
 

 

 

 

 

 

１１１１    はじめにはじめにはじめにはじめに

    山口県

ルミネフェスタ」が実施されている。このフェスタは、地域の方が中心となっておもにＬＥＤ（発

光ダイオード）を使いＪＲ萩駅舎や駅前のロータリー、近隣の萩市観光協会の建物を電飾している。

今年で 13

ている冬の行事になっている。

１回目は本校建築コースが製作した木製のベンチに電飾を施した「カップルベンチ」、２回目は萩

駅舎に隣接した資料館入り口の天井に設置した「プラネタリウム」

市観光協会の壁面に高さ約５メートルのツリー状のイルミネーションを取り付けることとした。
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さ 1.2 メートルの星を主体とし、昨年製作した星座のパネルの一部もツリー背面に設置する構成と

した。 

テープＬＥＤは光の３原色であるＲＧＢタイプを使用し、コンピュータを使ったプログラム制御

で様々な色や点灯パターンで光らせるようにした。また星座パネルはＬＥＤだけでなく、星座の輪

郭を光らせるために有機ＥＬワイヤも使い、すべてプログラム制御で点灯させている。展示にあた

っては屋外に長期間設置するため、特に耐久性と防水対策、さらには建物の壁面に設置するため電

気的絶縁処理には十分注意を払った。 

 

２－２２－２２－２２－２    製作過程製作過程製作過程製作過程 

【デザイン】【デザイン】【デザイン】【デザイン】 

        今年度は、萩駅に隣接する萩市観光協会の建物（間口 8m10cm、高さ 8m6cm）に直接取り付

ける大きな作品になるが、校内の実習室で製作するという制限もあり、長さ約４ｍのテープ状

の LED を直径 14mm の透明ビニルチューブに入れたものを 15 本製作し、ツリー状に取り付け

ることとした。また縦横１.２メートルの星を白色ＬＥＤで作りツリー上部に取り付けた。ツリ

ーはＲＧＢタイプのＬＥＤを使用し、Arduino マイコンで 1 本 1 本の色や全体の点灯パターンを

Ｃ言語でプログラミングすることとした。また、昨年製作したプラネタリウムの星座パネルを

６枚使い、ツリー点灯後に星座を点灯させ最後に流星が流れるようにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        点灯色は赤、緑、青、マゼンタ、シアン、黄、白の７色点灯色は赤、緑、青、マゼンタ、シアン、黄、白の７色点灯色は赤、緑、青、マゼンタ、シアン、黄、白の７色点灯色は赤、緑、青、マゼンタ、シアン、黄、白の７色                有機有機有機有機ＥＬワイヤを使っＥＬワイヤを使っＥＬワイヤを使っＥＬワイヤを使っ                                                                                        

た星座パネル（６枚使用）た星座パネル（６枚使用）た星座パネル（６枚使用）た星座パネル（６枚使用） 

 

【回路設計と製作】【回路設計と製作】【回路設計と製作】【回路設計と製作】 

この作品は、星、ツリー、星座パネルの大きく３つの要素をマイコンでプログラム制御して

いる。そのため、３つの制御回路と電源回路が必要となる。 

電源については、12V のスイッチング電源４台を使用して

いる。容量ぎりぎりで長時間使用すると電源装置の寿命が短

くなることや、ＬＥＤ群とマイコンの電源を別電源としたい

ため４基に分け電流容量をトータル 80Ａとかなり余裕を持

たせている。星座パネル内で使用している流星用のシリアル

テープＬＥＤは５Ｖであるため、３端子レギュレータを使用

し 12Ｖを５Ｖに降圧している。３端子レギュレータは入力

電圧と出力電圧の差が大きすぎると極端に発熱するため放

熱を十分しなければならないが、今回は流星ＬＥＤの動作時

間が短いことと出力電流が小さいため、通常のヒートシンク

で十分対応ができた。 

図１ ドライブ回路     図１は、テープＬＥＤのドライブ回路である。 

 



 

 

１本のテープＬＥＤにはＲＧＢ（赤、緑、青）の３色のＬＥＤが使用されているため、３色の

光を適切な割合で混ぜ合わせるとさまざまな色を作り出すことができる。ちなみに３色を同じ割

合で同時に光らせると白色を作り出すことができる。また４ｍの長さのテープＬＥＤを光らせる

ためには大きな電流が流れるため各色に１つずつのドライブ回路が必要になるが、使用するトラ

ンジスタの発熱を考慮し、パワーＭＯＳ－ＦＥＴを使用した。１本のテープに３つのドライブ回

路が必要であるが、このテープＬＥＤを 15 本使用しているため、全体では 45 個のドライブ回路

が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電源ユニット（30A×2＋10A×2) 制御基板（上部中央がマイコン）    星座パネル 

 

星座パネルについては、星の部分は直径５mm の白色砲弾型ＬＥＤ、星と星をつなぐ線の部分

は直径 2.3mm の白色有機ＥＬワイヤ、星座の輪郭を表す線は直径５mm のオレンジ色有機ＥＬワ

イヤを使用した。有機ＥＬワイヤを光らせるためには、交流の高周波電圧が必要なためＥＬイン

バータを使用した。 

 

【プログラムについて】【プログラムについて】【プログラムについて】【プログラムについて】 

  ＬＥＤや星座パネル、ツリー上部の星の制御にはワンボードマイコンである Arduino Mega2560

を使用した。Arduino には様々な種類があるが、Mega2560 はデジタル I/O ピンが 54 本（うち 15

本はＰＷＭ出力が可能）と多くの入出力ピンを持つのが特徴である。 

  プログラムの全体構成は、初期設定をした後ツリー上部の星を点灯させ、次に様々なパターン

でツリーを点灯させ、その後一旦すべてを消灯し冬の星座６種類の星座パネルが光り、最後に星

座パネルに流星が流れるようにしている。１回のショーを１分４５秒にしており、点灯中は何度

もこのプログラムを繰り返すようにしている。 

  フローチャートは次のようになっている。 

 

  初期設定→星点灯→ツリー、白点灯（５秒）→ツリー、両サイドから中央へ（色：各色）→ 

 →一斉点灯（色：各色）→右から左へ流れる（色：各色）→左から右へ流れる（色：各色）→ 

 →全消灯→星座パネル点灯→流星→全消灯→１回のショー（１分 45 秒）終了、繰り返し 

              ※色：各色（赤、青、緑、黄、マゼンタ、シアン、白） 

 

２－３２－３２－３２－３    学校展示作品の製作学校展示作品の製作学校展示作品の製作学校展示作品の製作     

     今回は、貴財団より助成をいただいたことで学校展示用のイルミネーションを製作することも

できた。この作品は、高さ約３メートルの立体的なツリーで、骨組みを鉄筋で溶接して作ってい

る。12 月１日から 25 日まで本校管理棟のキャノピー（玄関庇）に設置し、タイムスイッチを取

り付け、期間中毎日午後５時から午後９時まで点灯させた。この作品も Arduino マイコンを使用

し、プログラムによって６本のテープＬＥＤを 30 秒間隔でいろいろな色に変え繰り返し光らせ

ている。表現できる色の数は、ＲＧＢ各色を 256 階調としているので理論上は約 1677 万色とな

るが、今回は色の変化がわかりやすくするためにその中から白、ピンクサーモン、ピンク、バイ



 

 

オレット、コバルトブルー、黄、オレンジ、ココア、青竹色、黄緑、緑の 11 色を選んで光らせ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

玄関の庇に設置                 点灯させた様子 

 

 

3    まとめまとめまとめまとめ 

 地域の有志の方が始められた萩イルミネフェスタも本年度で 13 回を迎えている。第 1 回目は駅

前ロータリーの一部を電飾するささやかなものであったが、年を重ねるごとに展示場所やイルミネ

ーションの内容もスケールを増し、今では萩市を代表する冬の催しとして市内はもちろん、市外や

広くは年末に帰省する県外の方も楽しみにしていただけるものとなっている。 

 本校もこの催しのお誘いを受け本年度で３回作品を製作・展示してきた。地域に貢献しているこ

とが認められ、この取り組みを地元ケーブルテレビが製作から展示まで長期間取材され特集として

番組を作っていただいた。また、この作品を見ていただいた県内の企業から会社に取り付けるイル

ミネーションの製作依頼を受け、来年度は 10ｍ四方の大がかりな作品を製作する予定となってい

る。 

 今回製作にあたって、長さ 4ｍのテープＬＥＤ15 本を防水するため 1 本 1 本ビニルチューブに通

したり、ツリーをつり下げるためにワイヤーの切断や加工、また電気配線をしたり日頃学校の実習

だけでは学べない多くのハードウエアの学習に取り組んだ。また、ハードだけでなくＣ言語を使っ

て LED を制御したが、Ｃ言語については 1 年時に情報技術基礎の授業で基礎的なことを学習して

いる。今回の LED 制御はその発展学習となり、教科書で学んだことが実際形となり多くの人に見

てもらえるような作品に取り入れられ、生徒たちは大変興味を持って取り組んでいた。4 名の生徒

は全員卒業後は就職をするが、この製作を通じてものづくりを学んだことは必ず入社後の仕事に役

立つことと確信している。 
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