
第６回「チャレコン」文部科学大臣賞 受賞者にきく

－ コットンキャンディーのモノづくり －

Special
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毎年、熱戦が繰り広げられている「全国少年少女チャレンジ創造コンテスト」。昨年

11月に開催された第６回大会において文部科学大臣賞に輝いたのが、豊橋少年少女

発明クラブに所属する中学生の３人だ（写真左から桑原彩奈さん、藤原実紅さん、彦

坂萌々花さん）。チーム名は「コットンキャンディー」、作品名は「凧あげ」という。

彼女たちのこだわりのモノづくりについて取材した。

� ※取材協力：こども未来館「ココニコ」
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「『地元のPR』という課題をクリア

するため、昨年６月ごろからメンバー

全員で作品のアイデアを出し合いまし

た」と語るのは、チームリーダーであ

る彦坂萌々花さん。

あらためて豊橋の歴史や名産品など

を調べていくと、さまざまな再発見や

気づきがあったという。

紆余曲折の末、「次世代型路面電車

の豊橋鉄道T1000形（ほっトラム）を

モチーフとした動力車が、豊橋発祥の

手筒花火と江戸中期から続く伝統の豊

橋凧の山車を牽引し、パフォーマンス

を行う」という作品コンセプトに落ち

着き、「凧あげ」と命名された。

山車２と３のカラクリがそのまま作

品名になっているが、動力車や山車１

も随所に工夫が施されており、全体と

して郷土愛にあふれ、ダイナミックで

華やかな作品に仕上がっている。

郷土愛と強い絆のたまもの
豊橋少年少女発明クラブのメンバー

で結成された「コットンキャンディー」。

その名は、とにかくカワイイ名前がい

いと、アイスクリーム・パーラー・

チェーンの商品名にあやかっている。

彦坂 萌
も も

々花
か

さん
豊橋市立羽田中学校 ３年
将来の夢：人の役に立つモノを創り出す科
学者になりたいです。

チャレコンの全国制覇を成し遂げた

女子３人への取材と聞き、「いったい、

どんなリケジョ集団なのか？」と内心

ビクビクしていたのだが、実際に会っ

てみると、あどけない笑顔がはじける

カワイイ中学生だった。

３人が発明クラブに入会したのは、

小学４年生の時。「もともとモノづく

りが好きだったから」と動機は共通し

ており、それぞれ学校や部活などと両

立させながら活動してきたという。

「発明クラブも中学の卒業と同時に

引退しなければならないので、最後の

想い出に『ひと花咲かせたい』と考え、

２人を誘いました（笑）」と彦坂さん。

そして、チャレコン出場のため、昨

年４月にチームが結成された。学校も

学年も異なる３人が、抜群のチーム

ワークを誇るのはなぜか？　「凧あげ」

の紹介と併せ、その理由も探っていく。

八ツ花凧

山車２
凧揚げ

山車１
手筒花火

動力車
ほっトラム

松平健
（マツケンサンバ）

手袋式
コントローラー

山車３
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屈辱をバネに最後の挑戦
動力車の制作と作品のプレゼンを担

当した彦坂さん。チャレコンへの挑戦

は今回で３回目となる。「これまで思う

ような結果が出せなかったので、今回

はそのリベンジでした」と気合は十分。

ドライバーには豊橋市のマスコット

キャラクター「トヨッキー®」を起用

したこともあり、全体的に女子らしい、

カワイイ雰囲気が醸し出されている。

しかし、そんな見た目からは想像も

つかない独創的なアイデアがこの動力

車には詰まっていた。

例えば、コントローラー。ほとんど

のチームが箱型・レバー式なのに対し、

彦坂さんが採用したのは手袋方式。

電極の付いた指先を触れ合わせて操

作するものであり、以下のように指の

組み合わせを変えることでコマンドが

変わる仕組みだ。

◆右折：親指＋人さし指

◆左折：親指＋中指

◆直進：親指＋人さし指＋中指

『ミッション：インポッシブル』を

彷彿とさせる近未来的なイメージ！！

まさに、「ウエアラブル・デバイス」

といっていいだろう。

いかにして手袋方式を思いついたの

か、どのようなメリットがあるのか、

質問をぶつけてみた。すると……。

「自分の手だから、動かしやすいん

じゃないかなと思って（笑）」

一般的なラジコンのコントローラー

に慣れているわけではないため、単純

に比較はできず、メリットも分からな

いとのこと。

「走行の微妙な調整はなかなか難し

く、そのコツを摑むにはたくさん練習

しなければなりません」と、動力車を

器用に操作しながら彦坂さんは言う。

動力車と山車１の連結では、簡単に

外れない強力な磁石を採用している。

「フック式で連結させるには細かい

ハンドリングが必要ですし、走行中に

外れてしまう可能性もあるからです」

磁石なら簡単で確実。連結に要する

時間も短縮される。その分、カラクリ

をじっくり披露できるというわけだ。

動力車で難しいのは重量バランスだ

という。タイヤの空回りを防ぐには重

りを仕込んで対応するが、重すぎると

動きが鈍くなってしまう。さらに、ワッ

クスやホコリなど、床面の状況によっ

て摩擦係数は変化する。そのため、出

走の直前まで微調整しなければならな

いのだ。

ともあれ、発明クラブで培ってきた

知識と発想力に、チャレコンでの経験

もプラスされた彦坂さんは、チームで

大きな存在感を発揮したといえよう。

１

２

３

４

５

１． のんほいパーク（豊橋総合動植物公園）
行きを示す前後のパネルとヘッドライ
トがLEDで点灯する。

２．赤鬼をモチーフとした「トヨッキー®」。

３． 切り替えスイッチと手袋式コントローラー

４． 強力な磁石なので、山車１の金属プレー
トのどこかにくっ付けば外れない。

５． 裏側はギアボックスやモーターが並び、
精密に作り込まれている。

このスイッチ
で前進と後退
を切り替える

磁石

山車１の
金属プレート

重りはケースに
収納、路面の状
況によって重さ
を変えるトヨッキーⓇ
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マツケンサンバ×手筒花火
山車１の制作と実況中継を担当した

のが、チーム最年少の藤原実紅さん。

豊橋市出身の松平健さんが豊橋発祥

の手筒花火で豊橋の名産品を打ち上げ

まくるという、夢のコラボの実現だ。

「豊橋の名産品として、キャベツ、

次郎柿、ブラックサンダー®、ちくわ

を選びました」と藤原さん。

まさに郷土愛、豊橋三昧フルコース！

いや、ちょっと待て。チョコレート

菓子のブラックサンダー®も豊橋産？

と思いきや、製造メーカーの有楽製菓

株式会社の本社は東京都小平市だが、

製造工場は豊橋にあったのだ。

豪快な手筒花火を再現すべく、名産

品を約２ｍもの高さまで打ち上げる。

ちくわはパラシュートでゆっくり降下

させるニクい演出が施されている。

「衝撃音とともに手筒の底が爆発し

て終わる『はね』が手筒花火の特徴な

ので、最後に『パカンッ！』と大きな

音を出すことにもこだわりました」

花火を打ち上げるタイミングも重要

である。等間隔ではリアリティーに欠

けるというのがその理由だ。

タイヤが回転するとヒモを巻き上

げ、ゴムを留めている棒が外れて名産

品が打ち上がる仕組みだが、筒ごとに

ヒモの長さを変えることでタイミング

を調整しているという。

穴の形状にも工夫を凝らした。地区

大会まで、ゴム留め棒を引っ掛ける穴

は三角形だったが、棒が外れないこと

もあったため、改良を重ねていった。

「台形の場合、しっかりと固定でき

て、しかも棒を外しやすいことが分か

り、絶妙なタイミングを計れるように

なりました」と藤原さんは胸を張る。

これにより、以前よりゴムを強く張

れるようになったため、名産品はより

高く舞い上がり、タイミングの調整に

おいてもその正確さが格段に向上する

という副次的効果も得ることができ

た。いずれにせよ、藤原さんの芸の細

かさには舌を巻くほかない。

藤原 実
み く

紅さん
豊橋市立南陽中学校 １年
将来の夢：まだ全然決まっていないんです
けど、自分の好きな職業に就ければいいか
なと思っています。

１

2

３ ４ ５

１．中央の筒が「はね」の音を再現。

２． 豊橋名物が次々と打ち上がる。
次郎柿やキャベツは紙粘土製。

３． 締め縄の筒とマツケンは全国大
会に向けて制作された。

４． タイヤの回転で長さの違うヒモを
巻き上げ、時間差で打ち上がる。

５． 筒の底板に穴を開けることで空
気抵抗が減り、勢いが増す。

タイヤが回転
するとヒモを
巻き上げる

ゴム
留め棒

次郎柿
キャベツ

ちくわ ブラックサ
ンダーⓇ

穴の形状は
台形がベスト
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「当初使っていたコンベックスの計

測部は幅が18㎜と細く、１ｍくらい

揚げるのが限界でした。たまたま自宅

で父が使っていた幅の広い（30㎜）物

を見て、それを採用したところ、楽に

２ｍくらい揚がったんです」

他にも、骨組みを５㎜から３㎜まで

削って凧自体を軽量化、コンベックス

が直立する際の手助けとして裏側にバ

ネを設置した。さらに、全体の組み付

け精度と強度の向上も図られていった。

ここで、凧揚げの仕組みを簡単に説

明しよう。動力はタイヤの回転である。

後輪①に後輪②をあてがい、ギアボッ

クスを介して反対側の小さなタイヤを

逆回転させ、コンベックスの計測部を

引き出していく。それに伴い、山車３

が後ろに下がってスタンバイする。凧

を固定するストッパーが外れた瞬間、

ゴムとバネが凧を持ち上げるのだ。

豊橋凧のリアルを追究
チャレコンへの挑戦は２回目という

桑原彩奈さん。今回の作品では山車２

と３の制作と動力車の運転を担当。

凧を持った山車３がいったん後ろに

下がり、風を受けてから凧を放つと、

勢いよく垂直に凧が揚がる。地元・三

河の空っ風にあおられながら舞い上が

る凧の様子が見事に再現されている。

「作品名が『凧あげ』に決まってから、

豊橋凧を再現する凧糸の素材選びで非

常に悩みました。いろいろ試していく

うちに、ベストと思える素材がごく身

近にあったことに気づきました」

それがコンベックスだった。計測部

は金属製で断面が湾曲しているため、

直立性も抜群だ。要は巻き尺である。

しかし、地区大会ではイメージどお

りに凧が揚がらなかったため、全国大

会に向けて改良が重ねられた。

後輪①と②、コンベックスの計測部

とそれを引き出すタイヤの接触度合い

の微調整で苦労したと桑原さん。

いずれにしろ、コンベックスを凧糸

に採用するアイデアは秀逸であり、「凧

あげ」にとって重要なキモとなった。

桑原 彩
あや

奈
な

さん
豊橋市立南部中学校 ２年
将来の夢：これからいろいろなことに挑戦
し、自分の好きなことを仕事にできたらい
いなと思っています。

１

４

２

５ １． 山車３の凧セットのゴムの反発力で凧
に勢いをつける。凧セットのゴムを押
し下げ、ストッパーで凧を固定。

２．後輪②は後輪①と逆向きの回転になる。 

３． コンベックスの計測部は湾曲している
ため、タイヤが程よくフィットする。 

４． 凧の直立を助けるため、背後にバネを設置。

５．豊橋伝統の八ツ花凧の形状を再現した。

進行方向

コンベックス

バネ

凧を持ち上
げて支える
補助アーム

後輪②

後輪①

３

ギア
ボックス

後輪②

山車２

山車３

凧セット
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女子力とチームワークが武器
豊橋地区大会は昨年８月30日、全国

大会は11月28日に開催された。その

３カ月間で「凧あげ」は進化を遂げる。

例えば、地区大会で不在だったマツ

ケンは、カワイイデコレーションが施

され、全国大会で初披露となった。

また、地区大会では「動力車→凧→

花火」の順に並んで走行していたが、

花火で打ち上がった名産品が凧を撃ち

落とす事故が多発したため、全国大会

では山車の順序を入れ替えることに。

万全を期して臨んだ全国大会だった

が、予選でブラックサンダー®が凧に衝

突するトラブルに見舞われてしまう。

その時、「風がやんだせいで凧が落下

してしまいました」と藤原さんのアド

リブトークが炸裂して会場を沸かせた。

ゴールした後の周回コースでも諦めず

に凧を揚げ続け、審査員に猛アピール。

こうした努力のかいもあり、無事に

決勝へとコマを進めることになった。

不安を抱えながら臨んだ決勝だった

が、「まだ諦めるのは早い。とにかく

高く！」という彼女たちの気持ちが伝

わったのか、凧は天高く舞い上がった。

予選で高得点をはじき出しながら、

決勝でミスを犯して優勝争いから脱落

するチームが相次ぐなか、コットン

キャンディーは完璧なパフォーマンス

を見せてくれた。

ここであらためて文部科学大臣賞を

受賞した感想を聞くと、「表彰式の最

後に自分たちの番号が呼ばれた時は、

夢かと思った」「とにかく信じられな

かった」「取材を受けて、ようやく実感

がわいてきた」との答えが返ってきた。

彦坂さんはリベンジを果たして引退

するが、藤原さんと桑原さんは次回の

チャレコンで２連覇を目指すという。

インタビューを進めるなかですっか

り忘れていたが、彼女たちは学年が違

うにもかかわらず、皆、楽しそうに、

いわゆる「タメ口
ぐち

」で会話している。

誰も敬語を使ったり先輩ぶったりし

ないため、年齢差を全く感じさせない

ことに驚いた。上下関係が気になる年

頃の中学生にとって、これはなかなか

難しいことなのではないだろうか。

そして気づいた。発明クラブとは、

学校とは違う、年齢の上下を問わない

自由なコミュニティーなのだ。こうし

たアットホームな雰囲気が、コットン

キャンディーのチームワークを支え、

全国大会を制する原動力になっていた

のかもしれない。

最後に、彼女たちが所属する豊橋少

年少女発明クラブの指導員・葉山哲朗

氏に話を伺ってみた。

全国大会予選の出走直前で余裕の笑み。ゼッケンで見えないが、法被の背には「凧」の文字が 凧は最終的に3.5ｍの高さまで到達！
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発想を具現化する大切さ
――2016年は豊橋少年少女発明クラ

ブの創立10周年だと伺っています。

葉山：そうです。チャレコンにも第１

回大会から参加しています。私も担当

になって３年目なので、今回は特に気

合を入れて取り組みました。

――チャレコンでの指導内容は？

葉山：初めにどんな作品を作るか、子

どもたちが集まって話し合いますが、

そこでは、まとめ役に徹しています。

次に、アイデアを具現化していくわ

けですが、その際、「こういった方法

もあるよ」とアドバイスしていきます。

――葉山さんご自身は、もともとこう

した工作が得意だったんですか？

葉山：発明クラブに関わるようになっ

てからですね（笑）。子どもたちと一緒

に悩み、何日も考え続けていることが

結構あるんですよ。

結果的に子どものアイデアを一緒に

具現化できたときは本当にうれしい

し、この仕事にやりがいを感じますね。

――「凧あげ」では具体的にどういっ

たアドバイスをされたんですか？

葉山：安定したカラクリ動作ができる

信頼性の向上に取り組みました。

「さっきはうまくいったのに……」

といった不具合がよく起こりますが、

それは精度不良や強度不足が原因であ

ることが多いのです。ですから、何度

も実際に動かし、その都度、改善する

ようにしました。

――早めに作品を完成させて、何度も

練習を繰り返したということですか？

葉山：実際に完成したのは全国大会の

直前でした。子どもは発想が豊かです

から、動かすたびに新しいアイデアが

どんどん生まれ、改良したくなるもの

なので（笑）。

――クラブ指導員の役割とは？

葉山：子どもたちがうまくできなくて

も最後まで諦めないように知恵を貸

し、技能を補うことだと思います。

――子どもの創造性を育成する意義に

ついてお聞かせください。

葉山：アイデアを形にしていくには、

楽しさもあれば、苦しさも伴います。

発明クラブでそうした多くの経験を積

んだ子どもたちが将来的に社会で活躍

する可能性は大いにあるでしょう。

とはいえ、発明クラブの子どもたち

には、理屈抜きで、純粋に伸び伸びと

モノづくりを楽しんでほしいですね。

自分たちの自由なアイデアを形にし

ていく子どもたちは本当に輝いてい

る。彼らの真剣なまなざしに、モノづ

くりの原点を見ることができた。

� （文責：土屋�朋代）

葉山 哲朗 氏
豊橋少年少女発明クラブ 指導員

表彰式も終わって安堵の表情。おそろいのリストバンドはチームのお守り


