
  

BeagleBoard-xMで Android



  

本日の話の概要

● Android動かすまでやったこと（昨日までの状況）



  

BeagleBoard-xMについて



  



  

Android動かすまでにやったこと



  

Texas Instruments Android 
Development Kit



  

Texas Instruments Android 
Development Kit

● TIが公開している

● BeagleBoard 、 BeagleBoard-xMに対応している

● kernel 、 Androidは rowboatの eclairそのまま

● GPUはもちろん有効なので、動きは滑らか

● 現状、一番まともに動いてると思います

● 環境構築は、 TI-Android-Éclair-DevKit-V1 UserGuide を参照
http://processors.wiki.ti.com/index.php/TI-Android-%C3%89clair-DevKit-V1_UserGuide

● または、ブログへ
http://blog.sola-dolphin-1.net/archives/2941718.html

http://processors.wiki.ti.com/index.php/TI-Android-%C3%89clair-DevKit-V1_UserGuide
http://blog.sola-dolphin-1.net/archives/2941718.html


  

Froyo （ Android2.2 ）をのせてみる



  

Froyo （ Android2.2 ）をのせる

● 特に xM向けに Androidをいじらなくても、起動します

● ビルド手順は長いのでブログへ
http://blog.sola-dolphin-1.net/archives/2978103.html

● 時間がとれなくて、あまり動作確認してないです。
xM持ってる人は動かしてみて下さい。
～が動かないとか、動作不良情報（＋ログ）くれると助かります。

http://blog.sola-dolphin-1.net/archives/2978103.html


  

0xlabのカーネルで起動させてみる



  

0xlabのカーネルを使う理由

● rowboatは動いて当たり前（ TIの開発キットで使うくらいだから）

● 動かなければ、 xMを動かすのに必要な部分が分かるのではない
 か？ という興味だけ

● 0xlabはこちら
http://0xlab.org/

http://0xlab.org/


  

普段 BeagleBoardで使っている、
0xlabのカーネルで起動させてみました



  

起動の様子 ...orz
Waiting for root device /dev/mmcblk0p3...
hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 2
mmc0: new high speed SDHC card at address 1234
mmcblk0: mmc0:1234 SA04G 3.68 GiB (ro)
 mmcblk0: p1 p2 p3
VFS: Cannot open root device "mmcblk0p3" or unknown-block(179,3)
Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
1f00             512 mtdblock0 (driver?)
1f01            1920 mtdblock1 (driver?)
1f02             128 mtdblock2 (driver?)
1f03            4096 mtdblock3 (driver?)
1f04          255488 mtdblock4 (driver?)
b300         3866624 mmcblk0 driver: mmcblk
  b301          120456 mmcblk0p1
  b302          265072 mmcblk0p2
  b303         1052257 mmcblk0p3
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(179,3)



  

動かない原因を予想
arch/arm/mach-omap2/board-omap3beagle.c （ rowboatのカーネルソース）
319 319 {
320 320 .mmc = 1,
321 321 .wires = 8,
322 .gpio_wp = 29,

322 .gpio_wp = -1,
323 323 },
324 324 {
325 325 .mmc = 2,
… …
344 344 unsigned gpio, unsigned ngpio)
345 345 {
346 346 if (system_rev >= 0x20 && system_rev <= 0x34301000) {
347 omap_mux_init_gpio(23, OMAP_PIN_INPUT);
348 mmc[0].gpio_wp = 23;

347 if (cpu_is_omap3630()) {
348 mmc[0].gpio_wp = -1;
349 }
350 else {
351 mmc[0].gpio_wp = 23;
352 omap_mux_init_gpio(23, OMAP_PIN_INPUT);
353 }

349 354 } else {
355 mmc[0].gpio_wp = 29;

350 356 omap_mux_init_gpio(29, OMAP_PIN_INPUT);
351 357 }
352 358 /* gpio + 0 is "mmc0_cd" (input/IRQ) */



  

0xlabのカーネルを変更してみた
diff arch/arm/mach-omap2/board-omap3beagle.c.old arch/arm/mach-omap2/board-omap3beagle.c
255,256c255,261
< omap_cfg_reg(AG9_34XX_GPIO23);
< mmc[0].gpio_wp = 23;
---
> if (cpu_is_omap3630()) {
> mmc[0].gpio_wp = -1;
> }
> else {
> omap_cfg_reg(AG9_34XX_GPIO23);
> mmc[0].gpio_wp = 23;
> }



  

変更した 0xlabのカーネルで
再び起動させてみた



  

変更前のカーネルで停止したところ
mmc0: host does not support reading read-only switch. assuming write-enable.
mmc0: new high speed SDHC card at address 1234
mmcblk0: mmc0:1234 SA04G 3.68 GiB 
 mmcblk0: p1 p2 p3
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
EXT3 FS on mmcblk0p3, internal journal
EXT3-fs: mounted filesystem with writeback data mode.
VFS: Mounted root (ext3 filesystem) on device 179:3.



  

0xlabのカーネルでも、
Androidが起動しました



  

BeagleBoard-xMの問題点



  

Androidの初回起動が異常に遅い
アプリの起動も遅い

BeagleBoardの方が快適に動く ...



  

bonnie++を使用してみた

Sequential Output Sequential Input Random

Per Chr
K/sec

Block
K/sec

Rewrite
K/sec

Per Chr
K/sec

Block
K/sec

Seeks
/sec

BeagleBoard
C4

2448 4909 5247 1914 9386 58.7

BeagleBoard
xM

2407 3704 2295 2377 5907 24.9



  

BeagleBoard-xMに繋げたいもの



  

カメラ



  

まとめ

● BeagleBoard-xMでも BeagleBoard同様に、 Androidは簡単
に動作させられます

● ただし、現状では BeagleBoardの方が快適に動作している ...



  

A81-E

● OMAP3搭載

● SDからブートさせられるので、色々遊べそうな端末
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