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紙筒ロケット 
 

はじめに 

これは紙のチューブで作る紙筒ロケットの手引きです。ロケットは A4 用紙から作った筒が本体で、

同じく A4 用紙を折り曲げて作った安定翼が尾部に付いています。先端（ノウズ）には発泡ゴムの両

面粘着テープでショック・アブソーバー（衝撃吸収部）を取り付けます。輪ゴムを 2 本使った発射機

の輪ゴムの端をノウズ近くに取り付けたストローのフックに引っかけます。輪ゴムを引き伸ばしてか

ら、手を離せばロケットが飛んでいきます。 
 

 

 

 
紙筒ロケット ロケットの質量は

約 6.5 g 

発射機 

 

紙筒ロケットの飛ばし方 

1) 紙筒ロケットを飛ばす方向に人や車、壊れやすいものなどが無いことを確認します。 

2) ロケット発射機を左手に持ち、輪ゴムの先をロケットのフックに引っかけます。 

3) 右手の人差し指と親指でフックの真下に当たるロケットの尾部（テイル）をつまみます。この時、

安定翼（フィン）には触れないようにします。 

4) 左腕を上前方に伸ばし輪ゴムを伸ばします。 

5) 右手をロケットから離すとロケットが飛んで行きます。 
 

   
 

材料と道具 

材料 道具 

A 4 用紙、良質な直径 5.0 - 6.0 mm のプラスチッ

ク･ストロー、硬い材質の直径 7.0 mm のプラス

チック･ストローまたは割り箸・木綿糸、幅 24 mm

の両面粘着フォーム･テープ、薄いポリエチレン

袋、良質の輪ゴム 

カッティング・マット、カッター、ハサミ、一穴

パンチ、定規、ステイプラー、スティクのり、幅

24 mm のセロハン粘着テープ 
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１．ロケット本体（胴体） 

 

別のファイルにあるロケット本体（胴

体）を A4 用紙に印刷します。 
 

印刷範囲が紙のサイズに合わないと

いうメッセージが出ても無視して印

刷してください。This edge must come 

on "Line 3".と印刷された側の端から

Line 3 の点線までの長さが 96.5 mm で

す。長いか短いときは PC の設定を調

整するか、複写機の拡大・縮小機能で

この長さに近づけます。 

 

  
紙筒を作ります。必ず This edge must come on "Line 

3".と書かれている側の端を Line 3のちょうど上に

来るようにします。セロハン粘着テープで中央を

固定します。 

さらにテープを 2 片使って紙筒をしあげます。 
 
 

 

２．安定翼（フィン） 
 

 
 

別ファイルにある安定翼（フィン）を A4 用紙に印刷します。一組のフィンは 33 mm x 237 mm の大き

さです。安定翼はけがなどを避けるため、わざと弱くデザインされています。 

   
安定翼を外側の実線に沿って切

り出します。V は谷折り、M は

山折りを表します。 

矢印で示された影になった部分

にスティックのりをつけます。 

のり付けするときは、影の横の

短い実線と影の反対側の端にあ

る実線が直線になるようにしま

す。その後、図の赤線に沿って

ハサミを入れます。 

安定翼（フィン）が一組できま

した。 
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３．安定翼（フィン）の本体への取り付け 

  
glue と書かれた部分（3 箇所）にスティックのり

を付けます。 

ロケット本体を写真のように安定翼に通します。 

  
スティックのりで安定翼を仮どめします。その

時、本体に印刷された Line 1 に安定翼上の 1 がそ

ろうようにします。同様に 2･3 についても行いま

す。 

安定翼に印刷されている 3 本の横線はステイプラ

ーでとめる場所の目安です。右手でステイプラー

を持ち、ロケットをはさみます。そして左手の親

指でステイプラーのキャップを押し付けて安定

翼を本どめします。絶対に安定翼の中間より上で

ステイプラーどめをしなければなりません。（中

間より下でとめると、発射時に強風にあおられた

傘のように安定翼が開いてしまいます。） 

 

 
本体と安定翼がつながりました。 
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４．ショック･アブソーバー 

  
薄いポリエチレンの袋から 24 mm x 14 cm の大

きさにポリエチレン･シートを切り出します。 

両面粘着フォーム・テープを 24 mm x 100 mm の

長さに切り、剥離紙（はくり紙、上の写真では緑

色の紙）側を上にしてテープをポリエチレンのシ

ートに貼り付けます。はみ出た所は切り取りま

す。 

 

  
カッターで上の写真のように剥離紙にだけに切

り目を入れます。 

上の写真のように左端と帯状の部分の剥離紙を

はがします。 

 

  
上の写真のように筒状にします。 剥離紙の幅の大きな側から、ショック･アブソー

バーを本体の先端へさしこみます。白い粘着部分

が隠れるまで入れます。 
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本体の先端を内側と外側から押し、ショック･ア

ブソーバーを固定します。 

 

５．フック 

   
直径が 5.0 mm ～ 6.0 mm のプ

ラスチック･ストローを 50 mm

の長さに切ります。 

一穴パンチを使って中央に穴を

空けます。 
 

真ん中で切ってフックを 2 本作

ります。 

 

   
ロケット本体の先端にある

Straw と印刷されている部分に

スティックのりを付けます。 

フックを仮どめします。 横から見たようす。 

 

   
幅 24 mm のセロハン粘着テープ

を 6 cm の長さに切り、上の写真

のようにフックにのせます。 

フックを本どめします。粘着テ

ープが短いと輪ゴムで引っ張っ

た時に、フックが本体から外れ

ることがあります。 

紙筒ロケットの完成です。 
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６．発射機 

   
丈夫な直径 7.0 mm のストロー

を切って 7 cm のストローを 2

本準備します。一方には先端に

一穴パンチで穴を空けます。も

う一方には端から端まで縦に切

れ目（スリット）を入れます。 

ストローが長いと輪ゴムでロケ

ットを引っ張った時に、ストロ

ーが折れ曲がりやすくなりま

す。 

輪ゴム 1 本を先端の穴に通し固

定します。 

もう1本の輪ゴムをつなぎます。 

 

   
縦にスリットの入ったストロー

を補強のために輪ゴムのつなが

ったストローの中に入れます。 

割り箸と木綿糸などで発射機を

作ってもかまいません。 

ロケットを飛ばすときには必ず

ロケットの飛んでいく方向に人

や車、壊れやすいものなどがな

いことを確認してください。 
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７．安定翼の役割 

 
図 1 

左の図 1 は安定翼の無いロケット本

体だけを飛ばした時のようすです。 
 

ロケットは真っ直ぐに飛ぶことがで

きません。 

 
図 2 

この紙筒ロケットには図 2 のように

重心(Centre of gravity)があります。 

 
図 3 

飛行中、図 3 のようにロケットが傾く

（傾きは強調されています）と上側の

安定翼にかかる空気抵抗が下側の安

定翼にかかる空気抵抗より大きくな

ります。その結果重心を中心にロケッ

ト本体は時計回りに動きます。 

 
図 4 

図 4 のように傾きが変わると、今度は

下側の安定翼に加わる空気抵抗が上

側の安定翼の空気抵抗より大きくな

ります。その結果ロケットは重心を中

心に反時計回りに動きます。 
 

ロケットの飛行中は、このような微調

整が安定翼によって行われるため紙

筒ロケットは真っ直ぐに飛べるので

す。 

 


