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それぞれに個別のユーザｌＤが割り当てられます。通常、Android端末を同時に

操作するユーザは１人ですが、Linuxカーネルから見ると、複数のユーザが存在

するように見えています。また、アプリケーションには、rootユーザのユーザ

ｌＤは割り当てられず、一般ユーザが｢ootユーザになるための機能(Su)も提供

されません。Linuxカーネルは、一般ユーザ間に対しては強固なセキュリティを

持っていますので、悪意のあるアプリケーションが別のアプリケーションを攻撃

することは困難となります。

And｢oid端末のコアなユーザ‘の間でしばしば行われる｢oot化というのは、本

来And｢oidシステムが用意していない、一般ユーザがrootユーザに昇格する

ための機能を付加することを指します。Linuxカーネルが本来持っている機能を

回復する作業ですので、Linuxカーネルから見ればセキュリティ上の脅威となる

ものではありませんが、And｢oidシステムとしてみた時には、セキュリティモ

デルを崩壊させうる作業といえます。そのため、本轡ではroot化が必要な作業

は取り扱いません。

l乏萱烈会瀧撲篭驚号M訂…………………
Androidランタイムの基盤をなすDalvikVMは、Linuxカーネルから見れ

ば１つのプロセスです。DalvikVMの上で動作するＪａｖａアプリケーションは、

Linuxカーネルが提供する既述のセキュリティが効いています。加えて、ランタ

イムではいくつかのセキュリティ機能が提供されています。

，電子署名に基づくアプリケーション開発者の識別

すべてのアプリケーションは、そのアプリケーションの開発者によって、その

配布パッケージ(apkファイル）に電子署名が行われます。And｢oidシステムは、

インストール時に電子署名を参照して、配布パッケージ中にあるファイルが改ざ

んされていないことを確認し、改ざんのない場合のみインストールを受け付けま

す。少なくとも現行のAndroidシステムでは、自己署名証明書（信頼できる認
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証機関による署名の無い証明書）での電子署名によるパッケージでもインストー

ルを受け付けます。そのため、電子署名の内容から開発者の素性を知ることはで

きません。しかしながら、パッケージが配布された後、インストールされる前に

悪意のある第三者によって改ざんされる可能性は排除されます。

And｢oidシステムは、インストールされているアプリケーションの電子署名

の内容を記憶しています。同一の証明書により電子署名されたアプリケーショ

ンには、同一のユーザｌＤが割り当てられます。証明書が同一ということは、開

発者も同一であることを意味しますので、Linuxカーネルのレベルでのセキュリ

ティは緩めてもよいということになります｡この挙動によって､複数のアプリケー

ションを同一のプロセスで実行させて、リソースの共有を行うなど高度なアプリ

ケーション設計が可能となります。

，バイトコードによる保護

Linuxカーネルにおけるセキュリティ上の脅威の典型は、予期しない形で管理

者権限を奪取されるというものです。その手法の多くは、カーネル開発者が予期

しない手順でカーネルのサービスコールを呼び出すことで行われます。

And｢oidアプリケーションは、基本的にはDalvikVMのバイトコードで記述

されています。そのため、And｢oidアプリケーションは、Linuxカーネルのサー

ビスコールを直接呼び出すことが困難です。

ただしDalvikVMには、」Ｎ|と呼ばれる、Ｃ/C+＋の動的ライブラリを読み込

む機能があります。また８章で解説しますがアプリケーション開発者に対して、

JNlの呼び出しを提供するＮＤＫという開発キットも提供されています。ＮＤＫ

の利用は、本書のようにデバイスを操作する目的では必須になることもしばしば

ありますが、セキュリティ上の観点からは充分に注意して使用することが求めら

れます。

惨サンドボックスとバーミッション

And｢oidランタイムは、ユーザのプライバシー上の脅威になりうるものや課

金が発生しうるようなものについては、アプリケーションによる呼び出しをデ

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
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フォルトでは禁止しています。このような仕組みをサンドボツクスと呼びます。

｢子供を砂場（サンドボックス）で遊ばせる」という意味から来ています。

サンドボックスのままでは、アプリケーションにできることは極めて限られま

す。アプリケーション開発者は、自分が使う機能をマニフェストファイルに明示

して配布パッケージに含めなければいけません。Androidシステムのパッケー

ジマネージャは、ユーザがパッケージをインストールするときに、マニフェスト

ファイルを解釈して、明示した機能をアプリケーションに提供しても良いかを

ユーザに訪ねます。この挙動についてはパッケージマネージャの項で既に解説し

ました。

１－７ ．‘に 〒に

１章では、And｢oidに限らない組み込みシステムの世界の動向と、Android

との関係と、Androidのシステムの構成、それぞれの構成要素の機能概要を解

説しました。これから後は､例題を示しながら､実際にAndroidでのアプリケー

ションを開発していきます｡また４章以降は､各種のデバイスコントロールを行っ

ていきます。具体的な例題に入る前振りとして、コントロールする対象のデバイ

スとAnd『oidの関係について軽く整理をしておきましょう。

'抑剛1棚鷺》罵鞠淵御……………………
And｢oidは、いくつかの有力企業の牽引がありはしたものの、○pen

HandsetAllianceの元で開発されたオープンソースの○ｓです。特定のハード

ウェアに縛られないよう、適度な抽象化によって、汎用性が保たれるよう考慮さ

れています。

一方で、下位層に、組み込み分野でも一般的な環境となっているLinuxを採

用したり、アプリケーションの実行環境であるDalvikVMにＪＮｌによるネイ
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テイブ拡張の余地を提供したりと、主にファームウェア開発者が独自の機能拡張

を行う余地を与えたりもしています。

最初期のAnd『oidは、ＵＳＢホストやBluetoothなど、汎用製品を繋ぐため

の手段に乏しく、携帯電話に搭載されることが想定しづらいデバイスを繋ぐ場

合には、ファームウェア開発者が独自にデバイスドライバを移植して、アプリ

ケーションが用いるためのフレームワークを整え、クラスライブラリをアプリ

ケーション開発者に提供する必要がありました。しかしながら、Andorid2.Ｏで

Bluetoothが、Android31でＵＳＢホストが、それぞれサポートとなりました。

現在では、デバイスを接続において標準ＡＰＩでは済まないケースは、かなり限

定的になっています。

l鍔轄4F1重劃御可龍削三隙黒Ｚ………………
オープンソース配布されているAndroidのソースコードから構築でき、フ

レームワークを介してDalvikVMから（つまりＪａｖａ言語から）制御可能なハー

ドウェアは、概ね下記の通りです。

･ネットワーク

･音声の再生/録音

･ストレージ（ＳＤカード）

・カメラ

・ＧＰＳ

・Bluetooth

・USBホスト

･各種センサ類

And｢oidでは、すべてのデバイスは物理的なものから抽象化されていますの

で、これらの区別は、物理デバイスとは－対一に対応しないことに注意が必要で

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。たとえばネットワークは、物理的には、Ｗｉ､Fiや３Ｇや有線LANなど複数

ありえます。ＵＳＢ接続のネットーワークアダプタは、ＵＳＢでの操作も可能です

が、ネットワークデバイスとして管理するのが一般的です。

これらの物理的なハードウェアのデバイスやバスと並行して、And｢oid

○penAccessoryDevelopmentKit、通称ＡＤＫの存在にも言及しなければな

りません。ＡＤＫについては、Ｐａ｢ｔ２で言及します。

l鍔饗P1で制御窮聾M》三噸鷲雛蝋l握宣
組み込みシステムでは、対象となる実行ターゲットに応じて、さまざまなデバ

イスを接続したいという要望が出てきます。

Bluetooth、USB、ＷｉＦｉといった、標準的なバスを介して接続されている場

合には、それらを操作する処理をＪａｖａ言語で記述することで対応できます。し

かしながら、プロセッサのオンチップGPl○のように、実行ターゲットのハード

ウェアに依存するようなデバイスについては、Ｊａｖａ言語で記述することは実質

不可能です。また、フレームワークによるＵＳＢホストのサポートは、And『oid

のバージョン３．０からです。Androidのバージョンが古い場合には、サポート

されないハードウェアが存在します。

このように、標準ＡＰ|では要望を満たすことができないハードウェアのサポー

トのために、And｢oidではＮＤＫと呼ばれる開発ツールキットが用意されてい

ます。

しかし、ＮＤＫで生成したバイナリも、Linuxカーネルの保護下で動作するダ

イナミックリンクライブラリにしか過ぎません。ＮＤＫを用いても、ハードウェ

アを直接操作したり、管理者(root)特権が必要な操作を行うことはできません。

And｢oidがLinuxカーネルを用いておりLinuxカーネルには一般ユーザから

root特権を得る手段があることから、これを用いたroot化という手法は存在し

ます。しかし､悪意を持ったアプリケーションによる攻撃に晒され易くなるため、

推奨されない行為です。

国
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いくつかの制限があるにせよ、」avaでは記述できないものがＮＤＫでＣ/C+＋

を使うと記述できることがいくつかあるというのは事実です。ＮＤＫについては、

Part2で詳しく言及します。

なお、Linuxのカーネルがサポートしていないハードウェアを操作する場合に

は、Linuxカーネル用のデバイスドライバを作成する必要があります。

l杢書蝿漁期繋胴三Ｗ》範国………………
本書では、これらのAnd｢oidが持つデバイス制御の素性を踏まえ、Ｐａ｢ｔ２で

は、敢えて標準ＡＰＩでのハードウェア制御に焦点を当てます。

Ａｎｄｒｏｉｄ３､０以降であれば、標準ＡＰ|の範囲だけでも、かなり豊富なデバイ

スコントロールを行うことができることがお判りいただけるかと思います。加え

て、発展的な話題として、ＮＤＫとＡＤＫについて具体的な例示を交えながら解

説します。

l杢書言騨蝋徽協ｮ室碩罵棚範圏………
Linuxカーネルのデバイスドライバ作成は、本密の守備範囲外とします。デバ

イスドライバの作成技法については、Linuxカーネルのテクニックがそのまま使

えます。興味のある方は、Linuxカーネルのデバイスドライバに関する書籍を参

照なさってください。

しかしながら、Linux固有のデバイスドライバの作成方法が判った後に、シス

テムイメージに組み込む方法は、Androidに固有のものです。そこで、評価ボー

ド用のAndroidシステムイメージの作成方法をAppendixに加えました。

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 ’
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し

アプリケーション開発環境の構築
本章では、プログラミングに入るまでに必要な環境構築を行います。既に環境

、
２
章

構築を済ませている方も、ライブラリのアップデートなど必要ですので本章は

ひとｊｍり目を;、してください侭

』

注１ｈｔｔｐ／/devGIoperand｢oid〔○ｍ/sdk/iｎｄｅｘＭｍｌ

And｢oidのJavaアプリケーションの開発のために、GoogleはAndroid

SDK（SoftwareDevelopmentKit）を公開しています。かつてはＡＤＫと略さ

れることもしばしばありましたが、後に、周辺機器との接続のためのAnd｢oid

○penDevelopmentKitが登場して、現在はＡＤＫというとAnd｢oid

DevelopmentKitを指します。間違えないようにしてください。

And｢ｏｉｄＳＤＫは、And｢oidの開発者サイト駐')からダウンロードできます。

2012年５月現在では、Windows,Mac○ＳＸ（intel)、Linux（i386)用のバイ

ナリが提供されています。

Linuxはデイストリビューションの指定はありませんが、Androidの開発者

サイトの解説では､UbuntuLinuxを使っていることを前提としているようです。

既に使い慣れているLinuxディストリビューションをお持ちの場合は、適宜読み

替えながら既存環境を使えるとは思いますが、And｢oidアプリケーション開発

のために新しく○Ｓをインストールするのであれば、Ubuntuを選ぶのが無難で

しょう。

ＳＤＫパッケージを管理するAnd｢oidSDKManagerのようにＧＵｌで操作
できるものも含まれていますが、基本的にはコマンドラインツールです。また

Javaコンパイラやビルドツール等は含まれていません。そのため、後述するよ

うに、ビルドツールや統合開発環境と併用して開発を進めるのが一般的です。

①2-1ＡｎｄｒｏｉｄＳＤＫの動作環境
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･ｅｄｉｐｓｅ

組み込みＡｎｄｒｏｉｄプログラミング入門（.tしめてのフィジカルコンヒューティンク5M目

ｊａｖａ言語を用いたAndlroidのアプリケーション開発環境は、どれを使わなけ

ればいけないといったような規定はありません。しかしながら、概ね次の３つ

の環境が一般的には用いられています。

で
山
『
望

･ａｎｔ

antやmavenを用いると、好みのエディタを用いることができたり、継続的

ビルドとの相性がよかったりといったメリットが得られます。一方で、コマンド

ラインツールにありがちな使い勝手の悪さというデ､メリットがあります。

本書は入門書の位置づけですので、アプリケーション開発環境としては、ＧＵｌ

ツールであるEclipseを用いることにします。開発環境は無償のツールのみで構

築できますが、Ｗｅｂから数百ＭＢのダウンロードを行うことになります。比較

的高速で安定した通信環境を用意する必要があります｡

Ｅｄｉｐｓｅは、EdipseFoundation（EcIipseorg）が開発し公開しているＧＵ｜

ベースの統合開発環境です。その大半がJavaで記述されており、Mac○ＳＸ、

Windows、Linuxを始めとして、数多くの○S上で動作します。ＥＰＬ（Eclipse

PubIicLicense）という、オープンソースライセンスで公開されています。

Edipseは、大部分が｣ava言語で実装されています。そのため、後述するよう

にJava実行環境が別途必要になります。

Eclipseでは、ユーザ1インタフェースとして、ＳＷＴと呼ばれるツールキット

を用いています。Ｊａｖａ言語で作られたアプリケーションの多くは、Ｊａｖａ独自の

Partll組み込みシステムとAndroid

〔E2-2Eclipseの概要 ③clipseの概要2-2



陰ＭａｃＯＳＸ環境の場合

ＭａｃＯＳＸ環境では、Apple社からＪａｖａ環境が提供されていますので、それ

ＡＷＴやSwingといったユーザインタフェースが採用され、そのことが動作の

緩慢さやネイティブ環境との挙動の不一致といった不満を感じさせるものが多い

のですが、ＳＷＴの採用により、Ec1ipse自身の移植性を保ちながらも、それぞ

れの動作環境のネイティブＵ|と親和性の高いユーザエクスペリエンスを実現し

ています。

ＥｄｉＰＳｅはＥＰＬ(注2)を遵守する範囲において無償で用いることができますが、

有償製品の一部として提供される場合もあります。幸いなことに、Androidの

アプリケーションを用いる場合には、EclipseFoundationが無償公開している

もので十分です。

Ｅｄｉｐｓｅの特徴の１つとして、プラグイン／フィーチャーによって自由な拡張

を行えることがあります。プラグインに関連してフィーチャーという言葉が出て

きますが､これは､複数の複数のプラグインをまとめて､ライセンス情報などユー

ザが管理しやすい単位として提供しているものです。プラグインの開発者は、基

本的にはフィーチャーと一緒にプラグインを提供し､ユーザは､それぞれのフィー

チャー単位で、手元のEclipseの機能を追加／削除します。

l棚R剛jmgEnWmm9nWL鷲協h烹化
既述の通り、Ｅｄｉｐｓｅは、大半がｊａｖａで記述されています。そのため、動作

環境にＪＲＥ（｣avaRuntimeEnvi『onment）が必要です。

」ＲＥには､○｢acle(旧ＳｕｎＭｉｃ『osystems)社が提供しているものと､そのソー

スコードを基にビルドされているOpenJDK由来のもの、ApacheHarmony

プロジェクト由来のもの、ＧＮＵプロジェクト由来のものなど、いくつかのバリ

エーションがあります。

2章ｌアプリケーション開発頃境の栂築

１
１
１
１

注２Edip5ePublicLicenseの略です。ｈ[tp://ｗｗｗ・edipseorg/legaI/epl･vlO､hｔｍｌ
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Ｂ図２．１０ＳＸ１０．７(Ｌｉｏｎ)環境でのJavaのインストール硫溺ダイアログ

Partll組み込みシステムとAndroid

Ｊａｖａランタイムがインストールされていない場合は、図２．１のようなダイア

ログボックスが出ます。「インストール」をクリックします。表示されるライセ

ンス使用許諾を受け入れると、Ｊａｖａランタイムのダウンロードとインストール

が開始されます。

を用います。○ＳＸ１０．７（L|on）では、Ｊａｖａ環境はプリインストールされなく

なりました。下記の手順でインストールを行う必要があります。

で
四
『
ヨ

①Finderで移動／ユーティリティを選択する

､２」avaPreferencesをダ､ブルクリックする

勝ＬｉｎｕＸの場合

Linuxの場合は、ディストリビューションやそのインストール方法によって、

含まれている」ava環境がまちまちです。○racle社が配布しているものが使え

る場合には、それを用いることをお薦めします。ない場合には、○ｐｅｎＪＤＫ由来

EKO 組み込みAndroidプログラミング入門はしめてのフイジカルコンピユーテインク

「硬司子寺ｌＦ７頭ﾄｰﾙ

しＷｉｎｄｏｗｓ環境の場合

Windows環境では、○｢acle社から配布されているＪＲＥを用います。

配ｲ|]サイトであるhttp://www.o｢acIe､com/technetwo｢k/jp/java/javase／

downloads/index・htmlからインストーラをダウンロードします。

Ｊａｖａコンパイラなど｣ＤＫに含まれるツールに相当する機能は、Eclipseに含

まれています。よってＪＲＥがあれば十分です。ＪＤＫでは駄目というわけではあ

りません。

ｍI-■
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2童ｌアプリケーション開発珊塊の構築

のものでも構いません。Ｈａ｢ｍｏｎｙやＧＮＵ由来のものは、必要なライブラリが

足りない場合が多く、ＥｄｉｐＳｅの実行環境としては使えないと想定してください。

Linuxでの｣avaのインストール方法は、ディストリビューションごとに大き

く異なるため、すべてを響ききれませんが、UbuntuLinuxの場合は、下記の２

点を行います。

①６４bit版を使っている場合は、３２bit版のライブラリ（ia32-Iibs）をイン

ストールする

②sun-java6､jdkをインストールする

l則P昌削砺撒烈罵』k………………
ＪＲＥのインストールが終わったら、ECliPSe本体のインストールを行います。

幾つかのLinuxディストリビューションでは、独自のパッケージを作って配布し

ている場合があります。しかし､それらの独自パッケージには､ディストリビュー

ション固有の構成ミスがある場合がしばしばあります。また、Ｅｄｉｐｓｅには独自

のプラグイン管理システムがあるため、ディストリビューションのパッケージ管

理システムとは馴染まない性質もあります。

蕊者の経験に基づくならば、ディストリビューション提供のパッケージには頼

らず､EdipseFoundation(注3)が提供するパッケージを用いるほうが無難です。

既述の通り、EClipSeはさまざまな環境で動作するため、それぞれの動作環境

用のパッケージが用意されています。しかしながら、ダウンロードサイトでは、

Ｗｅｂブラウザの情報を用いてブラウザが動作している環境に合ったパッケージ

を優先的に表示してくれます（図2.2)。パッケージのダウンロードは、ＥｄｉＰｓｅ

を動作させたい環境で行うことをお薦めします(注4)。

注３http://www・edip5G､org/downloads
注４数クリツク辿ると、すべての頂境用のパッケージが取得できます．

回

７１



７２ 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

また、Ｅｄｉｐｓｅは、Ｊａｖａだけでなくさまざまな環境で用いられます。そのた

め、同じ○Ｓ用でもさまざまなパッケージが提供されています。実際のところ、

Ec1ipseをインストールしたあとで、プラグイン追加インストールできるため、

どのパッケージをダウンロードしても構いません｡強いて挙げるならば､｢Eclipse

lDEio｢JavaDeveIopeIs」を選ぶと、後ほどのインストール時にダウンロード

の1,1が減ります。

Windowsの場合は実行形式のインストーラになっており、Ｍａｃ○ＳＸの場

合はｄｍｇ形式で､Linuxの場合はtargz形式です｡いずれも各○Sのユーザにとっ

ては馴染みのあるものですので、ダウンロード後のインストール方法については

で
画
『
浄
二

割愛します。

、図2.2EcUpse･or9のダウンロードサイト

ＰａｒｔｌＩ組み込みシステムとＡｎｄｒｏｉｄ
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け国宝rutEDl¥』K■】

|AP!則り里､璽則僻剛甜罵』k………………
Eclipseのインストールが終わり、Ｅｄｉｐｓｅを起動したら、ADTpluginfor

Edipseをインストールします。ADTpluginfo｢Ｅｄｉｐｓｅは、Google社が提供

しているものですので、Eclipseには含まれていません。

２
章

レアッブデートマネージャの起動

まず、Eclipseのメニューから、「Helpｊ‐「|nstaIlNewSoftware…」と選択

し、｜nstallのダイアログボックスを|州きます。

Ｗｏｒｋｗｉｔｈの右にあるテキストボックスに「https://dl-sslgooglecom／

android/eclipse/」と入力しリターンキーを押します。中央のリストに

｢Pending…」としばらく表示された後に、インストール可能なパッケージが表
示されます（図2.3)。

魯図２．３インストールしたいフィーチャーの避択

7３
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7４ 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

使われている環境により、図２．３以外にもプラグインが表示されるかもしれ

ませんが、それでも正常です。リスト内のすべてのチェックボックスにチェック

し、NeXtボタンを押します(注5)。

すると、インストールするフイーチヤーの一覧が出てきます（図2.4)。通常

はそのままNextボタンを押して次に行きますが、動作しているEcIipse環境に

よっては、アイコンに赤い×印が出て先に進めない場合があります。この場合、

既にインストールされているプラグインと競合を起こしているか、動作環境が特

殊な動作環境をお使いかのどちらかです。解決の方法を探るよりも、Eclipseの
インストールをやり直すほうが良いかもしれません。

ＲＵ．

画
『
序
三

岱図２．４インストールされるフィーチャーの確認

注５リスト外のチェックボックスには帥ら芯いでください
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レフィーチャーライセンスの確認

続いて、インストールされるフィーチャーのライセンスを確認する画面にな

ります（図2.5)。読んで内容に同意できる場合は、ラジオボタンを「IaCCept

thete｢msoftheIicenseag｢eements」にします。

ラジオポタンをクリックすると、Flnishボタンが有効になりますので、その

ままFinishボタンを押します。

＄図２．５フイーチヤーのライセンスの提示と確認
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トダウンロードとインストール

ここまでの作業を終えると、ダウンロードが始まります。通信環境にもよりま

すが、コーヒーを滝れるくらいの時間は間違いなくかかります。

ダウンロードが終了すると､プラグインのインストールが始まります(図２６)。

その際に図２．７のようなSecurityWamingのダイアログボックスが出る場合

があります。セキュリティ上の警告と出て心配になるかもしれませんが､これは、

２

章

別５



続いて、実際のインストール作業が行われます。すべて完了すると、再起動を

促すダイアログポックスが出ます。ここでいう再起動は、Ｅｄｉｐｓｅ環境の再起動

です。○ｓ自身の再起動ではありません。Resta｢ｔＮｏｗのボタンを押すと、ア

プリケーションが一旦終了し、再びＥｄｉｐｓｅが立ち上がってきます。

なお、この時に、図２．８や図２．９のようなエラーダ､イアログが表示されるこ

とがあります。続けて行うAnd｢ｏｉｄＳＤＫのインストールによって解消しますの

で、単に○Ｋを押してダイアログを閉じてください。

Ｐａｒｔｌｌ組み込みシステムとＡｎ㎡ｍｉｒ

Ｄ図２．８ＡｎｄｒｏｉｄＳＤＫの未インストールに伴うエラーダイアログ{１１

Googleが公開時にプラグ､インへの爾子署名をおこなっていないために出るもの

です。今までの手順をきちんと踏んでいれば、実害はありません。○Ｋボタンを

押して処理を継続してください。

●図２．６インストールの進捗を示すダイアログ

で
画
『
評
己

●図２．７未署名ブラグインのインストールに対する警告

７６ 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ヒューティンク
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D］2-3ＡｎｄｒｏｉｄＳＤＫのイン

ｐ図２．９ＡｎｄｒｏｉｄＳＤＫの未インストールに伴うエラーダイアログ{２１
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先ほどまではAndroidPIuginforEclipseをイントールしていました。これ

は開発環境の一部でしかありません。続けて、And｢ｏｉｄＳＤＫをインストールし

ます。

And｢oidPIuginfo｢Ｅｄｉｐｓｅは､Ec1ipseへのインストール後の初回に､図２１０

のようなダ､イアログ鴫ボックスを開いてAnd｢ｏｉｄＳＤＫの場所を尋ねてきます。

本書の例では、まだＡｎｄｒｏｉｄＳＤＫをインストールしていませんので、｜nstaIll

newSDKを選択して図２.１０のようにします。Ｔａ｢getLocationは、特に拘り

がある場合を除き、変更する必要はありません。

”図２．１０ＡｎｄｒｏｉｄＳＤＫのインストーラダイアログ
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Ｐａｒｔｌｌ組み込みシステムとＡｎｄｒｏｉｃ

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ヒユーテインク

Nextボタンを押すと、パッケージ情報のダウンロードが始まります。このダ

ウンロードは、ブロードパンド環境であれば、多くの場合長くても２分もあれ

ば終わります。

パッケージ情報のダウンロードが終わると、インストールするパッケージの内

容や概要が表示されます（図２．１１)。ラジオボタンをAcceptAllとし、Install

ボタンを押します。

で
四
『
岸
↓

、図２．１１インストールするＳＤＫパッケージの避択ダイアロク

l棚剛§珊渥照烈罵挫………………………
ここまでの作業で、最新のＡＰＩレベルに対応したAndroidアプリケーション

用の開発環境ができました。しかしながら、多くの環境では、最新バージョンが

動作しているとは限りません。そこで、追加で古いＡＰＩレベルのためのＳＤＫを

追加でインストールします。
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ここまでを済ませると、ＳＤＫのダウンロードとインストールが行われます。

先ほどのＥｄｉｐｓｅＰ(uginfo｢Androidよりも時間がかかります。
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2章｜アプリケーシー】ン開発煽蛎 の拙蕊
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抄ＡｎｄｒｏｉｄＳＤＫＭａｎａ９ｅｒの起動

And｢oidSDKManage｢は、コマンドラインからも起動できますが、Eclipse
からだとボタン１クリックで呼び出せます。ツールバーにある下矢印とドロイド

２
章のアイコンを押します(図２．１２)。ＳＤＫの初回インストール時と同じようにパッ

ケージ情報のダ､ウンロードが行われ､図２.1３のようにＳＤＫパッケージがツリー

リストとして表示されます。
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Pa『ｔｌｌ組み込みシステムとAndroid

本盟の範囲では、気にする必要はありませんが、動作環境によっては、イン

ストール不可能なものもあります。たとえば、GoogleTV用のアドオンはＭａｃ

○sＸにはインストールされません。たくさん入れても問題はありませんが、そ

れぞれのＳＤＫのサイズは膨大で、ダウンロードに時間がかかりハードディスク

の専有瞳も少なくないことに注意しておく必要があります。開発対象のバージョ

ンに対応するSDKplatfo｢ｍを選択し、さらにAPlsouKesがある場合にはそ

れもインストールします。加えてＭａｐｓＡＰｌなどGoogle社が提供するサービ

スを活用するアプリケーションを作る場合は、GoogleAPlsbyGooglelncも

インストールします。それ以外は、開発するターゲットに固有のＳＤＫがある場

合には、お好みで選択します。

次章では、ＳＤＫサンプルを用いたアプリケーション構築を試みてみます。そ

のため、Android2､２(AP'８)のSDKplatfo｢ｍとSamplesforSDKはインス

トールしておいてください。

ＡｎｄｒｏｉｄＳＤＫの追加インストールは、選んだＳＤＫの個数には依存しますが、

１つのＳＤＫが数十ＭＢありますし、日本からGoogleのダウンロードサイトま

で距離があることもあって、先ほどのＡｎｄｒｏｉｄＳＤＫのインストールの数倍の時

間を要します。

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ピューティング


