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「電気と工事」編集部　編

どうらくかい

プロの知恵袋100知恵袋100



　現場に出て作業にあたっているときに，「他の電工さんだった
らどういうやり方をしているのだろうか？」「もっと効率のいい
方法はないだろうか」と思われることはありませんか？

　そういった声に応えて，道楽会だより2000年1．2．3月号から，
現場のプロがさまざまな現場ならではのアイデアを紹介する「プ
ロの知恵袋」．オーム社発行の雑誌「電気と工事」にも「電工
Tips」という名前で連載されています．

　本誌は，過去の「プロの知恵袋」から「電気と工事」編集部
が 100 項目を選び，カテゴリーごとにまとめたもので，「電気と
工事」３月号付録にもなっています．一つにまとまって読むこ
とのできる，この「プロの知恵袋 100」をぜひ現場の仕事にも
お役立てください．

　また“こういった場合どうしたらいいのか現場の人に聞きた
い”“このようなアイデアがあるのでぜひ紹介したい”という方
は，道楽会に入会することにより現場の作業に関して質問した
り，答えたりすることもできます．

　道楽会の入会は下記のサイトからか，巻末案内を参照してく
ださい．

 「道楽会」Webサイト
 http://www.dourakukai.com/

まえがき



　現場でどうしても遭遇してしまうトラブル．でもプ
ロならきっとそういったトラブルをくぐりぬけるはず
です．ここではプロのトラブル対処法を公開していた
だきます．

トラブルシュートはお任せ！
これで問題は解決！

測って，調べて，テストして…
確認・測定・テストの知恵袋 ………… 13

ここは特に気を付けよう！
作業の注意・ポイント……………………… 29

これはベンリ！やってみたくなる！
便利技の知恵袋 ………………………………… 63
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Q
プロの知恵袋100知恵袋100

1
誤ってボックス穴
を開口した時の方法
　ボックスの開口時に誤ってボックスの中間より，上側とか下側に寸法を
開けてしまった時の対処法を教えてください．　　　　　　（H．Aさん）

　ボード壁であれば，開口以外の壁
のうしろに，桟

さ ん ぎ

木などを流してビス
止めをする．それから，開口してボ
ードを，その木にビス止めして，最
後はパテ処理をする．
　　　　　　　　　（新潟県　Ｉさん）

　開口の仕方が問題では．私は
ボックスの中心あたりと思わ
れる所に，プラスドライバー
を差し込み，ボックスの場所
を確認の上，右，左と切り込む．
両端にいったら上下に切り進
んでいき，止まったところがボ
ックスの四角です．中心がずれ
ていても切ったときにボック
スの端に当たるから位置がわ
かるはず．スライドボックス
であれ，ヌリシロカバーでも，
対処できる．
　　　　　（大分県　Ｙさん）

　位置が多少ずらせるのであれば，後付
のボックスがあるので，それを使うか，
はさみ金具が有効．多少の位置のずれな
らプレートが少し大きめのコンセント
もしくは，スイッチを使う．
　　　　　　　　　（山梨県　Ｆさん）

　いつも開口する時は，22 用Ｃがぎ
りぎり入るぐらい小さく開口するよう
に心がければ間違ってもクロスを貼る
前なら何とかなる場合もある．
　クロスを貼った後の場合はクロスメ
ーカーを呼ぶ．
　　　　　　　　　（東京都　Ｎさん）
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Q2
CD管にVA線（VVF)を入線
したとき，途中で動かなくなっ
たときの対処法
　CD管などの中にVA線を入線するとき，途中で動かなくなった場合の
対処法を教えてください．　　　　　　　　　　　　　　　(K．Tさん )

　CD管の入線時，VA線が止まった
ら，しばらく置いておくと通ることが
多い．反対側からエアを入れて冷ます
方法も良い．　　　（兵庫県　Mさん）

　無理せず，一度引き抜いてから，潤滑剤
をつけて入線する．
（呼び線で入線する場合）
　呼び線（スチール）が入らない場合は，
スチールの先に IV（皮は取る）でフック
を作っておき，反対側からスチール（先は
フック状の IV）を入れ，当たった所でス
チールを回転させて引っ掛ける．
　　　　　　　　　　　（静岡県 Mさん）

　途中で動かないということは，
CD管の曲がりがきついか，最悪は
折れ曲がっていることが考えられ
ます．方法としては少しバックさせ
て，スピードをつけて止まっている
地点を通り越すつもりで引いてみ
る．もしくは，全部ケーブルを抜い
ておいて入線剤をたっぷり付けて，
同じ要領で行う．
　　　　　　　　（福岡県　Oさん）

　VA線を抜く．一人でできなければ二
から三人で，しゃくるようにして抜く．
VA 線が抜ければ，先端をとがらせて，
呼び線に芯線を作ってテーピングする．
入線液をたっぷり付けて，再び入線する．
二人でするときは互いに呼吸が合うよう
にする．　　　　　　　（兵庫県　Sさん）

写真提供：（株）マーベル
　Jet ラインSH（MW-4030）
　　〔ミノル工業（株）製〕
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Q
プロの知恵袋100知恵袋100

　天井がALCならば必ず鉄骨があるはずなの
で，鉄骨にC鋼を溶接して下材を流しそこか
ら空調機用の吊りをたらす．（静岡県　Ｓさん）

ACL
鉄骨
Ｃ鋼

空　調　機

天井がＡＬＣの場合，空調機
吊り込みアンカーの打ち方3
　空調工事で天井がＡＬＣの場合，どのように空調機吊り込みアンカーを
打っていますか？　またデッキプレートの場合，アンカーを打ち込みます
か？それともＳＤハンガーを使用しますか？　　　　　　　（Ｊ．Ｔさん）

　ALCの場合必ず貫通する．やむを得ない
場合のみ ALC アンカーを６発以上打って
レースウェイを取付け，そこから降ろすが，
危険なことを元請けやお客さんに告げる．
デッキは必ず 100％アンカーを打ち込む．
配管支持はハンガーでもいいが，機械は必
ずアンカーを使う．
　　　　　　　　　　　（愛知県　Ｋさん）

　デッキの山部分にはコンクリ厚
が 100mm以上あるため．そこに
アンカーを打つ．
　　　　　　　（東京都　Ｍさん）

　ALC用のアンカーを打つかコン
クリート部分があるならアングル
などを流しても架台を取るので，
デッキプレートでもアンカーで取
付ける．ハンガーなどでは落ちる
可能性があるため，しっかり固定
する．
　　　　　　　（愛知県　Ｔさん）

　SDハンガーにアンカーを打ち込みます．
ただし多く確実に．その後ハンガーのまわり
にシリコンを打ちます．（大阪府　Ｓさん）
　アンカーはどっちにしても打っておきま
す．アンカーが多少ずれてもハンガーレール
で調整ができる．　　　　（広島県　Ｎさん）
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Q
　露出の時，はじめから吊りボルトだけで吊る方法は，好ましく
ない．捨て桟

さん

（木，鉄，何でもよいがダクターが扱いやすい）を
使用する方法が良い．通常，吊りボルトは４本なので各２箇所の
吊り位置より少し長めに桟を切断加工し，桟２本を平行にセット
する．その桟より吊りボルトを下げれば位置も自由に設定でき，
アンカーの数を増すこともできるので吊り下げ
荷重も増す．以上のことを考慮に入れて露出時の施
工をすれば使用不可能なアンカーが出てもそれを隠
すように桟を打てば良い．　　　（岐阜県　Ｓさん）

空調機吊り込みのアンカー
打設時，鉄筋に当って
納まらない場合の対処法

4

　空調機吊り込みのアンカー打設時，鉄筋に当ってしまい 30Ｌのアンカー
でも納まらない場合，どのように対処しますか．特に古い校舎などで吊り
ボルトが露出になってしまうケースについて教えてください．（Ｋ．Ｓさん）

　仕方がなく鉄筋も振動ドリルで切る．強度の問
題であれば，ずらして打って補修するか，φ40く
らいの丸いプラスチックプレートで吊りボルト４
箇所全てカバーをつけるかラッキングなどを加工
してホッパーをつけてみる．　　（愛知県　Ｋさん）

ダクター

吊り
ボルト

アンカー
止め 空調機

スラブ

　鉄筋を切り，ドリルを鉄キリ
に替え，コンクリキリより多少
小さめのキリで鉄筋を削る．あ
る程度穴があいたところでコン
クリキリでもめば，残っていた
鉄片を削りながらキリが入る．
多少の鉄筋であれば強引に削り
取る．　　　（静岡県　Ａさん）

鉄キリ コンクリキリ
鉄筋

　鉄筋の横をナナメに穴をあけ
る（鉄筋より深く）．ツバのない
アンカーを打ち込む．寸切を斜め
にセットした後，コンクリ面で曲
げる．　　　　（兵庫県　Ｉさん）

アンカー

寸切を
曲げる

　レースウェイの切り口はゴムキャ
ップなどで隠す．（京都府　Ｗさん）
　あらかじめ鉄筋が予想される場合，
ショート型のケミカルアンカーを使
用する．　　　　　（大阪府　Ｍさん）
　細いキリで打ってからアンカー用
のキリで打つとコンクリートの割れ
も少なくてすむ．（大阪府　Ｎさん）
　目かくしプレートなどをつけて前
のドリル穴をかくす．（東京都　Ｍさん）
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Q
プロの知恵袋100知恵袋100

5
リフォームで，プラスターボード
がボロボロでボードアンカー
が固定できないときは？

　アンカーがきかない場合は，少し
大きめの下穴をドリルであけて，パ
ットハンガー（トンボ）で引っぱり
固定，その際に取付け物を両面テー
プで貼っておくと簡単．
　　　　　　　　（東京都　Ｍさん）

　リフォームでプラスターボードがボロボロで，ボードアンカーが固定で
きない時の取付け方法を教えてください．　　　　　　　　（K．Yさん）

　壁裏に桟
さんぎ

木を入れられれば確実．
　　　　　　　（徳島県　Ｍさん）

　透明の接着剤をガンで流し込み，固
まってからボードアンカーを打込む．
　　　　　　　 （神奈川県　Ｕさん）

　ボードに穴をあけ，パテや補修
材を注入して固めた後，施工する．
　　　　　　　（東京都　Ｍさん）

　取り付ける物にもよるが，は
さみ金物で取付ければよい．
　開口を広げて，隠れる範囲な
ら，開口より少し大きめのコン
パネなどをその穴から入れてみ
る．　　　　　（岡山県　Ｙさん）

　ボロボロになっている部分を大きめにカ
ットし，5.5mm合板（引っぱりビス）を接
着剤でプラスターボードの裏側にあてて，
一日放置してから，プラスターボードをあ
てがう．　　　　　　　　（京都府　Ｓさん）
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Q ダイヤモンドコア抜きの際，
電線を切断してしまった時の
対処法
　コンクリートのダイヤモンドコア抜きをした際に，電線を切ってしまっ
た時の対処方法（どこの配線か全くわからない時）を教えてください．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｔ．Ｋさん）

　まず，分電盤と配電盤を探して漏
電動作のあった遮断器を見つけだ
す．漏電遮断器がメインのみの場合
は，切れた裸電線にアースをして１
個ずつブレーカーを上げて動作した
ブレーカーの行先表示を確認する．
もし表示がなければ，他のブレーカ
ー表示から（コアを使う現場なら表
示があるはず）判断する．PCなど
は無停電装置の作動があるのでわか
るのでは？PCや冷蔵・冷凍機など
急を要する時は仮設を引き，それ以
外は切った箇所をはつってジョイン
トする．また，隠

いんぺい

蔽配線にしなくて
もいいのなら，露出で配線して本設
にする．　　　　（岡山県　Mさん）

　切ってしまった電線は，抜けるなら抜いて，新しく配線するのが良い．
切ってしまった電線管のまわりを少しずつはつって電線管を取り出し，穴
は少しずらしてあける．　　　　　　　　　　　　　　（東京都　Ｔさん）

　線種，色別，年号などを調べ，強電，
弱電の場合でも建物内の設備機器が何
らかの異常をきたすので，状況を見て，
図面があれば確認して，電線を入れ替
え貫通部に PF 管などの保護管を入れ
て補修修繕をする．
　　　　　　　　　（大阪府　Mさん）

　基本的には，何とか配線の行き先を探し
て入線し直すか，新規配線するしかない．
線の切断にともなって遮断したブレーカー
の回路を考えられる所から追っていく．ど
うしてもわからなければ，穴あけしたとこ
ろを結線できる程度まで削って広げる．
　　　　　　　　　　　（大阪府　Ｔさん）

6
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Q
プロの知恵袋100知恵袋100

切断された地中引込線メーター
２次側を接続する方法

　ケーブル切断箇所に隙
間ができていなかったら
レジン注入形ケーブル接続
で接続し，ケーブル保護に
トラフレキを使用する．接
続の際ケーブルのみの長さ
が 310mm以上必要となる
ため，管を切断する必要が
ある．工具はチューブカッ
ターのパイプ用を使うと良
い．もし隙間が大きすぎた
らケーブルと接続材が２組
必要となる．
　　　　（大阪府　Nさん）

　切断箇所付近を大きく掘削してハンドホールやマン
ホールを新たに設ける．配管のみをカットしてベルマ
ウスなどでホールに接続しケーブル類は結線する．余
長がないはずなので適当な長さのケーブルを新たに用
意してそれぞれのケーブルについて２回結線する．配
管ルートの変更（ショートカット）が可能であれば既
存のケーブル類をそのまま接続できる．
　　　　　　　　　　　　　　　　（京都府　Ｆさん）

　地中での接続は内線
規定でできないことな
ので近くにジャンクシ
ョンボックスを取り付
けたほうが良いと思う．
もしくは漏電および絶
縁不良の原因になるた
め，地中でボックス（防
水）を使って収めたほ
うが良い．
　　（千葉県　Ｙさん）

7

　切断した箇所の周辺を掘削し，ボックスを二つ設置
してその二箇所で渡りの線を入れて接続する．既設配
管のボックスへの接続が困難な場合はボックス内で
つばを長めにとってコーキングで固定する．
　　　　　　　　　　　　　　　（岐阜県　Ｍさん）

　地中で引込線メーター２次側を植木屋さんが管ごと切断してしまいま
した．大きな家で植木も多く配線も太く長いため抜き替えができません．
地中で接続する良い方法はありませんか？　　　　　　　 (T．Mさん )

旧ルート

切断箇所

Wh

新ルート
（ショートカット）

ハンドホール
マンホール

構内柱
電力柱

BOX BOX

接続 接続
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Q
　原則，水が入っていると沸騰し圧力
が発生しロウヅケは困難ですので抜け
る範囲で水を抜き，圧が掛からないよ
うに上階のバルブより下部バルブを解
放後作業する（上階部で蛇口をひねる
とエアーが入り残りの水が出てしま
う）．　　　　　　（神奈川県　Ｉさん）

　石油ポンプ（手動）で中の水を抜
き取ってからロウヅケする．
　　　　　　　　（三重県　Ｉさん）

水が入っている鋼管の漏水
処理（ロウヅケ）の方法
　鋼管の漏水処理（管内に水が入ってしまっている時）ロウヅケはどうし
ていますか？ LA継手しかできませんか？（Y．Uさん）

8

　ビニールシート，ウエスなどをパイプ
カットをする所に敷いてカットをする．
立配管の場合はカット下の面を少しウ
エスなどで吸い取り，ロウヅケ面を布ヤ
スリで良く磨いてフラックスを付けて
ソケット（継手）にロウヅケすれば良い．
　　　　　　　　　（福島県　Ｔさん）

　水分を布などで取り，ブロアで吹く
（または吸う）．鋼管をよく熱し，ペー
ストを流してから作業すると，まず失
敗はしない．　　　（大阪府　Ｋさん）

　一度配管を切り水を抜く，そして
圧力がかからないように溶接をする
（あぶると圧力がかかる）．
　　　　　　　　（大阪府　Ｎさん） 　最初に，水を除去（勾配をつけて）

し，その後，熱して乾燥させてから
ロウヅケを施工．　
　　　　　　　　（三重県　Ｓさん）
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Q

Q

プロの知恵袋100知恵袋100

建込み配管でボックスを忘れた
時のボックスの取付け方法

　Ｅパイプをボックスの近くでＳに曲げ（ベンダー使用）鉄筋の隙間に落とし込み，トロフ
ックでボックスを支持．パイプの長さはスラブ下 15cmほどにしておき，ＥパイプとCD管
のコンビネーションカップリングで接続する（２人での作業）．　　　　　　（静岡県　Ｎさん）

　建込み配管でボックスを忘れた時のボックスの取付け方を教えてくださ
い．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｉさん）

埋込ボックスの取付け時，
高さ，傾きがバラバラになった
時の対処法．

　通常 4× 4 ボックスなので 5× 5
の塗り代カバーの取付穴を開け替え
て，寄り，高さ，間隔を調整する．タ
イル目地合わせは問題ない．塗り代カ
バーは盛り，ベタ，仕上げの厚さに合
わせる．　　　　　（大阪府　Nさん）

　高さ調節は，全体の高さの平均に合わせるようにする．どうしても合わない物について
は，塗り代カバーのビス穴を無視して別の場所に穴を開け取付ける．傾きについても同様
に別のビス穴を開けて配線器具を取り付ける．　　　　　　　　　　　（大分県　Ｓさん）

9

　埋込ボックスの取付け時，高さ，傾きがバラバラになった時の対処法（埋
込ボックスの修復不可能で，仕上げ面より奥行きがないとき）を教えてく
ださい．（Ｔ．Ｋさん）

　ボックス取付け時，木材を横に水平に捨
て材を入れておき，その木材に載せるかし
て，水平に取り付ける．バラバラになって
しまった時はボックスを使用せずハサミ金
具を使用する．　　　　（愛知県　Ｈさん）

10
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Q

　CD管の中に鉄筋を入れて壁の上か
ら落としてボックスをボルトで止め
る．ボルトで固定できたら鉄筋を抜く
（２人で作業）．取り付けるBOXの高
さの下に少し長い釘を打つ．
　　　　　　　　　（岡山県　Ｆさん）

　持って行くのを忘れたのならボッ
クスの 1.5 倍ほどの大きさの発泡ス
チロールを用意し，それに配管を差
込み，位置に仕込む．型枠が外れて
からコンクリートビスなどで固定し
補修する．　　　　（三重県　Ｋさん）

打ち込みアンカーが
コンクリート内で空回りして
ボルトが締め込めない時
どうするか

　アンカーがコンクリート内で空回りする
ということは強度がないコンクリートにア
ンカーを打っていると思うので，振動や重
みで抜けてしまうので危険．事故につなが
るため打ちかえるか，穴あきアングルやハ
ンガーレールなどを使ってボルトを吊るし
たり締め付けるのがよいと思う（深めにア
ンカーを打ってみるのもよい）．
　　　　　　　　　　　（滋賀県　Ｏさん）

　アンカー横に穴をあけコン
クリート用接着剤を流し込む．
接着剤が乾いてからボルトを
締める．　（東京都　Ｈさん）

　その周辺にくさびまたは，
時間がかかるが，コーキング
を入れる．　（大阪府　Ｏさん）

11

　打ち込みアンカーがコンクリート内で空回りしてボルトが締め込めない
時どうしますか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（M．Yさん）
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12
改装時，
仕上り状態の壁に，
古い線が使用不可能な既存の
コンセントの取替え方法
　改装時で壁が仕上り状態で既存のコンセントの取替え時，古い線が
短く結束も不可能な場合の方法．　　　　　　　　　　　　（Ｍさん）

　古い線に新しい線をテープ
で巻いて，固定して天井から
引き上げて，上で結線をする．
　　　　　（広島県　Ｓさん）

　コンセントが付いていたのなら，
コネクターを先に IVに差しておいて，
ペンチ・ラジオペンチなどで，無理
矢理つなぐしかないと思う．コンセ
ントが付いていれば，なんとか付く
と思う．　　　　　（三重県　Ｔさん）

　（コンセント数は多くなってしまうが）既存
コンセントの上にコンセントを取り付け，そこ
からわたり線を，既存位置のコンセントに接続
する．もしくは，既存位置のコンセントをふさ
ぐ．　　　　　　　　　　　（長野県　Ｓさん）



　正確で高品質な工事のためには計測や，確認，テス
トが必須です．上手な確認・測定・テストのポイント
をプロに伺

うかが

います．

トラブルシュートはお任せ！
これで問題は解決！ …………………………… 11

ここは特に気を付けよう！
作業の注意・ポイント……………………… 29

これはベンリ！やってみたくなる！
便利技の知恵袋 ………………………………… 63

3

4

2
測って，調べて，テストして…
確認・測定・テストの知恵袋
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13
一人での照明の墨出し法
　一人での墨出し法．一人でスケールを当てながら作業するのは，けっこ
う大変なのでお願いします．（レーザーなどを使えない現場などでの良い方
法）　　　　　　　（T．Hさん）

　水糸はどうでしょうか．
色が付いたもので，画び
ょうなどを天井に付けて
やると簡単．天井が仕上
がっていても，クロスを
はっていても画びょうで
問題ないと思う．器具付
けが終わったら，ニッパ
で簡単に切れる．ホーム
センターなどで 500 円く
らいで買え，使い終わっ
たら巻いてまた使用でき
る．　　（埼玉県　Hさん）

　広い部屋などの場合，レーザーを用いるのが一番だ
が，無い場合は現場にある木材などを用いると簡単に
できる．　　（福岡県　Tさん）
①　木材などで，壁から一定の
　所に印を付ける．
②　残った部分をメジャーで測
　り，部屋の中心を出す．

中心（基準）

軽天材・木材など

　一人で墨出しをする時，よく 38のチャネルバーを
使っている．曲がりにくく，重くなく，長さもあるので
結構使える．直線を引くときは，C型に開いたほうを
墨出し面に向けて，長端を壁梁などに当てて寸法はあ
らかじめチャネルに印を付けておく．
　丸穴の墨出しのときは短いものを使い，C型の開い
たほうからタッピングビスなどをもみ込み，それから
半径の部分に 4ミリ程度の穴をあけ，コンパスのよう
に使う．この方法で，並んだダウンライトなども直線
に並び，均等に割り付けられる．　　（兵庫県 Mさん）

　天井材に問題がなければ，チ
ョークラインや水糸で墨付けす
る．このとき，脚立で作業する
より，デッキ式脚立か足場板を
入れて動きやすくするのもポイ
ント．　　　（兵庫県　Mさん）

　工具を活用している．幅広タイプのスケールを使って遠い
所まで測っている．最近は，両面に目盛りがあるスケールが
あるので，天井墨出しには便利．　　　　　（山口県　Nさん）
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Q14
既存のコンセント専用回路が
分岐されていないことを
確認する方法

　まず，切換予定のブレーカーを切り２次
側で導通を見る．コンセントを外して送り
配線がつながっていないかみる．付近のコ
ンセントの電圧がかかっているか確認，照
明もつけてみる．これで今のところ失敗は
していない（以前あったのは，エアコンコ
ンセントから外部コンセントへ送り配線が
あったこととダウンライトの電源を取って
いたことなど．スイッチを切っていると導
通ではわからないのでスイッチは全て入れ
るのが確実）．
　　　　　　　　　　　（京都府　Ｋさん）

　既存のコンセント専用回路を 100Ｖから 200Ｖに変更する場合，その回
路が分岐されていないことを確実に確認する方法を教えてください．
                                                                               　  （Ｍ．Ｋさん）

　すべてのコンセントから負荷を外
し（プラグを抜く）， すべての照明を
点灯状態にする．そして，目的のコ
ンセント回路のブレーカーを切る．
　すべてのコンセントをチェックし
て（テストランプ）点かないコンセ
ントがあれば分岐されていることが
わかる．　　　　（大阪府　Ｎさん）

　まず，分電盤のところでクランプメーターをあててみる．
わずかでも電流が流れていればその回路は天井裏で分岐さ
れていることがわかる（すくなくとも，200 Ｖに変更す
る回路の部屋の電気は全てONにしておく）．これでかな
りの確率で判断できる．可能ならば天井裏へ入り，目視を
行うことが確実である．　　　　　　　（広島県　Ｋさん）
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15
点検口の切込み時に
電線（水道管）がないかどうか
の調べ方
　点検口を作る際，切込みの時に電線（水道管）がないかどうかの調べ方を教
えてください．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(M．Fさん )

　バンセンを 25 ～ 30cm，90°
にしてバンセンの通る穴をあけ
て，そこから入れて上下して回し
ながら調べる．　（三重県　 Iさん）

　手ノコか引き回しで点検口
サイズの切込みを入れてから
下地を切る．
　いきなりサンダーなどの電
動工具で切らない．
　 　　　（広島県　Mさん）

25～30cm

90°天井ボード

バンセン（電線）

　点検口位置の周りの照明器具・エ
アコンの配管・配線の方向（スイッ
チ，ドレン）確認．壁のコンセント
スイッチの立下り配線位置が点検口と重なっていないか．その上の
階があれば，トイレなどでないかを確認する．　　（大阪府　Nさん）

　ダウンライトがあれば，取外して内部を見
る．ないときは最初φ 30 ～ 50mm くらいの
穴をあけて内部を確認（ペンライト，長柄の
ドライバ，ズンギリボルトなど利用する），そ
れから開口する．点検口開
口寸法 455mm 角に比べ，
金具内に使う天井材寸法は
415mm 程度なので，最初
の穴を端に選べば，再利用
可能．
　クロス貼り天井の時は，クロス面を穴より大
きめに，よく切れるカッターで切り込み，先に
めくっておく．穴位置が失敗してもそのままク
ロスをていねいに元に戻せばわからなくなる．
ただし，内装用コークボンドは常時用意してお
くこと．　　　　　　　　　（兵庫県　Kさん）

455mm角

再利用部分

はがしたクロス

開口穴

下地面
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Q16
取付け位置を
簡単に確認する方法は？
　天井に照明器具を取り付けるとき，取り付けがまっすぐかどうかを簡単に確
認する方法はないですか？古い建物のゆがみ，増設のコンセント，スイッチ，
　　　　　　　　　　　　　　クーラーなどの垂直は建物に合わせますか？
　　　　　　　　　　　　　　また，器具の垂直にこだわりますか．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（D．Nさん，K．I さん）　建物に合わせるのは，正解で，照明器具も

ボード目地，クロス目地などに合わせ，目地
のない場合は近くの機器などに合わせる．
　　　　　　　（大阪府　Tさん）

　照明はレーザーが早いと思う．コ
ンセント，スイッチは建物に合わせ
て良いと思うが，エアコンは水漏れ
の恐れがあるので，器具の垂直，水
平にこだわったほうが良いと思う．
　　　　　　　　（神奈川県　Sさん）

　美観の点から見て，コンセント，スイッチ
などは建物に合わせるのは賛成だが，クーラ
ーの場合は，水平器を使って，水平もしくは，
少しだけ右下がり（ドレンが流れる方向）に
する．ドレンは建物に合わせても，水は低い
ほうにしか流れない．建物が傾いていると，
レベルは水平であっても本体はゆがんで見
える．　　　　　　　　　（大阪府　T さん）

　建物に合わせる．天井など
模様がある場合には模様に合わ
せる．人間が日常生活をしていて，違和感がない
のが一番！だと思う．　　　　（静岡県　Mさん）

　照明器具などは建物に合わ
せるというお答えが多く，エ
アコンについては，水(ドレン)
の問題があるので，水平に取り
付けるか，右下がりで取り付
けるというお答えが多く寄せ
られていました．
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17
雨の日のスラブの
墨出しって…
　雨の日のスラブの墨出し方法が知りたいです．雨用チョークで書いても
雨がやんで次の日には踏まれて消えているときがある．（愛知県　Kさん）

　完全に水たまりになったりするような雨だ
と無理だが，意外と使えるのがペイントマー
カー．コンクリートスラブの時は芯のへたり
が激しくなるが，ほとんど雨で流されること
がないのと，踏まれても簡単に消えない．デ
ッキスラブの時は特に使える．また水よけに
使うのは，100 円ショップなどで売っている
箒
ほうき

とちり取りのセットや洗車ブラシや洗車用
のスポンジでふくようにすると結構効果的で
す．　　　　　　　　　　　（大阪府　Mさん）

　警察署で使用している耐水チョー
クを使用すると，3日ほど消えない．
ホームセンターに売っている．
　　　　　　　 　（兵庫県　Aさん）

　私はコンパネには画鋲を，
鉄板にはポンチを使用してい
る．慣れたら早いですよ．
　　　　　　（大阪府　Tさん）

　チョークで描いたところに，
油性のマジックで描いておく．
点付けでも印が残っていたら，
やり直しが楽．（東京都　Mさん）

　コンクリートはコンクリート
釘，ベニヤは普通の釘

くぎ

で道糸を
張る．仕事上大工をやっている
ので．　　　　（兵庫県　Kさん）

　場所にもよるが，防水性のあ
るガムテープを貼り，油性ペン
で描くと良いと思う．
　　　　　　（兵庫県　Hさん）
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Q

　敷地内のなるべく近くの地上高の低
いところにスコップで深く掘り，電動
ハンマーで連結アース棒を３～５本打
ち込む（もちろん１本ずつ距離を測り
ながら足していく）．（石川県　Ｋさん）

　柱に台棒を取付けてロープで
引き，なるべく離れたところへ
打つアースの棒の数を増やす．
アース同士を離すと効果的．
　　　　　　（千葉県　Ｉさん）

　1m×３本連接を 50cm 四方に埋めて
１本のアースにする．（新潟県　Ｎさん）

　埋立地のような元々ア
ースが出ないような場所
ではアース板を入れてお
く．（神奈川県　Ｍさん）

自家用変電設備のアース工事
で，数値が出ないときは
どうするか？
　自家用変電設備のアース工事で，数値が出ないときなどはどのようにさ
れていますか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（K．Hさん）

18

　アスロンか導電ク
リートを入れて数値
を出している．
　（長崎県　Ｍさん）

　IV の 14 ～ 22
の皮を剥いて伸ば
し，木炭を接地極
とアース棒に接近
させて埋めて，散
水をする．裸線の
上にメッシュ鉄筋
をのせる（接続）．
（福岡県　Ｆさん）

　工場などの場合は建屋鉄骨アースが２Ω以下で
あればそれをアースとして使用（福島県　Ｔさん）

②

③

④

①

利用
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19
外壁での
水平の出し方は…
　外壁に幹線などを横に張るときの水平の出し方は？　　　　（R．Sさん）

　モルタルなど目地がない場合は，
長尺の木材（または Cバーなど）
を使用する．水平器を使って，2
点の墨を出し，養生テープを使用
して水平を出す．
　　　　　　　　（群馬県　Oさん）

　基本は，建物に水平に出ている
目
め じ

地や既設の配管などを基準と
して，それと平行に配線や配管を
したら良いと思う．チョークライ
ンなどで墨を出せば早く施工でき
る．　　　　　（滋賀県　Oさん）
　こんなご意見も…
　目地が少し水平でないときも，
目地に合わせたほうが良いときも
ある．　　 　　（兵庫県　Sさん）

　５ｍ程度の細いチューブに水（液体）
を入れ，両端を栓した道具があると簡単
に水平が取れる．一人でできるように両
端に引っ掛け穴を設ける．
　　　　　　　　　　（大阪府　Hさん）

　チョークラインを利用する．ラインに沿っ
てその上に幹線を張る．一人で作業できる．
　　　　　　　　　　　（神奈川県　Uさん）

栓栓
マーキング

液体注入済み

水平になる
透明のチューブ

外壁

糸をピンと張る
水平器

チョーク
ライン
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Q 内装が仕上がる前に
屋内配線の誤結線などを確認
できる簡単な方法
　屋内配線で内装が仕上がる前に誤結線などを確認できる，簡単で手間が
かからない方法を教えてください．　　　　　　　　　　　（S．Oさん）

　VVFに電球やコンセントを取付けして，
仮設で送電してみる．電球は仮設用ちょう
ちんなどで，コンセントは埋込用のコンセ
ント，スイッチ（取付予定のものでも良い）
を使ってテストをしてみる．スイッチがな
ければ差込コネクターで代用（スイッチ
ON状態）にしてもよい．

（大阪府　Ｈさん）

20

　配線チェッカーを使って
調べるのが一番簡単．

（大阪府　Nさん）

　006P9V乾電池を盤側配線にワニ口クリップで接続して各回路別に確認する．負荷
側にはブザーをつけるため一人でも確認できてスイッチ確認にも便利ですよ．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（岡山県　Ｋさん）

配線チェッカー

ホビー用ブザー　
9V～12V

分電盤側 負荷側

ワニ口クリップ ワニ口クリップ
1Aヒューズ006P

9V乾電池

コン
セント スイッチ

シーリング
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分配器への同軸接続の確認，
テストの方法

　レベルチェッカーを使うか，もしくは分
配器の通電ラインを使ってブースターの
PSを使ってみる．ケーブルの接線をきっ
ちり作ること．それを怠ると電波にバラツ
キが出てしまいゴーストの原因になる．ス
テップルで止める場合も同軸用のステップ
ルを使う方がよい．思った以上に同軸はシ
ビアで，電波測定用のチェッカーを使うの
がいいと思う．　　　　（大阪府　Ｓさん）

　テストするときはレベルチ
ェッカーなどでレベル調整す
るが，やはりレベルだけでは
映像はわからないのでテレビ
で確認する．（滋賀県　Ｏさん）

　同軸の LAN配線用テスト器を使用，または同軸（5C-2V）のテストプラグ（心線と外
被覆シールドが短絡されているプラグ）を片側につけ，片側の開放テストプラグ部で導通
をとる．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（茨城県　Ｍさん）

　電気屋さんの配線を見ると，芯線が長すぎ，カシ
メリングの締付けが甘いのをよく見かける．
　確認方法はレベルチェッカーで確認し，Lo(1ch)
が Hi(12ch) にくらべ異常に低い場合接続不良とな
る．その他の方法としては映像確認を行うことがあ
げられる．接線をキチンと作製すれば不良になるこ
とはほとんどない．　　　　　　（東京都　Ｉさん）

21
　分配器への同軸接続の確認，テストの方法を教えてください．（T．Sさん）
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Q22
システムキッチンの天袋を
一人で取り付ける方法

　キッチンパネルを貼る前に
天袋の位置と仕上がり下端を
出して，当て木を壁にビスで
貼付けてそこに天袋を載せれ
ば何とか取り付けられる．特
にビスの下穴は，開けておい
たほうがよい．

（神奈川県　Ａさん）

　システムキッチンの天袋を一人で取り付ける方法を教えてください．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（S．Mさん）

　タル木などがあれば，Ｔの
字にタル木を加工し，それに
天袋を仮置きして取り付け
る．あらかじめ仕上がり寸法
より少し低めに作っておく．

（山口県　Ｙさん）

　天袋はドアの取外しや取
付けが簡単なので，全部
外して壁にタル木を仮止め
し，そこに掛けて支え，イ
ンパクトドライバーなどで
とめる．仕上がっている時
は，気圧リフトで上げてと
める．気圧リフトは現場を
汚さず，１台あると便利で
各所に活用できる．

（東京都　Ｉさん）

　天袋の上部芯に，取付けビス頭よ
り少し大きめの穴を開け，左右端に
下穴を開けておく．天袋を取り付け
る位置を決め，取付け芯に少し長め
のビスをもみ，天袋の芯穴を引っ掛
け，下穴を開けた箇所をビスでとめ，
大きく開けた穴のビスはワッシャー
を付けてとめれば完了．

（大阪府　Ｎさん）

　仕上げてある所では，養生を忘れずに
行う．（東京都　Ｋさん）
　ホームセンターなどで販売している大
工職人用のつっぱり棒を使う．

（埼玉県　Ｓさん）

タル木

あらかじめ
仕上がり寸法
より少し低め
に仮置して取
付ける．

気圧リフト

コンプレッサー

ビス頭より大きい穴

下穴 下穴
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23
アース工事で
規定の抵抗値を出す方法

①　アース棒連結で何本かつ
　なぐ（または１ｍ以上の間
　隔で離して打つ）．
②　木炭を入れる．
③　裸銅線を放射状に埋設す
　る．　　（宮城県　Ｉさん）

　アース工事で，どうやっても規定の抵抗が出ない時の裏技について教え
てください．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｔ．Ｋさん）

　接地板・接地棒の数を増やす，深度を
深くするなど，法規なので規定数値を出
す．また接地板（棒）埋設周囲に改良材
を用い，水をまくなどの一時的な対処も
ある．　　　　　　（神奈川県　Ｉさん）

　建物がRCならボックスなどから取
る．鉄骨ならH鋼などから取る．木造
なら基礎の土台を止めるボルトから取
る（出ないときもある）．最後は外部
の塀や門柱などの鉄筋などから取る．
　　　　　　　　　（愛知県　Ｉさん）

　

　３種だと基礎の鉄筋をはつ
り出して結束する．１種だと
広く打って並列接続する．地
下や深い基礎の時は，切削時，
先に結んでおく．銅板を使う
こともある．昔は塩水をまい
たと聞いた．（大阪府　Ｙさん）

　地質が砂地などでよくやる方法で，2m×
2m× 1mの穴を掘り，下地に鉄クズ上層に
土を入れてから抵抗低減材を入れ，900のア
ース棒をループにして接地する．それでも抵
抗が出ない時は，鉄分の多い山土で抵抗の出
る地層部まで道を作る．　（茨城県　Ｔさん）

　測定棒R1と R2 の下に銅線を埋める．
銅線と測定棒の距離や地質を変えること
により望み通りの抵抗値にできる．　　
　　　　　　　　　　（静岡県　Ａさん）



25

　液状の接地抵抗数値の降下材がよくきく．前に使
った時は確か，一番下がった状態からさらに約 50
％位は下がったと思う．　　　　（愛知県　Ｇさん）

　エアコン室内機をアースコンセントにして，
室外機からアース棒を打つ．色々なところでア
ースがとれる．　　　　　　　（愛知県　Ｗさん）

　Ｄ種接地で 100 Ω以
上 500 Ω以下であれば
ELCB を取付ければよ
い．内線規程（2005 年）
1350-1 表に準拠する．
または建物の鉄骨を接地
極とする（同 1350-8 に
よる）．（兵庫県　Ｉさん）

片切スイッチを切にしている
のに，なぜ照明器具に20から
50Ｖかかるのですか？
　片切スイッチを切にしているのに，なぜ照明器具に 20から 50Ｖかかる
のですか？　結線や接地側なども間違ってはいません．　　　（K．Sさん）

　配線間違いではないなら，誘導電圧が発生していると考えられる．距離や電圧などの状
況にもよるが，電力的にはほとんどない場合が多い．もしくは回路中のスイッチ位置，接
地にもよるが漏電も考えられる．心配であれば零相電流を測れば大体の判断はできる（ク
ランプは小電流対応のものが必要）．　　　　　　　　　　　　　　　 　（兵庫県　Ｓさん）

　漏電ブレーカーがなく，
他の配線で０Ωの漏電回
路（地下埋設）などがある
場合電圧がかかる場合もあ
る．　　（大阪府　Ｋさん）

　交流電圧 100V には電圧のかかっている
相（非接地側）とかかっていない相（接地側）
があり，スイッチにより非接地側を切断し
ても接地側の電圧が照明器具にかかってく
るためデジタル測定機では質問のような数
値が出る．　　　　　　　（東京都　Ａさん）

Q24
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Q

既設使用中の埋設配管ルート
を調べる良い方法
　改修工事の埋設配管で既設使用中の配管ルートを調べる方法を教えてくだ
さい（ユンボ等で引掛けられないようにしたい）．　　　　　　（Ｙ．Ｉさん）

　工事を始める前に，図面を調べる．引込み盤，ハンドホール，外灯などを見て埋設配管の
予測をする．水道などは水道課に図面があるので参考にする．　　　　　　（青森県　Ｔさん）

25

　高圧自家用設備の場合は，届出図面（構
内平面図）があるので参考にする（高圧
ケーブル埋設の場合）．（大阪府　Ｔさん）

　道路側に（ガス・水道など）引込み部
分のためのマーカー（目印）があるので，
そのマーカーと建物の間の直線は，慎重
に掘り（手掘り），配管を露出させてか
ら掘る．　　　　　　（東京都　Ｍさん）

　下調べで，近辺の地上で「手製の
磁石」を持ち歩き回れば，埋設配管
の上に立った時，反応して横一線に
開く（よく水道局の方がやっている）．

（京都府　Ｎさん）

　まず図面でルートを確認して，最初は
浅めに掘り，埋設シートが出てきたら，
手掘りにする．　　　（広島県　Ｓさん）

集合住宅で漏水の確認時，
壁や床をいためず，
場所を確認する方法
　集合住宅での漏水の確認時，壁や床をいためない場所の確認法と，
できるだけ断水にしないで調べる方法を教えてください．（Ｍ．Ｋさん）

　集音マイクなどで漏水場所の
確認する．　　（群馬県　Ｈさん）

　漏水確認は場所を探す時に水の流れる音を
壁・床に耳を当て確認する．外回りは，壁や
基礎を確認する．　　　　（新潟県　Ｋさん）

26
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　インターホンは今の製品については
テレビカメラ付きでも２芯（1P）ケ
ーブルで対応できる．既設ケーブルが
２芯ケーブルである事を前提にして製
品を選べば問題ないと思う．分譲マン
ションのインターホンについては，一
棟全体のシステムとなり，メーカー
違いの機器は不可．同一メーカーでも
互換性を問合せして確認したほうがよ
い．　　　　　　　（愛知県　Ｙさん）

　今は，既設配線をそのままに，無極
性で取替え可能．取替え前／後のメー
カーを意識する必要はない．配線上の
注意としては，AC100V など，旧機
器の電源が接続されていないこと，絶
縁不良（DC500V　1MΩ以内）でな
いこと，配線距離がループ抵抗 10Ω
以内などを守らないと映像や音声が乱
れる場合がある．

　（奈良県　I さん）

　テレビ付きインターホンの取替えで，取替前の異なるメーカーの配線との
接続が可能かどうかが簡単にチェックできる方法を教えてください．

（Z．Kさん）

　大体床下なので，開口部（無い時は不可）より
漏水箇所（離れている時）へ懐中電灯の光をあて，
水の落下を調べる．ただし，パイプを伝わって水
の落下している場所と漏水している箇所が異なる
事が多い．手が届く範囲の漏水（少ないとき）は，
ティッシュなどで漏水と思われる管をなでて，水
の吸収跡を見て確認する．　　　（東京都　Ｎさん）

　漏水探知機で調べる．探知
機を壁，床に当て音とレベル
で測定．
　他排水管共用と思うので，
漏水音を確認することが少し
困難．時間帯をみて測定した
方が良い．（京都府　Ｔさん）

Q27 テレビ付きインターホンの
取替えで，取替前の異なる
メーカーの配線との接続が可能か
簡単にチェックできる方法
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木造住宅で，
はりと天井下地に
有効スペースがないとき，
天井先行配管50φなどを配管
する方法
　24時間換気などの天井先行配管 50φなどを配管する時に，木造住宅
ではりと天井下地の面に有効スペースがとれないときはどうしますか？
　　細長いジャバラとかあるんですか？　　　　　　　　（M．Tさん）

　配管不可部両サイド
（区間）にプルボック
スを取付け不可部の間
のみ小径の管を重複配
管する．
　（鹿児島県　Ｙさん）

　お客さんに排気内蔵のエア
コンをすすめる．ジャバラを
VE などに付けて径をおとす．
配管で壁から排気する．
　　　　　（熊本県　Ｕさん）

28

50φ ハリ

アルミフレキ
　50φ

プルボックス
貫通 50φ

　24 時間換気などで 50 φのジャバラダク
トを天井裏に施工する時，すべて廊下に出す．
廊下の天井は少し低いことがあるため，ツー
バイフォ－工法でどうしても天井が確保でき
ない時は，壁換気に変更してもらう．
　　　　　　　　　　　　（大阪府　Ｋさん）



3

　どの作業にも，その作業ならではのポイントがあ
るはず．また建築場所の違いによっても注意点が異な
るでしょう．プロが気を付けている注意点とポイント
を教えてもらいます．

ここは特に気を付けよう！
作業の注意・ポイント

測って，調べて，テストして…
確認・測定・テストの知恵袋 ………… 13

これはベンリ！やってみたくなる！
便利技の知恵袋 ………………………………… 63

2

4

トラブルシュートはお任せ！
これで問題解決！………………………………… 11
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油圧ベンダーで
均一にＳを曲げる方法

　平らな地面，またはコンパネ
に曲げたい寸法を書いてみる．
それから，油圧ベンダーでその
角度になるまで曲げる．その時，
ベンダーのシリンダーの押した
寸法をスケールで測っておく．
あとは，スケールで測ったぶん
だけシリンダーを押すと平行し
たＳが曲げられる．
　　　　　　（大阪府　Ｋさん）

　油圧ベンダーでＳを曲げるときは，
もったいないが19のパイプで曲げて，
現場合わせをしてみて良ければ，それ
に合わせて曲げてみる．本数が多くて
も合わせてできるので，結構良いでき
になると思う．数カ所の場合でも 19
パイプだったら何回も曲げ直して使用
できる．　　　　　（愛知県　Ｇさん）

　番線および針金などで最初に曲げたパ
イプの形（大きいパイプ）を取り，それ
に合わせて小さいパイプを曲げていく．
　　　　　　　　　　（大分県　Ｓさん）

　最初の曲げの際，等間隔に曲げ位置の目盛
を入れておき，「へ」を曲げた時点でのベンダ
ーのシリンダー部の移動距離を計測しておく．
Ｓの幅の寸法に合わせて，再度曲げ位置に最
初と同じ目盛りを入れて残りの「へ」を曲げる．
その際，計測しておいた寸法と同じにシリン
ダーを合わせる．　　　　　（大阪府　Ｋさん）

29

　とにかくたくさん曲げ
て，必ず，データとして
残して次に参考とする．
　　　（大阪府　Ｎさん）

　油圧ベンダーでＳを曲げるときの寸法の出し方を教えてください．何本
も配管する場合ずれてしまいます．　　　　　　　　　　　（T．Kさん）

　ベンダーにも誤差があるの
で，一度試し曲げをしてみる
こと．　　　（大阪府　Ｎさん）
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Q ALC中の鉄筋の切断方法
30

ALCを貫通するとき，中の鉄筋が出てきた場合の鉄筋の切断方法．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（M．Hさん）

　ALC 用コアを使用している．
金属探知である程度，鉄筋の位置
を把握して貫通させる．それでも
切断できないときはサンダーを入
れる．余計に切れた ALC には，
ALC 用充塡

てん

材を入れて補修して
いる．　　　　（大阪府　Ｔさん）

　ALCメーカーの鉄筋配筋図を持って
いると便利．それに対して，縦横の目

め じ

地
から配筋位置を割り出せると思う．　　
　　　　　　　　　（神奈川県　Ｔさん）

　ダイヤモンド回転乾式コアドリルにて
最初から穴を開ける．鉄筋に当たったら，
ダイヤモンドコアドリルをブロック（コン
クリ）にて，ダイヤモンドチップについた
カスを取り除き（回転にて），ゆっくりと
鉄筋を切断していく．作業中，コアドリル
および電動器具は熱を持つので，時間をか
けて作業すると良いと思う．　　　　　　
　　　　　　　　　  　（福井県　Ｍさん）

　丸穴の場合は，コアを
使用する．角で開けると
きは下穴を開けてセーバ
ーソーでゆっくり開けた
ら良いと思う．
　　　（大阪府　Ｋさん）

　基本的に中の鉄筋
は切断しない．鉄
筋を避ける施工をす
る．最悪の場合，サ
ンダーか ALC 用ホ
ルソーを使用する．
　（兵庫県　Ｙさん）

　ALCを貫通の場
合，溶接機で鉄筋
を溶かす方法もあ
る．
 （大阪府　Ｏさん）
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31
エアコンの先行配管で
ドレンの室内機との接続方法
　エアコンの先行配管でドレンの室内機との接続方法を教えてください．
外のドレンは出して終わりが多いですか？　　　　　　　（Ｎ．Ｆさん）

　ドレンを直接外部へ流す場合と
宅内雑配管に接続する場合とでは
方法が違う．宅内雑配管に接続し
た場合は匂

にお

いが上がって来るので
施工上匂い止めが必要．私の場合
は，25mm 以上の VP 管を冷媒
管と一緒に立ち上げその中に補助
ドレンを入れるのが一番良いと思
う．今までこの施工方法でトラブ
ルがない．
　　　　　　　（埼玉県　Ｋさん）

　ドレンホースが入るようなビニール管を
壁の中にセットして室内機よりホースを差
し込む．ドレンのエンドは虫などの侵入防
止用のキャップが専門ショップにあるので
利用すれば良い．　　  　（千葉県　Ｓさん）

　外のドレンは，ドレン単独の
場合，VP20のエルボを取付け
下向き排水にする．冷媒管と
一緒の場合はスリムダクトの
頭のみを取り付けるので，ソ
ケットを使用してジャバラに
交換する．壁内は保温付きの
ソフトドレン管使用．
　　　　　　（大阪府　Nさん）

　図のように配置すると楽で確実．ドレンは（本
体）断熱材を剥

は

がし普通に入れる．電線もドレ
ン穴より出しておくと銅管の接続が楽で新ガス
ではこの方法がより安全．ドレン排水口はエア
シャフトバルブを付けるとなお良い．
　　　　　　　　　　　　 　（東京都　Ｉさん）

エアコン室内機

VP40位

VP20位

ドレンホース

エルボ

キャップ

異形ジョイント

エアコン 電設用ノーマル
（塩ビ）22mm

水道用20mm
塩ビ管

ぴったり
塩ビをのり付

ドレン電線銅管

壁
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Q32
木造建てでの
すっきりした配線方法
　マイホームはオール木造が増えてきた．それも天井を張らないから，柱，
梁，桁，垂木そして２階の床板が下から丸見えである．すっきり配線，ジョ
イントする最良の方法を知りたい（オール木造の工事を初めてするので，
ノウハウを知りたい）．
　　　　（M．Yさん） 　茶色のＶＡ線を使う．ステップルに

も着色して使う．もしくは，茶色のＶ
Ａモールに納める．（大阪府　Ｓさん）

　焼肉屋でそのような仕事をした
が，まず，線（電気の）は茶色のも
のを使用した．あと長いキリを使
用して，桁などを貫通して，なる
べく線を見せないようにしていた．               
　　　　　　　（神奈川県　Kさん）

　木目調のモールや，木目調スイッチプレー
トが販売されているので，工夫でほとんどわ
からないように施工することができると思
う．各メーカーによって，色目の呼び方が違
うが，ほとんどマッチする．それとも，ノッ
プ碍
がい

子
し

＋ノップビス（が基本）で碍
がい

子
し

引
び

き工
事とし，古風なイメージとする．　　　　
　　　　　　　　　　　　（奈良県　Kさん）

　ＶＡ線はカラーＶＡで，木材に近い
色を使う．ＶＡの束，ちょっと太めの
線などはプラスチックモールを使い，
後からペンキ塗りをしたらどうでし
ょう（今は木目調カラーモールがいろ
いろある）．    　（和歌山県　Kさん）

　昔ながらの碍
がい

子
し

引
び

き配線などは
どうでしょう．当社ではツーバイ
フォーの梁（吹抜け部）の配線に
も行っています．アンティーク調
の器具にもよくマッチする．お客
さまにも好評．（山梨県　Oさん）

　２Fの配線は１F外回りの壁で配線をする．
２Fに上がればあとは天井裏にて配線．１Fは
床下の配線をしています．そうすると，多少
は露出部分がなくなります．（愛知県　Kさん）
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軽鉄の壁に分電盤を
付けるときの補強方法

　壁に盤で隠れる程
度の穴を開けて，コ
ンパネなどを入れ補
強する．基本は片側
だけでもスタットに
ビス止めする．
　（長野県　Ｋさん）

33
　軽鉄の壁でもう仕上がっている状態で大きい分電盤を付ける場合の補強
の仕方について教えてください．　　　　　　　　　　　　（Ｙ．Ｔさん）

　軽鉄がどこに入ってい
るかわからない時，もし
くは近くに入っていない
時は分電盤の外寸の範囲
内で穴をあけ補強材を入
れ壁材に止め，その補強
材に盤を取り付ける．
　　　（大阪府　Ｎさん）

　電子探知機で軽鉄下地を探し出し，ビスを通常の 1.5
倍くらい打っている．ビスを打つ際，インパクトなど
で廻し過ぎず，バカにならないよう気を付ける．軽鉄
にビスだけでは心配な場合はダクト加工して，自立盤
風にしてしまう．　　　　　　　　　（福岡県　Ｍさん）

　軽鉄のある所にトグラー（Ｔプラグ）などを用いてビ
ス止めをする．その時にボックスの裏側にシリコンなど
で接着すると補強できる．　　　　　　（山口県　Ｈさん）

　センサーで軽鉄地の位置を調べて，電工ビスなどを数
多く打ちまくる．大きい分電盤だと，それだけ広範囲に
打てるので重くても十分固定できる．（大阪府　Ｔさん）

　現在はとてもい
いボードアンカー
があるので，そ
れで施工する．だ
いたい１個あたり
10kg位までは大
丈夫のよう．
（三重県　Kさん）

　分電盤より小さめに仕上
がり壁をはずす．軽鉄下地
（ランナー）部分にダクタ
ーを抱合せる．ダクターよ
り３分ボルトを出し，そこ
に分電盤を取り付ける．ま
た，ベースを利用し（ベース
部分は３分ボルトで取付）
分電盤背面はタッピングビ
スなどでできるだけ数多く
止める．（熊本県　Ｎさん）

あける穴は補
強材が入る最
少の穴にしま
す。

ダクター

ボルト
分電盤



35

Q34
磁器タイルに防水
コンセントを取り付ける作業
　タイルにひびが入ってしまいます．　　　　　　　　　（M．Tさん）

　６φのコンクリート用キリ先を「回転」を使い，
磁器タイルに穴あけ．コンパネなどの下地が出
てきたらすぐストップし，４φビスにて取付け．
中空の場合は耳付きのプラグなどで相手を作っ
て取付け．いずれにしても壁内のVAなどの様
子がわからないので長すぎるビスは使用厳禁 !
「振動」や「打撃」で穴をあけるとタイルを削っ
てしまう．　　　　　　　　　（京都府　Fさん） 　コンクリートのキリを青砥石

で研ぎ，電動ドリルで振動をか
けずに穴あけをする．ガラスに
も穴あけ可能．（広島県　Mさん）

　タイルが浮いてい
る場合は割れるの
で，タイルの浮きを
確認．ガラス切りで
キズをつけてからド
リルを使えば割れに
くい．取り除く部分
だけガラス切りでケ
ガクとそれ以上は割
れない．
 （鹿児島県　Yさん）

■その他，タイルの穴あけのポイント
として多かったご意見を

紹介します．

•できるだけ目地にビス止めする．
　•磁器タイル用のキリ，コンクリート用のキリを使う．
　　•振動をかけず，回転モードでゆっくりあける．
　　　•細いキリからあけて，だんだん大きくする．

　振動ドリルで磁器タイル用のドリルであけ
る．防水コンセントを取り付ける位置はタイ
ルの端から20mm以上離す．（東京都　Mさん）

！

▲磁器タイル用のキリ
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35
GL工法でふかした面への
重量物の取付け法

　ボード面に穴を開けてトリオンの
ALC用雌ネジアンカーを打ち込み
ALC面とボード仕上げ面までの空
間にワッシャなどを入れナットで締
めると良いと思う．
　　　　　　　　（大阪府　Nさん）

　外壁ＡＬＣをＧＬ工法でふかした面へ盤などの重量物の取付け方法を教
えてください．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｍ．Ｓさん）

　GL で仕上がった所を適当な大
きさに開け ALC アンカーを入れ，
E-19・25 を面

つら

になる長さで切り
落として盤をつけるとGL 壁でも
しっかりとつけることができます．
GLで仕上げる場合，ボックスを入
れようと思う厚みの分，はつらな
いとだめなので大変．そこで塗代
プレートをナット１個分はさんで
取り付けておくとその上からGL
工法で仕上がっても容易．
　　　　　　　（京都府　Ｔさん）

　ALC は ALC ファスナーで
止めるのが主流だが，GL工法
では通用しない．そこで，6×
100 ぐらいのコーススレッド
（木工用のこと）で止めるとよ
く効く．ただし，ALC が 100
かライトなのか確認して，外部
に突き抜けないよう気を付け
る．　　　　（愛知県　Ｋさん）

　ALC 用の雌ネジアンカー（トリオンな
ど）で寸切りボルトを取り付ける．次に壁
面と同じ高さになるようにナット，ワッシ
ャを取り付け，盤などを設置する．あまり
重量のない盤などは 70mm ～ 100mm の
コーススレッドのビスをALCに直接打ち
込む．この時，ビスを真っ直ぐ（垂直）に
は打たず，必ず指示物の外側へ傾けて打つ
のがポイント．　　　　（大阪府　Ｙさん）

ALC

3/8 ナット
ワッシャ

ボンド

ALC用
雌ネジ
アンカー
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Q36
鉄骨配線の岩綿（ロックウール）
吹付け部分の配線方法
　鉄骨配線の岩綿吹付け部分の配線方法に困っています．　　（E．Tさん）

　岩綿吹付け部は前もって配管，二重CD管
（PF管），VE，VP管などで保護配管するのが
一番良いかと思う．
　理由：VVF，SV などのビニル系外装ケー
ブルは岩綿に直接埋め込んだ場合，吹付けの
溶剤，断熱材の熱抵抗などで完成後，絶縁不良，
熱抵抗による電圧降下，変色，強度不足などの
後遺症が発生する．大手建設工事会社はじめ，
各施工管理者は，保護対策のない直埋設配線を
工事中止，または受け取り拒否という現場が
多くなっている．　　　　（神奈川県　Kさん）

　基本的に，吹付けの前に FVラッ
クを使用して配線するが，すでに吹
き付けられている場合は，パイラッ
クの取付け部分だけ，吹付けを除去
し，取り付け，配管をパイラックク
リップで固定し，配管の中にケーブ
ルを入れる．その他，C型チャンネ
ル部分は，ケーブルを転がして配線
する．　　　　　　（新潟県　Kさん）

　岩綿を取ることができたら一
番いいのだが，それができない
場合，H鋼だとズンギリと L型
金物で，鉄骨をはさみむ．その
とき，ズンギリを少し長くして
おいて，そこに電線を取り付け
ます．　　　　（大阪府　Nさん）

　岩綿吹付けは，建築物の耐久性を向上させる
もの．除去すると建築および消防検査を要する
物件については，問題になる可能性がある．

　岩綿吹付け前にH形鋼吊り金具を必要な
所に取り付ける．ボルト穴にバインド線を
通しておく．岩綿吹付け後に電線を配線し，
バインド線で縛る．天井が高い場合は，３
分のズンギリを使用して配線支持金具を取
付ける．　　　　　　　　（愛知県　Mさん）

▼吹付け前

▼吹付け後

！
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外壁スレート（波板）に，
外灯を取り付ける方法
　外壁スレート（波板）に，外灯を取り付けるときの方法を教えてください．．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（K．Uさん）

　下地がある所にＣ型金具を上下に取り付
けておき，それにパイプか角パイプを取付
け次に器具を付ける．　（三重県　Ｆさん）

　波板の下地（鉄骨，木地）がある場所に外灯支持材の型に合うように波板を穴
開加工し，その支持材を下地に溶接またはボルト止めをする．外灯の重量などに
より，一カ所から四カ所位支持材を取り付ける．波板穴開加工した所はシリコン
シーラントで外側と内側に防水処理を行う．　　　　　　　　（兵庫県　Ｓさん）

　波板裏側に手が回せる場合は，寸三角などの木
片を裏下地として入れる．
　回せない場合は，最低１本の取付けビスでＣ型
鋼を狙って付ける．
　大抵，防水処理が難しいので，無理をせず，プ
ラスチック絶縁体をまず取り付けてみて防水処
理をキッチリ済ませてから照明器具を取り付け
る．いずれにせよ，スレートのみへのビスもみで
はできない．　　　　　　　　（京都府　Ｆさん）

　スレート取付けボルトにレー
スウェイを取り付けて器具を取
付けする．　　（愛知県　Ｆさん）
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　鉄骨横のはりとはりの
間に木または何かでベー
スを作る．スレート部の
みに取付けは不可能．
　W3/8 の全ねじを鉄骨
から出してボードで浮か
せば重量物でも可能．
　　　（茨城県　Ｔさん）

ここに取付
スレートボルト

レースウェイスレート
スレート

C型金具

屋内 屋外
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Q38
デッキプレートでの
スラブ配管施工手順
　デッキプレートでメッシュ筋を敷く場合，スラブ配管の施工手順を教え
てください．　　（T．Mさん）

　山と谷があるデッキなら，先に谷部分にCD
管を配管し，メッシュ筋を敷いてから山部分に
は鉄管にて打込み配管をすると踏まれても，つ
ぶれないし，スペーサーの代わりにもなる．山
から谷への配管なら，コンビネーションカップ
リングでつなぐ．ただし，コンクリートのかぶ
りがあるので，あまり太い配管はできません．
　　　　　　　　　　　　　（広島県　Tさん）

　メッシュ筋を敷く前にスラブ配管をする．配
管は基本的にスラブの谷の部分に配管し，どう
しても山の部分に配管を通すときは，CD管に
25 の鉄パイプを抱き合わせて配管する（メッ
シュ筋を敷いて上から踏まれてもパイプがつぶ
れない）．　　　　　　　　　（大阪府　Nさん）

１．メッシュ筋を敷いた後にCD
管を入れる．入れる際には先
が曲がらないように誘導棒を
使う．また，先に CD 管をほ
ぐしておくか「送りドラム」
を使う．
２．CD管がつぶされないように，
要所にコンクリート製サイコ
ロをはさんでいく．
３．生コンを入れられた時にCD
管が曲がらないように，メッ
シュ筋に結束線で縛っていく．
４．短い場合ジョイント管を使
用するが，必ず前後 30cm 以
内に結束線を使ってしっかり
と縛る（ジョイント部分がはず
れないように）．
　　　　　　  （岩手県　Kさん）

１．メッシュ筋を敷く前に配管をする．
２．メッシュ筋を敷いた後，つぶれている所を
プライヤなどで直す．CD管，PF 管の場合
は結束する．ビニールパイプ，鉄パイプの場
合は，先に片サドルなどで止めておく．　　
　　　　　　　　　　　　（岡山県　Fさん）
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埋込みの照明器具取付け時の
軽天補強方法

　新築の場合は，前もって，軽天工事業者
から材料をもらい，ボードを貼る前に位置
出し，短尺のシングル，ダブルバーを取付
け下ごしらえする．増設（照明のみ）だけ
の場合，どうしても軽天材をカットしなけ
れば収まらないときは親バー，Ｓバー，Ｗ
バーを必ずセットで用意し，既存の親バー
に重なるよう接する組付けで，合成樹脂系
接着剤を併用して，埋込器具の周りを井桁
状にアルミバーを組付ける（バーが重なる
部分は耳をカットして薄くする）．
　　　　　　　　　　　（東京都　Ｓさん）

　まず初めに，器具を埋め込
む位置にスミを出し（縦横
20mm ぐらい大きめに）切り
取る部分を想像して，ベース
となっているＣチャンを切断
する前に，その部分の補強を
入れてから後でまとめて切断
する．　　　（大阪府　Ｙさん）

　今は新築の場合，ほとんど軽天業者に開口補強をしてもらう．勝手に自分でやるとトラ
ブルの元となる．自分でやる場合は，軽天業者と相談して，やり方などを聞いてその通り
にやったほうが良い．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（長野県　Ｉさん）

　Ｃバーを使って補強するのが良いと思う．しか
し，Ｃバーをとめるクリップを互い違いに取り付
けることをおすすめする．あと軽天を切り取る前
にその周りの補強をしたほうが良いと思う．
　　　　　　　　　　　　  （神奈川県　Ｋさん）
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　基本的には，照明器具はス
ラブから寸切などで吊るよう
にするが，スラブから吊れな
い場合は，Ｃバーの上にＣバ
ーをクリップ状の交差支持金
具などで固定すれば，天井が
落ちる心配はない．天井地の
Ｍバーを切ったら，とりあえ
ずＣバーを流しておけば問題
ない．　　（広島県　Ｓさん）

　埋込みの照明器具を取り付ける時，軽天の補強の仕方を教えてください．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（K.Mさん）
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天井ハリ全面にウレタンを
吹く場合のケーブル支持方法

　天井ハリの全面にウレタンを吹く場合のケー
ブルの良い支持方法がありますか？　全ネジボ
ルトは当たり前で，時間と費用がかかりすぎま
す．　　　　　　　　　　　　　（T．Ｉさん）

　ウレタン吹付け前にベニヤもし
くはコンパネ（現場にある物を使
ってもよい）を 50mm角くらいに
切断する．その板に VAステップ
ルを打ち付け，0.9mmくらいのバ
インド線を電線を支持する本数分
の長さで巻き付け，コンクリート
ボンド・木工ボンドなどではり付
ける．　　　　　（兵庫県　Yさん）

　2.0 の IV をステップル状（┌┐）に
折り曲げ，ウレタンに突き刺して止め
る．足を長くしておくと深く入るので
よく止まる．　　　（大阪府　Yさん）

　ウレタンの上にアルミテープを
ルート全面にはり，VA線などを
配線した上に布ガムテープをとこ
ろどころに固定する（ウレタンと
VA線などは接触しないほうがよ
い）．　　　　　　（兵庫県　Iさん）

　ウレタンを吹く前にビニルタイル・ハ
ンガーなどを付けておく．50mm くら
いのストローなどを入れておくと，ウレ
タンが簡単に取れる．安価であれば，一
発ビスにバインド線などもよい．
　　　　　　　　　　（埼玉県　Nさん）

ウレタン
アルミテープ

ガムテープ

RC（躯体）

VA線

コンクリボンド

両面テープ

ストロー
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　既設の和室の塗り壁にコンセント（埋込型）を施工
する場合，55 × 95 の印をつけてその印上をコンク
リートドリル（キリ先細いもの）で5mm間隔であけて，
その内径を抜くとＣ型金具で取付けができ，強度的に
も十分対応できる．この方法で 43年電気工事をして
いるが，クレームがまったくない．また，壁が壊れた
ことも一度もない．　　　　　　　（福島県　Ｅさん）

　新築の場合，仕上げ後十分乾いてから
配線器具プレートを取り付けるように
している．左官屋さんが下塗りした翌日
または，翌々日に行ってボックス廻りの
モルタルや内側の余分なモルタルをカ
ッターで削除する．　（東京都　Ｕさん）

　サポートにプレート
の外枠をつけてから取
り付けるとネジの締め
すぎるのを防ぎ，プレ
ートもきれいにつく．
　  （岐阜県　Ｇさん）

　埋込ボックスをできるだけ仕上げ面
に近づける．ボックスと仕上げ面が離
れている時はビスの部分にゲタをかま
し，取付枠の上下壁面に接する部分に
VA線の切った被覆部分を使用し，壁
面にキズをつけないようにする．
　　　　　　　　　（大阪府　Ｈさん）

　ボックスを取り付ける
柱側に野縁を一本入れて
おく．ボード開口は小さ
めにして壁が仕上がって
からカッターできれいに
開口する．
　　　（静岡県　Ｋさん）

和室の塗り壁に配線器具など
を取り付けるときの工夫
　和室の塗り壁に配線器具などを取り付けるときの工夫を教えてください．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（H．Tさん）

　塗り壁の場合は仕上がり面
より少しボックスを中側に取
り付けると左官仕上げで全体
が均等になる．ボックスは正
面をテープなどで塞いでお
く．ボックスを仕上がり面に
しておくと，プレートが浮き
やすい．　（茨城県　Ｋさん）
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　携帯型ウインチを使用している．構内柱の最上部に吊り車を取り付け，ワイヤーで巻き
上げる．最低３名の作業員が必要で取付け場所まで吊り上げたらウインチの操作を１名に
し，柱上作業者は２名で行う．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｋさん）

　柱に台棒を取り付けてロープで
引き上げる．台棒は玉掛けロープ
などでしっかり根元を取り付け
る．　　　　　（茨城県　Ｋさん）

最上段腕金にロープを通して下で人に引っ張
ってもらう．もしくは地上部でギャンドラを
セットすれば，容易に行える．
　　　　　　　　　　　　（愛知県　Ｆさん）

　ブラケットを作りチェーンブロックやレ
バーブロックなどで引き上げる．これなら，
はしごをかける程度の手間でできる．
　　　　　　　　　　　（千葉県　Ｉさん）

　

構内柱でバケット車を使わず，
開閉器や変成器を上まで
引き上げ，取り付ける方法
　構内柱での装柱時，ユニックやバケット車を使わずに，気中開閉器PAS
や変成器VCTを柱上まで引き上げ取り付ける方法．　　　　（T．Mさん）
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ALC壁に振動物（ファンモータ
など）の架台を取り付ける方法
　ALC壁（屋外面）に振動物FANモーターなど架台取付け方法は？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｆさん）
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　ALC壁の重量物取付けは，まず補強から行う．ALC
外壁が取り付けられている時に，内側から 12mm以上
のコンパネを用意し取付け架台とファンなどの重量を
よく考慮した上で，ALC外壁面の引抜き強度を確認す
る．（ALC施工業者に聞くと教えてくれる）．架台の２
回り大きいコンパネを２重に重ねるとさらに効果的．
架台とALCとコンパネを一本のボルトで締込み完成．
ボルトで締付けする際には，コーキングなどの防水も
忘れてはいけない．　　　　　　　　（愛知県　Ｔさん）

　一番強力なのはALC
を抱き合わせにする施
工方法．３分の寸切り
を利用して ALC 面を
貫通して裏に鉄板もし
くはアングルなど，そ
の強度に適した裏板を
入れて固定をする．
　（広島県　Nさん）

　

　金属探知機などで ALC の配筋を
見つけ，40mm程度のホルソーなど
でその周りをえぐり取り，寸切りの
先をＪ字に曲げて配筋を引掛け，取
付金具のセンターに穴あけしてナッ
トで取り付け，ALCの穴はコーキン
グでしっかり防水処理する．
　　　　　　　　（京都府　Ｆさん）

　ALC外部より 25mm位の丸穴をあけ，その直下に 10mmの穴をあける．２つの
穴を 10mmの幅でつなぎ，図のような穴にする．

　後は，ナット，ワッシャーをボルトの先に付け，下にはめ込む．これを４カ所位くり返し
架台を取り付け，インパクトレンチ17でしめ込む（ラチェットは不可）．　（山口県　Ｊさん）

　裏に行けな
ければパット
ハンガーを使
う．
（神奈川県　
　　 Ｓさん）

配筋　
取付金具
ワッシャー

コーキング

ズンギリ
ナット
（ダブルナット
がベター）



45

Q
　小型レシプロソーで
軽鉄に切込みを入れて
叩いてつぶし配線器具
を取り付け，できるだ
けフトコロを作る．そ
の際，軽鉄は開口全体
を切らずにビスをもめ
るだけ残しておく．
　  （大阪府　Ｄさん）

　スタッドにホルソーで穴をあけ
る．ひょうたん型に穴をあけて残り
の部分はペンチや金切りハサミなど
で曲げるなり，切るなりする．
　　　　　　　　（京都府　Ｓさん）

　ホルソーで 7cm × 5cm の大きさ
に穴をポコポコあける．配線器具は
スタッドに直接ビスでとめる．10cm
× 5cmにあけるとはさみ金具の使用
が困難になる．
　　　　　　　（神奈川県　Ｍさん）

　タケノコ（ステップドリル）で四
方に穴をあけ金切りはさみで切り開
く．　　　　　　（山口県　Ｈさん）

ボックスを取り付ける時に，
軽鉄間仕切に開口があたった
場合のスタッドの開口の仕方
　ボックスを取付ける時間がなく，軽鉄仕間切に開口があたった場合のボッ
クスの大きさからのスタッドの開口の仕方を教えてください．（M．Yさん）

44

　ツバの深いホルソーで縁を四カ所
奥まで切り込む．あとはハサミでカ
ットする．　　　（大阪府　Ｓさん）

ボ
ー
ド
な
ど

つ
ぶ
す

ビス
スタット

切
り
込
み



46

Q
プロの知恵袋100知恵袋100

Q

和室天井の換気扇などの
開口の場合のポイント

　天井板張後カッターな
どで開口部にしっかり切
り目を付けておく（直接ノ
コギリなどで切ると板面
がささくれるので注意）．
　切り目の内側（1mm～
2mm）を引廻し鋸

のこ

で気を
付けながら切る（中目か
押切り鋸刃が良い）．
　ささくれを防ぐために
養生テープなどを絶対に
貼らないこと（逆に板面
が剥

は

がれる）．
　　　（大阪府　Nさん）

　天井換気扇の選定の際，中間ファン使用の換気扇
にすると（天井内どこでも取付可）アルミフレキを
天井の上まで伸ばしておき，天井仕上がってから，
ダウンライトカッターで穴あけ天井にグリルを直付
けする方法が一番安全だと思う．どうしても天井換
気扇しかだめな場合は，大工さんに天井木目ボード
に補強を入れてもらえば，楽に引廻し鋸で切ること
ができる．　　　　　　　　　　（愛知県　Ｋさん）

　天井材に開口寸法を鉛筆で描き，角部分にビス
をもんでおき差し金をあて，カッターナイフで切
り抜く．　　　　　　　　　　　（愛知県　Ｉさん）

45
　和室天井の換気扇などの開口の時，皆さんはどうされていますか？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｕ．Ｙさん）

和室にエアコンを取り付ける時，
渡り廊下の配線に最良の方法
　木造家屋でエアコンを取り付ける場合，和室で廊下を渡して配線する場
合，見映えを良くする方法を教えてください．　　　　　　　（Ｋ．Ｋさん）

46

　内壁貫通穴と外壁貫通穴をVU50φアイボリー１本で水平に接続し，その内側に配管類を通
す．ただし，ドレン管は必ずVPを使用し，逆勾配に注意する．樹脂製化粧カバーを使用すると，
貫通穴処理に手間がかかり，意匠的にも劣ると思う．（寺院など高低差がある場合は樹脂製化粧
カバーを使用する．和室は大体押入があるので立下げ，床下内を通す）．　　（静岡県　Ｓさん）
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（１） 廊下天井内を通すこと（室内より
一段低い場合，できることがある）．

（２） ダクトカバーを廊下内壁幅寸法よ
り 5cm 程度長めにカットし，上カ
バー側を下向きにしてスライドさせ
両端が両内壁に入るようにする．穴
隙
すき ま

間をパテで仕上げればきれいに仕
上がります．

（３） もっと困る場合．一般的に廊下は
壁ではなく，吐き出し１枚ガラスの
サッシで雨戸付きが多い．勾配が取
れずに横引き配管が長くなるケース
があり，エアコンは取り付けられな
いと断られた家が何件かあった．こ
の様な場合は室内をダクトカバーで
床下に降ろし廊下縁下から外に出す
と良い．時間はかかるが，断られ諦
めていたエアコンが付いたことで喜
ばれ，売上げも上がり共に喜べる．

　　　　　　　　　  （和歌山県　Ｋさん）

　予算が許せば，天井カセット型エア
コンにしてしまえば，配管類は見えな
い．壁かけの場合は，VU管などを外壁
まで貫通させてしまうのが，一番手っ
取り早いと思う（VU管はテープ巻する
か，木目塗装すれば，見映えが良くな
る）．　　　　　　　（東京都　Ｋさん）

　アルミのフロント部で 100 × 100
口径ぐらいの柱部材がある．外側は白
木の木目プリントしたものが有り，和
室廊下欄間などにピッタリではないだ
ろうか？ただし，エアコンのホースを
室外機に取り付ける前に部材の中に通
しておくことが必要．
　　　　　　　　　（山口県　Ｈさん）

　以前に同じような施工をした経験で，渡り廊下の間を配管に，竹を割って取付けし，
黒の麻ヒモで数カ所止めて施工した（日本の和風をイメージ）．お客さまに大変喜ばれ
た（竹は知人より山で頂いた物）．　　　　　　　　　　　　　　　　（大阪府　Ｈさん）

　配管が廊下を通る時，一般にはスリムダクトを使用するが，丸太の木を加工して配管
を通している（家にもよるが）．それには大工さんの協力が一番．桜の木の皮付を使う
など，エアコン工事の単価にもよって変える．　　　　　　　　　　　（奈良県　Ｋさん）
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Q

ツーバイフォー工法の穴あけ
の木くず掃除の方法47
　ツーバイフォー工法の穴あけの木くずの掃除はどうしていますか？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｔ．Ｔさん）

　掃除機で掃除をする．ギムネで穴をあけると
木くずが大きくなるので木工用のコアドリルで
穴をあける．木くずがあまり出なくて掃除が速
くできる．　　　　　　　（和歌山県　Ｋさん）

　穴をあける前に一間四方のシ
ートをこまめに敷いてから穴を
あける．まとめて処理しやすい．
　　　　　　（大阪府　Ｙさん）

アール天井へのダウンライト
墨出し方法
　アール天井へのダウンライトの墨出しの出し方はどうすればいいでしょ
うか？センターが出しづらいです．　　　　　　　　　　　（Ｙ．Ｙさん）

48

　天井の墨出しは，土間に天井のアールを平面に書いて，レーザーで墨出し
するのが確実で早くできる．レーザーが無い場合は，土間に書いたセンター
を天井から下げ振りを降ろしてセンター位置を決める．　　（大阪府　Ｎさん）

　スミ柱から柱へレーザー
（たて）を二個使う．レー
ザーがない時は，床上で糸
をスミからスミへ，後は下
げ振りを使う．
　　　　（京都府　Ｋさん）

　レーザーを使用するのが一番良いと思い
ますが，無い場合は長尺のフラットバー材
などに水平器をガムテープなどで固定し
て，メジャーで垂直の距離を測り，最も長
い位置を出して墨出しするのが良いのでは
ないか．　　　　　　　（山口県　Ｈさん）
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　市販の垂直，水平両用のレーザー墨出しがあれば簡単だが，ない場合，図のような方法
がある．
（１） 地面を下に見て水平２点方向に（Ａと

Ａ′，Ｂと B′）水糸を張り，分度器や直
角三角定規（大型のもの）で 90°を二カ所
出す（平面図）．

（２） 自動的にＣの中心が割り出せるので地
面へ総鋼製の下げ振りを降ろす．地面か
ら天井に向けて長ボルトなどで天井Ｒ
の中心Ｄを出す．そこから，最初のＡと
A′ またはＢと B′ の端からＤへ水糸を
張り，直角定規で各ダウンの取付け位置
が出せる（立面図）．

　　　　　　　　　　　  （東京都　Ｓさん）

　天井から追わず，床面に墨だししておき，
そこに下げ振りを落とせば，問題なく位置を
決めることができる．問題はアール天井の造
作している場所は，床面も装飾されていて，
床の墨も出しにくい．
　こんな時は，壁面から水糸を張って中心を
つくれば大丈夫．そして，もう一つアール面
への開口を通常のコアで抜くと，いびつな形
状になる．どうしても垂直に取り付けなけれ
ばならない場合を除いて，そのアールに沿っ
た形状からホルソーでねらうときれいな穴が
あく．実際は刃がすべりやすいので，当て木（コ
ンパネなど）を一緒に切ると確実．
　　　　　　　　　　　　（東京都　Ｈさん）

A

A
（B）

Á
（B́ ）

G・L

D

C90°

90° 90°

90°

平面図 立面図

ボ
ル
ト

下
げ
掘
り

B B́

Á

墨線は 2ヶ所からとる

墨線
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Q
　絶縁不良するところは，外回りが多いので，看板・外部コンセント
周りや防水器具を先に調べると良いと思う．　　　（宮崎県　Ｔさん）

築何年という店舗での
絶縁不良を見つける方法
 築何年という店舗などにおいて，絶縁不良が発生した場合，迅速かつ電源
を落さずに，不良箇所を見つける方法はないでしょうか？　（H．Sさん）

50

49
鉄板に配線引出し用の
穴の開け方
　キュービクルの台の鉄板（チェッカープレート）５～６mmくらいに配
線引出し用の穴の開け方（酸素など使用できない時，チップソー，ホルソー
使用以外の方法）を教えてください．　　　　　　　　　　　（Ｙ．Ｔさん）

　安全に工事ができて，スペ
ースがあれば，ジグソーがい
いと思う．超硬の刃を使えば，
割と楽にあき，火花も出ない
し，切る寸前にやめれば，落
下せずに取ることができる．
　　　　　（愛知県　Ｇさん）

　ダイヤモンドコアドリル（湿式でアンカー止め
するタイプ）を自分で持っているなら，キュービ
クル基礎に水平にマウントして，貫通するのが一
番速い．リースで借りると刃は買い取りとなるの
でそうなるぐらいなら，ホルソーとノックアウト
パンチで地道に開ける（基本的には，チェッカー
に開口しない）．　　　　　　（埼玉県　Ｓさん）

　ドリルで 10mm程度の穴
を対角線上に四カ所開けて，
後はジグソーで切る．大き
い穴のときは穴を六～八カ
所明けてジグソーで切れば
楽に切れる．（大阪府　Nさん）

　トーチランプ（できればロウ付け用の高温度型）で，
赤くなるまで熱し，なましてからホルソーないしパ
ンチャーで穴を開けていく．ホルソー用の芯のドリ
ルの穴を先に開けておきホルソーの大きさに鉄板を
熱しすばやくホルソーで穴明けする．「鉄は熱い内に
打て」の通り．　　　　　　　　  （大阪府　Ｙさん）
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　キルヒホッフの法則を活用する．下図のように漏
電電流測定用クランプメーターを使用する．漏電電
流を計る．活線のまま，電源側より負荷側へクラン
プメーターを移動して，漏電電流の多いところを見
つける．あとは，漏電電流からオームの法則で，絶
縁抵抗を求める．
　I ＝ E/R　で求めると，

　単相 100/200Vだと
　100V/0.1 [MΩ] ＝ 100V/100 000 [Ω]
となり0.001[A]となります．0.001[A]＝1[mmA]
なので漏電電流 1mmA以下なら正常．このように
クランプメーターを分電盤より負荷のほうへ移動
して漏電（絶縁の悪いところ）を見つける．
　　　　　　　　　　　　　　  （東京都　Ｉさん）

　補修覚悟で，配線ルート
をすべて目視するのが一
番．　（神奈川県　Ｎさん）

　絶縁不良回路のみ，ブレーカーを切り，この回路のジョイント部分をはずし漏電検査器で
調べる．器具などの場合も漏電している回路の器具を一台ずつ調べる．この時，切った回路
に差してあるものは仮設電気を用意して一時的に仮設コンセントに差す．（大阪府　Ｎさん）

　結露しやすい場所，VA線を無理に曲げている場所，器具（照明，配
線器具その他）の接続場所などをまず重点的に点検．見つからなければ，
絶縁不良の回線を分岐箇所ごとに切り離して調べていく（点検口などが
無いと作業は大変困難である．換気扇，埋込の照明，窓際，水周りのス
イッチ，コンセントなどをまず調べると良い）．　　　（岡山県　Ｔさん）

　まず，外部設置の機器の
点検．次に冷凍冷蔵庫関係
の点検．以上でほとんど解
決するが，一度だけ，天井
裏の動力配線のVA3 芯を
ネズミがかじり，線の間に
体を入れて死んだことで絶
縁不良があった．
　　　　（福岡県　Ｈさん）

電源

負荷

0.001mAくらいから見えるもの
（漏電電流測定用）クランプメーター
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Q
　マスキングテープを貼り，指をぬらして軽く押さえる．強すぎず弱すぎず
程よい加減で押さえるのがコツ．　　　　　　　　　　　（奈良県　Ｔさん）

既存の家に，新しく屋外コン
セントを（床下に入らないで）
簡単に取り付ける方法
　屋外コンセントを既存の家に新規に付けたい時，床下に入らないで簡単
に取り付ける方法はないでしょうか？　　　　　　　　　　　（M．Hさん）

　屋内の外壁面についているコンセントを外貫
通すれば簡単．ほしい位置がそこではない場合は
貫通にボックスを取り付け，埋設か露出で配管し
て希望の位置に露出ボックスで防水コンセント
を取り付ければどうか．　　　（愛知県　Ｍさん）
　※編集部注：断熱，結露に問題がないように対策が必要です．

51

　軒下の空気口を利用する
とよい．宅内コンセント（部
屋内）壁を貫通して取り付け
るか，配線を基礎とサイディ
ングの溝に配線して取り付
ける方法．（千葉県　Ｙさん）

屋外 屋内

WP防雨型
コンセント コンセント

貫　通

GL

FL

屋外フードなど，外回りのコーキ
ングをきれいに仕上げる方法
　屋外フードなど，外回りのコーキングのきれいな仕上げ方を教えてくだ
さい．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(T．Sさん )

52
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　外壁と近い色を
使うか，クリアを
使う．マスキング
テープを使い多め
にコーキングを盛
ってヘラでなで
る．この時何回も
なでないで一回で
調整するようにす
る．乾かない内に
マスキングテープ
を取る．
（山梨県　Ｋさん）

　パテであらかじめ
恰好を付けておい
て，コーキングを丁
寧にヘラで整える．
　（兵庫県　Ｎさん）

　やはりマスキングテ
ープを貼ってからコー
キングを打つのが一番
良い．
　　（大阪府　Ｔさん）

　チューブタイプ（手でにぎって押し出すタイ
プ）のものを使って，あまり多く口先を切らず，
チューブ先端で，コーキングを出しながらなで
る．あとは指などでなでたりすると，汚なくな
るのでさわらない．　　　　 （新潟県　Ｋさん）

　四角のフードの場合は内側の耳の部分の３方にコーキングし
てビス止めをする．ビスを打ったらビスの上からコーキングで
完璧．
　丸フードの場合は耳がないので，内側の凹んだ部分にたっぷ
りコーキングを塗ってフードを取付け，さらにフードの回りに
コーキングをする（内側に，コーキングすることで手放しでコ
ーキングができる）．　　　　　　　　　　　（福岡県　Ｔさん）

　木枠を入れる時に木枠の内寸で外壁を開口すると雨
あまじまい

仕舞
も良くなり，フードもすき間なくコーキングがまわる．

（京都府　Ｔさん）

　

　換気扇スリーブ回りに十分コーキングを打つ．フード
内側にコーキングをつけて押し込む．外側からはコーキ
ングはしない．　　　　　　　　　　（香川県　Ｏさん）

コーキング スリーブ
1～2mm出す

外側

カベ

スリーブ 内側

カベ

外壁の開口は，
木枠の内寸で
開口する．

木枠

内
壁

外
壁

外壁をはさん
だ状態でフー
ドを取り付ける木枠外寸

木枠内寸
（外壁から見た図）
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壁貫通する際，裏側が大きく
えぐれない方法
　昔の建物に露出配線するのですが，壁貫通をする時，気を付けて行うの
ですが，どうしても貫通する裏側が大きくえぐれてしまいます（花が咲く）．
いい対策があるでしょうか？　　　　　　　　　　　　　　（Ｈ．Ｎさん）

電気工事で建物の外部コー
キングも施工しますが，
うまくできる方法は？
　最近，電気工事側で建物の外部コーキングを施工することが多いのです
がうまくできる方法などがあれば教えてください．　　　　　（M．Kさん）

　コーキングの打ち方は，直線ラインであれ
ば両端にマスキングテープを貼り，コーキン
グを打ち，ヘラを使い上から下になでます．
その時に一番大事なことはヘラに食器洗い
機に使用する中性洗剤（液体）をつけると仕
上がりがきれいにできる．また，コーキング
がヘラや手についてもすぐに取れる．洗剤よ
りも仕上げが良いものは，あまり思いつかな
い．　　　　　　　　　　（大阪府　Ｓさん）
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　水を使う，つばを使うと上手
に施工できるというが，石鹸水
が一番よいと思う．コーキング
のなじみがよく手にもつきにく
い．見た目も悪くないので一度
試してみて欲しい．
　　　　　　（愛知県　Ｉさん）

　コーキングをしたい部分より
5mm ～ 1cm 間をあけて養生テ
ープか紙テープを貼り，コーキ
ングをして仕上げにコーヒー用
の小スプーンの背を使うとうま
くできる．　　（岐阜県　Ｕさん）
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　壁厚をあらかじめ予想しておく．
貫通作業でドリルのキリにテープを
貼る（壁厚 -30mmぐらいの所）ドリ
ルのキリのテープの所に来たら残り
は 30mm位なので力を抜いて少しず
つ穴あけをする．その時，裏側に厚
板を当てて押さえておく．貫通時花
が咲かずに厚板にドリルのキリが当
たる．この時点で２～３回ドリルを
空回ししてから，キリを抜く．
　　　　　　　　（富山県　Ｓさん）

（１） 裏側からも作業ができる場合
は，ドリルの先が裏へ出てか
ら裏側から貫通施行する．

（２） あらかじめ裏側に強力テープ
（ガムテープでも可）を貼って
おき，ゆっくり貫通施工する
と，多少のえぐれですむ．

　　　　　　　（大阪府　Ｍさん）

　真壁の貫通は基本的に両側から
開けること．従って，墨出しは確
実に行う．墨出しが片面しかでき
ない場合は，小さめのキリ，ドラ
イバーなどで少しずつ開け始め反
対側に工具の先端が出はじめたと
ころ（出るか出ないか）で止める．
穴が完全に開く前に反対面に何ら
かの変化が現れるので見逃さない
こと．これで完全に両面の位置が
確認できるのでそれぞれの面よ
り，所定の大きさの穴を開ける．
特に真壁は，こまい竹，ぬきなど
があるので，無理な穴あけは禁物．
　　　　　　　（岐阜県　Ｓさん）

　一人が片側からドリルで穴をあける
時に，裏側からもう一人が少し大きな
ベニヤ板を壁に押し当てていると，え
ぐれるのが最小限度になる．
　　　　　　　　  （大阪府　Ｎさん）

　貫通するサイズより小さいキリで芯
をつき，その後，両側から（表・裏）
から必要なサイズのコアを使用して開
口するときれいに仕上がる．
　　　　　　　　  （大阪府　Ｓさん）

　あらかじめ壁厚を計っておき，コアド
リルに壁厚寸法を記し，貫通 10mm程
の所に来たら力を入れず，軽くジワジワ
と進め，貫通数ミリ手前で止め，裏側か
らハンマーなどで叩く．
　　　　　　　　　　（三重県　Kさん）
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Q

RC造でタイル割りが
決まっていない時
ボックスなどをうまく入れる方法

55

　タイル割りを合わせたいが，ＲＣ造で割りが決まっていない時にボック
スなどを入れる時，後で困らない方法を教えてください．　（Ｎ．Ｍさん）

　極力はつり工事を少なくしようと思い，ヌスミを大きく取ってみたりしましたが施工図が
よっぽど間違わない限り寸法通りにボックスをセットした方が良い．タイル割りにならない
と思っても案外合う．ボックスを寸法通りにセットして合わない所をはつったにしても大し
た事ではない．大きくヌスミを取ると後の工程（モルタル塗りなど）の手間がかかり過ぎて
困ることもある．“はつりは覚悟”のうえで作業に取り組む方が案外たやすい．　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （広島県　Nさん）

　スタイロ（発泡スチロールの
板状のもの）を大きめに入れ，
コンクリート打設する．タイル
割りが決まれば合わせてボック
スを正確に入れ，モルタルで補
修．はつったりするよりは時間
的にも短縮され仕上がりもきれ
い．　　　　（京都府　Ｙさん）

　タイル割りする壁面を 100mmで割り，残
りが 50mm以下なら 100 ＋残り÷ 2で両端
を取った位置が縦目

め じ

地と考える．横目地は窓
枠や面台の高さで変わるので縦 250mm・横
200mm の厚さ 50mm のスチロールを作り
ガムテープで巻いて中心を縦目地に合わせ
て入れておけば簡単に外せてボックスの位
置調整がしやすくなる．　（兵庫県　Ｍさん）

　

オール電化住宅専用回路の天
井配線と，床下配線で正確に
間仕切に穴をあける方法
　今，流行のオール電化住宅専用回路の配線で天井配線ができず，床下配
線の場合，間仕切に正確に穴をあける方法は？　　　　　　（M．Kさん）

56
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　最近の流し台は必ず壁と流し台の裏にす
き間があり，そのすき間をインパクトなど
で床板を開けて
います．昔の流
し台は，少々大
変だが必ず，す
き間があるので，
埋め込みコンセ
ントを入れて施
工している．
（石川県　Ｈさん）

　強力なマグネットを使う．正確
を増すためにマグネットは多い方
がよいと思う．間仕切りからの寸
法を計り，テープでマグネットを
固定してから床下へもぐり，探知
器を使いマグネットに反応した所
から寸法出しする．床上のマグネ
ットが小さいほど誤差が少ない．
100％の確率で上手くいく．マグ
ネットは確率の高くなるよう工夫
して取り付ける．
　　　　　　　（三重県　Ｋさん）

　床板に細い針を下まで貫通し
て，そこからの寸法で位置を決
める（針穴があいても差し支え
ない場合）．　（東京都　Ｓさん）

　コンセントを取り付ける場合，壁面
にコンセント穴をあけ，その穴よりロ
ングドリルで下方に穴をあけ通線する．
　　　　　　　　　  （大阪府　Ｈさん）

　床下に潜って作業する時，間仕切
りの柱の位置を正確に図面を書いて
潜り，位置を把握，壁厚の中心にド
リルで直角に穴あけする．斜めにキ
リを倒すと床面に穴が開く．
　　　　　　　　 （大阪府　Ｙさん）

　大引の上に壁がある場合は，間仕切
り下より上へ向い斜めにドリルを当て
穴をあける，という意見もありました．

壁
床板

根太
ドリル

基礎

大引がある
場合，ドリ
ルは斜めに
あげます

　床下を見て大引の上に乗っている
柱から寸法を測り下から上にあける．
　　　　　　　　（大阪府　Ｍさん）

IH

穴あけ

電線
VVR5.5°

床下



58

Q
プロの知恵袋100知恵袋100

Q 土間コンクリートでフロアコンセ
ントのボックスの取付け方法
　土間コンクリートでフロアコンセントで困っています．ボックスが深す
ぎたり傾いたり，ボックスを探すのも大変です．　　　　　（T．Aさん）

58

土間仕上げ FL－5mmくらいになるように寸切ボルトで高さ調整していく（下地コン
クリートにアンカーを打ち込み3/8寸切でボックスを固定している）．（大阪府　Yさん）

ボンドの良い保存方法は？
57 　コンクリートボンド（その他のボンドも）などを一度使ったあと，日数

が経つと使えなくなっていることが多くて困っています．長く使うための
コツ，良い方法を教えてく
ださい．　　　（T.Nさん）

　塩ビパイプを適度な長さに
切り，固定台を作り，その中
にボンドを逆さまに立てて保
管する．（東京都　Oさん）
　割高でも最小の単位しか買わない．数人の仲
間で，情報（数量）を交換して，お互いに使いま
わす．必ず冷暗所で保管する．（兵庫県　Iさん）

　木ビス（3#ぐらい）を先にね
じ込んでおく．（徳島県　Mさん）
　（他にも，バンセンや針金をね
じ込み，テープで巻いておくとい
うお答えが多くありました．）

　私たちが使うのは，
主に木工用ボンドだ
が，新しい状態で保
つ方法は，使い終わ
ったときに，ボンド
の表面に薄いビニールやナイロン
袋などをかぶせると，次に使うと
きには新しい状態で使える．
　　　　　　　（大阪府 Mさん）
　長く使うために，私は冷蔵庫に
保管している．涼しくて，湿気が
少ないので，ボンドの保管には最
適．車に保管していると，温度が
上昇して硬くなるケースが多々あ
る．　　　　　（兵庫県　Sさん）
　常にお尻の部分から使い，使い
終わったらクリップで止めてい
る．　　　　　  （徳島県　Sさん）

容器入りの保存方法

他　に　は　…

コーキングの保存方法
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　柱土間が地面の場合はボックスに長めの寸
切を取り付けてスパイクの代わりにして地面
につきさす．あとは配管してモルタルでボッ
クスの回りを固めるとガッチリする．ボック
スの中のナットがあとで邪魔になる場合は，
図１のように長ナットとボルトでするといい．
３個ボックスを並べる場合はＣチャンにボッ
クスをピアスビスなどで固定して，Ｃチャン
に図２のように寸切を取り付けて地面につき
さす．　　　　　　　　　　（滋賀県　Ｏさん）

　アウトレットボックス 505 や 504 を使用すると思うが
裏側にスタットバーを取り付けて配筋に固定する．沈み込
みがないようにスペーサーを敷いておく．なお，鏝

こてみがき

磨仕上
げの場合は５ミリ位は沈ませておく．　（福岡県　Nさん）

　アウトレットの上に馬をつけ
るものもあるが，仕上げの面

つら

より
少し低くしてアウトレットの上
に発泡スチロールでカバーする．
鉄筋にCD管をよく結束する．ア
ウトレットも四方に結束線で張
る．仕上がり面より少し低くして
発泡スチロールを取り付ける．コ
ンクリートが乾くと白くなるか
ら場所がすぐわかる．塗代を取り
付けてスペーサーをつけて仕上
げる．　　　　（茨城県　Ｋさん）

　鉄筋やメッシュ自体に支持すると
コンクリート圧により鉄筋やメッシ
ュが沈む，または，左右に振られるの
で単独でボックスを支持したほうが
よい．例えば下が土であれば寸切ボル
トなどを打込み支持するとか，デッキ
であればデッキに自作アングルなど
を作り，それにボックスを固定するな
どやり方はいろいろあるが躯体関連
材から切り離したほうが無難．
　　　　　　　　  （新潟県　Ｏさん）

図１

ボルト

ボックス

図２

寸切

寸切

Ｃチャン

長ナット
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Q
　配管の長さをはかり，フレアー配管を作製してから工事に取りかかると早い．
室内機の裏板はしっかり水平を見て固定する．　　　　　　(滋賀県　Ｍさん ) 

エアコンを取り付ける方法と，
注意事項と失敗例60
　エアコンを簡単に取り付ける方法と，これは良くないという注意事項と
失敗例を教えてください．　　　　　　　　　　　　　　　（T．Kさん）

59
太いケーブルを引く時，
一番上の滑車の付け方と，
ケーブル重量の考え方
　ウィンチで，太いケーブルを縦に引く時の，一番上での滑車の付け方とケー
ブルの支持で，ケーブル重量に対しての考え方について教えてください．

（Ｔ．Ｆさん）

　ケーブル滑車径最小
300mm，天井面のコ
ンクリートアンカーは
径 12mm 以上，二カ
所以上アングルで第一
支持点を確保．Ｕボル
ト 12mm 以上ででき
ればナイロン吊り用ベ
ルトでクッションを付
ける．支持は２ｍおき
にハンガーケーブルで
固定する．
　　（大阪府　Nさん）

　ケーブル用吊り
金車を取付けする
方法として，RC造
りの場合には天井
に金具を付ける．
 （和歌山県　Ｔさん）

　ケーブルの支持は，ケーブルの質量（ｍ当たり）×
支持間隔（ｍ）≦天井地アンカー１本の静荷重
　　　　　　　　　　　　　　　  （宮崎県　Ｊさん）

金具

吊り金車

ロープ
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　新築の場合は，前もってエアコンの
場所に，コンパネを入れておいてもら
ったほうがよい． (富山県　Ｉさん )

　エアコン取付け時にはエアコンのオ
イルの劣化が早くなるので必ず配管の
真空引きを行う．　(山梨県　Ｈさん )

　注意事項として中古マンション
などで LDK（広い部屋）にルーム
クーラーを取り付ける際に，前の
住人が 4.0kWクラスのクーラー
を付けていたら 200Vになってい
ることがある．昔，コンセントは
100V（平行型）で電圧は 200V
だったことがある．そのままコン
セントを入れて，ヒューズが飛び
バリスタがつぶれて大変だった．
コンセントを入れる前に，電圧チ
ェックを忘れない．
　　　　　　　(京都府　Ｓさん )　配管パイプ右背中・右・左側抜きの場合

は施工が簡単なので問題ないが，左背中抜
きの場合一人でするのが難しいので，配管
パイプを先につなぎ，穴寸法を測り直角に
形づけ（パイプベンダを使用），コーテープ
（幅厚のビニールテープでもOK）を外部に
出るまで巻く（それ以上巻くと配管を通す
際にコーテープが傷つく）．外部に出る，以
降の配管・ドレン・電線は 50cm くらいの
間隔でビニールテープを巻く（すべての先
端は念入りに先端止めをしておく）．できる
だけ配管などをまっすぐにして，エアコン
の本体を持ち，入れていくと自然と入って
いくので簡単．
　ただし，和室などの塗りの壁などは穴の
センターもしくは隠れる部分を配管が擦

す

ら
ないようにしないと傷が出る．どうしても
傷がつきそうな場合は面倒くさいが，1～
1.5 ｍぐらいの配管を作り，エアコン本体
とつなぎ外部に出たところでユニオンでつ
なぐと良い．　　　　( 広島県　Ｋさん ) 

　ルームエアコンの取付けは，
まず，取付け数をこなし，慣れ
ることが大事です．注意事項と
して，室内機は水平に付いてい
るか，カベスリーブの中でドレ
ンホースがよじれてないか，フ
レアナットは規定トルクで締め
ているか，室内機と室外機のわ
たり線（VVF）の誤配線はないか．
以上の４点を注意すればよいが，
いろいろな取付け方があるので，
経験が大事です．

(神奈川県　Ａさん )
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CD管の
巻取りクセの直し方
　CD管の巻取り癖を取る方法を教えてください．天井の中で巻癖がつき
思うところへ行きません．

　必要な長さを２
人で引っ張って直
線になるまで伸ば
す．それから配線
する．
 （愛知県　Ａさん）

　リールを使うのが一番いいが，なければ，それに代わる物，
たとえば，脚立にパイプを掛けてそれにCD管を入れて伸ばす．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大阪府　Ｍさん）

61

　あらかじめ長く引き出してお
いて，両方から張力をかけて引
っ張る．　　（京都府　Ｉさん）

　シュリンクパッケージご
とくるくる振り回す．それが
無理ならVAを伸ばすように
して伸ばす．または，８の字
を書く．  （奈良県　Ｕさん）

脚立
脚立

CD管

CD管リール

◆　　◆　　◆
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　プロならではの便利技．実際の仕事で使ってみれ
ばさらに効率がアップすることでしょう．プロが行っ
ている技を見ていただきます．

これはベンリ！やってみたくなる！
便利技の知恵袋

測って，調べて，テストして…
確認・測定・テストの知恵袋 ………… 13

ここは特に気を付けよう！
作業の注意・ポイント……………………… 29

2

3

トラブルシュートはお任せ！
これで問題解決！………………………………… 11
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62
ブロック壁に，スイッチおよび
コンセントを埋め込んで
取り付ける施工方法

　ブロックの空洞部分をねらって，コンクリ
ート用カッターで切込みを入れて開口．はさ
み金具でコンセント取付け，上下方向から
VAを配線するのが楽．（ブロック積み上げ
前の施工の場合は，スイッチボッ
クス，CD管などを利用して
打込み先行配管工事が必要）
　　　　　（京都府　Ｆさん）

　ブロック壁（間仕切壁）に，仕上げスイッチおよびコンセントを埋め込
んで取付けしたい時の施工方法について教えてください．　　（Y．Hさん）

　左官屋さんに仕上げの塗り壁厚を聞き，厚み
があるときは平な塗代プレートを先につけてお
く．裏に空洞があるところならコアドリルで丸
穴を二つあけて，はさみ金具を使って固定する．
ブロックの積み込み時にボックスが入るだけブ
ロックを割ってもらいCD管で配管しボックス
をつけておく．　　　　（大阪府　Ｔさん）

　ブロック用の丸ノコ刃で深
さを決めてからケーブル布設
ルートを含めて気持ち大きめ
にスジ掘りする．

　タガネ状の掘削工具でスジ
掘り内の溝を掘り出す．

　ボックスをブロック・モル
タル用ビスで固定．CD 管も
IV 線などで固定後モルタル補
修．　　　（神奈川県　Ｓさん）

　ブロックの立穴に PF 管を通し，配線器具
の取付け穴は 75mmの幅で開口してはさみ金
具などを使用せず，ブロックに直接ノンプラ
グビスで固定している．ただしブロック施工
業者との連携が必要となる．（宮城県　Ｔさん）
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63

　完成後の通線方法で目的地が遠くても先が曲がらない方法．
　どうしても，天井裏の軽天材などが引っかかってしまうので，良い知恵
がありましたら教えてください．　　　　　　　　　　　　　（S.Sさん）

　点検口がある場合は簡単ですが，ない
場合でもスチールベルト（幅５cmぐら
いの物）を利用し，ベルトを波打たせる
ようにして，天井内へ挿入していけば，
熟練すると，10ｍくらいは思った方向
へコントロールできます．私の父は，上
記の方法で，天井点検口がなくても，電
線を通す穴２カ所だけで，10ｍ以上天
井内を通線しました．（大阪府　Ｔさん）

　硬めの金属スチール，ま
たはVEパイプなどを継ぎ
足していく．もしくは，配
線モールを互い違いにし
て，継ぎ目をテープなどで
固定して伸ばしていく．
　　　　（群馬県　Ｇさん）

　ただ単に電線を天井内に送り込むので
はなく，まず，先端 10°くらいを手前に
折り，さらに先端を少し上に起こす．
　そして，ケーブルにくせ

4 4

をなるべく付
けないようにして，目的地まで素直に真
っすぐ送ると意外に遠くまで送ることが
できる（片手はケーブルの頭が倒れない
ようにしっかりとガイドする）．　　　
　　　　　　　　　（神奈川県　Ｋさん）

　通線以外にも使用できる
のですが，先にロープ（ワ
イヤ）などを通しておいて，
先端をテープなどで巻きつ
けて引っ張れば，一人でも
できます．
　　　　（岩手県　Ｉさん）

　ビニールのパイプを３～
４本つないで，軽天内の配
線をしています．パイプの
先端を少し曲げて，軽天材
に引っかからないようにし
て使っています．
　　　　（長野県　Ｉさん）

10°

スチールベルトを波打たせながら
挿入していく． 先端を 10°ぐらい折る．
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64
廊下の共用照明を，
日暮れより先に点灯させる
方法
　マンションなどの共用廊下の中で一部内廊下の条件で，共用照明を点滅
器で操作する場合に，日暮れより先に照明を点灯させる良い方法があれば
教えてください．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（M．Oさん）

　点灯照度調整形の自動点
滅器を使う．　　　　　　
　　　　（広島県　Ｆさん）

　自動点滅器の設置場所を東側の
軒下に設置し，ビニールテープな
どで少々遮光することで日暮れよ
り先に点灯できると思う．東側で
ない場合でも，日暮れ時影になる
所へ設置する．（大分県　Ａさん）

　グレーもしくはアイボリー色のテ
ープを受光部に貼って感度を落とす．
調整は 5mm幅くらいずつ貼って，取
付け場所に適した色・幅・重ね方で
けっこう感度は変わってくる．ひさ
しをつける方法もある．

（熊本県　Ｕさん）　多少の塗り調整が必要になるが
点滅器をマジックで塗る．
　　　　　　　（埼玉県　Ｎさん）

　点滅器に光の入り具合を調節す
るカバーを取り付け，日光の向き・
方角を調節し設置する（夕方，日
光が西日になった時，検知器が遮
光されるように調節する）．　　

（大阪府　Ｋさん）

◆　　◆　　◆
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　ハンマードリルで土を柔らかくし
てからスコップなどで土を取り除く
作業を行えば比較的効率よく管埋設
が施工できる．　（奈良県　Ｉさん）

65
重機が入らない場所での
地中管埋設工事の良い方法
　地中管埋設工事の時，重機の入れない場所での簡単で効率の良い方法を
教えてください．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｎ．Ｓさん）

昔ながらのツルハシ・スコップを使
用し，ネコで搬出している．
　　　　　　　　（東京都　Ｕさん）

　100 Ｖ電源があればハンマードリルにスコップ型のド
リルの歯を着用して掘りたい部分に打ち込む．後は手掘り
で十分可能．普通のスコップでも同様にできる．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（愛知県　Ｎさん）

　墓作りの時に使う手押しの小さな
ユンボがあり，人が歩く幅があれば
使用できる．　　（兵庫県　Ｍさん）

　

　スコップやツルハシで掘るのは大変な労力が必要だが，車の入れない所なら片手
くわ（50cm）位で小さなイス（園芸用）に座って掘れる．30cmぐらいすぐに掘れる．
CD管や PF管の埋設には便利（内線規程参照）．　　　　　　　　（東京都　Ｉさん）

　パイプの太さにもよるが，細いパイ
プならばスコップではなく大きめの
バールで掘って行ったほうが無駄な
く早く掘れる．　　（茨城県　Ｋさん）
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素早くバリ取りをする方法
66

　ドリル・ホルソーなどで，穴あけした時にできる裏側のバリの取り方や ,
小さなボックスの作業での取りにくいバリをスピーディーに取る方法や，
そのための道具を教えてください．　　　　　　（S，Kさん　K， I さん）

　ボックス裏側のバリ取りは，裏側よりステップ
ドリルを使って取っています．また，充電ドリル
が使用できない場合には，３分の寸切ボルトを
30cmくらい切り，ボルトの谷，山の部分を利用
して作業します．　　　　　　（熊本県　Nさん）

　金ノコの折れた刃を利用しています．バリ
がよく取れ，またリサイクルにもなります。
　　　　　　　　　　　　（東京都　I さん）

　穴ケアをする鉄板の下に，もう
一枚鉄板（当

あて

板
いた

）を敷く，または，
当
あて

木
ぎ

をするとバリは少なくなる．
（岡山県　Kさん，Sさん）

当板

折れたノコ刃など
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Q フリーアクセス内の通線方法
　フリーアクセス内にケーブルを通すときの簡単な方法はありますか？

（Ｓ．Ｉさん）

67

　フリーアクセスの床を全部あけると
結構手間なので，所々開けてモールを
つなぎ通す．それ以外は，ホームセン
ターで売っている園芸用の 1.8 ｍ位の
針金（結構太くてこしも強い）をテー
プでつなぎ床下を通せば，結構スムー
ズに通る．　　　　（福岡県　Ｏさん）

　7.5 ｍなどのスケールが一番通線しやす
いし，安い．もしくは通線用のジョイン
ト棒を使う．しかし，通線配線するのが
一番早い方法はフリーアクセスフロア床
をめくる方法．　　　　（京都府　Ａさん）

　スチールワイヤーをまず入れて，障害とな
る箇所を探る（この時，何ｍ先かがわかるよ
うにすることが大事）．目的の所まできたら，
スチールワイヤーに通線物を付けて引き戻せ
ば完了（通線上障害となる場所は開口されて
いるので既設配線材に支障を与えることもな
く楽に作業できる）．
　通線が５ｍ以下の場合は，スケール（金属
の板状で巻き取れるタイプ）を利用してやる
と良い．先端のＬ部分が邪魔になるので加工
しているスケールを利用しての通線は応用範
囲が広く，机などの什器を動かさなくても，
少しの開口があれば，１人で通線できる．　
　　　　　　　　　　　　（東京都　Ｔさん）

　ワイヤリングフロア（フリーア
クセス）は，昔と違い，コンクリ
ートパネルによるビルトインが増
えている．次の通線法は，いずれ
も均等間隔で取り外せるパネルに
限ってのものである．
（１）　ケーブルキャッチャー（多

筒式で１本の筒が短い物ほど
使いやすい）かケーブルアン
グラーを使用する．

（２）　５ｍぐらいのメジャーを使
用する（ストッパー付ならな
お良い）．

（３）　０号または１号モール（塩
ビ製）の上ぶただけを使いビ
ニールテープで繋ぎ合わせな
がら目的点まで入れていく．

　　　　　　　（東京都　Ｓさん）

◆　　◆　　◆
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　ズンギリボルトを穴から入れて，断熱材を横へずらしてから，電線を入れて，ケーブルキ
ャッチャーで引っ掛ける．木工ギリで断熱材に穴を開けて（逆回転で穴を開ければ，断熱材
がからみにくい）電線を入れた後に，ケーブルキャッチャーで引っ掛ける．（香川県　Oさん）

　電線穴を開け，最初に細くて腰のあるもの，例
えばバンセンなどで，断熱材を貫通させ，電線が
通る程度に穴を広げる．そしてこのバンセンに沿
って電線を入れ，断熱材の上まで突き出し，ケーブ
ルキャッチャーで引っ掛ける（ａ）．このとき，断
熱材を貫通しにくいような場合は，無理せずバン
センなどで断熱材を押し上げながら電線を入れ，
同様に引っ掛ける（ｂ）．　　　（岐阜県　Sさん）

68
断熱材のある天井での
電線の取り回し方法
　断熱材のある天井で器具を付ける穴から電線を入れて点検口から引っ張
りたいのですが，電線の位置がわかりません．どうすれば…（H．Kさん）

　細目の引廻し鋸で，何回かつ
つきます．穴が空いて，ケーブ
ルを通すのは簡単です．ノコは
引き刃を使用します．
　　　　　　　（東京都　Iさん）

バンセン

VVFケーブル

断熱材

天井下地材
天井材

バンセン

VVFケーブル

断熱材

天井下地材
天井材

（ａ）貫通法

（ｂ）押し上げ法

引廻し鋸

断熱材

天井材

　仕上がり前ならば，ダウンラ
イトカッターなどで 150φくら
いの穴を空けてしまう．補修も
カンタン，絶対確実です．仕上
がり後で，大きい穴を開けられ
なければ，バンセンなどを Fケ
ーブルの先に付けて押し込む．
　　　　　　（東京都　Kさん）
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Q69
ボルトナットを貫通だけで止め
ている場合，“ともまい”をする
ボルトナットを外す方法
　ボルトナットを貫通だけで止めている場合，“ともまい”をします．どう
したら“ともまい”をしたボルトナットを外せるでしょうか．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｈ．Ｎさん）

　ボルトが長い場合，ナットを２個追加して強く締
める．Ⓒのナットだけを保持しⒶを廻す．ボルトが
短い場合ボルトのセンターに穴を開けタッピンビス
を入れて保持する．　　　　　　　（大阪府　Ｎさん）

　ナットブレーカーでナットを壊
して取る．ステンレスのナット（３
分）でも割ることができるので大
変便利．小さな道具なので，１つ
持っていれば便利．
　　　　　　　（富山県　Ｉさん）

　ナットを仮撤去，再使用するなら裏面の
ナットにコンクリートボンドを付け，後日
撤去する．ナットを再使用しない時はイン
パクトなどで高速逆回転をすれば外れると
思う（外す側のナットにCRCなどを吹付け
ておくとなお良い）．　　（兵庫県　Ｉさん）

　ベニヤ（コンパネ）の場合は
ナットのすきまにクギをかち込
む，またはバールをさし込んで
そのままナットを回す．
　　　　　　（兵庫県　Ｋさん）

　最初はナットをペンチなどでつまんで引っ
張りながら回す（この時，反対側ナットと取
付面との摩擦に頼る事になるのでCRCなど
を吹きかける際は正確に）．取付面とナット
の間に隙間ができたらニッパーなどでボルト
を挟んでともまいを防ぎながらナットを回
す．　　　　　　　　　　（京都府　Ｆさん）

Ⓐ Ⓑ Ⓒ
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テーパーのついたポールの
街路灯などを正確に垂直に
建てる方法

　マグネット付きの勾
配計またはアングルレ
ベルを，二個直角また
は反対方向で使用し目
盛りを合わせると垂直
は出ると思う．
　　（兵庫県　Ｈさん）

　下げ振りを二台 90°ずらしてなるべく上部につ
け中心が下げ振りの糸と平行になるよう調整する
（でも風が強いと無理）．
　レーザーレベラーを使い受光部で 90°の二方向
から調整する．
　近所のブロック塀の目地と遠目に見て合わせ
る．この方法は，結構正確に測定できる．（Ｉさん）

　昔ながらの下げ振りが良
いと思う．テーパーがつい
ていても，ポール芯から測
れば関係ない．ポールに振
り子があたる場合は，その
分本体をずらして固定する
（棒などで固定して，当た
らない場所に移動する）．
　　　　（茨城県　Ｋさん）
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　テーパーのついたポール（下から上に向け，細くなっているポール）の
街路灯などを正確に垂直に建てる方法を教えてください（テーパーがつい
ているので水平器が使えない）．　　　　　　　　　　　　　（S．Dさん）

下げ振りを左右に２個置き
ポールとの距離を測る

この距離を
同寸法とする
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天井のボードは9mm，器具
の重さ7.5kg．入れない天井
への照明器具の取付け方法
　天井に入れない木造の建物への照明器具の取付け法．天井は９mmのボー
ドのみ，器具の重さは７．５kg．どのようにボードに取り付けますか？

（Ｋ．Ｈさん）

①　器具で隠れる範囲
でボードを開口．

②　補強材を入れる．

③　ボードがへこまな
いように補助材も忘
れずに入れる．

④　ひもなどで下に引
っ張りながら補強材
と補助材をビスで止
める．

⑤　同様に照明器具を
ビスで止める（補強
材までの長さで）．

　

　　（兵庫県　Ｉさん）

　吊り下げるタイプであるならば，天井化粧板もしく
は，引掛シーリング周囲に 300 ～ 600φ程度の目か
くし板を取付けすることを前提に天井を開口し，補強
する．吊下げ型で天井化粧板が使用できない場合，オ
ートリフターに使用されているような金物を作製する．
天井直付の場合も同様に板金加工した金物を用意した
上で，天井開口した後，天井補強をする．万一落下し
たときのことも考えて，SUS製の落下防止ワイヤーも
施工する．　　　　　　　　　　　　（愛知県　Ｔさん）

　近くに点検口をつけるか，埋め入れ口のダウンライ
トなどを取り付けて，そこから手を入れて木下地の上
に補強材をのせてビス，ボルト，ナットで固定する．

（大阪府　Ｎさん）

　照明器具は取付け後いろいろな人が球替え，掃除などで
自重以上の荷重がシーリングにかかる．そのことを忘れな
いで施工することが肝心．　　　　　　（京都府　Ｆさん）

下地材 天上ボード

補強材

補強材

紐 ビス

器具ベース

ビスで固定

下地材

補強材

ボルト天上ボード
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　あらかじめパイプに支線ど
め金具をつけて支線を取り付
けておき，屋根馬を起こし固
定する．　（岩手県　Ｉさん）

　アンテナ三点取付け工事の時（ア
ンテナパイプ 3.6 ｍ，接続部 3ｍ
の時）は，屋根馬から取付け金物
部（5ｍとして）まで距離をはか
り，約 1.5 ｍプラスして（6.5 ｍ）
取り付け二本を先に金物に仮付け
して，最後の一本を取り付け，立
ち上げている（簡単な√計算で）．

（東京都　Ｔさん）

　屋根の四隅にワイヤー支持金具を打ちつけ，四カ所の支持金具にマスト分くらいの長さの
支線を取り付け，アンテナ取付け位置に集めておく．マストの中間にステーリングを入れる．
マストの上部に仕上予定長さの（マストの２倍くらい）支線を取り付けておく（四カ所）．
アンテナを立てて，集めておいた支線をマストの中間のリングに四カ所固定する．これでア
ンテナは倒れないので，上部の支線をひっぱり，調整しながら四隅に取り付ける．

（茨城県　Ｔさん）

　マストにアンテナ・支線金具（二カ所）を取
り付けて，上部の金具に適度な長さの支線Ｂを
付けておく．次にとめ金具より下部の金具まで
の長さの支線Ａを屋根馬に仮止めし，マストを
取り付けＡを接続する．アンテナの方向調整後
Ｂの支線をとめ金具に接続すれば完了．

（岡山県　Ｋさん）

アンテナ工事で，パイプの
総長が長い（3.6ｍ以上）場合
に一人で作業をする方法
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　アンテナ工事について，パイプの総長が長い（3.6 ｍ以上）場合に一人で
作業する場合の方法．　　　　　　　　　　　　　　　　　　（T．Kさん）

支線金具

Ａ

Ｂ

１ｍぐらい

アンテナ支線止め金具等
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エアコンの背板で水準調整が
できない時の水準をとる方法
　各メーカーのエアコンの背板の基準線が不安定で，水準調整ができない
時の背板の水準をとる方法を教えてください．　　　　　　（Ｙ．Ｕさん）

　今はレーザー光線式
水平器が安くなり毎回
それで水平を取ってい
る．水平器では上手く
いかない場合も脚立の
上などに乗せて簡単に
使える．
（大阪府　Ｙさん）

　水玉の水平器でなく水平レーザーレベラーを使用し
ている．レーザー光を当てて，けがきでマークし，その
所へ背板をビスどめする．なるべく間柱に１本以上ビス
（65mm位）をとめ，電工ビス・ボードオーガー・ボー
ドプラグを現場によって使い分けている．これで水平を
取ることができる．　　　　　　　　（東京都　Ｉさん）

　背板の上に水準器が乗らない場合，どこの
メーカーの品も中心にタテの線が入っている
はず．重りの付いた糸かヒモを垂らして垂直
を合わせれば良い．　　　（大阪府　Ｎさん）

　下げ振りが有効
で，裏板から 10cm
位離して下げて縦の
ラインで合せると良
い．
（熊本県　Ｕさん）

　天井は水平器などで水平を確認する．室内機を掛け
るツメの位置は同じなので天井より寸法を測り調整す
る．　　　　　　　　　　　　　　（大阪府　Ｔさん）

マークする

水平
レーザー光

背板

背板

天井

仮にビスで固定する

室内機を
掛けるツメ

タテの線
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木造などVVF配線する時
すっきりと配線する方法

　ケーブルリールなどを使いドラムが回転
するようにして引き出す．あらかじめ床に
VVF を延ばしてよじれをなくしておいて
から端から使う．　　　（愛知県　Ｋさん）

電線は延ばしたらあまりいじらな
いこと．いじればいじるほどしわ
になる．しわになったらハンマー
の頭でしごく．　（広島県　Nさん）

　しわやねじれを手でのばした後，ハンマーの側
面でしごいてやるときれいになる．あと直線だっ
たら一カ所ステップルで止め，造営材に弾くよう
にのばしたらまっすぐになる．

（長崎県　Ｍさん）
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　直接引き出すと力がかかる
のでねじれる．床面にある程
度出して使用する．敷設場所
により距離をとるのも意外に
有効（もしかしたら外装を取
らず内側を引き出しているの
では）．

（岩手県　Ｎさん）

　木造などVVF配線する時，ボビンドラムを使用してもしわやねじれが出
てヨレヨレになってしまうので，すっきり，ピンと配線する方法を教えて
ください．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（K．Hさん）

電線リール

◆　　◆　　◆

●　　●　　●
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LANのモジュラープラグを
圧着する時の失敗しない簡単
な方法

　最初から規定のシース長でストリップす
ると整線しにくいので，長めに（30mm位で）
はぎとり，きっちり整線してから先端をき
れいに一直線に切る．　　（三重県　Ｙさん）
　それなりの圧着工具でかしめると良いと
思う．ホームセンターなどで安い圧着工具
が販売されているが，やはり，きちんとし
た工具を使う事が大事．　（徳島県　Ｏさん）

　LANのモジュラープラグを圧着する時の失敗のな
い簡単な方法について教えてください．（Y．I さん）

　８本あるので LANケーブルの心線
をまず右と左半分で４本ずつに分け
る事．全体でやってしまうと間違い
やすい．　　　　　（埼玉県　Ａさん）
　中継用 LANケーブルは，様々なメ
ーカーから発売され，価格も手頃に
なったため，数mの場合は既製品を
購入した方が間違いもなく安くでき
る．　　　　　　（茨城県　Mさん）

　圧着前に外皮部分をプラグ圧着ベー
スよりも先端部分へできるだけ押し込
んだ方が，後々の被覆抜けが予防でき，
仕上りもきれいになる．ちなみに，情
報コンセント作製時は，色番分けした
後，斜め 45°に先端をカットした方が
作製しやすい．　　　　　　（Tさん）
　外の被覆を剥

む

くとき心線を傷つけぬ
よう専用の工具を使う．次に心線を接
続順に正しく並べ，重ならないよう馴
染ませるために左右に数回指で動か
す．これで心線を寸法に合わせ切り揃
え端子に差し込み圧着する．念のため
LANチェッカーで最終テストをし完
成．　　　　　　　　　　　（Jさん）

　ガイド付きモジュラージャックが市販され
ていて，これを使うと挿入時クロスすること
がない．
①　まず LANケーブルの外皮を，長目に（4
～ 5cm程）剥く．
②　芯線が，２本ずつ捻

よ

られているので，で
きるだけ真っすぐになるように伸ばす．
③　ガイドに挿入しやすくするため，８本の
線を，色分けどうりに並べて，斜め 45°く
らいでカットする．
④　ガイドにあわせ色分けどおりに挿入し
て，先端でカットする．
⑤　ガイドを，本体に挿入して，専用工具で
圧着する．
⑥　①～⑤を，もう片方にも施し，チェッ
カーでチェックして問題なければできあが
り．　　　　　　　　　　　　　（Pさん）
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76
グラスウールが入った間仕切
りなどでボードを先張りして
ある場合の線のおろし方
　最近よく見ますが間切りでボードを先張りし，なおかつ中にグラスウール
が入っていてボンドを一番上まではり伸ばしている場合の線のおろし方を教
えてください？釣竿などはよく使いますが，うまくいきません．（M．Yさん）

　3/8 寸切りをつないでコンセント
取付け穴まで入れるか，床下から入
れる．　　　　　（三重県　Ｉさん）

　ジョイントラインを
使用している．床下に
入って下から穴をあけ
て継ぎ足していけば，
断熱ウールを突き破っ
て天井裏に出る．先に
細い鉄線をつけておけ
ば点検口から竿で引っ
掛けられる．
　　（大阪府　Ｋさん）

先端を平たく（または丸く）処
理した腰の強いスケールを開口
部から挿入する．その時，グラ
スウールの奥側にボードに沿わ
せて入れ，電線は極力テーパー
状にテーピングして引く．この
方法はフリーアクセスフロアで
も使える．　（福岡県　Nさん）

　配線を落としたいところの真
上に穴をあけ，ノーマルベンド
をボードに押し付けながらスチ
ールワイヤーを押しこむ．

（静岡県　Ｙさん）

さお
ジ
ョ
イ
ン
ト
ラ
イ
ン

ボード壁

スチール
ワイヤー

天井

VE14
ノーマル
ベンド

電線

断熱材

床



79

Q 丸太面へのコンセントの
プレート部分の加工方法
　ログハウスの電気工事をしているのですが，丸太面にコンセントのプレー
ト部分を加工（掘る）するのに困っています．ぜひ，良い方法を教えてく
ださい．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（M．Mさん）
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　ログハウスの丸太面
を曲面カンナを使いプ
レートを付けたい部分
を削ぎ落とし，ドリル
などで穴をあけた後，
ノミでボックス部分を
削り整え仕上げる．
　（神奈川県　Ｋさん）

　まずプレートの寸法線
に沿って５mmくらい内側
にドリルで穴をあけていき
ます．その後，ノミを使い
内側から削っていき，最後
に寸法線に沿って仕上げま
す．面倒くさいですが，仕
上がりがきれいです．
　　　　（埼玉県　Ａさん）

　ログの丸太面のプレートに，
腰高プレートを使用します．丸
太を切るのではなく，プレート
を下図のように加工していきま
す．加工は，サンダーなどで削
り，カッターおよびサンドペー
パーなどで整えて仕上げます．

（岡山県　Ｈさん）

　丸太面にコンセントを取
り付け，プレート部分を
掘るのは大変です．丸太と
丸太の間（谷の部分）に取
り付けて，プレートの左右
を木の板で隠す方法が楽で
す．　　（熊本県　Ｎさん）

曲面カンナで面を作り，
作った面の部分にドリル
で穴をあけてボックスを
入れる穴を加工する．

腰高プレートを
丸太の曲面に合
わせて加工する．

　丸太と丸
太の間に加
工した板を
取り付け，
目隠しをす
る．

ドリルで穴をあけて，
ノミの加工作業を行い
やすくします．

約 5mm

　丸太面にプレートの位置
をけがき、まっすぐにノ
コギリで切り込みを入れま
す．その後ノミで削り，フ
ラットにした部分をさらに
ドリルで穴をあけて，ノミ
で削ります．
　　　　（兵庫県　Ｈさん）

切り込みを入れる．
切り込んだ後，ノミで
プレート部分を整える．
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ボックス仕込みの普通コンセント
をリフォームで２連に変更したい
ときの簡単な方法
　ボックス仕込みの普通コンセントをリフォームで 2連に変更したいとき
の簡単な方法を教えてください．　　　　　　　　　　　　　（M．Hさん）

　１個用ボックスはそのま
ま使い，右に増設分１個用
穴を開ける．石こうボード
用Ｃ型はさみ金具をボック
スに重なり気味にし，２連
用プレート枠のネジ４本に
合わせて２連用プレート取
付ける．  （兵庫県　Ｓさん）

　隠
いんぺい

蔽ボックスを奥にずらし
開口部を２連用に広げ，はさ
み金具を使用する．または建
材に木ビスで固定できるよう
であれば直にビスもみをする．

（滋賀県　Ｔさん）

　既設のボックスが簡単に外れるとき
はスイッチボックスを２個用に入れ替
えた方が，はさみ金具など使用するよ
りきっちり仕上がる．壁を開口する時
に少し小さめに切ると良い．

（奈良県　Ｋさん）

　既存のボックスに合わせて２連のサイズに
開口して，それから既存ボックスを外し，は
さみ金具で取り付ける．（神奈川県　Ａさん）

78
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Q CD管など，径が太い物に線
を通すときのいい方法
　CD管など，径が太い物に線を通すときに，スチールワイヤーでは，中
でグネグネになって通らないので，いい方法はありますか？（H．Nさん）
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　お客さまから教えていただいた方法です
が，配管口の一方から掃除機で吸引し，反
対側の配管口からタコ糸程度のヒモにレジ
袋 (袋の大きさは配管サイズに合わせて試行
錯誤してください )を付けて入れていけば，
比較的簡単に予備線が通ります．あとは必
要な太さのロープやスチールなどに付け替
えれば良いと思います．　（群馬県　Gさん）
　上と同意見̶
　ポイントはなるべくパイプ内を真空にす
ること．　　　　　　　 （青森県　Aさん）

　径が太くなったら，スチールではな
く例えば EP50 などには，CD16 また
は，22 を通すと，どんどん通ります．
えっと思われるかもしれませんが，ぜ
ひ試してください．あと，スチールし
かない場合はスチールの先を図のよう
に大きくして通すと，通りやすくなり
ます．　　　　　　　（大分県　Nさん）

　ワイヤーにウェット液を塗布
する．回転を加えて，回しなが
ら入れる．  （兵庫県　Uさん）

　スーパーイエローなどの大口径
専用のワイヤーがあります．持っ
ていない場合は，14φの TEL チ
ューブ ( ただし頭はテープなどで
丸くつける )を入れるとよいです．
チューブは液なしのほうがよく滑
ります．　　　　（兵庫県　Iさん）

　スチールの先に軟式テニスボールな
どを付けて呼び線を付けます．スチー
ルの頭部分が大きくなると，波状部分
にたまりにくくなるので，大口径には
有効だと思います．（兵庫県　Mさん）

掃除機

袋

ウエスや，軍手
などを付ける
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80
ステップルの
上手な抜き方・打ち方
　既設のステップルの上手な抜き方，小さなステップル（通信用）の上手な
打ち方を教えてください．　　　　　　　　　　　　　　　（J．Hさん）

　ステップルを
抜く専門の工具
もあります．

　自動車用整備工具クリップリムーバーを使
用してステップルを抜
いています．ホームセ
ンターで約1 000円ぐ
らいです．
　　（愛媛県　Ａさん）

　一番小さな釘抜き（バール）でVAの上から
ステップルにかけて抜く．（愛知県　Ｏさん）

　マイナスのドライバーをケーブルの下から
入れて，ハンマーで軽く叩いて，ステップル
を浮かせ，ニッパで
挟んで抜き取る．
　（岡山県　Ｔさん）

　ニッパーで抜いています．
造営材がやわらかい場合は，
あて板を敷いてから抜きま
す．　　（愛媛県　Ｋさん）

　ニッパーでステップルの片足を
挟んでハンマーで打ち止める．

（神奈川県　Mさん）

　最初は軽く打ち，ステップルと
配線がぶつかっていないか確認し
ながら少しゆるめに打つ．ハンマ
ーの叩く面が平らな物を使う．
　　　　　　　（兵庫県　Ｔさん）

　電線のよりをほどいておく．止
めていく方向の最終部分に一本仮
止めでステップルを打つ．途中電
線を持っておく必要がなくなり，
楽に作業できる．（千葉県　Mさん）

クリップリムーバーを使用する

マイナスドライバーを使用する

あて板，ウエスをひく たわんでいたりするものを引っ張り直しながら打てる

マーベル
MSN-150

!●抜く方法

●打つ方法

止めていく方向の最終の所に１つ打つ
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Q
　取付け場所にあらかじめ発泡スチロール
を入れておく（その場所にダンゴをはら
れないようにするため）．そして，スチロ
ールに線をステップルなどで仮止めしてお
く．そして，床の養生の上にマジックなど
で位置を表示しておく．（徳島県　Ｏさん）

コンセントやスイッチの中心にビ
スを打って，後で検知器が感知す
るようにしておいて，ビスのまわ
りにケーブル線を巻いておく．ビ
スは後でドライバーで外す．頭の
大きいビスが効果的．

（大阪府　Ｙさん）

　貼る前にALCやコンクリート壁をボッ
クスが入るくらい削るか，はつっておいて
「コンセント有り」と壁に書いておく．約
50mm以上あるのでスイッチ・コンセン
トが取付け可能．はつってあるので，そこ
にはダンゴが付かない．（愛知県　Ｆさん）

　スポンジを両面テープで躯体に貼付
け，切込みを入れてVAをはさんでお
く．位置が不確定なら，スポンジの大
きさをスイッチボックスより大きくし
ておく．　　　　　（愛知県　Ｍさん）

GL工法でスイッチボックスを
入れないで，後からスイッチと
コンセント位置を確保する方法
　GL工法（ダンゴばり工法）でスイッチボックスを入れないで，後から
はさみ金具を使用する場合，スイッチとコンセント位置を確保する方法を
教えてください．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Y．Kさん）

　床に墨を出しておくか，図面に寸
法を記入しておくと良い．配線した
時にアンカーを打ち，寸切を出して線
と一緒にVEテープを巻いておけば，
GL屋さんも穴をあけて出してくれる
と思う．　　　　　（千葉県　Ｙさん）

81

9～12mm

20mm
ハツリ

電線

コンクリート
壁など ボード

ビス

ケーブルを
丸める
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強度のない壁に，丈夫にビス
プラグをとめる方法

　コンクリートビス（ノープラグビス）を
使用するか，つば付カールプラグを使用し，
コンクリート用の接着剤を付けておく．
　　　　　　　　　　　（京都府　Ｅさん）

　プラグが抜けるようになっ
た時は，現場にある材木など
をクサビ型にして打ち込むと
結構ビスが止まる．

（福岡県　Ｔさん）

　トグラーかボードアンカーを使
用する．　　　（熊本県　Ｓさん）

　トグラーみたいなプラグか，パラシュート
タイプを使用する．接着剤（エポキシなど）
の強くて硬化の早いものをプラグに付けてプ
ラグが硬化したら，ネジ止めする．
　　　　　　　　　　　　（東京都　Ｍさん）
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　下穴の中にシリコンのコーキングを充填
して，一度乾燥させてから，ビス止めする．
　　　　　　　　　　　（徳島県　Ｙさん）

　コンクリートボンドを使用すれ
ばよい．　　　  （兵庫県　Ｉさん）

　プラグで効かない時はボー
ドアンカーで施工する．もし
下地が有れば，直にビスを効
かせる．

（長野県　Ｋさん）

　モルタルなどの外壁に穴を開けてビスプラグを差し込むが，かかりしろ
が少なく中が空洞で，引っかかりが弱くすぐに引き抜けてしまう時どのよ
うにすればよいですか．　　　　　　　　　　　　　　　　（Y．Nさん）

●　　　●　　　●
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Q83
埋設管の立上り部分を急角度
にした場合での通線方法
（特に太めの電線の場合）

　急角度側から呼び線を入れて，ケーブルの先端がなるべく細くなるように
ケーブルを剥

む

いて段をつけ，入線スプレーか入線液などをつけて通線してい
る．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（茨城県　Ｓさん）

　引くときは引っかかる（止ま
る）ところで一度少し戻してか
ら一気に引く．

（愛知県　Ｋさん）

　埋設管の立上り部分を急角度にした場合での通線方法（特に太めの電線
を通線する場合）を教えてください．　　　　　　　　　　（K．Hさん）

　コーナー金車（または手作り
の電気のガイシタイプ）でする
と少し曲がりがゆるくなり通線
しやすい．　（大阪府　Ｙさん）

　エフレックスの凹凸をクリアするのに，ケ
ーブルグリップとロープの間にペットボトル
（500mL，1.5L など）を取り付けると電線の
頭などがスムーズに引ける．ケーブルラック
などにも最適．　　　　　　（栃木県　Ａさん）

　ウインチを使う．（京都府　Ｎさん）

　足場パイプを立ててレバー
ブロックで少しずつ引っ張
る．　　　（群馬県　Ｈさん）

ロープ

テープ
ケーブルクリップ

ペットボトル

CVTなど
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基準・返り墨がない場合，
正確にボックスなどを取り
付ける方法

84
　基準墨・返り墨がない場合の躯体から，図面
通りの位置にボックスなどを正確に取り付ける
方法を教えてください．　　　　（Ｙ．Ｍさん）

　これはマンションなどにしか使えな
いがサッシ額縁を基準に寸法をあたる．
　近くにサッシがなければ，間仕切壁
から寸法をあたる．（岡山県　Ｆさん）

　躯体から部屋の大きさと位置，壁厚を調べ
て図面と照らし合わせる．電卓使って差し引
きすると位置がわかる．　（愛知県　Ｍさん）

　次の通芯から返って来るか建築
図を確認するとわかる（本来は建
築が出すべき）．（三重県　Ｙさん）

　基準墨がない場合は，通り芯が躯体か
ら図面上いくつ入っているか見て，それ
で躯体面からいくつ中へ通り芯が入って
いるか計算して，躯体面から寸法を出す．
　　　　　　　　　　（愛知県　Ｔさん）

　建て込み時，大工さんの墨出し
に間違いがなければ，躯体図を元
に壁の最下部より測ればあまり
誤差はない．それを下げ振りなど
で上げれば，ある程度正確に出
る．　　　　（神奈川県　Ｎさん）

　壁に返り墨がなくても，床には必ず地
墨があり，その地墨を壁に上げて上りを
出します．基準墨はレベルで出ていると
ころから出す．　　　（長野県　Ｉさん）

　柱，壁，梁などの
厚みの寸法を頭に入
れておき，側面から
計ると意外と正確に
取り付けられる．
　（大阪府　Ｙさん）

　建築図面があるのなら柱芯から
柱芯まで測って中心線を出して芯
から割り振りしたら良いのでは
（左右の場合）．上下の時は，地墨
が無ければ天井から測ったら良い
のでは．　　　（大阪府　Ｙさん）

センター

天井

コンセント

GL（床面）
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　RC 造の場合だったら，
大体の位置を図面から測り，
ヌスミをいれておく．

（広島県　Ｓさん）

　柱と柱の中心に，レーザーを当てる．梁が露
出している場合は，梁芯と平行にレーザーを当
てる．最近のレーザーは，直角も出せるので，
Ｘ通とＹ通が同時に出る．（神奈川県　Ｔさん）

　EP・CP で，19 ～ 31 の場合，電線の先端
をビニールテープで処理し，金ノコでパイプ表
面に傷をつけ，パイプを折り曲げ，金属疲労を
利用して切断し，パイプを引抜く．金ノコの代
りに，パイプカッターでも可．この方法だと，
活線状態でも（IVでも）大丈夫．
　　　　　　　　　　　　　（兵庫県　Ｆさん）

入線したままで
既設配管を移設する方法85

　既設配管（CP，FP）の途中を切断し，回路を移設の際，入線したまま
で行う方法を教えてください．　　　　　　　　　　　　　（Ｈ．Ｎさん）

　切断箇所に慎重にナイフなどで切込みを入
れ，細いドライバーなどでケーブルを押し下げ
て中心から逆側へ切裂き，ナイフで切断する．
次に反対側にケーブルを移してから同じように
中心から外に切断する．こうするとはじめの切
込みだけ気をつければケーブルを傷つける事は
ない．後は必要分のみケーブルを引抜きコネク
タなどをつける．　　　　　（大阪府　Ｙさん）

　切断する時は必ず，配管を持
ち上げるか，手前に引くかし
て，電線を片方に寄せること．
最初はナイフは使用せず（加減
が難しい）にニッパ，はさみな
どの先で少し傷つけ再度電線
の寄りを確かめてから切断す
る．　　　　（大阪府　Ｙさん）

　パイプの途中を 20cm ～
30cmの長さでパイプカッター
で切断しパイプソーでパイプ
を縦に，斜めに２カ所切断しパ
イプを取り外し線を分岐加工
しています．

（広島県　Ｓさん）
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Q
　屋外に防水コンセントを設ける場合，私はつけたい場所の室内側のコンセントの位置を見
て，そのカバーとコンセントを外し，ボックスのうしろへ穴をあけて分岐したACコードを
外へ出して防水コンセントを取り付ける．この時，外側の位置が希望する場所でない場合は，
移動する分だけパイプ配管にしてコンセントボックス付けしている．　　（京都府　Mさん）

　角型シーリングをやめて，丸型の
シーリングを直付けします．それな
ら，ボードアンカーで止めることも
できます．　　　（奈良県　Ｔさん）

引掛シーリングの取付け方法
86

　引掛シーリングのビス穴とケーブル穴の間隔が狭く，仕上がり面の下地
なしの所に取り付けなければならない時の良い方法を教えてください．
（Ｈ．Ｋさん）

　直径 25 φ位の穴を開け 20 × 60 ～
80 の細い板切れを下地として入れる．
あらかじめ，シーリングに合わせて下穴
を開けておく．ボード面にボンドを塗っ
ておけば，なお良い．（富山県　Ｔさん）

方法は２通りあり，一つ目は，カサが
開くボードアンカーにする方法．二つ
目は下地の代わりにあて木を入れる方
法．ただし，天井に入れられる場合の
み可能．　　　　　　（岩手県　Ｋさん）

　基本的には，下地は必ず入れておく
必要があるが，一人が天井裏にもぐり，
下地を押さえておき，もう一人が引っ
掛けシーリングと一緒に下地もビスな
どでとめる．　　　（広島県　Ｓさん）

屋外の防水コンセントを
露出配線でなく，床下に入らず
に増設する方法

87

　屋外の防水コンセント増設時，床下に入らずに露出配線でなく増設する
方法を教えてください．　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｈ．Ｋさん）



89

　今の内線規定では屋外防水コンセントにはアースが必要だから，アース線まで取
り付けようとすると，露出や床下を使わないと少し難しい．　　　（愛知県　Ｓさん）

　増設時は露出配線はやむを得ないが，溝はつりでモルタル補修することがある．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大阪府　Ａさん）

　その防水コンセントで使用する
電気容量にもよるが，
①　取付け場所の裏（部屋内）に
コンセントがある場合はそこか
ら取る．

②　取付け場所近くにエアコンの
スリムダクトがある場合はエア
コン電源（もちろん 100 Ｖの場
合のみ）から取ってスリムダク
ト内を配線してきて適当な位置
で横穴をあけて取り付ける．

③　近くに引き込み開閉器ボック
スがある場合，中に安全ブレー
カ（ELCB）を増設の上，ボック
ス側面に防水コンセントを取り
付ける．専用コンセントとして
使える．　　　（京都府　Ｆさん）

　防水コンセントを付ける穴をあけて，下
図のようにジョイントライン（もしくはビ
ニールパイプ）を入れて点検口よりケーブ
ルキャッチャーで電線を引き込む．ブレス
や筋
すじかい

交に注意して行う．
　　（東京都　Ｉさん・神奈川県　Ｓさん）

　構造にもよるが，木造の畳部屋では，畳
をめくることも天井をのぞくことも可能．
　　　　　　　　　　　（京都府　Ｍさん）

　台所では床下収納を利用してケーブルキ
ャッチャーなどで電線を引きだす方法が一
般的だと思う．　　　　（東京都　Ｔさん）

　地中埋設配管などにより配線
を増設する．（山梨県　Ｈさん）

　電線を取り出して，PF 管を
逆にさして送り込む．
　　　　　　（大阪府　Ｎさん）

　

ケーブルキャッチャー

ジョイント
ラインケーブル

点
検
口
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VA線の整線が短時間で
美しくできる方法
　盤内に引き込んだVA線の整線が短時間で美しくできる方法を教えてく
ださい．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Y．Tさん）

88

　盤内に引き込んだ VA線を左右同じ場所まで IV
に剥

む

き，盤に向かって上側を１回路目，下側を最後
の回路にする．ブレーカーを接続する時は，ハンマ
ーの裏側などでしごく，後は引き込んだところから，
丸く揃えて，ケーブルタイなどで止める．誤差が出
た IVはその束の中で調節するときれいにできる．

（山梨県　Ｍさん）

　まず，外被を同じとこ
ろまで全部むき，軍手で
線を伸ばす．ケーブルタ
イで結束しながら，各端
子に向かわせていく．そ
うすれば，IV がまっす
ぐになってかなりきれ
いに仕上がる．　

（石川県　Ｔさん）

　よりがないように，必
ず電線リールを使用して
いる．盤などでは 3C の
ケーブルはアースがわか
るケーブルを使用したり
する．軍手は滑りがよい
ので，何度かこすり，く
せを取る．
　　　（埼玉県　Ｎさん）

　分電盤にＦケーブルなど
を入れる時，偶数，奇数を
しっかり分けて入れておく
（上下または，左右）．結線
の時，交差せずにきれいに
収まる．　
　　　　（千葉県　Ｓさん）

分電盤

ケーブルタイ

　VAが盤の上部からおりてきている時は，VAを
できるだけ，上部でしばる．そのあと，上部から順
に左右にひねるようにして，しぼりながらさがって
いく．VAの切れ端などでしばりながら整線すると，
きれいに整線できる．　　　　　（兵庫県　Ｍさん）

VAターンテーブル



91

Q

　盤内引込口を IV状態にして，１セット（黒・
白）ごと端末に番号をガムテープで取付け．
インシュロックなどで仮固定し，布線結線．
もう一度，仮固定したインシュロックをはず
し，表面の線が直線状態になるように整列，
再び結束する．　　　　　（愛知県　Ｋさん）

　1.6mmの２芯，３芯
は引っ張りすぎると切
れやすいので，巻き付
ける際，大きく緩やか
に巻き付ける．
（大阪府　Ｎさん）

換気扇フードなどを外から
取り付けられない場合の方法89
　換気扇フードなどを外から取り付けられない場合の方法．高い場所，す
き間がない場合などはどのように中から水切りされますか．　（Ｋ．Ｇさん）

　換気扇の木枠の内側に合わせて寸法をと
り，簡単なフードを作る．それを取り付ける
時に木枠の内側とフードの外側にコーキング
材を塗り，ビス止めする（この時，木枠と外
壁とのすき間はコーキング処理済みという条
件）．　　　　　　　　　　（大阪府　Ｎさん）

　換気扇フードにＬ型の取付け金具
を付けて，フードの回りにシリコン
（変性シリコン）を付けて換気口枠の
室内側から持ち出して内側からビス
で取り付ける．　（山口県　Ｈさん）

木
枠
コーキング

フード フード

シリコン

取付け金具

取付けビス
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90
マンション外階段踊り場の
ブラケット，上下左右かぶら
ない縦小判で建て込んだ時
どうするか？

　市販の照明器具取付け用ポリ
台を使う．　（和歌山県　Ｔさん）

　マンションの外階段踊り場につけるブラケット，縦にビス丸塗り代器具が小さくて上下左右かぶ
らないのに縦小判で建て込んでしまった時，はつる以外に方法は，ないのですか？　（M．I さん）

　先行で壁が仕上がる前にボックスコネク
タの中に配管より小さいサイズの配管を
差し込んでモルタル埋め戻す．CD16 に
CD14，CD22に CD16のようにする．

（福岡県　Ｔさん）

　小判に当て板を小判ビス穴で
縫いあわせる．当て板には丸塗
り代のタップ穴をあけておく．
　　　　　　（大阪府　Ｍさん）

（16）

モルタル
埋め戻し

（14）

丸塗り代のタップ穴

当て板

エアコン取付け時の壁内部の
断熱材の切り方
　エアコン取付けの時にほとんど 65φの穴を開けますが，壁内部の断熱材
を上手く切る方法があれば教えてください．ドリルのコアに断熱材がからん
でしまいます．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（T．Gさん）

91
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　表側のボードの穴開
けが終わったら，断熱
材を十文字に切り，ド
ライバーなどで上下左
右に広げて，コアがあ
たらないようにする．
または，内壁ボードを
開けた後，コアの芯の
キリをはずして開け
る．（新潟県　Ｋさん）

　室内側の壁材を貫通した時点で，コアを一度
抜き，断熱材の端がわかるならドライバーなど
で穴からさけるように押しのける．端が解らな
い場合は，カッターナイフで円に切るか，点線
のように切り込みを入れて穴から覗く．また，
外壁材はセンター穴が決まれば，外から開ける
ようにする．外壁材の破裂（割れすぎ）防止に
なるし，貫通穴に電線，水道管などがある場合
があるので，事故防止にもつながる．

（兵庫県　Ｍさん）

　穴開けの時，断熱材がからむのは，ほとんどがコア
ドリルの中芯のキリ先（刃）にからむ．内壁材を穴開
けした後，芯のキリ全体にビニールテープを巻く．再
度，断熱材の穴開け後，再びテープをはずして外壁材
の穴開けに移るとよい．正転・逆転どちらでも使える
ドリルの場合，逆転で穴開けすると，断熱材はからま
りにくい．　　　　　　　　　　　（愛知県　Nさん）

　表面の板が取れたら，カッタ
ーを入れて切る．電線が入って
いる場合もあるので，一気に穴
開けせず，必ず空間を覗

のぞ

いて見
ること．　　（愛知県　Ｈさん）

　裁
た

ちばさみが便利．先が
尖っているので，ピッチを
小さめにして突き刺すよう
にして切れば上手く切れる
と思う．
　　　　（大阪府　Ｈさん）

　初めからコアを使わず，センターポンチでボードに穴を開け，外壁にあたるま
でポンチを入れる．そうすることで，筋

すじかい

交などの有無もわかる．次にコアを使っ
て，室内のボードのみ穴開けする（この時センタードリルを使わず，鉄筋コア用
のセンターを使うと断熱材が巻き付かない）．ボードの開口部から断熱材の処理
をしてから，貫通穴を開ける．　　　　　　　　　　　　　　（大阪府　Ｙさん）
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断熱材で埋められた壁の
配線方法
　住宅壁配線で後から配線する場合，断熱材で埋められていて，線が入ら
ないことが多くあります．どうやって配線すればよいですか？　細い竿や
鎖などいろいろやってみましたがだめでした．　　　　　　（H．Tさん）

　壁にもよるが，釣り糸に金属のワッ
シャーを付けて強力な磁石でそのワッ
シャーを，静かに入り口までもってく
る．　　　　　　（神奈川県　Ｋさん）

　断熱材の種類にもよるが，VVFの
先端を丸く折り曲げ，金属センサー
で探りながら送っていく．縦方向の
場合，チェーンより送りやすいし，
先端が断熱材に引っかかりにくい．

（宮城県　Ｍさん）

　細い竿は入るが鎖は無理な場
合，水道管に使用する 13 φのパイ
プ（HI もしくは VP）を使用する
と VA1.6mm2C ～ 2.0mm2C だと
壁の中に通線することができる．ま
た，一度別の用途で入線するために
あけた穴から，入線したところまで
連絡ができれば，その入線物に予備
線をしばって，目的の電線を入れれ
ばと思う．　　　（京都府　Nさん）

　金属製のスチールを利用して，壁と
柱のコーナーなどに沿ってスチールを
入れていく．またはマーベルの呼び線
メジャーや幅広のスケールを入れてい
く．　　　　　　　（群馬県　Ｇさん）

　CD管をなるべく鋭角に切り落とし，断
熱材と内壁の間を通す．VA の 1.6mm，
2.0mm の 2C ならそのまま CD管の中を
通しても良いし，CD管の端にVAをビニ
ールテープでとめて引き寄せても良い．チ
ェーンが落とせない時はいつもこの方法
でやっているが注意点は尖った方を断熱
材側にしないこと．先が断熱材を引き裂い
て引っかかる．　　　　（長崎県　Ｍさん）

先端を鋭角に切ったCD管
断熱材

内　壁
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　断熱材で埋められてしまった壁配線をする場合，竿や鎖はもちろん使うが，鎖をその
まま上から落としただけでは，断熱材などに引っかかり，下まで素直に降りてこないので，
鎖の下に小さくて強力な磁石をつけて降ろすと良い．途中，引っかかった場合は壁の上
から磁石を検知する道具などで探して，今度はコンセントまたはスイッチなどを付ける
ために開けた穴から，竿を通して引っかかった部分を吊れば，鎖は降りてくる．

（愛知県　Ｏさん）

　先端のとれたメジャー
（スケール）を入れてい
くと，どこかでつかえて
も，長さで必ず天井方向
へ出てくる（ボックスプ
レート側からゆっくりと
真上に入れると良い）と
上
う ま

手くいくことが多く，
スケールを捨てないでス
トックしている．
　　　（奈良県　Uさん）

　ビニールパイプを三分の一ぐらいに縦割りに
カットしてボードと断熱材の隙間に落とすと意
外とうまくいく．　　　　　　（愛知県　Ｆさん）

点線部をカット

ビニールパイプ

先端を斜めにカット

先端をトーチランプで
少し曲げる ◆　 ◆　 ◆
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93
IH クッキングヒーターの
配線工事について

　IH工事は天井内横引きで流し台の
裏側（外側）へ出てモールパイプで
下げてガス台（IH 台）後下より中
へ入ってアース付コンセントをつけ
る．天井は，2階床か押し込み中の
天井に穴を開けるなり，何とか入る
所がある．床下も不可能に思えても
IH台の下より穴を開けると案外通す
事ができる．（床下収納庫より床下
へ入る，基礎穴より通すとか方法が
かなり多くある）．（兵庫県　Kさん）

　システムキッチンの換気扇を外
す．電線をCVT8▫にして，より
をばらす．１本ずつキッチンの壁
の間を通す．　（愛知県　Ｍさん）

　天井については風呂にユニットバスを
設置していれば，天井に点検口があるの
でのぞける．ただし，分電盤から台所に
かけてそこから目視できなければあきら
めるしかない．床下は床下収納庫があれ
ば，そこから入れる．または畳部屋があ
れば，畳下の板を外せば入れる．天井，
床下ともダメな場合は押入などの天井，
床下に点検口を切り込んで作るしかない．
IHクッキングヒーターは最大 4 800Wな
ので電線は 2.6mm × 2 以上あれば使用
可能．配線は 2.6mmVA2 芯で行うと，
狭い壁でも通せるかもしれない（アース
は近くの機器の配線を共用すれば，分電
盤まで持ってこなくても良い）．　　　　

　（兵庫県　Ｋさん）

　埋込器具や天井換気扇を外し点検口の代わりに
し，配線をする．押入やトイレ，分電盤前など，
300 角の点検口を取付けさせてもらう．台所など
これから 200 Ｖや単独回路が増えるので，後の配
線増設にも役に立つ．　　　　　（大阪府　Ｆさん）

　IHクッキングヒーターの単相 200V配線工事をしていますが，分電盤
からシステムキッチンへ専用回路を引くために天井も床下も入れない場合，
途中ジョイントなしで，8▫× 3C（１本アース）を工事する方法を教えてく
ださい．外へは出さない方法があればいいのですが．　　　　　（Ｍさん）

　床下天井とも配線できな
ければ，露出しかないと思
う．火を使用するところだ
から，メタルモールがいい．

（宮崎県　Ｎさん）
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　公団住宅などでよく使用するケースウェイで天井周り線に沿って取付け工事する．　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（大阪府　Ｍさん）

　天井も床下も入れないとすれば，客との打合せにより屋内専用モールなどを使用し，
露出配線が考えられる．配電盤がどの位置にあるかを図面を見ないとよくわからないが，
とにかくお客さまに状況を説明し，工事施工をすれば良いと思う．ちなみに SV8mm2

× 3C（１本アース）とのことだが，外径仕上は 16.0mm で，600V．CV5.5mm2 ×
3Cだと外径仕上は 14.5mmとなり，許容電流も向上する．この時，メタルモールの大
きさに注意のこと．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（福島県　Ｓさん）

94
屋根にアンテナを一人で
安全に立てる方法
　アンテナ工事のとき一人で屋根にアンテナを上げる際，アンテナが倒れ
ないようにうまく立てる方法を教えてください．　　　　　（Ｍ．Ｋさん）

　四方に張った支線ワイヤー（針金）を長めに切
って屋根馬に軽く巻き付けておきます．アンテ
ナをマストに取り付けて屋根馬へいれ支線を１
本ずつステー金具へ取り付けて，マストの倒れ
を見ながら支線を張り，アンテナの方向を調整
して，最後に屋根馬のボルトをマストに固定し
ている．　　　　　　　　　（福岡県　Ｋさん）

　安全に立てるにはマス
トキーパー（パイプを固
定する大きな屋根馬のよ
うなもので，工事後外す）
でパイプを支えれば四方
に支線を張ることができ
る．キーパーを使わない
で立てる時は三方に張る
ことがある．二方ででき
るだけ同じ長さで先に固
定してからマストを立て
一方をバランスを取って
張り，後で調整する．
　　（神奈川県　Ｔさん）

　４点ともゆるく支線を張っておく．その時アンテナ
は倒したままで，そして屋根馬をしっかり固定する．
アンテナを立て，馬に入れ，支線をきちんと張る．

（栃木県　Ｋさん）
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　支線の２段張りをする．下の段は支線どめより馬まで延ばしておき，片手でポール
を支える．下段支線は仮どめ４本しているので倒れないので上段支線をポールから支
線どめに延ばして固定する．　　　　　　　　　　　　　　　　　（三重県　Ｗさん）

　いつも１人でアンテナを上げている方法は，まず
支線を４カ所止めて少し長めに切って馬に付ける．
ポールにアンテナと短い支線を取り付けて上げる．
屋根馬にポールをセットしたら短い支線の輪に長い
支線を通す．ある程度張っておけばポールは倒れな
い．後は一本ずつ本格的に張っていけば一人でも上
げられる．　　　　　　　　　　　（大阪府　Ｎさん）

　屋根馬と針金でアン
テナが棟にずれないよ
うにしてポールの針金
（バンド）の片側を真っ
直ぐに立てる位の長さ
で固定して，他の片側
を引っ張って立てる．
簡単に出来る．

（三重県　Ｉさん）

取付

屋根

引っ張る

屋根

●　　●　　●

●　　●　　●　　●

●　　●　　●
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Q 既設の自立盤へ穴を開ける方法
95

既設の自立盤へ新たに配管するための穴を開けるとき，ドリルが盤に入ら
ず，活線なので取付け中身も外せないときの対処方法．　　　（H.Nさん）

　既設盤の穴あけは，外側より開ける．ただし，内部に鉄
粉飛散養生は必ずすること．そして，永久磁石を穴あけ場
所の近くに取り付けると，鉄粉の飛散も少ないので作業後
の清掃も楽です．　　　　　　　　　　（兵庫県　Ｉさん）

　自立盤の開閉器部分に絶縁シート（なければ段ボール紙など）をガムテープで固定
し，外部よりドリルで穴あけします．電気ドリルが充電ドリルに 21mmのホルソー
を付けて穴開けをして，パンチの配管サイズまで広げます．　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（熊本県　Ｎさん）

　自立盤なので，ある程度の大きさがあると思います．上
左右，外から開けられる場所を探して開けます．そのとき，
活線なので，線にキリ先が当たらないように線の手前に絶
縁板をあてます．そうすれば，切りくずがブレーカなどに
かからないようにもなります．　　　　（大阪府　Ｎさん）

　自立盤への穴開けは，内からではなく外からのほ
うがいいと思います．切粉が飛ぶので危険です．19，
16 の穴をホルソーで開けます．もっと大きいサイズ
はパンチを使います．ホルソーでの開けは内側に受
け（私の場合 100 円均一のトレーに段ボールを入れ
たもの）をガムテープで止めます．そうすると切粉
も銭形（ホルソーに残る鉄板）も落ちない．外側は
掃除機で掃除する．　　　　　　　（兵庫県　Ｓさん）

　まずは，盤のふたを外し
てできるだけ，電線を寄せ
て，切粉が飛び散らないよ
うに，ビニールではなく，
ロール紙で養生し，ドリル
の先に直角のアダプターを
付けて，10 φくらいの穴
をあけて（21 φのホルソ
ーでもよい），パンチでサ
イズの穴をあける．　　　
　　　　（茨城県　Ｋさん）

ドリル

板

ホルソー
など
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　LANケーブルは問題無く
スムーズに箱から出てくる
もの．TEL配線が箱入り（ド
ラム巻きではない）の場合
は，一度小さなドラムに巻
き取り，自家製ドラムジャ
ッキを作る．既設の TEL 線
を通線ワイヤーとして使い，
LAN ケーブルと新 TEL ケ
ーブルを同時に入線する．

（兵庫県　Nさん）

　TEL線チューブ内のTEL線を呼び線にして，LAN
ケーブルと TEL 線を結んで引けば１回ずつの移動で
できる．TEL 線を持っていない場合は，既存の TEL
線に（スチールまたは呼び線）を付けて引いて，出
てきた TEL 線に LANケーブルを結んで（スチール
または呼び線）を戻せばよい .　　（東京都　Ｔさん）

一人で配管の通線を行う場合
のTELチューブの中に
LANケーブルを廻す方法

96

　一人で配管の通線を行う場合，TELチューブの中にTEL
線が入っていて，その中に LANケーブルを廻したいのです
が，なかなか上手く通りません．何回も移動しないででき
る方法があったら教えてください．　　　　　（Ｓ．Ｋさん）

　TEL線に別の TEL線と LAN
ケーブルをつなぎ，入線する方
のボックスに濡れタオルをかけ
ておく．そして逆側から引張る．
この方法でいつでも１人で作業
しています．（京都府　Ｏさん）

　TEL線チューブ内のTEL線を呼び線として一度抜
き，そこに LANケーブルをビニールテープでしばり
入線液をつけて入線する．この時に TEL 線が NTT
保安器に接続されている場合が多いので，ブレスト
や TEL を取付けして局線（NTT の発信音）のチェ
ックを必ず施す．14mmの CD管や PF 管の時は特
に良い．少し古い建物だと宅内線が入っておりスチ
ールを無理に入れると宅内線にからまるので注意．

（愛知県　Ｔさん）

　最初の入口と後の出る方の
配管に，洗剤もしくはスプレ
ー式の入線液を注入し，LAN
ケーブルにも入線液をかけ，
左側の手でスチールを右側の
手で LAN ケーブルを持ち押
して引く方法で通線を行えば
良いと思う．（千葉県　Ｙさん）

　TELケーブルが入ったままの所へ細めの通線
ラインを通し，LANケーブルを通す．LANケ
ーブルは絡みのないような箱入りのケーブルを
使う．それが無い場合は，８の字のようにして
から通す．　　　　　　　　（東京都　Ｉさん）

このように
すると絡み
ません

LANケーブル

入組部

ライン
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Q
　基本は仮枠の時に施工することであるが，質問は
それに間に合わなかった時と思われるが，配管径が
小さい場合はいくらでも方法であると思うので，径
が太い場合の回答をする．CD管でも鉄管でも，先
端にウエスで団子を作り，それを降ろし，壁面には
径より少々広い幅で二カ所小さい穴をあけて番線
をわたし，配管を引き寄せるようにして固定する．
枠がはずれたらすぐはつってウエスを取り出し，接
続空間を作り，接続後補修する．　（東京都　Ｔさん）

コンクリート打込み配管の
壁からパイプを取り出す方法97
　コンクリート造建て込み配管（コンクリート打込み配管）で壁からパイ
プを取り出したいときの方法を教えてください．　　　　　（Ｈ．Ｎさん）

　逆さエンドを通常ボックス建て込みの
ように鉄筋に結束して，パネル外し後，
配管する．　　　　　（東京都　Ｎさん）

　紙ボイドに油を塗って
半分に切り，パイプを入
れてガムテープでフタを
する．そして鉄筋にくく
るときれいに仕込める．
油を塗っているので取る
のも簡単．
　　　（滋賀県　Ａさん）

　ボイド止めかスタイロ止めが一般的だが，壁から取り出す際に破れたり，崩れたりと，ゴ
ミが多く出るので，アルミ製の空き缶を使う．そうすれば，表面がつるんとしているので，
コンクリも喰いつかずペンチで引っ張り出すだけできれいに取れる．　 　（大阪府　Ｋさん）

　コンパネ側に，配管にボイドをかぶせ
てガムテープでしっかり穴をふさぐ．こ
の方法でやると，壁でもスラブでも使え
る．（トロでかくれてしまうので，コン
パネ側になるべく密着させる．これを守
ると，場所を忘れてもコンクリートの色
が変わるから見つけやすい）
　　　　　　　　　　（茨城県　Ｋさん）

パネル

逆さエンド

配管

鉄筋
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Q

98
天井埋込換気扇の取替え時，
天井材に先行取付けしてある
換気扇を楽に取外しする方法
　天井埋込換気扇を取り替える時，天井材よりも先行取付けしてあるため，
取り外しが困難な場合，どうすれば一番楽でしょうか？換気扇の開口サイ
ズはそのままです．　　　　　　　　　　　　　　　　　　（A．Nさん）

　換気扇の埋込本体
はカバーより小さい
ので，ビスの部分お
よび換気本体の開口
ギリギリまで天井材
をカットするとカバ
ーで隠れるのであま
り気にせず交換がで
きると思う．
　（千葉県　Ｙさん）

　換気扇本体の折返し部分をベビーサンダーで切断する．
そして，上に押し上げ，すき間から配管を外し，本体を回
転させ下に引き抜くと取外しは困難ではない．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（静岡県　Ａさん）

天井材

この部分を
サンダーで切る 下地

天井材

　強固なアングルなどがあればチェーンブロックを取り付けてエアコンをつり下げる．そして
吊りボルトを長くしておいて，本体をボルトに引掛けその後チェーンブロックを外してボルト
を調整し天井内に収める．吊りボルトは施行後に天井内の位置で切断する．（兵庫県　Ｋさん）

業務用パッケージエアコンを
一人で天井に吊り込む方法99
　業務用パッケージエアコン（天カセ型）一人でどうやって吊り込みます
か？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（K．Kさん）
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Q
　ラックの上面（直角に）パイプを取
付け，希望する場所まで伸ばし，ケー
ブルを入線する（注意：長さに対しパ
イプ径は比例する）．（大阪府　Ｍさん）

　ラックの横から 1.6mmのビニー
ル外装鉄線を，床に打ったアンカー
（３分位，ボルトの頭）に結び，そ
れに結束バンドで止める．
　　　　　　　　（東京都　Ｕさん）

　これはおそらく工場などで機械の電源，供給などのことかと思われる
が，床面にプルボックスを取り付けて電線管配管がベスト．空中位置なら
ば，ラックにアングルなどをぬい付けて，腕として出す．（岩手県　Ｎさん）

　基本的に二人作業
だと思いますが，一
人で吊り込むならア
ッパーを使用して作
業するのが一番安全
でスピーディー．
　（大阪府　Ｓさん）

　全ネジ吊りボルトを長ナットを使って床まで伸ばし
四本のボルトにエアコンをナットでとめながら上に上
げて行く（片すみづつエアコンを上げナットを上げて
行くと，時間はかかるが楽な方法だと思う）．
　　　　　　　　　　　　　　　　（東京都　Ｏさん）

100
ケーブルラックからの立ち下
ろしで，周りに支持物がない
場合のケーブルのつり下げ方
　ケーブルラックからの立ち下ろしで，周りに支持物がまったくない場合
のケーブルのつり下げ方を教えてください．　　　　　　　　（K.Uさん）

寸切りレンチ
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