
はじめに

このキットは、鉄道模型趣味614号に掲載の小林信夫さんのペーパー製バスにインスパイアされ
作ってみたものです。
ペーパー工作は敷居は低いのですが、過去にも挑戦したものの自分のスキルの無さにがっかりしたことから、
精度や再現性を上げるためにレーザー加工機を用いて作りやすい素材としたものです。

しかしながら、バスを作るには曲面加工が必要になります。
なるべく再現性を上げていますが、最後はパテやヤスリという手作業になる点はご承知ください。

このバスのデザインは、戦後のモデルを元に少し近代化して延命した感じの架空のものです。
トヨタのBL型バスを近代化改造した感じでしょうか。

比較的小型のバスですので1/87～1/80スケールのストラクチャーとしてお役に立たつと幸いです。

タイヤなどの小物についてはくるまや軽便鉄道さんが
3Dプリントで作成いたしました。
タイヤとホイールが分離している本格派です。

2021.9.25
Ver1.0

設計：norigon
製造：norigon

くるまや軽便鉄道

ボンネットバス説明書

完成のコツ？
・組み立て工程をイメージする（最後まで説明を読んでからお願いします）
・表面にでるファイバー紙部分はしっかり磨く
・きれいに貼り合わせる
・曲げるところはしっかりと
・隙間はパテで隠す（埋める）
・はみ出た糊は根気よく取り除く（特に窓周り）
・のんびり作る
・最後は根性？
・過去のブログも参照してください
・至らない説明書ですみません。。。
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準備編

（１）主に必要な工具、消耗品

①カッティングマット A4サイズで十分です
②デザインナイフ 切り離したり加工に使いますので刃は新しいものにしてください
③クラフトボンド タミヤなどの速乾性の木工用ボンドで、ノズルが細いと組みやすいです
④瞬間接着剤 強度が必要なところに使います。ゼリータイプが使いやすいと思います
⑤ピンセットベンダー 細かい修正のためにタミヤのがお勧めです
⑥エッチングベンダー ⾧さがあって、精度の良いものが使いやすいです
⑦クリップ 接着の固定をするのに便利です

はんだ付けの際のストレートタイプのヒートクリップのワニ口部分を
ヤスリで削って傷がつかないようにフラットにしたものを使っています

⑧ヤスリ 240番くらいと仕上げ用のヤスリが良いでしょう
⑨パテ 隙間埋めに必須です。タミヤパテwhiteを使っています
⑩マスキングテープ 仮組や塗装に使います
⑪ピンバイス ライトなどの取り付け用に

その他
サーフェーサーや塗料など

①

② ③④

⑤

⑥

⑦
⑧

⑨

⑩

⑪
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準備編

（２）材料

・ファイバー紙キット 本キット（ver.7） 注：追加の修正部品があります
・タイヤセット くるまや軽便鉄道さん作成のキット（タイヤ、ライト、ベンチレーター）
・その他 ケント紙による帯、未カット窓ガラス

以下は各自ご用意ください
・窓用セル 0.2mm厚くらい
・行先用セル 白色のもの
・塗料 下地用及びカラーリングに合わせて用意ください
・角材 2mm～3mm角 下回りのフレームなどに使います

4mm角 リアのR形状の削り出しに使います
・シャフト 2mmプラ材 タイヤのシャフトに使います
・シャフト用パイプ 内径2.4mmくらいのシャフトを通す用のパイプです（必要に応じて）
・ディテールアップパーツ（お好みで）

Nゲージ用市販ライトやリアライト用素材、サイドミラー、ワイパー、インレタ
内装素材など

タイヤ 6本
フロントホイール 2個
リアダブルタイヤ用ホイール 2個
ベンチレータ 2個
ライト2種 4個
（上記構成は変わることがります）



（１）注意点
・細い部品がありますので、取扱注意願います。

・説明書を一通り読んで工程をイメージしてください。

・ファイバー紙は波打ちしやすいので保管は水平にしてください。
水分を含んで乾くと形状が変わりやすいので注意です。

・工作好きな人用です (^^; ⇦ここ大切です。コストだけ見れば市販品のほうが良いです。

・フロントグリルは３種類ありますので好みで選んでください。

・フロントガラスの形状は2種類ありますので好みで選んでください。

・すべての部品を使う必要はありません。（予備の部品も含まれます。練習に使ってください）

・小さい部品は絶対どこかに飛ばします。つまむときは注意しましょう。。

・説明の写真は旧版のものもあります。

・末尾にノウハウ編を用意しましたが説明書を信じずに？、自分なりの作り方をあみ出してください。。

・内装は無いそーです。

・リアライトは未解決。。。
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組立編
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組立編

サイドモール（2本）

屋根

フロントグリル付きボンネット

フロントグリル（２種ある）

フロントガラス（2種ある）

フロントタイヤハウス

ベンチレーター（3個）

ナンバープレート
リアライト（おまけ）

天井

ボンネット内側（2個）

バンパー表面

行先表示の縁（2種類ある）

下回り素材

リアバンパー

フロントバンパー

非常ドアの上の補強

非常ドアの裏側の当て板

フロントガラス内側

リア非常ドア取っ手
リアバックライト

窓最内側 雨どい（左右あり）ボンネット

ボンネット上

（２）部品の説明
各部品台紙から取れやすくなっていますので注意してください。
切り離す際は、よく切れるデザインナイフで切り取ってください。

ボディ ボディ補強（左右ある）

ワイパー
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組立編

（３）表面処理
ファイバー紙の表面は凹凸があるため、表となる面は組み立て前に磨いておくことをお勧めします。
表裏についても注意してください。（レーザーカットの断面が微妙に異なります）

（４）ボディ本体の貼り合わせ
クラフトボンドで貼り付けます。（瞬間接着剤より弾性があり、はみ出したものも剥がせます）
①のボディ本体に②、③、④を貼ります。基準は窓枠の配分を見ながら合わせます。←ここ大事です。
④は中央の非常ドアの丸穴に合わせて貼り付けます。
貼り合わせのコツは、表から見える面にはボンドを付けないことと、
細い部分でも乾かない程度に少量のボンドを付けることです。

①

② ③

④

⑤ ⑥

注：この図は裏から見ています

①＋②＋⑤の窓枠合わせの例

ライト穴に
0.3mmドリル歯
などを通して
位置決めも可能です



（５）フロントガラス部の貼り合わせ
フロントガラス部は2種類あります。好みで選んでください。
フロントガラス面の内側に①、②を貼ります。
これはフロントガラスの引っ掛け用なので、不要と思った方は付けなくてもOKです。

フロントガラスの上部にある小さい穴はワイパーを付ける際の目安にするためのものです。
ワイパーの種類に合わせてピンバイスなどで広げてください。
ワイパーを付けない場合は下地処理やパテなどで埋めてください。
貼り合わせ後に、写真のように窓の中央から下にかけて折り目を付けます。

（６）ボンネットの貼り合わせ
ボンネットの種類は2種類ありますので好みで選んでください。
一つは練習用でも良いでしょう。

①をボンネットの内側にマークを見ながら
センター合わせで貼り付けます。

7

組立編

①
②

ワイパー用の穴

フロントグリル一体型

①

裏から見た形状

裏から見た形状 表から見た形状

ボンネットのみ
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組立編

（７）本体の曲げ加工
下図の矢印部分を曲げます。
①の部分は大きなRを付けて90度曲げます。
②の部分はしっかりと少し折ります。
③の天井部品を側面の溝に差して、車体幅の目安とします。

後面の曲げも行います。
①の部分を先に軽く曲げてから、
②の部分をRを付けて曲げて貼り付けます。
②の貼り付けには傷のつかないクリップなどで押さえると楽です。
丸い後面をイメージしてください。

注：この図は表から見ています

① ①② ②
曲げ線 曲げ線

①

② ②
①の曲げ具合

②の曲げと貼り付け

③
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組立編

（８）ボンネットの曲げ加工
ボンネット中央部（①の部分）を少し山なりに折り曲げます。
②の部分は約90度に折り曲げますが、表から見てRが付くくらいが望ましいです。
このあと、ボンネットを本体のボンネット部分にかぶせて、形状の確認をします。

①② ②

①

② ②

曲げRが付くくらい

裏から見た形状
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組立編

（９）フロントタイヤハウスの加工と仮組
①の箇所で折り曲げます。なるべくRが付くように丸みを付けて曲げます。
全体的に前後にRをつけて、②を右の写真のように上に曲げておきます。

タイヤハウスの溝にボディを差し込んで形状を確認します。（まだ接着はしません）
特にボディの差し込み具合とフロントタイヤハウスの形状確認や、ボンネットの形状確認を行います。
床板を下から当ててみるとボディ形状の確認（左右対称）が容易です。

① ① ① ①

②

②

写真は試作品のため形状が異なります

②



（１０）ボディ組立
（７）で曲げたボディ本体に、天井部品を差し込んで接着します。（これで車幅が決まります）

ボディにフロントガラス部分を貼り合わせます。
フロントガラス部分は右図のように本体側面に挟み込むような形になります。

フロントガラス部分が接着出来たら、ボンネットを貼り付けます。
フロントタイヤハウスは差し込んだままにして接着することで形状が決まります。
正面から見て、ボディとフロントグリルにねじれが無いように気を付けます。
また、上から見てボディとボンネットにゆがみが無いように気を付けます。

その後フロントグリルを貼り付けます。
形状が合わない場合は後で修正します。
隙間が出来た場合はパテで埋めます。

11

組立編

フロントガラス面側

ボディ側面側

上から見た図

修正要



（１０）ボディ組立続き
フロントガラス部分とボンネットを貼り付けたら、最後にフロントタイヤハウス部分を貼り付けます。
ボディ側のR部分に瞬間接着剤を塗り、タイヤハウスを下から一気に押し付けるように貼り付けます。
瞬間接着剤は一発勝負なので差し込みの練習を5回やってから慎重に。。
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組立編

瞬間接着剤を塗る部分

タイヤハウス部分とボディの間に隙間ができないようにします。
万一隙間が出来た場合は、後でパテで埋めます。

ボディ側の差し込みは下回り作成時に干渉するようであれば切
り取ります。

両側塗ってから差し込みます

はみ出た接着剤はカッターの刃先などでふき取ります
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組立編

（１１）屋根の加工
①の部分はボディより少し大きめになっています。現物合わせでカットします。
屋根の横側を、目安のマークを元に②、③を曲げます。
②を曲げてから③を曲げたほうが良いです。

屋根もRを付けてボディ本体と合わせを見ます。
ペーパーベンチレータを使う場合はこの時点で差し込んで、裏から接着しておきます。
屋根の前側のはみ出た部分は削って合わせます。

①③

②②

前側の④の部分を下げ気味にして
屋根のRも付けます

屋根と本体の合わせがど
うしても合わないときは
パテ埋めとヤスリ掛けで
がんばります (^^;

接着部分は
マスキングしたほうが
良いでしょう。

３Dプリントタイプ
差し込み穴

③

ファイバー紙の吸湿変形を
防ぐにはこの時点で、
天井の上側・屋根の裏側
・ボンネットの内側などに
サーフェイサーを吹いて
おくと安心？

目安のマーク

④

④

※ペーパールーフが難しい場合は板から削り出す方法もあります。（次ページ）
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組立編

（１１）屋根の加工（板を使う場合）
ペーパールーフがどうにもうまくいかない！という場合は板で屋根を作ることをお勧めします。
注意：この場合ベンチレーターのとりつけはできなくなりますので、3Dプリント品を使うか

事前にベンチレーターを作ったうえで貼り付けます。
厚さ3mmのヒノキ板を用意します。
ボディの上側の屋根との糊しろ部分を切り落としてヤスリを掛け、平らにしたうえで板を貼ります。
注意：事前に後面を組み立てておきます。（ドアの上側の処理）
板の貼り付けの際はボディ及び後ろ側のエッジ部分にゼリー状の瞬間接着剤を盛ったうえで
板を貼り付けます。
注意：後ろの形状はある程度決めておかないと後で修正できませんので注意してください。

また、幅が広がらないように横からも押さえます。

フロント内側は
窓セルの入る隙間用に
削っておきます。

接着剤は天井には付けず
に周囲に付けます。

ベンチレーターは、使わない
屋根板を目安＆保護に使い
1mmの穴を開けて差し込みます
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組立編

（１２）後部の加工
後部の非常ドアの上側は絞り込むために切れています。
この部分には「非常ドアの上の部品」を裏から当てて補強し、後部の形を整えます。

屋根の後端は角材などで作ります。
屋根をボディに貼り付け後、ボディ及び屋根側にゼリータイプの瞬間接着剤を付けて、
角材を貼り付けて固定して削り出します。

この工程で後ろ姿の形状が決まりますので、角材の削りは慎重かつ大胆に。。。

バルサは弱いのでヒノキのほうが良いです
プラ材でも良いですが、削るのが大変かも？

ここはごまかしポイント！
屋根側の角も削って形を整えます。

この隙間はパテで埋めます。
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下地処理編

（１）パテ埋め
R部分や不要な隙間にパテ埋めを行い、ヤスリで整えます。
フロントタイヤハウス、屋根とボディの隙間、リアのR部分、ボンネットとフロントグリルの隙間、
フロントガラス面と側面の隙間、ベンチレーター周りなどが対象となります。
ボンネットとボディの合わせは筋を残したほうが良いでしょう。

（２）部品の取り付け
以下の部品をクラフトボンドで貼り付けます。
・行先表示の縁：①
・雨どい：②
・サイドモール（ちょっと厚みが大きいので不自然かも）：③
・ボンネット上の縦ライン：④
・リアの下側のライト、非常ドア取手：⑤
・行先表示の左右の穴はランプが付く穴です。不要なら埋めてください。⑥
・ライトは⑦の位置に基準穴をあけてあります。
3Dプリント部品などを差し込みます。

（３）最終確認（仕上がりに影響あります）
窓枠など、クラフトボンドのはみだしがないかを最終確認し、
はみ出ていた場合はナイフやピンセットで取り除きます。
サーフェイサーを吹く前に、表面をヤスリ掛けしておきます。

（４）下地塗装
500番くらいのサーフェイサーを吹いて、修正し、
仕上げは1000番くらいのサーフェイサーを吹いて
1000番くらいのヤスリで仕上げます。
（つるつるにする人はここからが勝負？）
さぼると右の写真のように、
ザラザラ感が残ります。。

①

②③

④

⑤

⑥

⑦
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3Dプリント部品

（１）タイヤとホイール
タイヤとホイールは別パーツになっています。
それぞれ塗装後に組み合わせることをお勧めします。
タイヤにホイールが入らない場合は、余分な塗料を取ったり、
タイヤの内側を軽く削ります。緩い場合は裏側で接着します。
注：無理に入れるとホイールが割れたり変形します

ホイールは内側に2mm径の穴が開いていますので、プラ材などでシャフトを作ります。
シャフトの⾧さはボディとタイヤの奥まり具合を見ながらの現物合わせです。

タイヤの固定は、2.4mm径くらいのパイプを使い、
ボディと合わせながら位置を決めて、瞬間接着剤で
貼り付けます。
パイプの⾧さは⾧くとり、タイヤが左右に遊ばないように
したほうが良いです。
右の写真では前側のようにします。
後輪はパイプが短い失敗例です。

（２）ベンチレーターについて
ファイバー紙によるペーパータイプと、くるまや軽便鉄道さんの3Dプリントタイプがあります。
どちらもそれらしいサイズにしてありますが、好みで選んでください。

（３）ライトについて
この手のバスの場合ボンネット側面からステーが出ている場合が多いようです。
ボンネット側面に0.7mmのピンバイスで穴をあけて、内側から接着してください。
（ボンネット内へアクセスが狭いですが。。）

写真は下面から見たものです。
実際は塗装します。

前 後
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下回り

（１）下回りのタイヤの位置
おおよその位置は切欠いてありますが、現物に合わせてください。
車高が高いと感じた方は独自にシャーシを作ることをお勧めします。
バンパーは前後でわずかに異なります。
現物合わせでバンパー位置を決めます。2枚接着して前後から差し込み位置を決め、
はみ出した下回りをカットしてから穴の開いていないバンパーを貼り付けます。
バンパーの角は少し曲げたり、ヤスリなどで削ってR感を出したほうが良いでしょう。

下回りの紙は、強度を出すためには角材などを貼り付けて反りを防ぎます。
（ボディを作ってからが良いです）

（２）ボディと下回りの固定
各自お任せします (^^;
100円ショップなどにある、小型の磁石による脱着も
手軽かもしれません。

内装もお好みでどうぞ。

前側 後ろ側
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その他

（１）リアライト
リアライトは穴をあけてありますので、WAVEのプラ部品などを貼り付けます。
ライト形状は好みで選んでください。

（２）ワイパー
一応カット部品の中にもワイパーを用意していますが、好みで選んでください。
フロントガラス上に小さな基準穴①を用意してあります。
ワイパーを付ける際は窓ガラスの形状に注意してください。

（３）バックミラー（サイドミラー）
ディテールにこだわる場合は各自ご用意ください (^^;

（４）ウインカー
当時のバスは矢印の棒が横に出るタイプだったと思います。

（５）サイドモール
ファイバー紙だと厚みが大きいのでケント紙のほうが良いかもしれません。
幅は3種類あるのでお好みで。。

（６）修正部品
フロントガラス部分のワイパー穴が左右対称じゃなかったので修正し、
あわせて上側サイドの小窓も上下を若干小さく修正。
フロントタイヤハウスの別バージョンを追加
→前側を少し伸ばしてありますのでお好みでどうぞ。
四角いものは開閉式の外気入れのつもりです。
ベンチレーターが気に入らない場合などに屋根に貼る用です。

①

このライトはアルモデルA3001
Nゲージ用小型ヘッドライトです

好きな形に曲げます
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その他

（７）窓ガラス
窓ガラスはおまけです (^^;
窓ガラスって現物合わせになって結構面倒で嫌いな作業でもあります。。
実際模型を組んでから、あ！採寸忘れたとか。。。
それを少しでも楽にできないか？ということで作ったサンプル品です。

エンドウの鉄道模型用0.25mm厚シート（#2740）にマスキングテープを貼って
窓ガラス形状を描いたものです。
線に沿ってはさみで切りだすだけで大体OKのはずです。
とはいえ、形状は目安ですので、それぞれ実際のサイズに合わせて加工してください。
特にフロントガラスは、形状やワイパーの有無などで加工が必要になります。

（８）謎のマーク
フロントタイヤハウスに切り込みを入れれば
角材を内側に通しで入れられるかもしれません。

前側 後ろ側

2mm角くらいの角材

ここは
カットしない
（折れ目用）
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ノウハウ編

「ファイバー紙の曲げ加工の仕方」

ファイバー紙は、コシが強く形状が決まりやすいので徐々に曲げながら様子を見ます。
リアのコーナーのような大きなRの場合は指で曲げながら形を決めていきます。
（ピンセットで曲げると筋が出来てしまいますので）

一方で細かい曲げや、小さくRを付ける曲げについてはピンセットで少しづつ曲げていきます。

⾧い曲げはエッチングベンダーで曲げます。

曲げの際に出来た折れムラは最後にヤスリ掛けやパテ埋めで修正することもあります。
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ノウハウ編

「クラフトボンドの量」（あくまでも私の場合です）

細い部品にどのくらいのボンドを塗るか？

窓枠の貼り合わせや、雨どいなど細かい部品にボンドを塗る際ですが、ある程度ははみ出るのを覚悟で塗って
います。
ファイバー紙の場合、はみ出たボンドはふき取りというか剥がすことが可能です。
カッターナイフの先やピンセット、楊枝が便利です。
もちろんはみ出ないほうが手間がかからなくて良いのですが。。

雨どいにボンドを塗った例

速乾性なので量が少ないとすぐ乾いてしまいます。
もちろん多いとはみ出ます (^^;
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ノウハウ編

「パテ処理」（あくまでも私の場合です）

隙間を埋めたり、タイヤハウスを作る際にはパテが必要となります。
パテ盛りの前にタイヤハウスの形状などは決めておきます。（前・上から見てバランス取れているかを確認）
タイヤハウスはギザギザの上にパテを盛ります。
乾燥すると収縮くしてヒケが出ますので多めのほうが良いでしょう。

タイヤハウスの
内側もパテを
盛ったほうが
綺麗かもしれま
せん 磨き終わって雨どいなどを

付けたところ


