータは、電話帳な

らデータベースに収録されているかもしれませんし、写真ならファイルとして収

録されているかもしれません。また、AndroidシステムのIllではなく、クラウ

ドの向こうにあるものかもしれません。

コンテントプロバイダは、アプリケーション同士がデータを共有する際に使う

重要なフレームワークです。図１.５のように、コンテンツが含まれている場所

を抽象化し、さまざまなアプリケーションが統一的なインタフェースでアクセス

できるようにします。

＄図１．５コンテントブロバイダによる抽象化と共有
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コンテントプロバイダ､を通じて、アプリケーションは他のアプリケーションが

公開している共有データを利用し、また自ら共有データを公開することができま

す。コンテントプロバイダの代表的な例として、電話帳（Contact）アプリケー

ションがあります。電話帳アプリケーションは、自身ではデータを抱え込んでい
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ません。別途定義したコンテントプロバイダによって、連絡先データを管理して

います。標準以外の電話帳を使いたい場合、また電話帳以外の用途（たとえば年

賀状作成など）に電話帳に含まれる住所データを用いたい場合でも、コンテント

プロバイダを共用することでデータ移行の手間がかかりません。

このように、コンテントプロバイダは、アプリケーション間のデータ連携のた

めの、非常に便利な手段です。And｢oidアプリケーションの設計では、積極的

にコンテントプロバイダで管理すべきというのがベストプラクティスとされてい

ます。しかしながら、現行のAnd｢oidでは、コンテントプロバイダ､をアプリケー

ションに対して公開するか否かは、インストール時のユーザ判断に任されていま

す。これを悪用して、ユーザ．の意図に反して情報を漏洩させるアプリケーション

があり、２０１２年の４月には、数万件規模の情報漏洩が起きたとされています。

便利と危険は裏腹な存在です。コンテントプロバイダを用いたアプリケーショ

ン作成時には、取得したデータをどのようにアプリケーションで利用しているの

かについての説明を、ユーザから求められるようになってくるかもしれません。
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ビューシステムは、いわゆる、ＧＵｌツールキットに相当するものです。画面

に表示する部品、たとえばボタンを表示する場合に、その形状や色など細かい情

報を管理します。また、それらの部品が複数あった時に、どのように並べるかと

いった'情報も管理しています。

ビューシステムが管理する部品は、ボタンやテキストボックスのような基本

的な機能を提供するものから、ライブラリを使った高度な機能を提供するもの

までさまざまです。高度な機能を提供するＶｉｅｗの例としては、ライブラリ層

のWebKitを利用してＷｅｂブラウジングを実現するWebViewや、Surface

Managerを使って画面への高速描画を実現するSurfaceＶｉｅｗ、Googleマップ

をアプリケーションに埋め込むMapViewなどがあります。アプリケーション

開発者は、ビューシステムが提供する機能を拡張して、新しい部品を作ることも

できます。

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ピューティング
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パッケージマネージャは､And｢oid上のパッケージ管理機能をアプリケーショ

ンに提供するフレームワークです。

Androidアプリケーションとして配布されるパッケージは、「.apk」という

拡張子を持ったファイルにl鯉められています。パッケージファイルは、その

拡張子からａｐｋファイルとも呼ばれます。ａｐｋファイルの中身については後

述しますが、バイナリ、リソース、アプリケーションの振る舞いを記述した

And｢oidManifestxmlファイルから成り立っています。

パッケージマネージャは、ユーザがAndroidアプリケーションをインストー

ルする時に動作します。具体的な流れは下記のようなものです。

パッケージマネージャは、まずインストールする対象の.apkファイルを展開

して、And｢oidManifestxmIファイルを読み取ります。

AndroidManifeSt､xmlには､アプリケーションを一意に決めるためのパッケー

ジ名が記載されています。もし、同じパッケージ名のアプリケーションが登録さ

れていなければ、そのままインストールの工程に進みます。

同じアプリケーションがインストールされている場合は、上書きしてもよいか

を確認します｡上書きインストールをユーザが認めた場合には､パッケージマネー

ジャは既にインストールされているアプリケーションが持っている「署名に使わ

れた証明雪｣と上響きされるものが持っているものとが一致するかを確認します。

２つの証明雷が一致しない場合は、インストールを中止します。これは、本来の

開発者とは別の開発者が、改ざんしたアプリケーションによってユーザの予期し

ない挙動を起こさせないためのセキュリティ機構となっています。

署名に関する問題が無いと判断された場合、パッケージマネージャは、インス

トールするアプリケーションが携帯端末のどの機能を使うかを表示して、ユーザ

の承諾を求めます。アプリケーション開発者は、AndroidManifest.xｍ{に、そ

のアプリケーションがAndroidのどの機能を利用するのかをａｐｋファイル作成

前に列記しておく必要があります。

ユーザの許諾が得られれば、パッケージマネージャはａｐｋファイルの中身を
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展開し、AndroidManifest､xmlの内容に応じて、アプリケーションを実行可能

な状態にします。以上を纏めると、図１.６のようになります,、

で
画
『
痔
↓

、図１．６アプリケーションインストール時の処理
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インストール処理

パッケージマネージャは、インストール時に、AndroidManiiest,xmlに登録

されているアプリケーションの構成要素を内部に保管します。保管している内容

は、たとえば、アプリケーション名、アイコン、アプリケーションを構成するコ

ンポーネントの種類などです。

パッケージマネージャが保管しているこれらの情報は、他のアプリケーション

からも取得できます。そのような機能を用いている代表は、待受画面としても用

いられているランチヤです。And｢oidでは、ランチヤもアプリケーションです。

ランチヤは､インストールされているアプリケーションの一覧を表示しますが、

その情報はパッケージマネージャから取得しています企



すべてのリソースは、ａｐｋファイルに含まれ、インストール時にパッケージ

国
このようにパッケージマネージャは、インストール時のセキュリティ機構を担

い､そのAndroidシステム上にインストールされているすべてのアプリケーショ

ンの情報を一元管理します。
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And『oidは、世界中のさまざまなデバイスで使われることが想定されていま

す。それぞれ、画面の大きさは異なりますし、メッセージに使用される言語もさ

まざまです。そのような環境で動作するAndroidアプリケーションもまた、さ

まざまなデバイスで実行されることを想定する必要があります。画面の配置・画

像・音声・文字列データなど、デバイスにより差し替える必要が高いものは、プ

ログラムから分離すべきです。

リソースマネージャは、これらのプログラム以外のデータを”リソース．とし

て分離し、アプリケーションから動的に参照する機能を提供するフレームワーク

です。機能の概要を図示すると図１．７のようになります。

Ｉ●図1.7リソースマネージャの役割
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マネージャによりAnd｢oidシステム内に展開されます｡Androidアプリケーショ

ンは､これらのリソースが具体的にどこに展開されたかを知ることはできません。

リソースマネージャは､具体的な場所の代わりに、リソース|Ｄというアプリケー

ション内で一意に割り当てられる|Ｄを介して、アプリケーションからリソース

を参照できるようにします。

リソース|Ｄは、アプリケーション開発の過程でリソースの追加に応じて静的

に割り当てられます。アプリケーションのコード上からはリソースの識別名やリ

ソース|Ｄを指定するだけで、そのリソースを指し示せます。また、あるリソー

スから他のリソースを参照するといったこともできます。

リソースマネージャは、アプリケーション開発者が事前に準備しておいた場合

には、画面の大きさや表示に使われている各国語に応じてリソースＩＤが指し示

す内容を動的に変更できます。この動的な変更は、リソースマネージャがシステ

ムの状態から適切に行います。アプリケーションエンジニアは、リソースは用意

する必要がありますが、一度用意してしまえば、実行時のメッセージを何語にす

るかなど煩雑なことから解放されます。リソースマネージャが提供する機能を適

切に用いることで、プログラムの機能そのものに集中し、必要に応じてリソース

を整備するといった作業の切り分けができるようになるのです。

埴
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Pa『ｔｌｌ組み込みシステムとAndroic

〆
哩 ③アプリケーション

前節までで、Androidシステムが提供する機能の概要について、大枠を概ね

解説しました。本節では、Androidシステムが提供する機能を用いて、どのよ

うにアプリケーションが構成されるのかを解説します。

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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今までの解説で概ね感じて頂けているかと思いますが、Androidはコンポー
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ネント志向の強い環境です。And｢oid上で動作するアプリケーションも例外で

はなく、Androidフレームワーク上のコンポーネントとして動作するよう設計

されています。

アプリケーションの内部では､一般的な手続き型言語と同じように､アプリケー

ションプログラマの意思に沿った処理が記述されます。しかし、その処理を実行

する契機は、Androidフレームワークが決定するのが基本です。

Ｊａｖａプログラマであれば、リスナオブジェクトを登録しておいて、コール

バックで非同期に実行が行われるというスタイルはお馴染みかと思います。この

コールバックで実行されるモデルに、And｢oidアプリケーションのコンポーネ

ントのモデルは近いものとなっています。そのため、AndroidにはＣ/Ｃ＋＋や

｣avaSEにあるようなmain()がありません。

main()があるこれらの言語環境では、別のスレッドを立ち上げるなどしな

い限り、main()からのリターンは、アプリケーションの終了を意味します。

And『oidでは、アプリケーションが提供する各メソッドから抜けてもアプリケー

ションは処理を継続します。終了させるかどうかの判断はAndroidシステムが

行います。

Androidアプリケーションでは、アプリケーションの立ち上げ時に表示され

るメインアクテイビテイを設定することはできますが、このメインアクテイビ

テイに対しても、ライフサイクルに沿ってアクティビテイマネージャからメソッ

ド呼び出しがあり、アプリケーションはその呼び出しに応える形になります。

このようなフレームワーク上のコンポーネントというスタイルは、Ｗｅｂアプ

リケーションの世界では一般的に行われているものです。また、組み込みシステ

ムでも、ｌｕｌＴＲＯＮ上のリアルタイムカーネルでの開発とは、実質上のｍａｉｎ文

がアプリケーシヨン側に無いという点で類似しています。

And｢oidでは､main()に相当する処理はフレームワーク側にあり、アプリケー

シヨン開発者の仕事は、アプリケーションの動作に固有な部分を書くことだけで

す。このように理解すると、Ｃ/C+＋やjavaSEのような手続き志向の強い環境

に慣れたプログラマでも理解しやすいかもしれません。

図
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And｢oidアプリケーションは、次の５つのコンポーネントを組み合わせで成

り立っています。

･アクテイビテイ（ACtivity）

･インテント（Intent）

･サービス（Service）

･ブロードキャストレシーバ（BroadcastReceiver）

･コンテントプロバイダ（ContentP『ovide『）

これらを具体的にどのように活用するのかは後述するとして、ここでは概要を

紹介します。

惨アクティビティとは

アクテイビティを平易に表現するならば、”And｢oidアプリケーションの画面

"です。画面を用いてユーザ､と対話的な処理を実行したい場合には、アクティビ

ティを使うことになります。アクティビティは、子の要素として、ビューやフラ

グメントといった画面のレイアウトやＧＵｌ部品を持つことができます。

アクテイビテイは、先述したアクテイビテイマネージャによって状態が管理さ

れています。アプリケーションプログラマは、アクテイビティマネージャが適宜

発行するコールバックに対応して、アクティビティが保持している情報の退避／

復元を行う必要があります。この情報の退避／復元を含む､アクティビティマネー

ジャが想定しているアクテイビテイの状態遷移は、”アクテイビテイのライフサ

イクル’'と呼ばれます。

アプリケーションプログラマは、図１．８に示したアクティビティのライフサ

イクルを正しく理解することが重要です。さもないと､リソースリークを起こし、

メモリ専有量の増加やバッテリーの浪澱など、アプリケーションのユーザ‘に対し

て不利益を生じさせることにも繋がります。

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ピューティング
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レインテントとは

lntentは、英語で「意図」「目的」といった意味を持つ単語です。Androidに

おける|ntentは、あるコンポーネントから別のコンポーネントへ処理を依頼す

るときに使われます。インテントオブジェクトのなかには、処理を依頼したいア

クションとデータなどが含まれます。

アクションは､｢通話を開始する｣｢ユーザ編集のデータを表示する｣｢アプリケー

ションのメインアクティビテイを表示するｊなど依頼する処理の概要です。アク

ションは、Androidシステムによって定義済みのものもありますが、アプリケー

ションが独自に定義することおできます。

１

章

あ図１．８アクテイビテイのライフサイクル
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データには、その在処を示すURlや中身を識別するＭＩＭＥタイプが含まれて

います。

インテントは、他のコンポーネント間の連携を促すデータ構造で、インテント

自身が活動することはありません。そのため、インテントには、ライフサイクル

はありません。

・インテントの暗黙と明示

インテントには、明示的インテントと暗黙的インテントの２種類があります。

明示的インテントは､処理を依頼する先を直接指定します。密結合の呼び出しで、

通常のプログラミング言語での手続き呼び出しやメッセージパッシングに近いも

のです。暗黙的インテントは、And｢oid以外ではあまり見られない仕組みです。

明示的に処理を依頼するコンポーネントを指定せずに、処理を依頼したい種類や

含まれる情報を与えておきます。

And『oidシステムは、暗黙的インテントの内容から、処理可能なアプリケー

ションを抽出し、適うアプリケーションがあれば実行します。処理可能なアプリ

ケーションが複数あれば、ユーザに選択を促します。暗黙的インテントの存在に

より、アプリケーション同士が疎結合となり、また、ユーザが望むなら、標準以

外のサードパーティアプリケーションを活用することが可能となります。

インテントは、コンポーネント間の連携が肝であるAndroidシステムの、根

幹を担うコンポーネントといえます。

・インテントフィルタ

インテントを受け取るコンポーネント（具体的には、アクティビティ／サービ

ス／ブロードキャストレシーバ）は、インテントフィルタという機能を持ってい

ます。これらのコンポーネントは、１つ以上のインテントフィルタを設定するこ

とで、コンポーネント自身が処理できる暗黙的インテントを宣言します。

暗黙的インテントが発行された場合には、インテントフィルタで明示したもの

と合致する場合のみ、コンポーネントへ配信されます。インテントフィルタを適

切に設定することで、コンポーネントは処理可能なインテントのみを受信するこ

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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とができ、処理時間や消費電力を抑えることができます。

ここで、注意しなければいけないのは、インテントフイルタは、暗黙的インテ

ントに対してのみ有効に作用するということです｡明示的インテントに関しては、

インテントフィルタの存在の有無に関わらず必ず対象のコンポーネントに配信さ

れます。

・インテントの配信範囲

インテントを除く、すべてのコンポーネントの間で、インテントの発行と受信

が可能です。そのため誤解を招きやすいのですが、インテントには、発行を行っ

た状況に応じて、配信範囲があります。たとえば、ブロードキャストインテント

は、ブロードキャストレシーバのみに配信され、ブロードキャストインテントが

アクテイビテイやサービスには配信されません。アクティビテイの起動のために

発行されたインテントは、アクティビティのみに配信され、サービスやブロード

キヤストレシーバには配信されません。サービスの起動やバインドのために発行

されたインテントも、サービスのみに配信されます。

上記のようにルールはシンプルなのですが、複数のコンポーネントが絡みあっ

たアプリケーションでは、しばしば配信範囲を間違えて設計してしまうことがあ

ります。

勝サービスとは

先ほど解説したアクテイビティは、画面が遷移してしまうと、処理が中断され

てしまいます。しかし、携帯端末では、たとえばアラームなど、処理が中断され

てしまっては困る処理があります。サービスは、画面遷移で中断されては困るよ

うな処理を､バックグラウンドで行うためのコンポーネントです｡アクティビティ

同様、サービスにも、図１．９のようなライフサイクルがあります。サービスは、

アクテイビテイのように画面の遷移に伴う一時停止などがなく、ライフサイクル

はシンプルです。

このライフサイクルに加えて､コンポーネント（主にアクテイビティ）は､サー

ビスに対してバインドを行うことができます。サービスにバインドしたコンポー

図
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できません。ユーザ'に提示したい情報がある場合には、インテントを用いて他の

コンポーネントに処理を依頼します。

ｐ図１．９サービスのライフサイクル(パイントなしの場合）
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惨ブロードキヤストレシーバとは

Androidシステムは、バッテリー残璽の変化や時刻の設定変更など、すべて

のコンポーネントが受信を希望しうるような情報を管理しています。このような

‘情報は、ブロードキヤストインテントとして、すべてのコンポーネントに通知さ

れています。しかし、これらの情報をコンポーネントが実際に情報を必要として

いるかどうかは、アプリケーション依存の話です。Androidシステムには判り

ません。

ブロードキャストレシーバは、ブロードキャストインテントを受信して処理を

するためのコンポーネントです。ブロードキャストレシーバは、ブロードキャス

トインテントに対して受動的に動作します。

ライフサイクルと呼べるようなものはありません。単なるコールバックのよう

なものですから、プロードキャストレシーバの中では時間のかかるような処理を

行わず、必要に応じてサービスやアクティビティに対してインテントを発行して

処理を依頼すべきです。

1‐５Ａｎｄｒｏｉｄのエ団

Androidはマルチタスクの環境です。システムがタスク(プロセス／スレッド）

をどのように管理しているのかは、制限時間内に処理を完了することを求められ

る組み込みシステムでは重要な知識となります。

前節で解説した４つのコンポーネントのうち、サービスとアクティビティに

ついては、スレッドが割り当てられ並行動作しています。

本節では、And『oidがアプリケーションをどのように実行しているのかを解

説し、Android特有のタスク管理機能についても解説します。

And｢oidは最下層にLinuxを利用しています。そのため、Androidのプロセ

スやスレッドは､Linuxのそれと基本的には対応しています。しかしながら､サー

バやデスクトップと組み込み機器とでは、利用できるハードウェア資源に少なか

らずの違いがあります。

囚
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lゴロ燦靴蛎一……………………………
And｢oidの実行単位について触れる前に、Linuxを始めとするＰ○SⅨ系のプ

ロセス管理に馴染みが無い方のために、簡単にプロセスとスレッドの関係を説明

しておきます。

スレッドは､プログラムを実行するために必要な資源を纏めたものと言えます。

Linuxカーネルは、一定周期で、ＣＰＵを使っても良いスレッドを切り替えてい

ます｡ほとんどのAndroid端末は､ＣＰＵは高々４個くらいしかありません｡スレッ

ドを切り替えることで、４つ以上のプログラムが並行に走っているように見せか

けています。

プロセスは、スレッドを束ねたものです。さらに、ＣＰＵだけでなく、メモリ

を始めとするハードウェアも抽象化しアクセス制御が行われます。

同じプロセスのなかにあるスレッドは、お互いのスレッドが管理しているメモ

リにアクセスできます。しかし、違うプロセスにあるスレッドが管理しているメ

モリには、アクセスすることができません。

，プロセスのオーナー

プロセスには、所有者（オーナー）がいます。プロセスの所有者は、多くの場

合、プロセスを起動したユーザです（例外もあります)。Linuxカーネルは、プ

ロセスのオーナーとなったユーザが誰であるかに応じて、アクセスできるハード

ウェア資源に制限をかけられます。

図１．１１に簡単な模式図を用意しました。ファイルシステムには、実行可能な

プログラムＡが存在するとします。ユーザＡは、プログラムＡの実行可能権限

をLinuxカーネルから与えられている場合に、プログラムＡから、実際に処理

を行うプロセスＡを起動できます（図１．１１①)。別のユーザＢも、プログラム

Ａの実行可能権限を持っていたとします。この場合、ユーザＢがプログラムＡ

を起動すると、プロセスＡ'が生成されます（図１．１１②)。同じプログラムＡか

ら起動され、同じ処理をするのですが、プロセスＡとプロセスＡ’は個別に扱わ

れます。プロセスの振る舞いは、プロセスの所有者によって制限されます。たと

組み込みAnd『oidプログラミング入門はじめてのフイジカルコンビユーテイング
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えば、プログラムＡに、特定のファイルを読み群きする機能がついており、そ

のファイルへの読み魁き権限をユーザＡのみが持っていたとします。その場合、

ユーザＡが所有しているプロセスＡでは、読み書き処理は成功します。プロセ

スＡ'は、ユーザＢに読み群き権限がないため、失敗します。

プロセスの起動や停止といった操作は、原則として、自ら所有しているプロセ

スにしか行えません。たとえば、ユーザＡは、所有しているプロセスＡの停止

を行えますが、ユーザＢが所有しているプロセスＡ'に対してはいかなる操作も

できません。

Linuxを始めとするＰ○ＳＩＸ系○sのプロセスとユーザ'の関係はシンプルなの

ですが、ファイルシステムやユーザ管理の知識なども絡むため、具体的にどの

ように制限をかけているのかを、本書で扱うには紙幅が足りません。しかし、

Androidの挙動を理解するためには、上記の知識があれば-|-分です。

●図１．１１Ｌｉｎｕｘカーネルのアクセス管理

１起動･停止

Linuxカーネル
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l棚IWFIWr言謂裟ゴロ螺…………………
And｢oidのアプリケーションは、複数のコンポーネントから成り立っている

のは既述のとおりです。これらのコンポーネントは、Linuxから見ると、アプリ

ケーションごとに同じプロセスの中で動作しています(注8)。

Linuxカーネルでは､既に解説したとおり､異なるプロセスで動いているスレッ

ドに対してメモリアクセスを行うことはできません。そのため、アプリケーショ

ンは､他のアプリケーションからの不正な干渉を受けること無く実行を行えます。

lゴロ螺の量乏堂側k………………………………
前節では、コンポーネントのライフサイクルを紹介しました。本項で紹介する

プロセスのライフサイクルは､コンポーネントのそれよりも低レイヤのものです。

関係は複雑ですが、概ねプロセスのライフサイクルにより停止されるプロセスに

関わるコンポーネントが、それぞれのライフサイクルにより停止されると考えて

よいものです（図１．１２)。

Androidが動作するハードウェアに用意されているメモリの多くは、一般的

な組み込みシステムよりは恵まれているものの、サーバやデスクトップ用途の

ハードウェアに比べると格段に貧弱です。そのためAnd｢oidは、メモリが枯渇

したときには動作しているプロセスを停止して、メモリを回収します。

一般的なLinuxでもメモリが枯渇した時にはプロセスを停止することはあり

ますが、Androidでの指針は明確です。組み込みシステムが制御する対象に

は、ロポットアームなど、停止すると思わぬ事故に繋がるものもありえます。

Androidのプロセス管理を正しく理解することは、極めて重要です。

Androidシステムは、どのプロセスを保持しまたは強制終了するのかの決定

を、５つのレベルで分けられる重要度により行います。なお、大前提として、

注８厳密に書くならば､明示的に檀数のプロセスに分散させることもできます．しかし､推奨はされていません。

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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Androidシステムは、できるだけ長い間アプリケーションのプロセスを維持し

ようとします。コストとの兼ね合いもありますが、なるべく多くのメモリ資源を

用意するのも、And｢oidを採用したシステムを安定して動作させるためには重

要といえます。

あ図１．１２プロセスの重要度

強副終了
高画要隈されにくい

』#Ｌフォアグランドブロセス

｜司机ﾛｾｽ
サービスプロセス

バックグラウンドプロセス

空のプロセス
、ウ

低亜璽庇されやすい

|重要即5.QWk……一……一一一一
５レベルの重要度を、その高さの順で紹介します。フォアグラウンドプロセス

が最も重要で、最後に強制終了されます。説明の中で、ＡＰＩの名前が入っていた

りして、本幽で初めてAnd｢oidプログラミング'を学ぶという方には少し難しい

かもしれません。その場合は読み流して頂いて、後日振り返って理解していただ

ければ橘いません。

安定したアプリケーションを作成するためには、無駄に高い軍要度のプロセス

を作らず、しかし重要度を高くすべきものはきちんと高くして強制終了を防ぐと

いった意識が必要です

トフォアグラウンドプロセス

ユーザが現在行っていることに対する処理を担っているプロセスです。ざつく

５７

１

章
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り捉えると、ユーザのために何かを提供する意図が明確である処理をホストして

いるものが、フォアグラウンドとみなされます。

フォアグラウンドプロセスの典型は、ユーザがその時点で操作しているアク

テイビテイをホストしているプロセスです。しかし、それだけではなく、ユーザ

が操作しているアクテイビティにバインドされたサービスのホストもフォアグラ

ウンドとみなされます。また、サービス自身がstartForegroundOの呼び出し

でフォアグラウンド化することが可能で、この場合もフォアグラウンドプロセス

となります。

ライフサイクルコールバック（onCreateO,onSta｢t(),onDest『oy()）を実行

中のサービスをホストしているプロセスも、それらのコールバックから抜けるま

ではフォアグラウンドプロセスです。これらの処理では、リソースの取得／開放

を行うことが多く、途中でプロセスを終了させるとAndroidシステム全体に不

整合を引き起こす恐れがあります。フォアグラウンドプロセスとすることで、シ

ステムの不整合を避けることができます。

Ｂ『oadcastReceive｢も、onReceive()を実行中のBroadcastReceiverをホ

ストしているプロセスも、フォアグラウンドとみなされます。

，可視プロセス

フォアグラウンドプロセスではないものの、ユーザが画面で見るものに影響が

あるプロセスです。フォアグラウンドからは外れたもののユーザにまだ見えてい

るアクテイビテイのホストや、そのようなアクテイビテイにバインドされている

サービスのホストが可視プロセスに分類されます。

まだ見えているものとなりますので、その扱いは、ユーザエクスペリエンスに

大きな影劉を与えます。Andoroidシステムは、フォアグラウンドプロセスの強

制終了以外にメモリを確保する手段がないという状態にならない限り、可視プロ

セスを強制終了することはありません。

，サービスプロセス

コンポーネントのサービスと誤解しそうな名前ですが、サービスをホストする

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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すべてのプロセスがサービスプロセスであるとは限りません。

startService(）メソッドで実行されたサービスをホストしていて、フォアグラ

ウンドまたは可視のいずれにも該当しないプロセスが、サービスプロセスと呼ば

れます。

ユーザは、サービスプロセスを操作する画面で意識することは少ないですが、

ソフトウェアのダウンロードや音楽再生など、ユーザがその動作のバックグラウ

ンドでの継続を望むことがー般的です。

そのため、フォアグラウンドや可視プロセスを維持するために欠かせない場合

を除き、Androidシステムがサービスプロセスを強制終了させることはありま

せん。

ゆバックグラウンドプロセス

現在ユーザに画面を表示していない停止したプロセスです。いつでも削除させら

れる可能性があります。消される場合にはユーザが最近使ったものが最後になる

ような順番で消されます。すでに停止しているプロセスなので、強制終了をして

もユーザには悪影劉がありません。

，空のプロセス

何もしていないプロセスです。このプロセスを維持しておく理由は、メモリ上に

園いておくことにより次回の起動時間を短くするためです。

の セル

Androidが主要な利用ターゲットとしているスマートフオンには、利用者の

個人情報が含まれます。また､Androidは､本書で解説するようなサードパーティ

製のアプリケーションをインストールすることで拡張できます。サードパーティ

のアプリケーションには、悪意を持ったものがあるかもしれません。しかし、ア

プリケーションが使える機能を闇雲に限定してしまうと、ユーザにとって利便性

四
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のあるアプリケーションの開発を妨げるかもしれません。

And｢oidでは、悪意を持ったアプリケーションからの攻撃を受けることを想

定しつつ、アプリケーションの利用者への利便‘性を保つよう、セキュリティモデ

ルが設計されています。

Androidのセキュリティモデルは、Linuxカーネルが持っている機能を応用

したものと、ランタイムが提供するものとに分離できます。

lLin蛎需#Ｗｉ渠健蒲驚景ﾘ烈……一………
惨Linuxカーネルのセキュリティ概要

AndroidシステムがどのようにLinuxカーネルがLinuxカーネルは、もとも

とマルチユーザ‘・マルチプロセスのワークステーション用の○sカーネルとして

設計されています。また、Ｕｎｉｘの思想に則り、あらゆるリソースはファイルと

して抽象化されています。

各ユーザは､固有の数値ｌＤでカーネルによって識別されています｡また､各ユー

ザは、１つ以上のグループに入ることができます。

ファイルには、アクセス属性があります。アクセス属性について詳細は割愛し

ますが、所有者以外の一般ユーザに対しては読み書きなどの操作を不可能にでき

ます。また、起動したアプリケーションにも、起動した所有者の情報が紐付けら

れます｡アプリケーションを起動したユーザ以外の一般ユーザは､アプリケーショ

ンへの操作（終了、一時停止など）を行えません。例外的に、管理者ユーザは、

上記のようなセキュリティをすべて回避することができます。管理者ユーザは、

通常rootという名前がついています。

，AndroidにおけるLinuxセキュリティの活用

And『oidシステムでは、上記のようなLinuxにおけるセキュリティを独特の

方法で活用しています。

アプリケーションをインストールすると､後述する電子署名の内容に基づいて、

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


