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がじぇるねって？
～電子工作って楽しい～

　「がじぇっとるねさす」（以下「がじぇるね」）は小さ

なコンピュータが搭載されたコンパクトな基板です。

色々なセンサーと出力するものを繋げることで自分だ

けのガジェット（小型の電子装置）を作ることができ

ます。

　センサーとは、光を感知したり、音の大きさを調べ

たり、距離を測ったり、身の回りのことを色々調べて

くれる部品のことです。

　これに、光ったり、音を出したり、モーターを回し

たりする「出力するもの」を組み合わせることで作品

が生まれます。

　そしてその間を取りまとめ、コントロールするのが 

「がじぇるね」になります。

この冊子を手に取っているあなたは、電子工作が大好
きな人でしょうか？　それともガジェット好きな人？　
アーティスト？　手芸の人？　かわいい物が好きな人？　
どんなあなたにもきっと良いパートナーになります。そ
れが「がじぇっとるねさす」です。

入力に使えるもの

光の強さ、 音の大きさ、

傾き、 スイッチ、 匂い、

温度、 湿度、 距離、 圧

力、 加速度、 放射線、

GPS、 etc...

出力するもの

LED、 液晶モニタ、

スピーカー、 振動、

モーター、メモリカード、

ネットワーク、 etc...

+
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　でも電子工作って難しそうってイメージもありますよ

ね。たしかに簡単ではありませんが、パソコンを使っ

て開発することが出来るので、センサー類のつなぎ方

と使い方さえ間違えなければ、思いのほか簡単に作

ることができます。

　また、「がじぇるね」はスマートフォンを使って簡単

にプログラミングが出来るようになるなど、柔軟な開

発環境も用意されているので誰でもはじめることがで

きます。

使い方に決まりはありません

　「がじぇるね」はガジェットを作るだけのものではあ

りません、現実世界とコミュニケーションするインタ

ラクティブなアート作品や、手芸との組み合わせで温

かみのあるマスコットを作ることもできます。今や電

子工作は専門知識を持った技術者だけのものではな

く、アーティストの表現方法としても使われています。

　アイデアひとつで新しい世界が広がります。「がじぇ

るね」で電子工作始めてみませんか？
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つないでみよ
う！

接続からLチカまで

がじぇるねの GR-SAKURA を使って開発環境の準備と簡単な使い方
を紹介します。登録作業は最初だけですので、ちょっと面倒ですが
さくっと終わらせましょう。必要なのは GR-SAKURA と USB ミニ
ケーブルとインターネットにアクセスできるパソコンだけです

１

USB ミニケーブルでパソコンと繋ぎま
す。この時、ボード上のスライドスイッ
チが USB ケーブル側になっていること
を確認して下さい。青い LED が点滅す
ば OK です

２

次にボード上の赤いスイッチを押して下
さい。これはリセットスイッチですが、
パソコンがつながっていると USB メモ
リのようにドライブがマウントします。
画面は Windows ですが Mac でも大丈夫

３

ドライブにはファイルが一つ入っている
はずです。ダブルクリックするとブラウ
ザで公式ページが開きます。ここに詳し
い情報が載っていますのでチェックして
おきましょう。
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７

お客様情報の登録が終わると、「サービ
スの登録」という画面になりますが、特
に登録の必要はありませんのでそのまま

「次へ」に進みましょう。これでユーザー
登録は完了です

８

クラウド開発環境（Web Compiler）へ
は3の公式サイトからのリンクか上記の
アドレスでアクセスしてください。この
ページに概要の説明と入口が用意されて
います

９

クラウド開発環境へログインするには
ユーザー登録するときに入力した、メー
ルアドレスとパスワードを入力します

４

がじぇるねにはプログラムを入れるため
のクラウド開発環境が用意されていま
す。利用するためには登録が必要です。
先ほどの公式サイトから MyRenesas の
ページに行き「新規登録」をクリック

５

最初に名前とメールアドレスを登録しま
す。登録するとメールが届きますのでそ
の中にある「新規登録のために」という
項目のリンクをクリックして次の項目に
進みます

６

本登録の画面になります。がっつり個人
情報を求められますが、必須の項目は全
て埋めましょう。最後に個人情報の提供
可否を選択し「確認画面へ」に進みます

http://japan.renesas.com/myrenesas/

http://japan.renesas.com/gr

http://japan.renesas.com/myrenesas
http://japan.renesas.com/gr
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13

ビルドが成功すると「sketch.bin」とい
うファイルが新たに作成されます。この
ファイル名の上で右クリックし「ダウン
ロード」を選択すると、このファイルが
パソコンにダウンロードされます

14

パソコンにダウンロードされた「sketch.
bin」というファイルを、2の時にパソ
コンにマウントされたドライブにコピー
します。これが「がじぇるね」にプログ
ラムを入れる作業になります

15

自動的にドライブの接続が解除され、
ボード上の 4 つの LED が順番に光って
は消えていくようになったら成功です！
上手くいきましたか？

10

ログインが成功すると、最初に「新規プ
ロジェクト作成」という画面になります。
とりあえずテンプレートを選択して、そ
の下に任意のプロジェクト名を入力しま
す。ここでは「test」としました

11

成功すると開発画面に切り替わります。
この画面の左側にある「gr_sketch.cpp」
というファイルをダブルクリックすると
右に文字が表示されます。これが「がじぇ
るね」を動かすプログラムになります

12

これを修正して開発していくことになり
ますが、このサンプルプログラムは既に
完成していますので、そのまま「ビルド」
というボタンを押して下さい。「コンパ
イルに成功しました」と出れば成功です
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GR-SAKURAを使う時の注意点
GR-SAKURA は精密機械です。注意点を守り楽しく遊びましょう。

ACアダプタは 5Vタイプ推奨
Arduino は 9V の AC アダプタを使用しますが、GR-SAKURA は 5V タイプの AC アダプタを使うこ
とを想定された設計になっています。使えないことは無いようですが、Arduino シールドを使うと
きなどに問題が起きる可能性があります。

GR-SAKURAは 3.3Vで動いています
AC アダプタジャックや USB ソケットから入った電気は、基板上で 3.3V にさ
れマイコンへ送られます。ピンへの入力も基本的に 3.3V で考えて下さい。
Arduino シールドを使うときに電圧を確認しないと GR-SAKURA が壊れる
可能性があります。（一部 5V の入力が可能なピンもあります）

ショートや静電気に気を付けて
金属など、電気の流れるものの上に置いたままで電源を入れないようにして
下さい。ショートして壊れてしまうことがあります。ケースの活用が Good で
す。それと 100 均のタッパーなどは静電気が溜まりやすいので、本体をアル
ミホイルで包んであげると安心です。でも使うときは外してくださいね。

ケースにもこだわろ
う

ユーザーが見つけた可愛いケース
Book Box Mini ／グリーティングライフ
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パーツを買いに行こう。

どどーん!!

・事前の準備は不可欠

・初心者であることを隠さないで

・触って確認しよう

がじぇるねは電子工作ですので、部品は当然パー
ツショップで購入します。でも初めて行くお店は、

「素人お断り！」って感じがして行きにくいもの。
お店ではどういった点に気をつければ良いのか簡
単に紹介します。

　電子工作に必要なパーツは秋葉原や日本橋などの電
気街で購入することができます。初めて行くのであれ
ば、出かける前に予め電気街マップなどを準備しておき、
ショップの位置にアタリをつけておくと迷わないでしょ
う。

　秋葉原タウンガイド
　http://www.akiba.or.jp/town/index.html

　でんでんタウン大阪日本橋ショッピングマップ
　http://www.denden-town.or.jp/map/map_main.html

　細かいパーツが多いのでトレイに入れて買い物するの
がマナーです。
　売り場はきれいに分類別されていますが、いろいろな
種類があって分かり難いので迷ったらお店の人に聞いて
しまいましょう。例えば「100 Ωの抵抗」といっても
たくさん種類がありますので、作りたいものの回路図な
ども見せた方がすぐ理解してもらえるでしょう。親切な
店員さんだったら色々お話を聴かせてもらえるかもしれ
ません。それも店頭買いの醍醐味だと思います。

まず準備。

お店の中では…

http://www.akiba.or.jp/town/index.html
http://www.denden-town.or.jp/map/map_main.html
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　買い物ついでに “ がじぇるね ” の生み
の親、㈱若松通商の小暮さんにお話を
伺って来ました。

買い物のコツってありますか？

「事前に Web で型番を調べておくとお
渡しが早いですし、品切れも分かりま
すので無駄足にならなくて済みますよ。」

なるほど。お店によっては通販と店舗で在庫が異なるこ
とがありますが、それは便利ですね。

「あと、スイッチ類などでよくあるのですが、実際の大
きさや使い方は商品を見て購入されたほうが間違いがな
いですね。そういった意味でも初心者の方にはご来店を
お勧めしています」

たしかに、ピッチが合わなくてユニバーサル基板に付か
なかったりしてショックだったことがあります…

「初めての時は失敗だらけだと思います。弊社では無償
の電子工作セミナーなどもやっていますので利用して頂
ければと思います。一緒にものづくりを盛り上げていき
ましょう。」

とても心強いです。ありがとうございました！

　大抵のお店ではインター
ネットで注文が出来ますので
活用しましょう。送料がかか
るのでまとめて購入したいと
ころですが、店舗によって取
り扱っている商品がまちまち
ですので１店舗では揃わない
かもしれません。また、同じ
パーツでもお店によりかなり
金額が違うことがありますの
でよく考えて上手に買い物し
ましょう。

言わずと知れた秋葉原の老舗
のパーツショップ。がじぇる
ねはここの製品なのです。各
種ワークショップなども開い
ているのでチェックしよう！

㈱若松通商

お店の人に聞いてみました。

インターネットも活用しよう！
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1

ブレッドボードにタクトスイッチ
を並べます

2

ジャンパワイヤを図のように配線
します

0

0012345

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213

GND

VIN
GND
GND
+5V
+3.3V
ResetAnalog In

Digital I/O

LED がうまく光ったら、今度は音
が鳴る作品を作ってみましょう。ス
ピーカーを繋げて簡単に楽器が作れ
ますよ。部品の準備は大丈夫です
か？　それでは始めましょう。

用意するもの

□ ブレッドボード　× 1
□ ジャンプワイヤ　×適量
□ 圧電スピーカー　× 1
□ タクトスイッチ　× 3

配置図

作例１ スピーカーとスイッチを繋げて
電子ピアノを作ってみよう。

このステップに入る前にP.4 からの導入を済ませておきましょう
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3

圧電スピーカーを GR-SAKURA に
繋げます

6

クラウド開発環境でコードを打ち
込みます（P14 参照）

4

GR-SAKURA に入力の 3 本をジャ
ンプワイヤで配線します

7

ビルドして GR-SAKURA にダウン
ロードします。

5

GND を配線します

8

完成！　タクトスイッチを押して
ドレミが鳴るか確認しよう。

発展させよう！

鍵盤の数を増やそう！
同時に LED が光るようにしよう！

なぜピンク？

　がじぇるね全体のデザインがピンク色
だったり手芸調となっていますが、これに
はちゃんとした理由があります。もともと
電子工作や電子手芸などのものづくりを
応援するプロジェクトですが、デザインコ
ンセプトを考えるにあたり、開発チームは
ある人物像を作り上げるという方法を採っ
たそうです。その為になんと 1ヶ月間もの
月日を費やしたとか。そしてある大学の電
子手芸部との関わりを経て「小宮山クル
ミ」という仮想人物が生まれ、デザイン
の方向性が決まったということです。

鳴った！

P4 〜と
同じだよ
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1

抵抗器とツェナーダイオードを配
置し、ジャンプワイヤを配線

2

GR-SAKURA の上に乗せ、ジャン
プワイヤを図のように配線します

0

0012345

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213

GND

VIN
GND
GND
+5V
+3.3V
ResetAnalog In

Digital I/O

作例１で使った圧電スピーカーを入
力に使い、音に反応する作品にしま
した。作例は謎の生物になってしま
いましたが、一応「ひとだま君」と
いう名前がついています。

用意するもの

□ ブレッドボード　× 1
□ ジャンプワイヤ　×適量
□ 圧電スピーカー　× 1
□ ツェナーダイオード 2.5V　×１
□ 抵抗器 100 Ω（茶黒茶金）× 3
□ LED（赤）× 2

配置図

作例２

羊毛フェルトと LED を使って
目が光る生き物を作ろう

このステップに入る前にP.4 からの導入を済ませておきましょう

←足の長い方がこちら側

向きに注意

++ --
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3

羊毛フェルトで形を作り、背中に
圧電スピーカーを仕込みます

6

ビルドして GR-SAKURA にダウン
ロードします。

4

目には LED をつけ、内側に線を
出します

7

配線に注意しながら GR-SAKURA
とぬいぐるみを合体させます

5

クラウド開発環境でコードを打ち
込みます（P14 参照）

8

完成！　背中をなでたり叩いたり
すると目が光るよ 点滅の度合いを変更してみよう！

色々なセンサーを繋げてみよう！

P4 〜と
同じだよ

光った！ 発展させよう！
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本ガイドブックの作例のコードや詳しい説明はこちら

作品を自慢しよう
わからない事があったら聞こう

初めての時は分からない事だらけです。そんな時は SNS で質
問してみましょう。同じがじぇるねユーザーから回答が得られ
ますよ。はじめは勇気が必要かもしれませんが、最初はみんな
初心者でしたから邪険にされることは無いはずです。そのかわ
り詳しくなったら今度はみんなに教えてあげてくださいね。

また、完成したら公開して自慢しましょう！　コメントをも
らったりすると結構嬉しいですよ。

作例に使われているコードの紹介と解説は以下のアドレスでアクセスしてください。

http://www.renesasrulz.com/docs/DOC-2232

http://www.renesasrulz.com/community/demoboards/gr/japanese

http://www.renesasrulz.com/docs/DOC-2232
http://www.renesasrulz.com/community/demoboards/gr/japanese
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