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Abstract
This paper reviews the existing literature on the use of water rockets in classes and educational events to study the suitability of
water rockets as teaching materials in technology classes in junior high schools and technical classes in technical high schools in
Japan. It was found that water rockets are suitable as teaching materials used in technology classes in junior high schools because
the instruction using water rockets satisfies the guidelines for “Energy Conversion Technologies” set forth in the curriculum
guidelines for technology classes in junior high schools, issued by the Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and
Technology (MEXT). It was found that the instruction using water rockets is also suitable as teaching materials in technical classes
in technical high schools because it satisfies the guidelines for “Project Studies” set forth in the MEXT curriculum guidelines for
technical classes in technical high schools.
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要旨 :

本稿においては，水ロケットを利用した教育に関する既存の報告のレビューにより，水ロケットを利用した

教育の現状を明らかにし，その結果を用いて水ロケットの中学校技術科および高等学校工業科の授業への適用可能性
を検討した。検討の結果，水ロケットは，主に「B エネルギー変換に関する技術」を満たすという点から中学校学習
指導要領解説技術・家庭編の技術分野に，主に「第 2 節 課題研究」を満たすという点から高等学校学習指導要領解
説工業編の内容に適合する教材であることが明らかになった。
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の結果，JDreamIII にて 45 件，CiNii にて 36 件の先行
研究の存在を知り得ることができた（重複は内 6 件）。

水ロケットもしくはボトルロケットとは，容器内に

本稿においては，同検索より得られた先行研究の中か

水と共に封入された圧縮空気の膨張力により容器内よ

ら更に選択したもの，および，他の検索（水ロケット

り容器外へと水を噴出させ，その反動を用いて容器を

の運動に関する検索）により得られた先行研究のうち

空中に打ち上げる遊具の総称である。ポリエチレンテ

教育に関するものを述べていく。

レフタレート（polyethylene terephthalate）製のボトル

水ロケットの教育利用に関する先行研究は，幾つか

が用いられる場合が多いことからペットボトルロケッ

の視点から分類することができる。一つは研究対象に

トとも呼ばれる。ただし英語による文献検索において

よる分類である。先行研究は教育用水ロケット本体や

は水ロケット（water rocket）もしくはボトルロケット

発射装置の開発に関するもの 2 -20）および教育の実践に

（bottle rocket）という用語を使用しなければならない

関するもの 21-56） に分類することができる。教育の実

ことから，ペットボトルロケットという名称は日本国

践に関する研究（報告を含む）は，更に，通常の授業

内でのみ意味をなす用語といえる。

中を前提とするもの 21-45），短期のイベント（啓蒙活動

“水ロケット”の実施から浮かぶイメージは，広い

のみを調査対象とした）を前提とするもの 46-56） に分

敷地を持つ学校・企業・団体等における広報活動の一

類される。これら教育の実践に関するものについて

環としての子どもを招いたイベントであろう。しかし

は，学習者独自の工夫の有無という点から授業の性格

ながら，その駆動原理は中学校や高等学校の理科にお

が異なっているように感じられる。もう一つの分類方

いて学習する内容（作用・反作用，圧力，気体の膨

法は対象となる学習者の年齢によるものである。幼稚

張・収縮）と関連している。また，水を噴出すること

園に通う幼児を対象とした教育 59） から大学の学部生

により誘起する力の大きさは，初歩的な流体力学（水

を対象とした教育 21-25，31，37，39）まで幅広い年齢層を対象

力学・水理学等を含む）において学習する「圧力」
，

とした検討が行われている。

「流体についての質量保存則（連続の式）
」
，
「非粘性流

本稿においては，先ず研究対象による分類に従って

体 に つ いて の エ ネル ギー保存則（ベルヌーイ の定

先行研究の概要を紹介する。その後，水ロケットを用

理）」，「運動量の法則」等の組み合せにより第一次近

いた教育がどの様な教育目的のために使用されている

似的に導出可能であり，初歩的な流体力学の総仕上げ

のかを対象となる学習者の年齢に応じて紹介する。最

の問題としても相応しい。事実，JSME テキストシ

後に，水ロケットを用いた教育の中学校技術科および

リーズ演習流体力学

等の流体力学の初学者用テキ

高等学校工業科の授業への適用可能性を，中学校学習

ストにおいても，水ロケットの駆動力を求める問題が

指導要領解説技術・家庭編 60） の技術分野および高等

練習問題として取り上げられている。上記のような物

学校学習指導要領解説工業編 61） の内容と関係づけな

理学・機械工学等に関連する理論的側面を持つ一方，

がら述べる。

1）

水ロケットは「ペットボトルと硬質な板があれば製作
可能」，「構造が比較的に単純である」等の理由から，

２．２

教育用水ロケット本体・発射装置の開発

小学校の図工等における簡単なものづくりの教材とし

２．２．１

水ロケット本体

ても適している。つまり，水ロケットは学習者の発達

水ロケットを使用する際，安全に関する配慮が不可

段階に応じた教材になり得ると考えられる。本稿で

欠である。本体に関連する配慮事項として，飛行の安

は， 水 ロ ケ ッ ト の教育利用に関する先行研究の レ

定性（飛行中に曲がらない）が挙げられる。また学習

ビューより，水ロケットの中学校技術科（技術・家庭

者に水ロケットを製作させる場合，作りやすいこと，

科技術分野）および高等学校工業科の授業への適用可

短時間で製作可能であること，および安価であること

能性を検討する。

等も要求される。以下，これらに関する試みを紹介す
る。

２．水ロケットと教育

武蔵工業大学の研究グループは，宇宙教育（啓蒙活
動）への適用を前提として，水ロケットの飛行安定性

２．１

先行研究の概要

に関し活発な開発をおこなってきた 2 - 9 ）。水ロケット

文献データベース JDreamIII および CiNii を用い先行

内部に封入された水は，飛行中，揺動（スロッシン

研究を調査した。「
（ボトルロケット OR 水ロケット）

グ）する。及川ら 2 ） はスロッシングに起因するモー

AND（教育 OR 授業 OR 教材）
」なる式を用いた検索

メントや推力軸の変化の水ロケットの飛行への影響を
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理論的に検討している。渡邊ら 3 ） はボトル内に封入

飛行機のように見えるものの），小学生が製作可能と

された水が旋回しながら噴出されること，同旋回流に

いう前提条件があるため，製作は難しくないものと推

より水ロケットの推力が変動すること等を明らかにす

察する。
近畿大学のグループは，公開講座（オープンキャン

ると共に，推力変動を抑えるような整流ノズルを提
はスロッシング

パス）で使用する水ロケットの構造を検討すると共

の飛行特性への影響を実験的に調べると共に，渡邊

に，その性能把握をおこなっている 12）。公開講座等の

ら 3 ） により提案された整流ノズルの使用によりス

不特定多数を対象とした啓蒙活動においては，使用す

ロッシングを低減できることを明らかにしている。前

る水ロケットの構造を管理することにより（参加者毎

述のように，推力の変動の低減により水ロケットの安

の構造の差異を無くすることにより），その飛距離を

定した飛行が期待される。よって，より遠くに水ロ

管理することは安全面から有効であると考える。また

ケットを飛ばすことを目指すのであれば，整流ノズル

論文等で水ロケットの構造（作り方）および性能を公

の使用は検討する価値があると考えられる。なお冨田

開・共有することにより，より安全に水ロケットが使

ら

用可能になるとも期待する。

案・検討している。また小井沼ら

5 ，6 ）

4）

は水ロケットの安定性に関する同グループの

改良の総括を，冨田

7）

上記のような公開講座等のイベントを対象としたも

は同グループの開発された水
は

の以外に，通常の授業を対象とした水ロケットの提案

水ロケットを教具として用いた際の年齢別（小学校

も存在する。堀と川村 13） は，小学校・中学校の理科

低学年以下，小学校高学年＆中学校，高等学校以上

の授業を対象とした安価・安全な水ロケットを提案し

の 3 段階）の教育効果を，システム構成，ものづく

ている。同ロケットはペットボトル，牛乳パック，ビ

りとしての体験，安定な飛行をした際の達成感，科

ニールテープにより構成されており，製作が容易と推

学性（水ロケットの安定性に寄与する因子，推進原

察される。

ロケットの作り方を紹介している。また冨田ら

8）

また水ロケットの製作時間の短縮を目的とした検討

理，軌道解析等）という 4 点から述べている。後日，
は水ロケットの頭部構造や飛行時における

も存在する。山崎ら 14） は小学校・中学校の理科，図

本体の傾きの飛行特性への影響について詳細に検討

画工作，技術，美術の授業中における実施を前提とし

している。武蔵工業大学の研究グループによる一連

て，短時間で製作可能な水ロケットの作り方を提案し

渡辺ら

9）

の検討は，主に，飛行中の安定性に寄与する ―― 言

ている。水ロケットを初めて作る者でも 26 分という

い換えると ―― 水ロケットを安全に飛ばすことに寄

短時間で製作可能な方法となっており，小学校・中学

与すると言える。

校における授業時間にも実施可能なものといえる。水

水ロケットの製作において難関となる部分が飛行を

ロケットの特徴の一つは短時間で製作可能という点に

安定させるために必要となる翼のとりつけである。柴

ある。第 4 節で述べるように，短い製作時間は改良作

田と高松

業を含めた試行錯誤に適しており，教具としての水ロ

10）

はイベント（科学教室）に参加する小学

生が製作可能という前提条件をおき，翼の製作方法お

ケットの強みの一つであるといえる。

よびその飛行特性について検討している。同グループ

教育用水ロケットの開発は海外においても報告され

により提案された翼は，ロケットの翼のイメージから

ている。例えば Strienz15） は炭酸飲料用のペットボト

離れた形ではあるものの，製作が容易なため検討に値

ルを本体とし，発泡材（コンピュータ等の梱包材）に

すると考える。また，手で投げた際にきれいに滑空す

より翼やノズルを形成した水ロケットを紹介してい

る水ロケットは実際の発射に際しても姿勢良く飛ぶと

る。

述べている。つまり，授業において水ロケットの改良

水ロケットの安全な使用という観点では，水ロケッ

過程を重視する場合（第 4 節参照）
，水ロケットを頻

トの降下時にも着目する必要がある。水ロケットを安

繁に打ち上げることの可能な環境に無ければ，滑空状

全に降下させるため，降下時にパラシュートを使用す

態を水ロケットの改良の目安にすることも考えられ

ることが提案されている。星野ら 16） は水ロケットの

る。柴田と高松による検討とは目的が異なるものの，

内部圧力が低下した際に作動するメカニカルな圧力ス

水ロケットの翼に関する検討は他にも実施されてい

イッチを提案している。星野ら 16） による開発の動機

る。難波ら 11） は，日本放送協会の番組と連動させる

は理解できるものの，教育用として利用するためには

形で，滑空する水ロケットを検討している。難波ら

製作が難しいと推察される。

11）

の水ロケットの翼も，ロケットの翼のイメージから離
れた形ではあるものの（ロケットというようよりも，
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ペットボトルコンテストを実施している 21-25）。同実験

発射装置に関する報告は 1990 年～ 2003 年に集中し
ている。岡田

自然科学系

においては飛行シミュレーションや抵抗係数測定等も

17）

は理科教員の研修用としての発射台

実施されており，ものづくりを含めた総合的な水理学

を，また久坂ら

はイベント用の安価な発射台を

（流体力学）の実験となっている 21-23）。浜本ら 24）は平

18，19）

提案している。岡田 17） により提案された発射台は，

成 11 年度における同コンテストの優勝者であり，同

構造は簡単なものの，発射台と水ロケットの接続部

報告から体験型授業の受講学生へのインパクトが実感

は，水ロケット本体ノズル部にシリコン栓を挿入した

と共に伝わってくる。木更津工業高等専門学校では流

だけであり，予期せずに発射する等の危うさを感じざ

体力学への導入教育として 2 年生を対象として水ロ

るを得ない。久坂ら

は，参加した子どもらに発

ケットの飛行実験を， 3 年生を対象として水ロケット

射台を製作させることを含めた水ロケットに関する体

回りの流れの可視化実験を実施している 26-28）。金綱

験型のイベントを実施している。久坂ら 18，19） の提案

ら 28） の記載の通り，受講学生のアンケートから，同

する発射台は，木などの身近な材料を用いているた

教育を介して受講学生が流体力学に興味を持ち始めた

め，作りやすいという利点はあるものの，岡田

に

ことが見て取れる。その他，津山工業高等専門学校に

より提案された発射台と同様に，水ロケット本体との

おいても課題研究の一部として水ロケットの設計・製

接続部は本体ノズル部にゴム栓を挿入しただけであ

作 を 含 む 実 験 が 実 施 さ れ て い る 29）。 森 ら 30） は 水 ロ

り，予期せずに発射する等の危うさを感じざるを得な

ケットの設計・製作・飛行実験といった 3 工程を繰り

い。ただし，同イベントにおいて小学生へのアンケー

返すことを提案，熊本大学の学生に対する教育を実施

トを実施しており，イベント自体は概ね肯定的な評価

している（ただし授業時間の都合より，上記 3 工程を

を得ていたようではある。提案されている安価・製作

繰り返すことなく，複数のグループに当該 3 工程を 1

容易を目的とした発射台に共通する事項は「水ロケッ

度ずつ実施させ，グループ間の比較をしている）
。企

ト本体と発射台をゴム栓のみにより接続している」こ

業等においては設計・製作・検証（実験）の 3 工程を

とであり，予期せずに発射する等の危うさを感じざる

繰り返すことにより製品を開発している。より実践的

を得ない。坂井

は名古屋工業大学機械工学科 1 ～ 3

な問題解決型授業を目指すのであれば，問題設定・設

年生が考案・製作した発射台を子ども向けのイベント

計・製作・実験を一通り経験するだけではなく，設

において使用し，参加した子どもの意見を聞くという

計・製作・実験の繰り返しによる改良作業を経験すべ

試みをおこなっている。坂井 20） の試みは，イベント

きと考える。森ら 30） の提案は改良作業を意識したも

に参加した子どもに対する教育ではなく，機械工学科

のづくり教育という意味で他の試みとは異なるといえ

1 ～ 3 年生への教育という意味合いのものとなって

る。水ロケットを用いた教育は海外においても実施さ

いる。記載内容から推測される構造の完成度と子ども

れている。例えば Akins and Frederick31） は宇宙教育の

による人気投票の結果が異なる点で興味深い報告と

一部として大学（学部）にて実施された水ロケットを

なっている。

用いた実験について紹介している。シミュレーション

20）

18，19）

17）

と実験が共に行われている等，本格的な工学実験と
２．３

教育の実践（授業計画・報告）

なっている。

水ロケットを使用した授業の例は，通常の授業を前

件数は多くないものの高等専門学校や大学以外にお

提としたもの（実施報告，実施計画）
，および宇宙教

いても水ロケットは用いられている。宮本 32） は工業

育等に関する啓蒙活動を前提としたイベントに分類さ

高等学校の理科（物理学）の授業において水ロケット

れる。以下，順次述べていく。なお高等専門学校や大

の飛行実験を実施している。同試みは高等学校の物理

学の新入生を対象とした導入教育は「通常の授業中を

学で学習する質点の投げ上げの学習の一部として行わ

前提とするもの」に分類した。

れたものであり，水ロケットの利用は単なる投げ上げ
の手段に過ぎない（ボール等を手で投げ上げても学習

２．３．１

通常の授業中を前提とするもの（実施報告）

本節では，先ず通常の授業中に実施された例を，そ

目的は達成されると考えられる）
。しかしながら，生
徒のアンケートから，水ロケットがアイキャッチな教
材であることが見て取れる。三上ら 33） は小学生対象

の後，新入生を対象とした導入教育の例を述べる。
水ロケットの通常の授業への適用例の多くは高等専

のサイエンス教室および中学校において実施した「水

門学校や大学において実施されたものとなっている。

ロケットを用いた授業」について報告している。文部

東京工業大学土木工学科では土木工学実験において

科学省の観点別学習状況評価に則して，
「関心・意
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欲・態度」，「技能・表現」
，
「知識・理解」
，
「科学的思

が，本節では教育の提案のみがおこなわれた例につい

考」，「創造」という 5 つの観点への影響を調べた結

て紹介する。

果，「関心・意欲・態度」および「知識・理解」に対

中野 40） は高等学校における数学 I の授業（指導内

する効果が大きいと結論づけている。本間 34） は小学

容：二次関数）と関連付けることを目的として，水ロ

校 4 年生の理科の授業に水ロケットを利用することを

ケットを用いた授業の指導案を提示している。同指導

試みている。本間 34） は結論において，受講した児童

案には飛行実験等も含まれており，必ずしも数学の授

の積極的な実験への参加，積極的な意見交換や科学的

業のみに限定される内容では無いと考えられる。渡

思考があったこと等について記載している。三上ら

辺 41） は小学校 4 年生に水ロケットを使用した学校放

33）

および本間 34） の何れの報告からも水ロケットがアイ

送番組（日本放送協会）を視聴させることにより「空

キャッチな教材であることがうかがい知れる。また形

気の弾性」を理解させるための指導案を提示してい

式は異なるものの藤本

る。同指導案は「出会いの課題」
，
「追求する課題」，

35）

は，小学校 4 年生の理科に

おいて，容器内で圧縮された空気が生み出す力につい

「解決する課題」，
「発展活用する課題」という学習段

て学習することを試みている。単元の構想中には水ロ

階を想定し作成されている。鈴木ら 42） は GPS を内蔵

ケットを飛ばすことが記載されているが，実際には先

する水ロケットを用いることにより飛行経路の把握を

端を閉じたシリンダとピストンから構成される教具を

おこなうことを提案すると共に，飛行データを高等学

用いただけのようである。

校物理学 I の授業に利用することを提案している。水

高等専門学校や大学においては，上記の通常の授業

ロケットの軌跡を定量的に把握することにより「時間

以外に，新入生の導入教育としても水ロケットが用い

と移動距離」
，
「時間と速さ」の関係を得ることが可能

られている。鈴木ら

は宮城工業高等専門学校にお

となっている。後日，同研究グループ 43） は GPS 内蔵

ける新入生導入教育の一環として実施された水ロケッ

水ロケットを用いた実験を含む高等学校の力学（物理

トのコンテストについて報告している。同導入教育に

基礎）の指導計画を提案している。増田と向 44） は，

より学習の動機付けに一定の成果があったと結論づけ

中学校の理科や技術科を対象とし，飛行する水ロケッ

ている。森と村山

は，高等学校で学習する物理学

トの到達高さから算出される位置エネルギーと水ロ

の有効性を体験するという視点から，熊本大学におけ

ケット内の圧力エネルギーを比較・検証し，それによ

る新入生用導入教育として水ロケットを用いた講義を

りエネルギー変換の効率を考えるという実験を提案し

実施している。水ロケットの物理シミュレーションを

ている。以上のように，提案されている授業の多く

実施する等，新入生用導入教育としては高度な内容と

は，力学（理科の該当部分を含む）もしくはエネル

なっている。田中と小谷

は豊田工業高等専門学校

ギー（および，その変換）に関するものが多い。授業

における新入生用の導入教育に水ロケットを利用して

内容ではなく教具の提案ではあるが，水ロケットを用

いる。同教育の特徴は，設計・製作・実験・報告書作

いた教育用（小学生対象）のビデオ教材 45） も提案・

成を 1 サイクルとし， 3 サイクル実施していることに

制作されている。

ある。田中と小谷

36）

37）

38）

38）

は，製作が容易，尾翼の形など

に独自性が出る等の理由から，学生の創意工夫がやり

２．３．３

イベントとしての実施

水ロケットの利用に関して先ず思いつくことが，公

やすいものづくりの課題として水ロケットを選択した
のこの視点（製作が容

開講座等のイベントにおける利用である。イベントに

易，独自性が発揮し易い）は水ロケットを積極的に教

おける水ロケット利用に最も積極的な団体が宇宙航空

材として選ぶ理由になると考える。

研究機構（JAXA）である。JAXA は宇宙研究に関す

と述べている。田中と小谷

38）

以上，国内の導入教育について述べたが，水ロケッ

る啓蒙活動として水ロケットを用いたイベントを精力

トは海外の大学における新入生の導入教育としても用

的におこなっている 46-50）。同機構の竹前 46-48）は，水ロ

いられている 39）。同教育は航空工学科の新入生を対象

ケットを用いた教育を体験版，研究版，アイデア版の

とした教育であるが，受講対象が限定されているため

3 段階に分類している。体験版は，文字通り，水ロ

か，導入教育にもかかわらず，内容がかなり専門的な

ケットの打ち上げを体験するだけの段階である。研究

ものとなっている。

版は，参加者の工夫等により，より遠くに飛ぶ構造に
ついて考える段階である。竹前 46）は，
「水ロケットは

２．３．２

通常の授業中を前提とするもの（実施計画）

前節では実際に授業が実施されたものを紹介した

改良の効果が顕著に出る」
・
「安価である」等から，研
究版のような問題解決型の教材に最適であると述べて
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いる。アイデア版は，例えばパラシュートを開いて降

く水ロケットについて学習するために，
「作用反作用

りてくる等，飛ばす以外の仕組みについて考える段階

に関する実験」
，「断熱膨張に関する実験」
，「水ロケッ

である。日本宇宙少年団主催のアイデア水ロケットコ

トの滑空実験」
，「水ロケットのシミュレーション」等

ンテストがこの段階に相当する。先述の武蔵工業大学

を組み合わせた授業を提案すると共に，子どもを対象

の研究グループによる整流用ノズル

とした水ロケット教室を開催している。三浦ら 55） は

3）

はアイデアコ

ンテストでグランプリを獲得した開発とのことであ

水ロケットの打ち上げを行っておらず，授業（実験）

り，当該段階になると多くの時間と試行錯誤が必要と

とシミュレーションに終始している。たとえ水ロケッ

なる。また総合研究大学院大学と JAXA のグループは

トは入口であり，その背後にある物理現象等を学ぶこ

水ロケットの作り方に関する DVD（指導者用マニュ

とが目的なのであったとしても，入口は派手である方

アル付き） を制作している。

が相応しい。単なるレクリエーションになっていない

51）

水ロケットを用いたイベントはオープンキャンパス

か注意する必要がある旨を上述したが，一方，打ち上

や公開講座という形での大学の参加下でも実施されて

げない水ロケットに意味があるのであろうか？との疑

いる。森と円山

問は持たざるを得ない。

52）

は子どもを対象とするイベントに

ついて報告している。同報告では「主催者が水ロケッ

なお子どもを対象としたイベントではないが，水ロ

トを発射台へ設置する」
，
「主催者が発射する」
，
「打ち

ケットは理科や数学の教員を対象としたワークショッ

上げ前に主催者が水ロケット内の圧力の確認をする」

プの教材としても用いられている 56）。

等，安全に気を配ったことが記載されている。安全管
理に関しては，森と円山 52） 以外のイベント報告にも

２．３．４

その他の教育的な試み

記載されており（例えば JAXA のイベントでは機体審

以上，授業（イベントを含む）を対象とした教育的

査の合格シールがある ）
，水ロケットを用いた授

な試みについて述べたが，研究者自らが水ロケットを

業・イベントにおいて最も配慮しなければならないこ

製作・実験することにより，学習者が思いつくであろ

とが安全の確保であることが再認識される。森と円

う疑問点や考察について検討した例も存在する。伊藤

山

は「小さい子供は飛行するロケットに満足し遠

ら 57，58） は，水ロケットについての事前調査をしない

くに飛ばすことには興味が無い」
，
「小学校中高学年の

という条件下において水ロケットの製作および飛行実

生徒は友人と飛距離を競う傾向がある」
，
「複数回打ち

験を実施し，そこで生まれた疑問，および疑問につい

上げる子供は飛距離を伸ばす方法について自分なりの

ての考察結果を報告している。何れの疑問に対する答

アプローチをしている」等の詳細な報告をしており興

えも水ロケット（もしくは流体力学）についての知識

味深い。藤浪と黒木

は創価大学にておこなわれた

を持った者にとっては自明のことであるが，子どもだ

小学生を対象としたイベントの報告をおこなってい

けではなく，大人も同じような疑問を持つ様子が垣間

る。鵜飼

見え，興味深い。

46）

52）

54）

53）

は学生サークルにより実施されるイベン

ト（水ロケット教室）について報告すると共に，その
問題点等を指摘している。鵜飼 54） は，子どもたちに

２．４

とってはイベントが単なるレクリエーションになって

２．４．１

しまっており，それにより宇宙への興味が湧いている

清水ら

のか疑問であると述べている。また鵜飼

学習者の年齢による分類
59）

幼児教育を対象としたもの
は水ロケットを用いた遊びを 4 歳児（幼

は，実施

稚園児）に実施させることにより， 4 歳児の科学的思

後のステップ（どの様にして宇宙への興味を発展させ

考および水ロケットを用いた遊びの有用性について検

るか）が用意されていないことも問題であると指摘し

討している。清水ら 59） によると， 4 歳児は水ロケッ

ている。鵜飼の指摘した問題点は，学生サークルの実

トの飛行と内部の空気の関係を同定することは可能だ

施するイベントやイベント型の授業のみの問題点では

が，水ロケットを飛行させるための仕事と飛行に要す

なく，水ロケットを使用した授業全体の問題であると

るエネルギーの関係は理解できないとのことである。

考えられる。理科，物理学，流体力学等への更なる興

水ロケットを用いた遊びに興味や関心を示したとのこ

味を喚起しているか，単なるレクリエーションになっ

とであり，この年代の子どもにとっても水ロケットが

ていないか，水ロケットを用いた授業を実施した場合

アイキャッチな教具であることが分かる。

は注意する必要がある。三浦ら

55）

54）

は，水ロケットを

製作し打ち上げるだけの体験学習では水ロケットから

２．４．２

学習可能な事項を全て習得できないと主張し，効率よ
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本間 34）による理科に関する授業実践，渡辺 41）による

加味したいのであれば，水ロケットは選択肢に入るも

授業の提案が存在する。一方イベント（公開講座）を

のと考える。

対象とした例として，JAXA による報告

山による報告 ，藤浪と黒木による報告
52）

，森と円

46-50）
53）

３．水ロケットと中学校技術科および高等学校工業

が存在す

る。理科における授業実践では，水ロケットの飛行に
含まれる理科的な要素に関する理解・考察が重要視さ

水ロケットを中学校技術・家庭科技術分野および高

れている様子がうかがわれる。一方，イベントでは参

等学校工業科における授業へ適用する場合，次のよう

加者の工夫等による試行錯誤がおこなわれており，結

な特徴を生かすことが可能もしくは必要と考える。

果的に体験型（問題解決型）の授業となっているよう
に感じられる。後者（イベントの実施側）に工学系の

（i） アイキャッチな課題である 38，59）。

関係者が多いことも特徴である。

（ii）身近な材料等を利用可能（安価）13-15，46-48）。
（iii）製作が容易かつ短時間で済む 14，38）。

２．４．３

中学生・高校生を対象としたもの

（iv）上記（ii）
，
（iii）の理由から，設計・製作・実験

理科（物理学）の力学もしくは数学と関連付ける形
で授業実践

32）

および授業の提案

40，42-44）

が行われてい

（打ち上げ）を短時間に繰り返すことが可能。
（v）独 自 性 が で や す い 38）。 改 造 の 影 響 が 顕 著 で あ

る。

る 46，50）。
（vi）初歩的な流体力学（水力学・水理学等を含む）に
高等専門学校生・大学生を対象としたもの

おいて学習する「圧力」
，
「流体についての質量保

小学校・中学校・高等学校における水ロケットを用

存則（連続の式）」
，「非粘性流体についてのエネ

いた授業（イベントを除く）の担い手が理科の教員で

ルギー保存則（ベルヌーイの定理）」
，
「運動量の

あったのに対し（ 2 ．4 ．2 節， 2 ．4 ．3 節参照），高

法則」
，「流体力学的抗力」等の知識により水ロ

等専門学校や大学における水ロケットを用いた教育の

ケットの運動を第一次近似的に説明可能。

担い手が工学系の教員になっていることが印象的であ

（vii）理想気体の「断熱変化」
，
「ポリトロープ変化」等

２．４．４

の工業熱力学の基本を学習可能。

る。工業高等学校の教員は言わずもがなであるが，中
学校技術科の担当教員が大学において工学系の授業を

以下，水ロケットの上記特徴と中学校技術科および

履修してきているのであれば，水ロケットは中学校技
術科の教員にとって馴染みのある（べき）教材と言え

高等学校工業科との関係を述べる。

る。
新入生を対象とするか否かにより授業の性格が異

３．１

なっている。新入生を対象とする場合は導入教育とし

中学校技術科との関係

上記特徴の（ii）
，（iii）
，（iv）は授業中における設

ておこなわれており，設計・製作・実験（打ち上げ）

計・製作が可能であることを意味しており，中学校学

がセットとなった体験型の授業となっている場合が多

習指導要領解説技術・家庭編 60）の「第 2 節 技術分野

い 36-39）。一方，新入生以外を対象とする場合，設計・製

2 技術分野の内容

作・実験以外に，流体力学的要素が追加される。流体

材料と加工に関する技術を利用した製作品の設計・製

A 材料と加工に関する技術，（3）

力学的な要素として追加されるものとして，抵抗係数

作」に該当する。特に（iv）
，
（v）の特徴により「実

の測定 21，23）や流れの可視化 26-28）等の実験も存在するが，

践的・体験的な学習活動 を通して，工夫して製作す

最も多いものはコンピュータシミュレーショ

ることの喜びや緻密さへのこだわりを体験させる」を

ン

である。水ロケットの飛行は，初歩的

達成可能と考える。設計時に製図を描くことにより

な流体力学（水力学・水理学等を含む）において学習

「イ 構想の表示方法を知り，製作図をかくことができ

する「圧力」
，
「流体についての質量保存則（連続の

ること。
」を，製作により「ウ 部品加工，組立て及び

式）
」
，
「非粘性流体についてのエネルギー保存則（ベル

仕上げができること。
」を達成可能である。

21-23，25，30，31，37，39）

また水ロケットは圧力エネルギーを流体の運動エネ

ヌーイの定理）
」
，
「運動量の法則」
，
「流体力学的抗力」
等の知識により第一次近似的に説明可能であり，第 1 節

ルギーに変換して飛行するため（上記特徴（vi）およ

において述べた様に，学部学生に対する机上の演習問

び（vii）に関連）
，
「第 2 節 技術分野

題としても適している。つまり，中学校技術科および

内容

高等学校工業科の授業において，流体力学的な要素を

ギー変換機器の仕組みと保守点検について，次の事項
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エネルギーの変換方法や力の伝達の

等学校学習指導要領解説工業編 61） の内容に適合する

仕組みを知ること。
」に該当する。水ロケットを用い

教材になり得ると考える。先述のように，企業等にお

た教育は理科の授業においても提案・実践されている

いては設計・製作・検証（実験）の 3 工程を繰り返す

ため，「小学校及び中学校の理科等におけるエネル

ことにより製品を開発している。より実践的な問題解

ギーに関する学習を踏まえ，関連する原理や法則が具

決型授業を目指すのであれば，問題設定・設計・製

体的にどのような機器やシステムに生かされているか

作・実験を一通り経験するだけではなく，設計・製

を取り上げ，科学的な根拠に基づいた指導となるよう

作・実験の繰り返しによる改良作業を経験すべきと考

配慮する。」を満たしている。また飛行に関する流体

える。この目的のためには，水ロケットの「身近な材

力学的な知識を学ぶことにより，流体機械である水力

料等を利用可能（安価）13-15，46-48）」
，「製作が容易かつ短

や風力を利用した発電システムの特徴を知ることが可

時間 14，38）」
，「独自性がでやすい 38）。改造の影響が顕

能である。特に，なぜロケット内部に水を入れるのか

著 46，50）」という特徴が生かされるであろう。懸念事項

を考えることにより，水力発電システムと風力発電シ

は，実験時の安全の確保である 52）。例えば 100 m の飛

ステムの流体力学的構造の相違（例えば，ペルトン水

距離を持つ水ロケットは授業中における実験では安全

車のような衝動力を利用した大型の風車が存在しない

面から使用し難い。飛距離 10 m 程度の水ロケットを

理由等）を理解することが可能と考える。

用意し，学習者に水ロケットの飛行姿勢 10） や滑空性

を指導する。ア

能 11） に関する改良を実施させるようにする等も考え
３．２

高等学校工業科との関係

る必要があるであろう。

上記特徴の（ii）
，
（iii）
，
（iv）
，
（v）により製品の考
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