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メカトロ組み立てキット

ミミニニ44輪輪駆駆動動車車
組組みみ立立ててキキッットト
BBeelltt--DDrriivvee 44WWDD CCAARR KKiitt

Rob726_4W_13SUベルト駆動で走ります
メカ工作入門にも好適!!

組み立て例

概要

ミニ4輪駆動車 組み立てキット 主な特徴

◎ ベルトを使った動力伝達による、ミニサイズ4輪駆動車の
組み立てキットです。

◎ シンプルな機構ですので、メカ工作の入門にうってつけです。

◎ 電源は単4型乾電池(マンガンまたはアルカリ)2本です。
※電池は別売りです。別途お求めください。

組み立てに必要な工具
◎プラスドライバ (#1) ◎小さな金槌
◎はんだごて(30Wくらい)とはんだ少々

※電池ボックスの線とモータの端子を接続
するのに使います

◎カッターナイフ(または小さな切り出しナイフ)
※バリ取りに使います(なくてもかまいません)

ミニ4輪駆動車 組み立てキット 部品一覧
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「ミニ4輪駆動車 組み立てキット」は、ベルト駆動で走る、模型
自動車の組み立てキットです。

◎ 小型のモータを使っていますが、ベルトで3段減速しています
ので、とても力強い走りです。

注意!!
◎刃物や金槌などでけがをしないよう、安全に

注意して組み立ててください。

ベルト機構で3段減速することによって、モータの回転力を増して
いますので、荷台に1kg程度の荷物を載せてもすいすい走ります。

◎ベルトとプーリーを使った動力伝達機構の学習にも好適です。
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100mm

×8 ×8

×6

18 ×4 19 ×2
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組み立てかた

(1) I形フレーム2本に、下図のように、φ2×75mmの軸を押し込みます。I形フレームは、穴の少ないほうを内側に
します。

組み立てのポイント
◎フレームに軸を押し込むときは、フレーム
の穴に軸の先端をあてがい、小さな金づち
で軽くたたいて押し込みます。
※あまり強くたたくと、軸が歪みますので、
注意してください!!

47
mm

(10
個

目
の

穴
)

28
mm

(6個
目

の
穴

)

(1) I形フレーム
(穴の多いほうが外側)

(5) φ2×75mm軸
(2本)

(1) I形フレーム
(穴の多いほうが外側)

◎I形フレームには、穴の多い面と少ない面
があります。穴の多い面が外側になるように
組み立てます。

重要 (タッピングねじについて)
◎ タッピングねじは、下穴にねじ込むことによって、素材にねじ山を切りながら進み、固定するねじです。

タッピングねじを締めるときは、ねじの向きが素材に対して垂直になるようにねじ込んでください。
※ 斜めにねじ込むと、ねじ山がゆがんで切れてしまい、次に締めるとき、まっすぐねじ込めません。

○
良い締め方
(まっすぐにねじ込む)

×
悪い締め方
(斜めにねじ込む)

前

部品表 ※予告なく変更することがあります。

余分の部品について
◎本キットには、部品が多少余分に入っていることがありますが、組み立てに必要な部品は上の表、および前ページの

部品一覧の図のとおりです。

◎余分のねじやゴムベルトなど、余分の部品は、本キットを修理したり、改造したりするときの予備パーツとして活用
してください。

品名 個数 品名 個数

1 I型フレーム 2 11 天板 2

2 L型フレーム 2 12 プラスチックスペーサ (高さ40mm) 4

3 軸受け板 2 13 モータ (プーリーつき) 1

4 ゴムタイヤつき車輪 4 14 M2.3×10mm タッピングねじ 8

5 φ2.0×75mm 軸 2 15 M2.6×10mm タッピングねじ 8

6 φ2.0×60mm 軸 1 16 電池ボックス 単4×2本用(スイッチつき) 1

7 φ2.0×100mm 車軸 1 17 結束バンド(インシュロック) 6

8 プーリー軸 (1) 1 18 ゴムベルト(小) 4

9 プーリー軸 (2) 1 19 ゴムベルト(大) 2
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(3) L形フレームの外側に、下図のように、軸受け板をM2.3×10mmタッピングねじで固定します。

(3) 軸受け板
(14) M2.3×10mm
タッピングねじ(2本)

32mm
(10個目の穴)

32mm
(10個目の穴)

(3) 軸受け板

(14) M2.3×10mm
タッピングねじ(2本)

※軸受け板にはまっすぐな溝の側と、
L字型の溝の側があります。
L字型の溝の側が下に来るように
取り付けます。

前

(2) (1)で組み立てたI形フレームの内側に、下図のように、L形フレームをM2.3×10mmのタッピングねじで固定します。

52mm
(16個目の穴)

32mm
(10個目の穴)

※L形フレームには、穴の多い側と少ない側が
あります。穴の少ない側が内側になるように
取り付けます。(2) L形フレーム

(穴の多いほうが
外側)

(2) L形フレーム
(穴の多いほうが
外側)

(14) M2.3×10mm
タッピングねじ×4本

前
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(5) 組み立てた骨組みの上に、下図のように天板を載せ、結束バンド(インシュロック)で締め付けて固定します。

前

※天板を取り付ける様子を示すため、
模型の後ろ側から描いてあります。

(17) 結束バンド
×2本

(17) 結束バンド
×2本

(11) 天板

組み立てのポイント
◎結束バンド(インシュロック)はひもの

部分を頭の穴に通して引っ張ると
締まります。

◎結束バンドは一度締め付けると緩める
ことができません。4本の結束バンドを
均等に締めて、天板をかっこよく取り
付けてください。

(4) L形フレームの内側に、下図のように、φ2×60mmの軸を押し込みます。
L形フレームを少し広げて軸を穴にあてがい、側面から小さな金槌で軽く叩いて打ち込みます。

(6) φ2×60mm軸
7.5mm
(上から2番目の穴)

前
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(7) 骨組みに取り付けた天板に、プラスチックスペーサを、M2.6×10mmのタッピングねじで固定します。

(12) プラスチックスペーサ
(高さ40mm)×4本

(15) M2.6×10mm
タッピングねじ×4本

前

※スペーサを取り付けた様子を示すため、
模型の後ろ側から描いてあります。

(6) 取り付けた天板に、モータを、結束バンド(インシュロック)2本を使って、下図のように取り付けます。

前

(13) モータ
(プーリーがついている側を
外側にします)

(17) 結束バンド
×2本

※モータを取り付けた様子を示すため、
模型の後ろ側から描いてあります。
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(9) 下図のように、プーリー軸を取り付けて、ゴムベルト(小)をかけます。
※プーリー軸を取り付けるときに、先にゴムベルト(小)を通してから本体に取り付けてください。

(8) プーリー軸(1)
(φ24+φ10、
長さ80mm)

(9) プーリー軸(2)
(φ24+φ10×2、
長さ80mm)

(10) プーリーつき車軸
(φ24×2、長さ100mm)
※前から4個目の穴に
通します。

組み立てのポイント
◎ゴムベルトをプーリーにかけるときは、

ゴムベルトを大きいほうのプーリーの
一端にあてがい、プーリーを指で軽く
回すようにすると、かけやすいです。

プーリー軸(1)は、軸受け板の
上側の溝(I型)にはめます。

プーリー軸(2)は、軸受け板の
下側の溝(L型)にはめます。

前

(8) 天板に取り付けたモータに、電池ボックスからの線を接続します。

前

プラス側

マイナス側

※電池ボックスからの線は赤の線がプラス側、黒の線がマイナス側になっています。下図のように、モータを上から
見て、左側にプラス側の赤線を、右側にマイナス側の黒線を接続してください。

プラスマイナスの
極性に注意して
ください。

(16) 電池ボックス
(単4×2本)

はんだ付けで
接続します
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(11) 車軸にはめ込んだゴムタイヤつき車輪の溝に、ゴムベルト(大)をかけて、前後の車輪を連動させます。

(19) ゴムベルト(大)

(19) ゴムベルト(大)

前

(10) 下図のように、前後の車軸にゴムタイヤつき車輪をはめ込みます。

(7) 車軸
(長さ100mm)
※後ろから4個目の穴に
通します。

(4) ゴムタイヤつき
車輪

(4) ゴムタイヤつき
車輪

ゴムタイヤつき
車輪

組み立てのポイント
◎ 車輪の軸穴にバリ(かえり)があって

はめ込みにくい場合は、カッターナイフ
などで軽く面取りします。

※刃物でけがをしないよう注意してください

車軸に車輪をはめるときは、
小さな金槌で軽くたたいて
はめ込みます。

前
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(12) 本体に取り付けたプラスチックスペーサに、天板を、M2.6×10mmのタッピングねじで固定します。

※取り付ける位置はお好みで
かまいませんが、バランスを
考えて、かっこ良く取り付けて
ください。

(15) M2.6×10mm
タッピングねじ

(11) 天板

(15) M2.6×10mm
タッピングねじ

完成図

前

これで完成です。電池ボックスに単4型の乾電池
2本をセットして、スイッチを入れると走り出します。

回路図

M

単4×2

DCモータ

電池ボックス
内蔵のスイッチ
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