
4軍｜カメラデバイスと剛検出

ソースコードは以上のように簡潔なものです。多くの処理をＣａｍeraクラ

スが隠蔽しているために、ｃａｍｅ『ａクラスの寿命管理を適切に行うだけで、

Androidではカメラを使ったアプリケーションを構築することができます。

4-3：：Ｉ訓に宙直．ねロせる

次に、画面に画像を重ね合わせてみましょう。重ね合わせの方法は２つ考え

られます。１つは、ImageViewを使ってビットマップを表示する方法、もう１

つは、Ｓｕ『faceViewを使って、ビットマップを含む任意の描画を行って表示す

る方法です。

lmageViewを使うと位置と縮尺だけ決めるだけであとの描画はレイアウトマ

ネージャに任せつきリにできます。しかし、複数種類のビットマップを同時に表

示しようと思うと、その種類の数だけビューが必要になりますし、ビットマップ

以外の描画を行うのは困難です。SuIfaCeViewは、極めて柔軟な描画ができま

すが、記述しなければいけない分堕は増えます。

本項では、まず、｜mageViewで表示を行ってみて、SurfaceViewに移行す

ることにします。lmageViewを用いた場合の追加は極めて簡単です。

まず、レイアウトＸＭＬファイルに、lmageViewを追加します（リスト4.4)。

④リスト4.4ImageViewの追加(＋で始まる行が追加分）

＜?xmlversion-001･O60encoding=，Outf-800?＞

〈FrameLayoutxmlns:android-"http:／/schemas･andro1d・com／

aPk/reS/andrO1doo

androld:１ayout-W1dth画，,fm-parentooandrold:１ayout-

hei9ht=０，fm-parent.，＞

＋

＜or,９.monaka･ｂｏｏｋ･andr,o１．.camera・CameraPrevlew

androld:１．画''@+１．/CameraPrev1ewo，

国
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androld:１ayout-wldth誌１，ml-parent”androld:１ayout-

hel9ht＝‘'m1-parent'１／＞

＋
＋
十
十
十
十
十

<Ｉｍａ９ｅＶ１ｅＷ

ａｎｄｒｏｌｄ:１．画!‘､+１．/･ｉｍａ９ｅＶｉｅｗＩ,

androld:１ayout-w1dth="wrap-content，’

androld:１ayout-helght=v'Wrap-contentII

androld:src="@drawable/aduchan”／＞

シャッター処

</FrameLayoIJIt＞
で
画
『
岸
薗

そして、重ね合わせる画像を、res/drawabIe/aduchan､pngとして保存しま

す。もし違う名前にするならば、レイアウトＸＭＬファイル中のandroid:s｢ｃの

中身を変更します。また、解像度ごとに違うファイルを用いたい場合には、「es／

d｢awable-{解像度｝のフォルダ､に同名で保存します。

｜mageViewの場合は、行うことはこれだけです。実行すると、顔出し画像と

重ね合わされて表示されます。

ン＄

|撮誇の指示

4-4§
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鍵〔4-4ｼｬｯﾀー処理 ③

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ク

画像をストレージに保存する前に、カメラのシャッターに相当する処理を付け

加えます。シャッターに相当する動作は、今回は画面のどこかを触ったときとし

ます。これを実現するためにＣａｍｅ『aP｢eviewのonTouchEventをオーバライ

ドします（リスト4.5)。

1２２



I握瀞の解

⑬リスト4.5CameraPreviewjavaにシャッター処理を追加

＠Overrlde

publicbooleanonTouchEvent(MotlonEventevent）（

１ｆ（event､9etActlon(）一NotlonEvent,ACTION-DONN）（

１ｆ（camera1pnull）｛

camera・takePicture(null，null，plctureCallback)；／／０

）

｝

returnｔｒｕｅ；

｝

１
１
１
１
１
Ｊ

国

cameratakePictu｢ｅが、撮影の指示になります（リスト４．５⑪)。３つめの

引数は、コールバックです。android・came｢aCameraPictu｢eCalIbackイン

タフェースを実装する必要があります。

このインタフエースはonPictureTaken(byte0data,Cameracamera)と

いうメソッド宣言を持っており、カメラは撮影が終了するとこのメソッドを呼び

出します。takePicture()呼び出しの時点では、撮影の指示を行うだけで、実際

に撮影が行われるわけではないことに注意してください。

4章｜カメラデバイスと顔検出

●●●●弓●●●？●Ｇｅｅ●●●●●●●Ｃ■●伊◆ｅ●●e●｡●●●●｡｡●●ｅ●●●●●●●●●●●●●｡●●●●●①●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●①●●●●●●●a●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●◆◆●eeG●●

Pictu｢eCallbackインタフェースの実装例をリスト４６に挙げます。

onPictureTake、ここで、ｄａｔａは画像のビットマップの生データです。

Androidの中で扱うにはＢｉｔｍａｐクラスのインスタンスのほうが扱いやすいの

で、変換を行います（リスト４．６⑪)。さらに、今回は変換したビツトマツプに

対して、顔出し画像を合成します。この辺りはアプリケーション依存の話ですの

で割愛します。詳細は、ソースコードを参照してください。

onPictu『eTaken()を呼び出した時点でカメラはプレビューを停止してい

1２３

’



Part２１スマートデバイスプログラミング

ます°連続して撮影したい場合には、onPictu｢eTaken()の後で、camera

startPreviewOを呼び出して､プレビューを再開する必要があります(リスト４．６

②)。

写真のビットマップまで取得できたので、これを保存することになります。し

かしその具体的な方法は、５章で解説します。

⑬リスト4.6撮影完了時に呼び出されるコールバック

publlcclassSampleP1ctureCallBacklmplements

P1ctureCallback｛

、Overrfde

publlcvoidonPictureTaken(bytepdata・Cameracamera）｛

B1tmapbltmap＝B1tmapFactory・decodeByteArray(data、

０，ｄａｔａ､１en9th）； ／／①

／／顔出し画像との合成

/／保存

camera､startPreview()；／／②

｝

｝

4-5ＦT蹄ＡＰ|による．しのＨｒ

ここまでで、カメラのプレビュー、撮影、合成、保存までを実現しました。い

よいよ顔検出を行ってデジタル顔出しを実現します。

And｢oidの顔認識は以前から存在し、And『oid1.0の時点で既にＡＰ|が存在

しました。しかしながら、同期処理で扱いづらいため、Android40からは、非

同期式のＡＰＩが新設されています。

1２４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



⑥リスト4.7FaceDetectorの呼び出し概要

／／

FaceDetector・Facefaces[］■newFaceDetector・Face[10]； 〃 ①

FaceOetectorfaceDetector■newFaceDetector(wldth，hel9ht，

faces､1en9th)；〃②

faceDetector.､ndFaces(bltmap、faces)； 〃 ③

l雛P瀞Ⅷ?＃W房………………………………
FaceDeteCtクラスは、and｢oid･mediaパッケージに含まれています。

Android１．０の時点で既に存在していたため、存在するほぼすべてのAndroid

システムで動作を期待できます。

使い方は、シンプルです（リスト4.7)。まず、⑪のようにして認識した顔の

情報を保持する配列を定義します。続いて、②のようにして、画像サイズと顔情

報配列の長さを与えてFaceDetectorを生成します。ここまでの準備が終わっ

たら、ビットマップと①で生成した配列を与えて顔検出を実行します。

ト
ー
Ｌ
Ｉ
ｌ

‐
！
、
Ｉ

国

4章１カメラデバイスと願検出

ゆfindFaces0メソッド呼び出し時の注意点

findFaces()メソッドは同期処理です。検出に使う画像が大きいと時間がかか

ります。Ｕ|のスレッドで実行するとＡＮＲ(注')が発生する可能性が高くなります

ので、注意が必要です。具体的には、別のスレッドで実行すべきです。

また、findFaceOに渡すＢｉｔｍａｐインスタンスの色深度は１６ビットである

必要があります。これはAndroid１．０から存在するために互換性を考慮してい

るものと思われます。And｢oid23以降では､Ｂｉｔｍａｐクラスの色深度は３２ビッ

トで扱うことが多いため、リスト４.８のようにビットマップ生成時に１６bitに

減色するか、既にビットマップが生成されている場合にはリスト４.９のように

注１ApplicationNotRespondin8､メッセージが日本諾の開はＩアプリケーションが応答していません｣。

1２５



、リスト4.9存在するビットマッブをコピー時に減色

B1tmapbltmap2再bltmap､copy(B1tlnap・Config・RGB-565,true）Ｉ

PFaceDetectorで得られる'情報

顔認識結果の『FaceDetecto｢Face」クラスには、結果を得るための表４．１

のメソッドが存在します。

１６ビットの指定をしてコピーを行うかします。

Ｄリスト４．８１６bitに減色したビットマッフの生成

Optlonsopts＝ｎｅｗｏｐｔｌｏｎｓ（）；

／／５＋６＋５…１６ビット。（透過ならARGB-444）

ｏｐｔｓ．↑nPreferredConfl9-B1tmap・Ｃｏｍｇ・ＲＧＢ－５６５ｊ

Ｂｉｔｍａｐｂｌｔｍａｐ＝B1tmapFactory・decodeResource（

context･getResources（），Ｒ･drawable・ｉｍａ９ｅＯ，ｏｐｔｓ）Ｉ

面
四
『
挿
画
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あ表４．１ＦａｃｅＤｅｔｅｃｔｏｒ､Ｆａｃｅクラスのメソッド

組み込みAndroidプログラミング入門１Jしめてのフィジカルコンビューティンク

API文書によると、信頼度は０．３以上なら信頼できるとのことですが、明らか

な誤検出でも０．５くらいの数値になることもあり、あまり信用はできません。

また、PoseOメソッドでは、顔の傾きが取得できるはずなのですが、筆者の
知る限りのすべての環境で、X-Y-Z軸のすべてが０で帰ってきています。そも

情報取得ﾒソッド

Face#conIidenceO

Face夢eyesDistanceO

Face等getMidPoint(PointFpoint）

Face夢pose(inteuler）

説明

信頼度｡Ｏから１の間の値｡高いほどよい

目と目の間の距離

顔の中央の座標

X紬､Ｙ軸､Ｚ軸に対する顔の傾きを取得



4軍｜カメラデバイスと胴検出

そも、findFaCeS()メソッドでの顔認識は、顔が正面を向いていない時の検出精

度が著しく低いので、PoseOの値が得られることは期待しないほうがよいのか

もしれません。

ＩＦ§霞P§剛叫開§砺唄…………………
FaceDetectionListenerはAnd『oid40（APlLeve114）以降に追加されま

した。FaceDetectorはビットマップを対象にしており、主に静止画での利用

が想定されていました。

一方、FaceDetectionListene｢は、Ｃａｍeraクラスへの追加であり、明らか

にカメラからのプレビューに用いることを想定しています。

惨FaceDetectionListenerの使い方

FaceDetectionListene『はインタフェースです。onFaceDetection()メソッ

ドを実装します。また、カメラクラスのsetFaceDetectionListener()メソッ

ドによりカメラと紐付けます（リスト４．１０)。この処理は、どこに置いても橘

いませんが、アクティビティか、プレビュー表示用に作ったSurfaCeHo1de｢の

su｢faceCreated()かsu｢faceChangedOで指定することになるかと思います。

⑨リスト4.10カメラへのFaEeDetectionListenerの登鯉

／/顔検出用のリスナを登録する

camera･setFaceDetectionListener(newFaceDetectionL1stener(）

｛

｛

､0verrlde

publlcvofdonFaceDetectlon(Face[］faces，Cameracamera）

国
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＞FaceDetectionListenerに渡される'情報

onFaceDetectionOの第一引数は、FaceDetectorとは異なり、Camera

Faceクラスです。得られる情報も違います。メソッドにより得られる情報は、

表４．２の通りです。

1既；

Log.。(TAG‘,,facescount：,，＋faces､１ength）；

for（Ｆａｃｅｆａｃｅ：faces）｛

／／検出された顔の処理

｝

’

}）；

絹み込みＡｎｄｒｏｉｄプログラミング入門はしめてのフィジカルコンビューティンク
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で
鯉
『
序
閏

ｎ表４．２ｃａｍｅｒａ､Ｆａｃｅクラスのメソッド

顔検出がサポートされない場合は、ｉｄＯが－１になります。得られた値を用い

るには、まずは、ｉｄＯの値をチエックする必要があります。

また、ＩＤと顔の矩形と信頼度以外の情報は、得られない場合があります。そ

の場合にはnul1が返ります。NuIlPointe｢ExCeptionを避けるために必ずチェッ
クをする卿要があります。

情報取得メソッド 鰯：
idO

情報取得ﾒソッド

leftEyeO

rightEyeO

moulh(）

rectO

score(）

脱明

顔を特定する|Ｄ･サポートされない場合は｢､1」

左目の位悩｡サポートされない場合はnull

右目の位凪｡サポートされない場合はnull

口の位世｡サポートされない場合はnull

顔の矩形

信頼度。１～100で｢100きが最も信頼できる



4軍｜カメラデバイスと顔検出

’座樗変換

Ｃａｍｅ『a,Faceクラスから得られる座標情報は、スクリーン上の座標とは異な

ります。得られた座標情報を基にスクリーン上に描画する場合には、座標変換

を行わねばなりません。そのような用途のためにMatrixクラスが存在します。

Mat｢ｉｘクラスはand『oid.g｢aphiCSパッケージに含まれています。

典型的な処理は、リスト４.1１のようになります。まず、フロントカメラだっ

た場合には､鏡像変換を行います(①)｡続いて､スケーリングを行います｡さらに、

キャンバスが持っている座標系を保存します（②)。顔認識の座標系をキャンバ

スに反映し、描画します（③)。リスト４．１１では矩形を描いていますが、もち

ろん他の描画を行うこともできます。最後に、④で保存した座標系に戻します。

③リスト4.11フロントカメラだった場合の座棉変換処理

ｆｏｒ（Faceｆａｃｅ：faces）｛

Matrlxmatrlx画newlvIatrlx(）；

boo1eanmirror宮（fnfo・facln9＝Cameralnfo･CANERA

FACINGFRONT)；

matrlx・setScale(mlrror？‐１：１，１)； ／/⑪

matrlx､postScale(9etNidth(）ノ2000f，getHel9ht（）／

2000f)；

matrlx,postTranslate(getN1dth(）／２f，getHel9ht（）／２f)；

intsaveCount■canvas･save(）； ／／②

canvas・concat(matrix)；

canvas､drawRect(face・rect0paint）； ／／③

canvas・restoreToCount(saveCount）； ／／④

｝
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|組憂ｊｌＷＷｉ三Ｗ?'秘重宝/YZ魅三トー一

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ク

カメラは、デスクトップ環境でも重要な付加機能になります。そのため、標準

のLinuxカーネルでもカメラに関するサポートがあります。

And｢oid○Ｓも、Linuxカーネルが提供する機能を、そのまま流用しています。

③組み込み向けボー ドでの実行

1副０

市販されているスマートデバイスの多くは、標準でカメラデバイスを持ってい

ることが多いと思われます。しかし、組み込み向けのボードでは、画像処理用に

特化したいくつかの例外を除き、オンボードでカメラを搭載している例は殆どあ

りません。

そのため、オープンソースとして配布されているAndroidには、スマートデ

バイスのアプリケーションと同様のカメラアプリは用意されていますが、カメラ

デバイスを接続しただけで利用できる設定にはなっていません。組み込み向け

ボードでカメラデバイスを追加する代表的な方法は、概ね２通りに絞られます。

１つは、ボードへのオプションとして提供されるサブポードを用いて、カメラ

用のパラレルバスを用いて接続する方法です｡コストが重視されたり､ハイスピー

ドカメラなど特殊な機能が要求されたりする場合に、この方法が好まれます。

もう１つは、ＵＳＢカメラを流用する方法があります。かつてはＵＳＢカメラの

プロトコルが不統一だったため、製品ごとに独凹のデバイスドライバをrllかかな

ければいけない煩雑さがありました。最近は、ＵＳＢの公式規格として認められ

ているＵＶＣ（USBVideoClass）に準拠した製品が広く流通しています。

ＵＶＣ準拠の製品は、値段もこなれてきています。小ロットでコスト要求が厳

しくない製品の場合、特にメディアアート作品などで－品物の場合には選択肢に

芯りえます。

ｌｕ１ＷＩ烹茎帽剛榊涌撚罵と一………

五
山
『
痔
脚



4軍｜カメラデバイスと顔検出

まず、LinuxのＵＳＢサポートの一貫として、ＵＶＣクラスドライバが存在してい

ます。その上に、Video4Linuxという層が存在します。

Video4Linuxは、ＵＶＣ準拠製品が一般的になる以前から存在し、多種多様な

ビデオデバイスの差異を抽象化しています。現在のようにＵｖＣ準拠製品が多く

なった状況では、重要度は低くなりつつあります。

しかし、既述のように、ＵＶＣ準拠製品以外のカメラデバイスを用いるべき状

況というのはなくなった訳ではありません。将来、ＵＳＢ以外のバスが一般的に

なったときのための互換性のためにもVideo4Linuxには存在する意味があると

言えます。

Linuxカーネル層でＵＶＣ準拠カメラサポートを追加するための具体的な設定

方法は、Appendixを参照してください。

l堂翻砺ズﾘ食言謂烈翰噸……………………
サンプルアプリケーションでは、FaceDetectorを使った版と、FaCe

DetectionLiStenerを使った版の両方を用意しています。

FaceDetectorは過去のバージョンも含め幅広い環境で動作するものの、動

作は緩慢です。FaCeDetectionListenerとは対照的です。この差をぜひ試して

納得してください。なお、FaCeDetector版の遅さを解消するために、８章で

ＮＤＫを使った速度改善を行います。

回

1３１



の扱い
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章
や複雑です。本章ではAndroid固有のストレージの扱いについて解説します。その前

にAndroidにおけるストレージの扱いについて、大枠を解説しておきたいと思います｡

冬 抄

劉一１ ⑳'＄ Androidにおけるストレージ

鯵髪髪髪髪菱髪菱菱髪ﾘﾘ髪乏髪髪萎髪妻参室
Ｐａｒｔ２１スマートデバイスﾌ゚ ﾛｸ゙ ﾗﾐﾝｸ゙

卜
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Androidは、ストレージを２つのレイヤーで管理しています。まず、上層に

メディアストアやコンテントプロバイダといった、データベース指向の強い枠組

みでの管理があります。その下に従来型の○sに見られるファイル指向の強い層

があります。アプリケーションは､そのどちらにもアクセスすることができます。

アプリケーション間のデータ連携を考えると、デ‘一夕ベース指向の強いフレー

ムワークを利用することを検討すべきです。一方、統計処理する前のセンサから

の生データなど、他のアプリケーションと共有するメリットが見いだせなかった

り、ストレージがマウントされた時点で何かを行うなどシステムサービス的な作

業を行う必要があったりする場合には、ファイル指向の強い層の使用を検討する

余地があります。

今回のデジタル顔出しは出力が静止画です。他のアプリケーションと共有する

事にメリットがありますので、前者の方針となります。しかし、組み込みシステ

ムでは、後者のような要求も少なくありません。そこで、本章の後半で、低層の

ストレージの扱いについても解説します。

で
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|Me蛎罫9唾の開……一…………………………………
メデ‘イアファイルの扱いを簡便にするために、Androidシステムは

MediaStoreという仕組みを用意しています。ソースコードから引用します。
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Androidフレームワークは、Javaの標準的なAPIを踏襲しつつ、セキュリティ保護と

アプリケーション連携の機能を追加しています。そのため、ストレージの扱いは、や

や複雑です。本章ではAndroid固有のストレージの扱いについて解説します。その前

にAndroidにおけるストレージの扱いについて、大枠を解説しておきたいと思います。
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StrlngcontentUrlStrln9-Nedlastore・Images･Ｎｅdla・

msertlma9e（

context・getContentReso1ver,(），offB1tmap，，'”，，，､')；

MediaSto｢ｅは、メディアごとに用意されているスタティックメソッドの呼び

出しで機能を使います｡今回は静止画ですのでlmagesパッケージを使いますが、

MediaStoreAudio（音声）やMediaSto『ｅＶｉｄｅｏ（動画）といった他のコン

テンツや、MediaStoreFiIeというメディア以外のファイルをも含むものも用意

されています。

陰以前のバージョンのAndroidへの対応

このようにメデ‘イアのストレージアクセスを簡単に行うことができる

MediaStoreですが、古いバージョンのAnd｢oidでは、登録したメディアがコ

ンテンツプロバイダに反映されないというバグを持ったものがあります。そのた

め､保存した画像はファイルシステム上にはあるのに、「ギャラリー」アプリケー

ションでは一覧に出てこないという症状が出ます。

And｢ｏｉｄ４Ｑ１以降は修正されているようですが、多くの環境で動作させたい

場合には、更に処理を行う必要があります。

必要なのは、新しいファイルが加えられたことをAnd｢oidシステムに知らせ

ることです。そのために、ＡＣＴＩＯＮＭＥＤｌＡ－ＳＣＡＮＮＥＲＳCAN-FlLEインテン

トをブロードキャストします。このインテントには、加えたいファイルのＵＲｌ

をfileスキームで与える必要があります。

しかしながら、MediaSto｢ｅのinSertlmageが成功した時に帰ってくるＵＲｌ

はcontentスキームです。そのため、contentスキームからfileスキームへ

URlを変換する必要があります。

iｆ（contentUrlStrln91画ｎｕｌｌ）｛

Urlurl-9etF11eUrl（contentUrlStrln9）；

Intentlntent画newlntent（

回
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Intent･ACTION-NEDIA-SCANNER-SCAN-FILEourl）；

context・sendBroadcast(１，tent）；

｝

変換そのものは難しくはないのですが、それなりの行数になります。

Url9etF11eUrl(Strln9contentUrlStrln9）｛

Ｕｒｌｕｒｌ；

｝

url画Uri･parse(contentUrlStrin9)；

ContentReso1vercontentReso1ver■context･getContentResolver(）；

Cursorc＝contentResolver･query(url，ｎｕｌｌ，ｎｕｌｌ，ｎｕｌｌ，ｎｕｌｌ）；

c・moveToF1rst(）；

1ntlndex重ｃ､9etColumnlndex(NedlaStore・NedlaCo1umns・DATA)；

Strln9meUriStrin9■･Ofile://‘，＋ｃ､getStrin9(1ndex)；

url■Url･parse(fileUrlStrln9)；

returnuri；

これで、以前のバージョンのAndroidであっても、撮った写真がプレビュー

アプリケーションで表示されるようになります。

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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5-2Ｅレヘルのストレーンアクセスについて

本書で作るアプリケーションでは用いませんが、組み込みシステムでは使う機

会が多いと思われる、低レベルのストレージアクセスについて解説のみしておき

ます。

Androidシステムが動作するハードウェア環境で扱うストレージは、取り外

し可能なもの(ＳＤカードやＵＳＢメモリなど)と取り外し不可のもの(内蔵フラッ

シュメモリを使ったストレージや匡体に入ったハードディスクなど）の、２種類

が考えられます。

Androidでは、これらの種類を分けていません。システムそのものが入って

いるもの以外のすべてのストレージは、アンマウント可能で取り外し可能なもの

とみなして一貫性を確保しています。

l批言雪瀧宣撫………………………………
一般論として、ストレージが持つ状態は、○ｓによって少しずつ違いがありま

す。And｢oidシステムのストレージ管理は、LinuxやMac○ＳＸなど、Ｐ○SⅨ

系の○ｓに近いものです。

状態としては、まず、物理的な挿抜があります。物理的な挿抜については、メ

ディアの挿入□にあるスイッチなどで、状態変化を監視しています。

そして、論理的なマウント／アンマウントを記憶しています。マウント状態で

は、Linuxカーネルのファイルシステムがストレージの読み書きについて内容を

キャッシュし、また適切なタイミングでストレージに書き戻します。アンマウン

ト状態では、物理的にメディアが挿された状態でも、ストレージの読み蜜きを行

いません。

アプリケーションなどが、Androidシステムを経由してLinuxカーネルにス

トレージ内のファイルの読み函きを要求した場合に、ストレージがアンマウント

の場合にはエラーが発生します。

回
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通常系では、ストレージは、メディア挿入→マウント→（アプリケーションか

らのファイルアクセス）→アンマウント→メディア取り出し、のライフサイクル

になります。

多くの挿抜可能なメディアでは、マウント中にメディアを取り出せます。たと

えばＳＤカードやＵＳＢフラッシュメモリは、And『oidシステムが期待しない瞬

間でも､物理的に引きぬくことができます。このような操作は､多くの場合､ファ

イルシステムを破壊する危険性がある操作です。And｢oidシステムは、このよ

うな操作が起きた場合には、その旨を記憶しています。また、ファイルシステム

にもその記録が残ります。

マウント中に取り出されたメディアが再び挿入されたことをAndoridシステ

ムが検知した場合には､マウント前にファイルシステムのチェックが行われます。

また、ブロードキャストインテントを用いて、システム全体に通知します。

l瀞剛と言乏の諭誰煙冨……………………
標準的なAndroid環境では、ＳＤカードの挿入を検知すると、／sdca｢ｄディ

レクトリにそのフアイルｼｽﾃﾑをﾏｳﾝﾄします｡しかしながら、ＳＤカード

以外の外部ストレージの場合には、異なったディレクトリにマウントされるかも

しれません。ストレージへのパスを固定にすることは、移植性を損なうため、お

勧めできません。

ストレージの位置を実行時に得るために、android・ＯＳ､Envi｢onmentクラス

にgetExternalStoragePath()というAPlが提供されています。

l淵洲言雪燃溌浸………………………
外部ストレージの多くは､メディア活線挿抜が可能です。そのため､アプリケー

ションは、外部ストレージへのアクセスに際して、そのメディアの状態について

組み込みAnd『oid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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注意する卿要があります。外部ストレージの状態は、同期的／非同期的の両方で

取得できます。

android,Cs・Envi｢onmentクラスのgetExtemalStorageState()メソッドを

用いると、その時点での外部ストレージの状態が取得できます。

getExtemaISto｢ageState()メソッドの返り値は、５t｢ingで、そのステー
タスを示す文字列が格納されています。ステータスとして返りうる文字列は、

Envi｢Onmentクラス内の定数として定義されています。定数名とその意味は、

表５．１の通りです。

、表５．１外部ストレージの状態を示す定数

定 数 ・
房

ＭＥＤＩＡＢＡＤＲＥＭＯＶＡＬ

ＭＥＤｌＡＣＨＥＣＫＩＮＧ

ＭＥＤＩＡＭＯＵＮＴＥＤ

ＭＥＤｌＡＭＯＵＮＴＥＤＲＥＡＤＯＮＬＹ

ＭＥＤｌＡＮＯＦＳ

ＭＥＤｌＡＲＥＭＯＶＥＤ

lＭＥＤｌＡＳＨＡＲＥＤ

ＭＥＤＩＡＵＮＭＯＵＮＴＡＢＬＥ

ＭＥＤｌＡＵＮＭＯＵＮＴＥＤ

意味

アンマウントせずにメディアが取り出されている

メディアの内容チェック中

メディアはマウントされていて読み笹きができる

メディアはマウントされていて読み出し専用である

メディアは挿入されているが､ファイルシステムが無い

メディアが取り外されている

メディアは挿入されているが､ＵＳＢストレージとして、

外部デバイス(ＰＣなど)がマウント中Ｉ

メディアは挿入されているが､マウントできない

メティアは挿入されていて､アンマウントされている

サンプルを例示するほどのものでもないかもしれませんが、下記のようにして

用います。

Ｓｔｒｌｎ９ｓｔａｔｕｓ＝Env1r,onｍｅｎｔ、９etExternalStoIr,ageSｔａｔｅ（）；

1ｆ（status・equalｓ(Env1ronment・NEDIANOUNTED)）｛

／／マウントされたときの処理

｝

辱

章
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定数名

得られる状態は、メソッドを実行した時点のものであることに注意してくださ

い。たとえば、getExtemaISto｢ElgeState()の返り値がMEDlA-M○ＵＮＴＥＤで

あったとしても、その直後にメディアが取り出されて別の状態になっているかも

しれません。

外部ストレージの状態が変化した時には、Androidシステムから、ブロード

キャストインテントが送信されます。アプリケーションは、そのインテントを受

信することで、ストレージの状態変化を非同期に知ることができます。

標準では、表５．２のようなブロードキヤストインテントが存在します。

意味

ｐ表５．２外部ストレージの状態変化に関するインテント

ＡＣＴＩ○ＮＭＥＤｌＡＳＣＡＮＮＥＲＳＴＡＲＴＥＤとＡＣＴ'○ＮＭＥＤｌＡＳＣＡＮＮＥＲ

ＦｌＮｌＳＨＥＤ以外は、getExtemalSto｢ageState()メソッドで取得できる状態に対

応する通知となっています。

訓同↓Ulの通知を得るコードは、一般的なブロードキヤストインテントの受信と

同‘様です。邪前に受信したいインテントをインテントフイルタに登録し、ブロー

Paパ２１スマートデバイスプログラミンク
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定 数名意味

ＡＣＴｌＯＮＭＥＤＩＡＢＡＤＲＥＭＯＶＡＬ

ＡＣＴＩＯＮＭＥＤｌＡＳＣＡＮＮＥＲＳＴＡＲＴＥＤ

ＡＣＴＩＯＮＭＥＤＩＡＳＣＡＮＮＥＲＦＩＮｌＳＨＥＤ

ＡＣＴ１ＯＮＭＥＤｌＡＣＨＥＣＫ１ＮＧ

ＡＣＴｌＯＮＭＥＤｌＡＭＯＵＮＴＥＤ

ＡＣＴｌＯＮＭＥＤｌＡＭＯＵＮＴＥＤＲＥＡＤ

ＯＮＬＹ

ＡＣＴｌＯＮＭＥＤＩＡＮＯＦＳ

ＡＣＴｌＯＮＭＥＤＩＡＲＥＭＯＶＥＤ

ＡＣＴ１０ＮＭＥＤｌＡＳＨＡＲＥＤ

ＡＣＴＩＯＮＭＥＤＩＡＵＮＭＯＵＮＴＡＢＬＥ

ＡＣＴＩＯＮＭＥＤＩＡＵＮＭＯＵＮＴＥＤ

アンマウントせずにメディアが取り出されている

メディアの内容チェックを開始

メディアの内容チェックを終了

メディアの内容チェック中

メディアはマウントされていて読み書きができる

メディアはマウントされていて銃み出し専用で
ある

メティアは挿入されているが､ファイルシステムが無い

メディアが取り外されている

メディアは挿入されているが､ＵＳＢストレージと
して､外部デバイス(ＰＣなど)がマウント中

メディアは挿入されているが､マウントできな

メディアは挿入されていて､アンマウントされている
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ドキャストレシーバを登録します。

IntentF11terlntentFilter＝newIntentF11ter(）；

intentF11ter･addActlon(Intent・ACTIONlvlEDIAIvlOUNTED)；

reglsterServer(newBroadcastRecelver(）｛

＠Override

publlcvoldonRecelve(Contextcontext，Intentlntent）｛

Strln9actlon-1ntent､9etActlon(）；

１ｆ（action､equalｓ(Intent・ACTION-NEDIAIvlOUNTED)）｛

／／マウントされたときの処理

｝

｝

}，fnter)；

ブロードキャストインテントによる非同期な状態変化の取得は、メソッド予備

らしによる同期的な取得よりも、より現在の状態に近い状態が得られます。それ

でもなお、システムがonReceive()を呼び出した時点と、onReceive()内の処

理を実行中の時点で、メディアの状態が変化している可能性は残ります。

このことが重要になるようなアプリケーションでは、物理的に挿抜できないよ

うにするなどの対策を立てるべきです。スマートデバイスなどで物理的な対策を

立てられない場合には、actionで分岐した中で、同期的な状態変化の取得を行

うなどすると、気休め程度の効果は得られます。

l淵批青雲ＺＷ菰棚備顎…………………
外部ストレージのマウント位置は、EnvironmentクラスのgetExternal

1３９
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Sto｢ageＤ|｢ecto｢ｙＯメソッドで取得できます。このメソッドで取得したディレ

クトリへのアクセスを行うことは禁止されていませんが、複数のアプリケーショ

ンで利活用するようなファイルについては、別のアクセス方法を検討する余地が

あります。

APlLevel8以上では、EnvironmentクラスにgetExte｢naIStoragePublicD

i｢ectory(StIingtype)というメソッドが追加になっています。引数typeを適切

に指定することで、Androidシステム全体で、特定種類のファイル類を共通の

ディレクトリに置くことができます。コンテンツの再利用性やアプリケーション

間の迎挑を商めるためにも､使用するAPlLevelが８以上の場合には､このメソッ

ドを積極的に活用すべきです。

引数typeに与えるファイルの種類は、Envrionmentクラスの定数として用

意されています（表5.3)。

味

で
四
『
序
闘

ｐ表5.3getExternalStoraqePubljcDirectoryUに与えられるファイルの種類

|Z'鰯E警顎罵瀦ｮＺ…………………………
外部ストレージへのアクセスは、セキュリティ上のリスクがあるため、厳しく

ＰａｒＩ２１スマートデバイスプログラミング

1４０ 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
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意味』函 定数禽篭

ＤｌＲＥＣＴＯＲＹＡＬＡＲＭＳ

ＤｌＲＥＣＴＯＲＹＤＣｌＭ

ＤＩＲＥＣＴＯＲＹＤＯＷＮＬＯＡＤＳ

ＤｌＲＥＣＴＯＲＹＭＯＶ１ＥＳ

ＤｌＲＥＣＴＯＲＹＭＵＳｉＣ

ＤｌＲＥＣＴＯＲＹＮＯＴＩＦｌＣＡＴｌＯＮＳ

ＤｌＲＥＣＴＯＲＹＰｌＣＴＵＲＥＳ

ＤＩＲＥＣＴＯＲＹＰＯＤＣＡＳＴＳ

ＤＩＲＥＣＴＯＲＹＲｌＮＧＴＯＮＥＳ

アラーム音

カメラで樋影した画像

ダウンロードしたファイル

動画

音楽

通知音

画像

ポッドキャストに接続するためのファイル
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