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木馬

はじめに

小学校時代の一番好きな授業は「工作」でした。中学校時代の一番好きな授業は「技術

家庭」でした。それほど小さい頃から物を作ることが大好きでした。この傾向はずっと変わら

ず、社会人になっても設計というものづくりの仕事を選び、また趣味も日曜大工や DIY で

す。

今回「日曜大工/DIY」と題し、私のこれまでの取り組みをご紹介します。
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電磁開閉器

1． 私のものづくりの起源

（1） ものづくり

資源の少ない日本が、世界で競争していくには「ものづくり」が重要です。戦後の日本は

ものづくりに励み、カメラや AV 機器、自動車が世界各国で売られました。外国に行くと良く

分りますが、街や通りは日本の電気メーカーや自動車会社の看板だらけです。

ところがその後、人件費の安いニーズ諸国の安価な製品に押され、また、容易に儲かる

ソフトウェアやサービスのほうに日本が向かい、ものづくりがおろそかになった時がありまし

た。それでは日本の将来がダメになると危惧し、ものづくりが見直され、「ものづくり大学」や

企業での「ものづくり推進部」ができてきました。それほど、日本にとってものづくりは重要な

ものです。「ものづくり」という表現は馴染みのないものですが、この表現はこの時に一般的

になりました。

私はものづくりが大好きです。小学生の頃は「工作」が一番楽しい授業でした。夏休みの

宿題では、必ず工作を行いました。今覚えているものは、竹で作った「タオル掛け」、ダンボ

ールで作った「ゴミ箱」（蓋が自動で閉まるもの）、クレーン車の模型、ゴムを動力とするスク

リュー付きの船などです。

ものづくりが好きなことは、私の仕事にも、趣味にも影響しています。これまでずっともの

づくりを行ってきた感があります。「無」から「有」を生むものづくりは、達成感があります。

（2） 学生時代の工作

学生時代には、布団を敷きっぱなしにできるベッドを作りました。また音楽に凝っていて、

スピーカーボックスとステレオラックを作りました。ステレオラックにはレシーバー（アンプと

チューナーが一体になったもの）、レコードプレーヤー、カセットデッキを置くようにしました。

スピーカーボックスは 2cm 厚の合板で作りましたが、汗ビッショリで切断し、借りた鋸の歯を

ぼろぼろにし、そのまま返却したのを覚えています。

（3） 設計者

退職前はコンピュータシステムのシステムコンサル

タントでした。この仕事もある意味、ものづくりでした。

何も無いところからコンピュータシステムやシステムを

動かすソフトウェアを作ります。

40 歳まではハードウェアの設計者でした。ハードウ

ェアは、目に見え、触れることのできる物ですから、も

のづくりそのものです。私が設計したのは「電磁開閉

器」というものです。10cm 四方の大きさから、30cm 四

方の大きさまで色々あります。工業用モーターの始動

/停止に使われる工業用スイッチです。エスカレータ

やエレベータはモーターで動きますが、そのモーター

の始動/停止を制御するスイッチです。物が比較的小

さいこともあり、一人で一つの製品を設計していまし
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た。私の設計した製品は、今でも世の中で使われ、社会の役に立っています。

2． 日曜大工の基本

私の日曜大工は趣味と実益を兼ねています。実益というのは、お金を得るということでな

く、生活の中で使っているということです。生活の中で何か不便を感じたら不便を解消する

ものを作ります。

（1） 木材

木材はホームセンターで購入します。大型の木材は自家用車には積めないので、ホーム

センターの貸出車を利用します。約 1 時間の利用は無料となっていますが、貸出車の返却

のために再度ホームセンターに出向く難点があります。ホームセンターには有料のカットサ

ービス（\30/箇所）がありますので、車に積める大きさに切断して、自家用車で持って帰る

方法もあります。

（a） 2×4（ツー バイ フォー）材

もともとは建築用の材料です。基本の寸法が決まっていて、これにあわせた金属金具が

用意されています。例えば柱に横材を取り付ける場合、図 1 の日本式工法では柱に角穴を

開け、横材の先端に角穴に合う形状の出っ張りを作り挿入します。図 2 の 2×4 工法では、

Ｌ字の形状をした金具を使い、木材には何も加工をしないで取り付けます。他にも色々な形

状の金具が用意されています。2×4 材と金属金具で製作する方法を、2×4（ツー バイ フ

ォー）工法と呼びます。P11 で紹介したウッドデッキは 2×4工法で製作しています。

材料の種類には、SPF材、防腐剤を浸み込ませたSPF材、ウエスタンレッドシーダーなど

があります。SPF 材は一般建築材で、耐食性がないので屋内で使用する工作物に使いま

す。屋外用の工作物には、防腐剤を浸み込ませた SPF 材やウエスタンレッドシーダーを使

います。ウエスタンレッドシーダーが最適ですが、高価という課題があります。防腐剤を浸

み込ませた SPF 材は、最近売られるようになった材料で比較的安価です。

（b） その他の材料

その他の材料を表 1に示します。

柱

横材
柱

横材

図 1 日本式工法 図 2 2×4 工法
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表 1 その他の材料

材料名 説 明

パイン 一般的な工作用の材料です。耐食性がないので屋内使用の工作物の製

作に使います。角材、平板など色々な寸法の材料が売られています。表

面は黄色っぽく、すべすべしています。

ラワン 強度は大きくないが、均質で加工、細工のしやすい一般的な工作用の材

料です。耐食性がないので屋内使用の工作物の製作に使います。角材、

平板など色々な寸法の材料が売られています。表面は茶色でざらざらし

ています。

ベニヤ 平板では一番安価な材料です。合板で表面は綺麗ですが、裏面はあまり

綺麗ではありません。切断面は合板の板の重ねが見えます。色々な厚

みの板が売られていますが、角材はありません。

バルサ とても軽く柔らかい材木で、5mm 程度の厚さまでならカッターナイフで切

断できます。模型など小型の工作物に最適です。私はこれで室内飾りや

ミニチュアグッヅを作りました。組立てには接着剤を使用します。

（2） 日曜大工用の道具

日曜大工に必要な道具を表 2に示します。

表 2 日曜大工に必要な道具

種類 道具類

電動工具 最低限、丸鋸、ジグソー（曲線を切断するもの）、インパクト・ドライバーは必

要です。インパクト・ドライバーは、移動しながら使うことが多いので、充電

式をお勧めします。12V で予備バッテリーが付いたものがお勧めです。

一般工具 金槌、鋸、糸鋸、さしがね、キリ、巻尺

などが必要です。

消耗品 釘、ネジ、木工用接着剤、サンドペーパー、塗料などが必要です。

丸鋸 インパクト・ドライバージグソー
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2×4 材などの厚い板や硬い合板、寸法精度の厳しい切断などは、ホームセンターの有

料のカットサービスを利用すると良いと思います。ホームセンターのカットでは 1mm 単位で

の寸法が出せるので、板を組み合わせて作る箱などの製作に向いています。

3． 屋内用の日曜大工

（1） 日曜大工の作品

木を使った日曜大工の作品を表 3に示します。

表 3 日曜大工の作品

名称 写 真 製作の背景

スクリーン 居間（10 畳）と食堂・台所（6 畳）がつ

ながっているので、部屋が広く感じま

すが、来客者から食堂・台所が丸見

えという問題点があります。境に置く

スクリーンは色々市販されています

が、サイズが合わない、高価というこ

とで自作しました。

パソコン台

①

ソファーに座ってパソコンが使えるパ

ソコン台です。手前は低く、前方は高

くして傾斜を持たせ、また腹部に接す

る部分には切り欠きを入れています。

右側はマウスが置けるように広くして

います。

勉強台 パソコン台を見た娘が、ベッドの上で

勉強ができるテーブルが欲しいと言っ

たので、要望に応え作りました。本が

立てかけられる「背もたれ」が付いて

います。

日常品の

整理箱

日常の生活で常に必要な物（鍵、時

計、財布、眼鏡、スマホ、眼鏡、デジ

カメ、携帯音楽プレーヤー、万歩計）

を入れる箱です。外出するときはここ

から必要なものを持ち出し、帰宅後

はこの箱に入れるようにしています。
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サイド

テーブル

①

ソファーの横に置くサイドテーブルで

す。上の棚に鉛筆立てを置き、下2つ

の棚にプラスチックの書類ケースをし

まいます。底部にはキャスターを付け

ているので、容易に動かせます。

サイド

テーブル

②

サイドテーブル①はソファー用で、こ

のテーブルはこたつ用です。こたつに

座って必要なものが直ぐに取れるよう

に、これを作りました。

サイド

テーブル

③

マッサージ機の横に置くテーブルで

す。上段には下記の整理箱を置いて

います。マッサージを受けながらコー

ヒーを飲んだり、テレビを操作したり

できます。

サイド

テーブルに

乗せる

整理箱

テレビ、コンポ、ホームシアターのリモ

コンの他、筆記用具、電卓、マグカッ

プなどが置けます。取っ手がついて

いて持ち運びが容易で、ソファーに座

っているときはソファー用のサイドテ

ーブル①の上に置いています。

スピーカー

台

音楽鑑賞は趣味の一つで、ダンス音

楽、Jazzなどを聴いています。良い音

を楽しむために、ONKYO 製のミニコ

ンポを買い、これを乗せるための台を

作りました。
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コーナー台 部屋は通常四角で、角部はあまり使

われません。コーナー台を作り、人形

などの飾り物を置いています。

トイレット

ペーパー

ボックス

トイレットペーパー収納ボックスを作

り、トイレに付けました。中にはトイレ

ットペーパー6 個とタオルが収納でき

ます。

照明台 熱帯魚水槽の上に蛍光灯の照明を

置いています。照明が発する熱はか

なりのもので、夏場は水温上昇に大

きく影響します。その影響を少なくす

るために、照明部を水槽から離す台

を作りました。市販されていますが高

価です。これは残材を使用したので

費用無しです。

工具箱 ミニチュア工作が趣味の一つで、工

作のための道具一式が全てこの工具

箱に収められています。上段は市販

の三段のプラスチックケースが入りま

す。下の3つの段には、市販のプラス

チックの籠が入ります。

大工道具、電気用道具、塗装道具、

接着剤などが入っています。

踏み台① 長男のリクエストで作りました。孫は、

シンクの水道に手が届くようになりま

した。
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踏み台② 長女の孫用に同じ踏み台を作りまし

た。こちらはニスを塗りませんでした。

Music Toy

収納箱

Music Toy は買う度に個別の収納箱

を作り、収納箱を積み重ねて飾って

いましたが、全てのMusic Toy を収納

できる収納箱を作りました。

180cm×90cm 厚み 1.2cm の合板 6

枚を使いました。

埃除けのカーテンも作りました。

CD 収納箱 Music Toy 収納箱を作った際の残材

で、458 枚の CD を収納する収納箱を

作りました。

埃除けのカーテンも作りました。

本立て Music Toy 収納箱を作った際の残材

で、本立て 2つを作りました。これで 6

枚の合板を使い切りました。

玄関の

踏み台

この踏み台で、玄関の段差が小さくな

りました。



- 9 -

壁
又
は
縦
板

壁
又
は
縦
板

平板

角材

図 3 棚の製作

パソコン台

②

マッサージ機に座ってパソコンが使え

るパソコン台です。右側はマウスが置

けるように広くし、マウスが滑り落ちる

のを防止するため凹凸のある壁紙を

貼っています。

ソファー用

テーブル

ソファーの肘掛けに取り付けられるテ

ーブルを作りました。主にコーヒーカ

ップを置いています。

（2） 空きスペースの有効活用

室内には使用されない空きスペースが多く

あります。吹き抜けのように、スペースそのも

のを楽しむ場合もありますが、多くは使われな

いままに残っています。物を置いた場合のそ

の上のスペースは、多くの場合使われない状

態となります。我が家でも多くのスペースがあ

り棚を作ることで有効活用を図っています。棚

はスペースの大きさに合わせる必要があるの

で、全て日曜大工で作りました。作り方の基本

は図 3 のように、壁や縦板に 2cm 角程度の角材を取り付け、その上に平板を置く方法です。

室内スペースの有効活用を表 4に示します。

表 4 室内スペースの有効活用

スペース 写 真 説 明

1階洋間の

整理棚

上から

・CANON プリンター

・音楽プレーヤー

・CD プレーヤーと

DVD プレーヤー

・P5 記載の日常品の整理

箱

・加湿器
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食器棚の上

の飾り棚

食堂の食器棚の上にスペ

ースがあるので、ここを有

効活用できる飾り棚を作

りました。

掃除機

置き場の上

居間の電話台の横に、「コ」の字状に入り

組んだ場所があり、掃除機をしまうようにし

ています。掃除機の上は空きスペースとな

るので、6 段の棚を作り書類などを置くよう

にしています。前には布を垂らし、中が見え

ないようにしています。

電話台の

上の飾り棚

上図の電話台の上方は何もなく、デッド

スペースになっています。ここに色々な

手作りの飾りが飾れる棚を作りました。

ミニチュア

工作の

飾り棚

使っていない部屋の壁面に接

するように棚を作り、以下のミ

ニチュア工作を飾っています。

・ツリーハウス ・なかよし広場

・マイホーム

・アルムの山小屋

・くまのがっこう ・磯野家

・生家 ・茶室 ・水車小屋

電話台

居間

スペース
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分解時

洗濯機の上 洗濯機の上は必ず空きスペースになってい

ます。乾燥機を置く場合は、この空きスペー

スに設置します。我が家は乾燥機を使わな

いので、この空きスペースに 2 段の棚を作

り、掃除、洗濯に関する用具類などを置い

ています。

下駄箱の横 下駄箱の横には通常、傘立てやゴルフバッ

クを置くスペースがあります。ゴルフバック

の上は空きスペースとなるので、3 段の棚

を作り人形などを飾っています。

冷蔵庫の横 冷蔵庫は色々な大きさのものがあります。

したがって、家屋での冷蔵庫用スペースは

大きめになっています。我が家の冷蔵庫は

中型なので、空きスペースができました。そ

こに 4 段の棚を設け、野菜などを置いてい

ます。

押入れ 押入れは通常、上

下 2 段になっていま

す。区切りの段数を

増やすと有効活用

が図れます。写真は

組立て/分解可能な

区切り棚です。

冷
蔵
庫

組立て時

洗濯機
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（3） 飾り棚

物を飾ることが好きで、飾りを乗せる棚を多

く作りました。四角の棚は、机や小型のタンス、

トイレの水槽の上の空きスペースに取り付け、

扇形の棚は部屋のコーナー部に取り付けて

います。

（4） 竹細工

竹を材料にした作品を表 5に示します。

表 5 竹細工

写 真 製作の背景

「大磯城山公園」に行

ったときに頂いた、約

1.5m の青竹で作りまし

た。花置き、花瓶、竹

行灯、箸置きなどを作

りました。

階段の壁

水洗トイレの

タンクの上の棚

階段のコーナー

玄関の壁

机の上 洗面所の棚

薄型 TVの上のコーナー
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ウッドデッキ

「都筑民家園」で頂い

た青竹で作りました。

人形の飾り台で、中に

小さな人形を入れて飾

ります。

左は懐かしいの「竹ぽ

っくり」です。

右は竹の花瓶です。竹

の根元の方の節の形

状を生かしました、

4． 屋外用の日曜大工

（1） ウッドデッキ

1996 年の春に家を新築し、その秋か本格

的にガーデニングに取り組みました。手始め

にウッドデッキの製作を始めました。ウッドデ

ッキの制作方法は、ホームセンターの「ドイト」

発行の月刊誌やパンフレットに載っています。

ただし、それらは基本的なものなので、それ

ぞれの土地に合ったウッドデッキは自分で寸

法を決める必要があります。私の家ではエア

コンの屋外機があり、それを避けるようにウッ

ドデッキを造りました。

材料は 2×4（ツー バイ フォー）材と呼ば

れるもので、2×4、4×4、2×6などの材料があります。4×4は柱に、2×4は床板や床下の

根太、横木、2×6 は幕板、手すりに使います。回りの囲いはラティスと呼ばれるもので、造

った頃は枠に入ったラティスはありませんでしたので、格子状のラティスと周囲の枠材を購

入し、自分で大きさを決め組み立てました。

材料の種類は屋外設置を考慮すると、腐食に強いウエスタンレッドシーダーと呼ばれる

杉材がベストですが、私の場合材料の種類に対する認識が無かったこともあり、安価な

SPF 材を使用しました。SPF 材は家屋の構造に使うもので、通常は風雨にさらされることが

ないので腐食しませんが、ウッドデッキは風雨にさらされるので腐食します。7、8年はもちま

したが、その後は腐食部分を部分的に修復しています。

腐食防止のため油性のシールステンを塗っています。シールステンは何度も何度も塗るの
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ホース
土台

水

図 4 水平出し

My GARDEN

インターロッキング

パーゴラ

で、塗るたびに色が濃くなり当初の明るいブラウンが、現在はこげ茶になっています。

ウッドデッキの製作に当たっては水平出しに

苦労しました。図 4 のように透明のホースの中

に水を入れ、水の表面で水平を出しました。

（2） パーゴラ

パーゴラは洋風の藤棚のようなものです。

藤は絡ませず、その形を楽しむものです。ウ

ッドデッキ完成後、パーゴラ造りに取り組みま

した。4本の柱は4×4のウエスタンレッドシー

ダーで、その他は2×6、2×4のSPF材です。

パーゴラの下はレンガによるインターロッ

キングです。

（3） インターロッキング

地表にレンガを規則正しく並べた状態を、

インターロッキングと呼びます。レンガの並べ

方には色々あり、それぞれに並べ方の名前

がついています。インターロッキングを造る上

で一番重要なのは、地面を平らに固めること

です。当初平らにしても、その後部分的に地

面がへこみ、結果としてレンガとレンガの間に

すきまが生じることがあります。地面を平らに

固めたら、その上に砂を置きレンガを水平に

置いていきます。

インターロッキングではありませんが、レン

ガと砂利を敷くことをよく行います。見た目の

美しさと、雑草防止が狙いです。雑草防止はコンクリートでもできますが、水を吸収しないの

で水はけに問題があります。写真は、「My GARDEN」をアピールするために、茶色のレンガ

と緑色の砂利で造ったものです。

パーゴラとインターロッキング
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隣家との境の生垣

図 5

（4） 駐車場の増設（2020 年 2 月）

「My GARDEN」と呼ぶ庭には

当初花壇が 4 つありましたが、3

つ目と 4 つ目の花壇を廃止して

駐車場を増設しました。自動車

のタイヤ部分のみに 30 個のブ

ロックを敷く駐車場で、正式に車

庫証明も得られました。

（5） 竹垣

自宅西側には、約 2m 離れて隣家がありま

す。自宅を建てる前は、隣の方が境界として

植木を植えていました。しかし、私が家を建て

てからは日当たりが悪くなり、その植木が枯

れてしまいました。植木が枯れて境界がなく

なってしまいましたが、枯れた原因は私の方

にあるので、私が境界を作ることにしました。

隣家の庭は日本庭園なので、それに合わせ

て竹垣としました。

柱に取り付けた横竹、横竹に取り付けた縦

竹はネジで取り付けています。そのネジを隠

すようにシュロ縄で「イボ結び」で結んで、見

た目を良くしています。縦竹には雨水が溜ま

るので、節の直ぐ上に、水抜き用の穴（図 5

参照）を開けています。

なおこの竹垣は朽ちたので、2014 年に業

者に依頼してアルミフェンスに替えました。

（6） ガーデングッヅ

ウッドデッキやパーゴラというような大物を作ると、端材が多くできます。捨てるのは勿体

ないので、これらを使って多くのガーデングッヅを作りました。

土を入れて使うようなプランタン、花車は、いつも水と接触するので、そのうち腐ってきま

す。それを避けるため、中にプラスチックのプランタンを入れることをお勧めします。プラス

チックのプランタンの寸法に合わせた木製プランタン、花車を作ることになります。

水抜き用の穴

雨水
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カントリーテーブル カントリーベンチ

カントリーチェアー 2 段フラワースタンド 花車

木馬

デッキチェアー

フラワーボックスフラワースタンドフラワースタンド

鉢スタンドハイバックチェアー
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（7） ミズゴケ育成箱

長男は農業大学に進み、卒業論文は「ミズ

ゴケ」に関してでした。その関係で、学校から

ミズゴケをもらってきて、自宅で育てていまし

た。最初のミズゴケ育成箱は長男が作りまし

たが、数年の使用で腐食したので、写真の育

成箱は私が作りました。

ミズゴケはステンレスの網の上に置いてい

て、根は下の水に接する構造です。水の中に

は黒メダカが育っています。

5． DIY（ Do it yourself ）

DIY は「ディー アイ ワイ」と呼び、通常他人（専門業者）に依頼してやってもらうことを、

「自分でやる」ことを意味します。自分でやれば達成感が得られますし、業者に支払うお金

が節約できます。

（1） カーテンレール取り付け

1996 年の家屋の新築時、なるべく費用を

抑えようとし、カーテンレールは自分で購入し

取り付けました。カーテンは 8 ヶ所あります。

カーテンレールの取り付けで一番難しいの

は、窓枠に対する高さ方向の位置決めです。

この位置によってカーテンの高さ位置が決ま

ります。市販のカーテンを使う場合、カーテン

の寸法に合わせてカーテンレールを取り付け

ます。床まである窓の場合、カーテンと床との隙間は 1cm、レースカーテンと床との隙間は

2cm になるように、カーテンレールを取り付けます。カーテンフックでカーテン高さの調整は

できますが、調整範囲は0～3、4cmなので、やはり慎重に取り付けなければなりません。オ

ーダーカーテンの場合は、取り付けたカーテンレールと床との距離を測ってカーテンを注文

すれば良いので、カーテンレールはあまり厳しく取り付けなくても構いません。

（2） 階段とトイレの手すり設置（2007 年 12 月）

家の新築時は必要性を感じませんでしたが、ここにきて将来のことを考

え、階段とトイレに手すりを取り付けました。材料は全てホームセンターで

購入しました。ネジで取り付けますが、壁にネジが固定できる厚板が入っ

ていれば問題はありません。石膏ボードの壁だとネジが効かないので、

アンカーを使って取り付けます。最初にアンカーを石膏ボードに取り付け、

そのアンカーにネジを締め付け、手すりを取り付けます。

アンカー
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（3） お風呂の手すり設置（2022 年 10 月）

当初は写真の手すり①のみでしたが、手す

り②があると便利と思い追加しました。ホーム

センターで購入した手すりをネジで留めるの

ですが、下地がタイル下のコンクリートなので

取り付けに苦労しました。

（4） 水道栓のパッキンの交換

庭などに設置している水道栓のパッキンは穴の開いたゴムパッキンで、昔水漏れの際に

よく自分で交換していました。

現在の家屋の多くの水道栓は、お湯と水が出る混合栓になっています。今回台所の水

道栓でポタポタと水漏れを生じるようになったので修理が必要になりました。「クラシアン」な

どの水道業者を呼べば簡単に修理できます。5,000～8,000 円と安価をうたっていますが、こ

れは基本料金でその他に部品費などが追加され、終わってみれば結構な金額になります。

階段の手すり トイレの手すり

台所の混合栓 旧パッキンと新パッキン

手すり①
手すり②
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今回この水道栓の修理にチャレンジしました。混合栓なので、単純なパッキンでなくイン

ターネットなどで調べ、ようやく該当品を見つけホームセンターで購入しました。パッキン自

体は複雑な構造ですが、交換は意外と容易にできました。結果部品費の 5,600 円で修理が

できました。

（5） 洗浄便座の取り付け

1996 年に購入した洗浄便座が故障したの

で、新品に取り替えました。1996 年は取り付

けを業者に依頼しましたが、取り替えは取扱

説明書を見ながら自分で行いました。電気接

続はコンセントとアースの接続だけで簡単で

す。水を供給するホースの連結部は 6 ヶ所あ

り、水漏れが無いように慎重に作業を行ない

ました。

2015 年にも、3 台目の洗浄便座を自分で

取り付けました。

（6） その他の家屋

家屋の保全として、障子貼り、襖貼り、網戸の網交換、畳替えなどがあります。畳替え以

外は自分で行っています。家屋での DIY を表 6 に示します。尚 2017 年 10 月に和室をフロ

ーリングの洋間にリホームしたので、障子貼りと襖貼りは行なわなくなりました。

表 6 その他の家屋での DIY

DIY 写 真 必要な道具 説 明

障子貼り アイロンで貼る

障子紙を使いま

す。貼った後は

霧吹きを行い、

ピンと張るように

します。

襖貼り 「枠」と「取っ手」

を外した後に襖

紙を貼り替え、そ

の後枠と取っ手

を取り付けます。
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網戸の

網交換

網を固定するゴ

ムを、溝に挿入

するための「ロー

ラー」が必要で

す。

網戸の

レール

交換

長年の使用で網戸の移動がスム

ーズでなくなります。この場合、古

いレールを新しいレールに交換し

ます。レールは色々な種類があり

ますが、ホームセンターで売られ

ています。

食卓の

椅子の

布張替え

椅子から座る部分を

外し、覆っている布を

交換します。布の固

定は大型のホッチキ

スで行います。

食卓は 25 年間使っ

ていますが、3 回張

替えました。

洗面台前

の防水

マットの

設置

タオル掛

けの取り

付け

2階の倉庫だった箇所に洗面台を

設置しました。洗面台の前に防水

マットを設置し、横の壁にタオル

掛けを取り付けました。

防水マットはホームセンターで、タ

オル掛けは 100 円ショップで買い

ました。

（7） 電気関係

電気関係での DIY を表 7 に示します。

ローラー

大型ホッチキス
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同軸ケーブル

専用プラグ

表 7 電気関係での DIY

DIY 内 容

BS アンテナの

設置

屋根の上でなければ、自

分で設置できます。新潟

のときは外壁に、海老名

ではベランダに設置しま

した。設置に必要な金具

類は、ホームセンターで

売られています。BS アン

テナの設置で一番難しい

のはアンテナの向きで、

BS放送電波を発する衛星にぴったり向ける必要があります。業者は専

用の計器を持っているので、設置場所できちんとした向きにアンテナを

設置できます。しかし計器の無い場合は、テレビ画面を見ながらアンテ

ナを動かし、一番良く映る箇所でアンテナを固定します。ベランダ設置

の場合、固定電話の親機、子機をトランシーバとして使い、テレビの前

の息子に確認させながらアンテナを取り付けました。

液晶テレビの

設置

薄型テレビが流行りにな

った頃に買った37インチ

のプラズマテレビが、ス

イッチを入れて画像が映

るまでに 10 分ぐらいか

かるようになったので、

46インチ液晶テレビに買

い替えました。インター

ネットで手配すると量販

店より 2、3 万円安く買え

ることが分かったので、インターネットで購入しました。安く買ったのは

良かったのですが、テレビの設置、結線、チャンネル調整等、全て自分

で行なわなければなりませんでした。また古いテレビは、郵便局で「リ

サイクル券」（2,835 円）を買い、厚木市の「リサイクルセンター」へ持ち

込みました。

テレビ用

同軸ケーブル

の作成

テレビの受信では、壁に設置されたテレビコンセントとテレビを、同軸ケ

ーブルで接続します。この同軸ケーブルの両端には専用プラグが付き

ますが、これも自作できます。
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配線の処理 テレビの裏側は、テレビ、ビデオ、ホームシアターなどの機器の配線で

溢れます。これらを、結束バンド、スパイラルラッピング、配線ボックス

などで綺麗に処理します。

コンセントの

設置

コンセントは家屋の壁部に設置されています

が、生活していると、ここにもあったらいいなと

思うことがあります。このような際は、既存の

コンセントに延長コードを接続し、新たにコン

セントを設置します。設置ということで、コンセ

ントは壁に固定しますし。ビニールコード部分

は固定した配線ダクト内に納めます。

延長コードの

製作

購入した電気製品のコードが短すぎる場合があります。そのような場

合は、市販の延長コードを使うか、延長コードを自作します。自作の場

合は、最適な長さのものが作れます。2 心のビニールコードの片端に、

コンセントを付け、反対側にプラグをつけます。

洗面台の天井

の照明

2階の倉庫だった箇所に洗面台を

設置しました。天井に照明が無か

ったので、隣のトイレから電気を

引き LED 照明を取り付けました。

壁にスイッチを付けました。

プラグコンセント ビニールコード

配線ボックス スパイラルラッピングテレビ裏側の配線処理

スイッチ
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火災警報器の

取り付け

海老名市では火災警報器の設置が義

務付けられています。今回階段と寝室

3ヶ所、計4ヶ所に火災警報器を取り付

けました。石膏ボードの天井なので、

P17 のアンカーを使いました。

100V から

200V へ変更

家屋の電気配線は通常単相3線式になっていて、100Vと200Vの両方

が使えるようになっています。どちらで使うかは、分電盤の配線と各部

屋でのコンセントの形状で決まります。100V のエアコンを大型の 200V

エアコンに替える際は、分電盤の配線換えとコンセントの変更が必要

です。これも自ら行えば経費節減になります。

電気関係でのDIYでは、ペンチ、ラジオペン

チ、ニッパー、ドライバー、半田ごて、テスター、

カッターナイフなどの道具が必要です。テスタ

ーは電圧を計ったり、導通をチェックしたりす

るのに使います。

6． その他

（1） イレクター

イレクターとは、表面をプラスチックで覆った金属パイプと、パイプを連結する各種の連結

金具を組み合わせて物を作るものです。単純なものとしては、ジャングルジムが作れます。

我が家の一作品は室内用物干し竿です。屋外に干していた洗濯物を、急な雨の場合に

取り込むとき、そのままの状態で取り込み屋内の物干し竿に掛けます。横棒は 2 本の足棒

に単に挿入しているだけなので（図6参照）、使わないときは分解してしまうことができます。

室内用物干し竿

道具類

半田ごて

テスター

分解時

横棒

足棒

図 6
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もう一つの作品はパソコン台です。写真のように「コ」の字の形状をしていて、上部には板

を張り、足部にはキャスターを付けています。足部の高さはベッドの底部の高さより低いた

め、図 7 のように足部をベッドの底部に挿入させると、ベッドの上でパソコンが操作できるよ

うになります。

（2） エアコンの屋外機用 2段ラック

1 階の和室を洋間にリホームし、エアコン

を設置しました。このエアコンの屋外機の位

置が、既設の 2 階のエアコンの屋外機の位

置と同じ場所になったので、屋外機用の 2 段

ラックが必要になりました。既設の屋外機が

あるため汎用品では対応できず、ホームセン

ターで L 字鋼を買い求め自作しました。

（3） おもちゃのショベルカーの修理

ショベル部分とシリンダー部分が欠損したショ

ベルカーの乗り物を頂いたので、孫のために修

理しました。元のショベル部分はプラスチック製

ですが、プラスチックでの復元は不可能なので、

ベニヤ板で作りました。床すれすれに動くショベ

ルの形状とアームへの取り付け位置に苦労しま

した。

（4） ポスター、額

ポスターとして販売されているポスターの他に、カレンダーの写真も加工によってはポス

ターとして楽しめます。2cm角の角材と2mm厚のベニヤ材でパネルを作ります。ポスターは

ベッド
パソコン台

PC

パソコン台 図 7 ベッドとパソコン台の位置関係

ショベル部分

シリンダー部分

既設の屋外機

新規の屋外機
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パネルを覆うように貼り、パネルの内側で、ホッチキスで固定します。ポスターは水で濡らし

て貼り、乾いたときにピンと張るようにします。周りは黒又は緑のテープを、表面から約2mm

離して貼ります（図 8参照）。

額に写真やポスターを入れる場合は、額一杯を写真やポスターにするのではなく、周囲

に適度の白地を設けるようにします。この白地は紙で作りますが、厚みを持った用紙で、な

おかつ切断面を斜めにすると更に趣が出ます。斜めに切断するための専用カッターが売ら

れています。ポスターや額は部屋の他、階段ギャラリーに飾っています。

（5） 自転車のパンク修理

自転車のタイヤの空気が抜ける原因には 2 つあります。空気挿入口金（図 9 参照）に使

適度の白地

斜めカット 専用カッター

階段ギャラリーでの展示

ポスター（ダンス写真が載ったカレン

ダーから作ったものです。）

額に入れた旅行での写真

2mm

ポスター表面

黒又は緑のテープ

与勇輝の作品

図 8 ポスター周囲のテープ
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われている虫ゴムに穴が開いた場合と、タイヤの中のチューブに穴が開いた（パンクという）

場合です。虫ゴムに穴が開いた場合は虫ゴムを新品に取り替えます。

パンクの場合は開いた穴を塞ぎますが、ちょっとした技術が必要です。私はこれまでのパ

ンクは全て自分で修理してきました。修理のやり方は、子供の頃、自転車販売店での修理

を見て覚えました。虫ゴムやパンク修理の材料（修理用ゴム板とゴムのり）は 100円ショップ

で売られています。

タイヤは使っていると溝がなくなるし、チューブもゴムなので劣化します。私はパンク修理

の他、タイヤとチューブの交換もします。これらはホームセンターで売られています。

「空気入れ」からの空気

チューブに入る空気 虫ゴム

図 9 空気挿入口金
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