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本書に関して 
本ソフトウェアマニュアルは、OS バージョン 1.7 をターゲットに記述されています。 
AsuraCPRNT のソフトウェア仕様を記述するとともに、関連する内容についても解説してい
ます。 
 
尚、本書はアプリケーション・システム開発者を対象に作成しており、利用者はその基礎知識
を有することを前提としています。 
 
 
 
 
 
 

注意事項： 
・ 本マニュアルの内容は、予告なく変更する場合があります。 
・ スター精密株式会社は、正確な情報を提供するためにあらゆる措置をとっておりますが、

誤りや不作為については責任を負うものではありません。 
・ スター精密株式会社は、このマニュアルに記載されている情報の使用に起因するいかなる

損害に対しても責任を負うものではありません。 
・ 本マニュアルの一部、あるいは全部を無断で複写・複製・転載することは、固くお断りし

ます。 
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はじめに  

 

1. はじめに 
このソフトウェアマニュアルは OS バージョン 1.7 をターゲットにしています。 

 AsuraCPRNT とは 
AsuraCPRNT(以下 ACP)は、ひとつのデバイスに、プリンタ、ユーザーインタフェイス、
複数の周辺機器のサポート、コネクティビティを内蔵した革新的な製品です。 

 

プリンタ 

300 mm/sec のプリント速度、1・8・16・32 階調のグレースケール印字、ブラックマー
クセンサ、ジャムセンサ、用紙カットおよび 3 用紙幅の対応をしています(80・65・58mm)。
また、ACP では新たにカバーロック機能に対応しています。 

ユーザーインターフェイス 

対角 7inch 800 × 480 ピクセルの抵抗性タッチスクリーンを、スイベル機構 0～180 度
回転・チルト機構 0～87 度回転（ピボット機能）することができます。 

周辺機器のサポート 

2 次元 BCR、セキュア MSR をサポートすることが出来る 4 つの USB ポート、およびオ
ーディオのインプット/アウトプットに対応しています。 

 コネクティビティ 

有線 LAN 経由で、外部 Web サーバーやクラウドサービスへ接続することができます。 
 

ソフトウェアのサポートについて 
ACP の OS は、ARM プロセッサと ACP のユニークな周辺機器のために特別に開発された
Angstrom Linux の派生 OS です。他の Linux ディストリビューションとほぼ同じ開発環境
をサポートしています。また、技術的に Ubuntu 12.04 x86 の PC 上で、アプリケーション
の開発と、最終チェックと配置をするための ACP 向けコンパイルをすることが可能です。 

注記： 開発者は SDK をダウンロードして読込む必要があります。 
 SDK を入手するための詳細情報は、後述の章をご参照ください。 
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2. システム 
 

システムコントローラ: 
TAM-3517 

CPU : 
TI Sitara AM3517 600MHz 

OS: 
Linux Angstrom kernel 2.6.x 

Memory : 
RAM : 256MB DDR2 
ROM : 512MB NAND Flash on CPU module (TAM-3517) 

インターフェイス: 
ACP は以下のポートをサポートしています。アプリケーションにて、接続されたデバイス
を制御、または直接使用することができます。それぞれに関するハードウェアの詳細につ
いては、“製品仕様書”を参照してください。 

  USB ホスト ポート（４） 

  Ethernet ポート（１） 

  オーディオライン インプット/アウトプット（各１） 

  外部機器 ポート（１） 

  マイクロ SD カード スロット（１） 

外部デバイス: 
それぞれに関するハードウェアの詳細については、“製品仕様書”を参照してください。 
  BCR (Optional) 

  MSR (Optional) 

  WiFi Dongle 

Optional: Realtek RTL8192DU チップセット 

Optional: Realtek RTL8812AU チップセット 
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データフォーマット: 
ACP は以下のデータフォーマットをサポートしています。下記以外のフォーマットについ
ては、保証できませんので十分ご注意の上、お取り扱いください。 

  動画データ 
 フォーマット： Ogg Theora, MPEG1 
 補足： 

・最も有効な画面サイズは 800ｘ480 ピクセルです 
・ CPU の性能により、解像度の最大値は 720 ピクセルを推奨しています。（ディス

プレイサイズ以上の画像サイズは推奨しておりません） 
  画像データ 
 フォーマット：PNG, BMP 

  音声データ 
 フォーマット：Ogg Vorbis 

注記： 

ACP 内部の Web サーバーからブラウザを介して Web アプリケーションを実行することで、
複数台から同時に実行および参照できます。ただし、ACP の CPU 処理速度とネットワーク
回線速度によっては、ファイルデータの配信に影響が出る可能性があります。 

AsuraCPRNT デスクトップ (ホーム画面) : 
QT を使用した簡単なデスクトップが使用できます。 
これらは APP スタイルのルック＆フィールを有効にすることを本質としています。また、
顧客が開発したアプリケーションをデスクトップに加えることも可能です。その場合、開
発者がデスクトップの機能へのアクセスを制限したり、独自のデスクトップを開発するこ
ともできるように考慮されています。 

以下の項目は、デスクトップの一部として利用できる機能の詳細です。コンポーネントや
ソースコードは、要求に応じて配信することができます。 

  時計 

  電源スイッチボタン 

  管理者メニューボタン 

  AsuraCPRNT ステータスビュー 

  ネットワーク情報/ステータスビュー 

  サンプルアプリケーション 

  コンフィグアプリケーション 
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AsuraCPRNT フォルダ構成:  
内部システムフォルダ構成は以下の項目毎にそれぞれ公開されています。 
ACP の理解を促すとともに、独自のアプリケーション開発にあたり、安全に ACP の変更
を実現することができます。 

注記： システムファイルの変更は、ACP システムを十分にご理解いただいた上で、個人
の責任のもと行ってください。 

  サンプルアプリケーション 
サンプルアプリケーションの格納先 
< 格納先: /extension/apps/ > 

  Web サンプルアプリケーション 
Web サンプルアプリケーションの格納先 
< 格納先:/www/apps/SampleWebApp> 
 
サンプルアプリケーションの詳細は、“オペレーティングマニュアル”をご参照ください。
アプリケーションの配置および使い方が記載されています。 

  ユーザーアプリケーション 
独自アプリケーションの格納先 
< 格納先: /extension/apps/ >  
独自アプリケーションの開発、準備（ACP へのインストール方法など）に関する詳細
は、Developer サイトをご参照ください。 
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3. アプリケーション 

格納先: 
以下のフォルダへ独自アプリケーションを格納することを推奨します。 
指定のフォルダ以外へ格納した場合は、デスクトップに表示されません。また、ソフト
ウェア更新にて消去される場合があります。 < 格納先: /extension/apps/ > 

アプリケーションの種類:  
  デスクトップアプリケーション 

デスクトップアプリケーションとは、アプリケーションを構成するファイルが全て
ACP 内部に格納されていることを指します。 
つまり ACP のデスクトップ環境上で動作するアプリケーションソフトウェアは、GUI
ツールキットを用いて作られ、ACP に直接インストールされ動作します。 

  Web ベースアプリケーション 
Web の機能や特徴を利用したアプリケーションソフトウェアです。 
Web アプリケーションには２種あります。詳細は以下の通りです。 
・ クライアント； インターネットに接続されたユーザーのローカル PC 上で実行さ

れる Web ブラウザアプリケーションのことです。ACP の場合、Asura Browser
（Web Kit サポート）が標準搭載されています。 

・ Web サーバー； HTTP に従い、クライアントソフトウェアの Web ブラウザに対
して、HTML やオブジェクトの表示を提供するサービスプログラムおよびその動
作 PC です。ACP の場合、lighttpd が標準搭載されています。 

アプリケーションの開発: 
ユーザーは独自アプリケーションを開発し、ACP に搭載することができます。 
開発をより効率的に行っていただくために専用の Developer サイトを公開しています。 
開発に関する個々の情報は、Developer サイトをご参照ください。 

なお、ACP ではストレージデバイスとして、Flash ROM を採用しています。 
また、アプリケーションソフトによるファイルの書き換え動作の高速化、および
Flash-ROM の長寿命化実現のため、UBI File System（以下 UBI FS）によるライトバック
キャッシュ（キャッシュからの遅延書き込み制御)を利用しています。 
そのため、ライトバックキャッシュ動作が完了する前に、予期せぬ事象(電源コードの外れ
または停電など)によって突然 ACP の電源がオフにされた場合、アプリケーションデータ
が破損もしくは消失する可能性があります。 

ファイル更新を伴うアプリケーションソフトを作成する際は、"fsync"コマンドなどを利用
して、データの保護にご配慮いただいた上でのアプリケーション作成をお願いします。 
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1)  AsuraCPRNT 開発用 Developer サイト:  
開発サイトのリンクは以下をご参照ください。 
サイトへ接続する際には、スター精密より ID と Pass の発行を受けてください。 
発行に関するお問い合わせは、各販売店へお問い合わせください。 

注記：サイトへアクセスする度に ID と Pass を入力してください。 
Link <https://www.star-m.jp/products/s_print/technical/acp_developer.html> 

 
サイトは以下の構成です。 
I. 開発環境 
II. 開発（C++, Java, Web application, etc…） 
III. 関連機能 
IV. ソフトウェアモジュール 
V. クラス 
VI. ファイル 
 

尚、StarWebPRNT を用いる場合は、別途下記専用サイトもご参照ください。下記サ

イトには、仕様やサンプルに関する情報が開示されております。 

Link <http://www.starmicronics.com/support/Mannualfolder/en/index.htm> 
 

2)  開発環境: 
開発環境は、Linux Ubuntu 12.04 (32bit)を推奨します。またアプリケーション開発にあ
たっては、TSP100 シリーズでシミュレートすることを推奨します。 
詳細については、Developer サイトをご参照ください。  

 
3)  開発言語: 

開発言語は以下の様にサポートしています。 
それぞれの仕様については、Developer サイトをご参照ください。 

詳細については、Developer サイトをご参照ください。 

  JavaScript - AsuraBrowser JavaScript 

  QT5 - QAsura 

  Java - JAsura 

  C/C++  

  SPM (Command Line) 
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4)  ダウンロード: 
ユーザー独自のアプリケーションをダウンロードする場合は、Developer サイトをご参
照ください。必要コンテンツ情報と手順が記載されています。 

以下に一例をご紹介します。 

 

① PC 上のメニューから”Places -> Connect to Server...”を選択すると、以下のダイア
ログが表示されるので、”Server”は ACP の IP Address、”Type”は SSH、”User 
name”、”Password”は ACP での設定を入力してください。(図は”root”、”thermal”) 

  

 

② “connect”を押すことで ACP 内のフォルダが見れます。 
  ACP 用アプリケーションを追加するために ”/extension/apps” へ移動してくだ

さい。 
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③ 任 意 の フ ォ ル ダ ( 下 図 の 場 合 は User App) を 作 成 し 、 作 成 し た フ ォ ル ダ 内
に”applications.conf”、”ACP 用アプリケーション”、”アイコン”を PC からコピーし
ます。(ACP のフォルダ内が確認できるのでファイル操作が簡単にできます)。
Application.conf は、/extension/apps 以下の別アプリケーションから参照します。 

   

④ applications.conf を開き、”NAME”(デスクトップに表示する名称)、”ICON”(デスク
トップに表示する画像)、”EXECUTABLE”(実行可能なアプリケーション(バイナリ))
に必要な情報を書き込みます。また、アプリケーションを起動するのに引数が必要
であれば”PARAMETERS”、WebApplication を利用する際は”HTDOCS”に適宜記入
します。 
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⑤ アプリケーションに実行権限を与えるために以下を入力します。 
chown -R acpuser /extension/apps/User\ App 
chmod -R u+x /extension/apps/User\ App 

 
⑥  “EXECUTABLE” に 指 定 し た ア プ リ ケ ー シ ョ ン が 正 常 に 動 作 す る か 、 ACP

の”Terminal”にてアプリケーションの名前を入れて確認します。起動しない場合は
アプリケーションもしくは入力したコマンドを確認してください。 

 

 

 
⑦ アプリケーションが起動しましたら ACP を再起動します。その後、デスクトップ

にアイコンが追加されていることと、起動できることを確認します。起動しない場
合は、applications.conf の記述を確認してください(パス等)。 
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4. コンフィグレーション 
 
コンフィグレーション機能の種類や設定方法は“AsuraCPRNT コンフィグレーションマニュア
ル”をご参照ください。タッチスクリーンキャリブレーションについては、下記をご参照くださ
い。 
 

Step.1 AsuraCPRNT SSH 接続方法 
ここでは、外部の PC より SSH(Secure Shell)を利用して、AsuraCPRNT(以下 ACP)のファ
イルシステムに接続する方法を説明します。 
 
【環境】 

ACP と同ネットワーク内に接続されている Linux PC(Ubuntu 12.04 (32bit)) 
 

① Linux PC 内の”Terminal”を起動し、”ifconfig”コマンドを入力して PC の IP Address
を確認します。 
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② ACP のデスクトップ右下もしくは、”Configure”アプリケーションを起動した時に
表示されている ACP の IP Address を確認し、PC と同ネットワーク内であること
を確認します。 

 

 
③ PC の”Terminal”にて、”ssh <ACP IP Address> -lroot”を入力します。 
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④ 初回接続の場合、接続の確認が表示されるので接続を続行する場合は、”yes”を入
力します。 

       

⑤ ACP の password(今回は”root”ユーザーのもの)を入力すると、ACP の”Terminal”が
開かれ接続が完了します。 
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Step.2 AsuraCPRNT コンフィグレーション 

タッチスクリーンのキャリブレーション 

タッチスクリーンの位置補正をするためのアプリケーションについて、起動および操作
方法を説明します。 
 

① Step1 の“AsuraCPRNT SSH 接続方法”で接続後、PC から利用できる ACP
の”Terminal”にて”calibrate”を入力する。 
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② ACP ディスプレイに以下画面が表示されるので、左上・右上・右下・左下・中央
の順に白い四角のターゲットを押します(※1)(※2)。 

 

※1 真ん中のターゲットを押した後、再起動が自動的にかかり位置補正後の状態で起動
します。 

※2 途中で四角のターゲット以外の場所を押した場合は、PC にて ACP の”Terminal”
で”Ctrl + C”を押してアプリケーションを終了し、”Step.2.-1”からやり直してくださ
い。 

注記：最後のターゲットで失敗した場合は再起動後に”Step.1.”の SSH 接続からや
り直してください。 
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URL: http://www.starmicronics.com/support/ 
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