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まえがき

Androidでは、ＧＰＳや加速度センサをはじめ、端末によっては温度センサ、照度センサなどさま

ざまなハードウェアがサポートされています。こうしたハードウエアと迎挑した機能は、Ｗｅｂや

ＰＣ向けのアプリとは通うAndroidの大きな魅力の１つとなっています。

2011年５月、Andr(〕id向けの周辺機器を誰でも自由に|M発できる｢AndmidOpenAccess(〕ry｣の

掻場によって､端末本体に搭職されているハードウェアに制限されることなく、あらゆるハードウエ

アを扱えるようになりました。さまざまなハードウエアを扱えることに興味を覚える一方で、ハー

ドウェアを扱うなんて''1分には無理だと思っているAndroidアプリ開発者も多いのではないでしょ

うか。

たしかに、マイクロコンピュータ(マイコン）を使ってfIi子何路を組み、ハードウェアを制御する

通子工作は、Ｗｅｂやスマートフオンアプリ開発の気軽さに比べると、開発環境は古くて専用の機材

が必要になったり、わかりやすく整珊された梢報がＷｅｂ上になかったりなど、とつつきにくい印

蚊がありました｡

ところが近年、ハードウェアの11t界にもオープンソース文化が没透し、世界中の側発者が、自ら

|M発したInI路やファームウェア(マイコンに書き込むソフトウェア)のソースコードをＷｅｂ上で公

開し始めました｡これから開発する人は、そういった過去の資産を流用して手軽に冠子工作を始め

られるようになったのです。その中心となっているのがArduino(アルドゥイーノ）です。

リッチなユーザインターフェースや充実したネットワーク機能を傭えるＡｎｄｍｉｄと、カジュアル

に通子工作を楽しめるArduin〔〕oAndroidOpenAccessoryを使えば、この２つのプラットフォー
ムを簡単に組み合わせることができるのです。

本書では難しいNi子工作には路泳込みません。アプリやクラウドサービスの開発もそれぞれは決

して難しい内容ではありません。岐低限の知拙だけでも、ハードウェアとAndroid，そしてクラウ

ドを連挑させることで、これまでにない新しいサービスが実現できるのです。

本書を通して、みなさんのアイディアが広がり、それを実現する一助になれば幸いです。

2012年８月８日

伊雌元

｡eゆ

１１１



1Ｖ

はじめに

本書の対象読者

本書ではArduinoおよび通子回路、Androidアプリ、Ｗｅｂアプリおよびクラウドサービスの利

川と帆広い技術領域に触れています。

Arduinoおよび通子同路のハードウェアについてはliiI提知織を必要としていません。Arduino言

荊独自の知織も前提とはしていませんが、ベースとなっているＣ/C+＋言語の堆本的な文法がわか

ることを前提としています。

Androidアプリに関しては、アプリケーションのｌＭ発経験があり、一般的なAndroidアプリ解説

ioI:のサンプルアプリ程度の'1M発ができることをIiiI提としています。本文'1'では、ＪａｖａやEclipscと

いった開発環境や、アプリケーションを柳成するアクテイピテイやサービスといった韮本的な部分

については説明していませんｃ

Ｗｅｂアプリおよびクラウドサービスに関しては、ＲｕｂｙおよびＲｕｂｙｏｎＲａｉ１篤とそれに付随する

技術や、ソーシャルネットワークサービスに側する知搬、ＨＴＭＬやjavaScriptといったWebIH1発

の一般的な知識があることを前提としています。

動作検証環境

マシン卵塊はＭａｃＯＳＸ(10.7.4)、各孤ソフトウェアは英il‘版をベースにしています。個別の側

発環境については以下のとおりです。

Arduino開発環境

●ArduinolDELOO

ＡＤＫボード

・ＡｒｄｕｉｎｏＭＣｇａＡＤＫ

Android開発環境

●EclipsC3j7､２

。ＪＤＫ1.6.0.33

・ＳＤＫ２０

・ＳＤＫＴｏｏｌｓ２０

●ＳＤＫＰｌａｌｉｂｒｍ・toolsl2

●ＡＤＴ20.0.2



Android端末

。GalnxyK0xusSC.()41）(八】1.1．〔)i(l‘l‘()..'）

サンプルファイルのダウンロード

水iII:で他川したサンプルプログラムのソースは以1,.のＵＲＬからダウンロードＩｌｊ.能です

ｈＵｐｓ://質ithul〕.(･()、/it()ｇ'八()ＡＢＯ(>kSIlmpkP

使用機材

開発ボード

はじめに

ArduinoADK:本.11$のサンプルは第ｌＷｔを除き、すべてこのＡｌ･duillo八ＤＫでＩ)}1発を行っています

Ｗｅｂサイトなどでは11.1称のＡｌ･〔luinoMe卸ＡＤＫと記載されていることもあＩ)ます･

ＡＤＫボードまたはＲＴ－ＡＤＫ/RT-ADS：(;()()910から公式にリリースされたＡＩ)Ｋボード、もしく

はそのクローンは鮒ｌ唯で洲発の流れの‘AlﾘlIl#に仙川しています。

名称 剛品ページ

Ａ｢dｕｉｎｏＡＤＫ Ａｒｄｌｌｉｎｎ

http,〃arduinQcc/en/Mai、/Ａ｢duinoBoardADK

ＲＴ･ＡＤＫ/ＲＴｂＡＤｇ ＲＴ

l1Upl//rt-nBtID/､｢oduct/rtBdkserics／

電子部品

使用する↑ljf部品については水文中で脱明をしています

。ブレッドボード

・抵批

ｏＬＥＤ

ｏジャンパー

国内の販売ショップ(一例）

。スイッチサイエンスウェブショッブ

http://www・swiIch-scicI1(．e・com／

・ストロベリー・リナックス

hlII):／・strawlx’rry-Iinux,c()ｍノ

・せんごくネット通販

http://www霞Scngoku.c()jp／

価格

pH弓．

【国内では代理店を通して７．０００円温度で購入可）

３１．５００円(脱込】

ド記は典通で使います

Ｖ



ｅ２０

(ａ500円硬膜でj１M入可〉

$２４．９５

(2‘500円程凪で購入可）

$79.90

(１５．０００円程度で隅入可）

参考：工具

本文内で紺介するサンプルでは必鍍ではありませんが、下記“があると便利です

｡プライヤ

●ニッハ

・テスタ

・ は ん だ 、 は んだごて

参考：他の開発ボードを使う場合

水fI}:での解説はArduilloAI)ＫをIiii提としていますが、冊発ボードをＡＩ,｡【･()klOpcnAccess(),．ｙ

に対応させて、ＩＩｉｌじAndI･oidアプリで実行することもI1j､能です。ド記さまざまな対応ボードがあり

ます⑥

ＲＱｐＱｄｕｉｎｏＡＤＫＭａｉｎＢｏａに

‐

Ｉ

Ｉ

Ｂ'名称 ;価格製品べ-2ジ

S７９．９９

(ＰｌＣｋＭ３込：７‘000円程腰

で賜入可）

4.200円(税込）

ArdulnoUno÷USBHostｼーﾙドＷ):rduinQcc′en'Moi､'A『duIn｡B･a｢dUnoノ

pIC24FAccesso『yDevelopment

StarterKitforAndro!。

Ｓｐａ｢kfan

httPs:〃www,sparkfun・com/products/ｇｇ４７

ＳｅｅｅｄStudio

http://www．sBeedstudiocom/depDt/seeeduino・adk‐

main･boa『｡･p､８４６.ｈｔｍｌ

鳥人川

htlpl//www･harpyhBck,com／

Microcnip

ldcSeMce=SS-GE工PAGE&nodeld＝1406&ｄＤｏｃＮＢ

ｍｅ＝ｅｎｂｂＵｂ/Ｕ

ＲＴ

ｈｔｌＤ〃｢1.netip/p『oduct/I-tadksBries／

ＲＴ－ＡＤＫｍｌｎ１

4.9日０円〔税込〕HarpynBnoスターターキット

ＶＩ
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.；・価格は仙推時点での参考仙であI)、変肋するため保証できません‐叢た砧切れの場合は購入できない可能性があります
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第０章And｢oidOpenAccesso｢yが切り開くモノづくりとインターネットの未来

２０１１年５月、米ＧＯＯ屑Ｉｅ社は師年|M催しているi)M発者向けカンファレンス｢G()oglel/()｣のｊ,Ｌ

ｌＩＭＩｉ油において、八､(11･Oid（)I)(､】，Acccssol､ｙ（以1,-,ＡＯＡ）およびそのＩＨＩ苑キットハ(PC〔､sS(》ry

DeveI()PII】clllKit(以１．．、ＡＩ)Ｋ)を発炎しました。八ＯＡはAnd,．《)i(l向けの川辺機器を批でも脚山

に開発できる仕組みで、同時に＠h(》ｍｅという家屯を連携させるコンセプ1,も発表されたため、

AI1dr()ｉｄとハードウュアの連挽に期緋が広がりました．

Ｉ‘1年の９)lからｌｌｌＩにかけて11畔９那Iljで|州lilされた(;()()関k､I)(‘v(､l(),)e1.1)fly(()I)I))では、，liIiij

に０１〕cI1Callというコンテスト形式の公喋が行わiL，ＡＤＫを川いた作1V1が鵬,Jくされました。１１<I内

では、初めて実際に勤作する峻示を兄て、Androidとハードウェアの連携に'り．能性を感じた方も多

いと思います。

Ａ()ＡとＡＩ)Ｋに側しては、その後しばらくアップデートがあI)ませんでしたが、２０１２年６１jに

Ｉ)州iされたＧ()()glL'１（）２()１２ではlltWrバージョンが発災されましたオーデイオI1j:ﾉk機能とマウス

やキーボードなどのIIII)機能が追加され、開発ボードは堆仮むき川しの盗([．X10.1,左)から、独特

な形のf億時計型憧休と・体化した礎(図0-1,イf)へと進化しました。
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図o-1GoogIeI/Oで配布された冊発ボード（左：２０１１年、右：２０１２年）

開発帝の間ではA11drOidとハードウェアを手軽に辿携させる方法として認識されたものの、機能

が汎用的すぎたためか、ＧＤＤでの腿永以降では1Ｗ:った対応機滞があI)ませんでした。よ})具体

的なイメージを兄せ為ことで対応機器の拡大が進むことを期仲しているのでしょう。

このように、２０１２年のアップデートでいくつかの機能追加があ1)ましたが、２０１１年からサポー

トされている、AndI･oidアプリとさまざまなハードウェアとを接続する汎用機能こそがＡＯＡの木

質だと思います。

次節から､Googk,I/()2011の坐iiMlI柵演でのデモや､東京で行われたGDD2011での０１〕eI1C2lllフア

イナリストの峡示を振り返I)ながら、ＡＯＡの排つ１１．能性をザ察してみましょう



O‘１Androidにハードウェアを接続するAnd｢oidOpenAccessory

0.1Androidに八一ドウェアを接続する
ＡｎｄｒｏｉｄＯｐｅｎＡｃｃｅｓｓｏｒｙ

GoogleI/(）２０１１の蕊洲,柵波で行われたＡＯＡの発表では、対応す為外部機器を使った２つのデ

モが行われました。

１つ'1は、トレーニング川のエアロバイクとアプリケーションを組み合わせたデモです(図0.2）

ＡＣＡ対.応のエアロバイクがステージに'1噸されていて、エアロバイクからは〔･ｓＢケーブルが出て

います。そこにAndl･oid端ｲﾐを接縦すると、対･応のアプリケーションとエアロバイクを述動させる

ことができます‐

ｱ『

口

じ 周

図０－２１つ目のデモで登場したエアロバイク群’

対応するアプリケーションは、バイクのペダルの'''1娠数によってプレイヤーの位WtをコントTJ-

ルし、｜噸i鋤を避けるというケームです。ケーム終ｒ後には、ｉｌｌ職カロリーなどが喪,jﾐされます

もう１つのデモは、ボード上でポールを'脚:がし、穴を避けてゴールまで行く、迷蹄ボードケーム

です。この迷路ボードからもＵＳＢのケーブルが出ていて、これをタブレットに接続すると、エア

ロバイクの時と''1じょうに対応アプリが起動します。

アプリケーションと迷路ボードを接続すると、タブレットの傾きとlIil洲して、迷蹄ボードが傾く

ようになっています。腿,汰会jﾙではＭじ迷路ボードのｌｉ大版が鵬,jﾐされ、参加荷のii§'1を浴びて１，，

ました(lX10.3）

さて、このエアロバイクと迷路ゲームですが、Androidとハードウェアを辿挑させるときの２通

りの使い〃を′｣ﾐしています．

,趣川典COogIel'０２０１１:Ｋ〔､yI1〔〕l(､ＤａｙＯＩＫ，

【０

６
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出典GooglelO2011:KeynotはＤａｙＯｎｅ

ｈｒｍ鼠（i(WeIoper抑piecom］I）Programs,ｍ５

４

Ｌ配

、-豊
■

｛
■

一一一一竃園
塔

ｈ・

Ａ()Ａの大きな朴微の１つは、オープンであることです。

対応機器を作る際にＧ()()gleとＮＤＡを結ぶ必災はありませんし、公川する際に,脳‘illiなどのプ[.Ｉ

セスもありません。開発川のリファレンスボードはArduinoというオープンソースハードウェアを

ベースにしておI)、Arduil】()に,l桧込むソフトウェア（スケッチ）もオーブンソースです。

必奨なライブラリや|H1発環境もすべて無料で手に入れ為ことができます。AI1dl･oidアプリの作成

や火機での〈J1罰l:、仙人的な間l』ｲ|iなどすべてが雌1;:1.なので､Ａｌ1.1．(》ｉｄと辿係する機器を作り、そのハー

ドウェアを販ﾂしたり、対応するAndr()ｉｄアプリをGooglel)layで公洲したりすることもIﾘ能です。

これをアップル社のiOSと比べてみましょうｉＯＳ機器では、Ｄｏｃｋコネクタからの信号を通じ

て周辺機器と辿偏を行うことが111能なのですが、このコネクタを利用するためには、MFi(Madc

F(〕ril．，o(l/il>hoI1C/il，Z,(1)ライセンスプログラム･;１３に参加し、似‘,,１１を,受け為必喚があI)ます。このブ

譜．‘Ｊ
●＝

.:、ｑ

図０－３会場で注目を無めた巨大なボードゲーム噂

エアロバイクの場合は、エアロバイクをゲームのコントローラ、つまり入力装祇として使ってい

ます。ｊ“irのAndroid端ｲﾐでは、タッチパネルと機能の限定されたハードウェアボタンを使って蝋

,kを操作しますが、その人ﾉJを拡吸するという使い方です。

一方、迷蹄ボードの場合は、タブレッ1,の側き'|,州lを迷路ボードに送って助作させています。迎

常は液晶パネルなどのディスプレイ上でしか表現できないものから、物理的なものを動かすように、

Androidの州ﾉJ機能を拡張しています。

この人ﾉJおよび川ﾉJの拡狼は、八ndl･oidとハードウェアを巡拙する際のＡ()Ａの卿(Ｉ的な川述と

Ii･えるでしょう，

0.2オープンであることの可能性



0.2オーブンであることの可能性

ログラムは企雅向けに)'1撤されていて、認Iiil縦器を型,V1化する｣ル合にはアツプルに対するロイヤリ

ティが発ﾉｋしますホビー川途では、プログラムに参加すろこともできません‐それにIjlIえ、ｉ()Ｓ

アプリを開発するために有料の冊発什プログラムに〈識しなければなりません。

ｉOS機器ではこうしたライセンス上の障確があるため､個人開発者が趣味でiOS機器を使ってハー

ドウェアをiliIl伽するj〃合は、MFiライセンスの必要のないBlUetoothやオーディオジャックを使っ

た処j11などを行うことが多いようです。ただし、これらのﾉj法にもそれぞれii1l1uがあります。

Ａ()八と既存の通Ｉｉ１方法を川いたjﾙ合との比恢については、「1.‘’八,,droi〔Ｉとハードウェアを辿

鵬させるさまざまな方法｣を参照してください。

0.2.1オープンソースハードウェア

ここで、Ａ()八とオープンソースハードウェアの間係についてもう少し触れておきましょう。

Ｇ〔)ＯｇｌｅｌＯの基illM繊寅で、ＡＯＡの開発キットであるＡＤＫが発表されましたＡＩ)ＫはＡｌ･dUin(】

Ｍｅｇａをベースとしたボードとその冊発環境一式を提供しています。

八,･dUinoは、ＡＶＲマイコン･§:’をlllいた1111発ボードと開発Ｉ稲、そしてその統合冊発環境を含め

たプロジェクトの総称です。Ａｌ･duiI1()はオープンソースハードウェアで、ImI路Ixlや部IYI配伽､xlな

どの投計1洲iが無俄で公H1されています。ＡＩ)Ｋボードは、このＡｒ(luiI,〔)1%1発ボードの１つである

ArduinoMcgaをベースにしており、ＡＤＫボード自体もオープンソースです(lX10-l)。

、

図０．４ＡＤＫは股計情報が公開されている

オープンソースハードウェアは、オープンソースソフトウェア(OSS)のハードウェア版です。ハー

ドウ;奥アのi紬|･‘lWﾔ'1をオープンにすることで、，没制･にlMjするフィードバックを１１)たり、Ｉ”l･‘|､,'州iを
もとに独''1のハードウェアを作成したI)することがⅡ｢能になります｡

蕊４虹tp：ｗｗｗａｌｍｅＩ､commr(xiucls,microconrrollu聴狐,ｒ

、

５
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ソフトウエアの11t界では、オープンソースは欠かせない存在になっています。1991年、当時フィ

ンランドのヘルシンキ大学に征謝していたリーナス・トーバルズが公開したＯＳ｢Linux｣は、ＵＮＩＸ

互換ＯＳとして大きな広がりを見せ、今ではサーバ用途のみならず、組み込み用途でも広く使われ

るようになっています。Androidも、このLinuxの資産の上に成り立っています。

プログラミング言紹｢Ruby｣や開発環境｢Eclipse｣など、開発にⅢわるソフトウェアの多くがオー

プンソースで公開されており、今やソフトウェア側発は推もが無料で始められるのが当たI)前に

なっています。

ハードウェアの世界では、設計･愉報は長らく機密情報として守られてきました。2000年代以降

に､徐々にオープン化の流れが生まれ､2005年にイタリアでArduinoプロジェクトが始まりました。

Arduinoに閲しては、さまざまなクローンやさまざまな対応シールド(子基板)が販売されていて、

それらの多くもまた、オープンソースで仙棚が公|Ｍされています。こうして1W報が流通することと

コミュニティのサポートにより、Arduinoは多くの人に受け入れられてきました。

特に､Arduinoはハードウェアやソフトウェアの聯門知織があるエンジニアではなく、デザイナー

やアーティストたちに受け入れられ、フィジカルコンピューティングのプロトタイピングに使われ

ています。

0.2.2フィジカルコンピューティング

従来、人とコンピュータの接点と言えば、モニタ画面やマウス、キーボードなどのことでした。

こうした接点はＭＭＩ(ManMachinelnterIace)とも呼ばれています。コンピュータを使う珊合は、

人がコンピュータの前に行き、キーボードなどで桁示を送り、モニタからの悩報を得るといったよ

うに、人がコンピュータの都合に合わせて行動しなければなりませんでした。

フイジカルコンピューティングとは、このような人とコンピュータのＩＭＩわりを拡張し、より人の

生活に溶け込ませようという考え方です。フイジカルコンピューティングにより、センサを使って

コンピュータが人の動作から1W報を収得したり、ディスプレイに表示する以外のさまざまな方法で

愉報を伝えられるようになります。

たとえばケームのⅢ界では、従来からある標池的なコントローラに対し、任天堂のケーム機｢Wii」

のコントローラやマイクロソフトの｢Kinect｣のように、センサを搭載して人の動きを感知するもの

があります。こうしたコントローラを使うことで､これまでケームで遊ぶことのなかった胴にアピー

ルすることができました。右にいく、ジャンプする、といったような機能がボタンに削り当てられ

ているのに対し、コントローラを振ったり、自分が動いたりして操作するのは、より直感的で受け

入れやすいのでしょう。

このようにフイジカルコンピューティングでは、これまでの機能的なコンピュータとは違い感性

にうったえることができるため、デザイナーやアーティストに新たな表現方法として受け入れられ

ています。そして、皿い付いたフイジカルコンピューティングをすぐに形にするプロトタイビング

のツールとして、Arduinoは確固たる地位を築き上げていると言ってよいでしょう。
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0.2.3パーソナルフアプリケーション

もう１つ、これからのモノづくI)においておさえておきたいムーブメントがあります。パーソナ

ルフアプリケーションは、簡単に荷うと「何でも{'1分で作ってしまおう」という巷え方のことです。

1111m大工やＤｌＹが、オープンソースハードウェアなどの流れを受けてよI)舷張されたもの、と言っ
てもよいでしょう。

何かを作ろうと思ったとき、まずそれをどうやって作るかという知識が,lZ､'奥ですが､インターネッ

トを利用すれば大抵のことは調べられるようになりました。オープンソースハードウェアの登場に

より、アイディアを設訓･に藩とすところまでの敷)‘ifは大きくドがってきています。

しかし英装となると、Ｐｃｌ台でできるソフトウェアとは恥↑iiiが違い、物理的なモノを作るとこ

ろが大きな陳雌になっていました。大きなモノを作るjﾙ合や硬い紫材を加I弓する場合、機材がある

かどうかでモノを作為スピードやできｋがるモノのクオリテイが大きく変わってきます。そうした

機材は往々 にして高価でjﾙﾙ『をとるもので、個人や小さな企業では手の届かない仔在でした。
それが今、変わりつつあります。Arduinoをはじめとしたオーブンソースハードウェアの流れに

lIil洲するように、髄jzI:作に限らずより広い意味でいろいろなモノを自分のＦで作ろうという動き

が１冊禿になりました，その製微的なｲＭ;がFal)L;１１).:､５ですFabL曲ｂは、はんだごてなどの亥111iな
機材から、レーザーカッターや３Ｄプリンタといった高価な機材まで、その』ﾙで作るモノの設計似｜
をオープンにするという条件で、無料で使用できる作業場です(|x10.5)、

■

可』『
膳凸

唾

零,‘回
u珂融ロ
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図O-5FabLabTsukuba
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国内では、つくばと鎌倉にFabLabができました。’1t界的には｢FabLabは１年で２倍に地える」

とも葛われていて、今後は国内でも、FabLabやそれに似た無料や低価格で機材を使える鵬所が期

えていくことでしょう。

ＡＯＡがもたらすAndroidとハードウェアの連挽は、単体として見れば１つの機能にすぎません

が、こうしたオープンソースハードウェアやパーソナルフアプリケーションの流れを受け、そこに

Androidが取り込まれていくといった視点で兇れば、大きく見方が変わってきます

０．３０penCaIIAndroidADK

ＡＯＡの鮒に戻りましょう。２０１１年の秋から冬にかけて世界什凶で行われたＧＤＤでは、ＡＤＫを

使ったさまざまな作品が展示されました。発表から半年も経たないlⅢにこれほど多くの作陥が生ま
れたのは、オープンソースハードウェアやそれに伴う開発環境の恩恵と言えるでしょう。

2011年に11t界９か脚で行われたＧＤＤではＯｐｅｎCallというコンテストが間仙され、その入賞者
はＧＤＤ会嶋で作品を展示することができました。

OpenCallAndroidADKは、まずRoundlでＡＯＡに|M1する簡lIiなテストがあり、Round2で
ＡＤＫをⅢいたアイディアのデザインドキュメントを提川し、審査を通った場合はＡＤＫが１台送

付され、ＧＤＤ当日に作品を展示できるというものでした。

筆者は運よくGoogleＩ／ＯでＡＤＫを入手できたので、ＯｐｅｎCallが始まった頃にはＡＤＫを使っ
た開発をしていたのですが、大多致の人は実物を見ぬままデザインドキュメントを祥かなければな
りませんでした。デザインドキュメントは、そのアイディアの実現性を示すための設計例やコード
を示すことが推奨きれていたので、Arduinoベースではない独自仕様のボードだったとしたら、な
かなか応募数が集まらなかったのではないでしょうか。

応募数は公表されていませんが、日本では12名がＯｐｅｎCallを勝ち抜いてGDDinTokyo蕪６で
展水を行いました。これらの作品からいくつかを見ていきましょう。

0.3.1移動式扇風機

各種センサを使って人を見つけ、その人に近づいて風を送る扇風機です。人を見つけるために、
Arduinoに接続された人感センサと距離センサの梢報、およびAndr()ｉｄのカメラ愉報を組み合わせ
ています(似10.6)。

蕊６http://googledevjp､blogspoLjp/2011/１０/豊Oogledevelop野day､2011japan<》pcn､hｔｍｌ
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図０．６人を見つけると近づいていく扇風機

｢移動探索型せんぶうき／＠kopanitsa(TakahiroOkadaX

移動にはラジコンを使っています。こうしたラジコンやロボット系の応川例はホビーや学WjIj述

での利川に適していて、今後さまざまな作品が生まれてくることでしょう。

０．３．２ＴｅｌｅＳｋｙＭａｐ

蝋述鏡の刈皮にﾉhl応す為!&空をディスプレイに炎永する雑ii'iです。八I)Ｋで削遮鏡の角Ｉ鋤I州Iを

取得し、SKY-MAP､ORG※７から対応する|llli隙を収得してAndr()ｉｄで炎,(しています(似10.7)‘，
入力の拡披の１つと言えますが、望述鏡''１体は通常の役割を果たしつつ、Androidと接続すると

望遠鏡を覗きこむIMIに星の位澄などを碓偲できるという便利機能が付加されます。このように、ア

ナログなモノ本来の機能を活かし、さらに便利な機能を付加するというアイディアはさまざまな膨
らまし方ができそうですねｓ

そして、インターネットから情慨を収押し、大きなディスプレイで炎示するというところで

AndrOidの特徴を活かしています。従来のマイコンによる電子Ｔ作では、無線通信や大きなディス

プレイへのlllli像出ﾉjというのは結附な剛1がかかったものです。こうしたI畑腿な処J1l1はAndl･oidに

価せ、シンプルなセンサ'Ni縦をＡＩ)l〈に脈せゐというよい役荊分｡111ができていると岨います。

※７httpI'/sky.ｍ３，０噸
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第０京AndroidOpenAccessoIyが切り開くモノづくりとインターネットの未繋
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図０－７望遼銃とAndroidの組み合わせ

｢ＴｅＩｅＳｋｙＭａｐで星空散歩／大槻正樹」

Ｏｏａ３ｃｏｔｏｒｉｔｏ

雌後に、Ｗｆの作品である｢cotoI･it().:.s｣を紹介したいと思います、和１１味1Wですが、AI1droidが
ハードウェアにつながるという緋１２をjIt大限にiIIiかした作舶となっています(IxlOS）

『

図O-8cotoritoの全貌

:§･８11111】’‘'<･(l【()1'１１(}11(!［ノ



ＯＢＯｐｅｎＣａｌＩＡｎｄｒｏｉｄＡＤＫ

「c()t()I･il<)｣は、恥と.鳴の飼いi:、‘!:Ｗきの人たちの堆満をサポートするサービスです。'恥のmlい

i；は、外川先からストリーミングで恥の倣俺1,,Lながら、↑邸をつけたI)剛をあげた|)すゐことが

できます。また、，1＄ごとに仙別の'１，wiuerアカウン1,を設だしておけば、ストリーミングされてい

る様ｆがツイートされるので、烏好きの人たちが兄に来て、飼い．i§にメッセージを送ることもでき

ます

colol･itoのシステムは、AI1droidをハブとして、ＡＩ〕Ｋによるハードウェアのコントロールと、ク

ラウドとの述挑により僻成されています(1,x10.9)。

／

GoORleAppEngipc

Ｃ２ＤｌＶ

Ｒｑｌ『vr1『

／、
“：-.鍵
畠：ニーム

駕認憾義，

″
ｑｎｄｒＯＩ［

TWllICI
TW1ICaS1InR

図lO-9cotoritoのシステム

●
小黒

Ａｌ)Ｋでは、Ｌ剛)やえさやI)器といったハードウェアをコントlj-ルします。AI1dl･()i〔Iアプリは

TwillcI･と巡ﾙﾘしているので、ル雌センサや11“センサの111州lなど、‘蝿のiiFlLかれているさまざまな

状況をツイートできます。また、ストリーミング配信アプリと辿挑することで、‘!:3の椛子をリアル

タイムにストリーミングできます。

サーバはＧ()()gleAppEnginc((}八Ｅ）を用いていて、アカウントの認証と、Ｃ２ＤＭ(Cloudｔ(〕

DCviccMcsSagiI1g)，:'９というｲ|:組みを使ったＰｕｓｈ辿侭を行っています(IXl().10）

ｃ()l()ril()のシステムの概要を凡て、どう思われたでしょうか‘令休的には複雑に思えるかもしれま

せんが、１つ１つを見ると単純な機能の組み合わせであることがわかあと思います。実際、このシス

テムを柵染する上で、ハードウェア、Ａ】1.1.()ｉｄアプリ、サーバサイドのどれをとっても尚腿に帆１１Ｉ

的な知搬は必挫としていません。オープンな技術を使っているのでインターネット上に↑l州lが鵬;ド

にあり、特別なIMI提知識がなくても,l}:Wiや検索エンジンなどを帆りに1雌でも'ﾉﾐ現できるレベルです。

漁９現佃.kＧＣＭ(Goo2IeCIoudMesSa蜘砿)という+)･一ビスに移行

【０
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鍋Ｏ軍And｢oidOpenAccesso｢ｙが切り開くモノづくりとインターネットの未来

ＨｏｍｅＣｏｎｔｒｏｌＩｅｒ

Ｃ２ＤＭ

Ａｎｄｒｏｉｄ

Broadcast

Receiver

OpenAccessory

7Ｗ『fに目gfmdijr

coIori1oapp

図o-10coloritoのシステム

ＡＤＫボード

、。、

FＡＮ

爵ココロ､割呂爵ココロ､割呂

このように、ハードウェアやクラウドとAndI･oidを連携させる場合のポイントは、Androidが担

う処測1ではAndr()ｉｄの緋災を活かすことです。Andl･oidの特1ととしては以下がけえられます。

。，(i州推な処｣fIl1糸

・リッチＵＩ

Ｃタッチパネル

・アプリケーション''１１述挑

･クラウド迎拙

’'1でもクラウドとの述桃は大きな1,1．能性を秘めたテーマです。次節では、ハードウェアとクラウ

ドを述携させる技術の峡望を考えてみたいと思います。

Ｑ４インターネットの新潮流｢InternetOfThings」

前節までは、ＡＯＡの」,畔機能とそれによって実現したさまざまなアイディアを紹介してきまし

た。本節では、ハードウェアとクラウドを述抑させた技術をＭ:雌し、これからインターネットの'11；

界がどう変わっていくのかを老えていきましょう。

キーワードはICT(II11crI1ctOfThi皿s)です(凶0-11)。



I／

’墨③０

Ｏ５ＩｏＴの課1通とAnd｢oidOpenAccessoIyの可能性

、

■■僕凶■ｐ■
■■画■■■ロ
ﾛ｡§昌『｡

蜂Ｉ
図０－１１ＩＣＴの概念図：あらゆるものがインターネットに接続されていく

ＩＣＴはモノのインターネットとも呼ばれ、さまざまなモノがインターネットに接続される概念を

炎しています

これまでのインターネットは人Illlが使うことが''１心でした。Ｉ)ｃやスマートフォンを使ってイン

ターネットにアクセスし、人'111が|､,'州lのアップロードやダウンロードをｲj:っていました。今後、あ

らゆるモノがインターネットに接統されていき、モノと人がインターネットでつながり、またモ

ノとモノがインターネットでつながります。モノとモノがインターネットでつながることをＭ２Ｍ

(Machine.t().Ｍ乱chinc)と呼ぶこともあります。

Ｉ()'1,という概念に関してはさまざまな捉えﾉﾉがありますが、具体的にはどのようなサービスがど

えられるのでしょうか。

たとえば、地力を効率よく使うスマートグリッドが挙げられます。スマートグリッドとは、行家

腿やオフィスなどに電力iilj費最を‘汁･るためのスマーI､メーターを取り付けて、その情報をインター

ネット綴Iilで収典することにより、リアルタイムな洲災に応じて発近11tのI卿路などを行うことで、

効率よく躯ﾉJを使えるというシステムです。

別の例としては、外出先から州宅lilに自宅のエアコンをＯＮにして、州毛した際には寒い冬j鮒には

暖かく、衿い型jﾙには涼しく‘快適な洲雌になっている、というユースケースも紗えられるでしょう｡

【０
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第０函And｢oidOpenAccesso『ｙが切り開くモノづくりとインターネットの未来

0.5ＩＣＴの課題とAndroidOpenAccessoryの可能性
スマートグリッドは、発迩所などを含めたインフラの整鯛が必饗なため、社会全体で使われるの

には少し時間がかかるかもしれません。エアコンのユースケースはもう数十年も前から未来のス

マートハウス構想として思い描かれていましたが、今のところほとんど実現していないと言ってよ

いでしょう。

近年、プルーレイやＨＤＤレコーダなどのWi級家巡では、インターネットに接続し、外出先から

コントロールする機能を提供している製,hhも出てきていますが、操作方法の煩雑さなどもあり、あ

まり使われている印象はありません。もともと高機能ＯＳを搭戦している情報家迩とは異なI〕、必

要姫低限の機能しか持たない白物家冠に、コストをかけてインターネットからコントロールする機

能を付けるのは、採帥的に合わなさそうですね｡

飛荷は、オープンソースハードウェアやパーソナルフアプリケーションなどのムープメントが

ICTの新たな可能性を切I)開くのではないかと期待を寄せています。お仕着せの大敵生産品を使う

のではなく、モノとサービスまで組み合わせて個人製作してしまうという考えです。

実際に、ＡＯＡを使えば、個人でも遠隔エアコン操作がWiiIIiに実現できてしまいます。これには

ＡＯＡだけではなく、インターネット迎侭に関する知倣が必饗となりますが、その１つ】つは決し

て難しいものではありません。

「5.3外出先からエアコンをつける｣では、ＩＣＴの実例として外出先からエアコンをコントロール

するシステムを椴築します。高度な専門知撤がなくても、ＤＩＹで夢のシステムが実現できてしまう

ことをぜひ脚身で体験してください。



第で軍
AndroidOpenAccessoryと
ＡｎｄｒｏｉｄＡＤＫ

1.1

1.2

1.3

1.4

ＡＤＫとは

サンプルアプリを動かす

AndroidOpenAccesso『ｙ（AOA）と
USBAccessoryAPI

Androidとハードウェアを連榔させるさまざまな方法



梱別

ファームウェア

アプリケーション

ＡＤＫボード

ADKrelease-ZOﾕZO606/arduinoUbs以下に含まれているファイル

サンブルアブリ｢DemoKit｣のソースコード。ADK-release-ZO1ZO606/app

ArduinoMega2560をベースとしたＵＳＢマイコンポード

ジョイスティック、ＬＥＤ，気温センサ、照哩･センサなどを括潔しに、ＡＤＫボードに

接続できるボード

ADK-releage-20120606/hardware/en9以下に含まれている．ｓｃｈファイル

ADKreleasG-ZO120606/hardwarG/Gnq以下に含まれている．ｂｒｄファイル

Iil章では、モノづくりやインターネットに側する|､レンドと11(!らし合わせて八n(lr()idOpen
Acccssoryい()八）の展望を凡ていきました。本蹴では、Ａ()Ａのi)M発キットでああAcccssoI｡､’

1)evc101〕ｍｅＩ１１ＫｉｌいI)Ｋ)を川いて、笈際にAI1droidとハードウェアを述挑させるまでの流れを碓

,過していきましょう。

1．１ＡＤＫとは

ここまで(111艇か朽前が出てきていますが、ＡＤＫとはいったい(１１なのでしょうか。Ａｌ〕ＫはＡＯＡ

のlIM発キットで、ＡＣＡの開発に必要なハードウコ.γ、ソフトウェア・式を提供しています割::'・本

fifでは､２０１１年に発喪されたＡ()八プロトコル１.()およびADK2011についての解税をしています◎

雌新版のＡ()Ａ２.()およびＭ)Ｋ２０１２については、１，j､録を参照してください

表１－１ＡＤＫに含まれるもの

ＡＤＫシールド

Ｉ脱明

第１章AndroidOpGnAccessoIvとＡｎｄｒｏｉｄＡＤＫ

ソフトウェアのソースコードとハードウェア被,11.1州lはＡＤＫｐ２１じk棚ｇｃとしてＺＩＰにまとめられ

ており、ＡＤＫサイ１､.§:２からダウンロードできます。

ハードウェアに閲しては、Ｇｏ()屑lCから公式にリリースされたものは非充砧ですが、ＡＩ)Ｋボード

は11本阿内のＲ'1,社製であり、Ｒ'1,社から発売されていゐRT-AI〕Ｋ＆RT-ADS燕３がＡｌ)Ｋボード、

ＡＩ)ＫシールドとほぼIIiI聯舶です(I･xll-l)。

本章では、ＡＩ)ＫボードとＡｌ〕Ｋシールドを接続した状態で使うため、ＩＩＩｌ端を併せたものもＡＤＫ

ボードと呼んでいます。

ソフトウエアソーヌ

コード

ハードウェア

ハードウエア設計桶報｜回路図
｜慕胴レイアウト
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hltp:ﾒﾉd他v(91<〕I)ur､zmdroid“ｍ/inKl/脚パo()15‘,３．k/indCx,html

https:ﾉﾉ｡'・ＳＳＩ､jIoogle,com/androi<l/､｡k/adk-reIease2012()6()6.zip
http:/'戒.nCljp/Pl･oduc[,､rtadkseI'ieS／
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1８

躯１章And｢oidOpenAccesso｢ｙとAnd｢oｉｄＡＤＫ

しよう。Ａｒ〔llIinoのダウンロードページ．:・・から、什自の環境に適したArduiI1()ソフトウェアをダ

ウンロードし、インストールします(似11.2)。

’

ＨＮ踊郵ゥ1ｺ啓.Ｒ』空容麺rWHum血噛Ｉ幽血、
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図１－２Ａ『duinoソフトウェアのダウンロー･ド

ｌＩｉｌ光環境がＭ【1(Fの｣ル合は、Ｆ'1,1)lのI;SB,シリアルドライバをインストールします。ＦTDIのサ

イト・;:６からＭａｃＯＳＸ６４ｂｉｌ川のドライバを入下してください

ダウンロードしたFTDIUSBSerialDrive里v2-2-17..ｍｇを英行すると、インストーラが２つあり

ますcFTDIUSBSerialDriver-10-4-10-5-10-6-10-7をダブルクリックしてⅢき､両而の指'Ｊｔに従っ

てインストールしてください，

ステップ２：ファームウェアと必要なライブラリの取得

ＡＤＫﾌｧー ﾑｳｴｱは前述のＡＤＫｻｲﾄからダｳﾝﾛー Ｆできます｡ADK-release-O606,Zip

をダウンロードして、征葱のディレクトリに鵬|;|lしてください。

ZII》ファイルを鵬|H1したら、鵬|)Ｉ)したディレクトリのarduino-Iibsディレク１､リ以1,.にああ

AndroidAccessoryとUSB-Host-Shieldをディレクトリごと／Users/〈ユーザ名＞/Documents／

Arduino/1ibraries／にコピーします。コピー先のディレクトリが存任しない』ﾙ合は、新規に作成

してください

,§･５

，２．s

2012年７，１叶点の最新バージＪンはＡ【･duino１．０．１

h江p:aI･〔MnOccピ､‘ＭａｉｎＳｏｆｔｗａｍ
ｈｔｍｗｗｗ､itdichip・comDrive応VCP,htm



IＰサンブルアブリを肋かす

ステップ３：CapSenseライブラリのインストール

赫遮容幽センサのライブラリであるCaPSCnSeをインストールしますＡ１･dUiI,ｏサイト'§､７から

CapSeI,ｓｅライブラリをダウンロードします。執飛時点での最新バージョンはCapSenseO4・Ｚｉｐで

すー こちらも鵬|H1したCapScnseをディレクトリごと／Users/〈ユーザ名＞/Documents/Arduino／

librariGs／にコピーします。

ステップ４：コンパイル

以上でライブラリの準備は終｣'しました。続いてサンプルを開いてコンパイルしましょう昌

Ａ１･duinoソフトウェアを起動します(似11-3)｡

ＧＩ~、、 獣eKRLmﾕr”』lAfdu伽｡’‘Ｃ

⑤＠国回図 画

||‘‘"…‘ｌ…蕊鵡騨鐸

劉謎 瀧篭“群，．.、

剛UU1胴断G聖郡恥則ＮＧ仙師Ｋ伽JdW恥晩b蛇ｎｌＩＡﾘ砿８３０

園l1-3Arduinoソフトウェアを起動

ＡＩ)Ｋボード川のサンプルコードは、Andr〔)idA(℃ess(》1.ｙライブラリlﾉ､｣に《‘xaml〕ｌｅとして含まれ

ています。

メニューから[File]→[Examplcs]→[AndroidAccessory]→[demokil]を選択してファイルを開

きます

次に､I)M発ボードのタイプを選択します｡八ＤＫボードはAdI･UinoMc鰍1256()瑚典なので、メニュー

から[TooIsl→[B(》Zlrd]一い】･(lUill()Mcga256()()１．Ｍc皿ＡＩ)K]を選択します(似11-1)。

※７ｈｒｍ:/'ｗｗｗ鋤･duino･cQplavm･〔〕und'Mai、/CaDSense

【１

1９



ステップ５：書き込み

ＡＩ〕Ｋボードと開発マシンをＵＳＢで接続します。ＡＩ)ＫボードにはＵＳＢポートが２つありますが、

CSBI】,ic1･《》コネクタに接続してください(lxll-5)。

第１章AndroidOpenAccessoI-vとAnd『oｉｄＡＤＫ

Ｉ

■
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図１－４M１発ボードのタイプを避択する

次に、ソースコードをコンパイルします。メニューから[SkeIch]→ｎ.eri6，／CompiIe]を選択す

ると、コンパイルが側始されます。

ここまでの殺定に|川辿がなければ、「(lo11ccompilinR｣というメッセージが災示され、コンパイル

が先｣参します。

－１:“

ＦｌＩｅＥｄＩ１ＳｋＥｋＩ１ＩＴｂｏｎｌＩＭｎ

＝”

図１－５ＡＤＫのｍｉｃｒｏＵＳＢポートと開発マシンを接続する
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