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UsbDev1ceusbDev1ce；

●●●

usbIvlana9er,､requestPermission(usbDevice，perInissionlntent）；

ここで、ACT'○ＮＵＳＢＰＥＲＭＩＳＳｌ○Ｎは、他のアプリケーションとぶつから

ない任意の文字列で構いません。通常はアプリケーションＩＤに判りやすい文字

列を付加したものを用います。

『equeStPe｢missionの呼び出しを受けたUSbManage｢は､即座にはパーミッ

ションを与えるか否かを返答せず、処理をアプリケーションに戻します。並行し

て、ダイアログを表示し、ユーザにパーミッシヨンを与えてもよいかどうかを尋

ねます。

ユーザがパーミッションを与えたかどうかの結果は、ブロードキャストインテ

ントで通知されます。そのため、『equestPe『miSSionOを呼ぶ前に、アプリケー

ションはブロードキヤストレシーバを作成しておく必要があります。

たとえば、リスト１１.３のようにしてｂ｢oadcast｢eceiverを作成します。

③リスト１１．３アクセスバーミッションの取褐チェックの例

prlvatestatlcflnalStrln9ACTIONUSBPERNISSION＝

，，com､andro1d・example､USBPERNISSIONo'；

prlvateflnalBroadcastReceiverbroadcastRecelver画new

BroadcastRecelver(）｛

publlcvoldonRecelve(Contextcontext，Intentintent）｛

Strln9actlon■１，tent､9etActlon(）；

１ｆ（ACTIONUSBPERNISSION,equals(actlon)）｛

synchronlzed（this）｛

1ｆ（1,tent､9etBoo1eanExtra(UsbNana9er･EXTRA-

PERNISSION-GRANTED，false)）｛

図

2４１



242

Part３１外部デバイスとの接観

）

｝

｝

}；

USbDevlcedevlce■（UsbDevice)1,tent，

9etParcelableExtra(UsbNana9er,EXTRADEVICE)；

if(devlce1pnull）｛

〃ここで、パーミッションが会えられたときの処理を

行う

｝

｝

else｛

Lo9.ｄ(TAG，”permlsslondeniedfordevlceoo＋

devlce)；

｝

ここで、ACT'○N-USB-PERMlSS'○Ｎは、「equestPeImission()メソッ

ドで与えるlntentのものと合わせます。ユーザがダイアログに返答すると、

AndroidフレームワークはbooleanのEXTRAPERMlSSl○ＮＧＲＡＮＴＥＤを

含むブロードキャストインテントを送信します。アプリケーションはEXTRA

PERMlSSl○ＮＧＲＡＮＴＥＤがt｢ｕｅのときに、デバイスと通信ができます。

一般論として、ブロードキャストレシーバの登録は、And｢oidManifest､ｘｍｌ

にクラスを記述するか、アプリケーションの実行時にregisterReceive『()メソッ

ドを呼び出す力､の２通りの方法があります。ＵＳＢデバイスのパーミッション

の場合、アプリケーションが｢equestPe『mission()メソッドを呼ばない限りブ

ロードキャストインテントが飛んでくることはありません。そのため、実行時に

｢egisterReceive｢()メソッドで登録するほうが理に適っています。

ブロードキャストレシーバを登録するには、アクティビティのonOeate()メ

ソッド内に下記のように記述します。

組み込みAnd『oidプログラミング入門はしめてのフイジカルコンピューティング



ＵＳＢデバイスとは同期転送、非同期転送のいずれも可能です。

デバイスと正しく通信をセットアップするには、デバイスの適切な

Usblnte｢faceとUsbEndpointを取得し、USbDeviceConnectionでこのエン

ドポイントにリクエストを送信する必要があります。通信はエンドポイントを

用いて行われます。既述の通り、ＵＳＢバスの最下層では、パケットはホストか

らの要求とターゲットからの返信のみです。しかし、エンドポイントでは、最下

層は隠蔽されて、入力もしくは出力のいずれかの機能を持つパイプのようなもの

として扱えます。エンドポイントを束ねる役割をもつインタフェースは､通常は、

双方向通信用に入力と出力のエンドポイントを持ちます。

アプリケーションは、正しいエンドポイントを見つけ、そのエンドポイントで

UsbDeviceConnectionを開きます。

mPermlssionlntent画Pendlnglntent･getBroadcast(thls，０，new

Intent(ACTIONUSBPERNISSION），０）；

IntentFilterfilter画newIntentFilter(ACTIONUSB

PERMISSION）；

re91sterRecelver(broadcastRecelver，nlter）；

四l開藷拳

1１－４ハイスとの.雨

11章ｌＵＳＢデバイスの接統

１
１
１
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１
１
１

①●●●｡｡●●①●●ゆ巳■■●●｡●●早｡●g●●●●●ｇ●●●●●●eeQ■●●●●□■■■●●●●●●巳e■｡●●oqpq●●◆◆●◆●●●ｇ●●●●●e●●●●●●●●●■●■｡●●●●の｡●●●●巳■■ｐ●●●◆●●●■g●●●●e■●●●

ＵＳＢデバイスの多くは同期転送を用いています｡特にマウス､キーボード､ゲー

ムパッドといったＨｌＤデバイスは必ず同期転送です。

USbDeviceConnectionは、ファイルやBluetoothのようなストリームと

して抽象化されてはおらず、転送したいデータをbulkTransfe『()やcontrol

Transfe｢()メソッドを使い供給します。
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これらをまとめると、リスト１１．４のような擬似ソースコードになります。実

際には、妥当なインタフエース番号やエンドポイント番号を指定する必要があり

ます。

bulkTransfe｢()メソッドにタイムアウト指定があることから想像できると思

いますが、bulkTransie｢()メソッドは同期的なメソッドであり、スレッドをブ

ロックします｡Ｕ|スレッドをブロックしないために､ＵＳＢ関連の処理､とくにデー

タを転送する処理では、専用の別スレッドを作成するべきです。

⑬リスト１１．４バルク転送によるＵＳＢデバイスとの通憎処理

privateByte[］bytes

prlvatestatlclntTINEOUT■０；

prlvatebooleanforceC1alm-true；

.．.（中略）．．．

Usblnterfacelntf-dev1ce･getlnterface(０）；

UsbEndpo1ntendpolnt＝１，tｆ･getEndpo1nt(０）；

UsbDev1ceConnectlonconnectlon画mUsbNana9er・

openDev1ce(devlce)；

connectlon・c1almlnterface(1ntf，forceC1alm)；

connectlon・bulkTransfer,(endpolnt，bytes，bytes､１ength，

TINEOUT）；

l誰同顎霧毒●●●ｇｇｇ■Ｃ●｡Ｂ■g●●●●●ｐｇｅｐ■●●●●■g●●●●●●｡□●■●●●●合●●●●●●●●ｇ●●●●●●●e■●｡●●●､egg●①●●●弓■●p◆●ｐｅｇ｡●●●＊●ゆ●●｡●申●●●●●も●申●●●凸■■●●合中■●■●合●●凸●●

データを非同期に受け取る|こには、UsbRequestクラスを使います。Ｕｓｂリ

クエストは初期化時に、UsbDeviceConnectionとエンドポイントに関連付け

られます。

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



１１‐５ハイスとの通1口処理

受信時には、受信用のバイトバッファをUSbRequeStのキューに入れま

す。受信処理は非同期に行われますが、コールバックは行われません。そして、

requeStWait()メソッドを発行して結果を待ちます。これらを擬似ソースコー

ドでまとめると、リスト１１.５のようになります。

⑳リスト１１．５非同期転送によるＵＳＢデバイスとの通慣処理

UsbDeviceConnectionconnectlon＝．．．；

UsbEndpolntlnヨ．．．；

ByteBufferrecvBuffer■ByteBuffer・ａｌｌｏｃａｔｅ(１，．

getlvlaxPacketS1ze(））；

UsbRequestrecvRequest画newUsbRequest（）；

recvRequest､１ｎｌｔｌａｌｉｚｅ(connectlon，１，）；

whlle(true)｛

recvRequest・queue(recvBuffer,recvBuffer,remalnlng(））；

UsbRequestusbRequest-connectlｏｎ・requestNait（）；

１ｆ（usbRequest-null）break；／／error

／/recvBufferから読み込む

｝

11章ｌＵＳＢデバイスの接統

四
デ‘バイスとの通信が完了した、もしくはデバイスが取り外されたときには、

『eleaselnterface()とclose()を呼んでUsblnterfaceとUsbDeviceConnection

を閉じます。取り外されたイベントを察知するには、リスト１１．６のような

b｢oadcast｢eceiverを作成します。

１
１
１

２４５
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③リスト１１．６ＵＳＢデバイスの取り外しを察知する処理

BroadcastReceivermUsbRecelver＝newBroadcastRecelver(）｛

publfcvoldonReceive(Contextcontext，Intentintent）｛

Ｓｔｒｌｎ９ａｃｔｌｏｎ画１，tent・getActlon（）；

｝

}；

1ｆ（UsbNanager､ACTION-USB-DEVICE-DETACHED・

equalｓ(action)）｛

UsbOevlcedevlce画（UsbDev1ce)1,tent・

getParcelableExtra(UsbManager･EXTRADEVICE）；

ｉｆ（dev1ce！＝ｎｕｌｌ）｛

／／ｃａｌｌｙｏｕｒｍｅｔｈｏｄｔｈａｔｃｌｅａｎｓｕｐａｎｄ

ｃｌｏｓｅｓｃｏｍｍｕｍｃａｔｌｏｎｗ１ｔｈｔｈｅｄｅｖｉｃｅ

｝

｝

マニフェストではなく、アプリケーション内でbroadcastreceiverを作成す

ることで、アプリケーションが起動している間だけ取り外しイベントを処理でき

るようになります。これにより、取り外しイベントがすべてのアプリケーション

にbroadcastされることなく、現在起動しているアプリケーションにのみ送ら

れます。

l館乏砺７Ｗr烹謂烈烈K………………
サンプルアプリケーションでは、ＵＳＢ接続のFeliCaカードリーダである

PaSoRiRC-S370を接続して、カードが置かれるとデジタル顔出しが開始する

という機能を追加しています。

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
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し

I抑剛Ｉ携帯請毒の上の間毒皇……一…………
ト電源問題

まず－番に、電源の問題があります。ただでさえ電池の持ちが悪いというの

がAndroid採用機器への不満です。周辺機器の接続で消費電力が大きくなると、

実用にならなくなる可能性があります。

トハードウェア的制約

次に、ハードウェア的な制約です。多くの端末ハードウェアでは外部と繋ぐ物

理的な端子はヘッドフォン端子かＵＳＢターゲットの端子しかありません。規格

上は、USB-○ＴＧという、ＵＳＢターゲットがホストのように振る舞うものがあ

ります。しかしながら、低価格な端末ハードウエアではUSB-○ＴＧが存在する

とは限りません。１１章で紹介した通り、And｢○id3.1以降にはＵＳＢホストの機

能が含まれていますが、あれはタブレット端末やハイエンドなスマートデバイス

はど限られた環境でしか用いることができません（図１２．１)。

③１２－１Androidと繋がる拡張ハードウェア

And｢oidの応用範囲が広がるに従って、周辺機器を接続して拡張を行いたい

という要求も大きくなっています。しかし、And｢oidは携帯端末の上で動作す

ることが多く、いくつか解決すべき課題がありました。

Andmidの応用範囲が広がるに従って周辺機器を接続して拡張を行いたいという要求も大きくなって

います。しかし、携帯堵末用のハードウェアには電涙などの制約があります.And｢oidではAnd『oid

OpenAccesso『yという規格で諸問題を解決しています。そのためのツールキットがADKです。

他
章

ＡＤＫデバイスとの接続



このようなハードウェア制約を認めた上で、Android陣営が提案したのが

AndrOidオープンアクセサリという規格です。これは、周辺機器側がＵＳＢホス

トになり、And｢oldシステム側がＵＳＢターゲットになるという、逆転の発想に

基づいています。ＵＳＢバスでは、ＵＳＢホスト側からＵＳＢターゲット側に電源

を供給しますから、周辺機器自身が、動作に必要な追加の消費電力を供給しうる

ことで、バッテリーの問題も解決しています（図１２．２)。

これらの機器のファームウェア、ならびに対応するアプリケーションを開発す

るための開発キットはAnd｢oid○penAccessoryDevelopmentKit、略して

ＡＤＫと呼ばれています。

本章では、Andoridシステムに繋がるAndroidオープンアクセサリに準拠す

る機器を、単にアクセサリと呼ぶことにします。

Part3I外部デバイスとの接続

ｐ図１２．１ＡｎｄｒｏｉｄにはＵＳＢターゲット機能しか無いものがある
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ア とし銅定されるハードェア

12章ＩADKデバイスとの接統

１
１
‐
ｉ
ｌ
１
ｌ
ｌ
Ｉ
‐
‐
Ｉ
‐

層

Androidオープンアクセサリの標準としては、アクセサリとして特定のハー

ドウェアを指定してはいません。当然ながら、ＵＳＢホストになることが必要で、

特定のプロトコルで通信できることが必要です。最近は、ＵＳＢホスト機能をオ

ンチップで搭載しているマイコンも多く、たとえばＡＲＭ社のCortex-M3を搭

載した、bedボードや、ルネサスエレクトロニクス社のＲＸマイコンを用いた

Rxduinoでもアクセサリとして動作します。

しかしながら、Androidオープンアクセサリで最初に用いられたリファレン

スボードがArduinoMEGAだったこともあって、情報の多くはArduinoを用

いたものに集中しています。

14期､喋墜……………………………………………
伊ハードウェア的な特徴

Arduinoは、ラピッド・プロトタイピングを実現するためのオープンソース

ハードウエアです。２００５年にイタリアで始まったプロジェクトで、学生たちに

廉価なボードを提供する目的で始まったものですが、コストパフォーマンスの良

さが評価され、今や幅広い層に支持を受けています。

Ａ｢duinoは、Atmel社のＡＶＲマイコンを中心とした回路で設計されてお

り、非常に多くの|/○ピンを用いることができるのがハードウェア上の特徴で

す。メモリ容量やピン数のバリエーションが多いＡＶＲマイコンの実情に併せて、

Androidもまた多数のバリエーションがあります。

これらのバリエーションは、オープンソースハードウェアで誰もが作れること

から、複数のメーカから製造販売されています。加えて、基板上のピン配置に互

換した上で、ＡＶＲ以外のプロセッサを搭載したＡ｢duino互換機も存在していま

す。

Arduinoが、ここまで広く受け入れられた理由の１つに、シールドの存在が

２４９
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あります。シールドとは、Ａ｢duinoのピン配圃に併せて設計されたドータボー

ド（子墓板）です。アプリケーションによってシールドを適切に選ぶことで、ハ

ンダ付けなど、電子工作にありがちな手間を省くことができます。ＡＤＫの最初

のリファレンスボードも、ArduinoMEGAにＵＳＢホスト用のシールドを載せ

たものが採用されました。

'ソフトウェア的な特徴

Arduinoを特徴付けているのは、ハードウェアの標準化だけでなく、ソフト

ウェアの標準化にも見られます。

マイコンは、１つの外部ピンに複数の機能を割り当てることがしばしば行われ

ており、動作を開始するまでの設定に悩まされることがしばしばあります。初心

者の多くは、アプリケーションの実行までたどりつくことなく挫折してしまいま

す。そこでＡ｢duinoでは、独自のＣ/C+＋風言語を提供することで、初心者が

挫折しそうなところを上手に隠蔽しています。

Arduinoのライブラリは、割込みやＤＭＡといった複雑なハードウェアを駆

使する本職の組み込みソフトウェア・エンジニアから見ると見劣りしますが、そ

の部分を犠牲にすることで、組み込みシステムの初心者でもとつつきやすくでき

ています。

加えて、Arduinoには、独自の統合開発環境（ArduinolDE）が提供されて

います（図１２．３)。このｌＤＥは、Arduinoと同じくラピッド・プロトタイピン

グを目指している環境であるＰ｢ocessing言語で用いているものをベースとして

いおり、エディタ、コンパイラ、ターゲットダウンローダなどが機能として提供

されています。ArduinolDEには、デバッガは存在しないので、これもまた本

職からみれば見劣りします。しかし、Ａ｢duinoが想定する規模のアプリケーショ

ンでは、デバッガが無くてもある程度何とかなってしまうのも事実です。

Arduinoでは､プログラムのことをスケッチと呼びます。スケッチというのは、

ラピッド・プロトタイピングの世界ではしばしば用いられる用語です。絵を書く

時のスケッチと同じように、システムを造り込む前に大まかに描写しておく、と

いう意味合いが込められています。

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
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ケーション１２－３アクセサリ対応Androidア

アクセサリに対応したアプリケーション橘築の概要を説明します。なお、アク

セサリ側のプログラミングについては、Androidの解説illという本書の範囲を

超えますので省略します。サンプルアプリケーションには、スケッチや結線図な

ど含めてありますので参考にしてください。

1万ｚ蹴り堀ズ肱三謂裟の漠信……………………
後述しますが、アクセサリとアプリケーションとの間は、ストリームによって

抽象化されています。１１章で見た通り、ＵＳＢホストでのターゲットとの通信は、

ＵＳＢバスの事情が生で見えるようなものでしたが、この点では処理は簡便です。

例OndgmqkOlIArdulnol0q.’

③◎圃回回 園
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しかしながら、それらのストリームを用いてどのように通信するかは、アプリ

ケーションプログラマに委ねられています。通信パケットの仕様等は独自に決め

なければなりません。

lビ』し隙罵乞棚謹室……………………………
アクセサリモードは、もともとAnd｢oid3､１（ＡＰｌＬｅｖｅｌｌ２）でＵＳＢホスト

機能と同時にサポートされました。しかしながら、もともとハードウェア的に制

限があるハードウェア用に設計された機能ですので、Android2,3.4にも公式

にバックポートされています。

より多くの環境で動作させたい場合には、ビルドターゲットのAPlLevelは

１０にし、アドオンライブラリを導入する必要があります。

Ｉ！謂爾罵諭卿侵………………………………
アクセサリをアプリケーションで用いる場合には、アクティビテイやサービス

でＵＳＢマネージャのインスタンスを得る必要があります。しかし、APlLevel

l2を選んだ場合と、ＡＰＩＬｅｖｅｌｌＯとアドオンライブラリを用いた場合では、呼

び出し方が異なります。

APlLevell2では、フレームワーク内にＵＳＢサービスが動作していることが

期待できますので､リスト１２.１のようにします｡アドオンライブラリの場合には、

リスト１２.２のようにUsbManage｢クラスから直接インスタンスを取得します。

⑬リスト12.1USBマネージャの取得(APILevell2以上の堪合）

UsbManagermana9er＝（UsbMana9er）getSystemServ1ce(Context・

USB-SERVICE）；

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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③リスト12.2USBマネージャの取偲(アドオンライブラリの場合）

UsbNanagermanager画UsbNanager･getlnstance(ｔｈｌｓ）；

Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｊ
Ｉ
１
１
１
１
１
１
１

いずれにせよ、ＵＳＢマネージャの取得は、コンテキストが生成されてから以

降でないと取得できないことに注意が必要です。具体的にはアクティビティであ

ればOnCreateOメソッド中で行うのが良いでしょう。

l鋒篭解

12寂｜ＡＤＫデバイスとの接続

アクセサリとの接続処理は、ＵＳＢホストでデバイスの列挙を行ってパーミッ

ションを得て通信を始める時の処理と似ています。

まずは、アクセサリの挿抜管理のためのブロードキャストインテントを捕捉

できるようにします。リスト１２３がその処理ですが、これはアプリケーショ

ンが開始してから早いうちに行っておくべきです。アクテイビテイであれば

onCreate()の中で行うのが良いでしょう。

⑳リスト１２．３アクセサリの挿抜通知を受け取れるようにする例

IntentF11terfilter-newIntentF11ter（）；

ｎｌｔｅｒ・addActfon(ACTION-USB-PERIvIISSION）；

ｍｔｅｒ･addActlon(UsbIvlana9er･ACTIONUSBACCESSORYDETACHED)；

reglsterRecelver(usbRecelver，ｆｉｌｔｅｒ）；

リスト１２．３でのuSbReCeiverは、リスト１２.４のように、記述されます。

onReceiveOでは､送られてくるインテントに応じて､パーミッションのチェッ

ク（リスト１２．４⑪)と､取り外された場合の処理(リスト１２．４②)に分かれます。

パーミッシヨンのチェックの場合は、EXTRAPERMlSSlON-GRANTEDが存

在してtrueだったどうかをチェック（リスト１２．４③）して、ｔ『ｕｅならアクセ

サリのセットアップを行います（リスト１２．４④)。openAccessoryOでの処理
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内容は後述します。

アクセサリ取り外しの通知の場合には、取り外されたのが現在使用中のアクセ

サリであるかどうかをチェックして（リスト１２．４⑤)、もし使用中のものであっ

た場合には、後片付けを行います。doseACCeSsory()での処理内容は後述しま

す。

③リスト１２．４アクセサリの挿抜に対応するブロードキャストレシーバ

prlvatefinalBroadcastReceivermUsbRecelver■new

BroadcastReceiver(）｛

privatevoidpermission(Contextcontext，Intentlntent）｛

synchronlzed（thls）｛

UsbAccessoryaccessory＝UsbNana9er,9etAccessory(１，tent）；

ｉｆ（intent・getBooleanExtra(Usblvlana9er・EXTRAPERNISSION-

GRANTED，false)）｛／/e

openAccessory(accessory)； ／/④

｝ｅｌｓｅ｛

／／エラー処理

｝

｝

｝

prlvatevoiddetached(Contextcontext，Intentintent）｛

UsbAccessoryaccessory画UsbNana9er，

getAccessory(1,tent）；

１ｆ（accessory！＝ｎｕｌｌ＆＆accessory･

equals(mAccessory)）｛／/⑤

closeAccessory(）；

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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｝

｝

publlcvoldonReceive(Contextcontext，Intentlntent）｛

Strln9actlon-1ntent,getActlon(）；

｝

ｉｆ（ACTIONUSBPERNISSION・equals(actlon)）｛

permlSS10n(context，ｉｎtent）；

）ｅｌｓｅｌｆ（UsbNana9er・ACTION-USB-ACCESSORYOETACHED・

equalｓ(actlon)）｛

detached(context，ｉｎtent）

｝

//⑪

//②

l蘭蹴りＰ三章璽儲権哩煎乞………………
次に、リスト１２.５のように、既に接続されているアクセサリを列挙して（リ

スト１２．５②)、権限があるかどうかをチェックします（リスト１２．５③)。権限

があれば接続を開きます（リスト１２．５④)。

権限がなければ、権限を要求するインテントを発行します。権限が与えられた

か否かは、リスト１２．４で示したブロードキヤストレシーバヘの通知によって知

ることができます。⑧のインテントは、定数的に用いることができますので、こ

の処理よりも手前で用意しておいても良いかもしれません｡この処理は､アクテイ

ビティ中のonResumeOで行うのが妥当でしょう。 函
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唖リスト１２．５アクセサリの一覧取得とバーミッション綱求の例

ｓｔａｔｌｃｎｎａｌＳｔｒｌｎ９ＡＣＴＩＯＮ－ＵSB-PERNISSION＝o0com･example･

usb・accessory,permission,，；／／他と衝突しない任意の文字列

…（中略）.．．

｝

mPermlsslonlntent-Pendln9Intent,getBroadcast(thlso0o

newlntent(ACTION-USB-PERNISSION），０）； ／／①

UsbAccessory[］accessorles画mUsbNana9er・

getAccessoryL1st(;）／／②

UsbAccessoryaccessory-（accessorles-null？、ull：

accessorles[O]）；

1ｆ（accessoryl■ｎｕｌｌ）｛

１ｆ（mUsbIvIana9er・hasPermlsslon(accessory)）｛／/③

openAccessory(accessory）； ／／④

｝ｅｌｓｅ｛

synchronlzed（mUsbRecelver,）｛

mUsblvIanager･requestPermlsslon(accessory，

mPermlsslonlntent）； ／／⑤

｝

｝

アクセサリのオープン
？●●Ｐ弓■｡●●ゆ■p■■●●●●●由■■●●●●●■●●●●◆●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●e■●●●ｅ●●●ｅ●●●①●●●egg●●●●ｅ●●●●●●●●e●●●●●●●●●●●●●●●g●●●●●●●g●●●●●●｡

先ほどから先延ばししていたアクセサリのオープン処理はリスト１２.６のよう

になります。まず、アクセサリにアクセスするためのファイルデイスクリプタを

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ューティング
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取得します（リスト１２．６⑪)。ファイルデイスクリプタが取得できたら、入出

力用のストリームを確保します（リスト１２．６②)。これらの通信は同期処理に

なりますので、通信のためのスレッドをたちあげて（リスト１２．６③)、その中

で処理を行います。

オープンの処理とは直接関係はありませんが、後で使う機会がありますので、

アクセサリへの参照は、保持しておくと便利です（リスト１２．６④)。

⑬リスト１２．６アクセサリの送受慣準備処理の例

prlvatevoldopenAccessory(UsbAccessoryaccessory）｛

mF11eDescriptor＝mUsbNana9er・openAccessory(accessory）；

｝

1ｆ（mF11eDescrlptor1-null）｛

mAccessory画accessory；

Ｆ１１ｅＤｅｓｃｒｌｐｔｏｒｆｄ＝mF11eDescrlptor・

getF11eDescriptor,(）；

mlnputStream＝newF11elnputStream(ｆｄ）；

mOutputStream-newFileOutputStream(fd）；

Threadthread＝newThread(ｎｕｌｌ，ｔｈｌｓ）；

thread･start（）；

｝ｅｌｓｅ｛

Log.ｄ(TAG，，'accessoryopenfall‘'）；

）

/／④

/／③

/／②

/／③

酉
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l諏域Ｗ昌罵室…………一………………
アクセサリのクローズについても先延ばししていました。リスト１２．７で示す

通り、単にファイルデイスクリプタをクローズするだけで、アクセサリとの通信

は終了します。

しかしながら、クローズ前にアクセサリ側に何らかの終了通知を行う必要がな

いかどうかを､よく検討してからクローズするよう心がけてください。モーター、

電熱器、レーザーなど、扱いを間違えると人体や器物に損害を与えるものがアク

セサリに付いている場合は、一層慎重になる必要があります。

⑳リスト１２．７アクセサリの送受信終了処理の例

prlvatevoldc1oseAccessory(）｛

｝

try｛

１ｆ（mF11eOescrlptor！■ｎｕｌｌ）｛

mF11eDescrlptor・close(）；

）

｝catch（IOExceptlone）｛

｝ｎｎａｌｌｙ｛

mF11eOescrlptor四ｎｕｌｌ；

mAccessory酉ｎｕｌｌ；

｝

|Z瀧剛靭漠債…一……………………………
アクセサリとの通信は、｜nputStream.｢eadOで読み込み、○uputSt｢eam・

write()で出力するという、どのＪａｖａの入門書に間違いなく載っている

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
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処理です。本響では割愛します。具体例はサンプルアプリケーションの

CommnicateThreadクラスを参照してください。

I館ZWR7Wr烹謂裂烈鷺一………………
サンプルアプリケーションでは、人形を(こＬＥＤと振動モータを仕込み、

ダル顔出しが顔検出した時に、光と振動で通知するようにしています。

デジ

グヱL--町園ニーゴヨユーＰＬﾆロニ巳虫到』一切上ＬＰ－ＦＦゴＰ｡■吉ご巴､産一砦＊守手▲ユ『＝ユー■上面

Columnデバッグ時の注意

通常のAndroidアプリケーションのデバッグでは、ＵＳＢを用います。

しかしながら、ＵＳＢホストやＡＤＫを用いた場合には、ＵＳＢデバイスを

専有します。そのため、ＵＳＢデバイスが１つしかない環境の場合には、

デバッグ時にＵＳＢポートを使うことはできなくなります。

そのような場合、ＡＤＢを設定して、Wi-Fiや有線LANを物理厨に使う

TCP/1Ｐでのデバッグを行う必要があります。ＴＣＰ/ｌＰでのデバッグを行

う方法については、３章の函を御覧ください。

蝿へ…、』麺ﾑ

聯ー’

国
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スマートフォンやタブレットのような端末（スマートデバイス）が高機能化し

ており、それらの端末をそのまま組み込みシステムに応用するという事例は増え

てはいます。しかし、And｢oidの応用例は、手のひらに収まるようなものとは

限りません。ハードディスクレコーダ､や地デ‘ジ対応テレビのような情報家電、大

画面タッチパネルを備えた観光情報案内システムなど、ユーザインタフェースは

さまざまです。

仮に、And｢ｏｉｄを搭赦した、大画面タッチパネルを備えたシステムを作ると

しましょう。その際には、スマートフォンやタブレットに搭戴されているタッチ

パネルやLCD、有機ＥＬなどの表示デバイスは使われません。

一般に、高締度な表示デバイスは高価であることを考えると、これはとても勿

体無い話です。このようなシステムの場合、量産を考えると、やはり最後にはコ

ストが重視されてきます。そこで疎結合な描成で試作したあとで、動作が確認で

きた後で密結合な椛成に直す､ということがしばしば行われます。その場合には、

USBやRS-232-C互換シリアルポートを介した接続ではなく、ＧＰＩ○やl2Cと

いった、より低レベルの接続が選ばれます。これらの低レベルの接続は、単独の

製品として完成しているスマートデバイスではサポートできません。

また、スマートフォンやタブレットそのものを作る際にも、組み込みボードは

必婆です。手のひらに菜るll1j報端末は、ボ,1,密加工の極みです。完全に肋作する端

末を最初からあのサイズで作るのは､極めて困雌です。そのため'淵｣発の初期では、
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ここでは、Androidに対応している組み込みボード用に、独自のシステムイ

メージを作成する手順を解説します。組み込みボードは、組み込みシステムに

関わっているエンジニアにとってはお馴染みの存在です。

しかし、本番の対象統者の中には、組み込みシステム開発との関わりが薄い

方もいらっしゃるでしょう。ここでは、初歩的な、このようなボードが存在す

る理由の説明から入ります。
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