
9軍lBIuetoothフレームワーク

Iま、先にこの用途で標準的な規格となっていたＵＳＢバスの影響を受けています。

事実上の標準となっていることで、ハードウェアの価格面で優位な状態にあり、

当面はBluetoothの優位が続くものと見られています。

に００tｈハスのホートーロ

Bluetoothは、パソコンなどでも広く用いられている規格であるため、デス

クトップ版など組込み用途でないLinuxでも積極的に開発が進められてきまし

た。そのため、Bluetoothに関連するソースコードは、十分に枯れたものとなっ

ています。Bluetoothフレームワークを経由してAndroidアプリケーションか

ら操作する場合には、Android固有の処理を経由することになりますが、多く

がBluezが提供しているＡＰ|をＪａｖａでラップしたものとなっていますので、信

頼性は高いものと見倣せます。

BIuetoothの通信を行うためのハードウェアも、ＵＳＢバスで接続するドング

ルのためのドライバが存在しています。これらのドングルハードウェアは、パソ

コンで使っているものであるため価格が十分にこなれており、廉価帯では一個を

市中で探しても数百円からで購入できます。

本節では、Androidシステムの各層が、どのようなBluetoothサポートを提

供しているのかを概説します。

l剛M翻言棚繋登城三t……………………………
BIuetoothのいくつかのプロファイルはＵＳＢと考え方が極めて似通っており、

従来から存在していた（レガシーな）デバイスのバスを抽象化して置き換えるも

のです。Linuxカーネルは、Bluezという、広くLinux一般で用いられているプ

ロトコル・スタックによってシリアルポートやＵＳＢデ､バイスのように振る舞う

ことで、いくつかのプロファイルに基づくデバイスをBluetoothであることを
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上手に隠蔽しています。

Bluezにより抽象化されたBluetoothデバイスは、レガシーなデバイスと同

じように（Bluetoothデバイスであることを意識せずに）Androidアプリケー

ションから使えます。たとえば、BluetoothHlDプロファイルをサポートして

いるAndroidシステムでは、BluetoothHlDプロファイルに対応したキーボー

ドやマウスは、ＵＳＢなど他のバスで接続されたキーボードやマウスと区別なく

And｢oidアプリケーションで活用できます。

しかしながら、LinuxカーネルがサポートしていないデバイスをAnd｢oidで

サポートするためには、Bluetoothデバイスを直接操作する必要があります。

この場合、Bluezは、エミュレーションが難しい特殊なデバイスに対して、上位

層にBluetoothへのアクセス手段を提供しています。

1A､伽、f三豊?房?驚畳堂徽…………………
BluezによってLinuxカーネル層で抽象化されたデバイスに関しては、

And｢oidフレームワークよりも上の層では、Bluetoothデバイスであるかどう

かを気にせずに活用できます。むしろ、Bluetoothデバイスであるかどうかを

Androidアプリケーションが知ることはできません。

Androidフレームワークによるサポートが必要な場合は、Linuxカーネル層

で抽象化できないような特殊なデバイスをコントロールする場合です。

AndroidアプリケーションからBluetoothデバイスを直接操作するＡＰ|は、

公式にはAndroid○ｓのバージョン２．０（APlLevel5）以降から存在してます。

しかしながら、APlLevel2～４のプラットフォームでは、隠しＡＰ|が存在して

おり、非公式ながらも利用はできました。このような事情により、Androidで

のBluetooth利用に関する情報は、やや混乱気味なので注意が必要です。

ゆＡＰＩＬｅｖｅｌ２～4環境のための互換ライブラリ

APlLevel5よりも前のバージョンでのBluetooth利用に関しては、隠しＡＰ’

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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の上に被せるいくつかの非公式ライブラリが存在していました。

それらのライブラリの特徴には、それぞれ一長一短あります。本刈では、現行

のＡＰlとの互換性に優れたライブラリとして、backpo｢t-android-bluetoohプ

ロジエクト(注'>を紹介します。

backpolt-and｢oid-bluetoothプロジェクトの成果物は、ＧｏｏｇＩｅＣｏｄｅ上

で公開されており、ApacheLicenseZOに沿って自由に利活用できます。本章

では、基本的にはAPlLeveI5以降のプラットフォームを対象としますが、APl

Level2～４のプラットフォームについては、backpo｢t-and｢oid-bluetooth

を併用することで互換が取れることを考慮します。

魁0膳‘

③，

注１http://code・googIe･ｃＯｍ/p/backpoJt･andIoid/bIuetoomノ

。
〃
幸
皐

Bluetoothは、既存のさまざまなデバイスをエミュレートし無線化するため、

非常に複雑な構造になっています。そのため、Linuxカーネルによる抽象化が得

られない特殊なBluetoothデバイスを操作する場合でも、誰かが作ったライブ

ラリがあれば、職極的に流用することを検討すべきです。

しかしながら、そのようなライブラリでの通信がうまくいかない時など、

BIuetooth接続に関する最低限の操作はできたほうが好ましいです。また、パー

ミッションに関する知識は、どのようなライブラリを使う場合でも必要になりま

す。なにより、他の誰もライブラリを作ったことがないデ‘バイスならば、自分で

作るほかありません。ここでは、Bluetoothデバイスと接続するまでの手順を

簡単に紹介します。
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l警雲聾罵鮪薫……………………………
Bluetoohは、使われ方によっては、And｢oidシステム内にある情報を流

出させる可能性があります。そのため、使用するアプリケーションは、その旨

をAndroidManifest､xmlに記述しなければなりません。Bluetoothの使用に

必要なパーッションには、and『oid､permissionBLUET○○ＴＨと、android・

ｐｅ『missionBLUET○○TH-ADMINの２つがあります。

ＢＬＵＥT○○TH-ADMINは、名前の通り、Bluetoothの設定など管理者的な設

定を含め許可します。

ＢＬＵＥT○○ＴＨは、ＢＬＵＥT○○TH-ADMlNで得られる許可のうち、接続要求・

接続の確保・通信など限られた機能を許可します。

通常のアプリケーションでは、ＢＬＵＥT○○TH-ADMlNで得られる権限は強力

すぎます｡特に不特定多数がインストールするアプリケーションの場合は､セキュ

リティを高めるためにもユーザから不審に思われないためにも、ＢＬＵＥT○○ＴＨ

権限の使用をお薦めします。

<uses-permlsslonandrold:name-'0androld､permlsslon･BLUETOOTHo,／＞

I旦鳴卿h癖備舞鞭認開測輔…………
操作したいデバイスがなんであれ、Bluetoothの処理の開始部分は、概ね似

通ったものになります。アクティビテイの－部であるリスト９．１を見ながらざっ

と処理を追ってみましょう。

③リスト9.1Blutoothの有効化

importandroid・bluetooth・B1uetoothAdapter

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 ﾃｨﾝｸ゙
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B1uetoothAdapterbluetoothAdaptｅｒ＝B1uetoothAdapter･

getDefaultAdapter(）；／／‐-‐①

1ｆ（bluetoothAdapter-null）｛

／／エラー処理

return；／／‐-‐②

｝

1ｆ（lbluetoothAdapter､1sEnabled(））｛／／‐-‐③

Ｉｎｔｅｒｎｔｌｎｔｅｒｎｔ＝ｎｅｗＩｎｔｅｎｔ（Ｂ１ｕｅｔｏｏｔｈＡｄａｐｔｅｒ・

ACTION-REOUESLENABLE)；

startActlv1tyForResult(１，tent，REQUEST-ENABLE-BT)；

／／‐-‐④

｝

And『oidシステムが提供する他のデバイスサポートと同様に、Bluetoothも、

ターゲットにハードウェアが存在するかどうかは判りません。よって、まずは存

在チェックを行う必要があります。

①では、BluetoothAdapterのインスタンスを取得しています。もし、ター

ゲットにBluetoothのハードウェアが存在しない場合には（例外発生ではなく）

nullが返ります。

nu1lが返った場合には、②のように、話はここで終わってしまいます。アプ

リケーションとしては、適切なエラーメッセージをユーザに提示し、Bluetooth

のサポートが動作にとって重要なアプリケーションであれば、終了させることに

なるでしょう。

BluetoothAdapte｢のnull値チェックは、ハードウエア障害に備えて、組込

みボードでの利用などハードウェア構成が明確な場合でも行うべきです。チエッ

クを怠った場合には、次の③でNullPointe｢Exceptionが発生するリスクを負い

国
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ます。

Bluetoothは他の無線デバイスに比べると低消費電力ではありますが、それ

でも一定の電力を消費します。また、望まない相手とペアリングしてしまうとい

うセキュリティ上のリスクも、僅かながらでもあります。そのため、BIuetooth

はハードウェアとして搭載していても無効になっていることが少なくありませ

ん。

ハードウェアとしてBluetoothをサポートしていてAndroidシステムが

Bluetoothを無効にしている場合には、③でfalseが返ります。Androidシス

テムでは、撫効になっているBluetoothを有効にするためには、ユーザのアク

ションが必要です。これはセキュリティ上の問題が絡むので致し方ありません。

アプリケーションから、ユーザにＢ(uetoothを有効にするようユーザに促す

場合には、④のようにlntentを用いるのが定石です。ここで、Ｕ１を操作してい

るユーザは、有効にするか否かを選べます。

Bluetoothの有効化に成功すると、startActivityForResultOメソッドを

呼び出したアクティビテイのonACtivityReSultOメソッドが呼ばれ、引数

resuItCodeの値としてＲＥＳＵＬＴ○Ｋが渡されます。

もしユーザ．が拒否したなどの理由でBIuetoothの有効化に失敗すると、同様

に引数resultCodeの値として､RESULTCANCELEDが渡されます｡アプリケー

ションによっては、RESULTCANCELEDでコールバック呼び出しがあった場

合には、エラーとしてユーザに通知する必要があるかもしれません。

このように、Bluetoothデバイスの存在確認と有効化は極めてシンプルな手

順で行えます。

l旦照99噸湘蛎霊………………一…
既述の通り、近傍にある全く関係のないデバイスが傍受や通信が可能にならな

いよう、Bluetooth機器はペアリングによってお互いを認証する必要がありま

す。ペアリングにおいては、機器の探索が必要になります。

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ク
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And『oidアプリケーションでの、Bluetoothデバイスの検索は２通りの方法

があります。１つは、システムが記憶している、ペアリングを済ませたデバイス

のリストを問い合わせる方法です。もう１つは、近隣に存在しているデバイス

をスキャンする方法です。後者は、ペアリングを行うための前段として必要とな

ります。

ゆくアデバイスの問い合わせ

デバイスの発見には無線通信が必要となります。必要なＣＰＵ資源や消費電力

を考えると、コストの高い処理です。このコストを下げるため、Androidアプ

リケーションは、デバイスの発見を行う前に、ペアデバイスの情報をAnd『oid

フレームワークに問い合わせるべきです。アプリケーションが要求するデバイス

が既知のものであれば、デバイスを発見するコストが不要になります。

ペアデバイスの問い合わせは、下記の１行で行えます。

Set<B1uetoothDevice＞palredDev1ces-buletoothAdapter，

9etBondedDev1ces（）；

bluetoothAdapterは、Bluetoothの有効化の際にBluetoothAdapter､get

DefaultAdapter()で取得したものを使います。一般にAndroidシステムには

複数のペアデバイスが存在しえますので、getBoundedDeviCes()の返値は、

BluetoothDeviceのセットオブジェクトとなっています。

Ｂ(uetoothDeviceには、いくつかのgetterメソッドがありますが、接続を開

始するために必要なのはgetAdd｢essOで得られるＭＡＣアドレスです。

惨デバイスの発見

And『oidフレームワークにペアデバイスを問い合わせても該当するデバイス

が見つからなかった場合には、デ‘バイスの発見を行います。デバイスの発見には

数十秒単位の時間がかかることが珍しくないため、非同期処理を行うことになり

ます。デバイスの発見は、下記の１行で開始されます。

国
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boo1result＝bluetoothAdapter･startD1scovery(）；

「esultは、発見処理が正常に開始されたときにtrueになります。非同期処理

ですので、sta『tDiscove『y()メソッドから戻った時点では、発見処理は終了し

ているとは限らないことに注意が必要です。

And｢oidシステムは、発見した各デバイスに関する情報をBluetoohDevice、

ACT'○ＮＦ○ＵＮＤのブロードキャストインテントに載せて発信します。そ

のためアプリケーションは、BluetoothDeviceACT'○ＮＦ○ＵＮＤに対する

B『oadcastReceive｢を登録する必要があります。

BluetoothDeviceACT'○ＮＦ○ＵＮＤインテントには、追加のフィー

ルドとしてＥＸＴＲＡＤＥＶｌＣＥとEXTRACLASSを持っており、それぞれ、

BluetoothDeviceとBluetoothClassのインスタンスとして扱えます。

ソースコードの具体的な処理は、リスト９.２のようになります。

③リスト9.2Bluetoothデバイス発見を受け取るブロードキヤストレシーバ

prlvatennalBroadcastRecelverbroadcastRecelver-new

BroadcastRecelver(）｛

publlcvoldonReceive(Contextcontext，Intentlntent）｛

Strlngaction＝fntent,9etAction(）；

１ｆ（B1uetoothDev1ce・ACTION-FOUND・equalｓ(actlon)）｛

B1uetoothDev1cedev1ce■１，tent・getParcelableExtra

(B1uetoothDevlce・EXTRﾉLDEVICE);

/／発見されたデバイスに関する処理をここで

｝

｝

}；

IntentF11termter-newIntentF11ter(B1uetoothDevlce．

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



9章lBIueloothフレームワーク

ACTION-FOUND）；

re91sterRecelver(broadcastRecelver，nlter)；

ｂ｢oadca5tReceive｢オブジェクトは、アクテイビテイがdest｢ｏｙされるとき

までにはunregiste『されるべきです。また、Bluetoothデバイスの発見処理は、

多くのリソースが消費される重い処理です。

接続対象のデバイスを見つけたら、ペアリングや接続を試みる前に必ず発見処

理を停止すべきです。発見処理は、下記の１行で停止されます。

boolresult＝bluetoothAdapter・cancelD1scovery(）；

resultは、発見処理が正常に停止されたときにt『Ｕｅになります。また既に

Bluetoothデバイスとの接続が行われている状態での発見処理の実行は、既存

の接続に利用できる帯域を圧迫します。他のBluetoothデバイスが接続中の発

見処理は、可能な限り避けるべきです。

膨自デバイスを発見可能にする

既述のセキュリティ上の理由により、And『oidシステムも、発見可能モード

への移行は明示的に行う必要があります。ローカルデバイスを他のデバイスから

発見可能となるようにしたい場合は、リスト９３のように、アクシヨンインテ

ントACT'○N-REQUEST-DlSCOVERABLEを呼び出します。

③リスト9.3自デバイスを発見可能にする処理

Intentdlscoverablelntent画newIntent(B1uetoothAdapter・

ACTION-REOUEST-OISCOVERABLE）；

dfscoverablelntent・putExtra(B1uetoothAdapter･EXTRA

DISCOVERABLE-DURATION，300)；／ノー-‐①

startActlv1ty(dlscoverablelntent）；

図
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＠にある付加情報EXTRADlSC○VERABLEDURAT'○Ｎは、発見可能

モードのままでいる時間を秒数で指定します。EXTRADlSC○VERABLE

DURAT○ｌＮを付けずに、または値として０未満または３６００より大きな値を

設定して発行されたインテントについては、１２０秒が設定されたものと見｛放さ

れます。

Bluetoothがデバイスで有効になっていない状態でデバイス発見機能を有効

にすると、BIuetoothは自動的に有効になります。

デバイス発見機能の状態に変化があると、And『oidシステムは、ＡＣＴＩ○N

SCＡＮＭ○ＤＥ－ＣＨＡＮＧＥＤインテントをブロードキャストします。ACT1○Ｎ

ＳＣＡＮＭ○ＤＥＣｌ－ｌＡＮＧＥＤインテントには、ＥＸＴＲＡＳＣＡＮＭ○ＤＥと

EXTRAPREVl○US-SCANM○ＤＥという拡張属性が含まれ、現在の状態と前

同涌知した状態を得ることができます（表9.3)。

旬表9.3デバイス発見機能の状態変化に伴うフロードキヤストインテント

l御事里E畷推雷雲i堕溌……………一…………
Bluetooth機能は、ユーザの明示的な操作や、他のアプリケーションによる

処理によって状態が変化する可能性があります。状態変化が起きた場合には、

Androidシステムは、android､bIuetooth､adapter・ａｃｔｉｏｎＳＴＡＴＥＣＨＡＮＧＥＤ

インテントをブロードキヤストします。アプリケーションは、このブロードキヤ

ストインテントを受信することで、BIuetoothの状態変化を知ることができま

す。

Part3I外部デバイスとの接統

で
“
『
毎
画

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ク

定数 雛

BluetoothAdapler･ＳＣＡＮ－ＭＯＤＥ
ＣＯＮＮＥＣＴＡＢＬＥ

BIeloothAdapIer・ＳＣＡＮ－ＭＯＤＥ_‐

ＣＯＮＮＥＣＴＡＢＬＥＤｌＳＣＯＶＥＲＡＢＬＥ

BluetoothAdapte『､ＳＣＡＮＭＯＤＥＮＯＮＥ

意味 型

発見可能モード無効だが､接続は可能

発見可能ﾓｰド有効で､接続も可能

発見可能モード無効
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受信の方法は、一般的なブロードキャストの受信とかわりません。まず、アプ

リケーションがブロードキャストインテントを受信する旨をAndroidManifest・

xmlで宣言します。

<1ntent-fllter＞

＜actlonandrold:name=O0androld･bluetooth､adapter･ａｃｔｌｏｎ、

STATECHANGEDoo／＞

</1ntent-nlter＞

ブロードキャストレシーバーのソースコードはリスト９.４のようになります。

⑳リスト9.4Bluetoohの状態変化を受け取るブロードキャストレシーバ

publlcclassReportRecelverextendsBroadcastRecelver（

publlcvoldonRecelve（Contextcontext，Intentfntent）｛

Bundleextras再ｉｎtent､９etExtras（）；

１ｎｔｓｔａｔｅ－ｅｘｔｒａｓ･getInt(B1uetoothAdapter・EXTRA

STATE）；

１ntprevState■extras･getlnt(B1uetoothAdapter･

EXTRAPREVIOUS-STATE）；

／／状態に応じた処理

｝

）

このように、lntentのEXTRASTATEに現在の状況、EXTRAPREVl○ＵＳ

ＳTATEに前回通知時に状態が格納されます。状態が取りうる値は表９.４のよう

になります。

図
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■表９．４ブロードキャストレシーバが通知するＢｌｕｅｔｈｏｏｔｈの状態を示す価

〔9-4RFCOMMによる接続 ①

BluetoothAdapter､ＴＵＲＮｌＮＧ○FＦが通知された時、Bluetooth接続が存

征する場合は後処理を行う必要があります。

BluetoothAdapter,ＴＵＲＮｌＮＧ○Ｎが通知された時点では、まだIBluetooth

接続はできません。音声の準備など時間のかかる処理をＴＵＲＮｌＮＧ○Ｎの通知

で始めることで、Ｂ(uetoothを有効にしている時間を少しでも短く済ますなど

の使い方があります。

9-4RFCＯＭＭによ 旬
デバイス間のペアリング'が終了したら、通信が可能となります。Androidフ

レームワークでは、B1uetoothSocketというＡＰＩによって、BIuetoothの基盤

をなすプロトコルであるRFC○ＭＭを用いた通信機能を提供しています。

BIuetoothSocketは、ＴＣＰ/|ＰやＵＤＰ/ｌＰで用いられるソケットインタフェー

スと設計が似ています。サーバクライアントモデルが採用されており、どちらか

をサーバとして先に立ち上げ、もう片方がクライアントとしてサーバと接続しま

す。

2１２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ユーテインク

i討議儲ＷＺＷｒ烹損蕊構築荊繋…………
ヘッドフォンやキーボードのように情報の流れが一定のような機器の場合は、

クライアント／サーバ型の接続でも違和感はありませんが、スマートフォン同士

BIuetoothAdapIer･ＳＴＡＴＥＯＦＦ

BIuetoothAdapter・ＳＴＡＴＥＯＮ

B1ueloolhAdapler･ＴＵＲＮｌＮＧＯＦＦ

Ｂｌｕｅｌｏｏ１ｈＡｄａｐｌｃｒ・ＴＵＲＮｌＮＧＯＮ

Bluetoolhが有効になっていません

BIuetoothが有効になっています

B1uetoothがもうすぐ無効になります

Bluetoothがもうすぐ有効になります

で
“
『
《
“

値 意味
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のようにお互いの関係が平等なような構成では、クライアント／サーバ型では使

い勝手に難がでることも想像されるかもしれません。

しかし、BluetoothSocketは、１つの端末内でサーバとクライアントを兼ね

ることを禁止してはいません。実装上のテクニックとして、ペアとなっている２

つの端末の両方がサーバソケットを開放しつつ、必要なときにクライアントとし

て他方に接続を行うということは可能です。

このようにして、互いの関係がフラットな構成でもBluetoothSocketでアプ

リケーションを構築できます。

!〃M鷺溌徽柵》聾》揚含璽喋………一
ペアリング､が行われていないデバイス間でBluetooth通信を行おうとした場

合には、Androidフレームワークは、自動的にペアリングのためのダイアログ

を表示してユーザに処理を促します。ペアリングについて何らかの結果(注2)が得

られるまで、呼び出しはＡＰＩ内部でブロックされます。この場合、ペアリング

に失敗した時には、ＡＰ|からは例外が返ります。通信の成否に時間制約があるな

ど別段の事情がある場合を除き、アプリケーション側で、事前にペアリングが成

立しているかどうかを気にする必要はありません。

l廿烹《Ｗｌ儲雲1拠零………………………………………
サーバ側は、BluetoothSe｢ve｢Socketのインスタンスを生成し、クライアン

トからの接続を待ち受ける必要があります。BluetoothSe｢verSocketからは、

クライアントからの接続が行われた場合に、通信用のBluetoothSocketが得ら

れます。

注２成功かもしれないし、ユーザによる拒否やタイムアウトなどかもしれない。

図

２１３
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Part31外邸デバイスとの接続

TCP/|ＰやＵＤＰ/|Ｐのサーバソケットは多くの場合１対多の接続となりま

すが、Bluetoothで行われる通信の多くは１対１もしくは１対少数での接続

となります。そのため、多くの場合、想定される数だけの接続が成立したら、

BluetoothServerSocketは破棄し、成立した接続が切断されたあとで新たに

BluetoothServerSoCketを生成します。

以下に、サーバソケット関連の処理概要を示します。

，サーバソケットの取得

サーパソケットを取得するには、検索や発見したBluetoothAdapterクラ

スのインスタンスに対して以下のようにliStenUSingRfcommWithSe『viceRe

cordメソッドを呼び出します。listenUsingRfcommWithServiceRecordと

いう名前が示す通り、このメソッドは単にサーバソケットを返すだけではなく、

BlutoothのＳＤＰ（ServiCeDisCoveryP｢otocol）のデータベースにサービス

の内容を登録します。

B1uetoothServerSocketbluetoothServerSocket-

bluetoothAdapter､１１stenUsln9RfcommlAllthServlceRecord

（NAME，ＵＵＩＤ)；

ここで、ＮＡＭＥはStringで、このサービスを識別するための名前です。任意

の文字列を指定できます。ＵＵｌＤはＵＵｌＤクラスのインスタンスで、こちらは

接続要求に応えるサービスを一意に決めるものです。ＵＵｌＤは、フォーマットが

決まっており、１２８ビットの数値に変換できます。

And｢oidフレームワークは、BluetoothServe『Socketの生成時に指定した

ＵＵＩＤを持ったクライアントからの接続要求にのみ応じます。そのため、サー

バとクライアントが同じＵＵｌＤを持っていれば接続は可能です。しかしながら、

規定されたプロファイルに準拠したBluetooth機器との通信のために、幾つか

のＵＵｌＤは予約されています。市販の機器との接続を行う場合には、それら予

約されたＵＵｌＤを指定する必要があります。

組み込みAndroidプログラミング入門はじめてのフイシカルコンピューティング
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ゆ接続要求の受信開始

BluetoothSe｢verSocketのインスタンスを取得したら、接続要求の受信を開

始します。具体的には、TCP/ＩＰやＵＤＰ/|ＰでのServe｢SoCketと同じように

accept()メソッドを呼び出すだけです。受信要求を受信すると、返値として、

通信のために必要なBluetoothSocketのインスタンスが得られます。accept(）

メソッドで得られるBluetoothSoCketのインスタンスは既にクライアントと接

続された状態にありますのでconnectOメソッドを呼び出す必要はありません。

accept()メソッドは同期処理です。アクティビティ中などで呼び出すと、フ

レームワークから「アプリケーションが応答していません」という醤告ダイアロ

グが表示される元となります｡専用のスレッドをたちあげて処理を行うべきです。

B1uetoothSocketbluetoothSocket画bluetoothServerSocket，

accept（）；

陰サーバソケットのクローズ

アプリケーションに必要な一定数の接続要求を受信したら、dose()メソッド

で、BluetoothServe｢Socketを破棄します。

bluetoothServerSocket･close（）；

BluetoothServe｢Socketを破棄しても、接続要求に応えて生成された

BluetoothSocketには影響はありません。この点もServe｢Socketと同様です。

accept()メソッド接続要求待ちのBluetoothServe『Socketに対してdose(）

メソッドを発行すると、accept()メソッドで'○Exceptionが発生しますので、

適切に対処する必要があります。

２１５



２１６

Part３１外部デバイスとの接錬

l禰万鷺撫蛎蕊処埋…………………………
クライアントからの接続処理も概ねSocketと類似していますが、

BluetoothSocketに固有の処理もあります。以下に接続処理の概要を示します。

惨ソケットの生成

ソケット生成はSocketとは異なっており、BluetoothDeviceクラスのcrea

teRfcommSocketToSe『viceReco『d()メソッドを呼び出すことで取得します。

B1uetoothSocketbluetoothSocket画bluetoothDevlce･

createRfcommSocketToServiceRecord(ＵＵＩＤ）；

ＵＵｌＤはBluetoothServerSocketで説明した通りです。

惨ソケットの接続

生成したソケットは、まだサーバと接続していません。そこでソケットをサー

バと接続します。

bluetoothAdapter･cancelD1scovery（）；

try｛

bluetoothSocket･connect（）；

｝catch（IOExceptionel）｛

ｔｒｙ｛

bluetoothSocket･close(）；

｝catch（IOExceptlone2）｛｝

ｒｅｔｕｒｎ；

）

接続を具体的に行っているのは、connect()メソッドです。connectOメソッ

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グ
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ド内で'○Exceptionが発生した場合には、dose()メソッドを呼ぶべきかどう

かはＡＰ|仕様にはありませんが、公式のフレームワークトピック文書の例では

close()を呼んでいますので、従うほうが安全でしょう。

Connect()の前には、BluetoothAdapte｢のcancelDiscovery()メソッドに

よって、発見モードをキャンセルさせています。接続時に発見モードになってい

ると、接続に時間がかかったり、接続に失敗しやすくなります。

l妄言棚毒雲信Ｇ●｡●●●●●●●●●●●Ｇ●●●●●●eegO●●Ｃ●qq●●●●●●●egg｡●●｡■■●●｡｡●●e●｡●●●●●●｡■●●｡●●ひ●邸■■●●●申●■●●●●●●ｃ■■■●●●●●●印｡●●｡●､■■■■●●●●●●■■●●●●昔■●●●●

サーバもクライアントも、接続が確立した後はお互いにBluetoothSocketが

得られますので、送受信の処理に差はありません。BluetoothSocketからは、

lnputStreamとOutputSt『eamが得られます。ストリームを得る前に接続が切

断されている場合など送受信不能な状態の場合には、’○Exceptionが発生しま

す。

InputStreamlnputStream画bluetoothSocket･getInputStream(）；

OutputStreamoutputStream＝bluetoothSocket・

getOutputStream(）；

ストリームを得た後の送受信処理は、一般的な」avaでのものと同じです。

read()やｗ｢ite()は、同期処理です。特に｢eadOはスレッドをブロックする時

間が長くなりますので、アクティビティやサービスとは別のスレッドで動作させ

るべきです。

通信が終了した場合には、BluetoothSocketに対してclose()メソッドを呼

び出します。片方のBluetoothSocketがdose()メソッドを呼び出すしたあと

で、もう片方のBluetoothSocketへのアクセスを行うと'○Exceptionが発生

する可能性があります。無線通信は有線に比べると不安定なものですので、例外

発生時の処理は手抜かりなく行う必要があります。

図
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Ｐａｎ３Ｉ外部デバイスとの接観

惨サンプル::BluetoothSPPでデータを収集する

ElA-232やElA-422などを代表とする、いわゆる非同期シリアル通信は、組

み込みシステムの現場では幅広く使われています。原理が簡単、多くのマイコン

がオンチップで機能を提供、古くからあるので熟知しているエンジニアが多い、

などたくさんのメリットがあること力演持を得ている理由です。無線化が容易に

なった現在でも、送受信の端点での処理を非同期シリアル通信に似せることで、

従来資産を活用することが行われています。パソコンやスマートフォンを用いて

簡便に実現する場合には、標準搭載されているBluetooth機能を用いてＳＰＰプ

ロファイルで通信するのが一般的です。

ＳＰＰで通信していて入手が容易なデ‘バイスとしてＧＰＳレシーバなどが考えら

れます。このような用途のために、ＳＰＰプロファイルを実装し、非同期シリアル

通信をBluetoothに変換するための機器組込み向けモジュールが、いくつか市

販されています。また、表向きはシリアル通信デバイスのように見えなくても、

実際の通信はＳＰＰで行なっているものもあります。ＧＰＳレシーバはその代表格

です。ＧＰＳレシーバに必要なモジュールは、歴史的にシリアル通信で接続する

ものが多かったため、Bluetooth接続が一般的になった現在でもＳＰＰプロトコ

ルで接続するものが多く存在しています。

サンプルプログラムでは、このように内部的にＳＰＰプロトコルを用いている

もののなかで、少し変わった機能を持つ製品として、NeuroSky技術を用いた

脳波測定デバイスを接続しています。

ｌＭ３１ｗ測側霞…………………………………
NeuroSkyは、米国シリコンバレーのベンチャーであるNeuroSky,lnc､が所

有している、脳波計測の技術、またはその応用製品のブランド名です。脳波を測

定して、興雷状態かリラックスしているかといった大まかな脳の状態を取得する

ことができます。脳波の測定に際しては、ヘッドセットを頭に被ります。仕様に

よるとデバイスから得られる物理量は、表のとおりですが、すべての情報が取れ

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グ
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ないデバイスバリエーションもあるようです。

NeuroSkyのモジュールは、シリアルプロトコルで出力を行っており、応用

製品の中にはBluetoothのＳＰＰプロトコルに準拠したものがあります。

モジュールとしては、低レベルパケットプロトコルは公開されていませんが、

NeuroSkyの応用製品であるMindSetというヘッドセットについてはモジュー

ルは低レベルパケットプロトコルが公開されており、またAndroidを含む各種

の実行環境用のライブラリも用意されています。これらは無償で入手することが

できます。有志による解析により、他のNeuroSkyテクノロジを採用した製品

でも、MindSetと同じパケットプロトコルであることが明らかになっています。

9600bps、８ビットデータ長、パリティなし、ストップビット１の非同期シリ

アル通信です。ヘッドセットから送信のみ、一方向の通信となります。

lN9Mr削剥鰹靭潔M烹堂……………………
Bluetoothに対応しているＮｅu｢oSkyデバイスは、すべてＳＰＰプロファイル

に準拠しています。ペアリングのキーは「0000」で、多くのBluetoothデバイ

スと同じです。詳細は、それぞれの取扱説明書を参照してください。

i瀦乏嘱目涜合鷹砺…一………………………
前述の通り、Ｎｅu｢oSkyデバイスには、And｢oid用のＳＤＫが用意されていま

す。しかし、今回はBluetoothを用いた通信のサンプルとするために、敢えて

用意されているＳＤＫを使わずに自前でプロトコルを解析しています。

アプリケーションとしては、集中度に着目して､顔出しの画像を変えています。

コードを理解するために必要な事柄は、本章ですべて述べてあります。敢えて

注釈が必要なところがあるとすると、ＵＵｌＤです。ＳＰＰに対応したBluetooth

準拠製品と接続するためには、ＵＵｌＤを00001101-0000-1000-8000-00805

酉
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F9B34FBにする必要があるところです。And｢ｏｉｄＳＤＫのサンプルはＵＵｌＤが

独自となっており、これを孫引きしているＷｅｂや書籍等でも、ＵＵｌＤが独自の

ものになっている場合があります。ＳＰＰを用いた独自のアプリケーションを作成

する際には注意してください。

columnBluetoothがサポートされていない環境への対応

数年前に売りだされた廉価帯タブレット端末や、組み込み向けボード

の中には、オンボードのBIuetoothデバイスがない場合があります。そ

のような鰯合でも、ＵＳＢホスト機能がボードにある場合には、ＵＳＢ接

続のBIuetoothアダプタを用いてBIuetoothに対応させることができま

す。この場合、BIuetoothアダプタはLinuxカーネルの層で抽象化されま

すので、AndroidフレームワークがＵＳＢに対応している必要はありませ

ん。

大まかな手順は次の通りです。

まず、LinuxカーネルのコンフィギュレーションのＮｅtwo｢kingsupporl

の項目にある、BuIetoothsubsystemの配下にある項目を、更に配下の

bIuetoothDevicesも含めて、すべて組み込みます。

また、RFswilchsubsystemsuppor1の配下の項目もすべて組み込みま

す。コンフィギュレーションを行った後は、カーネルのリビルドを行い

ます。

次に、ボードの設定を行うファイルBoa『dConlig.ｍｋの最後に以下の１

行を加え、Androidシステムもリビルドします。

BOARDHAVEBLUETOOTH：ロｔｒｕｅ

一部のボードでは、ｉｎit.｢ｃスクリプトの変更が必要になる場合もあり

ます。

本笹で扱っているデバイスのうち、BeagIeBoard-xMは、オンボード

のBIuetoothデバイスがありません。本智のサポートサイト経由で取得

できるソースコードでは、上妃の修正を既に加えてありますので、市販

のＵＳＢ接続BlueIoothアダプタを用いて､本密のサンプルアプリケーショ

ンを実行することができます。

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ヒューティンク
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