
番外︓. ケース（外装）の組み⽴て（ビデオマニュア

ル）Case construction   
＊訳注︓組み⽴てキットに付属しているこのマニュアルにはケース（外装。全体
の箱になる部分）の組み⽴てに相当する部分がありません。インターネット上の
ユーチューブでご覧いただくようになっています。ビデオですからわかりやすい
のですが、英語の解説なのです。英語が苦手／きらいな人は困りますよね。現在、
ビデオに日本語のテロップを付ける相談をしていますが、技術的な制約もあって
まだ完了していません。次善の策として、ビデオの中の英語を和訳しておきまし
たので、ご参照ください） 

↓ユーチューブ上の「トロバドール」外装製作解説ビデオです 

https://www.youtube.com/watch?v=MevHVUfy--
M&feature=youtu.be 
 

まず作業台の上に図面を拡げて下さい。
各部品の名前と、どの位置にどう置かれ

るかを確認しましょう。 

Begin by unrolling your drawing on your 

workbench and begin to get to know the 

names of the various parts and where 

and how they fit together. 

底板(bottom)を図面の底板の図の外周に

あわせて置いてください。 

Take your bottom and lay it down on top 

of the drawing aligning the perimeter  

of the bottom panel with that show on 

the drawing. 

「チーク（外装の両側面）」をはめ込む
ホゾ溝は底板の上面にあります。底板は
作業台の上に表を上に向けて置きます。
チーク板はこれらのホゾ溝にはまりま
す。 

Notice that the dados for the cheeks  

are on the top side of the bottom.  The  

bottom is face up on the bench. Your 

cheek pieces fit into those dados.   

この右チークが底板の上の羽目にはまり
ます。 

Here is the right cheek fitting into the 

dado on the bottom panel.  

 

 



チーク板が前面と後面それぞれにぴった
り合っていることを確認してください。
ケースの部品を一個ずつどの位置にあて
はまるか確認しましょう。 

Make sure that it is flush on the front 

and back and then one by one take your 

case pieces and figure out where they g

楓材の部品を底板のまわりを順繰りに置
いて確認してください。 

Just working your way around the 

bottom with the maple case pieces.  

何かの理由で部品の場所が違うと思った
ら他の部品をあてはめてみましょう。今
の時点では接着材を使っていないので、
どんな間違いをしでかしても問題ありま
せん。 

 If for some reason you think that you 

got a piece in the wrong position,  don’t 

hesitate to try another one. We are not 

using glue at this point so you really 

can’t make any mistakes.   

じっくり時間をかけて、どの部品がどこ
にあてはまるか確認してください。 

Take the time to be sure that you know 

which piece goes in which position.   

 

あぁ、これがここだ。順番にまわってい
きましょう。 

There we go・ and moving on around 

the line 

 

右のケース前板をチーク板につけて、そ
れから右側板です。 

The right case front in place against the 

check.  The   right end.  

(3:25)

いま、楽器を後ろから見ています。鍵盤
はスチュアートが立っている方の前側に
なります。 

We are looking at the instrument from 

the back side here,  the keyboard is in 

the front where Stuart is standing.   

左後ろの斜め板です。ここでは斜め継ぎ
になっていますね。 

Your back angled piece of the left side 

notice that this is a miter joint.  



一番最後にケース外周を完成させる小さ
な背板を落とし込みます。 

And finally we are going to drop the last 

very last small piece in the back to close 

of the perimeter of the case.   

この段階ではとりあえず部品を立てただ
けです。 

For now we are just going to stand them 

there. 

各部品がどういう位置関係でつながるか
を見るために、接着剤なしで立ててあり
ます。 

They are just standing without any glue 

or fasteners just so that we can get to 

know how things fit together.   

そして最後に「ネームボード」を落とし
込みます。 

And then lastly we are going to drop the 

name board back into place.   

スチュアートが指さしているネームボー
ドの縁は、片側は丸鋸で、もう一方はカ
ンナ盤で仕上げてあります。 

Stuart is pointing out that there is an 

edge that is more finished.  The one 

edge is finished with the table saw and 

the other edge is finished with the 

jointer 

ネームボードを両側のチーク板の間に組
むときに、仕上げの滑らかな方が上にな
るように組みましょう。 

So you want to put the smooth edge up 

as you put that name board into place 

between the two cheek pieces.   

さぁ、できたね And there you go 

よさそうじゃないですか！ It looks good! 

さて、いくつか道具をつくりましょう。 All right, now we are ready to make 

some tools.   

粘着剤のついた円形の研磨ディスクの裏
紙をはがしてその上に木片を置き、カッ
ターで余分な縁を切り落とします。 

We are going to make a sanding block; 

peeling the back off our sticky sanding 

disk we place one of our scrap blocks 

down on it and trim it with our utility 

knife.   

切り落とした端は裏紙にくっつけておい
て、それを利用してほかの小物を作りま
しょう。 

Trim those excess pieces right off and 

stick them back on to the backing that 

way we can use them to make some 

more tools.   



他の木ぎれを粘着面に押しつけて、余分
な端を切り落としてもう一つ作ります。 

And here we are going to take more 

scraps and press the sticky surface 

against the wood・trim it and make 

another one here and trim it again.   

よし、これでやすりがけにとりかかれま
す。 

All right, ready to do some sanding. 

さて、他の工具も必要です。 Now you will need some other tools.   

カンナは必須です。カンナの刃も研げな
ければなりません。 

Everyone needs a block plane, and you 

will need to know how to sharpen it.   

三角定規とものさし、カナヅチ、クラン
プ４個、充電式のドリルそれに 16 分の 1

から 4 分の 1 インチ（１．５ミリから
６．３ミリ）のドリル刃が必要です。 

ou will want to have a trisquare, a ruler, 

hammer, four 12-inch bar clamps, a 

cordless drill, and a set of drill bits from 

1/16 - 1/4 inch.   

 

 

半インチ（約１２ミリ）のサラモミ錐 A half inch counter sink,   

のみ一式とその研ぎ方 a set of chisels and also how to sharpen 

them.   

金ベラ（スクレーパー）も便利ですし、
その研ぎ方も覚えましょう 

It would be useful to have a cabinet 

scraper and also know how to sharpen 

it.   

ベンチフックを作っておくとなにかと便
利です。 

You will get a lot of use out of a bench 

hook if you take the time to make one 

簡単に作れます。3 個の木ぎれだけです。 

 

It’s very simple, just three pieces of 

wood.   

 

 

スチュアートが使い方をお見せします。 

Stuart is going to show us how to use it 

here.  



これで加工作業のときに材料をしっかり
固定できます。 

 It provides a quick and secure way to 

hold your workpiece still while you 

apply the  tool to it 

材料が作業台の上でとびまわったりしま
せん。 

It won’t go flying over the bench. 

ステップ１．チーク板用に底板に穴をあける  STEP 1: Drill the Bottom for the Cheeks 

底板と作業台の間に作業用の支持ブロッ
クをはさんで置きます。 

Lay your bottom on the bench, with 

support blocks underneath.  

溝は上側です。 Make sure the dado is facing upward.   

鍵盤はスチュアートが居る側にあり、左
右の⻑い方が右側。溝を切ってある面は
上を向いています。 

Notice that the keyboard is facing 

Stuart with the longer of the two front 

sides on his right and the Dados are 

facing up. 

 

オーケー。木ねじ用に穴をあけます。 Okay, we are going to be drilling for 

these screws.  

 

木ねじのネジ山が底板に噛まないように
穴をあけます。 

 

We need to drill for them in such a way 

that the threads of the screw do not grab 

in the bottom panel.   

このネジは接着剤を固定するだけに使い
ます。 

We are only using these screws to clamp 

the glue.   

ですから、木ねじはネジ頭の部分を除い
ては底板に噛まずに突き抜けます。 

So we want the screws to pass through 

the bottom nearly without grabbing 

except for the head of the screw.   

これで底板をチーク板にしっかりとひき
つけます。 

In that way they are going to pull the 

bottom hard against our cheek pieces.  

では作業にかかって、まず穴開けする場
所に印をつけましょう。 

Okay, so let’s go ahead and mark the 

holes that we are going to drill.   



これらの最初の穴は、底板が割れないよ
うに端から離れたところに、スペースの
余裕をとってあけます。 

Make sure that you drill those first 

holes back from the edge so that you 

don’t split your bottom.  Give yourself a 

little room there.   

 

後ろの方も、やはり端から離して印をつ
けます。                 

Then we will mark the back side as well 

back from the edge 

どの程度離すかは適当でいいのですが、
まぁ、1 インチ（２．５ｃｍ）前後でしょ
うか。 

葉 his is an arbitrary amount 洋 ake it 

about an inch.   

チークを受ける二つの溝の⻑い方を 5 個
のネジのために５分割します。 

Now divide the longer of the two cheek 

dados into 5 洋 aking room for 5 screws.  

で、こちらがわの溝は 3 分割です。  And then on this side we will do three.  

次に溝の真ん中で十字の印をつけましょ
う。 

 Okay, now let’s make a cross tick right 

in the center of the groove, right in the 

center of the dado.   

もう一方の溝にもマークします。 And then over to the other side.  

スチュアートが端からの距離を一定に保
つガイドとして指先を使っているのがわ
かりますね。 

 Notice that Stuart is using his finger 

tip as a guide while marking when he is 

working off an edge.  

オーケー、準備はできました。  Okay, we are ready to go.   

今つけた十字のマークの中心に手錐でく
ぼみをつけます。  

We are going to chase those marks with 

an awl.  

電気ドリルの刃が中心をしっかり捉えら
れるようにしたいのです。 

 We really want our drill bit to find the 

center without wandering.   

このマーキングは、このプロジェクトを
通じてスチュアートが穴開けする場合に
は常にくりかえします。 

You will see this process on just about 

every hole that Stuart drills throughout 

this project.   



彼はドリルの穴開けミスをなくすために
手錐の印の上にポンチとハンマーでしっ
かりと窪みをつけます。 

He follows up his awl to be super secure 

he takes a punch with one of his 

hammers and puts a real good dent 

there.   

オーケー、これからドリルで穴をあけま
す。マークをつけておいたのでドリルの
先を正しい位置にあてるのは簡単です。 

Okay, now we are gonna go ahead and 

drill and it is real easy to find those 

center marks with the tip of the drill.   

これは新品のドリル刃なので、底板がら
せん状の刃にそって引き上げられる動き
をしそうになります。 

This is a brand new drill bit and you 

notice that the bottom wants to climb up 

the drill bit on the sharp spiral of the 

bit.   

穴は底板を突き抜けて下のブロックの中
まで通るようにあけます。 

We are drilling right  through and 

down and into our blocks below.   

刃がとても鋭いので、底板が持ち上がり
そうになりますね。 

See it lifts the bottom right up because 

it is so sharp.   

溝に小さいブロックでやすりをかけま
す。 

A little sanding block in the grooves 

 

ドリル穴のまわりは多少割け、めくれ、
持ち上がったりしているところがありま
すから、溝の底は完全に平らでチーク板
が完璧にフィットするようになめらかに
仕上げます。 

The drill will have left certainly some 

bits of grain, torn grain, lifted up, we 

want to make sure that it7s all nice and 

flat,  our cheek pieces fit perfectly flat 

on the bottom of that dado.   

きれいでなめらかになるよう、丁寧に仕
上げてください。 

Take the time to make sure it’s nice and 

clean there.   

ここでは手動ポンプを使っていますが、
掃除機でもなんでも使って、クズや粉が
残らず、チークが完璧にフィットするよ
うに仕上げます。 

You see be have a little blowing tool, you 

can use a vacuum, whatever you want  

but just make sure that all the debris is 

gone and that our cheek pieces fit 

perfectly.   

 



底板をひっくり返して、これから下側で
２〜３の細工をします。 

Flip over the bottom, and now we are 

going to work on a couple of details on 

the underside.   

底板をひっくり返せるのでこのタイミン
グでの作業が簡単です。 

These are things that are just easier to 

do now while we have the bottom upside 

down.  

製作工程で使うプレクシグラスのサポー
トブロックの位置をマークします。 

We are going to mark out the location of 

the plexiglass support blocks that we 

use during construction 

 

まちがえて溝の位置に取り付けないよう
に注意します。 

and we want to make sure that we don

稚 accidentally locate them in the dado.   

そのために鍵盤の両側で溝の外側の端に
あたる場所に線を引きます。 

So we are going to mark with a line, the 

outside edge of the dado and we are 

going to do it on both sides of the 

keyboard.   

この線が溝の外側の端にあたるのが分か
りますよね。下側に溝が見えます。 

And now you can see this line 

represents the outside edge of the dado, 

you can see the dado underneath.   

前にチーク用にあけた穴に戻ってドリル
用の「カウンターシンク刃」を使ってす
べての穴の縁を円錐状に削りましょう。 

Returning now to the holes that we 

drilled earlier for the cheek pieces we 

are gonna countersink each one of them 

using our countersink bit 

 

これで木ねじの頭がこの円錐形の穴に隠
れて底面が完全に平らになります。 

this makes a conical hole into which the 

screw head will hide itself, allowing the 

screw to be completely flush with the 

bottom surface of the bottom.   

さて、これで最後かな、あっと、こっち
はもう少しだ、これで最後です。 

And・here you go, the last one, oops, a 

little bit more on this one, and the last 

one. 

プレクシグラスのサポートブロックと真
鍮のネジとワッシャーを見つけて、まず
ワッシャーをネジにはめてからサポート
ブロックを通し 

Find a plexiglass support block, a brass 

screw and a washer, and thread them 

together by passing the screw first 

through the washer and then the pair 

through the plexiglass block  



突き出たネジにドリル刃をあわせて、こ
のネジ用にどれぐらいの深さの穴をあけ
るかテープでマークします。 

and hold them up to a drill bit like so, 

and mark with a piece of tape the depth 

that we need to drill.   

ネジが底板を突き抜けてほしくないので
す。 

We don’t want to go all the way through 

the bottom with this.   

サポートブロックを、先に引いた線より
も充分外側にあててネジ穴の位置の印を
つけてください。 

Now taking your plexiglass block and 

putting yourself safely outside that line 

that we drew earlier, make a mark, and 

that’s where we are gonna drill.   

ドリルで穴をあけるとさっきのテープの
端が振り回されて木くずを吹き飛ばしま
すね。でも大事なのは、このテープのマ
ークが、間違えて深く穴をあけすぎて反
対側から突き出したりしない目安になる
ことです。 

Notice that as we drill down that tape 

whips around and helps to blow away 

some of those chips out of the way, but 

most importantly, it tells us where to 

stop drilling so we don 稚 want to 

accidentally go all the way through and 

come out the other side.   

ねじ回しでサポートブロックを締め付け
てください。前に引いた溝の外側を示す
線よりも充分外側ですよね。 

Use your screw driver, tighten it up and 

you see you are well outside that line 

that we drew earlier that represents 

that dado on the other side.   

 

 

これで、ネジがチークを取り付ける邪魔
にならないかと気にせずにすみます。 

So we don’t have to worry about our 

screw getting in the way of our cheek 

installation.   

オーケー、反対側にうつって、サポート
ブロックの位置を決めてテープでマーク
したドリルで同様に穴をあけましょう。 

 

Okay, moving over to the other side, 

again we mark out the location of our 

block and take our drill with the tape on 

it・rill just until our tape arrives at the 

work surface and now we are ready to 

put our block in.  

 

 

 

 

 



  

これらのブロックで、すぐにおわかりに
なるでしょうが、上部構造を組み立てる
時に側板を定位置に保持するのがとても
楽になります。 

These blocks you will see soon are a very 

handy way we devised to hold the side 

in place while we are working on the 

construction above. 

End トロバドールバージナル−2． ケースの組み立て（ビデオマニュアルのキャプション）



 


