
  

プラットフォーム学習
環境構築の軌跡

＜ファイナル＞

＜経歴＞
　・Ｊａｖａ自己啓発目的で約３ヶ年
　・Android学習　　　　2.7ヶ月
　・Ｌｉｎｕｘ環境での活動　2.5ヶ月
　・プラットフォーム、組み込み系の知識ほぼ無し
　・Ｗｉｎｄｏｗｓ環境での業務アプリの経験少し



  

第二回勉強会の自分の発表は第一回勉強会の
　「Eclipseを使ってAndroid Native デバッグしてみる」
をトレースした内容であった。しかし、結果的にネイティブソースの
ビルドに問題があった。

第二回勉強会の発表後、出席した皆様より下記アドバイスをいただ
き、その実行とトレース完了の報告します。

　①端末画面で「make」を実行してからｅｃｌｉｐｓｅにコードを読ませた
　　方が良いのでは。

　②ネイティブコードは「froyo」を指定して取得した方が良い。

　③ｈｅｌｌｏｗｏｒｌｄのサンプルプログラムをC＋＋プロジェクトを新規作
　　成するとき、[MakeFileプロジェクト]→[空のプロジェクト]で作成
　　した方が良い。

　前回のふりかえり



  

「Eclipseを使ってAndroid Native デバッグしてみる」の項目。

　１.EclipseにAndroidのソースを読み込ませる　まずは全部
　２.EclipseにAndroidのアプリだけのNativeソースを読み込ませる
　３.EclipseでNativeアプリをデバッグしてみる
　４.EclipseでAndroidJavaフレームワークをデバッグしてみる

第一回では、結局上記4項目すべて出来ていなかった。

　目標とするトレース



  

**** プロジェクト Myfroyo の構成 デフォルト の ビルド ****

　　make -j4
　　============================================
　　PLATFORM_VERSION_CODENAME=REL
　　PLATFORM_VERSION=2.2
　　TARGET_PRODUCT=generic
　　TARGET_BUILD_VARIANT=eng
　　TARGET_SIMULATOR=
　　TARGET_BUILD_TYPE=release
　　TARGET_BUILD_APPS=
　　TARGET_ARCH=arm
　　HOST_ARCH=x86
　　HOST_OS=linux
　　HOST_BUILD_TYPE=release
　　BUILD_ID=MASTER
　　============================================
　　　　：
　　　＜中略＞
　　　　：
　　Install: out/target/product/generic/system/bin/system_server
　　Install: out/target/product/generic/system/lib/libandroid_servers.so
　　Install system fs image: out/target/product/generic/system.img

①端末画面で「make」を実行してからｅｃｌｉｐｓｅにコードを読ませた
　方が良いのでは。
②ネイティブコードは「froyo」を指定して取得した方が良い。

上記アドバイスを実行し、
ビルドしてソース読み込み
ができた。

右図は、ビルド時のeclipse
コンソールのイメージ。

１.EclipseにAndroidのソースを
　読み込ませる



  

③ｈｅｌｌｏｗｏｒｌｄのサンプルプログラムをC＋＋プロジェクトを新規作
　成するとき、[MakeFileプロジェクト]→[空のプロジェクト]で作成
　した方が良い。

上記アドバイス通りプロジェクト
作成をした。

２.EclipseにAndroidのアプリだけの
　Nativeソースを読み込ませる



  

２.EclipseにAndroidのアプリだけの
　Nativeソースを読み込ませる

「プロジェクト」→「プロパティ」→「C/C＋＋ビルド」→「ビルダー設定」
の設定。



  

「all」を削除

２.EclipseにAndroidのアプリだけの
　Nativeソースを読み込ませる

「プロジェクト」→「プロパティ」→「C/C＋＋ビルド」→「振る舞い」
の設定。



  

指示の内容を
追加

資料に無いものを
削除

２.EclipseにAndroidのアプリだけの
　Nativeソースを読み込ませる

「プロジェクト」→「プロパティ」→「パスおよびシンボル」→「インクルード」
の設定。



  

自分の環境にあわせて、
パスを変更した。

２.EclipseにAndroidのアプリだけの
　Nativeソースを読み込ませる



  

「プロジェクト」→「プロジェクトのビルド」を実行。

２.EclipseにAndroidのアプリだけの
　Nativeソースを読み込ませる



  エミュレータ起動。

２.EclipseにAndroidのアプリだけの
　Nativeソースを読み込ませる

私事情により、エミュレータで実施する。
（第一回勉強会での資料は実機かもしれない。）



  

$ cd ~/mydroid/out/target/product/generic/symbols/system/bin
$ adb push helloworld /data/local/tmp
136 KB/s (9361 bytes in 0.066s)
$ adb shell chmod +x /data/local/tmp/helloworld
Bad mode
$ adb emu chmod +x /data/local/tmp/helloworld
$ adb shell /data/local/tmp/helloworld

右図は「端末」
画面イメージ

エミュレータへ転送

実行

２.EclipseにAndroidのアプリだけの
　Nativeソースを読み込ませる

コマンド実行。エミュレータなので少しオリジナルとちょっと違う。



  

２.EclipseにAndroidのアプリだけの
　Nativeソースを読み込ませる

ここまで、順調に出来たかと言いますと実はドツボにハマっていました。

前記の作業が完了（問題解決）するには、約３０日かかりました。

分かってしまえば、「こんなことか」です。



  

１．eclipseのコンソールイメージ。

２.EclipseにAndroidのアプリだけの
　Nativeソースを読み込ませる

make: *** `out/target/product/generic/obj/EXECUTABLES/
helloworld_intermediates/ main_helloworld.o' に必要なターゲット 
`external/helloworld/main/ main_helloworld.c' 
を make するルールがありません.  中止.
make: ディレクトリ `/home/akira/mydroid' から出ます

上記、エラーコメントなのでエミュレータだとメイクファイルの記述に変更
が必要なのか。やはり、ネイティブのビルドに問題があるのか。
と情報求めて、WEBの検索や書籍「ＡＮＤＲＯＩＤ HACKS」を探した。



  

偶然、debで上記テキストデータをPF部の方に見せることが出来る機会が

あり、Ｗｉｎｄｏｗｓ上でフリーのテキストエディタで表示させたとき、上図丸印

を見つけた。　新発見。　その場では、ファイル名に問題があるか？

メイクファイルの文字コードに問題があるのでは？　との御指摘だった。

２.EclipseにAndroidのアプリだけの
　Nativeソースを読み込ませる

２．Windowsのテキストエディタ。



  

３．LinuxでのeclipseのAndroid.mkのイメージ。

４．WindowsのテキストエディタでのAndroid.mkのイメージ。

２.EclipseにAndroidのアプリだけの
　Nativeソースを読み込ませる

さっそく自宅で調査した。問題は「main」フォルダの「Android.mk」だった。

一見空白であるが、
実は別コード



  

このビルドエラー発生原因は、自分が第一回勉強会で
いただいた
「Eclipseを使ってAndroid Native デバッグしてみる」
のパワーポイント内記載のソースコードをデータを直接
コピー＆ペーストして、「HelloWorld」プロジェクトの
ソースコードを作成のためと判明。
（自分の横着でした。）

文字コードが間違っている箇所を正しく空白にしてビルド
すると、あっさりビルド成功した。

２.EclipseにAndroidのアプリだけの
　Nativeソースを読み込ませる



  

$ cd ~/mydroid
$ adb push prebuilt/android-arm/gdbserver/gdbserver /data/local/tmp
1144 KB/s (151868 bytes in 0.129s)
$ adb emu chmod +x /data/local/tmp/gdbserver
$ adb forward tcp:5039 tcp:5039
$ adb shell /data/local/tmp/gdbserver :5039 /data/local/tmp/helloworld
Process /data/local/tmp/helloworld created; pid = 10320

「端末」画面イメージ

資料の指示通り、コマンド実行。

このコマンドで、エミュレータ
は通信待ち受け状態となり
デバックが終わるまで、次の
コマンドを受け付けない。

３.EclipseでNativeアプリを
　デバッグしてみる



  

１．「実行」→「デバック構成」→「メイン」の設定

３.EclipseでNativeアプリを
　デバッグしてみる



  

２．「実行」→「デバック構成」→「デバッガー」→「メイン」の設定

３.EclipseでNativeアプリを
　デバッグしてみる



  

３．「実行」→「デバック構成」→「デバッガー」→「共有ライブラリ」の設定

３.EclipseでNativeアプリを
　デバッグしてみる



  

1

2
3

５．「実行」→「デバック構成」→「デバッガー」→「接続」の設定

３.EclipseでNativeアプリを
　デバッグしてみる



  

６．ステップ実行が可能となり、下図は実行中

変数値

出力なし

３.EclipseでNativeアプリを
　デバッグしてみる



  

７．ステップ実行中の
　「端末」画面

エミュレータのサーバ用
「端末」画面

Logcatモニタ用
「端末」画面

リアルタイムで
ログ出力されている

３.EclipseでNativeアプリを
　デバッグしてみる



  

８．ステップ実行の完了

ステップ実行完了と同時に
ログ出力された

３.EclipseでNativeアプリを
　デバッグしてみる



  

３.EclipseでNativeアプリを
　デバッグしてみる

ここでは、大きくハマることなくトレースを完了できた。

ドキッとした点は、

１．ステップ実行中にｅｃｌｉｐｓｅのDDMSのLogcatに
　何も出力されなかった事。

２．「端末」画面を２つ用意しないとLogcatの情報が
　リアルタイムでモニタ出来ないこと。
　（気がつくまでに少し時間を要した。）



  

４.EclipseでAndroidJavaフレームワークを
　デバッグしてみる

デバック目的のものを選択をする。

環境は、「MyfroyoＪａｖａ」フォルダーを用意し、そこに前記まで利用した
ソースコードなどをすべてコピーした。これは資料に指示通り。
次にJAVAプロジェクトでMyfroyoＪａｖａプロジェクトを新規作成

「実行」→「デバック構成」の画面
設定は自分環境に合わせたもの

だが、ほぼ資料の指示通り。

設定完了後
デバック開始。



  

４.EclipseでAndroidJavaフレームワークを
　デバッグしてみる

下記ダイヤログが表示された。

またハマるかと不安がよぎったが、

かまわず「続行」。



  

４.EclipseでAndroidJavaフレームワークを
　デバッグしてみる

DDMSの変化は
ここのみ



  

４.EclipseでAndroidJavaフレームワークを
　デバッグしてみる

デバック画面の変化は
ここのみ

接続は出来ているみたい。

良さげな、ログ出力。



  

「w」のキーを叩いてみる。 デバックで処理が停止してるため
下図ダイアログが表示される。

ここで左の「Force Close」ボタンをクリックするとデバックが中止となる。

ここは無視するか、「Wait」ボタンをクリックする。

４.EclipseでAndroidJavaフレームワークを
　デバッグしてみる



  

４.EclipseでAndroidJavaフレームワークを
　デバッグしてみる

デバック画面のここで
ステップ実行させる。



  

４.EclipseでAndroidJavaフレームワークを
　デバッグしてみる

ステップ実行終了時のエミュレータのイメージ。
文字の出力に成功。



  

４.EclipseでAndroidJavaフレームワークを
　デバッグしてみる

実はここでも少しハマった。一回目はすんなり、二回目以降にいろいろトラブル

内容は、「リモートVMに接続されない。」「接続はできるがネイ
ティブのソースコードをステップ実行できない。」（普通のAndoroid
開発環境と同じで、Ｌaｕｎｃｈｅｒ.javaタグに「コードが無い」と表記となる。）

推測した原因は、
１．gdbserverが動いていない。
２．接続が異常終了で一部接続が
　残っている。

状況証拠であるが、
１．「端末」画面より「adb start-server」コマンド
２．ｅｃｌｉｐｓｅの再起動

で回復したためである。（確証はない。）



  

　最後に

ご清聴ありがとうございました。
とりあえず、トレース完了として、次の課題を見つけて取り組ん
でいこうと考えます。
自分としては、通信部分を考えています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

今回の発表では、下記２点を出席者の方よりアドバイスとして
いただいた。

①２３ページのeclipse画面イメージのエラーログへの出力は、
　おそらく「デバック構成」に誤りがあるので見直した方がよい。

②34ページでは、Javaでのデバックではgdbserverを利用して
　いないはずなので、回復に効いているのは再起動では。

ありがとうございました。今後に生かします。
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