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3章lAndroidアプリケーションの作成と実行

ｂ図３．１７デバッグコンフィギュレーションダイアログのターゲツトタブ

〔3-6デバﾂｶの基本操作について ③
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注７刻来のAndroIdランタイムでは改善される可能性はあります。

エミュレータ上での動作開始以降のデバッグ作業は、Eclipseでの一般的なア

プリケーションデバッグ､の技法がそのまま使えます。そのため、本書では具体的

な操作方法については説明を割愛します。

通常のＪａｖａアプリケーションをＥｄｉｐｓｅでデバッグ､するときには、hot

codereplaceが使えますが、現時点でのAndrOidランタイムは、ｈｏｔｃｏｄｅ

｢ePIaceに対応できていないようです。ですから、アプリケーション実行中には
ソースコードを編集できないと患ってください(注7)。
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EdipsepluginsforAndrOidではＤＤＭＳというパースペクティブが提供さ

れています。ＤＤＭＳは､Eclipseが提供するデバッガの基本機能では得られない、

ターゲットデバイスに関する詳細な怖報を取得できます。パースペクティブを

ＤＤＭＳにするには､メニューから｢Window｣一｢○penPe｢spective｣と選んで、

次の階層にＤＤＭＳがある場合はそれを選択し、ない場合には○therを選択し

た後に表示されるダイアログでＤＤＭＳを選択します。ＤＤＭＳパースペクティ

ブにあるそれぞれのビューには複雑なものはありませんので、説明の必要は無い

でしょう。特にlogcatビューは、ターゲットデバイスの画面からは判らない詳

細なログ､が得られるので、アプリケーションデバッグ時には必携のものとなりま

す。

なお、ＤＤＭＳを柵成するビューは、ＤDMS以外のパースペクティブでも利用

できます。たとえばDebugパースペクティブが表示されている状態でlogcat

ビューを表示させたい場合には、メニューから「Window」一「ShowＶｉｅｗ」

一「○ther」と選択し、表示されたダ､イアログで、Androidと名前のついたフォ

ルダアイコンを開いてlogcatを選択します（図３．１８)。
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Ｄ図３．１８ＤＤＭＳのビューを他のバースヘクテイブで選択する
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3画lAndroidアプリケーションの作成と実行

3-7瞳によるテハック

エミュレータによる実行は、開発用のＰＣさえあればアプリケーション開発が

できるという手軽さがあり、バグの原因が開発ターゲットとアプリケーションの

いずれにあるのかを切り分ける時に標準実装として便利に使えます。

しかしながら､動作が緩慢であるというデメリットがあり､またユーザ､はエミュ

レータではなく実機でアプリケーションを実行するのが普通ですから、最終的に

は実機で動く必要があります。そのため、And『oid端末の多くは、実機による

デバッグが可能なようになっています。

胸Wii藤働漁物翌層
デバッグ､に際して開発用のＰＣとターゲットデバイスをつなぐ方法は、ＵＳＢ

が基本ですが、ＵＳＢデバイスを用いたアプリケーションのデバッグの時に困っ

てしまいます。そのため、Ｗｉ､FiやEthemetを用いた接続もサポートされてい

ます。その場合でも、設定のためにＵＳＢでの接続を１回は行う必要があります。

ｌｕ弱ぞ伽靭有靴………………………………
ＵＳＢデバッグは、画面ロックの状態でもシステムの内部状態を観察したり変

更を行ったりできるという、セキュリティ上からは好ましくない機能も提供しま

す。そのため、出荷時には無効になっています。有効にする手順は、Android

のバージョンにより異なります。

'２．x系,３．x系の場合
設定メニューから「アプリケーション」‐「開発」と辿って「USBデバッグ」

のチェックを有効にします。多くのアプリケーションでは、その下の「スリーブ

図

1０３



1０４

Partll組み込みシステムとAndroid

モードにしない」のチェックも入れたほうがデバッグが捗ります。

また｢アプリケーション｣‐｢開発｣の階層にある｢提供元不明のアプリ｣もチェッ

クを有効にします。設定のリスクを知らせるダイアログが表示されますので○Ｋ

を押します。

’Android4.ｘ系の場合

設定アプリケーションから、「開発者向けオプション」を辿って、「USBデバッ

グ」を有効にします。また、設定アプリケーションから「セキュリティ」を辿っ

て、「提供元不明のアプリ」のチェックを有効にします。設定のリスクを知らせ

るダイアログが表示されますので○Ｋを押します。

l[提悔3Ｗ亙り｣砺嬰獅烈重…………
「提供元不明のアプリ」項目は、And『oidMarket以外で提供しているアプリ

ケーションのインストールを可能にするためのオプションです。デバッグ中の

アプリケーションは、当然ながらAndroidMa｢ket以外の経路（つまりＵＳＢや

Wi-Fi）でインストールされますので､このチェックを有効にしないとインストー

ルできません。そのためデバッグ､時には設定が必須なのですが､有効なままだと、

広くインターネット上にあるあらゆる配布パッケージがインストール可能になり

ます。それらの中には悪意をもったアプリケーションが含まれているかもしれま

せん。セキュリティ上の脅威となりますので、デバッグが終わったらチェックを

無効にしてください。

l杢裂Ⅷ喋購■●●●｡●●g●●●●●●●g●●●●●●Ceeg●●●eege●●○○●●｡ｅ■●●●Ｃｅ■●●●●●●eegp●●①●■■●●●●●●●●e■●●●●●｡●●●●●●●●●●●●●●●●●Ｂａ●●●●●■｡■●①●●ゆぁ●■申申●ゆ■■■｡｡●

ホスト側には、ターゲット用のデバイスドライバをインストールする必要があ

ります。作業は、ホスト側の○ｓにより異なります。詳細はAppendixを参考

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



3章lAndroidアプリケーションの作成と実行

にしてください。

，ＭａＣＯＳＸの場合

Mac○ＳＸの場合は、特に何もする必要はありません。自動で認識されます。

陽UbuntuLinuxの場合

UbuntuLinuxの場合は、udev周りを設定する必要があります。以下に示す

URLにある手順を踏んで設定してください。

http://developer,android・com/guide/developing/device,html

一覧には組み込みボードの情報がありません。BeagleBoa｢d-xMの場合は、

ベンダ|Ｄは､oxl8dlになりますので､ruleｓファイルは下記の通りになります。

また、ＰａｎｄａＢｏａｒｄＥＳのベンダ|ＤはoxO451となりますので、上記を参

考にして設定してください。

，Windowsの場合

ＯＥＭドライバと呼ばれる、機種ごとに異なるドライバをインストールする必

要があります。以下に、主要なメーカが提供している○ＥＭドライバの一覧があ

ります。インストールの作業自身は、一般的なデバイスドライバのインストール

と大差はありません。

http://developer,and『oid､com/sdk/oem-usb,hｔｍｌ

多くの組み込みボードでは、メーカが専用の○ＥＭドライバを提供している

場合は、それを使いますが、大抵の場合は存在しません。そのため、And『oid

園

1０５



echoOx18D1＞、､%USERPROFILE%１.androidladb-usb､１，１'１

Partll組み込みシステムとAndroid

次に、Windowsに必要なデバイスドライバの情報を伝えるためのinfファイ

ルを変更します。ｉｎfファイルはＡｎｄＩｏｉｄＳＤＫの中にあります。ＡｎｄｒｏｉｄＳＤＫ

を展開したディレクトリを起点として、相対パスで''ext｢ａｓ￥google￥usb

d｢iver￥androidwinusb,inf，の位簡にあります。テキストファイルですので、

メモ帳などでも編集可能です。

付加する行の塊は、下記のようになります。

ＳＤＫに含まれているドライバのinfファイルを変更して利用します。

手順は下記の通りです。多くの場合で、ＵＳＢデバイスのベンダ|Ｄやプロダク

トＩＤは､ボードごとに異なっています｡その部分は読み替える必要がありますが、

それを除くと手順はほぼ一緒です。本項では、Beag{eBoard-xMを例に取りま

す。BeagileBoa｢d-xMのベンダ､ｌＤは１８，１で、プロダクトｌＤは９０１８です。

pandaBoardESの場合は、ベンダ|ＤがoxO451、プロダクトｌＤがoxdlO1

であるとして読み替え、該当する部分を変更して対応してください。

まず、コマンドプロンプトを開き、下記のコマンドを実行します。

哩
囚
『
毎
二

1０６

この２行をandroidwinusbjnfの[GoogIeNTx86］および[Google

NTamd64]の行の直後に挿入します。厳密には、インストールの対象となる

Windowsが３２ビット版か６４ビット版かによって片方のみ設定すればよいの

ですが、間違いを避けるために２つを設定したほうが無雌です。

組み込みＡｎｄｒｏｉｄプログラミング入門はしめてのフィシカルコンピューティング
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I協淵烹轍卿?Ｉ鴬蒲…一…………………
ここまで作業を終了したら、ターゲットと開発ホストをＵＳＢケーブルで繋ぎ

ます。デバイスドライバのインストールのためにウイザードが起動しますので、

先ほど編集したandroid-winusbjniを使ってインストールを行います。

ホスト機とターゲットの間でデバッグ用の接続が確立すると、ターゲット側の

通知バーに､｢USBデバッグが接続されました｣という表示が現れます(図３．１９)。

その他に「メディアデバイスとして接続」など通知バーに表示されることがあ

りますが、影測はありません。本書で動作を確認したそれぞれのスマオートデ'バ

イスや組み込みボードでの個々 の接続方法については､Appendixで紹介します。

３
章

ｐ図３．１９ホストとターゲットがＵＳＢ接続された時に表示される通知

3玩lAndroidアプリケーションの作成と実行

|塞蜜ｆＷ宣登目言肖蒲……………………－…
ホスト機の準備が終わったら、実際にアプリケーションダウンロードし実行、

またデバッグ'を行うことができます。準備の大変さに比べて、そのあとの作業は

あっけないほどに簡単です。

ＵＳＢケーブルでホスト機とAndroidシステムが動作しているターゲットデバ

イスを繋ぎ、先ほどと同じ要領でエミュレータと同じようにアプリケーションを

実行すれば、ターゲットデバイス上でアプリケーションが実行されます。

ゆＷ庶画琴獅■１６:5９

2012年５月6日日華

輸鰐W’蟻購漁鯛謡
、

乎ｉ;鵡言鰻淑霧崖し，
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、図３．２０、ＤＭＳのＤｅｖｉｃｅｇビュー

＞実行できない場合に確認する事項

ここで、もしエミュレータが実行されてしまう場合には、ホスト機がデバッグ

ターゲットを認識できていない可能性があります。ホスト機がデバッグターゲッ

トを認識できているかどうかを確認する－番簡単な方法は、ＥｄｉｐｓｅのＤＤＭＳ
パースペクティブに含まれるDevicesビューの中に、ホスト機と接続している

デバイスの情報があるかどうかを確認します（図3.20)。

、9．

Partll組み込みシステムとAndroid

1【018

該当するデバイスが見えない場合には、ホスト機がデバイスを認識していませ

ん。デバイスを認識していない場合には、確認する事項がいくつかあります。

まず､ＵＳＢケーブルが確実に接続されているかどうかを確認します。充電ケー

ブルで繋いでいたというようなケアレスミスもあれば、ケーブル自身のインピー

ダンスの問題で、正しくつないでいるはずなのに認識されないということも稀に

あります。どうしても認識できない場合には、ケーブルを替えてみることも検討

の余地があります。

Mac○ＳＸの場合にはデバイスドライバが不要で、WindowSでは○ＥＭドラ

イバの選択やinfファイルの編集に失敗しているとエラーが発生するので事前に

判りますが、LinuxのudevruIesファイルの編集については、変更が間違えて

いても判りやすいエラーが出ません。Linuxを使っている場合は、設定を見なお

したり、システムログの内容を検討するなど余地があります。

これらを見なおしても問題が見つからない場合には、デバッグ用のサーバに何

らかの問題が発生している可能性があります。デバッグ用のサーバは、ａｄｂと

いうコマンドを利用することで操作できます。ａｄｂはＡｎｄｒｏｉｄＳＤＫのルート

からの相対パスでplatfo｢m-tools/adbの位置にあります。

組み込みＡｎｄｒｏｉｄブ・ログラミング入門はしめてのフィジカルコンビューティンク
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この操作は、Eclipseが起動した状態では行わないようにしてください。

DＤＭＳは内部でａｄｂを呼び出しているため、外部からのコントロールで矛盾が

生じてEclipse自身がクラッシュしたり応答がなくなったりすることがあります。

11Ｗ雁刷左宝《ヅーー…………………………

3軍lAndroidアプリケーションの作成と実行

Eclipse環境を一旦終了した後で、下記のように設定することでサーバの挙鋤
左ﾘｾｯﾄすることができます｡

cｄ［AndroldSDKroot}／platform=tｏｏｌｓ

ａｄｂｋｌｌｌ－ｓｅｒｖｅｒ

ａｄｂｕｓｂ
３
章

デバッグに使用するポート播号は、実行に間わるホスト機とターゲットデバイ

スにより適切な価が火なります．それぞれのサーバが用いていないポート番号を

選ぶことになります。一概には旨えませんが、概ね１０２４以上の４桁の数値で、

1ｍｇ

ＵＳＢホストであることを前提としていたり、ＡＤＫを用いたアプリケーション

のデバッグをする場合があります。ＵＳＢボートが１つだけの場合は、デバッグ

用のデバイスとしてＵＳＢポートを用いることは不可能です。そのため、Wi-Fi

やEthenetなどがターゲットデ，バイスに存在していれば、それらをデバッグ､の

ための物理屑として用いることが可能です。

TCP/ｌＰを用いたデ‘バッグは、少なくとも初回は、Ｕ５Ｂデバッグ‘用に接続され

た環境でａｄｂコマンドにより行う必要があります。まず、ターゲットデバイス

に割り当てられているｌＰアドレスを確認し、ホスト機から下記のコマンドを実

行します。

adbconnect｛ターゲットデソWイスのIPアドレス}:{デバッグに使用するポート番号〕
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columnエラー発生時の対応

今回のサンプルでは発生しませんが、サンプルによっては、最初のビル

ドで次のようなエラーが祭生することがあります‘，

Partll組み込みシステムとAndroid

8080や８88８のように数値が並ばないものを選ぶとよいでしょう。

デバッグのための物理層をTCP/|Ｐに変更した後も、デバッグのために

Eclipseで行う作業には変更はありません｡ただし､TCP/|Ｐを用いていることで、

DCＨＰなどでアドレスの割振りが変わることがあったりとか、同一ネットワー

クに存在するデ‘バイスの挙動によって遅延が発生しうるとか、ＵＳＢケーブルで

直結していた時には無かったトラブルが発生するリスクは存在しています。

で
脚
『
詫
三

1１０

生成されているｐ『ojecl.p'ropertiesには、自動生成されているので変更して

はいけないという旨の表記がありますが、手作業で変更しても問題はありま

せん。projectpropertiesを保存すると、リビルドが行われます。パンケージ

エクスプローラのツリーに赤い印がついていないことを靴認してください。

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ヒューティンク

UnabletoresolvetarqetnGQogｌｅｌｎｃ.:GoogleAPIs:３１

このエラーは、サンプルプログラムの設定が、GoogIeAPIsのAPllevel

３を要求していることに起因します。このエラーの解決方法は、状況に

応じて２つあります。１つは、前章で解説したAndroidSDKManagerを

起動して必要なＳＤＫをインストールする方法です。ターゲットに必要な

SDKが含まれていない場合には、この解決方法しかありえません。

しかし、今回の場合は、ウイザードでAPlLevel8を指定しています。

プラグインのバグであるようです＞このような場合には、設定ファイルを

書き換えて、ビルドのターゲントに合わせて解決することもできます。プ

ロジェクト中にあるdeIauIl､pIroperIiesファイルを|＃]き、target＝で始まる

行を変更し保存します。

target=Goo91elnc．：Goo91eAPIs:３

↓

tarqet画GooqleInc．：GooqleAPIs:８
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デジタル顔出しとＩ

プログラPart２１スマートデバイス ﾐンク

カメラデバイスと顔検出
４
＝垂

雲三

最初に何を作るのかを明確にしておきましょう。題材は、「デジタル顔出し」

です。画面イメージは、序章にカラー写真がありますので参照ください。観光地

でしばしば見かける、等身大の絵が書いてあって顔の部分だけ繰り抜いてあるも

のです。これをAnd｢Ｏｉｄで実現するというのが、本章の目的となります。

し

で
画
『
｛
函

〆
哩 旬

臓鋤霞戦の実現畷票在ｉＷｌ誌蝋!:f………
デジタル顔出しアプリに必要なものとして、カメラは必ず要ります。それとカ

メラのプレビュー画像は、画面にリアルタイムに描画されるべきでしょう。

続いて、カメラで撮影した画像の上に、顔出しの看板に相当する画像を重ねら

れるようにしなければなりません。その画像は､保存できたほうがよいでしょう。

そうするとＳＤカードなどのストレージへのアクセスが必要になります。

そして、必須ではありませんが、カメラから蝿影した画像を基に、顔検出して

顔出し画像を追随させるとおもしろそうです。難しそうに思えますが、Android

のメディアフレームワークには、顔検出をサポートするパッケージがあります。

このようにデジタル顔出しの中には、複数の技術要素が入り交じっています。

これらを一気に実現すると、それぞれの要素がからみ合って理解が難しくなりま

す。そこで､本章では次のようなステップでアプリケーションを作っていきます。

ま4-1

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ビユーテインク１１２

①カメラデバイスにアクセスして、画像を連続して取得し、取得ごとに画

面に表示する

!〃〃参三〃雲髪雲雲雲〃〃雲り髪窒
Ｐａｒｔ２１スマートデバイスプログラミング

本章ではAnd｢oidのデバイスコントロールプログラミングを､例題を拡張する形で解説していきます。

カメラデバイスの

で装備している顔

ため

検出

のAP|と、ストレージに画仙を保存するAPI,Androidフレームワークが標準

AP|を解説し、「デジタル顔出し」をアプリケーシ畠ンとして実装します。

”
４
幸
早

カメラデバイスと顔検出



4章ｌカメラデバイスと顔検出

②①をベースとして、顔出し画像を重ねて表示する

③②をベースとして、画像をjpegファイルとして保存できるようにする

④③をベースとして、顔検出を行い、顔出し画像を顔に収まるように描画

する

⑤カメラデバイスが搭戯されていない組み込みボードで、デジタル顔出し

を実現する

ここで作成するアプリケーションは以下からソースコードを取得できます。

http://gihyojp/book/2012/978-4-7741-5223-3/support

Ｉ棚剛剛藤棚1僻室……………………
カメラは､盗撮など悪意のある使いかもできます｡そのため､And『oidManifest，

xmlで、その使用を宣言しなければなりません。

<uses-permlss1onandrold:name■，，androld・permlsslon･CAMERA"/＞

その上で、カメラとして使う機能を宣言します。今回は、顔検出の精度を高め

るために、オートフォーカスが必要になります。加えて、今のところは使いませ

んが、フラッシュを要求します。幾つかの環境では、オートフォーカスが無いカ

メラを搭載している端末の場合は、このアプリケーションはインストールできな

くなります。android・hardwarecame｢aautofocusの行を外せばインストー

ル可能になりますが、顔検出の精度は悪くなります。

回

1１３
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Part２１スマートデバイスプログラミング

<uses-featureandrold:name画wandrold･hardware･cameraoo／＞

<uses-featureandrold:name■，Oandro1d･hardware,camera･

aUtOfOCUSoo／＞

<uses-featureandrold:name■O0androld･hardware､camera・fIash'０／＞

AndIoidのカメラは､横向き（landscape）であることが前提となっています。

そのため、以下のように画面の方向を明示します。これを怠ると、９０度回転し

たプレビュー画像になります。

<actlonandrold:name■wandrold､１，tent･ａｃｔｌｏｎ,IvlAINooandrold：

screenOrientation画O01andscapew／＞

l王揃巨測閣賓…………………………………
アクティビテイの内容は、すべてを１ページで示すことができるくらいシン

プルです（リスト4.1)。

⑬リスト4.1アクテイビテイ(CameraAEtivity・java）

packa9eorg･monaka･ｂｏｏｋ･androld･camera；

１ｍｐｏｒｔｏｒ９･monaka・ｂｏｏｋ,androld・camera.Ｒ；

lmport

lmport

lmport

lmport

android・ａｐｐ･Ａｃｔｉｖｉｔｙ；

androld･Ｃｓ･Bundle；

andro1d･ｖｌｅｗ､Ｎ１ｎｄｏｗ；

android､ｖｉｅｗ･Nindowlvlanager；

publlcclassCameraActlvltyextendsActlv1ty｛

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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4軍Ｉカメラデバイスと顔検出

/★★ＣａｌｌｅｄｗｈｅｎｔｈｅａｃｔＷ１ｔｙｌｓｆｉｒｓｔｃｒｅａｔｅｄ．★／

､Overrlde

publlcvo1donCreate(BundlesavedlnstanceState）｛

super,ｏｎCreate(savedlnstanceState)；

｝

getMndow(）.addF1ags(NindowNana9er・LayoutParams・

FLAGFULLSCREEN）；

requestN1ndowFeature(N1ndow・FEATURENOTITLE）；

setContentV1ew(Ｒ､１ayout･ｍａｌｎ）；

フルスクリーンにする必要は必ずしもありませんが、見た目を考えてそのよ

うにしています。レイアウトは、Ｊａｖａで書くこともできますが、Ｕｌとロジッ

クは分離したほうが望ましく、実行時のＣＰＵリソースの専有が少なく、また

EdipSeプラグインによるレイアウトツールが使えるという観点から、ＸＭＬファ

イルに分離すべきです。

l剛Z那脚内賓………………………………
現時点では、フルスクリーンにビューが１つしかありませんから、アクティ

ビティ同様にレイアウトのＸＭＬファイル（res/layout/mainxml）もまたシン

プルです（リスト4.2)。

⑩リスト４．２レイアウトＸＭＬ

＜?xmlvers10n■001.00,encodln9=.,utf-8，，?＞

〈FrameLayoutxmlns:androld=0,http:／/schemas､androld・com/apk／

reS/andrOldo，

回
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Part２１スマートデバイスプログラミング

andrO1d:１ayOUt-W1dth=00ml-ParentooandrOld:１ayOUt-

hel9ht-0，ml-parent，，＞

＜or９.monaka・ｂｏｏｋ､android・camera､CameraPreview

androfd:１．=weﾄｉ。/CameraPrev1ew00

androld:１ayout-w1dth画,Oflll-parent'０androld:１ayout-

hel9ht■，，ml-parent，，／＞

</FrameLayout＞

org､monaka・book,android､camera・Ｃａｍｅ『aP『eviewは、Ｓｕ｢faceＶｉｅｗを

継承しています。プレビューの描画に時間がかかると、シャッターチャンスを逃

します。SuIfaceViewは、通常のＶｉｅｗよりも高速な描画が可能です。

lズ鴬言扇y剛…………………………………………
Ｃａｍｅ『aP『eviewも現在のところは簡潔ですので、全ソースコードをリスト

4.3に示します。

④リスト4.3プレビュー画面(CameraPreview・java）

packageor9･monaka･ｂｏｏｋ･androld・camera；

1mportjava､ｉｏ・IOException；

lmport

lmport

lmport

import

lmport

androld･content･Context；

androld･hardware･Camera；

android・ｕｔｉｌ・AttributeSet；

andro1d､ｖｉｅｗ・SurfaceHolder；

androld･ｖｌｅｗ､SurfaceHolder･Ｃａｌｌｂａｃｋ；

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



4章｜カメラデバイスと顔検出

1mportandrold・ｖ１ｅｗ･SurfaceV1ew；

publlcc

Callback

icclassCameraPreviewextendsSurfaceViewimplements

back｛

prlvateSurfaceHolderholder；

protectedCameracamera；

publlcCameraPrev1ew(Contextcontext，AttributeSet

attrlbuteSet）｛／／コンストラクタ①

super(context）；

ho1der■getHo1der(）；

ｈolder・addCallback(thls)；／／②

ｈｏ１ｄｅｒ・setType(SurfaceHo1der・SURFACE-TYPE-PUSH-

BUFFERS)；／／③

｝

､Overrlde

publlcvoldsurfacechanged(SurfaceHoldersurfaceHolder，

1ntformat，１ｎｔｗ１ｄｔｈ，intheight）｛

Camera・Parametersparameters＝camera･getParameters（）；

Camera・S1zeprev1ewS1ze画parameters･

getSupportedPrevlewS1zes(）.get(0)；／／⑤

parameters･setPrevlewSfze(prevlewS1ze･ｗｉｄｔｈ，

prev1ewS1ze･hel9ht）；

parameters･setFocusNode(Camera･Parameters･FOCUS

MODE-AUTO)；

camera・setParameters(parameters）；

camera・startPrevlew(）；／／⑥

図
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Part2Iスマートデバイスプログラミング

｛

｝

｝

､0verride

publlcvoldsurfaceCreate｡(SurfaceHoldersurfaceHo1der）

｝

1ｆ（camera！■ｎｕｌｌ）｛／／ｔｏｍａｋｅｓｕｒｅ・

ｒｅｔｕｒｎ；

｝

camera■Camera･open（）；

try｛

camera・setPrevlewD1splay(surfaceHolder)；／／④

｝catch（IOExceptione）｛

camera・release（）；

camera＝ｎｕｌｌ；

｝

､Overrlde

publlcvoldsurfaceDestroyed(SurfaceHolder

surfaceHolder）｛／／⑦

camera・stopPrev1ew(）；

camera・release(）；

ｃａｍｅｒａ＝ｎｕｌｌ；

｝

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



4章｜カメラデバイスと､I検出

惨コンストラクタ

CameraPreviewは、res/layout/main,xmIに定義してありますので、アプ

リケーション起動時に、レイアウトマネージャからインスタンスが生成されます

(リスト４．３⑪)。

ここで注意が必要です。SurfaceＶｉｅｗは３つのコンストラクタを持っていま

すが、レイアウトマネージャは、それらのうち、ContextとAttributeSetを引

数に取るコンストラクタでインスタンスの生成を試みます。SuIfaceViewが用

意している他の２つのコンストラクタをオーバライドしただけではエラーにな

ります。

コンストラクタでは、自らをコールバックとして登録しています（リスト４．３

②)。以降、Androidシステムからのコールバックに対して受け身の姿勢で対応

することなります。

また、ホルダのタイプをプッシュバッファに変更しています。ホルダのタイプ

はいくつか設定が可能ですが､カメラのプレビューでは､バッファを持たないプッ

シュバッファに設定します（リスト４．３③)。

なお、And｢oid3､０（APllevellO）以降では、Ｓｕ｢faceHolde｢､SURFACE

TYPEPUSHBUFFERSを含むsetTypeOメソッドに指定する定数のすべてが

deprecatedになりました。そのような環境では、setType()メソッドを呼ばな

くてもフレームワークが自動的に適切なバッファを選択します。しかし、下位互

換性を確保する必要がない限り、指定しておくのが無難でしょう。

惨サーフェスの生成時

SufraCeViewの表示準備が終わると、Androidシステムは、コールバックと

してSurfaceC｢eated()を呼び出します。ここで行うことは、カメラのインスタ

ンスを取得して、プレビューの出力先として、Androidシステムから渡された

Su『faceHolderを与えます（リスト４．３④)。実際の描画は､カメラが行います。

因
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Part２１スマートデバイスプログラミング

ｂサーフェスの変更時

サーフエスの変更時には、Androidシステムは、コールバックとして

su｢faceChanged()を呼び出します。今回は、リスト４．３④でサーフェスの生

成時にカメラにＳｕ｢faceHoIde｢を設定する処理を加えていますので、その内部

処理がトリガになってｓｕ｢faCeChanged()が呼び出されます。

ｓｕ『faceChangedの中では、プレビューに使える画像のサイズを取得し、

カメラに設定し、プレビューをスタートさせます。surfaCeChangedOには

widthやｈeightが引数として入ってきますが、カメラのプレビューを行う場合

には、この数値は使わないほうが無難です。－部機種では、カメラ自身が想定し

ていないサイズをSetPreviewSizeOに与えると、カメラオブジェクトの中で異

常終了するものがあります。

getSupportedPreviewSizesOは、動作しているシステムで取得可能なプレ

ビューのサイズのリストが得られます。このリストは、画素数の最も大きなもの

を先頭にして整列されています。ディスプレイのサイズや、表示の碕麗さ、表示

のための時間、アプリケーションの性質などを考慮して、どのサイズを選ぶかを

選択することになります。リスト４．３＠では、単純に最も大きな画角のものを

選んでいます。

そしてstartPreviewOで実際のプレビュー処理を開始します(リスト４．３⑥)。

プレビュー処理は１枚分しか行われません。Ｓｕ｢faceCreatedOで与えた

Su｢faceHolderに対してカメラがプレビュー画像を書き終えると、And｢oidシ

ステムは再びsurfaceC｢eated()をコールバックとして呼び出します。そこでま

たsta｢tPreviewOを呼び出すという流れで、連続的なプレビューが行われるわ

けです。

ビューが破棄される場合には、ｓｕ｢faceDest｢oyed()がコールバックとし

て呼ばれます（リスト４．３⑦)。ここでは、プレビユーの中止をカメラに指示

(stopPreview())し､カメラの専有を解除(release())します。この処理を省くと、

稀にカメラが占有されたままになり、どのアプリケーションも使えないというこ

とに陥ることがあります。

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


