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全国を制覇した広島折鶴隊

だ し

パフォーマンスを行う「山車（
」１台

キャプテンである久保明弘君は作品
の概要を以下のように語る。

モノづくりの楽しさや柔軟な発想力

以上）と山車を牽引する「動力車」に

を引き出し、課題に対する問題解決能

よる60秒のパレードのなかで、作品

「広島には厳島神社、原爆ドームと

力を高め、自ら考え、行動する精神を

の工夫点やパフォーマンスの内容、プ

いう世界遺産があり、
『路面電車王国』

育むことを目的とした「全国少年少女

レゼンテーション力などを競い合う。

としても有名です。この３つを組み合

チャレンジ創造コンテスト」
。今年度

地区大会を勝ち抜いたチームが全国

で５回目の開催となる。

大会に集結し、日本一（文部科学大臣

わせ、
『平和への祈りを折り鶴に託す』
というコンセプトで制作しました」

前回に引き続き、課されたテーマは

賞）を競う。３人が１チームとして協

久保君が動力車、佐々木稜太郎君が

「からくりパフォーマンスカー」
。地元

力し合うこともチャレコン開催の大き

山車１、西村伊織君が山車２の制作を

の名産や紹介したい内容をからくりで

な狙いであり、これは第１回から変わ

担当。昨年度、久保君と佐々木君は同

表現するクルマを制作し、60秒とい

らない基本ルールだ。

じチームで地区大会に臨んだのだが、

う制限時間内に所定のコースを走行し
ながらパフォーマンスを披露する。

今年度のチャレコンで全国を制覇し
ひろしまおりづるたい

たチームは「広島折鶴隊」という。

良い結果は残せなかった。今回、その
リベンジに燃えていたというわけだ。

「からくりパフォーマンスカー」のコース

昨年度の作品「H.R.A」

動力車が②の位置までバックして山車と連結した後、審査ラインのゴールを目指して走行する

やはり、折り鶴をテーマとしていた

第５回 チャレコンで文部科学大臣賞を受賞した広島折鶴隊の作品「Hiroshima Tourist Information Tram」
【山車２】
原爆ドーム

【山車１】
厳島神社

【動力車】
広島電鉄 1000形
GREEN MOVER LEX

●制作費：約１万円（LEDや白色プラスチック板等）
●制作日数：地区大会で4.5日、全国大会で4.5日（自宅での作業は含まず）
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第５回「チャレコン」文部科学大臣賞
受賞者にきく 〜翔べ！ 広島折鶴隊〜

前回の反省＋リアルを追求

「動力をモーターからタイヤの回転

前回の地区大会では、動力車のタイ

力に変更したところ、抵抗が大きくな

ヤがスリップを起こしてしまい、制限

り、動力車が進まなくなることがあっ

時間内にゴールできなかったという。

たので、
直前にモーターに戻しました」

「その反省を踏まえ、前回大会で入

そして、ボディが大きな変貌を遂げ

賞したチームの作品の動画を見て研究

る。広島電鉄の新型路面電車である

し、今回は四輪駆動を採用しました。

「GREEN MOVER LEX」
の実際の寸法

また、普段は電池を一組だけ使用し、

比をそのまま動力車に適用。素材もスチ

制限時間をフルに使ってパフォーマン

ロールから光沢が出る白色プラスチッ

スを披露しますが、何かトラブルが発

クに変更し、質感も追求していった。

久保 明弘 君

生した場合、もう一組の電池を接続し

「
『鉄っちゃん』のこだわりです！」

てパワーアップできる仕組みにしまし

と久保君は笑う。
幅や全長が短くなり、

た」と久保君は語る。

肝心の牽引力が低下する弊害が生じた

広島市立江波中学校 ２年
将来の夢：今はいろんなことに挑戦して、自
分に合っていることを探している最中です。

また、操舵についてもハンドルを

というが、
「動力車の前に重りを取り

今回の文部科学大臣賞の受賞につい

切った際、前後輪が連動するように改

付け、タイヤが地面をグリップするよ

て感想を聞くと「うれしいのはもちろ

良、
ロッドも２本から１本へと変更して

うにしました」と全く意に介さない。

んですが、いまだに信じられません」

構造自体をシンプルに仕上げている。

全国大会直前の仕様変更はリスクを
ていしょう

え

ば

と謙虚な久保君だが、前回の反省点を

トラブルといえば、本大会の第一関

伴ったはずだが、低床の新型路面電車

踏まえ、他のチームの技術も研究し、

門となるのが
「連結」
である。ここをス

をリアルに再現することは、彼にとっ

かつオリジナリティーを追求していく

ムーズにこなさなければ減点の対象と

ての「最優先事項」だったのだ。

創意工夫魂には、正直、恐れ入った。

なり、上位入賞は絶望的となる……。

全国大会では新型路面電車をリアルに再現

「前回は連結機構を複雑にしすぎた

簡単で確実な連結の仕組み
山車１

ので、今回は山車１に取り付けたプラ

動力車

スチック板の弾力性を利用するという
シンプルな機構にしました」
こうして折鶴隊は昨年８月に開催さ
地区大会

れた地区大会で１位を獲得し、11月

全国大会
内部構造

の全国大会のキップを手にしたが、全
国大会の開催までにさらなる改良を施
し、試行錯誤を重ねていった。
まず、屋根に取り付けられた赤い折
り鶴。パンタグラフの上下運動に連動
して羽ばたく仕組みだ。

電源
スイッチ

プラスチック板が一度
下がってフッキング
連結と同時
に山車１の
電源スイッ
チが入る

ロッド
連結板
７個のナットを重り
として取り付け、牽
引力をアップ

2015 No.3 The lnvention 9

佐々木 稜太郎 君

「地区大会のとき、ロープウエーの

折り紙建築の造形美もさることなが

動力はモーターでしたが、全国大会は

ら、開閉機構にも細かい工夫がある。

タイヤの回転力を利用したため、速度

例えば厳島神社ではモーターがひもを

調節がうまくいかず、ひもが引っ掛

巻き取って開かせるが、ひもに結び目

かったり、
外れたりしてしまいました」

を付けることにより、開き終わるとそ

電気以外を動力とするからくりが１

のひもが外れる仕組みになっている。

つ以上あると評価点が付加されるとい

また、宮島の四季を弥山に映し出す

う大会ルールがあるため、おそらく、

からくり（春：桜、夏：水中花火、秋：

折鶴隊は電気以外の動力を多く使うこ

紅葉、冬：雪）は情緒にあふれ、まる

とによって、加点されることを狙って

でプロジェクション・マッピングを彷

いたのではないだろうか。

くち た

ほう

ふつ

彿とさせる出来栄えだ。

広島市立口田中学校 １年
将来の夢：コレと決まっているわけではありま
せんが、モノづくりをする仕事がしたいです。

しかし、その失敗を帳消しにしてく

「シールやセロハンをプリンカップ

れたのが、厳島神社、大鳥居、平清盛に

に貼って低速回転させ、LEDで投影

広島の魅力が満載のからくり

よって京の都から宮島に伝えられた舞

しています。
宮島はどの季節も美しく、

楽
（雅楽による舞踏）である。これら

それを表現したかった」と佐々木君。

厳島神社と宮島の弥山をモチーフとし

が折り紙建築
（
「飛び出す絵本」のよう

文部科学大臣賞の受賞について感想

て、広島の魅力を満載したパフォーマ

なイメージ）
で緻密に表現されている。

を聞くと、
「これでようやく胸を張れま

ンスが繰り広げられている。制作者で

「模型を作って山車に設置するより

す！」
という答えが返ってきた。今回、

ある佐々木稜太郎君は、
「ロープウエー

も、平面から立体に変化させたほうが

全国を制したことで、十分に昨年度の

に最も苦労した」と言う。

インパクトがあると考えました」

雪辱を果たせたのではないだろうか。

山車１は、いずれも世界遺産である
み せん

山車１の内部構造

舞楽と奥が厳島神社の折り紙建築

舞楽が反転すると……

一瞬にして大鳥居が現れる

弥山に投影された映像（冬バージョン）

弥山

投影装置
宮島の四季を
弥山に投影する

スピーカーで
効果音を増幅
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ロープ
ウエー

第５回「チャレコン」文部科学大臣賞
受賞者にきく 〜翔べ！ 広島折鶴隊〜

５色の折り鶴に平和の願いを
山車２も折り紙建築によって原爆
ともしび

ここで疑問がわいた。なぜ、折鶴隊
はそこまで５機に執着していたのか？

ドーム、慰霊碑、平和の灯を表現して

「オリンピックは平和の祭典です。

いる。しかし、制作者の西村伊織君は

五輪マークは５大陸を表しています。

開口一番、
「とにかくブッ飛ばしたかっ

そのため、全世界に五輪マークの５色

た！」と言い放った。５色の折り鶴を

（青、黄、黒、緑、赤）の折り鶴を飛

搭載した紙飛行機のことだ。

ばすことに最後までこだわりました」

「昨年度のチャレコンの動画を見る

ギリギリまで調整を行い、全国大会

と、受賞作品はどれもインパクトのあ

では無事に５機連続発射に成功する。

るものばかりだったので、
『何か飛ば

広島折鶴隊の願いを込めた紙飛行機が

そう！』ということになったんです」

宙を舞うと、会場内には大きな拍手と

西村 伊織 君

歓声が沸き起こった。

確かに、折鶴隊のからくりの中で最

いのくち

もインパクトがあり、聴衆を驚かせた

紙飛行機の研究はメンバー全員で

広島市立井口中学校 ２年
将来の夢：電子系じゃないモノづくりがした
いです。自分には電子系は無理かなと……。

のが紙飛行機の連続発射だった。当初

行った。全国大会前日のホテルの部屋

西村君にとって、楽しい、面白いと

は折り鶴を飛ばす予定だったのだが、

でも試作を続け、そこで本番に臨む飛

思えることすべてが「遊び」なのだ。

どうやってもうまく飛ばすことができ

行機の最終選考を行ったという。

なかったため、紙飛行機に折り鶴を搭
載することになったという。
ここでの課題は発射装置。真っ先に
パチンコのようにゴムを使う方法を思
いついたものの、５機を連続で飛ばす

「ただ、来年はもっと面白いアイデ

西村君に文部科学大臣賞の受賞につ

アを出せるか……、不安はあります」

いて聞くと、
「もちろん、うれしいで

と正直な気持ちも教えてくれた。
ぜひ、

すが、まさか『遊び』でここまでくる

来年も新たな作品を作り、チャレコン

とは思っていませんでした」
とのこと。

で大いに遊んでいただきたい。

折り紙建築の原爆ドームをLEDでライトアップ

ピッチングマシンのような連続発射装置

折り鶴紙飛行機の発射実験

５色の折り鶴紙飛行機の試作品

には発射台も５つ必要になることが判
明する。スペースの関係もあり、ゴム
方式は断念せざるを得なかった。
そしてある時、モーターで紙飛行機
を飛ばす発射台をインターネット上で
発 見 する。隣り合 わ せ た２つのモー
ターでタイヤを回転させ、
そこまで紙飛
行機を押し出して発射する仕組みだ。
しかし、原理は簡単ながらも実際に
やってみると、押し出す機構の調整は
困難を極め、地区大会までは４機を飛
ばすのが限界だったという。
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――松浦先生が試作機を？

そこで、
「アイデア・ノート」
を子ど

松浦：あくまで基本構造の試作です。

もたちに持たせ、日ごろの小さな発見

それから、本番で連結がうまくいか

をメモするよう指導しています。これ

ないのは、緊張や焦りが原因なので、

によって好奇心が広がると同時に集中

制作期間のうち、最低１日は練習に充

力も養えるのではないかと思います。

てるよう指導しました。

――発明クラブの子どもたちは非常に

――彼らの安定したパフォーマンス

恵まれていますね。

は、練習の成果でもあったんですね。

松浦：そうかもしれません。
「発明」

それでは、指導員のやりがいとは？

とは、文字通り「明るさを発する」こ

松浦：子どもたちは皆、自分のアイデ

とです。クラブの子どもたちには、周

松浦 克行 氏

アが作品に仕上がると、素晴らしい笑

囲に明るさをもたらす素直で優しい人

広島少年少女発明クラブ 指導員

顔を見せてくれます。それが私にとっ

物になってほしいですね。それを実現

て何よりの喜びであり、
やりがいです。

するのが発明クラブの使命です。

子どもの笑顔が何よりの喜び

――普段、心がけていることは？

――折鶴隊が文部科学大臣賞を受賞し

――折鶴隊の３人は、広島少年少女発

松浦：なかには「何もアイデアが浮か

たことについてはいかがですか？

明クラブに所属していますが、彼らに

ばない」という子もいます。独創的な

松浦：彼らの努力を間近で見てきたの

どのようなアドバイスをしましたか？

アイデアを出すのは大人でも難しいこ

で「入賞してほしい」と願っていまし

松浦：他のチームの駆動方式を研究し、

とですが、発明や発見には、小さなこ

たが、他にもすごい作品があったので

試作機を作って彼らに見せ、自分たち

とに気づき、驚いたり喜んだりできる

驚きました。平和へのメッセージを発

の方式と比較・検討させたりしました。

何度も練習を繰り返した「連結」に挑む
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「心」が重要だと考えています。

信してくれたことがうれしいです。

予選・決勝ともに終始安定した走行を披露。紙飛行機が発射されると会場内は歓声に包まれた

第５回「チャレコン」文部科学大臣賞
受賞者にきく 〜翔べ！ 広島折鶴隊〜

「指示待ち人間」
にはしたくない

――子どもたちの創造性を育成する意

――広島県発明協会は青少年の育成に

義をどのように捉えていますか？

特に注力しているそうですね。

西村：チャレコン以外にも学生展や絵

西村：県内には、広島、呉、東広島、

画展、会員企業からも協力を得て「知

福山に発明クラブがあり、当協会は市

財教育支援授業」
等を行っていますが、

や教育委員会、商工会議所等にクラブ

いずれの事業も、子どもたちの人生を

の設立をはたらきかけてきました。現

豊かにするためだと考えています。

在、当協会は各クラブの運営委員とし

我々は生きている間に多くの課題に

てその活動をサポートしています。

直面しますが、それらは教科書どおり

――県内４つの発明クラブの課題は？

の手法では解決できないことも多い。

西村：指導員の高齢化や教材の調達、

やはり、
自ら考えた解決策でなければ、

西村 成美 氏

活動場所の問題を抱えているクラブも

次なる課題には対処できないのです。

広島県発明協会 専務理事

あります。これまでは「県内交流会」

社会人になってクリエーティブな発

という、４クラブ合同の県内企業等を

想をするには、子どものころから訓練

西村：昨年度はいろいろあって、相当

見学する機会がありましたが、それで

するしかありません。しかし、学校や

悔しい想いをしたようです。今回は、

はまだ足りないということで、当協会

家庭だけでそうした教育を行うのは難

その悔しさをバネにできたことも勝因

が主導して、2010年に「広島県内発

しい。当協会の青少年育成事業がそこ

の一つではないでしょうか。
とにかく、

明クラブ連絡協議会」を立ち上げ、よ

を担っていければと考えています。

折鶴隊のメンバーには「感動を与えて

り緊密な情報交換を実現するととも

――今回のチャレコンで大活躍を見せ

くれてありがとう！」
と伝えたいです。

に、指導員の研修も行っています。

てくれた広島折鶴隊へのコメントは？



（
「発明」編集部）

表彰式で記念撮影。写真左端はコンテンテスト委員長の広瀬茂男氏（東京工業大学名誉教授）、
右端は、コンテスト委員の飯島康友氏（文部科学省研究振興局振興企画課奨励室 専門官）
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