
APP､１１組み込みボード用のAndroidシステムイメージ作成

回路的にはほぼ等価でボードのサイズが大きなものを利用します(注')。

l寮黛要云柵罵推輔警零ＩＷＰ…………………
Android対応をうたう組み込みボードのいくつかは、動作確認の目的を兼ね

て､Androidがブート可能なシステムイメージを提供しています。それでもなお、

多くの場合、組み込みボードを用いた開発では、システムイメージを作成する必

要があります。理由はいくつかありますが、概ね以下のようなものです。

組み込みボードの多くは、それ自身販売されているものではありますが、完成

したシステムから見れば半完成品です。一般論として､最終製品となるためには、

いくつかのデバイスを繋ぐ必要があります。デバイスを繋ぐ場合、そのデバイス

を管理するデバイスドライバ等を、個別に組み込む必要があります。また、組み

込みシステムの場合は、動作するアプリケーションを最初から想定しています。

そこで、最終製品用のアプリケーションをプリインストールしたいという要求も

あります。

これらの理由により、最低限の評価や学習といった目的を超えた用途では、シ

ステムイメージを作成しなければならなくなります。

l漏云鮒三誰瑚雲畷…………………………
Android対応の組み込みボードの数の分だけ、システムイメージの作成手順

はあります。ここでは､入手性が高く廉価な｢BeagleBoa｢d-xM｣と｢PandaBoa｢ｄ

ES」を例に採り上げます。

また、And｢oidのバージョンは4.0.1「１としました。システムイメージの作

成手順は､バージョン１．６の頃からあまり変わっていません。ほとんどの箇所で、

注１リファレンスボードとも呼ばれます。 図
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Appendix

And『oidバージョン４．０より前のシステムでも同じ手順が使えるはずです。

BeagleBoa｢d-xM用のAnd｢ｏｉｄ４０環境については、複数の開発者による移

植が存在しています。開発が活発なのはrawboat版なのですが、開発者が日本

人で日本語の技術情報が得られやすい点で、本書ではＳＯｌａ版をベースに選んで

います。ｓｏｌａ版の開発は、有志によるボランティアで行われています。言葉の

壁が低いからといって、ｗｅｂで簡単に判るような質問をすることのないよう、

節度を持って頂ければと思います。

Ｉ?閉ピﾉ鞭●●Q●●●●合分合●●●●●●●●●●●●●●●■●●●｡●●●●●●●●●eee●●●●●●●●●◆｡●●●ＧＢ●■●●●■｡早■●●●●●●｡｡①■｡●？●｡■｡●？●●▽●与り●●●●ｅ●●●●｡○ｃｃ●巳■●●●●●●■■■●●●ｃｃ｡●｡

一般論として、And｢oidが動作するターゲットとAnd｢oidのシステムイメー

ジを作成するホストとで、動作しているアーキテクチャは一致しません。本章で

用いるターゲットであるBeagleBoa｢d-xMはＡＲＭアーキテクチャです。多く

の場合、ホストはlntelのi386もしくはｘ８６６４アーキテクチャを採用してい

るだろうと思います。

ホスト環境で通常使っているコンパイラ（たとえばｇcc）は、自分のアーキ

テクチャ用のバイナリを生成します。そのため､Androidのビルドにいつも使っ

ているｇｃｃを使ったとしたら、BeagleBoa｢d-xM上で動作するバイナリにはな

りません。

そこで、And｢oidのビルドには、ホスト上で動作しターゲット用のバイナリを

生成するコンパイラが用いられます。このようなコンパイラをクロスコンパイラ

と呼びます。また、クロスコンパイラを用いたビルドをクロスビルドと呼びます。

l謂臆樟●も●●●●G●●●●●●e●●●●●●◆●g●g●●●●｡●●●●◆●●eeD●●●●■■■●●●●●●■｡●■●◆●●●■●●■●●●●●｡■■■●●●●●■●●●●●●■■■●●●●●●■■■●●●●■■■●●●●●●■b■●●●■Ｑ■●●●◆

２０１２年１月現在、Androidバージョン４．０のビルドのためのホスト環境と

して推奨されているのは､UbuntuLTS（10.04)です｡その他のディストリビュ－

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



》ｊＤＫのインストール

Androidのシステムイメージのビルドには､○｢acle(旧Sunmicrosystems)製

のＪＤＫが必要です。ライセンスの問題で、インストール直後のUbuntuには、

○radｅ製の」ＤＫのパッケージをインストールするためのリポジトリ情報が登

録されていません｡そのため､以下のようにして､まずはリポジトリを登録し､パッ

ケージ情報を更新します。

ＡＰｐｌｌ細み弧みボード用のAndroidシステムイメージ作成

ションや、Linux以外の環境でもピルドできないわけではないようですが、相応

の煩雑さがあります。また、同じUbuntuでも他のバージョンではビルドがで

きないということもあります。新しいバージョンだから良いというわけでもない

ので注意してください。

本章では、ＵｂｕｎｔｕＬＴＳ１ＱＯ４の６４bit版をホスト環境に用いた場合を例に

取ります｡事前準備の詳細は､本家のＷｅｂサイトにあり､常に更新されています。

Ubuntuの３２bit版やMac○ＳＸをビルドホストに使いたい場合や、Android

バージョン４．０以外のバージョンのAndoroidをビルドする場合など、本書で

は記述しない情報も含まれていますので、必要に応じて参照してください。

http://sourceandroidocom/source/initializing､hｔｍｌ

|事前準痘■■■■■｡■■■■｡｡■■凸■■ ■■■■凸一色■■●凸■凸合■■凸■■｡白■●凸ら■■●凸凸●全■■■■■凸曲凸凸■凸■●凸ＣＧ■■凸■■■｡｡●Ｇ■■■■●●■■■■■■●●岳巳●巳■■■ｐ■■■■■■■●ｐ■弓■■■■勺甲守守■■■甲宇申守写ロ

通常の方法でインストールしたUbuntuTLS（10.04)には、必要な開発環境

が含まれていません。そのため、いくつかのパッケージをインストールする必要

があります。
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sudoadd-apt-repository00debhtｔｐ:／/archlve･canonlcal・com／
Ａ
Ｐ
Ｐ
１

1UCldPartnero’

sudoapt-getupdate



z1pcurlz1ibl9-dev11bc6-dev1ib32ncurses5-dev1a32写11bｓｌ

Ａｐｐｅｎｄｉ》

そのあと、次のようにしてＪＤＫをインストールします｡

xllProto電core-devllbx11-dev11b32readllne5-dev1fb32z毒dｅｖ１

sudoapt-g ｔｉｎｓｔａｌ］ sUn-java6-jdｋづ
軍

Ｐ追加ツールのインストール

Ubuntuは、デスクトップ環境ならびにサーバ環境を主用途としているパッ

ケージです。そのため、通常のインストールの直後には、アプリケーション開発

に必要なツール類が殆ど入っていません。以下のようにして、必要なパッケージ

を追加インストールします。

1fbxml2-utllsxsltproc

sudoapt-9etinstall91t-core9nup9nexbison9perfbulld-essentlaｌｌ

sudoapt-getmstallsUn-java6-jdk

1ib911-mesa-dev9碁-multlllbmin9w32tofrodospython-markdoWnI

いずれにしても漏れがないことが重要です｡インストールするパッケージが不

足している場合、ビルド時にエラー終了しますが、どのパッケージが不足してい

るのかという情報は表示されません。慣れてくると、どのパッケージが不足して

いるのかエラーメッセージから推測できるようになりますが、眼初のうちは判別

が困難です。インストール漏れがないかどうか、しっかり確認してください。

一行で入力すると楽ですが、入力漏れが心配な場合は、次のように複数回実行

しても構いません。
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sudoapt-getlnstallgit-core

sudoapt-getinstall9nupg

sudoapt-getlnstallflex

● ● ●

Ｉｉ

’



次に、以下のようにして｢epo本体をダウンロードして実行可能にします‘

APP,１１組み込みボード用のAndroidシステムイメージ作成

また、本市では、シェルとしてｂashを使っていることを想定しています《：

bash以外のシェルをお使いの場合には、適宜読み替えてください。

lyl三謂寅Ｗ<醐目罵喧………………………………
ｂｒｅｐｏのインストール
Androidのシステムイメージのビルドには、ｒｅｐｏというツールが用いられま

す。Androidに必要なソフトウェアは複数あり、それぞれが独立なｇｉｔリポジト

リで管理されています。

ｒｅｐｏは、それら複数のｇｉｔリポジトリの位置とリビジョンの一覧を管理して

います。開発者は、「epoを用いることで、適切なソースコードツリーを作成し

同期することができます。

「epoはスクリプトファイルであり､インストールは簡単です｡まず､ホームディ
レクトリに、インストール先ディレクトリを作成し、ＰＡＴＨ環境変数に加えます。

curlhttps：／/ｄｌ－ｓｓｌ･google・com/dl／g00glesource/gうt-repo／

ｍｋｄｉｒ－ｐ－/blln

PATH=-/ｂｉｎ:＄PATH

インストール先ディレクトリはｒ/binjである必要はありません。しかし、

ｒｅＰｏは自分自身を更新する場合がありますので、「/usr/bin」や「/usr/local／
bin」など｢oot権限が必要なディレクトリには入れないほうが使い勝手が良い

で《す、

？６Ｅ

chmoda+ｘ－/bln/repo

Ａ
Ｐ
Ｐ
１

ｍｋｄｉｒ－ｐ－/bln

PATH=-/bｉｎ:$PATH

実際は１行



■■■■

２０１１年の夏に、Linuxのソースコードリポジトリを管理しているkernel.o｢ｇ

がクラッキング､の被害に遭い、kerneLorgでソースコードをホストしていた

And｢oidのリポジトリがgoogIesourceへ移転しました。そのため、Ｗｅｂ上

の情報では、古いURLが紹介されている記事が残っているようです。間違えな

いようにしてください。

なんらかの理由で｢epoのダ､ウンロードに失敗した場合に、「epoの実行時に

｢｢ｅｐｏＩｌｎｅｌ：syntaxe｢｢ornearunexpectedtoken､newline'」のようなエ

ラーが発生することがあります。このエラーが発生した場合には、Ｃｕ｢lの実行

からやり直してください。

レソースツリーの作成

これから先の説明の都合上、ソースツリーのトップディレクトリを定義するこ

とにします。

exportANDROIDROOT=-/ｉｃｓ

ここでは、ｒ/ics」にソースツリーを展開する想定としました。And『oidの場

合、ソースツリーとビルドツリーは同じになりますので、最終的には最低でも

25ＧＢ程度､最大では８０ＧＢ程度のディスク容量を占有します。もしホームディ

レクトリに相応の空き容量がない場合には､外付けディスクなど用意した上で､｢／

mnt」など別のディレクトリを設定してください。

続いて､念のためソースツリーとなるディレクトリの掃除をして､移動します。

Ｉ

Ａｐｐｅｎｄｉｘ
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ｒｍ－ｆｒ＄ANDROID-ROOT

mkdlr-p＄ANDROID-ROOT

cd＄ANDROI[LROOT



repo･inlt-uhttps://bltbucket・ｏｒ9/monaka/android｣namfest

ｒｅｐｏｓｙｎｃ‐j８

2６７

ｂｒｅｐｏによるローカルリポジトリの初期化
以下のコマンドで｢epoの初期化狂行います。

Ａ
Ｐ
Ｐ
１

惨プロプライエタリライブラリの展開

ターゲットボードによっては、ソースコードが非開示のライブラリが提供され

ている場合があります。これらのライブラリは、「epoで取得できるソースコー

ドとは別に存在しています。

ソースツリーの構築に必要なリポジトリのデータベースが構築されます。この

データベースは開発者によるカスタマイズが可能です。実際、上記URLは本書

のために、標準配布の状態からカスタマイズしたものを指しています。カスタマ

イズの具体的な方法は、本蒋では割愛します。

この段階では、データベースが用意されただけで、実際のソースコードはダウ

ンロードされていません。そこで、以下のようにしてダウンロードします。

ＡＰＰ１Ｉ組み込みボード用のAndroidシステムイメージ作成

r､eposync‐j８

「-j8」というオプションは、８つのスレッドで並行してダウンロードを行うと

いうものです。マルチコアプロセッサを搭靴したホストの場合は、このオプショ

ンを与えることで、ダウンロード時間を短縮できます。反面、表示されるログが

見づらくなるというデ‘メリットもあります。

挙動が不審であることが疑われる場合には、「-j8」オプションを抜いて、単に

｢｢eposyncjとして実行してください。

並列で実行した場合で、高速なダウンロード回線を持っている場合でも、ダウ

ンロードには概ね１時間弱程度かかります。

－度initで初期化した後は、再度initを行う必要はありません。リモートリポ

ジトリが更新されに場合には、Ｓｙｎｃ狂行うことで同期されます。



ANDROID-ROOTＣｄ＄

PandaBoa｢ｄＥＳの場合は、以下のようにして取得・展開します。

惨環境変数の設定

ビルドのためには､いくつか追加の環境設定が必要です。これらの設定は､シェ

ルスクリプトとして用意されていますので、単に読みこむだけで済みます。

cｄ＄ANDROID-ROOT

wgethttps:／/ｄｌ・google・com/dl／androld/aosp/1mgtec-panda‐

itl41d-dfebf249･ｔｇｚ

tarxvzflm9tec-panda-1tl41d-dfebf249･ｔｇｚ

.i/extract-imgtec-panda,ｓｈ

exlTact-imgtec-panda.sｈの実行後は、使用許諾条件等が表示されます。ス

ペースキーやリターンキーで読み進み、最後に「lACCEPTjと入力してリター

ンキーを押す卿要があります。

1郷烈罵の切匿…………一…………一…一
上記手順を踏んだ場合には、すでに$AＮＤＲ○ｌＤＲ○○Ｔが力レントデイレク

トリのはずですが、念のため移動しましょう。

愛
官
宥
の
．
塁
更

Ａｐｐｅｎｄｉｘ

ｃｄ＄ANDROIO-ROOT

2６８ 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

罰【０ ｕｒｃｅｂｕｉｌｄ/envsetup,ｓｈ

envsetupshには、環境変数の設定だけでなく、And｢oidのシステムイメー

ジのビルドやデバッグに便利なコマンドがｂａｓｈ関数として用意されています

(274ページコラム参照)。



ビルド名

ＡＰＰ､１１組み込みボード用のAndroidシステムイメージ作成

トターゲットの選択

Androidのソースツリーには、複数のビルドターケットのためのソースコー

ドが含まれています。どのターゲットのためのビルドを行うかという指定を、

lunchコマンドで行います。BeagleBoard-xMの場合には図１.１のように、

PandaBoardESの場合は図１.２のように引数を指定します。

⑨図1.1ターケットとしてBeaq〔eBoard-xMを選択

ビルドの内容

lunchfull-beagleboard-xm-eng

お図１．２ターゲットとしてＰａｎｄａＢｏａｒｄＥＳを避択

full-beagleboardxmは、今回用いるソースツリーの独自拡張となります。

BUlLDTYPEに関しては、衣１．２の指定が可能です。

1ｕｎｃｈ full-panda-eng

引数のiIl式は､BUlLD-BUILDTYPEとなっています。標準のAnd｢oidバージョ

ン４．０ソースツリーでは、ＢＵｌＬＤに相当する部分として、表１．１のようなビル

ド名が指定可能となっています。

Ｄ表１．１ターゲットのビルド名

挙励

デバイス

ｌｕｎｃｈｆｕ､11-panda-eng

2６９

砂表１．２ターゲットのビルドタイブ

Ａ
Ｐ
Ｐ
１

fuIl

fulI-maguro

fulI-panda

エミュレータ

ｍａｇｕｒｏ

ｐａｎｄａ

すべての言語､アプリ､入力メソッドが含まれます

GalaxyNexusのＧＳＭ/ＨＳＰA＋版(ニード名
'1magurom)のフルビルドです

PandaBoardESが実行可能なフルビルドです

BU1LDTYPE

ｕｓｅｒ
限られたアクセスとなります｡製品出荷のシステ
ムイメージの場合は､これを選択すべきです



Ｗｅｂにある情報ではmake-j8の実行を推奨するものがあるようです。

makeの「-1」オプションは、可能な限り並列にビルドを実行するよう指示する

ものです。repoでのダウンロードと同様に、ビルドホストのＣＰＵがマルチコ

ア構成の場合には、ビルド時間の短縮が望めます。

しかしながら筆者が試した限りでは、‐jオプションを用いた場合に、ビルドの

依存関係を満たせずにシステムイメージの柵築前にエラー仲止してしまうことが

ありました。時間はかかりますが、短縮コマンドを用いたほうが安全です。

And｢oidのビルドは、ＲＡＭ１５ＧＢ,８コアの環境でも数時間かかります。

一語一屯一再丁卒司宝ｒＴ７－’

Ａｐｐｅｎｄｉｘ

セキュリティ上の問題を避けるため、ネットワークや外部デバイス（特にスト

レージデバイス）に繋がる製品についてはBUILDTYPEをuse｢にすることを強

くおすすめします。しかしながら、実運用上は、出荷後のメンテナンスを考えて

userdebugやｅｎｇでの出荷を考噸する場合もあります。

ｐＡｎｄｒｏｉｄのビルド実行

Ｕｎｉｘ系○ｓでのビルドは多くの場合ｍａｋｅコマンドを用いますが、And『oid

の場合は、buiId/envsetup､ｓｈに含まれる短縮コマンドを用いるほうが安全で

す｡ｍａｋｅに相当する短縮コマンドは他にも､ｍｍやｍｍｍがあります(274ペー

ジコラム参照)。

組み込みＡｎｄｒｏｉｄフロクラミンク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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レインストールツリーの作成

ビルドが終了したら、インストールディスクのテ､イレクトリ橘成と同じになる

功Ⅱ０

ＢＵｌＬＤＴＹＰＥ

uｓｅｒｄｅｂｕｇ

eｎｇ

挙励

ほとんど上記の''userHと一緒ですが､rootアク

セスとデバッグが有効になっています

開発用の構成です｡"userdebug耐に加えて追
加のデバッグツールのサポートがあります

、



＞Ｌｉｎｕｘカーネルのビルド

ここまででは、Androidの環境のみしかビルドが済んでいません。And｢oid

の屋台骨を支えるLinuxカーネルのビルドも行う必要があります。まず、以下の

通りに環境変数を設定します。

ＡＰＰ､１１組み込みボード用のAndroidシステムイメージ作成

exportARCH=arm

exportCROSSCONPILE=$ANOROIO-ROOT/prebuilt/１１nux-x86／

toolchaln/ａｒｍ－ｅａｂｌ‐４．４．３/bln/arm-eabi‐

よううアイルをコピーしておきます『

BeagleBoa｢d-xMやPandaBoEwdESはＡＲＭ系のＣＰＵですので、上記のよ

うに設定します。一般論として、ＭＩＰＳ系やｘ８６系などの場合には、それぞれに

応じた環境変数の設定が必要なります。

続いて、コンフィギュレーションを行います。BeagleBoard-xMの場合は図
1.３のように、PandaBoalrdESの場合は図１.４のようにします。

cｄ＄ANDROID-ROOT/out/target/product/beagleboard-xm／

rｍ－ｆｒｒｏｏｔｆｓ

mkdlrrootfs

ｃｐ－ａ．／root/夫．／rootfs／
■

ｃｐ－ａ．／system/ま．／rootfs/system／

cｄ＄ANDROIDLROOT/boar｡/beagleboard/kernel

Ａ
Ｐ
Ｐ
１

●図1.3ＢｅａｑｌｅＢｏａｒｄ－ｘＭの蝿合のコンフィギュレーション

makeomap3-beagle-androlddefconm

２７‘１

ｃｄ＄ANDROIDLROOT/boar｡/beagleboard/kernel

makeomap3-beagle-androld-defco而９
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■図１．４ＰａｎｄａＢｏａｒｄＥＳの場合のコンフィギュレーション
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makepanda-defconn9

今回は標準構成でビルドしますが、構築するシステムによっては、ここで構成

に含めるデバイスドライバなどを選択する必要があります。本書では詳細は割愛

します。

これでLinuxのビルドのための準備が整いましたので、カーネルイメージとモ

ジュールのビルドを行います。

mkdir-pmedia/[boot,rootfs］

makeuImagemodules j８

And｢oidのビルド時とは異なり､｢-j」オプションによるビルドの並列化を行っ

ても問題は出ないようです。And｢oidほどではないにしても、Linuxカーネル

のビルドには時間がかかります。

「-j」オプションのビルド時間削減効果は小さくありませんので、積極的な利
用をお勧めします。

トシステムイメージ用アーカイブの作成

ここまでで、必要なすべてのビルドが完了しました。

一旦、バイナリをgzIppedtarの形式で細めましょう。ここでは、作業ディ
レクトリしてｒ/medialを用います。具体的な作業は､以下のようになります。

cp-aboard/beagleboard/x-1oader/ＭＬＯ－/medla/boot／

makepanda-defconng

ＡＤＤｅｎｄｉｘ

makeulmagemodules‐j８

～/ｍｅｄｌａ／ｂｏｏｔ／

cｄ＄ANDROIDROOT

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ヒユーテインク

-aboard/beagleboard/bootscrlpt/boot・ｓｃｒ－/medla/boot／

ｃｐ‐aboard/bea91eboard/u-boot/u-boot･ｂｌｎ

ｃｐ‐aboard/bea91eboard/bootscrlpt/boot・ｓ

ﾌ７フ
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ＡＰＰ､１１組み込みボード用のAndroidシステムイメージ作成

ｃｄ－／

rｍ－ｆ

ｔａｒＣ

ｃｐ－ａｂｏａｒｄ/bea91eboard/kernel／arch/arm/boot／ｕｌｍａｇｅ－／

medla/boot／

cｄ＄ANDROIDLROOT/out/target/product/beagleboard-xm／

､嫡侮’

ｃｐ－ａ．／rootfs/＊－/medfa/rootfs／

ｃｈｍｏｄ７７７－Ｒ－/media/rootfs

今回用いるBeagleBoa｢d-xMの場合には、続いて、インストール用の

Mic｢OSDカードの作成に取り掛かる必要があります。しかしながら、ターゲッ

ト環境によっては､インストール用のイメージまでビルドできる場合があります。

たとえば、ｘ８６版のAnd｢oidの場合には、ブータブルＣＤ－Ｒ○Ｍのiso9660

イメージまで作れます。この辺りの手順はターゲット環境に大きく依存しますの

で､本書以外の環境での作業の場合には、関連文1'iを注意深く参照してください。

Ａ
Ｐ
Ｐ
１

.．（cs-1mages･ｔｇｚ

czf．．（cs-1mages,ｔｇｚ‘

ピルドツリーから作業ディレクトリにファイルをコピーし、ファイルのパー

ミツシヨンを操作した後にzippedtarとしてまとめ上げるというものです。

ここまでで、ピルド作業は完了です。
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columnbuildenvoshに含まれるコマンド

本文中でも触れましたが､buiidenv､ｓｈには､Andoroidのシステムイメー

ジを開発するための便利なコマンドが､ｂash関数の形で含まれています。

それらのなかで代表的なものを紹介します

■表Ａ主なコマンドと機能概要

…
曇
騨
瀞

Ｉ

ＡｐｐｅｎｄｉＸ

どれも、煩雑な手順をコマンド一発で済ませるようにしたもので、使

いこなすと便利なものです｡「ｍ」は、Androidイメージのビルドの時に

本文中にも登場しました。実開発の現場で、システムに合わせた細かい

修正を行う場合には、「m」よりも「mmjコマンドのほうが使用頻度は

高いかもしれません。ソースコードを追跡する場合にはｇｒｅｐを頻繁に用

いますが、Androidのソースツリーは膨大なので、何も考えずにｇ『eｐす

ると目的の物を探しだせません。cgrep、jgrep、resgrepのように、対魚

を絞り込んだｇ『ｅｐは非常に便利です。

ここに挙げたもの以外にも、多くのコマンドが用意されています。詳

細はenvselup・ｓｈの中身を見るのが確実ですが、envsetupshを読み込ん

だ後、シェルプロンプトでｈｅｌｐと打つと簡単な説明が得られます。参考

にしてください，愛
官
官
の
．
昌
×

コマンド名 擬能

ソースツリーのトップディレクトリに移動しますｃ『ｏＯｌ

、

ｍ、

ｃｇ｢ｅｐ

)ｇ『ｅｐ

resg｢ｅｐ

gOdir

ソースツリーのトップからmakeを実行します

現在のディレクトリ配下のすべてのモジュールを
ビルドします

すべてのＣ/Ｃ＋＋ファイルをgrep:/ます

すべてのJavaファイルをgrepします。

すべてのリソースファイル（res/・・xmIファイル）
をgrepします

指定したファイルを含むディレクトリに移動します



パーテイションの設定は、スクリプトが用意されていますので、次のように単

に実行するだけです。

ＡＰＰ１１組み込みボード用のAnd｢oidシステムイメージ作成

v/sdbl

lz〔烈罵砺剛卯§助三脚構塞………一一
通常のＰＣには、Mic｢ＯＳＤカードを挿入するスロットが無いはずです。もし、

ＳＤカードスロットがある場合には、Mic｢OSDカードからＳＤカードへの変換ア

ダ､ブタを用いてください。ＳＤカードスロットがない場合には、ＵＳＢカードリー

ダも併用する必要があります。

MicroSDカードは、２ＧＢのものでも容量的には足ります。しかしながら、ア

プリケーション開発のことを考えると、最低でも４ＧＢ以上のものを選ぶことを

おfWlめします。

レカードの認識とアンマウント

物理的な接続環境が用意できたら、ホスト環境に認識させます。通常市販

のMic｢ＯＳＤカードは、ＦＡＴの単一パーティションとしてフォーマットされて

いるはずです。Ubuntuのデスクトップ環境の場合には、認識されるとウイン

ドウが開き、カードのルートディレクトリの内容が表示されるはずです。この

Mic｢OSDカードのデ‘バイス名を記憶しておきます。

ここで､コマンドラインから､デバイスをアンマウントします。ｓｄｂｌの部分は、

お使いの環境により異なります。場合によってはホスト環境の再インストールが

必要になるような、甚大な被害を与える場合があります。細心の注意を払ってく

ださい。

umount／ｄｅ

./mkbootscr／dev/sdb

uI11ount／dev/sdbl

２７鷹

cｄ＄ANDROIDLROOT/boar｡/beagleboard/bootscrlpt
Ａ
Ｐ
Ｐ
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exportLANG=Ｃ
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ここで、ＬＡＮＧ環境変数を設定して、ロケールを変更することが大事です。

ロケールが日本語になっている場合には、mkbootsCIの内部でエラーが発生し

ます。また、「/dev/sdb」の部分は、アンマウント時に指定した「/deWsdbl」

と対応します。もし、「/dev/sdcljをアンマウントした場合には、「/dev／

ｓｄＣｌをしています。

ここまでエラーなく実行できたならば、一旦ＳＤカードを取り外します。ＵＳＢ

カードリーダを介して接続している場合は、ＵＳＢポートを抜いてください。ＳＤ

カードはマウントされていない状態ですので､いきなり引きぬいても大丈夫です。

取り外したら、再びＳＤカードを接続します。上手く行くとbootrootfs

mediaという、合計３つのパーテイションが認識されるはずです。もし認識さ

れない場合には、落ち芯いて再試行してみてください。

筆者の経験上、変換アダプタに依存して、上手くパーテイシヨンがiIlけない場

合があるようです。何度試してもダ､メな場合には、アダ剛ブタやカードリーダを替

えてみるのも一案です。

これらのパーティションは、Ubuntuでは、「/mnt/boot」「/mnt/｢ootfs」「／

mnt/media」にそれぞれ自動マウントされます。そこで、以下のようにして、

先ほどつくったgzippedta｢イメージを展開します。

ｃｄ／ｍｎｔ

ｓｕｄｏｔａｒ－ｏｘｚｆ－/1cs-1ma9e,ｔ９ｚ

cｄ／ｍｎｔ

ｓｕｄｏｔａｒ－ｏｘｚｆ－/1ｃｓ－ｍａｇｅｏｔ

ＡｐｐｅｎｄｉＸ

'７６

「/mnt/media」や「/mnt/boot」のフォーマットはＦＡＴなのですが、「／

mnt/｢COMS」のフォーマットはｅｘｔ３です。つまり「/mnt/｢ootf5」のファイル

群は、ユーザI／グループやパーミッシヨンフラグが有効です。また、所有者を

｢ootユーザとして展開する必要がありますので、ｓｕｄｏでの実行が必要です。

コピーが終わったら、ファイルブラウザの左ペインにあるイジェクトボタンを

使って、ＳＤカードに対応するデバイスを切り離します。バッファからＳＤカー

ドに書き込み中の場合には、抜かないように指示する警告ダ､イアログが出ます。

ア
ロ
ロ
の
。
且
『
×

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



APP,１１組み込みボード用のAnd『oidシステムイメージ作成

その場合にはダイアログが閉じるまで待ちます。

カードを抜いても問題がなさそうなら、MirCoSDカードをBeagleBoard-xM

に挿し替えます。

l旦測§剛醐哩蚕蝉勲………………………
BeagleBoard-xM側では､特に行う設定はありません。電源を抜いてからカー

ドを挿し、電源を投入します。２０秒ほど待つと、液晶ディスプレイにAnd｢oid

のロゴが表示されます。さらに数十秒待つと、Androidバージョン４．０の画面

が表示されます。ＵＳＢ接続のマウスやキーボードを挿入すると認識され、操作

ができるようになります。

，起動しなかった時の対応

起動しない場合の原因は、さまざまなものが考えられます。個別に説明するに

は紙幅が足りないのですが、まずは起動時のログを確認することが大事です。シ

リアルポートには、リセット直後からのログ､が随時出力されています。このログ

は、Andoridの開発で常用されるａｄｂのログよりも低レベルなもので、Linux

の技術者にとってお馴染みのものになっています｡通信設定は１１５２００bps､デー

タ８bit、パリティなし、ストップビット１です。

回

２７７



ＰＶＰＳビルド時の留意点

ＶＰＳを用いたビルド時の注愈点をいくつか挙げておきます。

ＥＣ２のような時間腺金サービスの場合、シャットダウンを忘れると、

青天井で時間課金される可能性があります。ビルド終了時に「/sbin／

poweroff」を実行するよう仕込んだり､使わない時間になったらｃ『ｏｎで｢／

sbin/poweroff」を実行するよう設定するなど、工夫が必要です。

ＳＤカードインタフェースは、当然のことながらＶＰＳのサーバには付

いていません。書き込みだけは、手許の環境で行う必要があります。

本書の例ではzipped1a『アーカイブを作るまでをＶＰＳのサーバ上

で、それ以降を手貯の瑚境で行うよう、切り分けるができるような手順

にしてあります。もう少し工夫すると、手元の環境での手順をより簡便

化できるかもしれませんし、手許の唄境をLinux以外の唄境（たとえば

WindowsやＭａｃＯＳＸ）でも柵わないようにできるかもしれません。

columnAmazonEC2を用いたシステムイメージのビルド

本文で解説したとおり、Andoridのシステムイメージの梱築には、高

性能のビルドホストを用意しても数時間かかります。その割に、システ

ム開発の初期と出荷前に作業が典中し、最も期間が長いアプリケーショ

ン開発時に以外には殆ど行われません。このように、使用期間に侃りが

あるような開発には、外部のサーバ資源（VPS）を使うことを考慮する

余地があります。

ＶｐＳは各社から出ていますが、篭者は、AmazonEC2を用いています。

別段に特定のサーバ巣者を推すわけではありませんが、時間課金である

ことで、Androidのシステムイメージのビルド用のようなたまにしか使

わないが使うときは高性能が要るというケースでは、他のＶＰＳに比べて

便利に使えます。また、ＥＣ２はインストールできるＯＳの選択幅が広い

ため、今後Andoridの推奨ビルド環境が替わった場合でも、柔軟な対応

が可能です。

ＥＣ２の導入手順等については本書の範囲外なので省略しますが、

UbuntulO､Ｏ４ＴＬＳのインスタンスが欄築できた後は、ほぼ本書の手順ど

おりでシステムイメージを桐築できます。また、他社ＶＰＳでも応用が効

くはずです。

錘
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；
Ｉ

ＡｐｐｅｎｄｉＸ
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cｄ＄ANDROID-ROOT

exportARCH=arm

AppendiX

組み込みボー ドでのｶﾒﾗデバｲｽｻポ一Ｍ)組み込み

湧
勺
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－－Ｊ、

ＩＨ１ＷＩ民撒僻定…………………………………
まずは、カーネルの設定を行います。

ｐｍｅｎｕｃｏｎｆｉｇの起動
以下のようにします。最初に、ソースツリーのkernelディレクトリに移動し

ます。ここでは、And｢oidが動作する環境がＡＲＭアーキテクチャで、環境を

ビルドする環境がx86であることを前提としています。前提と異なる環境の場

合は、環境変数ＡＲＣＨとＣＲ○ＳＳＣ○MPlLEを適宜変更する必要があります。

ﾘﾘ髪萎髪；髪Ｉ雲り髪髪雲髪Ｉ髪窒髪髪萎髪髪雲り室髪雲り雲
ＡｐＰｅｎｄｉＸ

ｅａｂｉ－４．４．０/Ｍｎ/ａｒｍ毎ｅａｂｆ‐

CROSS-COlvlPILE＝．，／ｐｅｒｂｕｌｌｄ／１inux-x86/ｔｏｏ１ｃｈａｌｎ／ａｒｍ‐export

2７９

Ａ
Ｐ
Ｐ
２

makemenuconng

勝ｍｅｎｕｃｏｎｆｉｇでの操作

menuconfigの画面は、キャラクタ端末を使った擬似ＧＵ|です。マウスでは

Appendix､１で紹介しているAndroidイメージのソースコードリポジトリで

は、既にVideo4LinuxやＵＶＣは有効にしてあります。そのため、読者はＵＶＣ

準拠のＷｅｂカメラをＵＳＢポートにBeagleBoard-xMに柿し込むだけで、カ

メラアプリで画像を表示できます。

しかしながら読者が独自に他のボードでＷｅｂカメラのサポートを行う必要

が出てくることもあり得るでしょう。

そのため、本項では、LinuxカーネルでのVideo4LinuxやＵＶＣの設定手順

を説明します。

これらはAndroidに限定されたものではなく、組み込みLinux、また通常の

デスクトップLinuxでも同じ知識が流用できます。

シ
で
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組み込みボー ドでのｶﾒﾗデバｲｽサポートの； み込み
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ＡｐｐｅｎｄｉＸ

なく、カーソル、スペース、タブの各キーを使って項目を移動します。

menuconfigでは、デバイスドライバのみならず、ファイルシステム、プロト

コルスタック、スケジューラなど、Linuxカーネル内部の広範に渡る設定を行え

ます。それらの設定は、階層化されています。

pDeviceDeriverの選択

menuconfigの立ち上げ直後は、LinuxKeme1Configurationという階

層にいます。カーソルキーでDeviCeDrive｢Sの項目に移動し、タブキーで

くSelect＞へ移動し、スペースキーを押します。これで、DeviCeD｢ive『Sの階

層に移動します。以降、似た作業が続きます。

pMultimediaSupportの選択
前項と同様に、DeviceDriverSの階層で、MultimediaSuppo『tへ移動し

くSelect＞を選択します。

，VideoforLinuxの組み込みを選択

MultimediaSupportの階層で、VideoForLinuxの項目へ移動し、左端の

記号がく聯＞になるまでスペースキーを押します。

トグルになっていますので、スペースキーを押しすぎてしまった場合には、も

う何度か押すと、＜*＞に再度なります。

勝Videocaptureadaptersの選択
MultimediaSupportの階層で、Videocaptulreadaptersの項目へ移動し、

<Select＞を選択します。

ゆV4LUSBdevicesの選択

Videocaptureadaptersの階層で、V4LUSBdevicesを選択して、

<Select＞を選択します。

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


