特設記事 ②

フィジカル・コンピューティング・
デバイスの活用事例

GAINER miniで

Webカメラのパン・チルト雲台を作ろう
中川 ゆき
最近，デザイナたち向けのツールとして始まったフィジカル・コンピューティングが，電子工作の世界で
ゲイナ ー

もはやり始めています．フィジカル・コンピューティング・ツールであるArduinoやGainerは，雑誌やインタ
ーネットを通じてあちこちで紹介され，応用例を見ることも多くなってきています．Arduinoはパソコンと切
り離して使えるツールとして，Gainerはパソコンと連動して使えるツールとしてとくにFlashなどの映像関
連の開発環境や，Processingといったデザイン向けの言語による開発事例と一緒に紹介されています．
Gainerは，シリアル通信デバイスのI/Oモジュールとしてもすぐれた機能をもっているので，C#などの
プログラミング言語からパソコンと連動させて使う方法も一部で紹介されています．本記事では，ラジコ
ゲ イ ナ ー ・ミ ニ

ンやロボット用のサーボ（以下，RCサーボ）を動かすことができるGainerの小型版であるGainer miniを
取り上げ，Microsoft Visual Studio 2008 C#でWebカメラのパン・チルトができるRCサーボを応用した

うんだい

雲台の作り方を紹介します．

1

アート作品やインタラクティブ・デザインのプロ

GAINER mini とは

トタイピング・ツール（試作をするための道具）で
Gainerとは，メディア・アーティストやデザイ

もあるので，あらかじめファームウェアが書き込

ナがユーザ・インターフェースやメディア・インス

まれています．そのため，買ってすぐにブレッド

タレーションを製作するためのツール（I/Oモジュー

ボードに挿して使うことができます．パソコンに

（＊ 1）

ル）や開発環境（Flash で動かすための gsp

を

つないでRCサーボを動かして作品を作ったり，パ

はじめとするソフトウェアなど）のことです．オリ
ジナルのGainerは誰でも簡単に使える開発ツール・

FTDI
USB-RS232C用I C

キットとして2006年にIAMASの小林茂氏らによっ
て開発されました．今回紹介するGainer miniは，

PSoC
マイコン

フィジカル・コンピューティング用I/Oモジュール
Gainerの小型版としてRCサーボが扱えるように，
（株）アールティがリデザインしたものです．
Gainer では，I/O モジュールを利用することに
より，各種センサからの情報をパソコンに取り込
んだり，パソコンからラジコン用のサーボ・モー
タやDC モータなどのアクチュエータの制御をし
たりできます．Gainer は，さまざまなメディア・

2009 September

PI Cマイコン

写真1 オリジナルGainer（上）とGainer mini（下）
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表1 Gainer mini の主な仕様
CPU

PIC
USB
接続方法
（mini Bタイプ）
28 ピン
ピン数
（入出力16ピン）
サイズ
18 ×42 ×14mm
重量
8g
電源
USB 供給（5V）
図1
Gainer miniのピン配置

ソコンにつないでセンサからデータを取りながら
電子回路を実験したりするのにもぴったりです．
それでは，Gainerを使うことでどのような入出
力ができるのかを見ていきましょう．
写真 1 のように，オリジナルの G a i n e r は，
PSoC ＋FTDI のUSB チップを使ってパソコンと
USB 接続にしています．Gainer mini は，CPU に

ハードウェア

Gainer v1 compatible

アナログ入力 125〜140Hz, Open
ディジタル入力 125 〜140Hz, Open
アナログ出力 PWM1.3kHz, 8 ビット
ディジタル出力 最大20mA
RCサーボ出力 PWM 50Hz, 8 ビット

表2 Gainer miniのモード一覧
設 定
MODE1
MODE2
MODE3
MODE4
MODE5
MODE6
MODE7
MODE8

アナログ ディジタル アナログ ディジタル
入力
入力
出力
出力
4
4
4
4
8
0
4
4
4
4
8
0
8
0
8
0
0
16
0
0
0
0
0
16
マトリクスLEDコントロール用：
8×8＝64 個（明度16 段階）
4
RCサーボ出力：8
4

PIC18F2550 を採用し，USB 接続でパソコンとつ
なげられるようになっています．Gainer mini の

替えるコマンドを送信して，それぞれのモードを

主な仕様を表1 にまとめました．

指定します．

ファームウェアも同社のサイトからダウンロー

表3 には書かれていませんが，Gainer miniとオ

ドでき，オープンソースとして公開しています（質

リジナルの違いは，オリジナルではMODE8 が静

問や要望に関してはGainer のオープンソース・コ

電容量モードであるのに対し，Gainer mini では

ミュニティで対応しているので，個別のメールで

MODE8 が RC サーボ・モータを 8 個制御できる

はなく後述のWeb サイトの掲示板を参照）．

モードになっていることです．この記事では，こ

Gainer mini はピンの配置（図 1 参照）など，ほ

のRCサーボが制御できるMODE8を利用します．

ぼすべての機能をオリジナルのGainer と同様に使

Gainer は，図2 に示すような構成になっている

えるよう設計されています．Gainer mini は，オ

ので，PC から見るとシリアル通信デバイスとし

リジナルとはCPUと形が違いますが，使える機能

て認識されています．

［Gainerでは，MODE（モード）とかKONFIGURA
（＊ 2）

TION

（コンフィギュレーション）などという］

はほぼ同じです．Gainer miniのI/O ポートがどの
ような設定になっているかを示す MODE1 〜
MODE8を，それぞれ表2 にまとめました．

コマンド体系としては，後で詳しく説明します
が，シンプルなアスキ・コードによるコマンド列
となっています．
USB ドライバも汎用のCDC（＊ 4）ドライバを利用
し て い る た め ， Windows， Macintosh OS X，

表3 に示したように，Gainer mini のモードはア

Linux に対応をしています．対応する開発環境も

ナログ入力（センサなど），ディジタル入力（主に

Flash（＊ 5）や Processing（＊ 6），シリアル通信が書

スイッチなど）
，アナログ出力（＊ 3），ディジタル出

ける開発言語であれば，ほぼすべてのものが利用

力，RC サーボ出力の組み合わせでできています．

できます．Flash やProcessing を使用するときは

使用するときは，シリアル通信で MODE を切り

gsp と呼ばれる仲介役のソフトウェアを起動して
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