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ピーナッツに使ういろいろな道具 その 1

ピーナッツエ作に使用する道具はいろ
いろありますが、「自分の手になじんだも
のを、自分に合つた使い方で」が基本で
す。
ここにあげた道具はほんの一部です。

作りながら工夫していくのも、また、楽し
いものです。

θ

ピンセット

透明シート

カッテイングマット

紙用スティックノリ

ー
 11 -

木工接着剤 瞬間接着剤 紙用スティックノリ

Copyright © 2013 SHONAI PEANUT.



いろいろな道具 その2

ヽ

デザインカッター

「 ペーパーナイフ

tf琶菫
=薫

璽轟
===菫===ヨ

極細ダイヤモンドヤスリ
紙ヤスリ用プロック

分度器

バルサスリッター

カッターナイフ大

ピンノ`イス
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いろいろな道具 その3

ワインダー各種

完成した飛行機の重量を調べた
り、ゴムの重量を計るために使いま
す。0。 lgが計測できるものが便利
です。

ゴムを巻くときに使う道具。ハンドル1回転で5回から25回
の回転が得られるギアーが入つています。高回転のワイ
ンダーは大部分が自作品を使つている。

市販の模型用ゴム(TAN II)を必要な幅に切
断する道具。

ゴムスリッター

ー 13-

ポストカードはかり
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いろいろな道具 その4

タイヤの工作に便利。
回転数が可変できるもの
が使いやすい。

酬 撃番レ聰 鮒
素材の加工のために使用。

機体の塗装や「霧吹き」作業
に使用。
使いこなすために熟練が必
要。

ハンドピース

ピアノ線を加工するための道具。使用するピアノ線はほとんどが1ミリ

以下の大さなので繊細なものが必要

リューター(電動ドリル)

バルサかんな

エアーコンプレッサー

ワイヤーカッター

ラジオベンチ
太いピアノ線の切断に
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PEANUtt SCALE

くBDⅢD
製作マニュアル

★製作前に… … …材料、用具は揃 いましたか ?。 作り始めてから、気分良くノッテル時に

「・…・…が無 い!」 という事態は製作意欲を無くしますので、面倒でも最初に必要な物は

出来 る限り揃 えて下さい。ここに説明する製作法は接着剤の乾燥時間を利用して2つ の

部 品を作 りますので、あなたが瞬間接着剤を利用して作られるのであればあまりこの順

序にとらわれずに進んで下さい。

★ビルディングボード(製 作板 )。 … …これは針の刺しやすい平らなものであれば何でも構

いません。以前私は木製の「まな板」を利用していましたが、その後製図板へと進化し、そ

して現在は机 の上でカッティングマットをひいて作つています。ピーナッツ図面はA3サ イズ

が主流ですので、板のサイズもこれ以上あれば問題無 いでしょう。しかし一度に全てが製

作に必要ではありませんから最小スペースの「まな板」でも作ることは可能です。製作図面

は3,4枚 のコピーをとっておくと何かと便利です。

★それでは製作に入る前に基本的な注意事項を頭に入れておいて下さい。

1.製作中はいつも軽く作ることを考えて下さい。

2.材料は注意深く選んで下さい。

3.選 んだ材料の中で最も軽い物を機体の後部に使用するよう心がけて下さい。

4.パルサをカットする時は慎重に長さを測つてからカットして下さい。

5。 余 分 な接 着 剤 の使 用は避 けて

下さい。少ないのも多すぎるのもい

けません。

6.接 着剤が完全に固まる迄は焦ら

ずに十分時間をかけて下さい。

7.軽 い機体ほどその実力が発揮さ

れます。

8.製 作 中は机 の上にバルサくずや

用具 等 が増 えてきたら、その都度

掃除して下さい。

これ に費やす時間はほんの数分で

-19-
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すが、きれいな機体に仕上げる為に必要な事です。

★START
ピーナッツ図面の上には台所用のフィルム (サランラップ等)や、コピーに使用するOHP

フィルムでカバーして下さい。

バルサ角材、シートパルサ、接着剤、

虫ピン、まち針、かみそり、カッターナイ

フ、デザ インナイフ等 が揃 っています

か?。

胴体の製作

バルサの角材は注意深く正確 に切

り出して下さい。木 日は図面と同じ方

向になるように針で止 めます。針は直

接バルサ剤に刺さずに図に様な方法

をとります。ノーズ部分とゴム掛け部分

は少し堅 いバルサを使用して下さい。

1枚 の胴体側板が完成したら、針を抜

いてもう1枚 フィルムをかぶせ、その上

で同じ物を作つて下さい。ここでバル

サ材 の大さが均 一に切 り出して無 い

場合はデコボコになってしまいます。2

枚の側板を全て同じサイズに作ること

は難 しい作業ですが、ここで妥協して

しまうと完成した時に胴体がねじれた

り歪 んでしまいます。出来 る限 り正確

に作つて下さい。2枚 の側板 を作 るの

に1～ 1.5時 間位の作業時間を必要と

します。

ピーナッツ機 の完成重量は、ここで

使うバルサ材の重さと紙張り後の塗装

でほとんどが決まってしまいます。最初

は頑丈になり過ぎる事が多い様です。

ストレスのかからない部分は軽 いバル

サを選んで下さい。

2枚 目の側板の接着剤が乾く間に、

水平・垂直尾翼を作つて下さい。機体

後部 のパーツですから一番軽 い材料

を使 って下さい。ガセットの様 な細 か

- 20 -
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いパーツはピンセットを使 います。図面

やフィルムの下に細かいバルサくず等

が入つてしまうと正確 に出来ませんの

で平面をよく確かめて下さい。側板が

完成したらフィルムからはがし、2枚 を

重ねてゴム掛け様 の穴 をあけて 下さ

い。

重ねた側板の周りは同じ大きさに出

来ていますか ?。 部分的に違うようであ

ればサンデイング・ブロックで周りを整

形 して ドさい。側板 の両側も軽 くサン

デ ィングしておくと良 いでしょう。この

時点で接 着部分が弱 いとはがれてし

まいます。出来上がった2枚 の側 板を

上 面図の上に立てて胴体を作ります。

胴体 上下に入る角材は2本ごとに同

じ長さになるよう図面上で予め切り出

しておきます。2本 の角材が同じ長さに

なっていな いと正 四角形 の断 面にな

りません。胴体 巾が同じ部分は一度に

全部切 り出しておくとより正確に出来

上 がります。胴体 2箇 所にある絞 り込

みは、側板 をかみそり又はカッターナ

イフで完全に切り離さない程度に折る

のが理想的です。

2～ 3ミ リバルサ 又はボール紙等身

近にある物で三角定規を3～ 4個 作つ

ておいて下さい !こ れを使っていつで

も角度を測 つて下さい。ここまで3～ 4

時間の作業時間です。

接 着剤が乾燥するまで胴体側面を平

坦 な物で挟 んで下さい。カセットテー

プのケース、塗料の瓶等身の回りにあ

る物でも構 いません。この時膨 らんで

いる箇所、凹んでいる箇所が発見できたらそのままにしないで、再度バルサ角材を切り出

して修正 して下さい。前 方から見て正確な四角形になっていれば合格です。簡単な様で

難しい作業ですからあわてずにチェックして下さい。

胴体が完成 したら各部が確実に接着されているかを調べます。特にゴム掛けの部分は

強度が必要です。ランディングギアの部分、ノーズの部分等忘れずにシートパルサも接着

して下さい。

-21-
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主・尾翼の製作

今度は主翼の製作へ進 みます。図

面から主翼のリブ形をバルサシートに

写 して下さい。すべてのトレースが終

わつたら写したラインよりも外側を切り

出します。スパーの入 る部分も丁寧 に

切 り取つてください。リプは予備として

必要枚数よりも数枚 多めに作つておく

とも忘れずに。切り出したリブを揃えて

まち針で止 めます。スパーの入る溝 を

きれ いに整形してスパーに使う物と同

じ角材 (短 い物 )を 一度はめてみます。

この状態でリブの周りを整形して 下さ

い。整形中にリブの長さが違ってしまう

場合がありますから、一度針を抜 いて

一番外側のリプを入れ替えてチェック

して下さい。

リブが完成 したらいよいよ組 立に入り

ます。胴体を作つた時と同じように図面

上にフィルムをかけ、最初に後縁材を

針で止 め、次にリブを1枚 づつ接 着 し

て いきます。この時リブが垂直 になっ

ているか確かめて下さい。そしてすべ

てのリブが接着 出来たら今度は前縁

材を取り付けます。主翼左右を接合す

る箇所は上反角がつきますからリブを

その分傾けて接着しなければなりませ

ん。上 反角の取 付個所から左右主翼

をはずします、この時 中心部 (胴 体上

部 にくる部分)は そのまま針 で止 めて

おきます。今度は図面上にある上反角

ジグを切り取り、2～ 3ミ リバルサに貼り

付けたものを2枚 作 ります。そして各 1

枚 を翼端 位 置 に置き針で固定 し、主

警岬騨乳:           墓碁″げ二
=桑
豪こ薯Ul´千Li:

これで左右 同じ上反角がつきます。この作業と一緒に中央部スパーと上反角を付けた個

所に補強材を入れておいてください。ここまで進みますとやっと全体の形が出来上がって

きました。接着剤が完全に乾燥したら、図面上からはずして一度良く見て下さい。前から、

後ろから、両翼端で同じ上反角が付いていますか ?。 ねじり lヽ力ま合つていますか ?。 納得

がいくまで修正して 下さい。

- 22 -
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この部分は飛ばすためには一番重要

な部分ですから、急がないで !。

垂直・水平尾翼も図面上 で正確 に

作って下さい。ねじれないように、そし

て角材は軽くてこしのある良 いバルサ

を使って下さい。

そしてすべてがOKで あれば翼端

ブロック、ノーズソケット、ランディング

ギア等を図面上でD正確 に作 つて下

さい。

(翼 端ブロック)リ ブサ イズより少し大

きめにカットします。その後 リブ形と同

じように整形して下さい。ここに使うバ

ルサは軽 いものを選んで下さい。

(ノ ーズソケット)これも大きめにカット

してから次のソケットぶぶんを作り、胴

体 にはめ込 んだ状態でサンデ ィング

すると失敗がありません。

すべての組立作業が終わったら一

度仮組をして下さい。この時、各部品を接着しないで下さい。まち針、スプレーボンド、両面

テープ等簡単にはがせるものを使います。

忘れ物はありませんか?。 生地完成時の写真を1枚撮っておきましょう。

☆最終チェックポイント

1.主 尾翼の取り付け格差 2.主翼の上反角、ねじり下げ 3.尾翼の変形、ねじれ

紙貼 り作業

出来上がった生地 完成 の機 体に紙

を貼 る作業は、今までの行程と全く違う

作業です。そしてこの小さくひ弱な機体

にシワを作らずきれ いに紙を貼 る事は

非常に神経を使 います。

急がずリラックスして楽しんで ドさい。

美しく長持ちする機 体を作 る為の条件

です。

まず、胴体 に関しては軽 く手で持っ

てねじって下さい。この時接 着 の不完

全な個所があるかどうか調 べます。又

一個 所だけネジレに弱 い部 分 があれ

ば補強するかその部分を強度のあるバルサに交換して下さい。紙を貼ってしまったらこの

様な作業は出来なくなつてしまいます。

- 23 -
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すべてが完全であれば最後のサン

ディングを細 かいペーパーを使つて仕

上げます。紙貼 りも出来、不 出来と機

体の仕上がりの美しさはこの瞬間で決

まります。紙貼 り作業 にどんなに時間

を費やしても、その下地となるフレーム

がデコボコであれば、完成 したときに

後悔する事になってしまいます。10X2
0センチくらいの板 (な るべく軽 いもの )

にサンドペーパーを貼り付けます。300
～500番 くらいのベーパーを板の両面

に貼り付けた物が理想です。

ピーナッツに使われる被膜材料は、

コンデンサー・ベーパー・フイルムなど

もありますが、やはり薄 い和紙 が主流

です。これは色が付 いた紙があること

と、和紙以外の物は取り扱いが難しく、

又色を塗るか吹きつけをしなければな

りません。世界中で一番多く使われて

いる」APANESE TISSUE(和 紙 )

の中でもピーナッツクラスの機体にはエサキ。テイシュの一番薄 い物が使いやすく、色紙も

豊富です。

紙の接着には水性ボンドを薄めたもの、古くからあるヤマトのり、ドープ、最近ではUFUス

ティックのり等が使われていますが、色 々な方法を試して、一番使 いやすい物を見つけて

下さい。

ドープ貼りは胴体フレームに細 い筆でドープを塗 り、その上に紙を置き筆にシンナーを

付けて貼る方法です。この方法は軽く仕上がりますが、接着力が弱く、曲面には適しませ

ん。但し水性ボンドと違ってバルサが水分によつてひずむことがありません。

乾燥したら紙の周りをかみそりで切り落とします。かみそり以外にサンドペーパーで切り

取る方法もあります。貼る順序は角胴の場合、胴体上下・左右又は胴体左右 。上下のどち

らでもOKです。主尾翼は下面を貼つてから上面を貼ります。

紙貼り作業が終わつた胴体です。ノーズ部分はボンドベーパーを貼ります。上質紙90～

110kg位 の洋紙で、適度にコシのある紙が適しています。

この状態で霧吹きを行つて下さい。シワを取り、ビンと張つた事により胴体の強度を増しま

す。和紙は水分を与えるとどんどん縮みますから、霧を吹く量は多すぎない事。

極度に軽量化された機体では霧吹きが出来ないほど弱 い機体もあります。紙の引つ張

りにバルサが負けてしまい、翼がねじれたり胴体が波打つたりします。軽量な機体はアル

- 24 -
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コールと水を混ぜたものを使つて下さい。これで紙の縮みのコントロールをします。

水平・垂直尾翼はネジレに対する強度がありませんから霧吹きでねじれてしまう事があり

ます。水 の量 をコントロールするか、アルコールを使うか、もしくは霧吹きしなくてもよい程

度にきれ いに貼 ることをお勧めします。主翼も霧吹きでねじれが多くなりすぎたり、上面に

反つたりしないよう注意して下さい。万が一この様な状態になってしまったら、紙を水に濡

らして取 り除き、再度貼りなおした方が良いでしょう。

紙を貼 り終わつてから、塗装をするのが面倒であれば、自ではなく色の付 いた紙を貼りま

す。但しスケール機ですから実機に似た色の紙を貼つて下さい。

すべての紙貼 りが終わつて大きな2つ の作業が終了しました。この時点で各パーツを接着

しても良 いのですが、色塗り、マーキング等の作業が残つていますから、作業中に不注意

で壊すこともありますので、各パーツのフイニシュ作業が終わつてから合体させます。

プロペラ、ノーズベアリングの取り付け、タイヤ、排気管等小物パーツの製作にも時間が必

要です。これらの作り方は別項にてご覧下さい。
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