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自　己　紹　介

氏名：  横山　光（あきら）

経歴：
１．社会人のはじめ１０年は駐車場システムのＳＥをやっていました。
　　　客先へのシステム提案
　　　駐車場のスペース設計
　　　駐車場システム仕様作成、設計
　　　　など

２．約５年前に現在のソフト開発、支援会社に移る
　　　金融、保険業の業務アプリケーションの保守、運用変更による開発
　　　自社で受託したアプリケーション開発、保守
　　　組み込み系ソフトウェア開発
　　　などが柱の会社
　
　　　現在、社員の技術力向上のため、情報収集や教育方法の立案と実施

　Linuxの利用経験は無い。プラットフォーム系の知識もなし。

　ＰＦ部参加は、今までプラットフォームに興味はあったが、一人では
　と思っているところに、ＰＦ部立上げと知ったので参加しました。
　　　



  

機器項目機器項目 メーカーメーカー 型番型番

マザーボード ASUS  M4A87TD/USB3 

メモリ CFD PC3-10660(DDR3-1333)DDR3 4GB　×　２

CPU AMD Phenomll ×2 555BE HDZ555WFGMBOX

グラフィック 玄人志向 RH4350LE256H

SSD CFD CSSDSM64WJ3

電源 BULL-MAX KT-620RS

DVD LG GH24NS50

P　C　構　成



  

手がける前の状況は、8年くらい前に自作したPCで、買い替えを考えていた。

特に事前の勉強もせずに、PF部顔合わせのときに聞いた

　「OsはLinuxのUbuntu10.04がいいよ。」
　「コア８個のCPUで環境構築している。」(村上氏)
　「メモリは多いほうがいいよ」

を基本に。”格安”を最優先で、ネットや量販店より購入。

Ubuntu10.04は、個人情報設定以外、デフォルトのままインストール。

BIOSがWindows用で良いのか不安であったが、正常に動き出した。

この後、BIOS設定でCPUコア数(4つ)やメモリのクロックを設定、OSが最新
パッチを自動検索したのでインストールして、基本設定終了。

では、Android ソースビルド環境の構築開始！！（第一回勉強会前）

前　準　備



  

第一回PF勉強会の前で、ほぼ独学の思い込みで、
必要と考えたものをインストールした。

まずは「JAVA」と「eclipse」の最新バージョン
「JAVA SDK 6-21」と「eclipse 3.6」と
「android-sdk_r06」をインストール。

エミュレータが動くところまでできた。

ネイティブコード取得も試みたが、この頃はLinuxの慣例、
ＧｉｔやRepoの役割も知らなかったので取得できなかった。
（一生懸命ダウンロードのボタンを探した。）

PF部の第一回勉強会に参加。

前　準　備



  

第一回勉強会の村上さん資料でネイティブコードを取得方法を次のWebページ
参照して実施して、と軽く紹介があったので実践した。
<http://blog.sola-dolphin-1.net/archives/2613458.html>（以後、ｓｏｌａさんページ）の
「Ubuntu-10.04 RC を入れて、Android のビルド環境をセットアップした時のメモ」を
「端末」画面へトレースした。

　　akira@akira-desktop:~$ sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gperf       
                           libsdl-dev libesd0-dev libwxgtk2.6-dev build-essential     
                           zip curl libncurses5-dev zlib1g-dev
　　akira@akira-desktop:~$ sudo apt-get install valgrind
　　akira@akira-desktop:~$ sudo apt-get install libreadline5-dev

（Java5 のインストールで下記コマンドを実行。）

　　akira@akira-desktop:~$ sudo emacs /etc/apt/sources.list

「ファイルが見つからない。」と言う内容のエラーが発生。
パスが違うのかと考え、「sources.list」でコンピュータ内を検索した。

PF部　第一回勉強会の実践



  

「sources.list」ファイルは存在した。
検索が面上でダブルクリックすると、「ソフトウェア・ソース」画面が開く、「他のソ
フトウェア」タブで「ｓｏｌａさんページ」にある下記の2行をコピペして登録した。
　　「deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty multiverse」
　　「deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-updates multiverse」

①クリック

②コピペ

③データが入る
　とアクティブ

④クリック

PF部　第一回勉強会の実践



  

「ｓｏｌａさんページ」に「追記した内容を戻しておく。」と指示があったので、
再度「ソフトウェア・ソース」画面、「他のソフトウェア」タグ開き、
増えた2項目を削除しておいた。

この二つを順次
選択して、削除した。

PF部　第一回勉強会の実践



  

akira@akira-desktop:~$ sudo update-alternatives --config java
There are 2 choices for the alternative java (providing /usr/bin/java).

  Selection    Path                                      優        Status
------------------------------------------------------------
* 0            /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java       63        auto mode
  1            /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun/jre/bin/java   53        manual mode
  2            /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java       63        manual mode

Press enter to keep the current choice[*], or type selection number: 1
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun/jre/bin/java to provide /usr/bin/java (java) 
in manual mode.

akira@akira-desktop:~$ update-alternatives --config java
There are 2 choices for the alternative java (providing /usr/bin/java).

  Selection    Path                                      優        Status
------------------------------------------------------------
  0            /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java       63        auto mode
* 1            /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun/jre/bin/java   53        manual mode
  2            /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java       63        manual mode

利用するJAVAバージョンを設定する。

PF部　第一回勉強会の実践

①コマンド入力

②１を選択

①コマンド入力

③確認のため
　再コマンド



  

akira@akira-desktop:~$ sudo update-alternatives --config javac

There is only one alternative in link group javac: /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun/bin/javac
Nothing to configure.
akira@akira-desktop:~$ mkdir ~/bin

akira@akira-desktop:~$ curl http://android.git.kernel.org/repo >~/bin/repo

  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current

                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed

100 17211    0 17211    0     0   7785      0 --:--:--  0:00:02 --:--:-- 15177

akira@akira-desktop:~$ echo "export PATH=$PATH:~/bin " >> ~/.bashrc

akira@akira-desktop:~$ chmod a+x ~/bin/repo

akira@akira-desktop:~$ git config --global user.email "a_yokoyama@washin.co.jp"

akira@akira-desktop:~$ git config --global user.name "a.yokoyama"

利用するJAVACバージョンを設定やrepo準備。

　・JAVACは１.５.０だけなのでコンフィグファイルはなし。
　・repoは指定したｂｉｎフォルダに「repo」ファイルができた。
　・メールアドレスや氏名はコードを開示するときにヘッダ部で利用される。

PF部　第一回勉強会　実践



  

akira@akira-desktop:~$ mkdir mydroid
akira@akira-desktop:~$ cd mydroid
akira@akira-desktop:~/mydroid$ repo init -u 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
git://android.git.kernel.org/platform/manifest.git

gpg: 鍵輪「/home/akira/.repoconfig/gnupg/secring.gpg」ができました
gpg: 鍵輪「/home/akira/.repoconfig/gnupg/pubring.gpg」ができました
gpg: /home/akira/.repoconfig/gnupg/trustdb.gpg: 信用データベースができました
gpg: 鍵920F5C65: 公開鍵“Repo Maintainer <repo@android.kernel.org>”を読み込みま
した
gpg: 処理数の合計: 1
gpg:               読込み: 1

Getting repo ...

PF部　第一回勉強会　実践

ネイティブコードのダウンロード準備。

　・ダウンロード先フォルダ「mydroid」の作成。
　・「mydroid」フォルダにダウンロードするための認証登録



  

Your identity is: a.yokoyama <a_yokoyama@washin.co.jp>
is this correct [y/n]? y

Testing colorized output (for 'repo diff', 'repo status'):
  black    red      green    yellow   blue     magenta   cyan     white 
  bold     dim      ul       reverse 
Enable color display in this user account (y/n)? y

repo initialized in /home/akira/mydroid
akira@akira-desktop:~/mydroid$ akira@akira-desktop:~/mydroid$ repo sync

　＜中略：ソースコードをダウンロードするログが３０分ほど続いた。＞

Checking out files: 100% (2086/2086), done. out files:  13% (272/2086)   
Syncing work tree: 100% (159/159), done.  
akira@akira-desktop:~/mydroid$

ネイティブコードのダウンロード。

　・「ｒｅｐｏ sync」で実際にネイティブコードがダウンロード。

PF部　第一回勉強会　実践

前ページの続き

mailto:akira@akira-desktop


  

ソース取得完了。できたフォルダーは下図のイメージ

PF部　第一回勉強会　実践



  

USBデバイスの設定

$ sudo emacs /etc/udev/rul es. d/51-androi d. rul es
※以下を書く(ADP1、2、NexusOne、Xperi a用の設定)
SUBSYSTEM=="usb",  SYSFS{i dVendor}=="0bb4",  MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb",  SYSFS{i dVendor}=="18d1",  MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb",  SYSFS{i dVendor}=="0f ce",  MODE="0666"
$ sudo chmod a+rx /etc/udev/rul es. d/51-androi d. rul es

「ｓｏｌａさんページ」には最後に下記の「USBデバイスの設定」

の記述があったが、よく分からないのと実機を所持してい

ないため実行はしなかった。

PF部　第一回勉強会の実践



  

「eclipse 3.5.2」をダウンロードして、展開した。ダウンロードした
データは下記の通り
　・eclipse本体　　　　　　 ：「eclipse-SDK-3.5.2-linux-gtk.tar.gz」
　・JAVA系メニューの日本語化 ：「NLpackja-eclipse-java-galileo-SR1-blancofw.zip」
　・C＋＋系メニューの日本語化 ：「Nlpackja-eclipse-cpp-galileo-SR1-blancofw.zip」

Ｗｉｎｄｏｗｓに慣れてしまっているためファイルをダブルクリックして、
表示された画面のテキストボックスに展開先を指示して展開した。

①展開先パスの記入

②「展開」ボタン

PF部　第一回勉強会の実践



  

第一回勉強会での村上さん資料で指示されているプラグインと
その他アンドロイドに関係するものを表示。

PF部　第一回勉強会の実践



  

日本語化のプラグインは、eclipse本体内の「dropins」フォルダに格納
することが推奨位置のため下記の通りにした。
eclipse本体の「dropins」フォルダはデフォルトで「空」であった。

               　~/eclipse
                     　・p2
                     　・plugins
                     　・features
                     　・dropins
                               ・C++
                                     ・eclipse
                                          ・plugins
                                          ・features

                               ・JAVA
                                     ・eclipse
                                          ・plugins
                                          ・features

                     　・configuration
                     　・about_file
                     　・readme
                         　・
                     　    ・

自分で任意に決
めたフォルダ名

「Nlpackja-eclipse-java-galileo-SR1-blancofw.zip」
を展開したもの

「Nlpackja-eclipse-cpp-galileo-SR1-blancofw.zip」
を展開したもの

PF部　第一回勉強会の実践



  

次に、村上さん資料の

　１１ページ「Eclipseの初期設定」から
　　
　１６ページ「Eclipseでプロジェクトをビルド」まで

を実施。
ネイティブコードに手を加えていないので、すんなり
ビルド成功するのかなと思ったが

甘かった！！。

PF部　第一回勉強会の実践



  

エラー５３１件、警告１２４件

PF部　第一回勉強会の実践



  

私の推測として、前記の通りソースはダウンロードで編集などしていなかったので、
エラーとなる可能性として、

　①環境構築に不備があった。
　②ｅｃｌｉｐｓｅの必要なプラグインがインストールされていない。
　③ネイティブコードのダウンロード出来なかったか、壊れたファイルがある。

を考えた。

①３回ほど「ｓｏｌａさんページ」の内容を少しづつアレンジ(名前の文字や作業時
　の権限を変更)して、作業繰返したが、改善されなかった。

②プラグインについてもWEBでC++環境で必要なものがあるのか調べもし、
　「村上さん資料」を見直したりしたが、問題は見つからなかった。

③ソースのダウンロードも２回ほど実施した。

が、改善されない。　次に、エラー内容を詳細に見てみた。
　

PF部　第一回勉強会の実践



  

発生した５００件近くのエラーを全て見たわけではないが、エラーをグループ
分けすると次の２グループがほとんどであると判明。

　①インクルードしている”○○.h”ファイルが見つからない。
　②変数や関数の宣言がおかしい。

ここで、上記２つを解決するとエラーのほとんどが解決すると考え、さらに、イ
ンクルードファイルが見つからないため宣言エラーが出ているのでは？と推
測した。次にファイルの存在するかを確認するためフォルダ内の検索を実
施。

するとファイルは存在していた。
●context.cファイル内でインクルードしているosApi.hは、下記３箇所に存在
　~/mydroid/hardware/ti/wlan/wl1271/platforms/os/common/inc
　~/mydroid/system/wlan/ti/sta_dk_4_0_4_32/pform/common/inc
　~/mydroid/system/wlan/ti/wilink_6_1/platforms/os/common/inc

●GenSM.cファイル内でインクルードしているosTIType.hは、下記３箇所に存在
　~/mydroid/hardware/ti/wlan/wl1271/platforms/os/linux/inc
　~/mydroid/system/wlan/ti/sta_dk_4_0_4_32/pform/linux/inc
　~/mydroid/system/wlan/ti/wilink_6_1/platforms/os/linux/inc

その他もファイルが存在し、ファイルを開くことも可能であった。

PF部　第一回勉強会の実践



  

また、report.hファイルのエラーを見ようとしたときに、間違えて
report.cのエラーが発生していないファイルを開いたとき。

context.cファイルでは、osApi.hファイルは認識されずエラーとなって
いるが、report.cでは同じファイルが正しく認識されてエラーはなかった。

不思議で手詰まりだなと考え、特に期待もしないで「宣言がおかしい」
というエラー文でWEB検索をすると、iPhoneアプリ作成を説明している
ページで

「複数ファイルでインクルードしていると参照関係で環ができてしまい
　エラーとなる。」

つまり
「参照し合ってどの宣言が基点かC++ビルダーが判別出来ない状況が
　生まれてエラーとなる。」
と理解した。

そこで？？？、エラーとなっているインクルード宣言をコメントアウト
してみようと考えた。

PF部　第一回勉強会の実践



  

まずは、context.cファイルのosApi.hインクルード宣言をコメントアウト
し、ビルドすると、約５００件のエラーが約３００件位になり状況が改善
された。

次に、GenSM.cファイルは、osTIType.hとosApi.hの２つインクルード宣
言でエラーとなっていた。osTIType.hインクルード宣言をコメントアウト
し、ビルドするがエラー件数に変更なし、osTIType.hインクルード宣言
のコメントアウトをはずし。

今度はosApi.hインクルード宣言をコメントアウトし、ビルドするとエラー
が全て無くなり、ビルド処理が完了した。

しかし、コンソールには気になるコメントが残る。？？

PF部　第一回勉強会の実践



  

PF部　第一回勉強会の実践

Make: ~system/wlan/ti/wilink_6_1/utils/GenSM.dに対して行うべき事はありません。



  

ビルドは成功したと思い、強行して次へ、
村上さん資料の
「3.EclipseにAndroidのアプリだけのNativeソースを読み込ませる」
に挑戦。

cプロジェクトを作成

PF部　第一回勉強会の実践



  

プロジェクトの作業場所は下記パスの通り
/home/akira/mydroid/external/helloworld

次の設定は下図の通り

PF部　第一回勉強会の実践



  

この２つを使ってファイル
作成

PF部　第一回勉強会の実践



  

PF部　第一回勉強会の実践



  

PF部　第一回勉強会の実践



  

PF部　第一回勉強会の実践



  

PF部　第一回勉強会の実践



  

PF部　第一回勉強会の実践

ビルドすると下記のような警告ダイアログが表示され、
次の段階のコンソールへの文字列出力ができない。
村上さん資料で指示されているビルドの成果物も出力
されていない状況で今日に至りました。
　



  

考　察

今回の作業では、残念ながら完遂できなかった。

「3.EclipseにAndroidのアプリだけのNativeソースを
　読み込ませる」
が実現できなかった原因を次のように考える。

　①Helloworldプロジェクトの作成が正しくない。

　②build.shやAndroid.mkのコードが自分の環境にあった
　　　設定になっていない。

　③ネイティブコードのビルドが失敗している。

今後もAndroidのみでなく、Linux、C++の学習を進め、
まずは「村上さん」資料の実現を目指します。
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