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#1fdef-cplusplus

｝

#endlf

#endlf

アプリケーションプログラマは、このヘッダファイルにあるプロトタイプ宣言

と同じ関数を実装し、共有ライブラリを作成します。たとえば、リスト８．２に

対応するComexample-Samplecを作るなら、リスト８.３のようになります。

⑬リスト8.3ネイティブメソッドに対応するＣソースコードの例

＃1nclude”com-example-Sample.h”

jlntJNICALL

Java-com-example-Sample-calc（JNIEnv★env，jobjectobj，

jlnta，ｊｌｎｔｂ）

｛

returnａ＋ｂ；／／このように処理を書く。実際のアプリケーション

では、もっと複雑になるはず

｝

8章ＩＮＤＫによる高速化

アプリケーションプログラマは、リスト８．２のヘッダファイルに含まれる宣

言に合致する関数を記述して、動的ライブラリを作ります。この動的ライブラリ

には、下位層のＯＳごとに命名規則等や配置すべき場所がが決まっています。

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

，」ava仮想マシン側のＪＮＩサポート

このようにして作成されたＪＮｌの共有ライブラリを読み込むために、ＶＭ側

にはSystem､loadLibraryOというメソッドが用意されています。ネイティブ

メソッドを含むクラスでは、ネイティブメソッドが呼ばれる前に、System．

1８１



Part2Iスマートデバイスプログラミング

loadLib｢a｢y()メソッドを呼び出すよう記述します。リスト８．１には既に既述が

なされています。

」ava仮想マシンは、System､loadLib｢a『y()の呼び出しに対して実行時例外を

送出することができます。Ｊａｖａアプレットなど、ネットワークを介してダウン

ロードされるものがＯＳの機能を自由に使えると極めてリスクが高いことになり

ます。このような場合には、拒否を行ったり、署名がある場合には許可を行った

りということができるようになっています(注2)。

ｌ４Ｗ１棚砺棚卜
何事に関してもそうですが、」Ｎｌの使用に際しては、メリットとデ､メリットが

あります。

まず、メリットとしては、既述の通り、Ｊａｖａ仮想マシンやその上で動作する

フレームワークが想定してない機能を実現できることです。また、」ava仮想マ

シンが持つオーバヘッドを低減して高速な処理を実現する余地ができます。

一方、デメリットとしては、プラットフォーム、特に動作環境のＣＰＵアーキ

テクチャに強く依存することになります。また、」ava仮想マシンに比べてＣ／

C+＋言語のメモリ管理機構は貧弱で、注意しないとリソースのリークを起こし

やすくなります。

8-3ＤａｌｖｌｋＶＭでの、イテイフメ､ノッドサホート

DalvikVMでのネイティブサポート機能は、」avaにおけるＪＮｌをほぼ踏襲し

ています。ネイティブメソッドにnative修飾子を付け、javahコマンドでヘッ

ダファイルを生成するという点も同じです。And｢oidでは、Ｊａｖａ環境よりも－

注２この辺りのセキュリティに間する思想は、And｢oidと似たところがあります。

1８２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ビユーテイング



8蹴ｌＮＤＫによる高速化

歩踏み込んで、ネイティブライブラリの生成を支援するためのＮＤＫというツー

ルキットが提供されています。

しかしながら、完全に互換しているというわけではありません。

l帥1kMＭ撫握雲了驚)鮒溌悲喜雲鴬
DalvikVMは、表向きではＪＮｌに互換しているように見えますが、実際の挙

動はＪＮｌとは若干異なります。将来のバージョンでは互換するようになるのか

もしれませんが､過去のバージョンのAnd『oidシステムでも動作するアプリケー

ションを開発する場合は、これらの非互換性を考慮しながらネイティブメソッド

を実装する必要があります。

，JN10nUnloadI1が呼び出されない場合がある

ｊａｖａ仮想マシンが提供するＪＮＩにおいて、」Ｎ'○nLoadOは、ネイティ

ブライブラリがロードされた際に呼び出されるはずの関数です。また、ＪＮｌ－

○nUnloadO関数はネイティブライブラリを含むクラスローダがガベージコレ

ク夕で回収される際に呼び出されることが期待されます。クラスの生存期間を通

じて必要となるリソースの生成／返却のために向いています。

しかしながら、下記に示す理由により、これらの関数の使用は避けたほうが安

全です。

まず、」Ｎ'一○nUnloadOが呼び出されない場合があります。ライブラリの解

放時に呼び出されるはずの｣Ｎ'○nUnloadO関数が呼び出されないケースが報

告されています。」Ｎ'一○nUnload()でリソースを開放するコードを響いている

場合には、リソースリークの可能性が出てきます。

ゆstatic節が何度も呼び出される場合がある

また、クラスファイルのStatiC節が何度も呼び出されるケースが報告されて

います。statiC節には、SystemloadLibra｢y()メソッドが記述されますから、

国

1８３
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Part２１スマートデバイスプログラミング

結果として、JNl-OnLoadOが何度も呼び出されてしまいます。クラスファイ

ルのstatic節が複数回実行されるというのは、」Ｎｌ使わない処理でも影響が出

る場合がありますので注意が必要です。

8-4ＮＤＫ司孟いた升』の；

l堂館口三ビ■■■●●●●●け■●●●◆●の■巳■■●●？｡●巳■●？●●Ｃｅ■●●●●●●ＧＢ■●●●●egg●◆●◆◆●●●●●●●①●●ｇ●●●●●●●●■●■●●●の■●●●●①●p巳■■●｡●●ｅ●e●①●●●●e■●●●●●●●■■●●●●●■■●●

ＡｎｄｒｏｉｄＮＤＫは、他のAndroid用のＳＤＫと同様に無償でダウンロードでき

ます(注3)。２０１１年６月９日現在の最新版はｒ８で､ＭＩＰＳ用のサポートが追加に

なっています。

ホストプラットフォームとして、Windows、Ｍａｃ○ｓＸ、Linuxが想定され

ており、ダウンロードサイトからは、それぞれのためのアーカイブが取得できま

す。アーカイブには必要なほぼすべてのファイル群が含まれていますが、ｍａｋｅ

だけは別途用意する必要があります。

Windowsの場合にはＣｙｇｗｉｎのインストールが推奨されています。Ｍａｃ

ＯＳＸの場合には、ＸCodeのインストールが必要です。またLinuxの場合も、

それぞれのディストリビューションが提供しているｍａｋｅをインストールしま

す。

，インストール

ダウンロードされるファイルはＺｉｐファイルや圧縮ta｢ファイルです。それぞ

れに適した解凍ツールを用いて任意のディレクトリに展開します。このとき、多

バイト文字や空白を含まないパスに置くほうが安全です。このディレクトリを以

降は「NDK-H○ＭＥ」と呼ぶことにします。

注３ｈｔｔｐ://developeI-andIoidCo、/tool5/sdk/ndk／

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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8章｜ＮＤＫによる高速化

＞環境変数の設定

Ｍａｃ○ＳＸやLinuxの場合は、ターミナルを起動します。Windowsの場合

には、Ｃｙｇｗｉｎを起動します。コマンドプロンプトで､以下のように実行します。
開発環境のデフォルトシェルはｂａｓｈです。

ｌＭＷ詮定?Ｚｒ仏一一……一一……………

bash．／build/host-setup･ｓｈ

ＮＤＫを使用するには、ＡＤＴで作成したプロジェクトに加えて、Application

mkおよびAnd｢ｏｉｄｍｋという名前の設定ファイルを用意しなければなりませ

ん（図8.1)。

ＡｎｄｒｏｉｄＮＤＫのビルド対象は、ＮＤＫＨ○ＭＥ以下の「appsjディレクトリ

です。ここにＡＤＴで作成したプロジェクトを満きます｡既にプロジエクトがあっ

て移動するのが面倒な場合は、シンボリックリンクを作成することで対応できま

す。

シンボリックリンクの作成は、LinuxやMac○ＳＸではｌｎコマンドで簡単に作

れます。

Windowsの場合には一手間必要ですが、WindowsVista以降であれば、

mklinkコマンドでシンボリックリンクが作成できます。

●図８．１ＮＤＫのディレクトリ構成

1８５

ｂash．／build/host-setup･ｓｈ

NDK-HOME



Part２１スマートデバイスプログラミング

Application､ｍｋはプロジェクトディレクトリ直下、Androidmkはプロジェ

クトディレクトリ配下に作成した｢jni｣ディレクトリ内に満きます。それぞれは、

ＧＮＵｍａｋｅ用のMakefileの断片ですので、フ刻一マットもそれに準じます。

＋ａｐｐＳ

＋ｊｍ

＋Andr０１．．，ｋ

〈プロジェク ﾄディレクトリ＋ ＞

Applicat7on・ｍｋ十

ＡＰＰＭ○ＤＵＬＥＳは、SystemloadLibrary()メソッドが要求する命名規則と

合わせなければなりません。ＮＤＫでは、Applicationmkのために、いくつか

の関数が用意されています。たとえば、＄(caIlmy-di｢)は、Appliction・ｍｋが存

在する場所に闇き換えられます。

1８６ 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

石
山
『
毎
画

＞Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ・mk

Application.ｍｋはアプリケーションの定瀧を行います。Applicationmkに

記述すべき項目は、表８.１のようになります。

ｐ表８．１Application・ｍｋに記述すべき定義

定義 脱明

ＡＰＰＭＯＤＵＬＥＳ

ＡＰＰＰＲＯＪＥＣＴＰＡＴＨ

ＡＰＰＯＰＴｌＭ

ＡＰＰＣＦＬＡＧＳ

ＡＰＰＣＸＸＦＬＡＧＳ

ＡＰＰＣＰＰＦＬＡＧＳ

ＡＰＰＢＵｌＬＤＳＣＲｌＰＴ

モジュール名を指定(必須）

プロジェクトバスを指定(必須）

debugかreleaseを指定(releaseがデフォルト）

Ｃソースコンパイルフラグを指定

C++ソースコンパイルフラグを指定

ＣとＣ十十で共通のコンハイルフラグを指定

Androidmkのパスを指定く＄(ＡＰＰＰＲＯＪＥＣＴ_‐
ＰＡＴＨ)/ini/Android.ｍkがデフォルト）
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毎表８．２Ａｎｄｒｏｉｄ､ｍｋに記述すべき項目

ｃｏｌｕｍｎＡｎｄｒｏｉｄＮＤＫが．備える５つのマクロ

ＮＤＫでは、Ｓ(callｍｙ,dir)のように使用できるマクロが、ｍｙ･dir以外

にも用意されています。

ａ表Ａマクロ名と槻能

Ｉ
曇
霧…

8章ＩＮＤＫによる溜速化

＞Ａｎｄｒｏｉｄ・ｍｋ

Ａｎｄ｢ｏｉｄｍｋは、＄(APP-PR○JECTPATH)/jni/にあり、ファイルやライブ

ラリの情報を定義します。Ａｎｄｒｏｉｄｍｋに記述すべき項目は、表８.２のように

なります。また、いくつかの変数が定義されています（表8.3)。

加えて、ｉｎｄｕｄｅ文と合わせることで特定の動作を行える変数も定義されてい

ます（表8.4)。

Ｒ
》
一
皇

my-di『

alI-subdir-makefiIes

tｈｉｓ－ｍａｋｅｌＩＩｅ

parent-makeiiIe

grand-parent-
makefiIe

そのファイルが存在するディレクトリパスを返す

このAndroidmkファイルが存在するディレクト
ﾘの､直下のディレクトリにあるAndroidmkを

探す

現在のファイルパスを返す

呼び出し元のファイルバスを返す

呼び出し元の呼び出し元のファイルパスを返す

定義

LＯＣＡＬＰＡＴＨ

LＯＣＡＬＭＯＤＵＬＥ

ＬＯＣＡＬＳＲＣＦｌＬＥＳ

ＬＯＣＡＬＣＰＰＥＸＴＥＮＳｌＯＮ

LＯＣＡＬＣＩＮＣＬＵＤＥＳ

ＬＯＣＡＬＣＦＬＡＧＳ

ＬＯＣＡＬＣＸＸＦＬＡＧＳ
一

説明

パスを指定(最初に定義しなければならない）

モジュール名を指定

ソースファイルを指定

Ｃ÷+の拡張子を指定〈デフォルトは.cpp）

Ｃソースのコンパイルフラグを指定

Ｃｌ｡+･ソースのコンパイルフラグを指定



ﾉレ

ト ー定瀧脱明

、表８．４特定の処理を行うために用いるｉｎｃ{ｕｄｅ文

8－

定瀧 脱明

１８Ｒ

両
画
『
拝
樋 、表８．３Ａｎｄｒｏｉｄ､ｍｋで砺前定義済みの項目

ビ ド

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

Pa｢t２１スマートデバイスプログラミング

ApplicationmkとAndroid､ｍｋの準備ができたら、ネイティブ､ライブ､うりの

ビルドが行えます。ビルドは、ＮＤＫＨ○ＭＥで以下の通りに実行します。

③５ネイティブコードの

LＯＣＡＬＣＰＰＦＬＡＧＳ

LＯＣＡＬＳＴＡＴｌＣＬｌＢＲＡＲｌＥＳ

ＬＯＣＡＬＳＨＡＲＥＤＬＩＢＲＡＲＩＥＳ

LＯＣＡＬＬＤＬｌＢＳ

ＬＯＣＡL_.ＡＬＬＯＷＵＮＤＥＦＩＮＥＤ
ＳＹＭＢＯＬＳ

LＯＣＡＬＡＲＭＭＯＤＥ

C/Ｃ++両方のソースのコンパイルフラグを
指定

ＢＵｌＬＤＳＴＡＴｌＣＬｌＢＲＡＲＹで指定したモ
ジュールでリンクしたいものを指定ご共有ライブ
うり作成時のみ指定可能

このモジュールが実行時に参照する共有ライブ
うりを指定

ライブラリビルド時に必要な追加リンクフラク

undefinedsymbolエラーを発生させたくない
場合はＩｒｕｅを指定

armかthumbを指定(デフォルトは1humboター
ケｯﾄがARMのときのみ有効）

塞数

$(TARGETＡＲＣＨ）

$(TARGETPLATFORM）一

$(ＴＡＲＧＥＴＡＲＣＨＡＢｌ）

S(ＴＡＲＧＥＴ－ＡＢｌ）

脱明

ターゲットのアーキテクチャを返す

ターケットのプラットフォームを返す

ＣＰＵとＡＢｌの名前を返す

｢Ｓ(TARGETPLATFORM).S(TARGET-
ＡＲＣＨ､ABI)｣という値を返す

変数

include＄(ＣＬＥＡＲＶＡＲＳ）

;nclude＄(ＢＵｌＬＤＳＨＡＲＥＤＬＩＢＲＡＲＹ）

include＄(ＢＵ１ＬＤＳＴＡＴＩＣＬｌＢＲＡＲＹ）

脱明

ＬＯＣＡ､ＰＡＴＨ以外のＬＯＣＡＬで始まる定義
をクリア

夫有ライブラリ作成を指示

静的ライブラリ作成を指示
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ビルドに成功すると、apps/<p｢oject>/libs/<ta｢get-abi＞にライブラリが

生成されます。ｔａ｢get-abiは、ＡＲＭであれば、armeabiになります。

nｄｋ－ｂｕｌｌｄＡＰ
『
、
７ ｍ<project＞

＜project＞には、aPPsディレクトリ配下にあるプロジェクトを、ディレク

トリ名で指定します。また、Ⅳ＝1ｊを指定すると、ビルド時に詳細な出力が得

られます。ndk-buildに渡せる主なオプションは表８．５の通りです。

ndk-buildは、ＧＮＵｍａｋｅのラッパコマンドです。そのため、ＧＮＵｍａｋｅ

のコマンドラインオプションも受け付けることができます。たとえば「-B」を与

えると強制リピルドになりますし、「-ｑオプションでビルドを開始するディレ

クトリを指定することができます。

静表８．５ｎｄｋ－ｂｕｉｌｄに与えられる主なコマンドラインオフ･ション

陵ライブラリに関する注意事項

Androidシステムは、規模は大きいものの、やはり組み込みシステムです。

ndk-bulldAPP-<project＞

|ヱゴリヶ三謂登〈１Ｗ全三塑堂…－………一……
上記の手順でＮＤＫを用いてピルドした場合、ネイティブライブラリをａｐｋ

にパッケージングするのに、特別な作業は必要ありません。ＡＤＴでプロジェク

トをビルドすれば、自動的にネイティブライブラリもパッケージング､されます。

1８９

オプション 脱明

ＡＰＰ畠

ＮＤＫＤＥＢＵＧ＝

Ｖ＝１

ＮＤＫＬＯＧ

プロジェクト名を指定〈必須）

1を指定するとデバッグピルド､Ｏを指定するとり
ﾘースビルド

ビルド時に詳細な出力を行う

ＮＤＫの内部ログを表示する
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ライブラリもサブセットで、一般的なLinuxとは異なる点があります。

Ｃ言語のためのライブラリは、glibcではなくBionicという独自実装を用い

ています。ネイティブライブラリ作成時には、ライブラリの違いに基づく差異を

知っておく必要があります。またBionicの機能も拡張される可能性があります

ので、都度最新版の情報を収集するようにしてください。

l晴謝乏ズ訓堂徽……………………………
３章でも説明した通り､And｢oidのＣライブラリは「libc」ではなく「Bionic」

というAndroid独自の実装です。Bionicは、ＡＮＳｌＣに完全に準拠できてはい

ません。そのため、ＡＮＳＩＣにあるはずのヘッダファイルや関数がないことがあ

ります。特に日本語圏である我々にとって、ワイドキャラクタのサポートがない

ことは注意が必要です。

Bionicはpthread、リアルタイム拡張､数値演算ライブラリを含むので、「-1ｍ」

｢-pth｢ead」「-lrt」といった、一般的なLinuxアプリケーションの構築で必要な

ライブラリ指定は不要です。

l儲肩語璽乏f重ﾗ附徽………一…………
And｢oidのＣ+＋言語サポートも、Ｃ言語のそれと同様にサブセットです。

|S○標準として必要なすべての定義を含んでいません．しかしながら、ＮＤＫｒ４

まではかなり貧弱なサポートだったものの、「５でSTLpoItが使用可能になり、

｢７以降はBOOStライブラリの一部がビルド可能になる程度には機能が増えてい

ます。

Ｃ+＋の例外とRTT|はＮＤＫｒ４までは使用できませんでしたが、ＮＤＫｒ５以降

は使用可能になっています。ただし、デフォルトでは使用不可能になっています

ので、Ｌ○CALCPPFLAGSに「-fexceptions（例外を使用する場合)」や「-f｢tti

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



ネイティブコードからカーネルにログメッセージを送るために使用できる定義

がくandroid/logh＞で提供されています。これは、Ｊａｖａ言語で記述する場合

のLogクラスと等価なもので、プライオリティによる出力制御、タグ指定が行
えます。柔な関数を表８．６に示します。

１９‘１

ＮＤＫの弱点は、共有ライブラリを用意していない環境では動作しないという

ことです。たとえば、リスト８．１で、共有ライブラリにＡＲＭだけ用意した場合

には、それ以外のアーキテクチャ、ｘ８６やＭｌＰＳで動いている環境では動作でき

ません。

この弱点は、ある程度回避することが可能です。

動作しているアーキテクチャは、System･getProperty(側Cs.a｢ch")の返値で判

断できます｡ＡＲＭアーキテクチャであれば､で取得した値に｢a｢ｍ｣または｢ARM」

(ＲＴ｢|を使用する場合)」を追加する必要があります。

ＮＤＫは、Ｃ十十ライブラリを、自動でリンク対象にします。そのため、

L○CALLDLlBSに「-lstdc÷+」を指定する必要はありません。

lAq19l剛固有のﾛ鎚力謹能一一………………

|勤涯mWi三壬云?諭で処嘩分ける一一一一

Ｄ表８．６ログ出力を行うための関数群

８章｜ＮＤＫによる高;囚化

８
章

関数名 説明

android-Iog-write

android-log-print

android-log-vprint

android-Iog-assert

文字列出力

文字列出力(printf相当）

文字列出力(vaIis1版）

アサート



1９２

Pa『t２１スマートデバイスプログラミング

が含まれているかどうかで判断可能です。そこで、リスト８．４のような処理が

考えられます。

●リスト8.4ネイティブメソッドとJavaメソッドを使い分ける例

publlcclassSomeC1ass｛

publlcstaticbooleanuseNatlve＝ｆａｌｓｅ；

statlc｛

ｉｆ（System・getProperty(''Cs・arch''）.toLowerCase(）．

be91nN1th(，，arm，')）｛／／②

ｕｓｅＮａｔｉｖｅ－ｔｒｕｅ；

System､1oadL1brary(0'L1brary"）；

｝

）

｝

publicvoidmethod(）｛

ｉｆ（useNative）methodnatlve(）；

elsemethod-java(）；

）

prlvatenatlvevoidmethod-natlｖｅ（）；

prlvatevoidmethod-java(）｛

／／methodnatlve(）と等価な処理を記述する。

｝

/／③

/／⑪

SomeCIassは、ネイティブメソッドを含むクラスです（リスト８．４⑪)。

たネイティブライブラリIibLibra｢y､ｓｏは、ＡＲＭ用のみが存在するとします‘ARM用のみが存在するとします。

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

ま



8章｜ＮＤＫによる高速化

ＳｏｍｅClassがＤａＭｋＶＭに□－ドされたとき、statiC節が実行されます。そ

こで、プロパティｏｓａｒｃｈを用いて実行環境がＡＲＭであるかを判断します（リ

スト８．４②)。もし、ＡＲＭであれば、useNativeをt『ｕｅにしてネイティブライ

ブラリを読み込みます｡ＡＲＭ以外の環境では､if文の中に入ることはありません。

methodnative()は、private宣言されています。SomeClasSのインスタン

スを使う側からは、直接呼び出すことはできず、methodOを介する必要があり

ます（リスト８．４③)。method()の中では、uSeNativeの値で処理を分けてい

ます。先のstatic節でＡＲＭであると判断されていればネイティブメソッドが呼

ばれます。そうでなければ、」avaで響かれた等価な処理が行われます。

このような処理では若干のオーバヘッドが発生しますし、ネイティブライブラ

リが存在しない環境では処理が遅くなるなどの問題は発生します｡しかしながら、

動作しない環境があるという問題は解決されます。

l鷺乏砺乏ﾘ倉三顎烈烈鷺……………………
サンプルプログラムであるデジタル顔出しでは、カメラから得られるビット

マップと、描画に必要なビットマップで、色のフォーマットが異なるために変換

が必要でした。この処理はループ内での数値演算が多く、処理に時間がかかって

います。

そこで、この変換処理を、ネイティブメソッドで行わせるよう拡張を加えてい

ます。詳細はソースコードを参照して頂ければと思いますが、ループと数値演算

ですので、Ｊａｖａ言語のソースコードがほぼそのままＣ言語に書き換わっていま

す。このように演算がほとんどの場合には、ネイティブメソッド化は容易に行え

ます。

図

1９３
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１

columnＮＤＫは処理速度のための特効薬か？

ＮＤＫを使用する動機には、処理速度の向上のためと、And『Oidフレー

ムワークでは提供されないLinuxカーネルの機能を利用するためという

２つがありますｃこれは本文でも解説した通りです。

後者の動機については、ＮＤＫを使うより他に方法がありません。しか

し、前者の処理速度については、十分に考慮する必要があります。

まず、ＤａＭｋＶＭが内部で保持しているデータ橘造と、Ｃ/C+＋言語の

ABIとの間には互換性がありません。そのため、ＮＤＫで構築した共有ラ

イブラリを呼び出すにあたっては、データ柵造を変換し、また受け取る

ときにも変換します。このオーバヘッドは、決して軽いものではありま

せん。データ櫛造変換のオーバヘッドを避けるためには、DalvikVMと共

有ライブラリの間の行き来を少なくする必要があります。本文では、説

明のために単純な加算を行うだけの処理を例示しましたが、実際には、

あのような処理を行えばＮＤＫ無しで柵築したアプリケーションよりも確

実にパフォーマンスの悪いアプリケーションになります。

また、Android22以降は、ＤａＭｋＶＭにＪＩＴコンパイラ（JustInTime

Compiler）が追加されました。ＪＩＴコンパイラは、仮想マシンの内部で

実行された部分をネイティブコードに励的に変換する処理です。ＪＩＴコン

パイラは、比較的大きなメモリが必要となり、最初の処理には時間がか

かります。しかし、繰り返し実行される場合の２回目以降は、高速な実

行が可能となります。

これらの事情を踏まえると、処理速度の向上のためにＮＤＫが寄与でき

る状況というのは、かなり限られてきます。

まず、１回目の処理からある程度の処理速度が必要な鳴合には、ＪＩＴコ

ンパイラではなくネイティブメソッドに頼らざるを得ません。

また、メモリが乏しい埋合にはネイティブメソッドのほうが好まれる

かもしれません。ネイティブメソッド内での処理が複雑で、データの受

け渡しが頻繁でない場合には、JNlでのオーバヘッドが相対的に小さく

なるので優位になる可能性があります。

このように害<と、ＮＤＫの優位性はかなり限定的なように思えるかも

しれませんが、ともあれ処理速度を向上させるための方法というのは要

求の割には限られており、制約があるにせよ選択肢が残されていること

は重要です。ＮＤＫが処理速度を確保するための特効薬とは必ずしも言え

ませんが、身に冠けておく必要がある技術と言えます。

『.q』_｡届ず１,四Ｉ

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

二:顔=・蝶

聯



Part窪、
国

し』 ３
外部デバイスとの接続

§化できます。本書では､接続可能なデバイス

ことが多いBluetoothとＵＳＢを採り上げてぃ

れぞれ

を用いて開発効

エー

本パートでは､スマートデバイスの枠を超えて､外部デバイスとの接続を

行うためのプログラミングを解説します。

特に組み込みボードでは､標準でサポートされているセンサデバイスが無

いことが多く､外部デバイスを上手に活用することで開発の期間や費用を

効率化できます｡本書では､接続可能なデバイスが多くそれぞれが廉価で

あることが多いBluetoothとＵＳＢを採り上げています。

BIuetoothではフィジカルなインタフェースデバイスとの接続を例示しま

す｡ライブラリを用いて開発効率を上げる方法も例示します。ＵＳＢでは、

ＵＳＢホストとAndroidOpenAccessoryの両方を解説します。

とが多く､外部デバイスを上手に活用す

;化できます。本書では、接続可能なデノ

Ｉ

9章Bluetoothフレームワーク Ｒ１９６

１０章バランスWiiボードとの接続一P､221

11章ＵＳＢデバイスの接続Ｐ園233

１２章ＡＤＫデバイスとの接続ＤＫ P､２４７
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Part３１外部デバイスとの接続イスとの

Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈフレームワーク
９
－－

ミユ

し

ユビキタスコンピューティングが実用的になるにしたがって、小さなデバイ

スの間の連携を求める声が強くなっています。Bluetoothは、ＰＡＮ（Pe｢sonal

AreaNetwork）を支える無線規格の中では、民生用として一定の支持があり、

スマートフォンやタブレットといったスマートデバイスの多くが、Bluetooth

のハードウェア的なサポートを行っています。AndroidもBluetoothを用いた

アプリケーション・プログラムのためのフレームワークを提供しています。

本章では、アプリケーションから、Ando｢ｉｄシステムが提供するフレームワー

クを活用する方法について、サンプルプログラムを交えながら示します。

Bluetoothは、ＰＡＮを実現することを想定した無線通信規格です。無線LAN

の規格であるiEEE80211bと同じ､2.4ＧHz帯を用いています｡概ね１０ｍから、

遠くても１００ｍ圏での通信を想定しており、所有者が所持している端末を中心

にして、周辺機器を繋ぐような用途が想定されています。

2.4ＧＨｚ帯は、ＩＳＭ帯と呼ばれています。いくつかの条件を満たすと無線局と

して申請や免許が要らない代わりに、他の無線局や電子レンジなどのノイズ源が

多く存在する周波数帯です。BIuetoothは、物理層で周波数ホッピングなどを

行い、他の2.4ＧＨｚを使用する別の通信規格や瀬子レンジなどから出るノイズ

による干渉を避けるよう設計されています。しかしながら、実際には干渉が起こ

り、転送速度の著しい低下が起こる場合があります。そのため、通信品質によっ

て人体や物に危害を与えるようなシステムに使うことは勧められていません。

《 鰯

勺
凹
『
芹
四

１Ｂ９■■〔9-'Bluetoothの概要 鰯１．１

1９６ 組み込みAndroidプログラミング入門雌しめてのフィシカルコンピューティング
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Bluetoothは、ＰＡＮ（Pe｢sonalAr

生用として一定の支持があり、さ

フレームワークでもサポートされ

eaNetwork）を支える無線規格の中では、民

まざまな分野に活用されています。Android

ています。

。
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9章ｌＢＩｕｅｔｏｏｔｈフレームワーク

lゴロZ別し

陸Z蝉信到達距離……一一一一一…
Bluetoothの通信到達距離に関しては、クラスという区分けがされており、

利用場面によって使い分けられます（表9.1)。到達距離は、見通しがよくノイ

ズによる干渉が少ない屋外を想定しています。この距離まで到達することが保孤

されているわけではありません。

本書が例題に挙げるようなスマートデバイスとの接続の場合は、クラス２が

適切で、また入手性が良いBluetooth関連製品の多くもクラス２に準拠してい

ます。

、表９．１ＢｌＵｅｔｏｏｔｈのクラスと通信到達距離

■■■中＝■ｐ■■や■守巳呼■甲■甲一 宇一巳■■■与宇一■■■■■●｡｡●●■巳■■●｡■凸■■■■●●●■■■■■■■■唾■■■ ■｡①－画■■■■■■凸凸■■■■凸一■■■■■■■■凸▲凸ユ■■凸凸▲▲凸■凸■凸▲凸▲凸▲■ロロ■凸星－－ロロニニョ

Ｃｌａｓｓ１ １００，Ｗ

Bluetoothは、論理隅として、複数のプロファイルが規定されています。代

表的なプロファイルを表９．２に示します。これらは階層になっているものもあ

ります。Bluetooth対応機器は、すべてのプロファイルを実装する必要はあり

ませんが、２つの機器が接続されるには、お互い機器が適切なプロファイルを提

供している必要があります。

９
章

1９７

’'００，Ｗ，o０ｍＣｌａｓｓｌ

Ｃｌａｓｓ２

Ｃｌａｓｓ３

２．５，Ｗ

１，Ｗ

１０ｍ

１ｍ

クラス 出力到達距離



ＧＡＰ(GenericAccessPmfiIe】 機器の接続認証暗号化を行うプロファイル

あ表９．２代表的なフ扇口ファイル

プロファイル 意味

ＧＡＰ(GenericAccessPmfiIe） ｜機器の接続認証暗号化を行うﾌ゚ﾛﾌｧｲﾙ

プロファイ 意味ル

Ｐａｒｔ３Ｉ外部デバイスとの接読

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ビユーティンク

で
“
『
痔
“

1園８

SＤＡＰ(ServiceDiscoveryApplicalion
P｢ofile）

ＳＰＰ(SeriaIPortProIile）

ＤＵＮ(Ｄｉａｌ･upNetworkingProfiIe）

FTP(FilGT｢ansIerProIile）

ＨＩＤ<HumanlnteriaceDevicePro(ile）

HＣＲＰ<HardcopyCableReplacemenl
Profile）

ＢＰＰ(BasicPrintProfile）

OPP(ObjectPushP『ofiIe）

ＳＹＮＣ(SynchronizationProfile）

ＬＡＰ(LANAccessProiile）

FAX(FAXProfile）

ＨＳＰ<HeadsetProfile）

HFP<Hnnds-FreeProiile〉

BlP(BasicImagingProfile）

PAN(PersonalAireaNetworkProfile）

A2ＤＰ<AdvancedAudioDisIribution
ProIiIe〉

ＡＶＲＣＰ(Audio/VideoRemoteConlrol

Profile）

PＢＡＰ(PhoneBookAccessProfile）

OＢＥＸ(ObjecIExchange）

他のBluetooth機器が提供する機能を調べる
プロファイル

BIueiooth機器を仮想シリアルポート化する

プロファイル

電話を介してネットワークにダイヤルアップ接続

するプロファイル

端末同士でデータ娠送を行うプロファイル

マウスやキーボードなどの入力装過のための

プロファイル

プリンタへの出力プロファイル

基本的な印刷制御です｡プリンタのための
プロファイル

名刺データの交換などを行うプロファイル

スケジュール帳や電話帳の同期のための

データ転送プロファイル

BIuetoolhを利用して無線LANを禍築する
プロファイル

FAXの送信プロファイル

ヘッドセットとの音声送受信を行うプロファイル

HSPの機能に加え､通信の発信.蒲信機能を
持つ｡ハンドフリー機能のためのプロファイル

岬止画倣をi帳送するプロファイル

小規模ネットワークを実現するプロファイル

ヘッドフォンに高音斑ステレオ音声を伝送する

プロファイル

ＡＶ機器のリモコン機能を実現するプロファイル

誼話帳のデータを転送するプロファイル

オブジェクト交換(ＯＰＰ､ＢｌＰ､ＦＴＰ､ＳＹＮＣ)で
潔祇を提供するプロファイル
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9寂lBluetoothフレームワーク

トペアリング

ペアリングはBluetooth対応デバイスを使ったことがある方なら－度は行っ

たことがあるかと思います。

BIuetooth機器は、それぞれに世界で一意となる機器アドレスを持っていま

す。Bluetooth機器同士での接続では、最初に、それぞれの機器アドレスを指

定し、パスキーと呼ばれる文字列を入力することで、実連用時の通信暗号化に必

要な暗号雌を交換します。

この操作を「ペアリング」と呼びます。一度ペアリングを行った後、

Bluetoothデバイスは、別段の理由がない限り相互にその事実を記憶していま

す。ペアリングが行われたデバイス同士は、自動的／半自動的に接続を再確立で

きます。

ｑ
〃
幸
早

無線は特殊な遮蔽物がなければ、自分が所有していない端末でも傍受や通信

が可能です。もちろん、BIuetoothのように個人111｣報をやり取りする可能性の

ある通信規格で、誰とでも通信可能というのは好ましくありません。そこで、

Bluetoothでは、いくつかのセキュリティ機能を提供しています。

ただし、これらのセキュリティも完全ではありませんし、過去にはBluetooth

プロトコル・スタックのパグによる脆弱性が見つかった例もあります。無線は有

線に比べるとセキュリティリスクが高いということを認識して運用する必要があ

ります。

1９９

Ｌ ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ意味
通話機能を持った端末同士を公衆電話網を

ＩＣＰ(lntercomProfile）
介さずに直接接続させるブロファイル

ＩＣＰ(lntercomProfile）

ＨＤＰ(HealthDeviceProfile） 健康管理機器を接続するプロファイル
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Pa『ｔ３Ｉ外部デバイスとの接観

ｂ発見可能モード

ペアリングは予期せぬ機器との接続を難しくしますが、その難度はパスキーの

複雑さに依存します。パスキーが単純なものだった場合には、明確な悪意を持っ

た攻撃者からの防御は不可能です。

Bluetoothは、ペアリング時には、お互いの機器を発見できるように、近傍

にいるすべてのBluetooth対応デバイスに自分の機器アドレスを通知する必要

があります。しかしながら、ペアリングが行われた後は、暗号化鍵と一緒に相手

の機器アドレスも保持しています。ペアリング成立以降は、自らの機器アドレス

を周囲に通知する必要はありません。

そこで、Bluetoothデバイスは、ペアリングを行う限られた時間のみ他のデ

バイスに自分の機器アドレスを通知し（発見可能モード)、それ以外では通知を

行わない（発見不可能モード）にすることで、自らが近くに存在していることを

知られないようにしています。

lE喋剛h雛嘘捨靭関侭………………………
Bluetoothは、現在は、その伝送速度の高さから音声通信（ヘッドフォンや

マイク）など幅広い用途に用いられています。しかしながら、BIuetooth規格

の立案当初は、近距離通信の手段として用いられていた赤外線通信の置き換えが

想定されていました。そのため、仕様の基本的なところで、赤外線通信規格であ

る|｢ＤＡの影響が見られます。

Bluetoothと競合する規格は、ZigBeeなどいくつか存在します。しかしなが

ら、ＩｒＤＡを既に採用していたＰＤＡや携帯電話がBluetoothを植極的に採用し

たこと、また､その後､ユーザインタフェースや音楽再生や通話のためのプロファ

イルが追加になったことなどあり、携帯電話やメディアプレイヤーとの接続が想

定される場面ではBluetoothが事実上の標準となっています。

Bluetoothは、ＰＤＡで採用になったこともあり、キーボードやマウスなど、

いわゆるＨＩＤデバイスのプロファイルが用意されています。ＨｌＤプロファイル
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