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・使用しているパーツ名などは、分かりやすく説明するため正式名称ではないものもあります。
・使用しているパーツは 2014 年時点で入手しやすいものを選んで掲載しています。
・この冊子の著作権は、Studio Waka / Tomoyuki Wakata にあります。

・この冊子の一部、または全部を許可なく複製、転載、販売することを禁じます。

この冊子は、これからブロック玩具遊びをはじめる初心者や、子供達に向けて製作しました。
ご家庭やブロック教室など、さまざまなところでご活用いただければ幸いです。
もちろんどっぷりとブロック玩具で遊ばれている方でも、もしかしたら新しい発見があるかも？

作品制作の中でよく使うパーツを中心に構成していますが、便利で新しいパーツが増えたり、
内容的に古くなったりした場合、加筆、訂正などを行うこともあります。

よろしくお願いいたします。

この冊子のご利用にあたって
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ブロックのきほん（せつぞく）
スタッド（ポッチ）
にほんではポッチと
よぶことがおおい。

チューブ

ポッチをつかってせつぞく ポッチのあいだにせつぞく

ポッチのあいだにプレートをせつぞくチューブにポッチをせつぞく
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ブロックのきほん（くみたてるむき）

たてぐみ よこぐみ

「たてぐみ」と「よこぐみ」
をうまくつかいわけよう！

ひこうきをよこぐみすると、
ポッチがみえないくみかたが
できる。どんどんうえにつんでいく

たてぐみ。
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ブロックのきほん（つよいくみかた）

こんなふうにくむと・・・

1 ポッチだけのせつぞくは、はずれやすい。 せつぞくするポッチのかずをふやす。 さらにうえからはさむと
もっとつよいせつぞくになる。

こうごにくみあわせると、
こわれにくくなる。

こわれやすくなる。
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ブロックのきほん（きほんのパーツ）

きほんブロック

きほんブロック
（プリント）

きほんブロック
（まる）

プレート
（まる）

プレート
（ウェッジ）

プレート
スロープ

このパーツだけでも
いろんなものがつくれるよ！
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ブロックのきほん（ブロックとプレートのかんけい）
ブロック 1 つのたかさ

と
プレート 3 まいのたかさ

※しまもようをつくるために
　プレート 5 まいをよこにして、
　2 ポッチのはばにあわせている。

ブロック 1 つ＋プレート 2 まいのたかさ
（プレート 5 まいのたかさ）

と
2 ポッチのはば

ちょっとさんすう（パーツのひりつ）

ブロックとプレートは、
こんなひりつになっている。

シマウマにみえるかな？
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パーツが はずれないとき

ブロックはずしをつかってパーツをはずす。
ひだりのオレンジいろのものがあたらしいタイプ。
2 ポッチはばなので、せまいばしょでもつかえる。

プレートをはずす、きほんのつかいかた。
はずしたいパーツにセットしてしたにさげる。

ちいさいプレートどうしをはずすばあいは、
ブロックはずしを 2 つつかう。

タイルパーツ（30 ページ）をはずすばあい、ふるいタイプ
はプレートをはずすときとおなじように、あたらしいタイプ
ははんたいがわをつかって、ひっかけるようにつかう。
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ポッチのむきをかえる（ブラケット パーツ①）
きほんてきなブラケット

ちょっとかわったブラケット

ポッチのむきをよこにできる。

ブラケットのはばは、ブロック 1 つの
たかさとおなじ。

2 つくみあわせると、
さゆうにポッチをむけることができる。
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ポッチのむきをかえる（ブラケット パーツ②）
いろいろなくみあわせ ふくざつなくみあわせ

ポッチのむきをかえられる。 ポッチを 2 ほうこうに。

ポッチを 4 ほうこうに。

ポッチを 6 ほうこうに。くみあわせることで、
こわれにくいくみかたになる。

ブラケットとプレートだけでも
いろいろなくみあわせができる。



11

ポッチのむきをかえる（ヘッドライト パーツ①）

1x1 ブロックとおなじおおきさだけど、
よこにポッチとあながある。

かけたぶぶんはプレート 2 まいぶんのあつさ。

ブロックとプレートのサイズ

（プレート 2 まいぶん）
（プレート
はんぶん）

（プレートはんぶん）

（プレートはんぶん）

ちょっとさんすう（パーツのサイズ）

9.6mm
3.2mm

6.4mm
1.6mm

1.6mm

1.6mm

8mm

こんなくみあわせができる。
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ポッチのむきをかえる（ヘッドライト パーツ②）

くみあわせると、
ポッチをいろんなむきにできる。

いろをくみあわせれば
もようもつくれる。

6 ほうこうぜんぶに
ポッチがでるくみあわせかた。

くふうすれば、こんなつかいかた
もできる。

ブラケットとくみあわせるつかい
かた。

いろいろなくみあわせ
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ポッチのむきをかえる（よこポッチ パーツ）

ヘッドライトパーツやブラケットとはちがって、
スキマができないのでかつかいやすい。

プレート 2 まいをはさむと、
ちょうど 3 ポッチぶんのながさになる。
よくつかうテクニック。

テクニックパーツ（25 ページ）をつかっても
おなじようにできるけど、ポッチがまわってしまう。

いろいろなくみあわせ

ヘッドライトパーツとくみあわせ
るのも、よくつかうやりかた。

ブラケットとくみあわせて
ポッチのむきをはんたいに。

あまりつかうことはないけれど、
こんなつかいかたもできる。
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ポッチをずらす（ジャンパープレート）

ポッチのかずがすくなくて
まんなかに 1 つだけあるプレート。

ふつうのプレートとちがって、1 ポッチの
はんぶんだけポッチをずらすことができる。

はんポッチずらし

ポッチのはばをへんこうするときにつかう。

プレートでつくるよりこまかい
かいだんのひょうげんができる。

パーツのうらがわがちがうタイプのプレートがある。
このタイプだとポッチのちゅうおうにもせつぞくできる。

だんさをひょうげんするのにも
よくつかわれている。

うらがわにちゅうもく！
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あなあきポッチをつかう
ふつうのプレートやブロックは
ポッチにはあながあいていない。

こんなくみあわせでもつくれる。

あなあきプレートは
とてもべんりなパーツ。

はばのへんこうも
かんたんにできる。

バー（ぼう）のついた
パーツをせつぞくすることも
できる。（19 ページ）

プレートやブロックのうらには、
ポッチがはいるぶぶんのあいだに
バーがついている。

ポッチのあなをバーにせつぞく
することで、はんポッチずらし
ができる。

ポッチにあながあいたパーツ。
（ほかにもたくさんある）
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うごくパーツをつかう（クリップとハンドル パーツ①）
クリップパーツのなかま

ハンドルパーツのなかま

クリップとくみあわせられるパーツは、
ほかにもたくさんある。

クリップとハンドルパーツをくみあ
わせて、うごくぶぶんにつかう。

かいへいするぶぶんなどで、
とりつけ・とりはずしがかんたんに
できる。

ポッチのはばをへんこう。

ポッチのむきをはんてん。

ヒンジパーツ（22 ページ）
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うごくパーツをつかう（クリップとハンドル パーツ②）

クリップにプレートなどをはさんだり、
クリップどうしをくみあわせられる。

クリップをさかさまにとりつ
けたばあい、プレートはんぶ
んのあつさだけずれる。

なにかにつかえるかも？

※パーツがこわれるばあいもあるのでちゅうい！

クリップのぶぶんがあなになって、
りょうがわがポッチになっているパーツ。

まるクリップ（ランプホルダー）パーツ

くみあわせかたで、いろいろなつかいかたができる。
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バー（ぼう） パーツをつかう①

バーパーツは、ながさやかたちがいろいろ。

バーのふとさは、
プレートのたかさとおなじ。

ポッチやポッチのあなにさす、つかいかた。

クリップとくみあわせてつかう。

テクニックシャフト（25 ページ）ようの
あな（＋あな）にさしてつかうこともできる。
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バー（ぼう） パーツをつかう②

ポッチでせつぞくしただけだ
と、ポロッとはずれやすい。

バーをまんなかにとおすと、
はずれにくくなる。 クリップなどとあわせて、ポッチだけではせつぞく

できないばしょにも、とりつけできる。

バーでせつぞくすることで、ポッチのむきをじゆうに。

こんなふうにさすと、
かたくてはずれなくなることが
あるのでちゅうい！



20

クリップ・ハンドル・バーのなかま

クリップがついたパーツ、ハンドル・バーがついたパーツいろいろ。

クリップやバーをつかえば、じゆうにくみあ
わせることができる。

よくつかう T（ティー）バー

アルファベットの T のかたち
をしているので、T バーとよ
ばれている。

くうきあつをりようするテク
ニックシリーズ（27 ページ）
でつかうパーツですが・・・

ロボットのかんせつなどに、よく
つかわれるべんりなパーツ。
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うごくパーツをつかう（ヒンジ パーツ①）
ロックヒンジ（プレート）のなかま

ロックヒンジ（ブロック）のなかま

ロックヒンジ（そのた）のなかま

クリップ（16 ページ）のように、く
みあわせてつかう。

たてるとこんなかんけい。
むきかえパーツとしてつかえる？

うごくかくどがきまっているので、
かくどをこていしたいばあいにも
つかうことができる。

さかさまにとりつけたばあい、
クリップのときとおなじよう
にずれる。

（17 ページ）
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うごくパーツをつかう（ヒンジ パーツ②）
いろいろなヒンジ

ひらいたり、とじたりするぶぶんにつかえる。

うごくぶぶんにつかったり
むきをかえたり。

よこのでっぱりには、
ポッチのあながはまる。

くみあわせてかたちをつくったり。

トラックのにだいなどで、よくつかわれるヒンジ。



23

うごくパーツをつかう（ジョイント パーツ）

まげるうごき。

まわるうごき。

3 つのパーツをくみあわせてつかう。

テクニックパーツのジョイント。
2 つのパーツをくみあわせる。

ほかにもしゅるいがあって、いきものやロボットなど
のかんせつによくつかわれる。

ほじりょくがつよいので、
おおきなさくひんでもつかえる。
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うごくパーツをつかう（ボールジョイント パーツ）

ジョイントぶぶんがボールになっているパーツ。
はめこんでつかう。（こわれやすいのでちゅうい！）

ちいさいボールジョイント。

ボールジョイントパーツは
たくさんしゅるいがある。

どこでもボール

ボールだけのパーツがあって
テクニックシャフト（25 ページ）
と、くみあわせてつかえる。
あながつきぬけたほうは、すきなばしょに
ジョイントをつくることができる。
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テクニック パーツをつかう①
テクニックブロック コネクタ、シャフト

リフトアーム

リフトアーム（ハーフ）

ブロックのよこにあなが
あいたパーツ。

テクニックパーツをせつぞ
くするのにつかう。
プラス（＋）のかたちをし
ているのが、テクニック
シャフト。

ブッシュパーツ。シャフトに
とおしてつかう。
あつさがはんぶんのものは
ハーフブッシュ。

コネクタパーツはいろいろな
しゅるいがある。

ブロックのようなポッチ
がなく、よこにあながあ
いたパーツ。

あつさがはんぶんのリフト
アーム。
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テクニック パーツをつかう②
コネクタやシャフトをつかってせつぞく。

よくつかわれるくみかた。
リフトアームをたてにとりつけるこ
とで、はずれにくくなる。

あなにはポッチがはまるので、
ポッチのむきかえや、はんポッチず
らしもできる。

さかさまにせつぞくしたばあいは、
クリップ（17 ページ）などのときとおなじように、
プレートはんぶんだけずれる。

テクニックパーツをつかったせつぞくは、
ポッチだけのせつぞくよりつよい。
うまくつかいこなそう。

あなにシャフトをとおせば
くるくるとまわすことができる。
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テクニック パーツをつかう③
ギア（はぐるま）

でんどうパーツ（モーター）

うごきをつたえるパーツ。
たくさんしゅるいがあって
くみあわせてつかう。

でんきのちからでうごかすパーツ。
モーターやリモコンのパーツなどがある。

くうきあつパーツ

いろいろなユニット

くうきのちから（くうきあ
つ）をつかってうごかすパー
ツ。
チューブをつないで、くう
きをつたえる。

ほかにもいろいろなうご
きをするテクニックパー
ツがたくさんある。

29 ページにもテクニックパーツのつかいかたがあります。
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タイヤとホイールをつかう①
タイヤもホイールもたくさんのしゅるいがあるので、
よくつかうものでかいせつします。
※ 25 ページのテクニックパーツもさんこうに。

ホイールホルダというプレートにタイヤをとりつける、
バーがついたパーツをつかうちいさめのタイヤ。

はぐるまをとりつけたり、モーターでうごかすタイヤ
でつかう。

つくるくるまのはばに
よって、つかうホイール
ホルダがきまる。

ホイールホルダでとりつけるタイヤ

テクニックコネクタでとりつけるタイヤ

テクニックシャフトでとりつけるタイヤ
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タイヤとホイールをつかう②

テクニックパーツでタイヤをとりつけるばあい、
コネクタパーツはいくつかしゅるいがある。

テクニックシャフトでタイヤをとりつけるとき
に、タイヤがすれてまわりにくいばあいなどは、
ブッシュパーツをつかう。

おなじように、かたほうがシャフトになったコ
ネクタパーツをつかうときも、あおのコネクタ
はかたくてまわりにくいのでつかいわける。

くろのコネクタはかたくせつぞくす
るためにつかうものなので、タイヤ
はくるくるまわらない。

はいいろのコネクタはうごきをつた
えるぶぶんにつかえるので、タイヤ
がくるくるまわる。
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タイル パーツをつかう

ポッチのないプレート。もようやイラストが
プリントされたものもたくさんある。

ポッチをかくしてつるつるしたみために
したり、そうしょくにりようしたり。

よこぐみをするときに、ポッチがじゃまになるので、
タイルパーツをつかったり。

スライドさせるばあいなどでも、りようできる。
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パーツをくみあわせる
たくさんのしゅるいのパーツをうまくくみあわせて、
いろいろなかたちをつくろう。

スロープパーツをくみあわせてもようをつくる。

タイヤのまわりにつかうマッドガード
（フェンダー）パーツ。 はんたいむけにくみあわせてみる。

たてものなどにつかうアーチパーツを、はんたいむけにく
みあわせると、ちょうどまるブロックがはいる。
うまくパーツをつかえばまるブロックをとりつけできる。

いろいろなパーツを
くみあわせてみよう！
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さいごに・・・
私がブロック玩具遊びを本格的にスタートしたのは、大人になってからです。
自分で考えたロボット作品を作りたくてはじめましたが、そのうちいろんな作品を作れるようになりました。
でも、まだまだ作りたいものはたくさんあります。

ブロック玩具を通じて、日本だけではなく海外の方とも交流し、たくさんのお友達ができました。
自分の作った作品をほめてもらえると、とても嬉しいし、もっとすごい作品を作ってやろう！と思えます。
ぜひ、みなさんにもそんな喜びを感じてもらいたいと思います。

たくさんパーツを持っていれば、いろんな作品を作れます。
自分の背の高さより大きなものも作れるでしょう。

でも、少ししかパーツを持っていなくても、たとえ上手に作れなくても、
自分が作りたいものを作り続けることが大事です。
なにより一番大事なのは、楽しむことです。

この本でブロック遊びがより楽しいものになることを願っています。


