
  

Androidにおける起動 (Init)に関して

2010 年 10 月 31 日

第３回 PF 部勉強会



  

本日の発表内容

・自己紹介

・ BeagleBoard(OMAP3) の起動シーケンス

・ init(init.c) の流れ（概要）



  

自己紹介



  

自己紹介
★  氏名： 大野徹

★  仕事： しがないサラリーマン（ Androidとは基本無関係）
1990年入社、 AP開発が主、 SEなどを経て今年は何故か組み込
み系の仕事へ（ Androidで勉強したこと役に立ってます）

★  ハンドル： @pakuqi
→ 元々、香菜 (xinagcai)という HN使ってましたが、女性に間
違えられる事がまれにあったので、タイ語のパクチーに変更

★Blog  ： 電脳羊（ http://xiangcai.at.webry.info/）

★  性格： 新し物好き、飽きっぽいところも

★  特技： 仕事で合計１年ほど中国にいましたので、中国語
               少し話せます。

http://xiangcai.at.webry.info/


  

Androidとの関わり
Mixiの日記を読み返してみると

2008年 12月　 Androidの存在を知る。＠ ITの「 Androidのオープン性でガラパゴ
スから脱出しよう」という記事から

2009年 1月　ワールドビジネスサテライトで、激変する「世界の携帯電話」に活路
を見出す日本企業群を追う。を見て、おおっと

2009年 2月　初めての Google Android   プログラミング （安生真さん監修） 購入

2009年 3月　 iPhone3G購入 (^^;)。 Android関連のブログを書き始める。

2009年 4月　 Android Dev Phone1購入。その後、友人のところへ旅立ちました。

2009年 7月　 HT-03A発売日に購入

2009年 10月　この辺で Twitter始めたみたいです。 Mixiの日記がぱったりと ...

2010年 2月　 NexusOne購入

2010年 10月　 BeagleBoard xM、 IS01、 Galaxy s購入



  

PF部へ参加した理由
元々ガジェットとか好きでした。
日本 Androidの会の勉強会で、 androidzaurusさんが、 Zarusに移植
した Androidを披露していて、簡単じゃないけど、やろうと思えば出
来るんだと。

その後は情報収集はしながらも、普通にアプリを作ってみたりしてま
した。
Hidecheckさんのもくもく勉強会で BeagleBoardに Androidを乗っけ
る機会があり、また、下回りに興味を持ち出しました。

先人（ androidzaurusさん、 solaさん）のおかげで、手順は明らかに
なっていますが、どうしてそうするのかが分からない（単純に手順を
なぞっているだけ）
そのためトラブル発生した時に対処が出来ない。
ちょっとでも理屈とか、知識が学べればと思い参加しました。



  

我が家のガジェット達
スマートフォン
知らないうちに増えてます。
これくらい普通ですよね (^^;)
人柱クラスタじゃないので
普通の端末ばかり

ブギボ、BeagleBoard xM,
BeagleBoard



  

本日の発表内容概要



  

今日の発表

Androidが起動するまで (OMAP3)
電源 ONorReset

チップ上の BootROMが起動

Home画面表示

SDカードのブートローダー起動

カーネル初期化ごにょごにょ

カーネルが起動

/initが起動

/initが初期化ごにょごにょ

カーネルの初期化以外
のところの概略

Initがどんなことを
してるのかの概略



  

BeagleBoard(OMAP3)の
起動シーケンス



  

OMAP3とは
ARM社の Coretex-A8をベースとしたチップで、アメリカ
TI（ Texas Instrments)社が製造しています。

コアのほかにも DSP（ Degital Signal Processor ）、 2D/3Dの
グラフィックアクセサレータや USB、映像出力などの機能が１
チップに統合されています。

OMAP(*)携帯電話などワイヤレス製品向けの製品で日本の携帯電話で
は、 NTTドコモの FOMA端末「 F2051」や「 N901i」などで OMAPが、 02iシ
リーズには「 OMAP2420」が採用されたそうです。

(*)Open Multimedia Application Platform

この OMAP3を搭載した組み込みボードとして 2008年後半にわず
か 149ドルで販売されたのが BeagleBoardになります。
現在では、後継の BeagleBoard xMが 179ドルで販売されていま
す。



  

OMAP3を搭載したBeagleBoard



  

OMAP3の起動（ SDカードの場合）
電源 ONorReset

OMAP3上の BootROMが起動
PCのBIOSみたいなもの？

SDカードの第１パーティション
の先頭にあるMLOという名前の
ブートローダを起動

第１パーティション
（ FAT32)

第２パーティション
（EXT3)

SDカード
OMAP3

BootROM

MLOはさらに U-Boot(u-boot.bin)
を起動（２番目のブートローダ）

U-Bootが起動したところで
エンターキーを押すと処理を
中断できます

MLO U-Boot

カーネル

ユーザランド
Androidのカーネル以外
の全てのファイル
ルートファイル
システムとしてマウント

U-Boot用の環境変数設定、
カーネル用のパラメータを設定
して処理を続行

カーネル（ uImage）が起動。
カーネルパラメータに従って
初期化を実施

名前は MLO固定
パーティションの
先頭に置く必要あり



  

SDカードの中身

アプリケーション SD カード上の実際の名前 説明

X-Loader MLO BootROM から呼ばれるブートローダ

U-Boot u-boot.bin MLO から呼ばれるブートローダ

Linux Kernel uImage U-Boot から呼ばれる Andoroid 用ポー
ティングした Linux Kernel

１、第１パーティション（ FAT32)

２、第２パーティション（ EXT3)
Androidで必要なもので Linux Kernel以外の全てのファイルを
ユーザランドと呼びます。



  

Boot時のログ（ xM）
Texas Instruments X-Loader 1.4.4ss (Aug 19 2010 - 02:49:27)→X-Loader（ MLO）が起動
Beagle xM Rev A
Reading boot sector
Loading u-boot.bin from mmc→MMC（SDカード）から u-boot.binをロード

U-Boot 2010.03-dirty (Aug 20 2010 - 20:50:46)→U-Bootが起動

OMAP3630/3730-GP ES1.0, CPU-OPP2, L3-165MHz,
OMAP3 Beagle board + LPDDR/NAND
I2C: ready
DRAM: 512 MB
NAND: 0 MiB→BeagleBoard xMで NANDは廃止
*** Warning - bad CRC or NAND, using default environment

In: serial
Out: serial
Err: serial

Probing for expansion boards, if none are connected you'll see a harmless I2C error.

No EEPROM on expansion board
Beagle xM Rev A
Die ID #353600001bf00000015739ea0701a021
Hit any key to stop autoboot: 0→自動起動する前にエンターキーを叩く
OMAP3 beagleboard.org #→プロンプトが表示されて、 U-Boot上で操作が出来ます。



  

U-Boot上での操作
U-Boot が起動して自動起動する前にエンターキーを押下することで起動が
中断してプロンプトが表示されます。
以下の設定を実行してから Boot すると uImage が起動します。

setenv bootargs console=ttyS2,115200n8 noinitrd root=/dev/mmcblk0p2 
rootfstype=ext3 rw rootdelay=1 init=/init
→カーネルパラメータの設定。折り返していますが１行です。

setenv mmcboot 'mmc init;fatload mmc 0 0x80300000 uImage;
bootm 0x80300000'
→U-Boot の設定。折り返していますが１行です。

setenv bootcmd run mmcboot

boot 

設定の詳細を次のページに示します。



  

U-Bootでの環境変数設定

パラメータ 説明

console=ttyS2,115200n8 コンソールが ttyS2 でボーレートが 115200

noinitrd initrd( 初期 RAM ディスク ) を使わない。
→ 後述

root=/dev/mmcblk0p2 MMC （ SD カード）の２番目のパーティションをルートファイル
システムとする。

rootfstype=ext3 ルートファイルシステムのフォーマットは Ext3

rw Read/Write でルートファイルシステムをマウントする。 

rootdelay=1 自動起動の待ち時間を 1 秒

init=/init init として実行する対象として、 Android の /init を実行する
よう指定。ここで指定したファイルが Init として起動されま
す。

１、カーネルパラメータ

U-Bootが起動するカーネル（uImage)へ渡すパラメータを設定します



  

U-Bootでの環境変数設定

パラメータ 説明

mmc init MMC の初期化

fatload mmc 0 0x80300000 
uImage

MMC の最初のパーティションを FAT として uImage を
0x80300000 番地に読み込む。
ここで起動するカーネルの名前を指定しています。

bootm 0x80300000 U-Boot 形式のイメージをブートします。 (0x80300000 番地
から起動 )

２、 U-Bootパラメータ
U-Bootのパラメータを設定します。

MMC 【 MultiMedia Card】
サンディスクとシーメンス（インフィニオン・テクノロジーズ）が共同開発し、
1997年 11月に発表した規格が元となって1998年に設立されたMultiMediaCard Association
が規格の開発維持を行っている。
（追記）SDは MMCをベースにセキュリティ機能を追加したものです。仕様は非公開です。
そのため、オープンソースでは公開されているMMCを使用しているそうです。
MMCとSDの違いは以下参照
http://home.impress.co.jp/magazine/dosvpr/q-a/0108/qa0108_2.htm



  

カーネル (uImage)のブートログ
OMAP3 beagleboard.org # boot→設定が終わったのでBootを実行
mmc1 is available
reading uImage→uImageの読み込み

2389304 bytes read
## Booting kernel from Legacy Image at 80300000 ...
   Image Name:   Linux-2.6.32.9
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    2389240 Bytes =  2.3 MB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Kernel Image ... OK
OK

Starting kernel ...→カーネルスタート

Uncompressing Linux.....................................done, booting the kernel.
Linux version 2.6.32.9 (oono@ubuntu-vm) (gcc version 4.4.0 (GCC) ) 
CPU: ARMv7 Processor [411fc083] revision 3 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
Machine: OMAP3 Beagle Board
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
OMAP3430/3530 ES3.1 (l2cache iva sgx neon isp )
Kernel command line: console=ttyS2,115200n8 noinitrd root=/dev/mmcblk0p2 
rootfstype=ext3 rw rootdelay=1 init=/init→カーネルパラメータで渡した値

ARM のアーキテクチャと名前については
http://ja.wikipedia.org/wiki/ARMアーキテクチャ
を参照

http://ja.wikipedia.org/wiki/ARM%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%A3


  

Init(init.c)の処理概略



  

Initとは
initは、 UNIX系システムのプログラムのひとつであり、他の全てのプロセスを起動する
役目を持つ。デーモンとして動作し、一般にPID 1 を付与される。
"init"  は UNIXマシンを立ち上げる唯一の方法ではない。最近のブートローダ
（たとえば LILOや GRUB）では、カーネルが初期化の最後に何を起動するかを指定することが

 できる（既定値はもちろん /sbin/init である）。
 これは、ブートローダのプロンプトに init=/foo/bar などと打ち込むことで実現される。

Wikipediaの initの項目より転載

実機で asb shell後に
Psコマンドで確認
確かに PIDは１

Android の場合は U-Boot
で init=/init と指定



  

initの Input/Output
いきなり詳細説明しても分かり難いの initの IN,OUTを中心に概要を説明します。
ソースファイルは system/core/init/init.c 　約 1KStep

uImage(Kernel)

/init

入力 出力

/init.rc

/initomap3.rc

/proc/cmdline

/proc/cpuinfo

他のプロセス

NETLINK Socket
プロセス間通信

ユーザプロセス
例：udevd

構造体
parse_state
init.rcのパース

/dev/__null__
/dev/__kmsg__

アクションキュー

Anonymous 
Shared Memory
プロセス間通信



  

initrd(initramdisk)について
U-Bootでカーネルパラメータとして、 noinitrd（ initrdを使わない）を
渡しています。

initrdを使用するのは、様々なシステム構成に対応するために
カーネルに含まれていないモジュールをシステム起動時に組み込むためです。
initrdを利用すると，カーネルに含まれていないモジュールを
Insmodコマンドでシステム起動時に組み込むことができます。

起動するシステムのハードウエア構成が決まっていれば，最初からカーネル
にモジュールを組み込んでおけば、 initrdは不要です。

Androidの場合、デバイスが最初から決まっているので、 initrdを使わない
という設定でブートするのだと思います。

/dev/__null__,/dev/__kmsg__を入出力用に作成するのが主な目的のようです。



  

init.rcに関して
Init が起動時に呼び出す初期化用のスクリプトです。
http://source.android.com/porting/bring_up.html
の Android Init Language の欄に詳細説明（英語）があります。

稚拙ですが、翻訳したものを以下に置いてあります。
http://xiangcai.at.webry.info/201009/article_3.html

おもな機能としては、アクション、コマンド、サービスそしてオプ
ションになります。

http://source.android.com/porting/bring_up.html
http://xiangcai.at.webry.info/201009/article_3.html


  

PF_NETSOCKET生成
ソケット作成
s = socket(PF_NETLINK, SOCK_DGRAM, NETLINK_KOBJECT_UEVENT);
setsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_RCVBUFFORCE, &sz, sizeof(sz));
bind(s, (struct sockaddr *) &addr, sizeof(addr))

fcntl(fd, F_SETFD, FD_CLOEXEC);→exec()を実行したらクローズする。
fcntl(fd, F_SETFL, O_NONBLOCK);→非ブロッキングモード

プロセス間通信
のためのAPI

サスペンド
しないように設定

while((n = recv(fd, msg, UEVENT_MSG_LEN, 0)) > 0) {
        
  

Socketを Recvして
データがなければ
即エラーを返す。
サスペンドしない

/sycclass, /sys/block/sys/cl, /sys/device配下にueventファイルを見つけた
ら、ueventファイルに"add\n"を書き込む。
→目的は「UDEVの仕組み」参照



  

UDEVの仕組み
１、カーネル 2.4以前
/dev の下に、使用する可能性のあるデバイスファイルが予め作成されていました。
新たにデバイスを追加した場合、既にデバイスファイルがあれば、そのまま使えます。
もしなければメジャー番号（デバイスドライバの識別に使う）、マイナー番号（そのドライ
バが制御する個々の機器の識別に使う）を調べて手動作成。

２、カーネル 2.6以降
カーネルがデバイスを追加、削除を検知して、 NETLINK Socket を介して、ユーザに通知し
てくれるようになりました。 UDEV は通知を受けてデバイスファイルを作成、削除します。

/dev/**デバイスの抜き差し

NETLINK Socket
プロセス間通信 udevd

デバイスファイルの作成、削除

uImage(Kernel)

試しに、USBカメラを挿すと、UART上に
usb 1-2.5.4: new full speed USB device using ehci-omap and address 8　と表示されて、/dev/1-2.5.4 
が作成された。

USBカメラを抜くと
usb 1-2.5.4: USB disconnect, address 8　と表示されて、/dev/1-2.5.4 が削除された。

Psコマンドでudevd
は見つからないが？



  

UDEVの仕組み
３、ブート中に関しては？
NETLINK を介してメッセージを送られても、それが udevd の起動前だと、 受け取ることができま
せん。
sysfs（*）上のuevent というファイルに書き込むと、 カーネルが再度メッセージを送ってくれるよう
になっています。
udevd は、起動時に、 /sys/block と /sys/class 以下にある uevent というファイルを探し、 udevd 
起動前に認識されたデバイスの処理を行います。

(*)Sysfs は Linuxカーネル 2.6 によって提供される仮想ファイルシステムである。
Sysfs はデバイスやドライバについての情報をカーネルモデルからユーザ空間へエクスポートし、
設定のためにも使われる。



  

Anonymous Shared Memory
ashmemは、 Android特有の部分らしい。（参考文献１）
ソースは system/core/libcutils/ashmem-dev.c
少し深堀り

property_service.c
fd = ashmem_create_region("system_properties", size);

data = mmap(NULL, size, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, 0);

ashmem_set_prot_region(fd, PROT_READ);



  

Anonymous Shared Memory
int ashmem_create_region(const char *name, size_t size)
{

int fd, ret;

fd = open(ASHMEM_DEVICE, O_RDWR);
if (fd < 0)

return fd;

if (name) {
char buf[ASHMEM_NAME_LEN];

strlcpy(buf, name, sizeof(buf));
ret = ioctl(fd, ASHMEM_SET_NAME, buf);
if (ret < 0)

goto error;
}

ret = ioctl(fd, ASHMEM_SET_SIZE, size);
if (ret < 0)

goto error;

return fd;

error:
close(fd);
return ret;

}

ASHMEM_DEVICE "/dev/ashmem"

name=system_properties

ioctl()関数は、open()されたスペシャルファイルを
構成するデバイスの制御を行なうもの。
二番目の引数 requestは、デバイスごとの
固有のリクエストコード？



  

Anonymous Shared Memory
MMAP
http://www.weblio.jp/content/Mmap

メモリ獲得手段としての mmap操作
 無名 (Anonymous) マッピングを用いて、物理メモリ空間を仮想メモリ空間

にマッピングすることができる。この機能は、アプリケーションの実行中に
OSから追加のメモリリソースを獲得する方法として利用される。たとえば
多くの UNIXの Cライブラリの malloc()の実装は、 mmap()を内部的に使っ
ている。

複数プロセス間における mmap
あるプロセスがマッピングされた領域に書き込んだ内容を、他のプロセスが
（同期的あるいは非同期的に）即座に読むことができるような状況がOSに
より保証される。この性質は、プロセス間通信の手法の 1つとして（ UNIX 
System Vの共有メモリ機構の代替として）使われることがある。

Initでの利用はプロセス間通信として使ってるのか？
/dev/ashmemをメモリにマッピングして、プロセス間での共有メモリ？

http://www.weblio.jp/content/Mmap


  

Anonymous Shared Memory

int ashmem_set_prot_region(int fd, int prot)
{

return ioctl(fd, ASHMEM_SET_PROT_MASK, prot);
}

#define ASHMEM_SET_NAME _IOW(__ASHMEMIOC, 1, char[ASHMEM_NAME_LEN])
#define ASHMEM_GET_NAME _IOR(__ASHMEMIOC, 2, char[ASHMEM_NAME_LEN])
#define ASHMEM_SET_SIZE _IOW(__ASHMEMIOC, 3, size_t)
#define ASHMEM_GET_SIZE _IO(__ASHMEMIOC, 4)
#define ASHMEM_SET_PROT_MASK _IOW(__ASHMEMIOC, 5, unsigned long)
#define ASHMEM_GET_PROT_MASK _IO(__ASHMEMIOC, 6)
#define ASHMEM_PIN _IOW(__ASHMEMIOC, 7, struct ashmem_pin)
#define ASHMEM_UNPIN _IOW(__ASHMEMIOC, 8, struct ashmem_pin)
#define ASHMEM_GET_PIN_STATUS _IO(__ASHMEMIOC, 9)
#define ASHMEM_PURGE_ALL_CACHES _IO(__ASHMEMIOC, 10)



  

Anonymous Shared Memory
こんなつぶやきが
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