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本日の発表内容	
★自己紹介 

★Snowballの概要 
台湾の老師から送り付け進呈していただいた、　　
開発ボードについてご紹介したいと思います。	



自己紹介	
★東の羊 

★twitter  @pakuqi 

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

→Androidが動作するボードの話題が多いです。 

BeagleBoard, BeagleBoard xM, PandaBoard, Snowball 

★2011年4月からAndroid関連の部署に異動 



出会いは突然に	



ある日のこと	
９月６日（火）仕事中にいつものように偶然たまたま、TLを
チェックしたら以下のようなメンションが	



雪玉って？	
Snowball? どっかで聞いたような？	

ほう、PandaBoardと同じくらいのスペック 
村長さんのページでMeeGoの評価に使える 
という書き込みもある。	



ついつい	
面白そうなので、ついついDして返事を。。。	



大丈夫かな？	
その後、台湾の老師の発言をウオッチしていると、不吉な言葉
が、 (((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ	



届いたSnowball	
９月８日（木）帰宅すると不在通知が、雪玉が来たようです。　
時刻見ると９：３１。仕事が早い 

パッケージはこんな感じ。サイズはBeagleBoardより一回り
大きいくらい 

	



情報収集	
さらに情報収集してみると「IGLOO」で手順やバイナリを提供
しているらしい。 

Androidの情報を探してみると 

リリースは「first week of  September 2011」 

つまりまだリリースされてないorz（2011年9月9月時点）	



選ばれし者	
とりあえず情報はないかと検索してみると、他にも被害者選ば
れし者が	



Snowballのスペック	



CPUはST-EricssonのNova A9500(Dual Cortex A9 GPU
はARMのMali400)　PandaBoard, OrigenBoard相当 

メモリは１GB、フラッシュメモリは4or8GB	



周辺機器も意外と充実 

●通信系：Wifi, Bluetooth, GPS 

●センサー系：加速度センサー、磁気センサー、ジャイロセンサー 

　　圧力センサー 



接続にあたって	



注意点	
基本はBeagleBoardやPandaBoardと同じなのですが接続
にあたって注意点を以下に書いておきます。 

１、Display 

２、電源 

３、USB機器との接続 

４、PCとの接続 

	



Display	
自宅にあった、DVI入力端子があるPC用Displayを使ったの
ですが、起動中に「仕様の範囲を超えている周波数です」とい
う不吉な表示が！！ 

BeagleBoard やPandaBoardでは問題なかったのに！！ 

こんなこともあろうかと買っておいた「HM-TL7T」を使いました。 

	 HDMI 対応7インチ
HM-TL7T
HDMI 対応7インチ
HM-TL7T



電源	
資料によると、5V-2Aが必要です。自宅にころがっていたのは
５V-2.3Aでしたが、これくらいは良いだろうということで使って
ます。電圧だけは注意です。	



USB機器との接続	
マウスやキーボードはUSBインターフェースです。 

BeagleBoardやPandaBoardはUSB-Aの口があったので
USB-Hubを繋いでやれば良いのですが、Snowballにはあり
ません。USB-miniが２つです。（１つはUSB OTG) 

USB  OTGUSB  OTG USB機器はUSB OTGポートにUSB mini-Aケーブル 
で接続します。	



USB機器との接続	
IGLOOで接続のための動画を公開しています。 

http://www.youtube.com/watch?v=eONG74laVXc 

USB機器をつなぐには２つあるとの紹介 

１つはUSB AをUSB mini-Aに変換する方法。アダプタを使い
ます。 

USB AメスUSB Aメス USB mini-AUSB mini-A



USB機器との接続	
もう１つは、USB mini-BからUSB mini-Aに変換といってる
のですが、多段になってるし。。。	



USB機器との接続	
素直に変換アダプタを使いましょう。国内で比較的手に入り易
いのは以下だと思います。大手量販店にいけばあります 



PCとの接続 
COMポートはどこに？	

最後にPCとSnowballの接続です。ブートローダーのところで
一旦止めてカーネルパラメータを渡すといういつもことなので
すがCOMポートのピンがありません！！	

COM2とプリントされてるけどCOM2とプリントされてるけど



Snowballのバージョン	
Snowballはバージョンが４つあって、SDKはSerial portが　
サポートされてない！！	



じゃどうすれば！！	
再び、IGLOOのビデオも見直してみると、serial accessは
USB mini-Bケーブルを挿すだけでOK!!って 

USB OTGではないもう１つのUSBインターフェースにUSB 
mini-Bで接続します 

USB mini-BUSB mini-B



接続ソフトは？	
実は今までBeagleBoardとPandaBoardはTeraTermでやっ
てたのですが、今回はCOMポートとして認識してくれないので
Ubuntu上でminicomを使うことになります。以下の記述が参
考になります。 

http://igloocommunity.org/support/BSP_Quick_Start 

�  $ sudo apt-get install minicom 

�  $ sudo minicom 



minicomの設定は？	
$ sudo minicom -s 

-sオプション付きで起動して、“dfl” に設定を保存“を実行してから
終了します。 

設定ファイルに３行追加します。	

$ cd /etc/minicom 

$ sudo vi minirc.dfl 

pu port /dev/ttyUSB0 

pu baudrate 115200  

pu rtscts No   

 

	



minicom起動手順	
ブログには書かなかったのですが、ちょいと面倒です。前の
ページでデバイスファイルに「/dev/ttyUSB0」と指定していま
すが、普段はこのデバイスファイルはありません。 

以前のPF部の発表でも触れましたが、Ubuntuだと「udevd」
というデーモンがカーネルからメッセージを受信して必要な時
にデバイスファイルを生成、不要になれば削除しています。 

そのため、普段は「/dev/ttyUSB0」はないので、そこを意識
して操作する必要があります。	



minicomの起動	
１、Snowballの電源ケーブルを挿します。 

→この段階ではまだブートしません。 

２、minicomを起動します。 

→「/dev/ttyUSB0」があるので正常起動します。 

３、Snowballの電源スイッチ（青いボタン）を押します。 

４、minicomにメッセージが表示されます	



SDカードからの起動	
BeagleBoardやPandaBoardと同じです。 

ビルドした後で、microSDカードに焼いて、周辺機器を接続し
て電源を入れます。前のページで示したようにminicomにメッ
セージが表示された時点でエンターキーを押します。 

ブートが止まるのでカーネルパラメータを入力してブートを再
会すればAndroidが起動します。 

次ページにブートローダーのメッセージを記載します。 

XloaderとU-Bootが起動します。エンターキーを押すとプロン
プト：「U8500 $」が表示されます。  



ブートローダー	
Xloader version: u5500-android-2.3_v0.61-1-gb8e88c7 

Built: Fri May 20 09:04:39 AM 2011 

Configured for: 8500 B0 

Running on chip ID: 8500B1 

SECURITY_Init 

： 

U-Boot 2009.11-dirty (jun 06 2011 - 12:30:05)  

CPU: ST-Ericsson db8500 v2 (Dual ARM Cortex A9) 798.720 
Mhz  

Hit any key to stop autoboot: 0  

U8500 $  



フラッシュメモリ(e-MMC)からの
起動	

Snowball SDKは４GBのフラッシュメモリ(e-MMC)を内蔵して
います。フラッシュメモリからブートすることが可能です。 

初期出荷時には何らかのOSが書き込まれています。 

フラッシュメモリの書き込みと起動を以下に示します。	



ボードとの接続	
ややこしいのですが、フラッシュメモリの消去や更新を行う場
合は、USB OTGとUSB mini-Bケーブルで接続します。 

また、他の周辺機器は外しておきます。	

USB OTGUSB OTG

USB mini-BUSB mini-B



書き込みソフトウエア	
riffというツールを使って、フラッシュメモリの消去、書き込みを行い
ます。 

�  $ sudo add-apt-repository 'deb 
http://igloocommunity.org/download tools contrib main 
non-free’ 

データのアップデート	

�  $ sudo apt-get update 

ツールのインストール	

�  $ sudo apt-get install riff   

	



フラッシュメモリの消去	
まずは全ての周辺機器を外した状態で 

$ sudo riff  -m erase 

待ち状態になるので、USB OTGにUSB mini-Bケーブルを挿します 

接続すると以下のメッセージが表示されます。	

17:05:12 - Listening on USB for device connection... 

17:05:17 - Connected Device@0 

17:05:18 - Erasing area... 

17:05:23 - Erase area finished successfully 

17:05:23 - Disconnected Device@0 



フラッシュメモリへの書き込み	
まずは全ての周辺機器を外した状態で 

$ sudo riff  -m flash -f  snowball-android-V3-20110910.img 

待ち状態になるので、USB OTGにUSB mini-Bケーブルを挿します 

※imgファイルの作成方法は割愛します 

接続すると以下のメッセージが表示されます。	

17:27:28 - Listening on USB for device connection... 

17:27:35 - Connected Device@0 

17:27:35 - Flashing raw image... 

17:27:35 - Filesize: 446697472 

100.0 %  

17:28:45 - Flashing finished successfully 

17:28:45 - Disconnected Device@0  



フラッシュメモリからの起動	
周辺機器を接続（microSDは除く）して電源をONにします。 

ブートパラメータを設定する必要もないので、そのままにして
おけばブートします。	



まとめ	
１、モニタはHDMIの方が良いかも 

２、電源は5V-2A 

３、周辺機器はUSB mini-Aに変換 

４、PCとの接続はUSB mini-B	

２、5V-2A２、5V-2A
１、HDMI１、HDMI

４、USB mini-B４、USB mini-B

３、USB mini-A３、USB mini-A

USB OTGUSB OTG

USB mini-BUSB mini-B

フラッシュメモリの消去、書き込み時は 
USB OTGにUSB mini-Bで接続	



情報源	
★IGLOO　：一通り揃ってます。２０１１０９１２でソースコードも公開 

公開されているのは2.3.4ベース 

★CALAO SYSTEM ：Snowballを販売しています。日本から買え
るかは不明です。表記はユーロ 

★Linaro ：Snowballに対応しています。Linaro11.08-snowball 

公開されているのは2.3.5ベース 

★solaさんのページ 

★電脳羊	


