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NativeProcessとは？

AIR2から実装された、
「外部アプリケーションを使用するためのクラス」
です。



NativeProcess
NativeProcess クラスは、コマンドライン統合機能および一般
的な起動機能を提供します。

AIR アプリケーションでは、NativeProcess クラスを使用して、
ホストオペレーティングシステム上でネイティブプロセスを実
行できます。

AIR アプリケーションは、プロセスの標準入力（stdin）ストリ
ームと標準出力（stdout）ストリームおよびプロセスの標準エ
ラー（stderr）ストリームを監視します。

NativeProcess - Adobe ActionScript 3（AS3）API リファレンス
http://help.adobe.com/ja_JP/FlashPlatform/reference/actionscript/3/flash/desktop/NativeProcess.html

AIR のネイティブプロセスとの通信
http://help.adobe.com/ja_JP/as3/dev/WSb2ba3b1aad8a27b060d22f991220f00ad8a-8000.html

http://help.adobe.com/ja_JP/FlashPlatform/reference/actionscript/3/flash/desktop/NativeProcess.html
http://help.adobe.com/ja_JP/FlashPlatform/reference/actionscript/3/flash/desktop/NativeProcess.html
http://help.adobe.com/ja_JP/as3/dev/WSb2ba3b1aad8a27b060d22f991220f00ad8a-8000.html
http://help.adobe.com/ja_JP/as3/dev/WSb2ba3b1aad8a27b060d22f991220f00ad8a-8000.html


まぁ、結局なにかっつーと、

「デスクトップPCにおいて、
外部アプリケーションを叩くもの」
です。



AIR 2.0以上

-app.xmlに以下を記述

<supportedProfiles>extendedDesktop desktop</supportedProfiles>

この中身の順序が重要。

反対にすると、デバッグでNativeProcessが扱えない。

リリースビルド書き出しは「ネイティブインストーラー」で。

.airだとNativeProcessがエラーで動きません。

注意点



ANEとの違い
NativeProcess ANE

ネイティブのアプリケーションを扱う ネイティブのライブラリを扱う

別プロセス 同一プロセス

Windows, Mac Windows, Mac, iOS, Android, Blackberry
Adobe TV

利用者から見たインターフェースがプラットフォーム
によってバラバラの可能性がある

利用者から見たインターフェイスが統一されている
（ベストプラクティスに於いて）



詳しくは

ネイティブ拡張と NativeProcess ActionScript クラス
の比較

http://help.adobe.com/ja_JP/air/extensions/WSb464b1207c184b14-70ccb6bd12937b4f2d6-7fff.html%23WScf70a6590b37508c19917c3212b5fad2d41-8000
http://help.adobe.com/ja_JP/air/extensions/WSb464b1207c184b14-70ccb6bd12937b4f2d6-7fff.html%23WScf70a6590b37508c19917c3212b5fad2d41-8000
http://help.adobe.com/ja_JP/air/extensions/WSb464b1207c184b14-70ccb6bd12937b4f2d6-7fff.html%23WScf70a6590b37508c19917c3212b5fad2d41-8000
http://help.adobe.com/ja_JP/air/extensions/WSb464b1207c184b14-70ccb6bd12937b4f2d6-7fff.html%23WScf70a6590b37508c19917c3212b5fad2d41-8000


まぁ、とにかく、実際にやってみましょう。



テキストエディタを立ち上げる

コマンドラインで書くと...

(Windows)

notepad.exe（notepadだけでもOK）

(Mac)

/Applications/TextEdit.app/Contents/MacOS/TextEdit



これをNativeProcessでやる
Windows

var np:NativeProcess = new NativeProcess();

var info:NativeProcessStartupInfo = new 
NativeProcessStartupInfo();

info.executable = new File("C:\\Windows\
\notepad.exe");

np.start(info);



これをNativeProcessでやる
Mac

var np:NativeProcess = new NativeProcess();

var info:NativeProcessStartupInfo = new NativeProcessStartupInfo();

info.executable = new File("/Applications/TextEdit.app/Contents/MacOS/
TextEdit");

np.start(info);

Macはちょっと特殊で、実際にウィンドウが開かずに裏で立ち上がる事があり
ます。起動してウィンドウが出なかった場合は、Dockを見てみてください。



このように、外部アプリを扱うような感じですね。



撃墜王

OpenCVを利用する外部アプリと連携

Flash + OpenCV 

alumican.net

顔認識

ANEtty

バッチファイルを起動させる

コードページを取得（Windowsのみ）

指定ディレクトリをExplorer(windows)/Finder(Mac)で表示する

事例

http://gekitsuioh.jp/%20
http://gekitsuioh.jp/%20
http://blog.alumican.net/2010/08/10_040647
http://blog.alumican.net/2010/08/10_040647
http://melancholy.raindrop.jp/wordpress/?p=2409%0D
http://melancholy.raindrop.jp/wordpress/?p=2409%0D


この事例を見て気づいた人もいるかと思いますが。



メモ帳を開くだけなら、アプリを直接起動するだけ。

だけど、これらの事例は
アプリ間で連携を行っている。



連携ってどうするの？

コマンドラインを想定すると、判りやすい。

例えば、Loginなどの入力画面が判りやすい。



ID/Passの入力

アプリケーションを立ち上げる。

ユーザーIDを求められる（情報の受信）

ユーザーIDを入れる（情報の送信）

パスワードを求められる（情報の受信）

パスワードの送信（情報の送信）



そしたら、NativeProcessではどうするのか。



ちょっと掘り下げましょう。



送受信の基礎

受信

NativeProcessのイベントから取得

送信

直接書き込み(IDataOutputクラス)



NativeProcessのイベント
4種類

stdout（標準出力）

stdin（標準入力）

stderror（標準エラー）

exit（終了）

stdout/stdin/stderrorは、更に「データが来た（データを送った）という
イベント」「エラーが出たというイベント」「ストリームを閉じたとい
うイベント」の3種類が存在する。



stdout
standardOutputData

ネイティブプロセスで読み取り可能なデータが出力ストリームに
あることを通知します。

standardOutputIoError

stdout ストリームからの読み取りが失敗したことを通知します。

standardOutputClose

NativeProcess オブジェクトが出力ストリームを閉じたことを通
知します。



stdin
standardInputProgress

NativeProcess が、子プロセスに対する入力ストリームにデータを書
き込んだことを通知します。

standardInputIoError

標準入力（stdin）ストリームへの書き込みが失敗したことを通知しま
す。

standardInputClose

NativeProcess オブジェクトが closeInput() メソッドを呼び出して、入
力ストリームを閉じたことを通知します。



stderror
standardErrorData

ネイティブプロセスで読み取り可能なデータが標準エラー
（stderror）ストリームにあることを通知します。

standardErrorIoError

標準エラー（stderror）ストリームからの読み取りが失敗したこ
とを通知します。

standardErrorClose

NativeProcess がエラーストリームを閉じたことを通知します。



exit

exit

ネイティブプロセスが存在していることを通知しま
す。



これらを監視して、
ネイティブプロセスとやり取りを行う。



いざ、文字を取得しようとすると・・・

あれ？文字化けが起こる？（Windowsのみ）



Windowsは、文字コードが大変

FlashはUTF-8。Windowsは国ごとに違う。

UTF-8でとろうとして出力が文字化けする

日本のWindowsの文字コードはshift_jis

コードページIDは932

コードページID一覧

Macだと、UTF-8のみなので楽

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd317756(VS.85).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd317756(VS.85).aspx


文字コードを合わせる
日本のWindowsだったら、

outputStr = 
_nativeProcess.standardOutput.readMultiByte(_nativeP
rocess.standardOutput.bytesAvailable, "shift_jis");

Macだったら

outputStr = 
_nativeProcess.standardOutput.readUTFBytes(_native
Process.standardOutput.bytesAvailable);



あれ？

今回は日本向けってことで
shift_jisで固定してもいいけど、
多国籍対応する時はどうするの？



その他の国だとどうするの？

OSの言語を知ればいいんじゃないか

例えば日本

AS3のCapabilities.languageだと「ja」がとれる。

でも、欲しいのは「shift-jis」という文字列。

「ja」をどうやって「shift-jis」にする？



結論としては、そういう辞書を作るしかないっぽい。
「ja」だったら「shift-jis」みたいに取得。



でも、 例えば日本の文字コードっつっても
「shift-jis」の他にも「euc-jp」とかもあるし。

（使われているかは別にして） 

それだったら
AIRから取るよりも

ちゃんとOSから文字コード取った方が
正確なのではなかろうか。



chcp コマンド
文字コードの設定(CHCP)

日本のWindowsだったら、
「現在のコード ページ: 932」
と出力されるので、最後の数字を取得。

この数字にあった文字コードの文字列を、readMultiByteの
第2引数に入れる。

932だったらshift-jis

http://www.adminweb.jp/command/display/index5.html
http://www.adminweb.jp/command/display/index5.html


これで文字コード問題はバッチリ（多分）



バッチファイル実行問題

セキュリティ的に、.bat, .shは直接叩けない

ネイティブプロセス通信のセキュリティ上の考慮事
項

http://help.adobe.com/ja_JP/as3/dev/WSb2ba3b1aad8a27b060d22f991220f00ad8a-8000.html%23WS789ea67d3e73a8b2-368e74cb123de962251-7ffd
http://help.adobe.com/ja_JP/as3/dev/WSb2ba3b1aad8a27b060d22f991220f00ad8a-8000.html%23WS789ea67d3e73a8b2-368e74cb123de962251-7ffd
http://help.adobe.com/ja_JP/as3/dev/WSb2ba3b1aad8a27b060d22f991220f00ad8a-8000.html%23WS789ea67d3e73a8b2-368e74cb123de962251-7ffd
http://help.adobe.com/ja_JP/as3/dev/WSb2ba3b1aad8a27b060d22f991220f00ad8a-8000.html%23WS789ea67d3e73a8b2-368e74cb123de962251-7ffd


「cmd.exe」(Windows), 「/bin/sh」(Mac) という
コマンドラインのプログラムを叩いて、
その引数でファイルパスを渡すことで
バッチファイルを扱うことが可能



以上、NativeProcessの基礎と注意点でした



まぁいろいろ面倒なんで、
なんか便利なラッパークラスとか
ユーティリティクラスとか
作るといいですね



ご清聴ありがとうございました。


