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発行世界の珍しい木

外出すれば必ずと
言っても過言では

ないほど、私たち
は普段「木」を目

に

しています。そん
な「木」に着目し

てみると、世界に
はたくさんの発見

が

あるのです。今回
は、世界中で見つ

かった、珍しい木
を９つご紹介しま

す！

場所：アメリカ合衆国カリフォルニア州　セコイア・キングスキャニオン国立公園
体積が約 1486 立方メートルもあることから、世界最大の巨木だと言われているのが、
この「ジェネラル・シャーマン（シャーマン将軍の木）」。シエラの青い空を背景にそ
びえる直径 31 メートル、高さ 84 メートルのシャーマン将軍の木は、今も成長を続
けており、毎年、高さ 18 メートルの木に相当する分量の木質が増加しています。
名前は南北戦争時の将軍ウィリアム・シャーマンに由来しており、同じくグラント
将軍に由来する「ジェネラル・グラント（グラント将軍の木）」と、どちらが世界一の
巨木か論じられたこともありました。

場所：アメリカ合衆国
カリフォルニア州
レッドウッド国立・州立公園
世界一高いセコイア「ヒュペ
リオン」、その高さは 115 メー
トル！「スター・ウォーズ エ
ピソード 6/ ジェダイの帰還」
で、イウォークらが帝国軍を
密林におびき出してゲリラ戦
を繰り広げた「エンドアの戦
い」のロケ地でもあります。

場所：カリフォルニア州東部のホワイト山地
世界で最も樹齢の長い木であるブリストルコーンパインの森
が あ り、そ の
中でも特に古
いのがこのメ
ト セ ラ。樹 齢
は5000年にも
なるそうです。

アメリカ西部の「三大樹木」

1. 枝は直径約２m？！世界最大の巨木
「ジェネラル・シャーマン」

2. 世界一高いセコイア
「ハイペリオン」 3. 世界最古の樹木

「メトセラ」

場所：ハワイ　オアフ島　モアナルア・ガーデンズ・パーク
モアナルア・ガーデンズ・パークという名前ではピンとこなくても、日本で
は非常に有名なのがこのモンキーポッドの木。実はこのモンキーポッドの
木は、日立グループの CM で「この木なんの木気になる木」という歌（日立の
樹）の背景に登場している樹で、1984 年以降 CM に起用され続けてきたもの
なのです。マメ科の植物で左右対称に大きく広がった形をしているこの木。
シダに似た形をしている葉は、日の出とともに開き午後になると閉じます
が、雨が降る前にも葉が閉じるので、レインツリーとも呼ばれています。

「この木なんの木気になる木」の正体？！

場所：アメリカ合衆国カリフォルニア州　
レッドウッド国立・州立公園から南下すると、ドライブしながら巨木を楽
しめるアベニューオブジャイアントがあります。ここには、なんと木の幹
をくりぬいて作られているトンネルがあり、車で通ることができます！

自動車で木の幹の間を通過できる
アベニューオブジャイアント（巨木通り）

場所：主にパプア・ニューギニア
名前の通り、幹が緑や青、紫、オレンジ色と虹のようになっているのが特徴。ユーカ
リといえばコアラが食べているという印象から南半球の植物のようなイメージがあり
ますが、北半球で自生する唯一のユーカリ属の植物なのです。

幹の色が変化する？レインボーユーカリ

場所：カンボジア北西部
アンコールワット遺跡群の中にある仏教寺院タ・プロームは、建物がガジュ
マルの木に侵食されています。

仏教寺院タ・プロームを
包むように伸びたガジュマル

場所：イエメン　ソコトラ島
イエメンのソコトラ島は「インド洋のガラパゴス」と呼ばれるほどに独特の生態系を
持っています。この竜血樹は木の樹脂がまるで血のように真っ赤なことから名付け
られました。昔から木の液が鎮痛効果をもたらすことから、薬用に使われることも。

赤い樹液！？竜血樹

場所：福島県三春町
樹齢 1000 年以上、高さ 12m で根回り 11m のベニシダレザクラ（三春滝桜）。
この桜は岐阜県の淡墨桜とともに東西の横綱と呼ばれており、日本三大桜の一
つに数えられています。樹齢 1800 年から 2000 年という歴史ある立派な樹です。

日本にも！
樹齢1000年ベニシダレザクラ

ランディング
ページ

Instagramは
こちらから

フォレスティ峯岸 
公式サイト

株式会社フォレスティ峯岸



既存店舗の外装工事を実施
しました。外壁改修として鉄
骨柱を天然木で巻き込み、
シックでナチュラルな雰囲気
になりました。

店舗立地が山あいの幹線道路にあり、敷地内に

入ると分かるのですが、木質感をアクセントにし

た外装はこの立地に見合う仕上がりになっている

と思います。季節に合わせたガーデンデザイン、

店内の落ち着いた空間、シックでナチュラルな雰

囲気でお客様をお迎えすることができます。

場　所 ： 仙台市泉区南中山
案件名 ： フレンドビビットヘアー
施　工 ： 鎌田建築工舎
工　期 ： 2021年８月

お客様の反応

案件の概要

自宅にバルカンデッキを使っていたのですが、こちらの
現場にも合うと思い採用しました。鉄骨柱を巻き込むこ
とで、木の風合いがアクセントにもなって非常に良いと
思います。

ABODOウッドデッキの魅力

こだわった点
表にビスを出さないようにしたことです。これにより
素材本来の木目の風合いが強調されますし、ブラック
の外装、周りの植栽ともマッチするので、景観が損な
われません。

今回ご紹介するのは、美容室「フレンドビビットヘアー」
の施工事例です。木材を多用することで、周囲の景観に
溶け込むような外観に仕上がりました。

施工前

富士山の麓に位置するこの保育園。お弁当の製造・宅配・ケータリング業を営む、ひ
かり株式会社が運営しています。「明るく、素直に、正直で、清らかに成長できるよう
に」との願いを込めて「むく（無垢）」と園名に冠されている通り、自由にのびのびと過
ごせる環境が建築からも創出されています。

企業主導型保育園　むく保育園

採光にも一工夫。園内で最も広い多目的
ホールの天井部分には、高窓が設置され
ています。ニョキッと飛び出た部分を360
度囲うように窓があるため、風通しにも優
れています。そして子どもたちが多くの時
間を過ごす教室に設けられているのが、ガ
ラスの庇。太陽の光が差すと、教室内の壁
や床には美しい格子模様の影が表れるの
もポイントです。外はもちろんのことです
が、このように室内でも自然との一体感を
感じられる建築になっているのです。

丸いドーム状に見える建物も、実は正多角形の
構造。外周部を支える複数の木柱の幅は建具
とぴったりで、カスタマイズされた多機能ボッ
クスなどの用具との統一感が図られています。
また床下は空調のサプライチャンバーとし、冬
季は床暖房で暖かく過ごすことができます。子
どもたちには欠かせない水遊びも抜かりあり
ません。水遊び場は噴水つきで、夏にはプール
にすることも。他にも手動で発射できる噴水
や、蛇口が自由自在に曲がるシャワーなど、思
わず興味をそそられるものばかりです。これら
の構造や構法、設備環境が評価され、2020年
には日本建築学会作品選奨を受賞しました。

広大な土地には、あたかも大小様々な
傘が広がっているかのように、複数の平
屋建ての建物が散りばめられています。
この「お椀型」の建物は、保育園を運営
しているのがお弁当・ケータリング会社
であることから着想を得たとのこと。木
を基調とした室内の中心には柱を設け
ず、自由に動き回る子どもにとっても開
放感のある空間が生み出されていま
す。また、９つの主な建物については屋
根の端でつながっているのも特徴。次
から次へと様々な建物をぐるぐると無
限に走り回ることができます。

行き止まりのない回遊空間 裾野を照らす光を存分に取り込む 機能性も充実

むく保育園 手塚建築

Muku hoikuen

むく保育園 〒417-0801　静岡県富士市大渕3800-9

日 本 の

凄 い 建 築
世界に誇るべき日本の建築の数々。

今回ご紹介するのは、静岡県富士市の「むく保育園」です。
上空から見ると、いくつもの傘が点在しているように見える建物群。

「むく」と付いているこの園のコンセプトを体現する、数々の工夫に迫ります。

設計：建築家・手塚貴晴氏
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軽量で加工しやすい

肌触りがよく

ニュージーランド産の
ウッドデッキ材

販売中
輸入元
株式会社

フォレスティ峯岸

取 扱 品 目 ※輸入の都度、長さが変わります。

熱処理による優れた耐久性

バルカンデッキ
サイズ ： 142×27mm
長　さ ： 4.2m
色 ： 未塗装
材　質 ： 熱処理したラジアタパイン
木材の説明 ： 処理により、安定性が高くなり、樹脂分

が減り、美しい均質な茶色に変化。
安定性 ： 使用時に安定性が高い熱処理材

やわらかく

ささくれがない
ランディング

ページ
Instagramは

こちらから
フォレスティ峯岸 

公式サイト他社にないユニーク形状



お知らせ
The Foresty は2022年1月号を持ちまして発行を終了いたします。

今後はホームページ、Instagramで情報を発信してまいります。

あ        べ          ひろ       と

感染者の減少に伴い、飲食店の時短要請の解除をはじ
めとして徐々に規制が緩和されてきました。安心して海外
旅行に行ける日を願うばかりです。今回は、阿部さんが
行ってみたい、イタリアの観光スポットを特集します！

株式会社フォレスティ峯岸


