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STEP1	事前準備	

道具を準備しよう 

・アクリルセメント 
・アクリルセメント用アプリケーター 
・カッター 
・サンドペーパー 
・アロンアルファ 
・エポキシ樹脂 
・ビニールテープ 
・はさみ 
・ニッパー 
・はんだごて 
・ラジオペンチ 
・小型ドライバーセット 

・ペンチ 
・ヒートガン 
・ワイヤーストリッパー 
・クランプ 
・シリコンオイル 
・テフロンオイル 
・メジャー 
・使い捨てゴム手袋 
・保護めがね 
・ペーパータオル 
・USBを搭載し、LANを搭載したパソコン 
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※別売りの製品にも注意 

・LiFe PO4 バッテリー×6個 
・専用チャージャー 
 

※3.0Vで使用してください。 
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STEP2	基本項目	

細かいパーツはまとまっては入っていない 
一気に出さずに、使う分だけを使用だけを袋から出そう 

アクリルパーツは表面保護の為、茶色いシールがあるので 
爪やカッターの刃先で剥がしていこう 
 
※表面の傷には注意 

アクリルセメントは、速乾性があり粘性があるものではなく 
材料同士を結合し、硬化させる性質があります 
 
※利用の際、換気を十分に行ってください 
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メイン構造	
※左右対称です 

必ず全てのパーツを確認してから作業する 
 
 
モーターを取り付けたり 
配線をまとめる為に固定したり 
 
骨格となるところです 
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仮組みをして全体のイメージを先に作ってから、接着しましょう 
 
※くっつけたら、剥がせません 
※安全の為、使用の際には換気とゴム手袋を着用しましょう 

角に添わすように垂らせば、勝手に隙間に流れ込みます 

添わして撫でる様に動かすと自然と流れ出すので	
無理にアクリルセメントを出そうとする必要はない	
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パーツに左右は無いです 
 
※仮組みをしてから接着 
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しっかり固定できていることを確認してください 
 
※本体の表面に付着したら直ぐに、ふき取ってください 
　白く汚くなります 
 

先に仮で組みます 
 
※仮組みをしてから接着 
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カメラプラットフォーム	
※左右対称です 

必ず全てのパーツを確認してから作業する 
 
 
カメラ、レーザーなどを取り付けるマウント
になります 
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しっかりと、奥までいれてください 
 
※仮組みをしてから接着 

蓋する感じで取り付け 
 
※仮組みをしてから接着 
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パーツに左右は無いです 
 
※仮組みをしてから接着 
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メイン基盤シャーシ	
※左右非対称です、組立要注意 

必ず全てのパーツを確認してから作業する 
 
 
メイン基盤を搭載するシャーシ 
向きがあるので、注意が必要 
 
向きを間違えると、完成しません 
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上向きに組んでください 
 
左側に来るように 
 
※仮組みをしてから接着 

赤い部分の向きに注意 
 
※仮組みをしてから接着 

※向きに注意 

※向きに注意 
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上向きに組んでください 
 
あることを確認してください 
 
向きに注意 
 
※仮組みをしてから接着 

取り付け向きに注意 
半円形の開口部と同じ側に、取り付けてください 
 
※仮組みをしてから接着 

※向きに注意 

※向きに注意 
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フロントバッテリーキャップ	
※左右対象です 

必ず全てのパーツを確認してから作業する 
 
1セットは予備です 
 
残しておいても再度、作るのが手間なので 
一気に作っちゃいましょう。 
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順番に注意 
 
※仮組みをしてから接着 

後で絶対使うので、紛失注意 
 
※仮組みをしてから接着 

モーターの軸を使って組み上げますので 
1つだけ開封して、使用します 
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1つづつ接着してください	
先に全部組んでみてイメージしてみてから進めると良い	
	
※仮組みをしてから接着 

20	



順番に注意 
 
※仮組みをしてから接着 
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最終的には、穴の中にエポキシ樹脂を入れます 
 
また周囲の溝には、オーリングを取り付けます 
 
※仮組みをしてから接着 
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トップサイドコミュニケーションBOX	
※左右非対象です、取り付け向きに注意 

必ず全てのパーツを確認してから作業する 
 
 
地上側でパソコンと接続する為の、接続装置
の外箱です 
 
コネクターの差込口の関係上向きには、十分
注意してください。 
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コミュニケーションBOXは2つのパーツを作ります	
コネクタの配置がありますので、組立は注意	
	
※仮組みをしてから接着 
※間違うと完成しません 
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2つのパーツは、2つのままにしてください	
中に基盤を入れますので、この時点で箱にしないでください	
	
※仮組みをしてから接着 
※間違うと完成しません 
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シリンジの準備	
※カット位置に注意してください 
※現時点（2015/10/15）ではカット済みになっています 

パイプソーが必要です 
カットの時には万力のような物で固定しつつ 
カットしないと、切る事が非常に困難です 
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0.2ｍｍのところでカットしてください	
	
先端部分が残るようにカットしてください	
	
※カット時ココ注意！このように残す 

このプランジャーは保管しておいてください、後で使用します	
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万力等で固定して、カットしましょう	
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両側をサンドペーパーで、表面のバリをとってください	

内側の角をカッターで滑らかにしておいてください	
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内部にゴミが残らないように、綺麗にしてください	
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エンドキャップ　～ケーブル取り付け側～	
※向きに注意 
※逆側のエンドキャップも同時に組んで、仮置きしてから本接着してください 

向きに注意、間違うと戻せず失敗となる 
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エンドキャップを接着する際には、左記の様に行ってください	
1、位置を決め	
2、アプリケーターの針を間に差し込み	
3、全ての面にセメントが行き渡るのを確認	

白いパーツ、見落とし注意	
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順番に注意	
※白い奴は1番外側、大きい6ｍｍの更に外です	

向きに注意	
※仮組みしてから組立てた方が良い	
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モーターに差した時の位置関係を確認	
※白い奴は1番外側、大きい6ｍｍの更に外です	

開口部が並んでいることを確認してください。	
※仮組みしてから組立てた方が良い	

開口部は手前	
	
穴は左	
	
モーターの軸が1番奥	
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開口部のズレに注意	

順番に注意	
※アクリルの厚さに注意、形状は同じでも厚さが異なる	
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開口部が右側にあることを確認してください	

開口部にズレがない事を確認してください	

最後の白いアクリルは、接着しないでください	
	
※ケーブルを取り付けます、白いパーツはケーブルを取り付け後となります	
※この時点では白は接着しません。	
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エンドキャップ　～シリンジ取り付け側～	
※向きに注意 
※逆側のエンドキャップも同時に組んで、仮置きしてから本接着してください 

向きに注意、間違うと戻せず失敗となる 
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シリンジが左図の様に出ないようにあわせてください	
	
※シリンジの向きに注意してください	

向きに注意、この時シリンジの向きも注意してください	
※二重構造の方をぎりぎりにする	
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シリンジが左図の様に出ていることを確認してください	
	
※シリンジの向きに注意してください	

まんべんなくセメントがいきわたるように、接着してください。	
	
※後戻りはできないので、確認してください	
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シリンジの周囲にもセメントを流し込んでください	

まんべんなくセメントがいきわたるように、接着してください。	
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ほぼセンターに来るようにしてください	
	
斜めの部分が右側に来るようにしてください	
	
	
	

まんべんなくセメントがいきわたるように、接着してください。	
	

約5ｍｍ	約5ｍｍ	
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白いパーツまで接着してください	
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パススルーエンドキャップエポキシ　　	

※配線をエンドキャップにセットし、エポキシ樹脂で固めます 
※耐水に関わる重要な部分ですので、失敗は許されない箇所となります 
※有機溶剤を使用する為必ず、換気をしながら実施してください 

断線に注意 
 
予め、ケーブルの種類を把握し、簡単に関係
する物事にまとめておくと後で便利 
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配線は左図の様に通してください	

コネクタ部分が水平に取り付くことを、確認してください	
※接着する前に確認すること	
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ケーブルがねじれていないことを確認してください	
	

アロンアルファを1周塗り、しっかりとコネクターを接着してください	
	
※後戻りはできないので、確認してください	
※接着する際には、換気を十分に行ってから実施してください	

※穴ふさがないでください	
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水平になるように接着してください	

接着剤が完全に固まったら	
ケーブルを左図の様に穴にとおしてください	
	
※この際にケーブルがねじれないように注意	
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ケーブルが左図の様に、アクリルの表面から出ないよう平にする	
	
※ココをきれいに仕上げておくと、後の作業が大分楽になります	

白いパーツで蓋をします	
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セメントがまんべんなく行き渡るように、接着してください	
	
※ちゃんと接着しないと浸水しますので、接着の際には注意	
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エポキシ樹脂の使用上の注意点	
	
1、確実な効果を発揮する為、混合比が1：1になるように	
2、開封する前に、気泡を口のところまであげておきます	
3、混合ノズルを取り付ける前に、空気を抜いてください	
4、混合ノズルを取り付けたら、1回でるまで押してください	
5、乾燥時間は1～2分で固まり始めます、完全乾燥には	
　　24時間ほどかかります	
	
均一にエポキシが出ることが硬化には重要です	
また、内部に気泡を作らないように作成することが重要です	
	
※ちゃんと施工しないと浸水しますので、注入の際には注意	
※エポキシ樹脂を取り扱う際には、使い捨てゴム手袋を使用してください	
※ふき取りには紙タオルを使用してください。（ティッシュではくっついて汚くなります）	

まずは、小さいところから注入してみましょう	
	
※ちゃんと接着しないと浸水しますので、接着の際には注意	
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反対側からエポキシ樹脂が出てくるまで、入れます	
	
※出てきた分はふき取ってください	

紙やマスキングテープを貼り、こぼれ出てくるのを防ぎます	
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コネクタの片方の穴から、エポキシ樹脂を注入できるように	
設計されています	
	
※エポキシ樹脂を結構な量を使用します、使いかけなど残り少ない物を使用すると	
途中でエポキシが固まり、完全に防水することができなくなりますので	
量には十分注意をしてください	

エポキシがすべてのケーブルの隙間を埋めていきます	
	
※この時にケーブルを若干動かすことで、エポキシを全ての隙間に送ることができます	
	

※もしコネクターの隙間からエポキシが出てきた場合には	
　 ただちに、ふき取ってください。	
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他のエポキシ樹脂作業	
　　	
	
※耐水に関わる重要な部分ですので、失敗は許されない箇所となります 
※有機溶剤を使用する為必ず、換気をしながら実施してください 

エポキシは一度開封すると、保存が難しいので 
まとめて一気に作業しましょう 
 
タイミングは電池管も完成させた後がベストでしょう 
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シリンジの周りをシリンジと同じ高さまで埋めていきます	
	
※シリンジの口をふさがない用に注意が必要です	

完全に硬化すれば水は通しません	
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左図の所よりエポキシを注入してください	
	
	
※溢れた分はすぐにふき取ってきださい	

ココを目安にしてください	
	
※溢れた分はふき取ってください	
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溢れている分をふき取ってください	

完全硬化まで、紙もしくはマスキングテープを張って置きましょう	
	

※残りの2つも、仕上げてください	
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Tendaを分解します　　	
	
※基盤を破壊しないように気をつけて分解してください 
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必要な物はこれだけです、まずは箱の中よりこれらを取り出しましょう	
	

マイナスドライバー等を使用し、こじ開けます	
	
※外装は壊します、元には戻せません	
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中の基盤を壊さないように注意しましょう	

基盤を取り出します	
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必要な基盤はこれだけですので、他は廃棄となります	

2つとも必要です	

64	



トップサイドコミュニケーションボックスを	
完成させる　　	
	
※通信機器の要となる部分です。 
※色は異なります 
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取り付ける方向は1つしかないので、そのまま差し込みます。	
	
	

Tendaを分解したパーツ	
	
OpenROVにセット品として同梱されているパーツ	
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この状態になったら、アクリルのケースに収めます	

アクリルの形状に合わせて配置します	
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コネクタ部分にズレが無いかなどを確認してください	
	
※この時点でアクリルセメントで接着しないでください	

メンテナンスを考え、ビニールテープなどで固定してください	
	
※この際に3つのLEDインジケータが、見えるようにテープを貼ってください	
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メインコントロールボードを組み立てる　　	
	

※メインタンクの中に入るメインの制御基盤です 
※メイン基盤は2つあります。 
 

BeagleBoneブラック（BBB）はROVのメインプロセッサです	
これはROVの多くの機能を制御するために、コントローラボード上のArdunioと連携して動作します	
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USBケーブルは運用時に必要になりますので、保管してください	
	
	

Tendaを分解したパーツにROVに同梱してある	
通信ケーブルを接続します	
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ESCの裏面にあるワイヤーが、長すぎる場合には	
カットしてトリミングする	
	
※通常カット済みですが、長すぎる時にはカットしてください	

基盤を組み合わせていきます	
	
使用するネジは、黒のマイナスネジ（樹脂製）×2、脚になる白い樹脂パーツ×1	
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ネジは裏側から差します	

白いパーツは左図の位置にネジで固定します	
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ケーブルがついている、Tendaの分解したパーツを取り付けます	
	
※ピンとコネクタを合わせて接続してください	
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通信ケーブルをBBBに接続してください	
	
	

BBBを取り付ける際には、向きに注意してください	
どっち向きでも取り付けることは可能です	
	
通信ケーブルがESCとは逆にくるように設置してください	
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BBBはネジで固定してください	
	
※ネジは黒のマイナスネジ（樹脂製）です	
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サーボを準備します　　	
	

※カメラ角度を変更する要になります 
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切り整えたホーンをサーボに取り付けます	

細長いホーンがありますので、それの片側を切ってください	
	
※予備は無いので注意してください	
※中心部分の円形に沿うように、綺麗にカットしてください	
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サーボに予めついている円形のサーボホーンを取り外します	
	

ほんが中央に取り付け、左右に動作する幅が同じになるように	
取り付けてください	
	
※大体で問題ありません	
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カメラの分解　　	
	

※市販のWEBカムをROVに搭載しやすいように 
　分解して、再構築します 
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カメラ部分を取り出します	

台座は、引っ張る形で取り外すことが可能です	
	

80	



カメラのピント調節ようのカバーを外します	
	
※マイナスドライバーなどで外してください	

外したパーツは必要ありません	
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背面のネジを外してください	
	
※プラスネジで止まってます	

力で外してください	
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カメラ前面のカバーを外します	
	

背面を外す際には、基盤にコネクターがついてます	
必ず外してください	
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3つのパーツになりますが、必要なのは青のパーツのみです	
	
※赤の部分は必要ないので、廃棄可能です	
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LEDライト基盤とレーザー	

※専用設計となりますので、説明書を確認してください 
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レーザー×2、配線用ケーブル赤、黒×各2、LED基盤	

基盤に英語で何をどこにつけるのかを書いてある。	
英語表記のある方が、裏側になります。	
	
※赤は＋、で黒はー、に接続してください	
※表面にはLEDが埋め込まれているので、分かりやすい	
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反対側から、ハンダで取り付けてください	
	
※長すぎる部分は、カットしてください	

反対側も同様の手順で進めてください	
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この状態で完成です	
	
※LEDやOPENROVのロゴが見えていることを確認してください	
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カメラマウントに組み込み	

※専用設計となりますので、説明書を確認してください 
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1、レーザー取付け用の穴が上向きに来るようにマウントをおく	
	
2、LED基盤はOPENROVのロゴが正面にきて読めるようにおく	
	
3、カメラ基盤のロゴをOPENROVのロゴと向きを合わせる	

細長い六角ネジで止める	
	
※基盤を破損するので締めすぎ注意	
※六角工具はセットに同梱している	
※正面からネジを入れ、裏側でワッシャー、ナットで固定する	

90	



ROVに同梱されている、専用のUSBケーブルを取り付ける	
	
※長さがこの為に調整されたオリジナルです	

コネクタの穴向きなどに注意して差し込んでください	
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内部メイン電子部分最終組み込み	

組立の向きに注意 
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1、半円の穴がある方に設置します	
	
2、レーザー以外のワイヤー、ケーブルは中央の穴を通します	
	
※取り付けの向きに注意、逆にもつくので注意	

軽くナットで固定してください	
反対側も止めてから最終的に固定します。	
使用するネジは白のマイナスネジ（樹脂製）と黒のナット	
	
※稼動する部分となりますので締めすぎず、固定します	
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黒のネジで長さが足りない可能性があります	
白のネジに黒のナットで固定して、最終的にネジの先を	
カットしてください	
	
※ネジには予備が数本あります	
	

カメラマウント自体が、稼動で切ることを確認しながら	
ナットを締めてください	

白ネジが良いかも	
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カメラマウントが、スムーズに上下するかを確認してください	
	
※締めすぎでも、緩すぎでも、サーボに負担がかかり破損に繋がります	
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サーボを形に合わせて、はめます	
	
※カメラのマウントにも、サーボホーンをはめる部分があります	

ちゃんと、はまると左図の様にプレートに対しほぼ水平になります	
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メイン基盤を取り付けます	
	
※この時、ケーブルやワイヤー類はアクリルプレートが立ち上がっている方から出します	

97	



メイン基盤をアクリルのプレートに固定します	
	
※使用するネジは白ネジ（樹脂製）×4と黒いナット×4です	

固定場所は左図の4箇所となります	
	
※ネジの締め過ぎに注意、締め過ぎると基盤が曲がります	
	

98	



サーボケーブルをメイン基盤に取り付けます	
	
※ピンの1番端に接続してください	

※黒が外側、赤が真ん中、黄色が内側です	
	

99	



カメラのUSBをBBBに接続してください	

・P1-は、ライト（光板の背面のラベルを参照）に接続されている	
　黒のワイヤです	
・P1	+はライトに接続されている赤い線です	
・P2-は、レーザに接続された黒い線です	
・P2	+は、レーザに接続されている赤い線です	
	
※抜けるのを防止する際には、ホットグルー等を上から塗ってください	

	

100	



モーターマウント	

ケーブルの取り回しに関わりますので、注意が必要です 

101	



モーターの軸に固定している六角のネジを外し 
台座を外します 
 
※ネジの紛失に注意 
※現在外れた状態で、発送されてます 

金属製の細長い六角ネジとナットにて、アクリルのマウントに 
モーターの台座を固定します 
 
※台座側から、ネジを差し、反対側でワッシャーとナットで固定します 

102	



台座を固定する際には、アクリル側と形状を合わせてください	
	

※ワッシャーを忘れずに取り付けること	
※ネジは3箇所で固定します	
※ぴったり来る穴がアクリル側にありますので、合わせてください	

103	



浮上/潜行のモーターの台座は進行方向の左側に	
台座のくぼみが来るように固定する	
	

進行方向	

104	



モーターの準備	

絶縁処理されているところ等もあるので、要確認 

105	



ワイヤーカバーを除去していきます	

セットには2種類のモーターが混在してます	
	
準備済みですので、モーター取り付けにいけます	
	
未準備ですので、モーターの処理作業をする必要があります	
	
※準備が必要な青側はワイヤーカバーが非常に緩いです。	

106	



爪で簡単に切り分けることができます	

少しづつ、カバーを剥がしていきます	
	

107	



赤：ハンダ	
濡れたらNG	
	
オレンジ：鈍い銅	
濡れたらNG	
	
黄色：エナメルコーティングされたワイヤー（光沢がある）	
濡れてもOK	
	

ワイヤーカバーを剥がしていくと、	
3種類のワイヤーの状態がでてきます	
	
	

108	



ハンダの部分を短くする	
	
※後で本体の配線と、ハンダでつけるときに長すぎるとやりにくい	

剥くカバーの長さは一定ではありません	
	

109	



他のモーターも全て同じ処理をしてください	
	

110	



プロペラ取り付け	

※ペンチが必要になります 

111	



ロックナットを逆につけます	
	
※この時、取付けにくいのでペンチを使用し取り付けます	

ロックナットを外します	

112	



ロックナットをプロペラに対して締めてください	
	
※ココで緩むと、潜行時にプロペラの脱落に繋がります	

プロペラは、動かなくなるまでしっかりと回してください	

113	



プロペラを3つのモーター全てに取り付けをしてください	
	
※プロペラには種類がありますので注意	
	

右舷側	左舷側	 潜行/浮上	

114	



ワイヤーの配線レイアウト（前半）	

※ペンチが必要になります 

115	



ケーブルをメッシュカバーに通す際には、	
ビニールテープやマスキングテープで束ねてください	
	
※作業効率が上がります	

メッシュカバーの長さの測定する為に、フレームを使用してください	
	
※後で必要な分もありますので全部、使用しないでください	

116	



ケーブルのアクリルの付け根まで移動してください	
	
	

メッシュカバーに通してください	

117	



メッシュカバーの作業が終了したら、ビニールテープを	
剥がしてください	
	

根元をビニールテープで固めてください	
	
※メッシュカバーが、ほつれてくるので注意	

118	



メインプレートに角を当ててみて、角にはまることを確認する	

ケーブルが中でネジれないように伸ばして端をビニールテープ	
	
※メッシュカバーが、ほつれてくるので注意	

※内側からも確認	
119	



左図の様に配線する	

グレーの4種類とグリーンの2種類を分けてください	
	
※配線の取り回しをし始めます	

120	



結束バンドを締めてください	

グレーの取り回し方法に注意、すぐ折り返して結束バンドに通します	
	
※緑は通しません	
	
グレーはIMUセンサーのワイヤーとなります	
	
グリーンは電池管のワイヤーとなります	

※こんな感じです	

グリーン	

グレー	

結束バンド	

アクリル	

121	



グレーはアクリルの長さに合わせてカットしてください	
	
※IMUセンサーは最後に取り付けします	

122	



IMUセンサーを取り付けない場合には	
付属の2層熱伸縮チューブを使用して、ワイヤーの先端を	
保護してくださいグレーはアクリルの長さに合わせてカットしてください	
	
※収縮にはヒートガンが必要です	

123	



IMUセンサーを取り付けない場合には	
付属の2層熱伸縮チューブを使用して、ワイヤーの先端を	
保護してくださいグレーはアクリルの長さに合わせてカットしてください	
	
※収縮にはヒートガンが必要です	

ワイヤーの下側も結束バンドで、固定してください	
IMUセンサー用のグレーのワイヤーもまとめて固定してください	
	
※ワイヤーを固定する時には締め過ぎないようにお願いします	

124	



全体の仕上がりが左図の様になる事を確認してください	
	
※グリーンのワイヤーは他のワイヤーとは別に、真っ直ぐにしておいてください	

125	



右舷側モーター取り付け	

※ハンダ作業が必要となります 

126	



ケーブルのグリーンは2種類あるので注意が必要 
 
モーター線×3 
 
バッテリーワイヤー×2 
 
※本数も違うから分かりやすいはず、注意してください 

プロペラの向きに注意してください 
 
 

127	



ワイヤの長さはモーターワイヤーの長さにあわせるように 
カットしてください 
 

右舷モーターから出たワイヤーとグリーンのワイヤーを 
ハンダで接続します 
 
※この時点でモーターをネジで固定しないでください 

※ここでカットしてください 

128	



二層熱収縮チューブを先にワイヤーにさしてください 
 
 
※長さはハンダ付けする部分＋αくらいの長さで十分です 

ワイヤーの皮膜を取ってください 
 

129	



モーター側の配線ではエナメル部分が露出していることを 
確認してください 
 
※銅線部分を全て熱収縮チューブで覆ってください 

色は気にせず赤、黒、黄をグリーンのワイヤーと 
ハンダ付けしてください 
 
※ハンダ付けする際には、ワイヤーが高温になりますので 
やけどに注意してください 
 
また、ワイヤーが高温になりすぎると熱収縮チューブが 
意図していないところで収縮しますので 
 
迅速にはんだ付けを完了してください 
 

130	



熱収縮チューブの両端がしっかりと、塞がっていることを 
確認してください 
 
※隙間が空いていると、浸水、故障の原因となります 

収縮チューブをヒートガンで熱して収縮させてください 
 
※３本とも準備ができてから、同時に熱してください 

131	



ワイヤーの接続が完了したら、モーターを付属のネジにて 
固定していきましょう 
 
※工具は同梱されている六角を使用してください 

132	



垂直側モーター取り付け	

※ハンダ作業が必要となります 

133	



プロペラ羽の数は２枚のモーターを使用してください 
 

ワイヤの長さはモーターワイヤーの長さにあわせるように 
カットしてください 
 ※このあたりで、カットしてください 

134	



二層熱収縮チューブを先にワイヤーにさしてください 
 
 
※長さはハンダ付けする部分＋αくらいの長さで十分です 

ワイヤーの皮膜を取ってください 
 

135	



色は気にせず赤、黒、黄をブルーのワイヤーと 
ハンダ付けしてください 
 
※ハンダ付けする際には、ワイヤーが高温になりますので 
やけどに注意してください 
 
また、ワイヤーが高温になりすぎると熱収縮チューブが 
意図していないところで収縮しますので 
 
迅速にはんだ付けを完了してください 
 

モーター側の配線ではエナメル部分が露出していることを 
確認してください 
 
※銅線部分を全て熱収縮チューブで覆ってください 

136	



熱収縮チューブの両端がしっかりと、塞がっていることを 
確認してください 
 
※隙間が空いていると、浸水、故障の原因となります 

収縮チューブをヒートガンで熱して収縮させてください 
 
※３本とも準備ができてから、同時に熱してください 

137	



ワイヤーの接続が完了したら、モーターを付属のネジにて 
固定していきましょう 
 
※工具は同梱されている六角を使用してください 

138	



左舷側モーター取り付け	

※ハンダ作業が必要となります 

139	



プロペラの向きに注意してください 
 
 

ワイヤの長さはモーターワイヤーが届く位の長さに 
あわせるようにカットしてください 
 

※このあたりで、カットしてください 

140	



ワイヤーの皮膜を取ってください 
 

二層熱収縮チューブを先にワイヤーにさしてください 
 
 
※長さはハンダ付けする部分＋αくらいの長さで十分です 

141	



色は気にせず赤、黒、黄をレッドのワイヤーと 
ハンダ付けしてください 
 
※ハンダ付けする際には、ワイヤーが高温になりますので 
やけどに注意してください 
 
また、ワイヤーが高温になりすぎると熱収縮チューブが 
意図していないところで収縮しますので 
 
迅速にはんだ付けを完了してください 
 

収縮チューブをヒートガンで熱して収縮させてください 
 
※３本とも準備ができてから、同時に熱してください 

142	



熱収縮チューブの両端がしっかりと、塞がっていることを 
確認してください 
 
※隙間が空いていると、浸水、故障の原因となります 

ワイヤーの接続が完了したら、モーターを付属のネジにて 
固定していきましょう 
 
※工具は同梱されている六角を使用してください 

143	



ワイヤーの配線レイアウト（後半）	

※ペンチが必要になります 

144	



全てのワイヤーを結束バンドにてまとめます 
 
※締めすぎないように、注意が必要です 
※ワイヤーは手前から止めてください 

まとめたら、広がらないように整えてください 
 

145	



イエローの日本は左図の様にワイヤーの束から 
取り出してください 
 
※最後にテザーと繋ぎます 

ワイヤーの束をもう一箇所固定してください 
 
※締めすぎ注意 

146	



ワイヤーの端を、結束バンドに通してください 
 
※オレンジ2本と白4本、紫2本です 
※この時点で、結束バンドは固定しないでください 

アクリルを越え、折り返し、結束バンドで固定します 
 
※折り返したワイヤーを通してから 
　　　　　　　　　結束バンドを締めてください 

※こんな感じです	

オレンジ	

白×4	

結束バンド	

アクリル	

紫×2	

147	



※閉めすぎに注意 

オレンジのワイヤーを2本上に出しておく 
 
※結束バンドで固定はしてください 

148	



白と紫のワイヤーを左図の様にアクリルのメインフレームの 
長さに合わせてカットしてください 
 
※拡張機能として、外部機器を取り付ける用です 
 

ワイヤーの先端はこの後保護します 
 

149	



ワイヤーの先端を保護する為に、2層熱収縮チューブ 
を使用します 
 
※隙間が空いていると、浸水、故障の原因となります 

白、紫全てのワイヤーの先端を処理してください 
 

150	



先端処理が終了したワイヤーは、結束バンドで固定してください 
 
※閉めすぎに注意 

151	



バッテリーチューブの準備	
※アクリルセメントを使用します 
※仕上げの段階で、エポキシ樹脂を使用します 
※ハンダを使用します 
 
※電池を収納する部分の作成です、失敗すると 
ショートや漏電の原因となりますので、確実に作成しましょう 

バッテリーチューブ	

152	



バッテリーチューブの後部パーツの作成 
 
 
※隙間が空いていると、浸水、故障の原因となります 

裏紙を剥がします 

153	



左図の様に合わせて、接着してください 
 
※ズレると、防水や組み込みに影響が出ますので注意 

2セット同様に作成してください 

154	



アロンアルファーで接着します 
 
※確実に固定してください 
※使い捨てゴム手袋を使用してください 
※換気をしてください 
 

1周全てに接着剤を塗布してください 

155	



先端に揃えるように接着してください 
 
※確実に固定してください 

ペーパータオルを使用して、先端の部分をそろえてください 
 
※ティッシュは使用しないでください 
 

156	



確実に固定されていること、先端が揃っている事を 
確認してください 

バッテリーチューブを同様に、計2本準備してください 

157	



右舷バッテリーチューブの作成	
※アクリルセメントを使用します 
※仕上げの段階で、エポキシ樹脂を使用します 
※ハンダを使用します 
 
※電池を収納する部分の作成です、失敗すると 
ショートや漏電の原因となりますので、確実に作成しましょう 

右舷	

158	



左図の位置でグリーンのワイヤー（黒の線）を 
カットしてください 
 
※カットは1本だけです 

このように長さが違うようにします 

159	



バッテリーチューブのパーツにオレンジのワイヤーを 
2本とも通します 
 
 

黒い線のある方の皮膜を剥き、ハンダを予めつけておきます 

160	



コンデンサーを黒い線の方にハンダで固定します 
 
※どちらにハンダづけしても問題ないです 

完全に固定してください 

161	



黒い線のほうをコンデンサーの根元から曲げます 
 
※へし折らないように注意、曲げるだけです 
※予備は同梱してません 
※膨らんでいる方に曲げます 

最終的に180度曲げてください 

162	



破損に注意してください 

バッテリーチューブのパーツに左図の様に納めます 
コンデンサーのもう1本の金属部は90度曲げて起こします 
 
※ワイヤーの皮膜がアクリルで削れます注意してください 
 

163	



グリーンのワイヤーを左図の様に先に通してください 

先ほどのパーツまで、ワイヤーのケーブルを削らないように 
ズラして蓋をします 
 
※コンデンサーの金属部分は、もう片方の穴から出します 

164	



確実に蓋ができていることを確認してください 
 
※コンデンサーやワイヤーに不可がかかりすぎていないことや、 
皮膜が破れていないことを確認してください 

コンデンサーの金属部分が無理なく出ていることを確認 
してください 

165	



円の中心に来るようにあわせてください 
 
※ズレると浸水や耐水不備による故障・破損の原因となります 

中心が揃い、ワイヤーやコンデンサーに問題が無い場合には 
アクリルセメントで接着してください 

166	



左図の様にパーツに予め、グリーンのケーブルを通してください 
 
 
 
 
 
※金属パーツの角を予め、やすりで削ってください 

アロンアルファで、金属パーツをアクリルに固定してください 

167	



コンデンサーの金属ピンを曲げてください 

金属側をハンダで固定してください 
 
※事前にヤスリで削ってある為、ハンダで接着しやすいです 

168	



ハンダで確実に固定されていることを確認してください 

グリーンのワイヤーをバッテリーチューブの中を 
通してください 

169	



アクリルのパーツが、バッテリーチューブに取り付けてみて 
正確に取り付いていることを確認してください 
 
 
※斜めになると、浸水の原因になりますので注意 

左図の様になるのを確認してください 

170	



バッテリーチューブとの接着にはアクリルセメントを 
使用してください 
 
※内部も穴から入れて固定してください 
 

セメントが全ての面に行き渡るように流し込んでください 
 
※浸水・故障の原因となります 

171	



外側からも同様に隙間を全て埋めるように、 
アクリルセメントを流し込んでください 
 

オレンジのワイヤーをバッテリーチューブの蓋分だけ 
長くカットします 
 
※短すぎても、長すぎても使用しづらくなります 

172	



ワイヤーの先端の皮膜を剥いてください 
 
 

金属パーツの裏側に、ハンダを予めつけておきます 
 
※ヤスリで金属表面を少し削るとハンダがのりやすいです 
※金属の凹んでいる方が裏側です 
※非常に熱くなりますので、ペンチやクリップを使用し作業してください 
 

173	



少し多めにつけておきましょう 
 

金属パーツとワイヤーをハンダで接続します 
 
※非常に熱くなるので、ペンチやクリップ等を使用しましょう 

174	



完全に冷えたことを確認してください 
 
 

アクリルのパーツと接着します 
 

175	



アクリルパーツの中央になるように、位置を確認します 
 
※ワイヤーはアクリルが切れている所に来るように位置を調整します 
 

アロンアルファで接着してください 

176	



ワイヤーが干渉しない位置で固定してください 
 
※アクリルと接着するのは、凹んでいるほうとなります 
 

これでバッテリーチューブは完成です 

177	



左舷バッテリーチューブの作成	
※アクリルセメントを使用します 
※ハンダを使用します 
 
※電池を収納する部分の作成です、失敗すると 
ショートや漏電の原因となりますので、確実に作成しましょう 

左舷	

178	



左図の位置でオレンジのワイヤー（黒の線）を 
カットしてください 
 
※カットは1本だけです 

このように長さが違うようにします 

179	



バッテリーチューブのパーツにオレンジのワイヤーを 
2本とも通します 
 
 

黒い線のある方の皮膜を剥き、ハンダを予めつけておきます 

180	



コンデンサーを黒い線の方にハンダで固定します 
 
※どちらにハンダづけしても問題ないです 

完全に固定してください 

181	



黒い線のほうをコンデンサーの根元から曲げます 
 
※へし折らないように注意、曲げるだけです 
※予備は同梱してません 
※膨らんでいる方に曲げます 
 

最終的に180度曲げてください 

182	



破損に注意してください 

バッテリーチューブのパーツに左図の様に納めます 
コンデンサーのもう1本の金属部は90度曲げて起こします 
 
※ワイヤーの皮膜がアクリルで削れます注意してください 
 

183	



オレンジのワイヤーを左図の様に先に通してください 

先ほどのパーツまで、ワイヤーのケーブルを削らないように 
ズラして蓋をします 
 
※コンデンサーの金属部分は、もう片方の穴から出します 

184	



確実に蓋ができていることを確認してください 
 
※コンデンサーやワイヤーに不可がかかりすぎていないことや、 
皮膜が破れていないことを確認してください 

コンデンサーの金属部分が無理なく出ていることを確認 
してください 

185	



円の中心に来るようにあわせてください 
 
※ズレると浸水や耐水不備による故障・破損の原因となります 

中心が揃い、ワイヤーやコンデンサーに問題が無い場合には 
アクリルセメントで接着してください 

186	



左図の様にパーツに予め、オレンジのケーブルを通してください 
 
 
 
 
 
※金属パーツの角を予め、やすりで削ってください 

アロンアルファで、金属パーツをアクリルに固定してください 

187	



コンデンサーの金属ピンを曲げてください 

金属側をハンダで固定してください 
 
※事前にヤスリで削ってある為、ハンダで接着しやすいです 

188	



ハンダで確実に固定されていることを確認してください 

オレンジのワイヤーをバッテリーチューブの中を 
通してください 

189	



アクリルのパーツが、バッテリーチューブに取り付けてみて 
正確に取り付いていることを確認してください 
 
 
※斜めになると、浸水の原因になりますので注意 

左図の様になるのを確認してください 

190	



バッテリーチューブとの接着にはアクリルセメントを 
使用してください 
 
※内部も穴から入れて固定してください 
 

セメントが全ての面に行き渡るように流し込んでください 
 
※浸水・故障の原因となります 

191	



外側からも同様に隙間を全て埋めるように、 
アクリルセメントを流し込んでください 
 

オレンジのワイヤーをバッテリーチューブの蓋分だけ 
長くカットします 
 
※短すぎても、長すぎても使用しづらくなります 

192	



ワイヤーの先端の皮膜を剥いてください 
 
 

金属パーツの裏側に、ハンダを予めつけておきます 
 
※ヤスリで金属表面を少し削るとハンダがのりやすいです 
※金属の凹んでいる方が裏側です 
※非常に熱くなりますので、ペンチやクリップを使用し作業してください 
 

193	



少し多めにつけておきましょう 
 

金属パーツとワイヤーをハンダで接続します 
 
※非常に熱くなるので、ペンチやクリップ等を使用しましょう 

194	



完全に冷えたことを確認してください 
 
 

アクリルのパーツと接着します 
 

195	



アクリルパーツの中央になるように、位置を確認します 
 
※ワイヤーはアクリルが切れている所に来るように位置を調整します 
 

アロンアルファで接着してください 

196	



ワイヤーが干渉しない位置で固定してください 
 
※アクリルと接着するのは、凹んでいるほうとなります 
 

これでバッテリーチューブは完成です 

197	



バッテリーチューブのエポキシ処理	
※エポキシ樹脂を使用します 
※必ず換気を行ってください 
 
※電池を収納する部分の作成です、失敗すると 
ショートや漏電の原因となりますので、確実に作成しましょう 

198	



バッテリーチューブの穴から、エポキシ樹脂を 
流し込んでください 

奥深くの内部、全てにエポキシ樹脂が行き渡るように 
注入してください 
 
※樹脂の中に気泡が入らないように注意してください。 

199	



中央の部分もしっかりと、埋まるようにしてください 

ワイヤーが出ている穴よりエポキシ樹脂が出てくるまで 
注入してください 
 
※出てきた樹脂は、ペーパータオルで拭き取ってください 

200	



しかっりとふき取ってください 
 
30分ほどすると、エポキシ樹脂の表面が下がります 
 

表面が下がった場合には、追加でエポキシ樹脂を注入し 
表面を平らになるようにしてください 
 
 
※対水圧に関わりますので、注意してください 

201	



バッテリーチューブ取り付け	

202	



OpenROVの外装はレーザーカットされてますので 
パーツを 

レンジャーバンドを外装に取り付けてください 
 
※ゴムに予めシリコングリスを塗布しておくと良い 

203	



片側からはめ少しづつずらしてハメていきます 

シリコングリスを塗布しておくと作業もしやすい 

204	



取り付けたら、内側にだしておきましょう 

※無理にテンションがかかってないかを確認してください 

205	



左図の様に外装の後ろ側から取り付けていきます 

※左図の様に無理にテンションがかかってないかを確認してください 

206	



スレッドロットの取り付け	

207	



外装と作成したアクリルとで、対応した形状がありますので 
確認のうえ取り付けしてください 

綺麗に取り付けができるようになっております 
 
 

208	



最初に普通のナットを通してください 

外装に通したらロックナットで固定します 
ロックナットは先端部分に固定したら、それ以上 
締めすぎないように注意してください 
 
※ロックナットを締める時には、ロッドの両端を同時に回したほうが良い 
※片方づつ止めていくのは非常に、止めにくいです 
 

209	



バッテリーチューブは左右同様に組んでください 
 
スレッドロッドも同様に2本あります 
 
※きつくしすぎると、メインタンク脱着する際に不便です 

ロックナットを取り付けたら、内側のナットを外装に寄せて 
固定してください 
 
※無理に締めすぎではないかを確認してください 

210	



ロッドを固定する場所は複数ありますので、重量バランスに 
合わせて移動することができます 
 

211	



ウェイトの取り付け	

212	



ウェイトは外装の前方の穴に合わせて設置してください 

黒いネジとナットで固定してください 
 
※ナットにはネジロック剤を使用してください 
※ウェイトのスペアはありません 
 
重量は1つ80ｇとなります 

213	



固定できているのを確認してください 

バッテリーチューブとの位置関係も確認して 
お互いに干渉していないことを確認してください 
 
 

214	



フィンの取り付け　（IMU/深度センサー使用時は外す）	

215	



外装にレーザーカットされた、専用の穴がありますので 
差し込んでください 

最後まで差し込まれているのを確認してください 

216	



フィンに当たらない事、ワイヤーに当たらない事を 
確認してください 

217	



ステッカーを貼ります　	
	

※ステッカーの貼る位置は自由です、場所を変えたことで能力に差は出ません）	

218	



貼り直すと剥がれやすくなります 

219	



テザーの取り付け　	
	

※1度取り付けると外すのが、難しくなります	
※先にテザーをコードリールなどに巻きつけてから繋ぐと良い	

220	



大きい結束バンドを本体のアクリル後部に取り付けてください 
 
※何かを結束する為ではなく、テザーのリードとして使用します 

最後まで締めてください 
 
※リードが無い状態のままだと、後進した際に 
テザーをプロペラが巻き込んでしまいます 

221	



イエローのワイヤーを結束バンドの中央ぐらいの位置で 
カットしてください 
 
 
※結束バンドは切らないでください 
※根元の部分からはテンションを張らずに、カット位置を出してください 
 

テザーにメッシュカバーを予め取り付けてください 
 
※長さは結束バンドより、若干長いくらいが良いです 
※余裕のあるテザー側がオススメです 

222	



メッシュカバーは奥の方に移動しておきましょう 
 
※ハンダ処理を行う際に、邪魔になります 
 

テザーのワイヤーの先端の皮膜を剥いてください 

223	



2層熱収縮チューブを先にワイヤーもしくは、 
テザーにハメておきます 
 
※ハンダの際ワイヤーが高温になりすぎると、収縮チューブが 
収縮してしまうので注意が必要です 

取り付けの色はどちらでも問題ございません 
 
※ワイヤーが高温になりますので注意してください 
※確実にくっついていることを確認してください 

224	



2層熱収縮チューブを先にワイヤーもしくは、 
テザーにハメておきます 
 
※ハンダの際ワイヤーが高温になりすぎると、収縮チューブが 
収縮してしまうので注意が必要です 

取り付けの色はどちらでも問題ございません 
 
※ワイヤーが高温になりますので注意してください 
※確実にくっついていることを確認してください 

225	



結束バンドにテザーを巻きつけてください 
 
※きつく巻きすぎないように、注意してください 

巻きつけたテザーも一緒にビニールテープで巻いて 
固定してください 
 
※固定することが重要ですので、ビニールテープの色は関係ありません 

226	



事前に通しておいた、メッシュカバーを戻します 
 

メッシュカバーの両端をビニールテープで固定してください 
 
※根元だけテープで固定してください 

227	



テザーの根元を、アクリルに結束バンドでまとめてください 
 
※きつく締めすぎないようにしてください 
※プロペラに巻き込まれないようにまとめる為です 

228	



オーリングの取り付け　	
	

※1度取り付けると外すのが、難しくなります	
※シリコン系のグリースを塗布してから取り付けます	

	

229	



ゴムパッキンにまんべんなくシリコングリースを塗布 
してください 
 
※グリースは潤滑剤としても有効であり、かつゴムの劣化を防ぐ効果もあります 
※ゴムを痛めない、グリースを使用ください 
※作業時にはゴム手袋を着用ください 

アクリルの形状により取り付けられる、オーリングのサイズが 
決まっていますので、間違えないように取り付けてください 
 
※1度取り付けますと、外しにくくなっています 
 

230	



バッテリーチューブの蓋にも、オーリングを取り付けてください 
 
※1度取り付けると、外しにくいので注意 
※シリコングリースをまんべんなく、全体に塗布してください 

全ての必要なパーツにオーリングを取り付けてください 

231	



バッテリーの入れ方	
	

※＋とーを間違えると、壊れますので注意してください	

232	



バッテリーを入れる際には、向きに注意してください 
 
※矢印の部分がプラス側となります 
※バッテリーチューブに入れる際には、全て向きを揃えてください 
※マイナス側から入れてください  

バッテリーを入れたら、ワイヤーに繋がっている電極で 
蓋して 
 
オーリング付きのキャップをしてください 
蓋をする際には、向きがあります 
 
※ワイヤーを引いたり、捻ったりして断線しないように注意してください 

233	



キャップは機体本体が、水平になり、外れないよう回転し 
固定してください 
 
 
※バッテリーはLi-Fe PO４をお使いください、サイズが違うと蓋が閉まりません 
※蓋がはまりにくい時には、オーリングにグリースを塗布してください 

234	



電子部品の接続	
	

※通電したまま、接続を外したりしないように注意	

235	



コミュニケーションボックスにUSBで通電する前に 
接続してください 
 
※向きに注意 
※アクリルのメインチューブには入れません 

レーザーを設定しますので、水平な位置に左図の様に 
置いてください 
 
※転倒に注意 

236	



テザーの反対側の端の皮膜を剥きます 
 
※長さは5ｍｍ程あれば十分です 
※コネクトする先端になりますので、ハンダで予め固めておくと便利です 
 

コミュニケーションボックスにテザーを接続します 
 
※左図の様にブルーが左、イエローが右です 

237	



USBやLANケーブルをコミュニケーションボックスに 
接続します 
 
※使用しない時は外しておいて構いません 

238	



ROVに接続	
	

※PCを使用しますの準備してください	
※USBとLANが接続できるポートが必要となります	

239	



LANとUSBをPCに接続します 
 
※USBはROVの電源のON/OFFとして機能します 
 
 

ROVはPCのイーサネットIPアドレスが同じサブネット 
「192.168.254.2」にする必要があります。 
サブネットマスクは「255.255.255.0」となります 
 
 
※もしくは「192.168.254.1」に設定する必要があります 

240	



[OS	X（Mac用）]	
[	システム環境設定]を開き＞[ネットワーク]をクリック	
ドロップダウン場所から「編集の位置」を選択します。	
（+）をクリックし、「OpenROV」と新しい場所を作成します。	
左側のイーサネットアダプタを選択し、	
「IPv4を設定」ドロップダウンから手動で選択します。	
「255.255.255.0」に「192.168.254.2」を	
サブネットマスクにIPアドレスを入力し[Apply]を押します。	
	
ROVを使用時には、ネットワークを開き、OpenROVに場所を	
変更する必要があります（[Apply]を押します）。	
	

241	



Google Chromeを開きアドレスバーに入力します 
「192.168.254.1:8080」 
 
 
※ROVのコクピット画面が表示されるまでに20秒～60秒ほどかかります 
 

左図がコクピット画面となります 
 
※データー表示は消せません 

242	



カメラのフォーカスを調整してください	

	
※予め調整しておいてください	

243	



デフォルトの状態ではピントが合っていません 
 
 

カメラレンズの周りまわすことによってピント調節ができます 
 
※レンズに触れないように注意 

244	



映像を確認しながら、ピントが合うように調節してください 
 
※自動で調節したり、潜水中に遠隔で調整する機能はございません 

245	



レーザーの調整	
	

246	



必要な物は、PC、本体です 
 

レーザーの照射間隔を調整する為に、白い紙に×を2つ平行に 
描いてください、×の間隔は10ｃｍです 

247	



本体と×を描いた白い紙は、3～4ｍ離して下さい 

紙に照射されたレーザーは、各々を集束させないといけません 
 
集束OK 
 
集束NG 
 
※集束NGは調整する必要があります 
※レーザーを直接、目を照らさないでください 

248	



レーザー本体を捻るように回すと調節することが可能です 

集束の確認は、必ずアクリルのマウントに 
取り付けて確認してください 
 
※確認の時点での接着は必要ありません 

249	



本体に取り付けてレーザーの集束を確認すること 
 
※確認の時点では、接着はしません 

紙に照射した時のレーザーのサイズは左図のような状態です 
 
※確認の時点では、接着はしません 

250	



紙にレーザーを合わせて、その状態でアロンアルファで固定 
してください 
 

2つのレーザーが左図の様になるように固定してください 
 

251	



接着完了後には、紙にレーザーを照射して問題ないか 
最終確認をしてください 

252	



モーターの回転方向	

253	



モーターの回転方向	

254	



モーター、プロペラの回転方向を確認します 
キーボードの↑を入力し確認してください 
 
ポート側は反時計周り 
 
スターボード側は時計回り 
 
バーティカル側は、Ctrlを押した際に上から見て反時計周りと 
なります。 
 
 
 
モーターの回転を逆にする場合には、各モーターの所の 
チェックボックスにチェックを入れてください 
 
 
 

255	



メインチューブの面取り	

256	



オーリングが傷つかないように内側の面取りをします 
 
※削った際の微細なゴミは綺麗にふき取ってください 
※ 

ほぼ均等に削り取ってください 

257	



アクリルに傷がつくと消すことが出来ません 
 
傷つけないように注意 

サンドペーパーで角だけ削ってください 

258	



メインチューブのシーリング確認	

259	



左図の様に、メイン基盤のシャーシをケーブルが 
延びている方に接続します 
 

メインチューブをはめます 
 
※はまりにくい場合には、オーリング部分にシリコングリースを 
塗布してください 

260	



しっかりとハマっていることを確認してください 

アクリルと接しているオーリングの幅が、1周均等に 
なっているかを確認してください 
 
 
※幅が不揃いの場合には、浸水などの原因になります 

261	



反対側のキャップを取り付けてください 

シリンジの棒パーツをキャップに取り付けてください 
 
※ゴム部分にシリコングリースを塗布して、劣化を防いでください 

262	



最後まで、しっかりと差し込んでください 

シリンジの棒を蓋の面と、ほぼ同じ位置でカットしてください 
 

263	



左図の様になったらOKです 
 
※短すぎると、抜く時に抜きにくいですし、長いと外装パーツが取り付けられません 

264	



ストラップの取り付け	

265	



機体の下部でストラップを止めるように穴に通してください 
 
※ストラップ長さは最低でも、630ｍｍ 以上必要となります 

ケーブルの束の上を通してください 
 
※下を通すと、メインチューブがはまりません 

266	



ストラップを1周まわすと、左図の様になります 

固定パーツの反対側にストラップを通してください 
 
※この時点で締め過ぎてしまうとメインチューブを、搭載した時に閉じません 
若干ゆるく取り付けてください 

267	



メインチューブをはめてください 
 
※アクリルのメインフレームの形状と形が合うようにはめてください 
※ストラップを引っ掛ける形状になっています 
※ケーブルの束を挟まないように注意してください 

ストラップはねじれないように注意してください 
 
※ねじれると強度や取り付け不備に繋がり、潜水中のトラブルの原因となります 
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ストラップを固定し、しっかりと締め付けてください 
 
※潜水中メインチューブはストラップのみで固定します 
※潜水中のトラブルにつながりますので、確実にロックしてください 
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完成 
 
※実際の操作は、オペレーターマニュアル等を確認してください 
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