
株式会社日新テクニカ 
 

ホームページ：http://www.nissin-tech.com         メール：info@nission-tech.com 
  1 

idea6410 Android2.1 
マニュアル 

 

http://www.nissin-tech.com

info@nissin-tech.com

2010/11/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright@2010

http://www.nissin-tech.com/
mailto:info@nissin-tech.com
mailto:copyright@2008


株式会社日新テクニカ 
 

ホームページ：http://www.nissin-tech.com         メール：info@nission-tech.com 
  2 

 
第一章 ubuntu開発環境の構築 .............................................................................................4 
第二章 クロスコンパイル環境 ...........................................................................................18 
第三章 ソースコードをコンパイル ....................................................................................18 

3.1 u-bootのコンパイル ...................................................................................................18 
3.2 カーネルのコンパイル ..............................................................................................19 
3.3 Android2.1 のコンパイル ...........................................................................................20 

第四章 書き込む.................................................................................................................21 
4.1 起動用のSDカードを作る .........................................................................................21 
4.2 SDカードで起動.........................................................................................................23 
4.3 NANDのフォーマット ...............................................................................................27 
4.4 u-bootを書き込む.......................................................................................................28 
4.5 カーネルを書き込む .................................................................................................30 
4.6 Androidを書き込む ....................................................................................................30 
4.7 Androidを起動させる ................................................................................................31 

第五章 ネットワークの設定...............................................................................................33 
第六章 開発されたアプリをボードにインストールする....................................................34 
第七章 Windows XP環境のUSB ADBツール ......................................................................37 

7.1 USB ADBに関わるカーネルの修正 ............................................................................37 
7.2 USB ADBに関わるカーネルのコンフィグ .................................................................37 
7.3 USB ADBのUSBドライバのインストール..................................................................40 
7.4 USB ADBコマンド .....................................................................................................45 
7.5 ファイルのアップロード・ダウンロード .................................................................49 

第八章 Android開発環境の構築(Windows編) .....................................................................51 
8.1 Android SDKのインストール.....................................................................................51 
8.2 Eclipseのインストール...............................................................................................53 
8.3 JREのインストール ...................................................................................................54 
8.4 ADTプラグインのインストール ................................................................................57 
8.5 アップデートとSDK設定 ..........................................................................................63 
8.6 仮想Androidデバイスの設定.....................................................................................69 
8.7 Hello Worldプロジェクトの作成................................................................................73 
8.8 プロジェクトのデバッグ ..........................................................................................78 
8.9 Android実機にデバッグ .............................................................................................80 

 

 

 



株式会社日新テクニカ 
 

ホームページ：http://www.nissin-tech.com         メール：info@nission-tech.com 
  3 

 
※ 使用されたソースコードはhttp://www.nissin-tech.com/から

ダウンロードできます。 
※ この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあり

ます。 
※ (株)日新テクニカの書面による許可のない複製は、いかなる

形態においても厳重に禁じられています。 
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第一章 ubuntu 開発環境の構築 
Linux のビルドには Linux 環境が必要です。異なる OS を走らせるには普通は 2 台のパソコ

ンが必要です。しかし仮想マシンを用意すれば 1 台のパソコンで二つの OS を走らせること

もできます。 

 

仮想マシンを実現するソフトウェアとして、無償で使える VMware Player を使ってみます。 

 

VMware Player を下記 URL からダウンロードします。DVD にもあります。 

http://www.vmware.com/jp/download/player/

Download のアイコンをクリックすると、ユーザ登録画面が表示されます。必要な事項を入

力して画面を進めてください。ダウンロード画面で VMware Player 3.1 for Windows をダウン

ロードします。ダウンロードしたファイルは実行形式になっているので、そのまま実行を

開始してインストールしてください。基本的には「次へ」をクリックしていくだけです。 

 

 

http://www.vmware.com/jp/download/player/
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日新テクニカ 

layer を起動させて、「新規仮想マシンの作成」を選択します。 
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ボタンで Ubuntu の CD イメージファイル iso を選択します。「次へ」を押します。 
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名とパスワードを入力し、「次へ」を押します。 

日新テクニカ 
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サイズの指定、例は 100GB ですが、40GB またはデフォルトの 20GB でも大丈夫

へ」を押します。 

日新テクニカ 
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日新テクニカ 

1GB に設定されますが、デフォルトの 512MB でも大丈夫です。 
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日新テクニカ 

ンストール中の様子。 
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日新テクニカ 

完了すると、自動的に ubuntu が起動されます。 

、電源を切って、Windows との共有フォルダを設定します。Ubuntu と

にファイルを共有する。 
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日新テクニカ 

VMware Player を再起動させ、ubuntu の「仮想マシン設定の編集」を選択します。 
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日新テクニカ 

「オプション」タブで共有フォルダを「常に有効」に設定し、「追加」ボタンを押します。 
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日新テクニカ 

「次へ」ボタンを押します。 
 

 

日新テクニカ

「参照」ボタンで Windows との共有フォルダを設定します。「次へ」ボタンを押します。 
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日新テクニカ 

「完了」ボタンを押します。 
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日新テクニカ 

「OK」ボタンを押して、Ubuntu を再起動させます。 
 
Ubuntu 環境で共有フォルダが見えます。 
$ ls /mnt/hgfs 
 

3. JDK 1.5 をインストールする 
インターネットの接続を確認してください。 

Ubuntu をアップデータします。 

$ sudo apt-get update 
 

sources.list というファイルをバックアップします。 

$ sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.back 
 

次の二行を sudo gedit /etc/apt/sources.list コマンドで sources.list の 後に添加します。 

deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty multiverse 
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-updates multiverse 
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Ubuntu を再アップデータします。 

$ sudo apt-get update 
 

JDK をインストールします。 

$ sudo apt-get install sun-java5-jdk 
ダイアログ画面で「↓」キー押して全部確認して、「→」キーで「OK」または「はい」ボタ

ンを選択し、「Enter」キー押して、インストール開始します。 

 
 

ほかのツールをインストールします。 

$ sudo apt-get install build-essential 
$ sudo apt-get install zlib1g-dev 
$ sudo apt-get install flex 
$ sudo apt-get install libx11-dev 
$ sudo apt-get install gperf 
$ sudo apt-get install libncurses5-dev 
$ sudo apt-get install bison 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linux コマンドについて少し細く説明します。正式には、市販の書籍を参考にして下さ

い。 
   ls    ....  ファイル一覧を表示します。 
   sudo  ....  指定したユーザーでコマンドを実行します。 
         デフォルト(標準)では、root 権限です。 
    apt-get update .... 全パッケージのアップデートです 
   gedit ....  Gnome のスクリーンエディタです。 
      tar   ....  圧縮されたファイルを解凍するコマンドです。 
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解凍の一般手順： 
１．DVD から解凍したいファイル(*.bz2, *.gz など)を共有フォルダにコピーします。 

２．*.bz2 の場合は tar jxvf /mnt/hgfs/共有フォルダ/*.bz2 

３．*.gz の場合は tar zxvf /mnt/hgfs/共有フォルダ/*.gz 

 

※ 次の解説には解凍したいファイルのフォルダ名を省略しました。ご注意く
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ださい。 

第二章 クロスコンパイル環境 
解凍します 

$ sudo tar jxvf arm-none-linux-gnueabi-arm-2008q3-72-for-linux.tar.bz2 
$ sudo tar jxvf cross-4.2.2-eabi.tar.bz2 
 

/usr/local/にコピーします。 

$ sudo cp usr/local/arm/ /usr/local/ -a 
$ sudo cp 4.2.2-eabi/ /usr/local/arm/ -a 
 

ls コマンドでインストールされたツールが見えます。 

$ ls /usr/local/arm 
4.2.2-eabi  arm-none-linux-gnueabi 
 

第三章 ソースコードをコンパイル 

3.1 u-boot のコンパイル 

ソースコードを解凍する 

$ tar zxvf ut6410-uboot-v2.0.tgz 
 
ソースコードのフォルダに入ります。 

$ cd ut6410-uboot-v2.0 
 

SD カード用または NAND 用の u-boot のソースコードが同じですが、一つだけ異なります。

次のコマンドでコンフィグファイルを編集し、SD カード用または NAND 用の u-boot を設

定します。 

$ gedit include/configs/smdk6410.h 
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クリアする。 

$ make distclean 
 
コンフィグする。 

$ make smdk6410_config 
 

コンパイルする。 

$ make 
 

完了すると、現在のディレクトリには u-boot.bin を生成されます。 
 

3.2 カーネルのコンパイル 

UT_LCD43C.config は 4.3 インチ液晶(480X272)に対応する 

UT_LCD7B.config は 7 インチ液晶(800X480)に対応する 

 

ソースコードを解凍する 

$ tar jxvf ut6410-kernel-2.6.29-v2.0.tgz 
 
ソースコードのフォルダに入ります。 

$ cd ut6410-kernel-2.6.29-v2.0 
 
クリアする。 

$ make clean 
 
コンフィグする。 

$ cp UT_LCD43C.config .config 
 

コンパイルする。 

$ make 
 

生成された zImage は arch/arm/boot/にあります。 
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3.3 Android2.1 のコンパイル 

ソースコードを解凍する 

$tar zxvf ut6410-android2.1-v2.0.tgz 
 

ソースコードのフォルダに入ります。 

$cd ut6410-android2.1-v2.0 
 

環境変数を設定（注意：二つのドットの間にスペースがあります） 

$. ./build/envsetup.sh 
 

コンフィグする 

$ tapas 

 

直接「Enter」キーを押します。 

 
直接「Enter」キーを押します。 

 
ut6410 を入力して、「Enter」キーを押します。 

 
直接「Enter」キーを押します。 
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コンフィグの結果 

 

コンパイルを開始する前に、zlib をインストールしたかどうか、調べます。 

$ whereis zlib 
zlib: /usr/include/zlib.h /usr/share/man/man3/zlib.3.gz 
このようなメッセージなら、zlib が既にインストールされました。ないと、次のコマンドで

zlib をインストールします。 

$ sudo apt-get install zlib* 
 

コンパイルを開始します。 

$ mm 
長い時間がかかるので、お待ちください。 

生成された image ファイルは out/target/product/ut6410/にあります。 

 

書き込み用の yaffs イメージファイルを作ります 

$ ./make_ut6410_yaffs2_image.sh 
現在のディレクトリには ut6410_root.img を生成されます。 
 

第四章 書き込む 

4.1 起動用の SD カードを作る 

注意事項： 
1. 2GB 以内の Sandisk または Kingston または TOSHIBA をお勧めします。 

2. 外付けの USB-SD カード・リーダをお勧めします。一部ノートパソコンの内蔵 SD カー

ド・リーダはコンパチの問題があります。 
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Windows 環境で SD カードを FAT32 でフォーマットします。 

 

Windows 環境で moviNAND_Fusing_Tool.exe を実行させます。 
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SDboot.bin を SD カードに書き込む 

 
※ ローレベルで書き込むので、SD カードにはファイルが見えません。

SD カードの容量も変わりません。 

 

4.2 SD カードで起動 

1. RS232 ケーブルでボードとパソコンを接続します。 

2. USB ケーブルでボードの USB OTG

ードの USB OTG ポート 

ポート(mini B)とパソコンを接続します。 

 

 

ボ
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4. SD カードをボードに挿入する。 

. Idea6410 SW1 の設定は：1111、SD カードでボードを起動させます。 

 

W1 のデフォルト設定は左側の様子です。「ON」側は“1”です。デフォルトの設定は NAND

てのスイッチを「ON」にすると、「1111」です。SD カードで起動します。 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAND で起動  SD カードで起動 

S

で起動します。 

 

全
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DVD の tools フォルダには dnw.exe というツールがあります。実行させます。 

 
メニュー「Configuration」 「Options」で使うシリアルポートとボーレートを設定します。 

 
例は COM1 を使います。「OK」ボタンを押します。 
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メニュー「Serial port」 「Connect」で設定したシリアルポートを接続します。 

※ シリアルターミナルは DNW 以外、ほかのツールも利用できます。

例えば Windows のハイパーターミナルと Xshell など。 
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ボードを給電すると、DNW にはある情報が出てきます。３秒以内スペースキーを押すと、

SDboot のコマンドラインに入ります。 

 
SDboot のコマンドライン 

 

4.3 NAND のフォーマット 

初書き込む前に、NAND Flash のフォーマットが必要です。 
SDboot のコマンドラインで次のコマンドを入力します。 
# nand scrub 
NAND scrub: device 0 whole chip 

Warning: scrub option will erase all factory set bad blocks! 

         There is no reliable way to recover them. 

         Use this command only for testing purposes if you 

         are sure of what you are doing! 

 

Really scrub this NAND flash? <y/N> 

 

「y」を選択し、「Enter」キーを押します。または直接「Enter」キーを押します。 
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4.4 u-boot を書き込む 

まず、USB の接続を確認ください。 
 
DNW で次のコマンドを入力し、u-boot をダウンロードします。 

# dnw c0008000 
 

初めのとき、USBドライバのインストールが必要です。USBドライバはDVDの tools¥USB 
driver フォルダにあります。 
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メニュー「USB Port」 「Transmit」 「Transmit」で u-boot.bin ファイルを選択し、ダウ

ンロードします。 

 
ファイルのダウンロード 
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DNW で次のコマンドでダウンロードしたファイルを NAND に書き込みます。 

 

NAND を消します。 

# nand erase 0 40000; 
 

NAND に書き込む。 

# nand write c0008000 0 40000 

 
 

4.5 カーネルを書き込む 

4.3 と同じ手順で“zImage”をダウンロードして、書き込みます。 

# dnw c0008000 
# nand erase 900000 300000 
# nand write c0008000 900000 300000 
 

4.6 Android を書き込む 

4.3と同じ手順で “ut6410_root.img” をダウンロードして、書き込みます 

# dnw c0008000  
# nand erase C00000 F400000 
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# nand write.yaffs c0008000 C00000 xxxxx 
xxxxx は実際ダウンロードしたファイルのサイズです。 

 

SDカードを作ることと書き込むことはDVDの videoフォル

ダのビデオをご参照ください。 
 

4.7 Android を起動させる

ボードのユーザーボタンは And

 

書き込み完了したあと、ボードの電源を切って、SW1 を

1100 に設定して、NAND で起動させます。 

 

Android を初めて起動する場合は、時間がかかります。起

動後、1 分間でスリープ状態に入ります。その為、起動後、

設定することが必要です。 

 

Android のメイン画面で、「K6」を押し、「Settings」を選択

し、「Sound & Display」 「Screen timeout」 「15 seconds」。 

roid が起動の際に操作イメージを下記の図をご参照くださ

い。 

 

 

 

 

4.8 日本語の設定 
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「Settings」をタッチします 

 
 

 

 

ここをタッチします 

「Select locale」を選択し、「決定」

ボタンを押します。

 

 
「↓」キーで「Language & keyboard」
を選択し、「決定」ボタンを押します。
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「↓」キーで「日本語」を選択

し、「決定」ボタンを押します。

 

第五章 ネットワークの設定 
Android 組み込み後の初回電源起動時は、RS232C ケーブル及び OTG 接続ケーブルは接続

したままの状態です。ネットワークデバイス[コネクタ]に、LAN ケーブルを接続して DHCP
機能により IP アドレスを自動取得します。パソコン側の通信接続ターミナル画面で、以下

のコマンドを入力して下さい。 
netcfg eth0 up  
netcfg eth0 dhcp 
 
自分も IP アドレスを指定できます。 
ifconfig eth0 192.168.1.230 
「192.168.1.230」は指定された IP アドレスです。 
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第六章 開発されたアプリをボードにインストールする 
ステップ１： 

 
開発された*.apk ファイルを SD カードにコピーします。 
 
ステップ 2： 
SD カードをボードに挿入します。 

 
ステップ 3： 
Android の ES File Explore を開きます。 
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SD カードの*.apk ファイルを開きます。 
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下の「Install」ボタンを押します。 

 

インストール完成しました。 
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第七章 Windows XP 環境の USB ADB ツール 

7.1 USB ADB に関わるカーネルの修正 

DVD の gadget.rar というファイルを解凍して、カーネルのソースフォルダ

「drivers/usb/gadget」を差し替えます。 
 

7.2 USB ADB に関わるカーネルのコンフィグ 

カーネルのソースディレクトリで、次のコマンド： 
$ make menuconfig 
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保存した後、再コンパイルします。 
$ make clean 
$ make 
生成されたカーネル zImage は arch/arm/boot/にあります。ボードの NAND を再書き込

んでください。 
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7.3 USB ADB の USB ドライバのインストール 

DVD の UT6410_adb_driver.rar には USB ADB のドライバがあります。 
 
USB ケーブルでボードの mini B USB ポートとパソコンを接続し、Android を Nand Flash 
モードで起動させて、S3C6410 Android ハードウェアを見つかれ、ドライバのインストー

ルを下記の画面の通りにします。 
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インストール完了後、デバイスマネージャに下記のように確認します。 

 
 

7.4 USB ADB コマンド 

DVD の UT6410_adb_driver.rar には 
adb.exe 
AdbWinApi.dll 
があります。この二つのファイルを「C:¥Windows¥system32」にコピーします。 
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=======================次は adb コマンドの説明========================= 
Adb(Android Debug Bridge)は Android によって提供されたデバッグツールです。このツ

ールで、Android デバイスと携帯電話を管理できます。また、次の操作を行うことができま

す。 
1. デバイスまたは携帯のソフトウェア(アプリまたは Android)をアップデートする。 
2. デバイス上で Shell コマンドを実行します。 
3. デバイスまたは携帯のポートを管理する。 
4. デバイスまたは携帯のファイルのコピー・貼り付け 
 
次は常用のコマンド： 
1. デバイスにアプリをインストールする 
adb install <path_to_apk></path_to_apk> 
残念ですが、Android はアンインストール用のコマンドを提供しませんので、次のコマンド

で手動削除します 
adb shell  
cd /data/app  
rm app.apk 
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2. デバイスの shell に入ります 
adb shell 
このコマンドでデバイスの Linux Shell に入ります。さまざまな Linux の Shell コマンド

を実行できます。一回一つの Linux コマンドを実行する場合は、次のコマンド： 
adb shell [command] 
 
例：adb shell dmesg 
カーネルのデバッグ情報をリストする。 
 
3. ポートの設定 
adb forward tcp:5555 tcp:8000 
 
4. ファイルのコピー 
ホストからデバイスにコピー 
adb push <source> <destination></destination></source> 
例：adb push test.txt /tmp/test.txt 
 
デバイスからホストにコピー 
adb pull <source> <destination></destination></source> 
例：adb pull /addroid/lib/libwebcore.so . 
 
5. デバイスを探す 
adb devices 
 
6. デバッグレポートを見る 
adb bugreport 
 
7. 無線通信ログの記録 
adb shell  
logcat -b radio 
 
8. デバイス ID とシリアル No.を取得 
adb get-product  
adb get-serialno 
 
9. データベース SQLite3 をアクセス 
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adb shell  
sqlite3 
================================================================== 

7.5 ファイルのアップロード・ダウンロード 

DVD の UT6410_adb_driver.rar には 
ADB File Explorer v03.exe 
というツールがあります。このツールでパソコンと Android デバイスの間にファイルをア

ップデート/ダウンロードできます。 

 
左はパソコン側、任意のパスを選択可。右は Android デバイス側、デフォルトはルートで

す。 
 
1. ファイルをアップロードする際、右側(Android デバイス)のファイルを選択し、真ん中

の「<」ボタンを押して、「Yes」を押すと、ファイルを Android デバイスからパソコン

にアップロードします。 
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2. ファイルをダウンロードする際、左側(パソコン)のファイルを選択し、真ん中の「>」ボ

タンを押して、「Yes」を押すと、ファイルをパソコンから Android デバイスにダウン

ロードします。 

 
 
ハイパーターミナルで結果を確認： 

 

 
Android の ES File Explorer でもダウンロードしたファイルを見えます。インスールも出

来ます。 
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第八章 Android 開発環境の構築(Windows 編) 
必要なアプリケーションは下記の通りになります。 
1. Android SDK 
2. Eclipse 
3. JRE 
4. Android Development tools プラグイン 

8.1 Android SDK のインストール 

次の URL からダウンロードします。 
http://developer.android.com/sdk/index.html

 
ダウンロードしたファイルを解凍します。例は「C:¥android-sdk-windows」に解凍されま

す。次の手順で環境変数を設定します。 
1. マイコンピュータを右クリックし「プロパティ」を選択し、「システムのプロパティ」

を開きます。 

http://developer.android.com/sdk/index.html
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「詳細設定」タブで「環境変数」ボタンを押します。 
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2. 「システム環境変数」リストの「Path」をダブルクリックする 

 
 
3. 「変数値」テキストボックスの末尾に「;C:¥android-sdk-windows¥tools」を追加する。 

 
4. 「OK」を押して、それぞれのダイアログを閉じます。 
 

8.2 Eclipse のインストール 

次の URL からダウンロードします。 
http://www.eclipse.org/downloads/

http://www.eclipse.org/downloads/
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解凍して、適当なフォルダに置きます。例は「C:¥eclipse」です。 
 

8.3 JRE のインストール 

次の URL からダウンロードします。 
http://www.java.com/ja/download/windows_xpi.jsp?locale=ja&host=www.java.com

http://www.java.com/ja/download/windows_xpi.jsp?locale=ja&host=www.java.com
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Java をダウンロードして、実行してインストールします。 

 
「インストール」ボタンを押します。 
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インストール中…… 

 

インストール完了、「閉じる」ボタンを押します。 
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8.4 ADT プラグインのインストール 

8.2 節でインストールした eclipse を起動させます。 

 
「OK」ボタンを押します。 
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「Workbench」アイコンに入ります。メニュー「help」 「Install New Software」を選

択します。 
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「Add」ボタンを押すと、新ダイアログが開く、Name 欄にリモートサイトの名前(例：

Android Plugin)を入力します。URL 欄には「https://dl-ssl.google.com/android/eclipse」
を入力し、「OK」ボタンを押します。 
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「Next」ボタンを押します。 
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「Next」ボタンを押します。 
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「I accept the terms of the license agreements」をチックし、「Finish」ボタンを押します。 

 
インストール中…… 
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「OK」ボタンを押します。 
 

 
「Restart Now」ボタンで Eclipse を再起動させます。 
 

8.5 アップデートと SDK 設定 

「C:¥ android-sdk-windows」フォルダの SDK Manager.exe を実行させて、バージョ

ンアップします。 

 
「Accept」をチックし、「Install」ボタンを押します。 
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バージョンアップ中…… 
 

 
バージョンアップ完了すると、「Close」ボタンを押します。 
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Eclipse を実行させて、メニュー「Window」 「Preferences」を選択します。 

 
このダイアログがあれば、「Proceed」を押します。 
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左側の「Android」を選択し、下のダイアログがあれば、「OK」ボタンを押します。 

 
「Browse」ボタンで 8.1 節がインストールした SDK を選択し、「OK」ボタンを押します。 
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「Apply」ボタンを押して、 
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「OK」ボタンを押します。 
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8.6 仮想 Android デバイスの設定 

メニュー「Window」 「Android SDK and AVD Manager」を選択します。 

 

 
「New」を押します。 
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Name 欄に名前(例：idea6410)を入力します。Target 欄に Android 2.1-update1 – API Level 
7 に設定します。「Create AVD」ボタンを押します。 
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「idea6410」仮想 Android マシンを選択し、「Start…」ボタンを押して仮想 Android を起

動させます。 

 
「Launch」ボタンを押します。 
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仮想マシンが起動中… 

 
Android を起動した様子 
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8.7 Hello World プロジェクトの作成 

 
メニュー「New」 「Project」を選択する。 

 
ダイアログの「Android Project」を選択し、「Next」ボタンを押します。 
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画面のような入力して、「Finish」ボタンを押す。 
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「AppDemo」というプロ

ジェクトが生成されまし

た。「AppDemo」プロジェ

クトに右クリックして、

「Properties」を選択しま

す。 
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左側の「Java Build Path」を選択し、「Android 2.1-update1」をチックし、「OK」ボタン

を押します。 
 
メニュー「Run」

「 Run Last 
Launched」を選択し

ます。 
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「Android Application」を選択し、「OK」ボタンを

押すと、仮想 Android デバイスが自動的に起動され

ます。起動完了した後、「MENU」ボタンで「Hello 
World」を実行させます。 
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8.8 プロジェクトのデバッグ 

 
Java ソースにブレークポイントを設定します。 
 

 
メニュー「Run」 「Run Configurations」を選択する。 
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「Target」タブに「Android 2.1」の AVD をチックし、「Apply」を押して、「Debug」ボタ

ンでデバッグ開始します。 

 

「Yes」を押します。 
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ブレークポイントのところに止まります。 
「F6」キーでステップデバッグします。 

8.9 Android 実機にデバッグ 

ボードに電源を入れて Android を起動させ、USB ケーブルで PC と接続し、下記のような

メッセージが現れる。 
“USB debugging connected” 
 
Android 実機のデバッグと仮想 Android のデバッグとほぼ同じ、デバッグ時、AVD を選択

しなければ実機デバッグに入ります。 
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