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第
２
章竹

の
技

竹垣づくりは、工具を巧く使って、竹
を切ったり、割ったり、あるいは編み
込んだりする技が欠かせない。
本章では、創作垣である松韻垣、およ
び網代垣の製作工程を通して、竹材の
扱いとさまざま工具の使い方を学ぶ。
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第２章　竹の技

１．竹垣製作に用いる工具と使い方

（1）工具の種類と使い方
　①竹ひきノコ
　竹材の切断専用のノコギリ。竹垣をつくる場合、胴
縁や立子に用いる竹は節止めにする（節の部分で切る
こと）。竹の繊維は縦に通っているので、竹を輪切りに
するには、繊維と直角にノコギリをひく。そのため鋸
身の片側に横びきの歯がつけられている。
　また、竹の繊維は普通の木材に比べて細かいので、
竹ひきノコは、一般的なノコギリ（両刃ノコ）よりも
刃が細かく、鋸身も小さいのが特徴である。
　丸竹を切る場合、竹を回しながら切ると、切断面は
ささくれが立たずに、きれいに切ることができる。

　②竹割りナタ
　竹を繊維に沿って、縦に割ったり、そいだりする竹
専用のナタ。
　全長 30〜 40cmくらいで、刃の部分は、長さ 18〜
25cmほど、幅３cm強、厚さ４〜５mmほど（両刃）。　
　建仁寺垣などの押縁や玉縁に使うため、丸竹を半割
りにする際には、ウラ（末口）の方から竹割りで割り
を入れる。

　③竹割り包丁
　竹を細く割いたり、薄く削いだりする竹専用の包丁。
　細く割くには、包丁を右手、左手に竹を持ち、末口
の方に刃を食い込ませて押し下げる。山割りにした竹
をさらに薄く削ぐにも重宝する。

　④竹割り器　　　　　　　　　　別名：菊ナタ、菊割り
　１本の丸竹を数等分に割る円形の道具。竹割り器の
中心を丸竹の末口部の中心に合わせて、木づちで叩い
て刃を食い込ませ、菊割りの把手を両手で持って押し
下げることによって割る。竹を何枚に割るかによって
三つ割りから八つ割り、多くて十三割りなどの種類が
あり、それぞれ使い分ける。

竹ひきノコ

竹ひきノコ２種

竹割りナタ

竹割り包丁

竹割り器４種

竹ひきノコで竹を切る

両刃

胴金

柄
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　⑤小刀
　竹を削ったり、節を取るための道具。特に建仁寺垣
などの柱づきの立子を馴染ませるために削ったりする。

　⑥けがき用コンパス
　竹のけがきに用いる。けがきとは「加工時の目印」
を書き入れること。柱つきの立子は多くは柱の曲がり
などによってすき間ができるので、右図のようにコン
パスやディバイダなどでけがきを行い、立子を削って
親柱になじませる。

　⑦ペンチ
　針金や銅線を切断したり、曲がっている釘を真っす
ぐに伸ばしたり、細かい作業のとき、材料を挟んだり
するのに用いる工具。造園施工では、主に、竹垣の製
作や支柱の取り付けの作業などで、竹と竹、あるいは
丸太と丸太を針金で結束する際に用いる。
　類似の工具として、最も汎用性のあるプライヤーや、
細身で細かい作業が可能なラジオペンチやヤットコ、
針金を正確に切断できるニッパー、太い針金を切るク
イキリなどがある。

　⑧げんのう
　主に、木材に釘を打ちつけるために用いる一般的な
大工道具。玄能は、槌の部分が、一方は平らで、もう
一方には丸みがある。釘は平らな方で打つが、丸みの
ある方は「木殺し」と呼ばれ、釘の最後のひと打ちは
この面で行う。この丸みによって、木材に傷をつける
ことなく、釘を深く打ち込むことができる。
　かなづちは、鉄でできた槌の部分の一方の端は、釘
打ち用に平らな面で、もう一方の端は細くなっている
ものをいう。細い側では、釘を深く入れたり、鎹など
の穴をあけるのに用いるが、この部分が釘抜きとなっ
ているものもある。

　⑨キリ
　柄を手で揉み込んで、木材に小さい穴をあけるため
の工具。釘を打つ前に穴をあけて、釘道をつくるなど
に用いられる。特に竹に釘を打つ場合、直接打ちつけ
ると、繊維に沿って竹が割れてしまうので、必ずキリ
で穴をあけてから釘を打つようにする。
　キリには刃先の形によって次のような種類がある。

親柱

けがき線

コンパス

削り取る部分

立子

①立子を親柱にあてがう。
②コンパスなどで親柱の曲が
　りに合わせた線を立子に印す。
③線に沿って小刀などで立子を
　削り、曲がりを合わせ
　て収める。

ペンチ

小刀３種

立子のけがき

けがき用コンパス

げんのう
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●四つ目ギリ：刃先の断面が正方形。深く揉み込むほ
どに穴が大きくなる。
●三つ目ギリ：刃先が太い三角キリ。一定の大きさの
穴を深くあけるときに使われる。
●きくざギリ：刃先が円錐状で、穴の表面に近い部分
を円錐状に仕上げるのに用いる。
●つぼギリ：柔らかめの木材に、大きな穴をあけるた
めのキリで、刃先が半円状になっている。最初に刃先
で円を描いてから揉み始める。
●ねずみ歯ギリ：刃先が３つに分かれているキリ。堅
い木材や竹に大きい穴をあけるのに用いる。
　以上のような手揉みキリのほかに、ハンドドリルや
クリックボールなどといった手動式の機械ドリルも多
く使われている。

　⑩電動ドリル
　電動モーターで、木・鉄・コンクリートなどに穴を
あける工具。　竹垣や支柱の製作にあたって、作業効
率からキリに代わって用られることが多い。

　⑪バール
　木工品の解体や、釘打ちに失敗して曲がってしまっ
た釘、古くなった釘を、てこの原理を応用して抜くた
めの鉄製の道具。長さ 30〜 40cmくらいで、片側は鉤
状に曲がっている。両端とも先が２つに割れており、
この部分に釘を挟んで引き抜く。

　⑫ノミ
　木材にホゾ穴を彫ったり、鉋の入らない細い部分の
仕上げに用いたりする道具で、刃のついた穂、首、柄
の部分からなる。槌で柄頭をたたいて穴を彫る「叩き
ノミ」と、手で柄を押して削る「仕上げノミ」に大別
される。叩きノミには柄頭に金属のかつらがはめてあ
る。仕上げノミにはかつらがないので、一目で叩きノ
ミか、仕上げノミかを見分けることができる。
　竹垣の製作では、御簾垣をつくる際に、親柱、間柱
に組子を差し込む溝を彫るときなどに、叩きノミが使
用される。
　なお、ノミには最も一般的な追入れノミのほか、向
待ノミ、丸ノミ（以上、叩きノミ）、突きノミ、しのぎ
ノミ（以上、仕上げノミ）などの種類があり、用途によっ
て使い分けられている。

各種キリ

各種ノミ

電動ドリル

バール

第２章　竹の技
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　⑬シュロ縄
　シュロ縄は、垣根の結束や樹木の支柱の結束などに使
用される。シュロ縄は、その名の通り、シュロの葉柄の
側方にあって幹を包むようになっている繊維をほぐして
縄にしたもので、きわめて腐りにくいものであったが、
現在はヤシ類の表皮でつくられている。
　販売されているシュロ縄は、黒く染められた黒染め縄
と、染めていない赤茶色の赤縄とがある。竹垣の結束に
は主に黒染め縄が、支柱の結束には主に赤縄が使われる
ことが多い。
　また、直径約６mmの太縄、約3.5mmの中縄、約2.5mm
の細縄の区別があり、全長約 27ｍを 45cmに折って１
把、50把で１束としている。

　⑭くり針
　建仁寺垣、御簾垣などの遮蔽垣の立子や組子を、胴縁
にシュロ縄で結束するときや、押縁、玉縁を取りつけて
結束するときに用いる鈎形の針。太い針金でつくること
も可能。くり針の穴にシュロ縄を結びつけ、透き間なく
並ぶ立子（組子）の間に針を通して、シュロ縄を垣の表
側から裏側へ回し、また表側に回して結束する作業をス
ムーズに行うことができる。
　竹垣の両面で２人で作業する場合は、直線状の直針で
を使ってシュロ縄を通すこともできる。

　⑮かけや
　遣方の杭や支柱の丸太、竹垣の親柱、間柱などを、地
中に打ち込むときに用いる大型の木槌。樫などの堅い木
材でつくられている。槌の部分の直径は 13 〜 15cm、
全体の長さが24〜27cm、柄の部分が90cm程度である。
なお、樹木などの立て入れ直しなどのとき、その樹木と
掛矢の柄にロープを結びつけて、槌の部分を支点にして
引っ張るといった利用法もある。

　⑯木づち
　関東地方ではコノキリとも呼ばれ、カシやケヤキなど
の堅木でつくられた小型の槌。叩きノミを叩く、池泉工
事のコンクリート打ちの際に型枠を叩くといった作業に
使われる。また、カンナの刃の出し入れにも用いる。
　造園工事においては、遣方の杭や支柱の丸太、竹垣の
親柱、間柱、立子を、地中に軽く打ち込むとき、立子の
頭の高さを均一にそろえるときなどに使われる。

黒染めのシュロ縄

くり針

かけや

木づち

直　針
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　⑰突き棒　　　　　　　　　　　　　別名：きめ棒
　竹垣の柱や支柱を、穴を掘って立てるときに、しっ
かりと固定させるために、土を入れて突き固めるのに
使われる木の棒。長さ 150 〜 160cm、直径５cmくら
いが使いやすい。材質は樫などの堅木がよい。
　庭木の植えつけの際の、水ぎめや土ぎめのとき、ま
た石を据えて突き固めるときにも同様に使われる。

　⑱水平器
　施工する構造物の水平の状態を確かめるために使う
器具。木製または鉄製の細長い定規の中程に気泡管を
入れ、気泡管の気泡を真ん中にすることによって水平
をとる。最新式の万能水平器は水平のほかに、垂直や
45度を確認できる。また最近ではデジタルタイプのも
のや、レーザーを照射させて水平を測るものなども市
場に出回っている。
　造園工事では、竹垣の製作、飛石、敷石や石積みな
どを施工する前の遣方づくりなどに利用される。竹垣
づくりでは、立子の頭部の高さを決めるために水糸を
張るときに利用し、遣方づくりでは、飛石、敷石等の
高さを決めるために水糸を張るときに利用する。また、
実際に飛石や敷石を据える際にも、石の表面に水平器
を置き、つねに水平を確認しながら作業をする。

　⑲墨壺
　墨壺は、材料や構造物の表面に、目印となる直線を引く

道具である。墨糸を巻いた糸車と、墨（墨汁）をしみこま

せた墨肉をいれた墨穴からできていて、糸の先に仮子（か

るこ）という針がついている。ただし最近では墨汁ではな

く色粉を用いる場合が多い。

　仮子を引っ張って、一つの墨印（例えば水盛りによって

付けた水平面の印等）に糸を押さえ付け、墨壺の方をもう

一つの墨印に合わせて墨糸を強く張り、この糸をはじくと、

糸が材の表面を打って、糸についていた墨が材の表面につ

くというわけである。材の表面に多少凹凸があっても、正

確な直線を引くことができる。

　最近ではチョークラインといって、墨に代えてチョーク

の粉で線を引く道具も開発されている。

第２章　竹の技

標準タイプの万能水平器

突き棒で竹垣の柱を建て込む

デジタルタイプの水平器

レーザー水平器

最新式の墨壺 チョークライン

従来の墨壺２種
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（2）竹の切り方
　竹垣の胴縁や押縁、立子などに用いる竹は、節の部
分で切る、すなわち節止めにする。
　竹の繊維は縦に通っているので、竹を輪切りにする
には、繊維と垂直に竹ひきノコをひくことになる。し
たがって竹を回しながら切ると、切断面はささくれが
立たずに、きれいに切ることができる。
　竹の繊維は普通の木材に比べて細かいので、竹ひき
ノコは、普通のノコギリよりも刃が細かく、鋸身も小
さい。

（3）竹の割り方
①竹割りナタで割る
　建仁寺垣などの押縁や玉縁に使うため、丸竹を半割

りにする際には竹割りナタを使用する。

　比較的短い丸竹の場合は、末口を上にして垂直に立

てて、竹割りナタを入れ木づちなどで軽く叩いて割り

を入れ、一気に下まで割る。

　また、長くて真っすぐに立てられない丸竹の場合は、

斜めにして、末口から竹割りナタを入れて割っていく

が、一節行くごとに竹を 180 度回転させるのがコツ。

これは上下で割ったときの厚さにムラができないため

である。手で引き裂けるくらいの割りを入れたら、地

面に置いて下側を足で踏み、上側を持ち上げるように

して割ってもよい。その場合も 持ち上げる方が薄く割

れていくので、数回上下を入れ替えながら割ると、き

れいに半割りにすることができる。

　なお押縁と玉縁は、太い丸竹を末口から半割りにし

たものを用いるが、それぞれ割り方が異なる。竹は芽

のある方から見ると真っすぐに見え、芽の脇の方から

みるとジグザクに見える。したがって、押縁用の竹は、

芽を両側に残すように半割りにし、玉縁用の竹は芽の

位置で半割りにしなくてはならない。

丸竹を切る作業

半割り竹を切る
作業

竹割りナタで丸竹を半割りにする作業

　玉縁の竹の割り方 　胴縁・押縁の
　竹の割り方

芽 芽
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第２章　竹の技

②竹割り器（菊ナタ・菊割り）で割る
　丸竹を数等分山割りにするときは竹割り器（菊ナタ・
菊割り）を使うと便利。
　竹割りナタで半割りにするときと同様に、短い丸竹
の場合は竹を末口を上にして垂直に立てて、竹割り器
の中心を丸竹の末口部の中心に合わせて、木づちで叩
いて刃を食い込ませ、把手を両手で持って一気に押し
下げる。長い丸竹の場合は斜めにして、末口から竹割
り器を木づちで叩いて刃を入れて割っていくが、これ
も半割りと同様に、一節行くごとに竹を 180 度回転さ
せる。そのまま割ると竹の重みで割り幅にムラができ
てしまう。

③竹を細く裂く
　山割りにした竹をさらに細く裂いたりする場合、竹
割り包丁を使うと便利。
　山割り竹を半分に裂くには、まず末口の方に木バサ
ミなどで切り込みを入れ、そこに包丁の刃を入れて裂
いていくが、このとき竹割り包丁を動かすのではなく、
竹のほうを送って行く感じで動かすのがコツ。裂き進
むにつれて、竹割り包丁の胴金、さらに柄の部分を使
うようにするとスムーズに裂くことができる。

（4）工具のメンテナンス
　竹ひきノコや竹割りナタ、竹割り包丁などの刃物は
使い終わったら、ケースや鞘に収める前に、屑を払っ
て錆び止めの油を塗る。油は丁子油などの刃物専用の
錆び止め油が望ましく、専門店で購入するとよい。な
お雨などに濡れて水分がついたままケースに収めると、
すぐに錆びてしまうので、しっかりと水分を拭き取っ
てから収めること。
　また、竹割りナタや竹割り包丁などは切れ味が悪く
なるまえに、しっかりと砥いでおくことが必要である。
　

竹割り器を末口に当て木づちで叩いて刃を食い込ませる

竹割り器を一気に押し下げて丸竹を山割りにする

長い竹は斜めに寝かせて節ごとに回転させて山割りに

竹割り包丁で山割り竹を半分に裂く作業
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２．松韻垣をつくる
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（1）松韻垣の構造
　松韻垣は、横に渡した唐竹の組子と斜めに取りつけ

た押縁が特徴的な、野村脩氏による創作垣。幅３.6m（２

間）、高さ２m ほど。

柱：左右の親柱と中間に間柱を建てる。

組子：唐竹を御簾垣のように横に渡す。末口と元口を

交互にして、芽を正面に向ける。所々に適度な割り間

を空けるのが特徴。

胴縁：裏側に丸竹を斜めに平行に取りつけて、骨格と

する。組子の割り間から、所々透けて見える趣がポイ

ント。

押縁：半割り竹を用いて、向かって左下に斜めに取り
つけた短い押縁を起点に、右上方に向かって放射状に
取りつける。
シュロ縄結束：組子を挟んで、押縁と胴縁の交点をイ
ボ結びで結束。

松韻垣の構造図

柱を建てて組子を取りつける作業

組子を芽を正面にして末口と元口交互に取りつける
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（2）松韻垣の製作
①柱を建てる
　左右の親柱と中間に間柱を建てる。

②胴縁の取りつけ
　丸竹を裏側の胴縁として図面にしたがって斜めに平

行に取りつけ、親柱、間柱に釘止めする。

③組子の取りつけ
　唐竹を横に渡して取りつけ、柱に釘止めする。末口

と元口を交互にして、芽を正面に向けて真っすぐに見

えるようにする。

④押縁の取りつけ
　図面にしたがって半割り竹の押縁を斜め放射状に取
りつけ、胴縁との交点を銅線で結束し仮止めする。
⑤シュロ縄結束
　押縁と胴縁の交点をシュロ縄でイボ結びにする。

第２章　竹の技

コラム①　松韻垣の斜め押縁が組子を真っすぐに見せる
　押縁が左下から右上に向かって放射状に取りつけら
れていて、あたかも松葉を思わせるような、変化のあ
る意匠が、松韻垣の大きな特徴となっている。
　しかし、松韻垣の斜めの押縁には、竹垣のデザイン上、
思いがけない効果を発揮しているのである。
　竹には育った環境によって、曲がりなど、それぞれ
多少のクセがある。たとえば、御簾垣のように押縁が
縦に垂直に取りつけられている場合、押縁の真っすぐ

な垂直のラインが、組子の竹のクセを強調して、横に
渡した組子が曲がって見えることがある。
　その点、この松韻垣のように、押縁が斜めに取りつ
けられた場合、目の錯覚も手伝って、組子が横に真っ
すぐに整然と見える。
　見る人の目を十分に意識して、ときに目の錯覚を誘っ
て、よりよく見せる工夫をする、それも造園の技のひ
とつと言えよう。

完成した松韻垣。株立ちの樹木と景石を垣の模様に馴染ませている

裏から見た松韻垣。丸竹の胴縁を仮止めに

半割り竹の押縁を放射状に取りつける
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３．網代垣をつくる
（1）網代垣の構造

　網代垣は、沼津垣とも呼ばれ、主に沼津地方でハコ

ネダケを編み込んだ垣が多くつくられていたことに由

来する。組子を斜めに編み込んでいくのが特徴だが、

編み方にもさまざまなものがある。ここで製作する網

代垣は、幅１m 弱の袖垣で、組子に唐竹の割り竹を用

いる。

柱：左右に親柱を建てる。

組子：唐竹を６等分した割り竹、８本をひと手として、

裏表交互に編み込んで行く。

無目板：下部に組子を支える無目板を取りつける。

胴縁：裏側に半割り竹を水平に４本取りつける。

押縁：胴縁と同じ位置に半割り竹の押縁を４本取りつ

ける。

額縁：２本の柱に沿わせて山割り竹を、裏表とも縦に

取りつけ、左右の額縁として景観を引き締める。

玉縁：上部に半割竹の玉縁を取りつける。

シュロ縄結束：玉縁の結束は飾り結び、組子を挟んで

押縁と胴縁をイボ結びで結束。

950

15
0

50
0

70
0 16
00

40
0

15
0

玉縁

柱

額縁
押縁

組子

シュロ縄
結束

銅線結束
無目板

飾り結び

網代垣の構造図

組子に使用する山割り竹、丸竹を８等分に割って節を取る 組子を編む作業。裏表を巧みに編んで独特の模様を表現
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（2）網代垣の製作工程
　この網代垣は以下のような工程で製作される。

①親柱を建てる
　左右２本の丸太を建て込み親柱とする。

②無目板を取りつける
　親柱の間に下部に無目板を取りつける。

③組子を編む（詳細は 49〜 50 頁）
　割り竹８本をひと手として、交互に斜めに編み込ん

で、組子をつくる。

④裏の額縁と胴縁を取りつける
　垣の裏側に柱に沿わせて２本の山割竹を額縁として

縦に取りつけ、また４本の半割り竹を胴縁として裏側

から取りつける。胴縁は柱に釘止めする。

⑤組子を取りつける
　編み終わった組子を取りつけ、胴縁に鉄線で仮止め

する。

⑥表の額縁と押縁を取りつける
　組子を押さえるように表側の額縁と、胴縁と同じ位

置に押縁を取りつける。

⑦玉縁を取りつける
　最上部に半割り竹の玉縁を取りつける。

⑧シュロ縄結束
　玉縁は飾り結び、組子を挟んで押縁と胴縁をイボ結

びで結束。イボ結びのさがりは 10cmほど。

第２章　竹の技

左右の柱を建てて、下部に無目板を水平に取りつける

組子を折り込む作業。この折り込みによって模様が完成

裏側に半割り竹の胴縁を取りつける 編んだ組子を取りつける
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胴縁を鉄線で仮止めする作業

胴縁をシュロ縄で結束

押縁をシュロ縄で結束。さがりは 30cmほどと長くする 完成した網代垣

左右の額縁、半割り竹の押縁と玉縁を取りつける
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（3）網代垣組子の組み手手順
　ここで網代垣製作の最重要ポイントである組子の組

み手手順、および、その要領を解説する。

①準備
　墨壺を使って組み手手順の補助線をコンパネに引く。

②組む
　割り竹ひと組みの組み手を８本とし、半分を逆さま

にする。左を下手に竹は皮使い（右を上手に肉使い）で、

１３手まで組む。編むときにドライバーやパッカーは

ずしや粗皮削りなどの道具を使って山割り竹を掻き寄

せると隙間がなく編むことができる。

③折り返し
　右上手上方から１本ずつ折りぐせをつける。折りぐ

せは “ 切れないノミ ” で筋を入れるとよい。一度手前に

音のするまで折り曲げてから、８本をひと手に数えて

ふた手越しに向こう側へ折り返す。左下手は折りぐせ

をつけ、８本を手前にふた手越しに折り返す。

④組み進む
　途中で何回か組手の模様の通りを確認しながら進め

る。組み終わりは奇数手で終わるように調整する。

⑤組み終り
　右上手（下方）から折り返す。向こう側に折り返す。

左下手（上方）は手前に折り返す。組み終りの手数によっ

て組み終わりの模様が変わる。

コンパネ

上端

下端

右上手

左下手

中心線

折返し線

折返し線
950

16
00

コンパネに墨壺で組み手手順の補助線を引く

組子の組み手手順の補助線

組子を編むにはドライバーやパッカーはずし、粗皮削り
などで竹を掻き寄せるとよい パッカーはずしを使って竹を掻き寄せながら組子を編む

切れないノミで折り込みぐせの筋を入れる 組子の編み込みが完成

第２章　竹の技
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（肉）

左手を下手に１
右手を上手に２と置く
１手は細割り２cmを８本
４本、４本を末元互い違いにする

４手めに注意

続けて 13 手まで組む

組子の完成

①

⑥

⑩ ⑪ ⑫

⑦ ⑧ ⑨

② ③ ④ ⑤

矢
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向
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13 手まで組んだら
左側を折り返す

13 手まで組んで
左側を折り返した状態
次に右側を折返す

網代垣の組子の組手手順
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コラム②　沼津垣と網代垣
　沼津垣は、青割竹や篠竹、女竹などを網代状に編み
こんでつくるもので、静岡県の沼津地方に多く見られ
るため沼津垣、その模様から網代垣とも呼ばれる。冬
の強い西風や海岸からの風の強い沼津地方では、家や
農作物を守るために利用され、主に外囲い用として用
いられてきた。沼津垣は 16 本の篠竹を斜めに綾模様に
編み込んだものだが、最近は沼津垣を作る職人が少な
くなったとのことである。

　沼津垣は、昔から沼津周辺で浜の潮風を防ぐために
用いられてきた垣根で、景観的にも、実用的にも優れ
ている。旧沼津御用邸でも多く用いられていたことか
ら、一般に知られるようになった。
　材料は、箱根竹と呼ばれる篠竹を十数本ずつ束ねて、
網代編みにしている。この束を「手」といい、どの束
も別の二つの束を超えて編んでいるため、この編み方
は「ふた手越し」と呼ばれている。　

（4）竹垣製作の安全管理
　網代垣ばかりでなく、竹垣を製作するにあたって、

安全管理上、以下のような事柄に留意する必要がある。　

①ナタなどは外向きに使う
　竹の節を払うときに手を切ることがあるので、ナタ

を外向きに使うこと。

②竹のささくれに注意
　竹のささくれが刺さることがあるので、長袖、腕カ

バーを着用し、作業手袋を着用する。

③長い竹の取り扱い
　長い竹を取り扱うときは周囲に人がいないことを確

認して行う。

④安全姿勢の確保
　竹を細割りにするときは、座って安定した姿勢で作

業をする。

竹を割るときにも、周囲に気を配って安全を確認

刃物やハンマー類には細心の注意を竹の節を払うとき、ナタの刃は外向きにする

静岡県の沼津地方に多く見られる沼津垣（網代垣） 篠竹を 14 本ずつ束ねて１手とし、網代状に編む

第２章　竹の技


