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飛行の歴史において決して揺らぐことのない不変の真
実。それは「見上げた空に限界はない」ということです。「よ
り高く、より遠くへ」は、視覚や聴覚、身体感覚など、さまざ
まな感覚を通じて最新の航空宇宙科学について学べる
体験型の展示会です。大空と宇宙における「不可能」に挑
戦した、技術者たちの汗と努力の成果をご覧ください。 

「より高く、より遠くへ」へ
ようこそ

ボーイング社の協賛により実現したこ
のユニークな学習教材は、数々の著名
な航空専門家や航空宇宙専門家、歴史
学者、アーキビスト、教師、教育プログラ
ム専門家の協力を得て開発されました。
こうした最先端の学識は、科学、テクノ
ロジー、エンジニアリング、アート、数学
に関する生徒たちの知識を新たな高み
に導く一助となるはずです。この展示会
は、没入型シミュレーションやインタラ
クティブ式設計チャレンジをはじめ、歴
史に刻まれた出来事や次世代機のコン
セプトイメージ、航空宇宙科学の革新
に貢献した技術者が語る感動の秘話な
ど、興味深い内容が盛りだくさん。学ぶ
楽しさを伝えるきっかけとしてご活用く
ださい。

より高く、速く、賢く、遠くへというテー
マをもとに、航空宇宙科学はより高度な
技術を追求して発展してきました。今日、
航空宇宙技術者たちは、この目標を原
動力に新たな発見をもたらすべく、未だ
見ぬ宇宙の世界に挑戦しています。思考
力を大いに刺激するこの展示会は、生徒

だけでなく教師の皆さんにとっても興味
深い、充実した内容となっています。主な
テーマは次のとおりです。 

•  時間や場所に制限されない空中 
飛行 

•  低騒音・低燃費の超音速飛行 

•  より多くの場所へより多くの人を運
ぶことのできる、地球にやさしい環
境対応型のウルトラグリーン航空機
の設計 

•  配達ロボットやエコボットなど、日々
の生活に役立つ超高性能飛行ロ 
ボットの開発 

•  航空旅行のような手軽さで地球軌
道への往還を実現する、再利用可能
な次世代型宇宙ビークルの開発

他の博物館では味わえない驚きと刺激
に溢れるこの展示会は、さらなる学習の
高みへと生徒たちを導く絶好の機会とな
るはずです。航空宇宙の未来を拓く次世
代のイノベーターは、すぐ目の前にいるか
もしれません。



この展示会には「上昇」、「より速く」、
「より高く」、「より遠くへ」、「より賢く」
の 5 つのインタラクティブ式ギャラリー
があり、各ギャラリーでは各種シミュ 
レーションや体験型設計アクティビティ
を通じて、航空宇宙業界のエンジニアが
実際に直面する課題に挑戦することが
できます。それでは、各ギャラリーにつ
いて詳しく解説していきましょう。

人類の夢を乗せて飛び立つ航空機や
宇宙ロケット。「より高く、より遠くへ」
は、発展目覚ましい航空宇宙科学のイノ
ベーションについてご紹介しています。
宇宙航空技術に貢献したイノベーショ
ンや技術者たちの軌跡を追う大規模な
マルチタッチ式年表や、航空宇宙科学
における挑戦の歴史とイノベーションを
臨場感溢れる映像と重厚なサウンドを
交えて紹介する短編動画「Beyond the 

Limits (限界のさらなる上へ)」など、航
空宇宙への興味を刺激する充実した内
容となっています。

上昇
大空に飛び立つために乗り越えなけ

ればならない数々の試練を実際に体験
できるアトラクション。人類の飛行を可
能にした革新技術のほか、斬新なコン
セプトを採用することでより自由な移動
を実現した未来の輸送機も展示されて
います。 

飛行機に働く 4 つの力、揚力、抗力、
推進力、重力を実際に体験できる 
グループフライト シミュレーション「翼
を広げて」では、V 字型の編隊を組んで
南下する渡り鳥になった気分を味わえま
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す。風船や飛行船、グライダー、固定翼
航空機、回転翼航空機、ロケットが空に
上昇する仕組みを比較しながら、4 つの
飛行原理について詳しく学習。現在開発
中の高速・環境対応型の次世代航空機
もお見逃しなく。

より速く
1947 年、テストパイロット、チャック・

イェーガーが搭乗し、時速 1,100 キロで
人類初の有人超音速飛行を達成した 
ロケット機「Bell X-1」。2004 年、エア
ブリージングエンジン搭載の機体とし
ては最高速度となる時速 11,000 キロ
を記録した、NASA 開発の無人試験機
「X-43A」。高速記録の達成やスピード
合戦を背景に、速さへの飽くなき挑戦は
航空技術の発展を常に牽引してきまし
た。「より速く」では、そんな高速飛行の
スリルを体感することができます。 

さまざまなシミュレーターを取り揃え
たこのギャラリー。まずは「高速」の定
義を理解するため実際にジェットを設計
し、「フルスロットル」と呼ばれるシミュ
レーターでテスト飛行に挑戦してもらい
ます。さらに、さまざまな形状の機体、
主翼、尾翼が飛行の安定性や速度、操
作性にどういった影響を及ぼすかを測
定したり、仮想風洞試験を実施して、航
空機形状の他の要素が亜音速から超音
速領域での最高速の決定にどのような
影響を及ぼすかを実験します。ボーイン
グ社と NASA が実際の風洞試験で使用
した航空機の縮尺模型を見ることもで
きます。
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より高く
世界初の有人動力飛行機「ライトフラ

イヤー号」が高度 3 メートルの飛行に成
功したわずか 58 年後、ソビエトの宇宙飛
行士ユーリイ・ガガーリンが世界初の有人
宇宙飛行を成し遂げました。現在では、
複数の宇宙飛行士が国際宇宙ステーショ
ン (ISS) に長期滞在し、実験・研究を行
えるほどの技術が発展したものの、宇宙
空間へのアクセスは極めて困難であり、
膨大なコストを伴います。「より高く」で
は、高度飛行の実現、さらには地球軌道
への確実な打ち上げを可能にする最新
イノベーションについて学習します。 

このギャラリーの目玉は、何と言って
も国際宇宙エレベーター。幾重もの大気
層を突き抜け、宇宙空間へと到達するま
での様子をリアルにシミュレーションし
ました。臨場感溢れるダイナミックな映
像で、人や荷物を地球軌道に輸送すると
いう未来の技術を体験できます。

より遠くへ
大西洋横断から世界一周、月面から宇

宙空間、天体へと、人類は常に遠くを目
指してきました。燃料と環境汚染を抑え
ながら、探索の範囲をさらに遠方へと広
げる飛行技術の開発に注目が集まって
いる昨今、人類は遂に火星への冒険に
繰り出そうとしています。どうすれば人
類を火星に送り込むことができるでしょ
うか。惑星への航行は可能でしょうか。
「より遠くへ」では、地上や宇宙空間で
実用化されているさまざまな技術を紹
介します。 

「火星へのマラソン旅行」では、火星
までの到達時間、必要な物資、宇宙服な
ど、数か月にもおよぶ旅に関する素朴な

疑問を航空宇宙エンジニアと同じ目線か
ら考えていきます。はるか彼方の火星や
惑星に人類を運ぶ未来の宇宙船モデル
の展示も必見。強度の高い軽量複合材
料がいかに航空機と宇宙船の高速化と
消費燃料の削減に貢献するか、実験を
通じて確かめていきます。

より賢く
頭脳と体力の両方が求められる航空

宇宙の世界では、「脳 vs. 筋肉」の概念
は存在しません。航空技術とスマートテ
クノロジーの融合が生み出すイノベー 
ションの世界を紹介するこのギャラリー
では、航空宇宙技術者がコンピュータや
電子機器、ロボット工学といった他分野
の最新技術を高性能な航空機や宇宙船
の開発にどのように活用しているか学習
できるほか、スマートテクノロジーが高
性能航空機の開発・操作にどういった
変化をもたらしているかについても紹介
します。 

実際の展示やマルチメディアディスプ
レイのコンテンツを通じて、宇宙デブリの
危険性や解決法について考える「宇宙ご
み」のアトラクションでは、安全な宇宙飛
行に貢献するスマート航空機について紹
介。3 つの斬新なクリーニングソリュー 
ションから好きなものを選び、ごみ回収
にトライします。 

実際の無人機も多数展示されており、
仮想 UAV (無人機) を自分でプログラミ
ングしてミッションを遂行するという課
題にゲーム感覚で挑戦できます。いくつ
かの設計を比較しながらミッションの条
件に最も適したソリューションを選択す
る力が試される、この「ロボフライ 
ヤー」コーナー。ミッションの内容は、

暴風雨の中での操縦や火星での温室受
粉、絶滅寸前の動植物の追跡など多種
多様です。また、動画「Smart Skies (ス
マートスカイ)」では、スマートテクノロ
ジーによる効率性改善や汚染物質の排
出削減、天候による遅延の防止、コスト
削減が、空の世界をどのように変えてい
くかについて紹介しています。

夢は空高く
最後は、現在進行中のプロジェクトや

個人的なインスピレーション、航空宇宙
業界に入ったきっかけなど、未来の航空
宇宙産業を担うボーイング社のスタッフ
たちのインタビュー画像を編集したビデ
オで見学を締めくくります。このセクショ
ンには、航空機や宇宙船の未来に対す
る想いを自由に書き込めるメッセージ 
ウォールも設置されています。Cool!

「より高く、より遠くへ」展では、空と
宇宙への探求心を刺激するさまざまな 
ギャラリーを見学することによって、世界
を大躍進へと導いてきた過去のイノベー
ションを評価し、また航空宇宙の飛躍的
進歩が私たちの生活に今後どのような影
響をもたらすかについて考えます。「航空
宇宙業界で活躍したい」という生徒たち
の夢を応援すると同時に、科学やテクノ
ロジーに対する知識や認識を高める上で
教師の皆さんにとっても大いに役立つは
ずです。訪れるすべての人の心に航空宇
宙への好奇心を生み出す「より高く、より
遠くへ」展を存分にお楽しみください！
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本中学教師用ガイドは、「より高く、よ
り遠くへ」展で生徒たちが学習した内容
を最大限に活かし、充実した授業を展
開するための補助資料として作成され
たもので、科学およびテクノロジー分野
の授業に向けた独自の授業計画が含ま
れています。

この授業計画には、中学 1～3 年の生
徒を対象とした演習や課題も掲載され
ています。また、小学校での利用を念頭
に置いた小学教師用ガイドも用意されて
おり、どちらもクラスのニーズやレベル
に応じてフレキシブルに活用できる内容
となっています。 

以下のセクションで紹介する 4 つの
授業計画は、各学校のカリキュラム基準
に合わせながら応用できるようになって
います。各授業計画の冒頭には「指導概
要」が記載されており、ここで演習の解
答を確認することもできます。また、各
演習に該当する学習分野やスキルにつ
いてもページ前半で解説しているほか、
展示会で紹介される主要トピックに重点
を置いた演習ワークシート (コピー可能) 

がレッスンごとに付いています。 

最初の授業計画は、「未来型航空機の
模型製作」です。このレッスンでは、ブレ
ンドウィングボディ (BWB) タイプの航空
機 X-48 など、NASA とボーイング社で
開発が行われている実験的航空機の寸
法を測り、試験用模型と実物のサイズ、
比率、縮尺の計算を行います。

授業計画 2 の「高速飛行のための後
退」では、歴史と幾何学、物理科学につ
いて学びながら、20 世紀半ばに開発さ

教師用 
ガイドについて
 

れた後退翼の技術に関する演習に取り
組みます。この演習では、第二次世界大
戦後にドイツで見つかったナチス極秘文
書の発見に関連する手紙を読み、一連
の問に解答してもらいます。その後、現
在における亜音速および超音速航空機
の翼の角度を計算します。

授業計画 3 の「生物学がもたらす技
術革新」では、宇宙開発におけるバイオ
ミミクリーを検証し、生物学と工学の垣
根を越えることで得られる新たな可能
性について学びます。具体的には、音を
たてずに獲物に忍び寄るフクロウから生
まれた低ノイズエンジンの構造から、野
生動物の冬眠メカニズムに学ぶ新たな
火星飛行の可能性まで、さまざまな例を
紹介しています。 

授業計画 4 の「論理的思考に基づい
たキャリア選択」では、航空機の技師や
宇宙飛行士以外にも、医師や会計士、イ
ンテリアデザイナーなど、さまざまな職
種の人が航空宇宙業界で活躍している
ことについて学びます。この演習に登場
する論理パズル形式の問題では、数字
を使わずに演繹したり等式を組み立て
ることで正答を導く方法を学習。また 
ボーイング社のようなグローバル企業で
はさまざまなキャリアチャンスがあると
いう点にも目を向けます。 

社会見学の前後にこれらのリソースを
使用することで、見学中に学びの楽しさ
を伝えるだけでなく、学校に戻ってから
も展示会のテーマを連携させながら科
学やテクノロジーの授業を展開すること
ができます。本ガイドを上手に活用して
ください！
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大西洋横断から世界一周、月面から
宇宙空間、天体へと、人類は見果てぬ夢
を胸に、さらに遠くへと冒険を続けてき
ました。より速く、高く、遠く、高度な技
術を目指し発展してきた航空宇宙業界。
現在では、燃料消費と環境汚染を抑え
ながら、探索の範囲をさらに遠方へと
広げる飛行技術の開発に注目が集まっ
ています。コンセプト段階を経て、実際
的な模型の完成まで到達した近未来型
航空機には X-48、シュガーボルト、ファ
ントムスイフトの3 種類があり、そのう
ちの一部は「より高く、より遠くへ」展で
も公開されています。

1903 年に世界初の有人動力飛行を
達成したライトフライヤー号から、超高
度な未来型宇宙飛行機まで、「より高
く、より遠くへ」で紹介されている航空
機はいずれも、アイデアの構築と模型製
作からスタートしました。模型を製作す
るにあたり考慮したいのが、サイズの縮
尺です。実物より小さな模型であれば材
料の量を抑えることができ、有人試験飛
行が不要なため、パイロットの命を危険
にさらすこともありません。翼の角度や
エンジンの位置など、飛行の効率や安
全性を低下させる要素が見つかった場
合、縮尺模型なら設計変更も可能です。

X-48/BWB-450
従来の翼胴一体型航空機は、主翼が

機体から突き出ているため、抗力を生じ
させてしまいます。NASA とボーイング
社では、機体と翼を一体化して滑らかな
表面に融合し、抗力を抑えて燃料効率
を改善する技術を研究しています。X-48 

はブレンド 

授業計画 1:  
未来型航空機の模型製作 
指導概要

ウィングボディ (BWB) タイプの航空機
で、将来的には最大乗客数 450 人を目
指していることから、「BWB-450」とも
呼ばれています。プロトタイプで検証し
た結果、この航空機は空気力学の原理
にかなっており、燃料効率が良いうえ、
騒音も低減できることから、未来の大空
で活躍するウルトラグリーン航空機の候
補として期待されています。2012 年か
ら 2013 年にかけて、さまざまなサイズ
の模型で試験飛行が行われており、「よ
り高く、より遠くへ」展でもその一例を目
にすることができます。

シュガーボルト
ボーイング社が開発を進めているもう

ひとつのエコ航空機、シュガーボルト。
電気とジェット燃料を組み合わせたこの
次世代航空機は、電気とガソリンで走る
ハイブリッド車と同じ原理から誕生した
ものです。「シュガー (SUGAR)」は、20 

年後の航空環境規制 (燃料効率問題を
含む) に対応した航空機の開発を手が
けるグループ、Subsonic Ultra-Green 

Aircraft Research (サブソニック・ウル
トラグリーン航空機研究) の頭文字を取
り命名されました。

ファントムスイフト
どこでも離着陸可能な反面、高速飛

行が難しいヘリコプター。一方、スピード
は十分あるものの、長い滑走路が場所
を取る固定翼機。これら双方のメリット
を合体させたのが、垂直離着陸機 (別名
「VTOL」) です。ファントムスイフトは、
米軍の DARPA (国防高等研究計画局) 

がリードしていた開発競争に参戦すべ
く、ボーイング社が開発した垂直離着陸
機で、「より高く、より遠くへ」ではその

6     教師用ガイド

比例関係 
縮尺模型

数学

他にもこの分野の最新技術が多数紹介
されています。興味深い展示を通じて、
最新の航空宇宙科学を学習しましょう！

この演習では、「より速く、高く、遠く
へ、さらに賢く」という人類の夢を叶え
てくれる、これら 3 種類の次世代航空
機について学びます。会場では、まず 

X-48C、シュガーボルト、ファントムスイ
フトの縮尺模型の寸法を測定し、実際の
サイズを計算します。次に、縮尺模型と
実物大の違いについて理解を深めるた
め、学校の校舎や体育館、敷地内でこれ
らの比率を比較してみましょう。



授業計画 1:  
未来型航空機の模型製作 
解答集

パート 1
1. 

実物大 8.5% 縮尺模型 5% 縮尺模型

幅 73.2 m 6.3 m 3.7 m

重量 2,668.2 kg 226.8 kg 133.4 kg

2. 

実物大 15% 縮尺模型

幅 52.8 m 7.9 m

重量 40.5 kg 6.1 kg

3. 

実物大 17% 縮尺模型

幅 15.2 m 2.6 m

全長 13.4 m 2.3 m

重量 5,443.1 kg 925.3 kg
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パート 2
1.  (a.) 一般的な学習机の大きさ (中学生

用):  120 cm x 60 cm 

(b.) 解答は教室にある机のサイズに 
よって異なります。

2.  (a.) 一般的な中学校の教室の広さ: 

43 m2～60 m2  

(b.) および  

(c.) 解答は実際の教室の広さによっ
て異なります。

3.  (a.) 一般的な中学校の体育館の広
さ: 18 m ✕ 28 m ～ 20 m ✕ 34.5 m 

(b.) 解答は実際の体育館の広さに 
よって異なります。

4.  解答は実際の駐車場の広さによって
異なります。

5. シュガーボルト

6. X-48

7. ファントムスイフト

8. X-48 の 5% 縮尺模型

9. ファントムスイフト

10.  解答は生徒がどの航空機の開発を
重視するかによって異なります。

ボーイング社における模型製作
の詳細について学習するには、
動画「Model Citizens: Inside 

Boeing’s Wind Tunnel Model 

Shop」(www.youtube.com/

watch? v =9MF WnHkG6YU.

html) を参照するよう指導して
ください。模型を使った検証で
航空宇宙科学に対する関心が深
まることで、未来の設計士が生

まれるかもしれません。

追加学習 



大西洋横断から世界一周、月面から
宇宙空間、天体へと、人類は見果てぬ夢
を胸に、さらに遠くへと冒険を続けてき
ました。より速く、高く、遠く、高度な技
術を目指し発展してきた航空宇宙業界。
現在では、燃料消費と環境汚染を抑え
ながら、探索の範囲をさらに遠方へと
広げる飛行技術の開発が注目されてい
ます。コンセプト段階を経て、実際的な
模型の完成まで到達した航空機は現時
点で 3 種類あり、そのうちの一部は「よ
り高く、より遠くへ」展でも公開されて
います。

1903 年に世界初の有人動力飛行を
達成したライトフライヤー号から、超高
度な未来型宇宙飛行機まで、「より高く、
より遠くへ」で見学できる航空機はいず
れも、アイデアの構築と模型製作から始
まりました。模型を製作するにあたり考
慮したいのが、サイズの縮尺です。実物
より小さな模型であれば材料の量を抑
えることができ、有人試験飛行が不要な
ため、パイロットの命を危険にさらすこ
ともありません。翼の角度やエンジンの
配置など、飛行の効率や安全性を低下
させる要素が見つかった場合、縮尺模型
なら簡単に設計変更が可能です。

X-48/BWB-450

従来の翼胴一体型航空機は、主翼が
機体から突き出ているため、抗力を生じ

未来型航空機の模型製作
演習

氏名  クラス  日付 

させてしまいます。NASA とボーイング社
では、機体と翼を一体化して滑らかな表
面に融合し、抗力を抑えて燃料効率を改
善する技術を研究しています。X-48 はブ
レンドウィングボディ (BWB) タイプの航
空機で、将来的には最大乗客数 450 人
を目指していることから、「BWB-450」
とも呼ばれています。プロトタイプで検
証した結果、この航空機は空気力学の原
理にかなっており、燃料効率が良いうえ、
騒音も低減できることから、未来の大空
で活躍するウルトラグリーン航空機の候
補として期待されています。2012 年から 

2013 年にかけて、さまざまなサイズの模
型で試験飛行が行われており、「より高
く、より遠くへ」展でもその一例を目にす
ることができます。

シュガーボルト 

ボーイング社が開発を進めているもう
ひとつのエコ航空機、シュガーボルト。
電気とジェット燃料を組み合わせたこの
次世代航空機は、電気とガソリンで走る
ハイブリッド車と同じ原理から誕生した
ものです。「シュガー (SUGAR)」は、20 

年後の航空環境規制 (燃料効率問題を
含む) に対応した航空機の開発を手が
けるグループ、Subsonic Ultra-Green 

Aircraft Research (サブソニック・ウル
トラグリーン航空機研究) の頭文字を取
り命名されました。 

ファントムスイフト

どこでも離着陸可能な反面、高速飛
行が難しいヘリコプター。一方、スピード
は十分あるものの、長い滑走路が場所
を取る固定翼機。これら双方のメリット
を合体させたのが、垂直離着陸機 (別名
「VTOL」) です。ファントムスイフトは、
米軍の DARPA (国防高等研究計画局) 

がリードしていた開発競争に参戦すべ
く、ボーイング社が開発した垂直離着陸
機で、「より高く、より遠くへ」ではその
他にもこの分野の最新技術が多数紹介
されています。興味深い展示を通じて、
最新の航空宇宙科学を学習しましょう！

「より速く、高く、遠くへ、さらに賢く」
という人類の夢を叶えてくれる、これら 

3 種類の次世代航空機について学びま
しょう。会場では、まず X-48、シュガー
ボルト、ファントムスイフトの縮尺模型
の寸法を測定し、実際のサイズを計算し
ます。次に、縮尺模型と実物大の違いに
ついて理解を深めるため、学校の校舎
や体育館、敷地内でこれらの比率を比較
してみましょう。

寸法、ハイブリッド、プロトタイプ、亜音速、 
無人、翼幅キーワード:



1. X-48 や BWB-450 の模型は複数のサイズで製作されています。無人試験飛行に使われた模型は実物大の 8.5% の大きさで、
それより以前の風洞試験では、5% まで縮小した模型が採用されました。下の表は、実物大と 2 種類の縮尺模型のサイズを比
較したものです。空欄に値を記入しなさい(少数点第 2 位で四捨五入)。

実物大 8.5% 縮尺模型 5% 縮尺模型

幅 73.15 m

重量 226.80 kg

2. シュガーボルトの風洞試験に使用されたのは 15% の縮尺模型です。この風洞試験では、セミスパン (半翼幅) の航空機が使
用されました。このセミスパン模型の幅は 3.96 m で、この幅はフルスパンの 15% 縮尺模型では倍の 7.92 m となります。下の
表は、実物大と縮尺模型のサイズを比較したものです。空欄に値を記入しなさい(少数点第 2 位で四捨五入)。

実物大 15% 縮尺模型

幅 7.92 m

重量 6.08 kg

3. ファントムスイフトは、実物大の 17% のミニチュア版しか製作されていません。プロトタイプ製作技術は非常に進化してお
り、ボーイング社のエンジニアチームは、わずか 1 か月足らずで遠隔操作式模型の考案・製作を実現しました。「より高く、より
遠くへ」展の「より賢く」ギャラリーでは、このように短期間で製作されたプロトタイプについて紹介しています。下の表は、実物
大と縮尺模型のサイズを比較したものです。空欄に値を記入しなさい(少数点第 2 位で四捨五入)。
 

実物大 17% 縮尺模型

幅 15.24 m

全長 13.41 m

重量 5,443.10 kg

パート 1: 縮小模型
演習

氏名  クラス  日付 



縮尺模型と実物大の違いについて理解を深めるため、学校の校舎や体育館、敷地内でこれらの比率を比較してみましょう。

1.  (a.) 机の大きさ: 縦                                                    m、横                                                    m  

 

(b.) 机の上に収まる縮尺模型はどれか。   

2.  (a.) 教室の広さ: 縦                                                    m 、横                                                   m  

 

(b.) 教室内に収まる縮尺模型はどれか。   

 

(c.) 教室内に収まる実物大模型はどれか。   

3.  (a.) 体育館の広さ: 縦                                                    m、横                                                    m 

 

(b.) 体育館内に収まる実物大模型はどれか。   

4.  (a.) 校内で最も大きい駐車場の広さ: 縦                                                    m、横                                                    m  

 

(b.) この駐車場内に収まるの実物大模型はどれか。   

5. 幅が最も広いのはどの縮尺模型か。  

6. 翼幅が最も大きいのはどの実物大模型か。  

7. 最小でありながら、実物大模型に最も近い大きさの縮尺模型はどれか。  

8. 縮小率の値が最も小さい模型はどれか。  

9. ファントムスイフトの実物大模型と X-48 の実物大模型ではどちらが重いか。  

10. すべての機能を搭載した実物大の航空機を作るとしたら、3 つの模型のうちどれを選ぶか。その理由も答えなさい。

  

 

 

 

氏名  クラス  日付 

パート 2: 相対的サイズ
演習



「より高く、より遠くへ」展の中でも特
に興味深いのが、「より速く」ギャラリー
で体験できるジェット戦闘機の設計 
チャレンジです。生徒はフルスロットル
仮想ジェット設計・試験施設の設計士
になり、超音速飛行でも優れた操作性
を損なわないジェット機を設計します。
ここで注目しなければならないのは、機
体と主翼、そして尾翼の形状です。

主翼は揚力を生むため、その形状が
速度と操作性の鍵となります。よって、こ
れら 2 つの要素を満たす形状の翼を選
択しなければなりません。超音速ジェッ
ト戦闘機に最も適しているのは、どのタ
イプの翼でしょうか。

直線翼 
直線翼は機体と 

直角に交差しています。このタイプの翼
は、低速における揚力と安定性に優れて
いますが、膨大な衝撃波を蓄積するた
め、超音速飛行時に機体の安定性が損
なわれるというデメリットがあります。 

後退翼 
後退翼は抗力、つまり推進力に反する

力を低減するよう角度が付けられた翼
です。後退翼には、音速に近い超高速飛
行における衝撃波の蓄積を抑え、操作
性を高める効果があります。しかしその
半面、揚力が低く、低速飛行では直線翼
よりも安定性に劣るのが難点です。

授業計画 2: 
高速飛行のための後退
指導概要

デルタ翼 
デルタ翼は、ギリシャ文字の「デルタ」

に似た三角形の翼で、この鋭利な角度が
音速に近づいた際に生じる衝撃波の蓄
積を削減します。デルタ翼は操作性にも
優れていますが、後退翼と同様に、低速
飛行における揚力に劣ります。 

この情報にもとづき、生徒たちはどの
ような主翼を設計すべきでしょうか。ま
た、「廃墟と化したナチス・ドイツの極秘
研究所が今日におけるジェット機の主翼
にどう関係しているのか」という点につい
て考えさせることも重要です。第二次世
界大戦中、航空宇宙工学技師たちは、強
力な新型ジェットエンジンを既存の航空
機に搭載するための方策を研究していま
した。当時使われていた航空機は直線翼
タイプで、最新のジェットエンジンで高
速飛行すると、機体が分解してしまうこ
とが多かったのです。 

そのため、ボーイングの技師だった 
ジョージ・シャイラーをはじめ、一部の
科学者たちは「後退翼」と呼ばれる新た
なタイプの翼について研究を始めます。
終戦直後、シャイラーはアメリカの科学
者やエンジニアで構成された調査団に
参加し、ドイツに渡って現地の航空学を
調べることになりました。戦時中にナチ
スが実施した航空調査の情報を探して
いた同調査団は、古井戸に埋もれていた
極秘書類を遂に発見します。
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幾何学、物理化学、
歴史、一次資料

数学、科学、社会

この演習では、この重大な発見を知ら
せるため、ボーイング社の同僚に宛てに
シャイラーが送った緊急の手紙を読み、
その内容を分析します。シャイラーは文
中で、角度を付けた後退翼が実際に機
能することを立証しており、この報告を
受けたボーイングは、B-47 戦闘機と初
の旅客ジェット機ボーイング 707 に後
退翼を搭載しました。シャイラーの手紙
を読んだ後、現代のジェット機に搭載さ
れている後退翼の角度を計測・計算し、
「角度」とは幾何学的にどのようなこと
を意味するのか学習します。 

準備する物
• 分度器



授業計画 2: 
高速飛行のための後退
解答集

パート 1
1.  1945 年 5 月 20 日
2. ワシントン州シアトル市 29 番通り 1509 番地
3. 森の中、最前線からわずか数キロの場所
4. 周囲は静かな環境で、滞在施設は電気や温水、暖房などの設備も整っている
5. ドイツはいくつかの領域においてアメリカより進んでいた
6.  後退角や前進角が臨界マッハ数に極めて大きな影響を与えること
7. ME163

8. 制御および安定性上の問題
9.  (a.) ここではさまざまな解答例が考えられますが、当時は戦時中であったた

め、たとえ競合他社であっても情報を共有することは自国のためになると考え
られていたことを言及してください。 

(b.) 国民が一致団結して敵国と戦わなければならなかった戦時中とは異なり、
現在では企業間の競争が激しく、このような考えにはなかなか至らないことを
説明してください。

10. 電気カミソリ
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パート 2
1.  90 度、直角
2. 主翼の線と機体の線は直角に交差していなければならない
3. 図上に線を引く必要がある
4. 125 度、鈍角
5. (b.) 約 35 度
6.  減算: 対称軸から計測された後退翼の角度 125 度から直線翼の 

角度 90 度を引く (125-90=35)

7. 新たな主翼を描く線には、さらに 45 度の角度を付ける必要がある
8.  低速飛行時における制御が劣る (離陸時や着陸時など) ジョー ジ・シャイラ ー の 手 紙

に よ って 歴 史 を 変 え た 後 退
翼 の 設 計と 風 洞 試 験 の 詳 細
に つ いて は 、動 画「B o e i n g 

Wind Tunnel Blows Strong 

for Nearly 70 Years」(www.

b o e i n g . c o m / f e a t u r e s / 

2013/10/bca-wind-tunnel-

history-10-28-13.page) で紹
介しています。驚きの事実をそ

の目で確かめてみましょう！

追加学習 



後退翼は抗力、つまり推進力に反する
力を低減するよう角度が付けられた翼
です。後退翼には、音速に近い超高速飛
行における衝撃波の蓄積を抑え、操作
性を高める効果があります。しかしその
半面、揚力が低く、低速飛行では直線翼
よりも安定性に劣るのが難点です。

デルタ翼 

デルタ翼は、ギリシャ文字の「デルタ」
に似た三角形の翼で、この鋭利な角度が
音速に近づいた際に生じる衝撃波の蓄
積を削減します。デルタ翼は操作性にも
優れていますが、後退翼と同様に、低速
飛行における揚力に劣ります。

「より高く、より遠くへ」展の中でも特
に興味深いのが、「より速く」ギャラリー
で体験できるジェット戦闘機の設計チャ
レンジです。皆さんにはフルスロットル
仮想ジェット設計・試験施設の設計士
になり、超音速飛行でも優れた操作性
を損なわないジェット機を設計してもら
います。ここで注目しなければならない
のは、機体と主翼、そして尾翼の形状で
す。主翼は揚力を生むため、その形状が
速度と操作性の鍵となります。これら 2 

つの要素を満たす形状の翼を選択して
ください。超音速戦闘機に最も適してい
るのは、どのタイプの翼でしょうか。

直線翼 

直線翼は機体と直角に交差し、通常、
その他の翼形状よりも表面積が大きい
という特徴があります。このタイプの翼
は、低速における揚力と安定性に優れて
いますが、膨大な衝撃波を蓄積するた
め、超音速飛行時に機体の安定性が損
なわれるというデメリットがあります。 

高速飛行のための後退
演習

氏名  クラス  日付 

さて、これから後退翼について詳しく
学習するにあたり、廃墟と化したナチス・
ドイツの極秘研究所が今日における 
ジェット機の主翼にどう関係している
のか考えてみましょう。第二次世界大戦
中、航空宇宙エンジニアたちは、強力な
新型ジェットエンジンを既存の航空機に
搭載するための方策を研究していまし
た。当時使われていた航空機は直線翼タ
イプで、最新のジェットエンジンで高速
飛行すると、機体が分解してしまうこと
が多かったのです。 

そのため、ボーイングの技師だった 
ジョージ・シャイラーをはじめ、一部の
科学者たちは「後退翼」と呼ばれる新た
なタイプの翼について研究を始めます。
終戦直後、シャイラーはアメリカの科学
者やエンジニアで構成された調査団に
参加し、ドイツに渡って現地の航空学を
調べることになりました。戦時中にナチ
スが実施した航空調査の情報を探して
いた同調査団は、古井戸に埋もれていた
極秘書類を遂に発見します。 

この演習では、この重大な発見を知ら
せるため、ボーイング社の同僚に宛てに
シャイラーが送った緊急の手紙を読み、
その内容を分析します。シャイラーは文
中で、角度を付けた後退翼が実際に機
能することを立証しており、この報告を
受けたボーイングは、B-47 戦闘機と初
の旅客ジェット機ボーイング 707 に後
退翼を搭載しました。シャイラーの手紙
を読んだら、現代のジェット機に搭載さ
れている後退翼の角度を計測・計算し、
「角度」とは幾何学的にどのようなこと
を意味するのか学習しましょう。

後退翼

空気力学、航空、翼型、抗力、機体、揚力、マッハ、操作性、直角に交
差、超音波、対称、推進力キーワード:



ドイツでの極秘調査で後退翼に関する研究データが見つかった後、シャイラーは公私共に親しかった同僚のベネディクト・コー
ンに 7 ページにわたる手紙を送りました。以下の引用文を読み、問に答えなさい。

1945 年 5 月 20 日

   米国ワシントン州 

シアトル市 

29 番通り 1509 番地 

ベネディクト・コーン様

前略

 今、自分がドイツの地で、最前線からわずか数キロの場所にいることが信じられません。辺り一面はとても静かで、森の中と
はいえ普段通りの生活を送っています。滞在している施設には、電気や温水、暖房といった設備が整っており、電気カミソリまで
あるのには驚きました。 

 ドイツにおける空気力学の発展は目覚ましく、いくつかの領域においてアメリカより進んでいます。ここドイツでは、高速空
気力学に関する研究が盛んに行われてきたわけですが、その結果、後退角や前進角が臨界マッハ数1に非常に大きな影響を与え
るという重大な発見に辿り着いたのです。よく考えてみれば、これはとても合理的な考え方で、翼と平行する流れは臨界マッハ
数に影響を及ぼすことができないため、翼型に対して垂直な構成要素が重要な鍵を握るわけです。よって、臨界 M [マッハ] は
翼に対して垂直な翼型と後退角によって算出されます。 

 こうした後退翼の効果については、いくつかの実証があります。私が調べた限りでは、この原理を採用しているのは今のと
ころ ME1632 だけのようです。当然のことながら、制御および安定性上の問題の多くは、後退の角度が大きすぎることが原因で
発生します。 

 この情報を一刻も早く他の航空機メーカーにも知らせたいので、オジーと C.L. ジョンソン、R. ベイレス、E. ホーキー、E. シー
ファー、ダービー宛てに手紙を書き、2～5 ページ目の情報について伝えてもらえませんか。 

 ここでの生活は快適です。どこでも電気カミソリを使えるし、何不自由ありません。君の息災を祈っています。皆によろしく
お伝えください。優秀な仲間に出会えたことを心より感謝しています。 

草々 

ジョージ

注記:

  1「臨界マッハ数」とは、航空機の上部を流れる気流が音速に近づく (ただし超えない) 速度を意味します。「より高く、より
遠くへ」展で紹介されている風洞試験では、気流の速度を追跡する方法の例について学ぶことができます。 
2メッサーシュミット ME163 コメート (通称 ME163) は、ドイツ空軍が開発した戦闘機で、戦争で使われた唯一のロケット
推進戦闘機として知られています。

パート 1
演習

氏名  クラス  日付 



シャイラーがドイツから送った後退翼に関する手紙

1.  ジョージ・シャイラーがこの手紙を書いたのはいつか。

 

2. ベネディクト・コーンはどこに住んでいたか。

 

3. この手紙を書いたとき、シャイラーはドイツのどこにいたか。 

 

4. 現地での生活環境について、シャイラーはどのように説明しているか。

 

 

 

氏名  クラス  日付 
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5. ドイツにおける空気力学は、シャイラーの祖国と比較してどうだったか。

 

 

6. ドイツ人が辿り着いた重要な発見とは何か。

 

 

7. その当時、後退翼を採用していた唯一の航空機は何だったか。

 

8. 翼を後退させすぎると、どのような問題が生じると考えられるか。

 

 

9.  手紙の後半に記されている人々は、ボーイング社以外の企業で働く航空技師仲間であるが、 

(a.) シャイラーはなぜ競合会社にこの発見について知らせようとしたのか。 

(b.) 現代社会において、競合会社同士でこのような情報を共有することはあると思うか。その理由を答えなさい。

 

 

 

 

10. シャイラーが手紙の本文で 2 回言及している電化製品は何か。

 

氏名  クラス  日付 
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この演習では、分度器を使用します。

1.  直線翼は機体と直角に交わるが、直線翼の先頭または正面、端と機体に沿った対称軸によって形成される角度は何度である
か答えなさい。また、この角度は直角、鋭角、鈍角のどれに当てはまるか。

 

2. 直線翼を備えた航空機の絵を下の空欄に描きなさい。

3.  下に示すボーイング 787 の図で機体に沿って対称軸を引き、直線翼の先頭または正面、端と公差するまで対称軸を伸ばしなさい。 

氏名  クラス  日付 
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4.  図上に描いた 2 本の線によって作られた角度を計測し、何度であるか答えなさい。また、この角度は直角、鋭角、鈍角のどれ
に当てはまるか。

 

 

5.  航空機の後退翼について説明する場合、角度は直角をなす目に見えない直翼を起点にして計測されるという点を踏まえ、 

(a.) ボーイング 787 の図上に直線翼の正しい位置を描きなさい。この線を 0 度とすると、 

(b.)  このジェット機の後退翼の角度は何度になるか。後退翼は 0 度の線から何度後退しているか。 

 

6.  問 3 と 4 の解答をもとに、分度器を使わずに問 5 の答えを見つける方法を説明しなさい。

 

 

 

7.  戦闘機などの高速航空機では、翼がさらに 10 度後退していることを踏まえ、前のページに掲載されているボーイング 787 

に正しい角度の後退翼を描き足し、超音速ジェット機に変身させなさい。

8.  「より高く、より遠くへ」展では、衝撃造波抵抗が低く、極度に後退したデルタ翼を持つ未来の超音速ジェット旅客機のコン
セプトイメージを見学できます。これらのデルタ翼には、ジェット機が音速の壁を破る際に生じる大音量の「衝撃音波」の発
生を遅らせる効果があります。シャイラーの手紙と「フルスロットル」で学習した翼の角度にもとづい考え、高速ジェット機を
設計する際に考慮しなければならないデメリットは何か答えなさい。

 

 

 

氏名  クラス  日付 
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「より高く、より遠くへ」は、高度エン
ジニアリングや超高性能コンピュータ、
最先端のテクノロジーを紹介した航空
宇宙科学展ですが、動植物の生態につ
いて学ぶ生命科学にもスポットライトを
当てています。たとえば「上昇」ギャラ 
リーでは、南下する渡り鳥の群れに加わ
り、翼を広げて鳥の飛行を疑似体験す
るチャンスも。

「より賢く」には、自然界からヒントを
得た無人機が勢ぞろい。これらのマシン
には、開発の原点となった動物 (カラス
など) にちなんだ名前が付けられていま
す。また、群れで行動するハトが発想の
原点となった小型人工衛星も必見です。
これらはすべて、生物の機能を模倣する
ことで新しい技術を生み出す学問、バイ
オミミクリーから誕生しました。 

バイオミミクリーでは、生物学と工学
の知識を融合させることで、1 つの分野
では導き出せないソリューションの到
達を目指します。数百万年の歳月をか
け失敗を繰り返しながら進化を遂げた
動植物は、まさに自然の教科書。難解
な技術的問題の多くは、身近な自然界
にヒントが隠されています。たとえば、
「Velcro®」や「マジックテープ」の商標
で知られる面ファスナー。今や世界中で
活躍しているこの製品は、スイス人電気
技師のジョルジュ・デ・メストラルが自分
の服や愛犬に貼り付いた野生ゴボウの
実からアイデアを得て開発しました。

授業計画 3:  
生物学がもたらす技術革新
指導概要

また、大空を羽ばたく鳥が飛行機開
発の原点となったことは、言うまでもあ
りません。航空宇宙工学の世界では、よ
り高く、速く、賢く、遠くへというテーマ
に取り組む際、自然界に着目することが
よくあり、ボーイング社では生物学研究
チームを設立し、鳥の進化やコスタリカ
の熱帯雨林に生息する昆虫の音響感知
機能について調査しています。多くの航
空機の床に採用されているカーペットも
バイオミミクリーの一例で、森の地面を
埋め尽くす落ち葉が発想の源となりまし
た。このカーペットはタイル式のため、
必要な箇所だけを自由に取り外し、部分
的な補修や交換ができる画期的な製品
です。カーペットを全部取り替える必要
がないため経済的で、模様を合わせる手
間も不要なため時間と労力の削減につ
ながります。 

バイオミミクリーの用途は、航空宇宙
科学だけにとどまりません。たとえば、
倒壊したビル内での救助活動用に開発
されたロボットは、瓦礫の中を巧みに進
めるよう、ヘビの動きを参考にしていま
す。医療業界では、身を切るような氷水
中でも生存可能な魚の生態を学び、臓
器の生存力をより長く維持する不凍剤
が開発できれば、臓器移植の成功率が
上がると考えられています。また、建築技
術者たちは、アフリカに生息するシロア
リの巣を研究することで、気温が高くて
も内部を涼しく保つ高層ビルの開発に取
り組んでいます。 

19     教師用ガイド

生物学、 
バイオミミクリー、 

エンジニアリング

この演習では、自然界の仕組みをヒン
トに開発された航空宇宙業界の最新技
術について学習します。航空宇宙工学に
おけるバイオミミクリーの例が 10 パター
ン登場しますが、中にはすでに実用化さ
れているものもあれば、開発中または将
来的に実現可能と推定されているもの
もあります。インターネット環境が整って
いる場合は、www.asknature.org にア
クセスし、バイオミミクリーの実用例に
ついて詳しく学習するよう生徒に促して
ください。 

課題に取り組む際は、演習ページに
記載されている「キーワード」を理解し
ておく必要があります。わからない用語
をすぐに調べられるよう、手元に辞書を
用意しておくよう指導してください。よ
り掘り下げた学習を促したい場合は、こ
こで扱ったバイオミミクリーの例をテー
マにした研究課題や設計課題を与える
ことをお勧めします。学校でバイオミミ
クリー科学展を開催したり、生命科学に
関する絵本シリーズを製作して地元の小
学校に寄付してみるのも楽しいかもしれ
ません。

科学、 
テクノロジー



授業計画 3:  
生物学がもたらす技術革新
解答集

 1.  e

 2. h

 3. b

 4. g

 5. f

 6. j 

 7. a

 8. c

 9. i

 10. d
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ボーイング社では、鳥の研究を
通じて航空機の燃料削減技術の
開発に取り組んでいます。詳し
くは、動画「Saving Energy in 

Flight」(www.youtube.com/

watch?v=srNTtuTqUBE)   で紹
介しています。バイオミミクリー
と航空宇宙学の関係について学

習してください。

追加学習 



「より高く、より遠くへ」は、高度エン
ジニアリングや超高性能コンピュータ、
最先端のテクノロジーを紹介した航空
宇宙科学展ですが、動植物の生態につ
いて学ぶ生命科学にもスポットライトを
当てています。たとえば「上昇」ギャラ
リーでは、南下する渡り鳥の群れに加わ
り、翼を広げて鳥の飛行を疑似体験す
るチャンスも。

「より賢く」では、自然界からヒントを
得た無人機が勢ぞろい。これらのマシン
には、開発の原点となった動物 (カラス
など) にちなんだ名前が付けられていま
す。また、群れで行動するハトが発想の
原点となった小型人工衛星も必見です。
これらはすべて、生物の機能を模倣する
ことで新しい技術を生み出す学問、バイ
オミミクリーから誕生しました。 

バイオミミクリーでは、生物学と工学
の知識を融合させることで、1 つの分野
では導き出せないソリューションの到
達を目指します。数百万年の歳月をか
け失敗を繰り返しながら進化を遂げた
動植物は、まさに自然の教科書。難解
な技術的問題の多くは、身近な自然界
にヒントが隠されています。たとえば、
「Velcro®」や「マジックテープ」の商標
で知られる面ファスナー。今や世界中で
活躍しているこの製品は、スイス人電気
技師のジョルジュ・デ・メストラルが自分
の服や愛犬に貼り付いた野生ゴボウの
実からアイデアを得て開発しました。

生物学がもたらす技術革新
演習

氏名  クラス  日付 

この演習では、自然界の仕組みをヒ
ントに開発された航空宇宙業界の最新
技術について学習します。航空宇宙工学
におけるバイオミミクリーの例が 10 パ
ターン登場しますが、中にはすでに実用
化されているものもあれば、開発中ま
たは将来的に実現可能と推定されてい
るものもあります。下記ボックスにある
「キーワード」を理解しておくことがと
ても重要です。わからない用語をすぐに
調べられるよう、手元に辞書を用意して
おきましょう。さて、何問正解できるでし
ょうか。

また、大空を羽ばたく鳥が飛行機開
発の原点となったことは、言うまでもあ
りません。航空宇宙工学の世界では、よ
り高く、速く、賢く、遠くへというテーマ
に取り組む際、自然界に着目することが
よくあり、ボーイング社では生物学研究
チームを設立し、鳥の進化やコスタリカ
の熱帯雨林に生息する昆虫の音響感知
機能について調査しています。多くの航
空機の床に採用されているカーペットも
バイオミミクリーの一例で、森の地面を
埋め尽くす落ち葉が発想の源となりまし
た。このカーペットはタイル式のため、
必要な箇所だけを自由に取り外し、部分
的な補修や交換ができる画期的な製品
です。カーペットを全部取り替える必要
がないため経済的で、模様を合わせる手
間も不要なため時間と労力の削減につ
ながります。

バイオミミクリーの用途は、航空宇宙
科学だけにとどまりません。たとえば、
倒壊したビル内での救助活動用に開発
されたロボットは、瓦礫の中を巧みに進
めるよう、ヘビの動きを参考にしていま
す。医療業界では、身を切るような氷水
中でも生存可能な魚の生態を学ぶこと
で、臓器の生存力をより長く維持する不
凍剤が開発できれば、臓器移植の成功
率が上がると考えられています。また、建
築技術者たちは、アフリカに生息するシ
ロアリの巣を研究することで、気温が高
くても内部を涼しく保つ高層ビルの開発
に取り組んでいます。

アホウドリ、バイオミミクリー、V 字型、冬眠、ホバリング、機敏、霊長類、
鋸歯状、遷音速、生存力、展開キーワード:



このページにある自然界の例をよく読み、応用されたと思われる技術を後の 2 ページから選択してください。 

a.  ハチドリ: 小さく軽いハチドリは機敏な飛翔で知られており、素早く方向転換したり、ホバリング (空中停止飛行) や左右にス
ライドすることも可能です。 

b.  鳥の移動: V 字型の編隊飛行を組むことで体力の消耗を抑えて長距離移動する渡り鳥。先頭の鳥が生じさせた気流が後続の
鳥の上昇を助けるため、少ないエネルギーで飛行することができます。 

c.  冬眠: クマに代表されるように、食物の少ない冬季間に活動を停止する動物はたくさんいます。最近の研究では、マダガスカ
ルに生息するフトオコビトキツネザルは体温を下げ、心拍数を低下することで必要な酸素量を抑えることができる冬眠霊長
類であることがわかりました。

d.  ハチの巣: 正六角形柱が隙間なく並んでいる見事なハチの巣。軽量で優れた強度を持ち、その威力は数百年前から知られて
いました。

e.  植物の芽: 大きな花びらや葉も、小さな芽の中に潜めた体を展開し、その姿を現します。

f.  フクロウの羽根: 音を立てずに接近し、獲物を仕留めるフクロウ。このような低騒音飛行ができる秘密は、翼端にある鋸歯状
の羽根にあります。

g.   クモの巣: クモの糸は地球上で最も強力な素材として知られており、ピアノ線や防弾ベストに使用されているケブラー繊維
の 5 倍という驚異的な強度を誇ります。

h.  マルハナバチ: 農作物をはじめとする地球上の植物の多くは、ハチなどの飛翔昆虫が花粉を運ぶことで受粉が促されます。 

i.  ワシの翼端: 翼端にある羽根が上向き (ほぼ垂直) に反り返っているソウゲンワシ。この形状が上昇を助けるため、ソウゲンワ
シには長い翼が必要がありません。

j.  アホウドリ: 翼幅の長い鳥は、極めて長距離にわたり効率的に滑翔することができます。特にアホウドリは、数週間、場合に 
よっては数か月も休まず海上を飛行することで知られています。
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氏名  クラス  日付 



1.    人工衛星の大型ソーラーパネルとアンテナは、小さく折りたたんで宇宙船の狭いスペースに収納できるものでな
れければならず、地球周回軌道に乗った時点で安全に展開しなければなりません。

2.    上下に動く羽を持った小さなハチ型ロボット「ロボビー」。火星で活躍する日も遠くはないかもしれません。温室
内に放たれたロボビーズは、センサーで花の種類と着地ポイントを感知し、農作物の受粉を助けます。

3.    航空宇宙工学の世界では、燃料を削減するために複数の旅客機や軍用機を一緒に飛行させる技術について研
究が進められています。NASA は、危険性が少ないと考えられる 1 キロメートル間隔で航空機を飛行させたとこ
ろ、5～10% の燃料削減につながったと発表しました。

4.    近年の技術革新によって、現実味を増してきた宇宙エレベーター。しかしその実現には、地球から 10 万キロ近く
離れた宇宙空間まで到達する、極めて頑丈な素材が必要です。現在のところ、カーボンナノチューブが有力視さ
れていますが、自然の仕組みから解決策を導き出すバイオミミクリーに答えが隠されているかもしれません。

5.    ジェットエンジンの後部に刻まれている山形のギザギザは、シェブロンノズルと呼ばれるもので、ジェットエンジ
ンの排気騒音 (ミキシングノイズ) を低減する効果があります。

氏名  クラス  日付 

パート 1
演習

このような追跡・データ中継衛星 (TDRS) には、大
型のアンテナとソーラーパネルが付いており、地球
周回軌道に乗った時点でこれらの部品を展開する
必要があります。 
© Boeing. All Rights Reserved.

全日空所有の 777-300ER 機を使用した騒音テスト
の結果、シェブロンノズルはジェットエンジンの排気
騒音を低減する効果があることが証明されました。 
© Boeing. All Rights Reserved.



6.    実験的な電気航空機として話題を集めているシュガーボルト。翼長が極めて長く、超軽量かつ頑丈な複合材料、
ハイブリッド型電気エンジンを採用することで、長距離飛行でも給油が不要になると考えられています。

7.    この小型無人機は、遠隔操作式の偵察機で、鳥のように羽ばたく翼を持ち、素早い方向転換や狭い場所での操
縦性の良さが特徴です。小型カメラを搭載していますが、単 3 電池よりも軽い超軽量化を実現しています。

8.    人間の活動を一時停止させる手段として注目されている、睡眠の遺伝学的メカニズム。現在、多くの科学者がこ
の分野に注目しています。睡眠をうまく利用すれば、火星やさらに遠くの惑星への長距離飛行において、宇宙飛
行士の負担が軽減されるかもしれません。

9.    航空機の主翼端に取り付けられているウィングレットは、1977 年に NASA の提唱により、ボーイングが初めて
搭載しました。ウィングチップが上向きに曲がっているため、空気抵抗を減らし、燃費を向上させる効果があり
ます。

10.    航空研究や航空建設業界では、プロジェクトの大小に関わらず、長年にわたり使用されてきた六角形。床パネル
や風洞からナノチューブまで、至るところに採用されています。

氏名  クラス  日付 

パート 1
演習

最新のウィングレット技術を採用した 
ボーイング 737-MAX。 
© Boeing. All Rights Reserved.

飛行中のシュガーボルトを描いたイメージ図。 
© Boeing. All Rights Reserved.

ハニカム (ハチの巣) 構造のこの物体は、 
1960 年代に製造されたボーイングの 
遷音速風洞の一部です。 
© Boeing. All Rights Reserved.



この演習では、社会見学で「より高
く、より遠くへ」展に足を運んだ 3 人の
生徒たちの話を読み、彼らが将来なりた
いと思った職業について推測してもらい
ます。ここでは、数字を使わずに数学的
技能を磨くことができる論理パズル形
式の問題にチャレンジします。論理パズ
ルでは、「A = B および B = C の場合、 
A = C となる」といった代数計算のよう
に、さまざまな要素を演繹したり等式を
組み立てることで正答を導きます。

問題に取り組む際には、ヒントをじっ
くり読んでから回答してください。各生
徒のキャリアプランについて知っている
こと/知らないことを整理するには、ペー
ジに掲載されている表を使うと便利で
す。3 人の生徒はそれぞれ違う職業を希
望しているため、1 人の生徒につき 1 つ
の職業、1 つの職業につき 1 人の生徒
しか該当しません。よって、消去法で推
理を進めると謎が解けるようになってい
ます。

授業計画 4: 
論理的思考に基づいたキャリア選択 
指導概要

その生徒に当てはまらない項目につい
ては、生徒、職業、国の欄に X 印を付け
てください。生徒が希望する職業がわ 
かったら、そのボックスにチェックマーク
を記入します。たとえば、ヒント 1 を見る
とコーラは南半球に住みたいと思ってい
ないことがわかります。よってオーストラ
リアは彼女が将来就職する場所にはな
りません。ヒント 1 に対する X 印は、す
でに表に記入されています。 

ヒントを順に読み進め、当てはまらな
い項目に X 印、当てはまる項目にチェッ
クマークを記入し、3 人が希望する職業
が判明するまでこの作業を繰り返しま
す。ではさっそく挑戦してみましょう！

 

25    教師用ガイド

代数、等式、 
方程式

数学、クリティカルシン
キング (批判的思考)



授業計画 4: 
論理的思考に基づいたキャリア選択
解答集

 ポール - オーストラリア - 会計士 

 コーラ - アメリカ - バイオ燃料化学者 

 ルビー - サウジアラビア - F-15 メンテナンス技師

授業計画 4: 論理的思考に基づいたキャリア選択     26

世 界 中 の ボ ー イ ン グ 社 員 が 構
想 し た テ クノ ロ ジ ー や 実 現 し
たイノベーションにつ いては 、
動画「Who We Are: In the 

Words of Boeing Employees」
(https://www.youtube.com/

watch?v=gdu05M3LnPY) で紹
介しています。ボーイング社には、
身の回りの科学やテクノロジーを
紹介するボランティアが各地で活
動しています。特別授業をご希望
の場合は、ボーイングまでお問い

合わせください。 

追加学習 



論理的思考に基づいたキャリア選択
演習

氏名  クラス  日付 

この演習では、社会見学で「より高
く、より遠くへ」展に足を運んだ 3 人の
生徒たちの話を読み、彼らが将来なりた
いと思った職業について推測してもらい
ます。ここでは、数字を使わずに数学的
技能を磨くことができる論理パズル形
式の問題にチャレンジします。論理パズ
ルでは、「A = B および B = C の場合、 
A = C となる」といった代数計算のよう
に、さまざまな要素を演繹したり等式を
組み立てることで正答を導きます。

問題に取り組む際には、ヒントをじっ
くり読んでから回答してください。各生
徒のキャリアプランについて知っている
こと/知らないことを整理するには、ペー
ジに掲載されている表を使うと便利で
す。3 人の生徒はそれぞれ違う職業を希
望しているため、1 人の生徒につき 1 つ
の職業、1 つの職業につき 1 人の生徒
しか該当しません。よって、消去法で推
理を進めると謎が解けるようになってい
ます。 

その生徒に当てはまらない項目につい
ては、生徒、職業、国の欄に X 印を付け
てください。生徒が希望する職業がわ 
かったら、そのボックスにチェックマーク
を記入します。たとえば、ヒント 1 を見る
とコーラは南半球に住みたいと思ってい
ないことがわかります。よってオーストラ
リアは彼女が将来就職する場所にはな
りません。ヒント 1 に対する X 印は、す
でに表に記載されています。 

ヒントを順に読み進め、当てはまらな
い項目に X 印、当てはまる項目にチェッ
クマークを記入し、3 人が希望する職業
が判明するまでこの作業を繰り返しま
す。ではさっそく挑戦してみましょう！

会計士、演繹法、金融、項目、再生可能キーワード:



論理的思考に基づいたキャリア選択
演習

氏名  クラス  日付 

ストーリー

社会見学で「より高く、より遠くへ」展に行った帰りのバスで、航空宇宙業界について学んだ 3 人の生徒が将来の夢について 
語っています。A さんは F-15 のような戦闘機に興味を持ち、サウジアラビアでメンテナンス技師になりたいと目を輝かせました。
環境問題について考えさせられた B さんは、バイオ燃料を扱う化学者になって、アメリカの研究施設で働きたいと言います。 
C さんはオーストラリア移住という以前からの夢を叶えるため、大学を卒業したらメルボルンにある航空宇宙企業に就職して、会
計の仕事をしようと思うと語りました。

以下のヒントを参考に、誰がどの職業を希望しているのか答えなさい。

ヒント

1. コーラは南半球に住みたいと思っていない。

2. ルビーは希望の職に就いたら、いつかサウジアラビアに住めると思っている。 

3. アメリカに住みたいと思っている生徒は、植物などの再生可能資源を利用した新たなジェット燃料の開発を望んでいる。

4. オーストラリアでの就職を夢見ている生徒は、金融と飛行に興味があるので、航空宇宙企業に就職して会計士になるのが最
適と言える。 

職業 国

会計士
F-15 
メンテナンス
技師

化学者 オーストラリア アメリカ サウジアラビア

生徒
ルビー
ポール
コーラ x

国
オーストラリア
アメリカ
サウジアラビア

生徒

• コーラ

• ポール

• ルビー

国

• サウジアラビア

• オーストラリア

• アメリカ

職業

• F-15 メンテナンス技師

• 会計士

• バイオ燃料化学者



誰がどの国でどんな職業を希望しているか答えなさい。

生徒 国 職業

氏名  クラス  日付 

論理的思考に基づいたキャリア選択
演習

多くの企業が職業説明会を定期的に開催しており、ボーイング社ではマイアミで開催された今回のエキスポのよう
に、航空機のメンテナンス用工具を実際に扱う機会を生徒たちに提供しています。© Boeing. All Rights Reserved. 

F-15 は世界中で活躍しているため、この戦闘機の
メンテナンスができる有資格の技術者が各地で 
必要となります。 
© Boeing. All Rights Reserved. 

ボーイングは南アフリカ航空と共同で、バイオ燃料
として利用可能なソルガムなどの栽培農家を支援
しています。 
© Boeing. All Rights Reserved. 


