
5軍ｌストレージの操作

制限されるべきです。しかしながら､APlLevel3以下の場合は､アプリケーショ

ンは、パーミッシヨン不要で外部ストレージにアクセスできます。

APILevel4以降は、androidpe｢mission,ＷＲｌＴＥＥＸＴＥＲＮＡＬＳＴ○RＡＧＥ

を宣言する必要があります。

<uses-permssfonandrold:name=０，android,permisslon・NRITE-

EXTERNAL-STORAGE,，／＞

標準ＡＰ|の範囲で、最も低レベルな入出力はjavajoパッケージが持ってい

るJavaAPl互換のファイルアクセスライブラリです。しかしながら、Android

○ｓは、セキュリティ上の理由により、アプリケーションがアクセスできるファ

イルを厳しく制限しています。画像や音楽など、複数のアプリケーションで共有

したいファイルについては、And『oidが独自に提供するＡＰＩを利用する必要が

あります。

l能ZWkヱマWr罵撤1烈鷺……………………
サンプルアプリケーションでは、４章で作ったデジタル顔出しで、シャッター

が押された時の処理を拡張しています。画像をMediaStoreクラスを用いて保

存されます。本章で取り上げた、過去のバージョンでプレビューアプリケーショ

ンに反映されない、という問題に対処するコードも含まれています。

国

1４１



法

Part21スマートデバイスプログラミンログラミングarrZlスマートテハイスフロクラミン

メディアの操作
６

章

、

で
山
『
秤
Ｎ

§ ⑳音声を再生する2つの方

MediaPlaye｢は、比較的大きなクラスで、３gp、ｗａｖやｏｇｇといった音

声のみならず、ＭｌＤｌファイルや動画といった、さまざまなフォーマットを再

生することができます。メモリ専有里が大きくならないよう工夫されており、

SoundPoolでは再生できないような長い尺(注')のファイルも再生できます。

しかしながら、同時に再生できる音声の数（MediaPlayerのインスタンス数）

に上限があり、再生の開始指示をしてから実際に再生が開始されるまでに時間が

掛かるなどの難点があります。

１５ⅧE99鵬営…………………………………………………
SoundPoolは、名前の通り動画に含まれる音声は取り扱えません。また、

6-1

And『oidフレームワークでは、音声を再生する方法として、MediaPlaye｢と

SoundPoolを提供しています。

雲Z菱彦髪診ﾘﾘ雲り窒雲菱髪菱髪髪髪ﾘﾘ雲髪髪雲
Ｐａｒｔ２Ｉス再-1,デバイスプログラミング

1M雪喧Hw蛎覚…………一………………………

1４２

注１音藁や動画の制作現蝋などでは、再生時間のことを.尺．と呼びます。

組み込みAndroidブロクラミング入門はじめてのフイジカルコンピユーテインク

Androidシステムは、ポータブルオーディオプレイヤーや電子楽器への応用が

考慮されています。これらのデバイスでの活用のため、Androidにはメディア

フレームワークが存在し、音声／音楽／動画リソースの活用が簡単にできるよ

う工夫されています。本章では、これらの機能を解説し、活用例を示します。
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6宜Ｉメディアの操作

Androidのバージョンによっては、使える音声フォーマットに制限があります。

事実上、ｏｇｇ形式のみ取り扱えると考えるのが無難です。再生時間にも制限が

あり、概ね６秒程度を超える再生はできません。

また、音声コンテンツの□－ドに時間が掛かる傾向にあります。しかしなが

ら、ロード完了を通知するset○nLoadCompIeteLiStene『はAnd｢oid22（API

Level8）以降でないと使えません。動的な再生音声の変更に際しては、工夫が

必要になります。このように弱点はいくつかありますが、再生指示から再生開始

までの時間はMediaPlaye｢に比べると短く、繰り返し再生時でも安定して再生

されます。

1M§鞭H淵崇9MＷＷ驚鮒………………
MediaPlayerとSoundPoolは、共に適用範囲が異なり、相互補完の関係に

あります。典型的には、楽曲やＢＧＭのように、尺が長くリアルタイム性の低い

音声についてはMediaPlaye｢を用いられます。一方、SoundPoolは、ゲーム

の効果音や電子楽器の音源など、尺が短くリアルタイム性の高い音声の場合に用

いられます。

６－２ＭｅｄｉａＰｌａｅｒの胃･い

MediaPIaye｢の特徴を掴んだところで、デジタル顔出しに組み込んでみます。

街でよくみかけるプリクラでは、客寄せのためにＢＧＭを流しています。これと

同じ事を実現してみることにします。

閏
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、図６．１音声ファイルはres/rawディレクトリに置く

l育盲ZrWlW馬那…一………………一……
まずは、音声ファイルをプログラム中から扱えるようにします。独立したファ

イルとしてパッケージにして､プログラム中でファイルを開いても構いませんし、

ダウンロードした音声ファイルを再生する場合にはその方法をとるしかありませ

ん。しかし、ＢＧＭのように決まりきった音声を再生する用途の場合は、リソー

スとして登録してプログラム中からＩＤで呼び出すようにしたほうが扱いが圧倒

的に楽です。

音声ファイルをリソースとして追加するには、プロジエクトに｢es/rawフォ

ルダを追加し、その中に音声ファイルを加えます（図6.1)。

‘’raw'は生データの意味です。本書ではkaodashi-bgm､3ｇｐというファイル

名とします。これ以外のファイル名でももちろん構いませんが、」avaのシンボ

ルとして使われますので、英数字とアンダースコアに限られます。これで、プロ

グラム中からはＲ､raw・kaodashi-bgmというＩＤでkaodashi-bgm､3ｇｐの内
容を参照できるようになります。
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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ク
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6趣Ｉメディアの操作

ｍｐ画NedlaP1ayer・Create(Context，resouceId）；

引数としてContextが必要になりますので、アクテイビテイやサービスなど

コンテキストを持ったクラスのインタンスから呼び出すのが無難でしょう。

音声ファイルはサイズが大きくメモリを占有しがちですので、なるべく遅くに

生成してなるべく早くに解放させるべきです。またMediaPIaye『は、同時に生

成できるインスタンスの数に制限がありますので、使わなくなったら確実に開放

する必要があります。

今回はＢＧＭですから、急いで鳴らす必要はありません。Ｃａｍｅ『aActivity・

onResumeOで、アクテイビティが表示される時まで遅らせるのがよいでしょ

う。リスト６．１にサンプルソースを示します。

⑬リスト6.1MediaPlayerによる音楽再生の開始

prlvateNedlaP1ayermedlaP1ayer；

､Overrlde

protectedvoldonResume(）｛

super･onResume(）；

）

Contextcontext画getAppllcatlonContext(）；

medlaP1ayer画lvIedlaP1ayer・Create(context，Ｒ・ｒａｗ・

kaodashi-bgm)；

mediaP1ayer､setLoopin9(true)；

medlaP1ayer､start（）；

ここで、SetLoopingOメソッドを用いて、ループ再生を指定しています。

MediaPlayerのデフォルトではループしない設定になっていますので、この行

を省くと、１回だけ再生して停止します。

1４５
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onReSume()に対応して、onPauseOをリストのように実装して確実に

ＢＧＭを停止させます。またMediaPlayerの返却も行います。

､Overrlde

protectedvoldonPause(）｛

super・onPause(）；

｝

medlaP1ayer･stop(）；

medlaP1ayer・release(）；

このようにAndroidでは、音声ファイルさえ用意すれば、数ステップの作業

で音声の再生機能を追加することができます。

l冨靭闇槍傷上里棚響雲………………………
デジタル顔出しのアプリケーションでは再生と停止のみを用いましたが、本節

では、それ以外の使い方をいくつか解説します。

DMediaPlayerの一時停止と再開
MediaPlayerは、pauseOメソッドの呼び出しで、再生の一時停止を指示で

きます。pauseOで一時停止になっているときに､play()メソッドを呼び出すと、
一時停止の状態から復帰して再生を再開します(注2)。

注２琶楽内生アプリケーションのユーザインタフェースに澗机ているとpaUse()メソッドを２壇呼ぶと肉生し
てくれると誤朗しがちですが、そうではありません。

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



6軍｜メディアの操作

，音声の頭出し

再生していない状態で再生位置を変更するにはseekTo(int)メソッドを使

います。ただし、seekToOメソッドは、ｏｇｇファイルを読み込ませたときに

seekTo(0)を実行しても頭出しがされない例が報告されているなど、Android

のバージョンにより不具合が含まれていることがあります。注意が必要です。

惨ローカルファイルの再生

MediaPlayerは､ファイルシステム上にあるファイルも再生できます。しかし、

リソースを用いた場合とは、呼び出すメソッドが異なります。具体的にはリスト

のような手順になります。

●●●

NedlaP1ayermedfaP1ayer；

ＳｔｒｌｎｇｍｅＰａｔｈ；

medlaP1ayer-newMediaP1ayer(）；

medlaP1ayer･setDataSource(fllePath）；

medlaP1ayer･prepare(）；

medlaP1ayer・start（）；

ローカルファイルの再生に関しては、And｢oidシステムが設定しているアクセ

ス制御が存在することに留意してください。アプリケーションに対してアクセス

が許可されていないファイルに対してsetDataSource()を設定した場合には、

例外が発生します。

1M副ﾖHﾖ脂側動画鷺…………………一……
本書のサンブルでは割愛しましたが、MediaPlayerは動画の再生もできます。

動画の再生時には、下記のメソッドでインスタンスを生成します。

図
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ｍｐ画IvledlaP1ayer・Create(Context，resouceId，SurfaceHo1der)；

音声の時に加えて､SurfaceHolderが引数として追加になっています。これは、

４章で行ったカメラのプレビューと類似しています。実際、Ｓｕ｢faceViewとの

インタフェースはほぼ同じです。３章を内容を理解していれば、動画再生は大し

た労力なく実現することができます。

ｕｎｄＰｏｏｌ司孟い 画占撃ヨ

SoundPlaye｢は、既述の通り、効果音や楽器アプリケーションの音源などリ

アルタイム性が要求される音声に向きます。特にユーザとのインタラクションで

鳴らす必要がある音声には最適です。デジタル顔出しでは、シャッター音として

SoundPoolを持ちることにしましょう。

l育盲Ｗ罵靭準備…………………………………
音声リソースの登録は、MediaPlayerの時と同じです。本書では、pictu｢e-

taken・oggというファイルを登録して、ソースコードからはＲ・ｒａｗ､picture-

tokenという|Ｄで参照できることとします。

ｐＳｏｕｎｄＰｏｏｌの生成

MediaPlayerでは、１つの音声ファイルを１つのインスタンスが管理してい

ました｡SoundPoolは､複数の音声ファイルを１つのインスタンスが管理します。

日本語でプールと言うと、水泳用のものを想像しますが、ここでいうPoolとは

共同利用するための蓄えという意味合いです。

SoundPoolのコンストラクタは、リストの通りです。

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グ



6章Ｉメディアの操作

SoundPool（1ntmaxStreams，１ntstreamType，１ntsrcOualfty）

コンストラクタの第一引数は、このSoundPoolが保持できる音声ストリーム

の最大数を指定します。第二引数は、ストリームのタイプを指定しますが、通常

はAudioManage｢・STREAMMUSICを常に指定すると考えて差し支えありま

せん。第三引数はサンプリングレートのクオリテイを指定します。殆どの場合、

デフォルトの値である０を指定して問題ありません。

!育盲洲罵会璽口三E……………………………
音声ストリームは、load()メソッドを用いてSoundPoolのインスタンスに登

録します。

pｕｂｌｉｃｌｎｔｌｏａｄ（Contextcontext，ｉｎｔｒｅｓｌｄ，ｆｎｔｐｒｉｏｒｌｔｙ）

第一引数には、Contextを指定します。MediaPlayerと同様に、SoundPool

もアクティビテイかサービスが寿命を管理するのが定石です。第二引数はリソー

ス|Ｄです。今回の場合、Ｒraw・picture-takenになります。第三引数は、優先

度です。ＡＰｌＬｅｖｅｌｌｌまでの段階では使われおらず、将来との互換性のために

１を指定することになっています。将来はAndroidシステムやハードウェアの

制約で同時に再生できる音声ストリームに上限がある場合に、どの音声を優先的

に再生するか（または再生中のどの音声を優先的に止めるか）を、この優先度で

決定することになるようです。

load()メソッドの戻り値は、ＩＤです。再生時に必要になります。SoundPool

は、ファイルシステムやコンテントプロバイダからもロードすることができます

が本書では割愛します。詳細はＡＰＩマニュアル(注3)を参照してください。

注３http://deve1ope『･and『oidにｏｍ/｢Gfe『ence/and｢oid/media/SoundPool,hｔｍｌ

図
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1口罵確関す畳津冨虚……………………………………………
load()メソッドには、いくつか注意が必要な点があります。本項では、それ

らについて解説しておきます。

い非同期処理

loadOメソッドは、非同期に音声ストリームを登録します。言い換えると、

load()メソッドから返った時点では、まだ音声ストリームが再生可能となって

いるとは限りません。Ioad()メソッド内では、後で音声を再生する際に遅延が

少なくなるよう、再生に適した形式（raw形式）に変換しています。この作業

には時間がかかります。そのため、loadOからは早く戻して、バックグラウン

ドで変換作業を行うような構成になっています。

音声ストリームの変換が完了する前に再生を行った場合、アプリケーションが

停止するような深刻なエラーは発生しませんが、logcatにwarningが表示され

ます。当然のことながら、その際には音声は再生されません。

音声ストリームの登録が行われたことをアプリケーションが確実に知る必要が

ある場合には、SoundPoolのインスタンスに、○nLoadCompleteListenerを

実装したインスタンスを登録する必要があります。具体的にはリストのようにし

ます。

soundPool･setOnLoadCompleteLfstener(new

OnLoadCompleteL1stener(）｛

＠Overrlde

publlcvoldonLoadCompleｔｅ(SoundPoolsoundPoolo1nt

sampleld，１ntstatus）｛

／★ロード完了時の処理★／

｝

｝）；

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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onLoadCompleteの第一引数は、load()メソッドが実行されたSoundPool

のインスタンスです。複数のSoundPoolが存在するときに１つのリスナですべ

てのインスタンスの処理を集約させることができます。第二引数は、ロード処理

が完了した|Ｄです。Ioad()メソッドの返り値と－致します。第三引数はステー

タスです。ＡＰ|仕様では処理成功時には０が返るということのみ規定されていま

す。

さらに、○nLoadCompleteListenerにも注意点があります。○nLoad

CompleteListenerは、And｢oｉｄ２２（APlLevel8）以降に追加されたもので

すので、古いAnd｢oidシステム上には存在しません。

APlLevelが７以前に対応する必要がある場合には、アクティビティ開始後

なるべく早くSoundPoolを生成し音声ストリームを登録するか、ユーザインタ

フェースを工夫して、音声が必要になるまでの時間を稼ぐか、何らかの対応を検

討する必要があります。

デジタル顔出しでは、シャッターを押した後の効果音としてSoundPoolを活

用します。短い音声ですし、立ち上げ後すぐにシャッターを押すことは稀と考え

られますので、OnLoadCompleteListenerは未登録としています。

》音声フォーマット

独自のアプリケーションを開発中にSoundPooIを用いた再生で問題が発生し

た場合には、音声フォーマットを変えてみることを検討する余地があります。

音声フォーマットは、wav形式やｍｐ３形式が利用可能であることがＡＰ|仕

様書では暗示されています。しかしながら実際の端末では、wav形式やｍｐ３形

式の音声ファイルを用いると、音が鳴らなかったり、期待しないループ再生が行

われたりという不具合が発生することが知られています。機種依存で発生するも

のなので絶対的な解はありませんが、ｏｇｇ形式のファイルでは不具合が発生し

ない（もしくは発生しづらい）ことが経験的に知られています。

僻loadI1メソッドの呼び出し回数の上限

Ioad()を呼び出すとｌＤが返ってきますが、このｌＤはAnd｢oidシステムの実

国
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装上の理由で１から２５５までしか取れません。load()を呼び出すごとに|Ｄは

１ずつ増加しますので、２５６回目の呼び出しでエラーとなります。

SoundPoolには、ロードした音声を解放するunload()メソッドが存在しま

すが、unloadOメソッドを呼び出しても空いたＩＤを再利用することはありませ

ん。２５６回以上load()メソッドを呼び出したい場合には、release()メソッド

を呼び出して初期化する必要があります。

楽器系や録音再生型のアプリケーションでは､作り方によってはloadOメソッ

ドを２５７回以上呼び出す可能性もあるかと思います。注意が必要です。この挙

動はＡＰ|仕様書に掲載の無いもので、将来の実装では修正される可能性があり

ます。

惨ヒープの圧迫

ロードされた音声データは無圧縮のraw形式で保持されるため、メモリの消

費量が大きくなります。ＤａＭｋＶＭのヒープだけでなくネイティブのヒープも

消費するため、DaIvikVMがメモリ不足を検知できずにクラッシュする可能性

もMediaPlaye『に比べると高くなります。

アプリケーションに用意できるヒープの璽は、Androidシステムが動作して

いるハードウェアのスペックや、システムの状態に大きく依存します。組み込み

ボードでのみ動作する場合は、実測しながらメモリを多めに積むことを検討する

ことができます。そうでなければ、音声ファイルの尺を短くしたり無駄なロード

を行わなくしたりしてロードするファイルサイズの総量を減らすことも検討する

余地があります。

，再生時間の上限

ＡＰ|使用書に記述は無いのですが、SoundPoolがロードした音声ストリーム

には、再生時間に上限があります。この制限は、メモリ資源に依る制約とは別に

存在しています。具体的な上限は１０秒とも６秒とも言われていますが、仕様上

の制約ではないので断言できるものではありません。

SoundPoolで用いる音声の尺は５秒程度に収め、それ以上の尺の場合は

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



6章｜メディアの操作

MediaPlaye『を用いるか、どうしても必要な場合にはターゲット毎に確認を行

う必要があります。

l59MmP99砺集…………………………………
ロードが完了した後で、SoundPoolはそのストリームを再生することができ

るようになります。再生には、下記のメソッドを用います。

１，ｔｐｌａｙ（intsoundlD，fIoatleftVo1ume、fIoatrlghtVolume，

ｉｎｔｐｒｌｏｒｉｔｙ，ｉｎｔｌｏｏｐ，fIoatrate）

第一引数（soundlD）は、ｌｏａｄ時に返された|Ｄです。

第二引数（leftVolume）は左の、第三引数（｢ightVolume）は右の、それぞ

れ音量を表します。０．０で無音、１．０で最大音量です。

第四引数(priority)は､同時に再生を行う場合の優先度です｡０が最低優先度で、

数値が大きいほど優先度が高くなります。

第五引数（loop）は､ループ再生の回数です。０の場合は､ループしないので、

１回だけ再生、１を指定すると、１回ループ再生しますので、計２回の再生にな

ります。‐１を指定すると停止するまでループ再生を行います。

第六引数（｢ate）は、再生のレートです。１．０で等倍速、２．０で倍速、０．５で

半分の速度で再生されます。楽器系のアプリケーションで、音階をつける場合な

どに用います。返り値は再生が成功した時には引数soundlDと同じ値が、失敗

した時には０が返ります。

ＰＰｌａｙＩｌメソッドでロードされたことを知る方法

And｢ｏｉｄ２､２（APlLevel8）よりも前のＡＰ|では､○nLoadCompleteLiStene「

が使えません。その場合で□－ドが行われたことを知るために、Play()メソッ

ドの返り値を用いるというテクニックがあります。Play()メソッドは、再生が

国
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失敗したとき、つまり□－ドが行われていない場合には０が返ります。これを

用いてリストのようにします。

whlle（true）｛

１ｆ（soundPool・play(sound１，．０.of，0.0f，０，０，１．０）１－０）

break；

）

このループを抜けられるということは､再生が成功したということになります。

音量は０にしてありますので、再生してもユーザが気づくことはありません。

ただし、このループをアクティビテイ中で行う場合、抜けるまでに時間がかか

ると、AndroidシステムからＡＮＲ(注4)の篭告ダイアログがユーザ‘に表示される

可能性があります。また消費電力の観点からもあまりお勧めできる方法ではあり

ません。非常手段的な使い方に限定されます。

!§9MＷ9Ｗ)闇域………………………………
SoundPoolは多くのメモリを消費します。そのため、なるべく遅くに生成し

て早く開放する必要があります。SoundPoolの開放は、「elease()メソッドの

呼び出しで行います。

voidrelease(）

引数はありません。リリースの場所は、コンテキストのライフサイクルを見な

がら、SoundPoolを生成したメソッドと対応するメソッドで行います。たとえ

注４ActivityNotReSpondingoメッセージをＦ１本糾にしている場合にはＩアプリケーションからの応苔があ
りません」という表現になります。

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ビューティング
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6-4音声を記録

ぱアクティビティのonReSume()メソッド内でSoundPoolを生成した場合に

は、onPause()メソッド内でre(easeを呼び出すことになります。

また、起動時のみ使う音など、今後使う予定のない音声ストリームがある場合

には､アンロードすることでﾒﾓﾘを解放することができます｡

bｏｏｌｅａｎｕｎｌｏａｄ（１ｎｔｓｏｕｎｄＩＤ〕

第一引数は、Ioad()メソッドの呼び出し時の返値である|Ｄです。ただし、既

述の通り、アンロードと□－ドを繰り返し行うと、｜Ｄの枯渇が起きる可能性が

あります。アプリケーションの設計時には、load()メソッドを呼び出す回数に

ついて事前に見積もっておくべきです。

〃
○
幸
畢

る
戸
腿

少なからずの場合で、録音した音声ファイルはＳＤカードに保存することにな

ります。その場合には、外部ストレージへのアクセスに関するパーミッションも

必要になるでしょう。

す

本禰のサンプルアプリケーションには含まれていませんが､Androidのメディ

アフレームワークには､マイクを使って録琶を行うための機能が含まれています。

音声の記録は、ネットワークと組み合わせると、プライバシー'情報の流出に繋が

りますし､音声の再生と這って、ユーザから気付かれづらい機能です。そのため、

録音の機能を用いるには、And｢oidManiiest・xmlにパーミッションの記述を行

わねばなりません。

<ｕｓｅｓ－ｐｅｒｍｌｓｓｌｏｎａｎｄｒｏｌｄ:ｎａｍｅ＝"ａｎｄｒ,old・ｐｅｒｍｉｓｓ１ｏｎ･RECORD-

AUDIO'’／＞

1同ざ
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Ｄ図６．２ＭｅｄｉａＲｅｃｏｒｄｅｒの状態遅移

Ｐａ｢t２１スマートデバイスプログラミング

<ｕｓｅｓ－ｐｅｒｍｉｓｓｌｏｎａｎｄｒｏｉｄ：ｎａｍｅ＝１，ａｎｄｒｏ･ｉｄ・ｐｅｒｍｌｓｓｌｏｎ・NRITE-

EXTERNALSTORAGE，’／＞

lMe岬号叫旦rの膳隻落一一………一一…
MediaRecorde｢は、録音を行うデバイスや記録するフォーマットの指定から

ファイルへの;叩き出しまでを一手に引き受ける複雑なクラスです。混乱がないよ

うに、メソッドの呼び出しによって状態遷移を行います（図6.2)。

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ピューティンク1９６
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6章ｌメディアの操作

正常系では､Initial→lnitialized→DataSouKeConfigu『ｅｄ→Prepared→Re

cording→lnitialと遷移します｡正常終了では､lnitial→Releasedと遷移します。

Releasedを除くすべての状態で、エラーが発生する可能性があります。その際

には、図には線がありませんが、Errorに遷移します。

Released以外のすべての状態で、resetOメソッドを呼び出すことで、Initial

に遷移することできます。状態遷移が混乱した場合には、とりあえず｢esetOメ

ソッドを呼ぶことで復帰ができるように設計されています。

l鐸育空禦擬琴●ｐ●e●｡｡●●●ｅｇｅｐ●●●●●｡Ｇ■●●●Ｇｅｅ●●●●●●｡●ＤＢ●●●●●e■Q●●●凸●●●eｂｅ●●●●ウ■七●●●●●Ｃｅ■■●●●●●●■●●申●｡●●句■■りむ甲｡●ゆ｡｡●●甲守●ｐｅｇｇ●●●●●ｅ●｡■●○○egg■●●●

録音機能の実装は、状態遷移を想定しながら記述すればよいだけで、別段に難

しいところはありません。サンプルをリストに示します。

recorder＝newNedlaRecorder(）；

//1nltlal

recorder･setAudloSource(NedlaRecorder･AudloSource･NIC)；

//fnftlallzed

recorder･setOutputFormat(NedlaRecorder,OutputFormat･

THREE-GPP)；

〃DataSourceConfl9ured

recorder･setAudioEncoder(lvledlaRecorder・AudloEncoder･

DEFAULT)；

Strln9nlePath画Environment，

9etExternalStora9eDirectory(）＋“/audlo-sample､3gpoo；

recorder･setOutputF11e(filePath)；

try｛

1５７



状態遷移から明らかなことですが、stop()メソッドを実行した後でも、

release()メソッドを呼び出す前なら、setAudioSource()メソッドを呼び出す

ことでMediaRecorde｢のインスタンスを再利用することができます。

Ｐａｒｔ２１スマートデバイスフーロクラミンク

recorder・prepare(）；

｝catch（Exceptlone）｛

recorder･reset(）；

throwｅ；

｝

//Prepared

recorder・start（）；

//Recolr,ｄｉｎ９

1５８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

録音完了時の処理はリストのようになります｡

鶏騨
司
弄
薗 /／Recordin9

recorder・stop(）；

/／Inltlal

recorder・release(）；

/／Released

MediaReco｢de｢は、SoundReco｢derという名前でないことから想像できる

ように、音声以外にも動画を記録することができます。

録音と録画での処理の違いは、lnitialからDataSourceConfigu『ｅｄまでに呼

び出すメソッドの違いのみです。処理の例をリストに示します。

③記録する6-5動



6章ｌメディアの操作

myRecorder,setV1deoSource(NedlaRecorder・V1deoSource･

DEFAULT)；

myRecorder・setOutputFormat(NedlaRecorder・OutputFormat･

THREE-GPP)；

myRecorder・setV1deoEncoder(NedlaRecorder・V1deoEncoder・

NPEG-4-SP）；

Strln9fllePath画Env1ronment・getExternalStorageD1rectory(）

＋００/vldeo-sample､３９p００；

myRecorder､setOutputF11e(ｍｅＰａｔｈ）；

myRecorder･setV1deoFrameRate(３０）；

myRecorder､setVfdeoS1ze(３２０，２４０）；

myRecorder・setPrev1ewD1splay(holder・getSurface(））；

プレビューを行う場合には、Ｓｕ『faCeViewを用意し、そのＳｕ｢faceHolde｢を

SetP『eviewDisplayOメソッドで登録します。SurfaceViewの処理の詳細は４

章を参照してください。

'零画匡警雲聾罵鮪室…………………………
録画も､録音と同様にプライバシー情報の流出に繋がる可能性が高い機能です。

そのため、And｢oidManifeSt､xmlにパーミッシヨンの記述を行う必要がありま

す。

<uses-permfssionandrold:name-00androld･permlsslon･CAMERA，，／＞

これは４章静止画の撮影に必要なパーミッションと同じです。また、多くの

場合、ＳＤカードなど外部ストレージに保存すると思います。その際には、パー

国
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ミッションを追加する必要があります。その際には､録音の時と同じように､パー

ミッションを追加する必要があります。

<uses-permssfonandro1d:name=o0android･permlsslon･NRITE-

EXTERNAL-STORAGEoo/＞

､〆'…･~､…一…~….一…狸~－－－……心鋤吋…‘'ｱ4~西~……嫡一……~画一.…ー…与感………｡韓…'夢…両…………宮=…ﾜｭ..….｡､.…．、

；column通知ランプでユーザに案内するｉ

：本章で紹介した音声は､ﾕー ザに案内をするためには便利な方法です。『
ｉしかし､頼り過ぎは好ましくはなく、光など他の佃報を適宜採り入れるＩ

をべきです｡ｽﾏーﾄﾌｫﾝやﾀブﾚｯﾄ端末の場合には､通知ﾗﾝプをＩ
；用いるのが便利です。

：Ｐａ『ｔｌでは紹介しませんでしたが、Androidシステムからユーザへの通！

；知(音･ﾗﾝプ･パｲブﾚーｼｮﾝなど)に関しては､通知ﾏﾈージｬ；
：（NotWicationManager）が担っています。通知の使い方は簡単ですので、；

ｉ概要を紹介しておきます。

､〃通知マネージャの取得

｝NotlncatlonNana9ernotlncatlnoNana9er-

II（NotlncatlonMana9er)9etSystemService(Context．
；NOTIFICATION-SERVICE)；

；〃通知の佃報を格納するｲﾝｽﾀﾝｽを得る。
I：Notlncatlonnotlncatlon-newNot州catfon()；

；〃ﾗﾝブの点灯での通知を指定
inotl6catlon､defaultsI-Notlllcatlon.､EFAULLLIGHTS；

！〃通知の実行

ImtliicatlonManaler､motlfy(R､strln9.‘pp-name,notlncotlon)；’

１通知ﾗﾝの使扇において略謹…雲な点があり塗す｡AP,上叫
|;点灯の間鰯や色逓など指定できるようになってい簾すが､細かい勤作!*；
：端末次第です｡凝った表現は避けるのが無難です・
・.＝ーＬ一ﾆｭー ﾆー.._冒一凸一一一一.－－．－－－門.___言.:__＝､-.-.-.－一一弓…エー……争争一室･空＝垂一＝幸年二一矛詞=マーーー面＝一一ﾛヮﾛーｭ.Ｌ－ナダ

Part２１スマートデバイスプログラミング

ＪＥＦ芝一守宅

宇蓉一一ｮ

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1６０


