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はじめに

「夢やストーリーを入れて」をモットーにするミニチュア作品作りも、今回で 8 作目となりま

した。今回の作品テーマは「シルバニアファミリー用ツリーハウス」で、まさに夢とストーリー

が十分入ったものになりました。

シルバニアファミリーの人形の大きさに合わせたツリーハウスのサイズになっているので、

人形の大きさになったつもりではしごや階段を上り、つり橋を渡ってツリーハウスを楽しんで

ください。また周囲の遊具にも、乗ったつもりで楽しんでください。

今回「シルバニアファミリー ツリーハウスで遊ぶ」を本書に取り入れ、第 2版としました。
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ショコラウサギファミリー

1． シルバニアファミリー

シルバニアファミリーは 1985 年か

ら、エポック社から発売されているド

ールハウスです。日本ではなじみの

薄かったドールハウスを紹介するた

めに、人形を子供に人気のある動物

の一家に置き換えて発売しました。

森に囲まれたシルバニア村に住む動

物たちという設定で、欧米の田舎の

ような世界を築いています。

発売初期には、ヨーロッパのドー

ルハウスに見られるような陶器製や

木製の家具が売られていましたが、現在売られているものは、ほとんどがプラスチック製に

なっています。

人形は基本的に 4～7 体の家族単位で発売されています。現在の家族構成は、ウサギ、

イヌ、ネコ、リス、クマなどの 16 家族です。（人形シリーズを 22 ページに示します。）

人形の他に、ハウス、家具、衣服などもエポック社から売られています。

2． ツリーハウス製作の背景

私のミニチュア工作のモットーは、

「夢やストーリーを入れて、100 円ショッ

プの材料で作る。」です。今回もこのモ

ットーで作品テーマを考えましたが、思

いついたのが「ツリーハウス」です。

ハウスというと、娘が幼少の頃オモ

チャとしてシルバニアファミリーを買っ

てあげましたが、このシルバニアファミ

リー用の家を作りました。家は、写真に

示すような二階建ての木製で、二階へ

は階段で上がる構造です。天井には豆

電球による電灯を付けました。またハ

ウス内には手作りのタンス、食卓、ベッ

ド、TV、エレクトーンなどの家具類を置

きました。

以上の経緯からシルバニアファミリ

ーが遊べるツリーハウスを作ることにし、ツリーハウスの構成や大きさは市販のシルバニア

ファミリーに合わせました。すなわち、シルバニアファミリーのお父さんの身長は 9.5cm、子

供は 8cmで、この大きさに合わせたハウスの大きさにしました。また周囲の備品は、シルバ

ニアファミリーの家族が使うものとし、遊具は子供たちが遊べるものにしました。
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3． ツリーハウスの製作

（1） 設計

ミニチュア工作には設計が必要です。作ろうとする物を、方眼紙上に詳細に書いて設計

を行ないます。作ろうとする物は立体（三次元）ですが、設計は平面（二次元）で行ないま

す。

これまでのミニチュア作品は、平面（二次元）の設計で作ってきました。しかし今回のツリ

ーハウスは、この設計では上手くできません。理由は、ツリーハウスの構成物（ハウス、ス

テージ、階段、など）の位置や大きさを、実際に使うツリーに合わせなければならないことや、

高さ方向でこれらの構成物のつなぎが複雑なことなどです。

今回使った設計は「3D※イメージ設計」（私が勝手に、こう呼んでいます。）で、その設計を

写真に示します。使うツリーを仮の台座に取り付け、新聞紙の上に置きます。ツリーの上に

発泡スチロールで作ったハウスやステージの床を置き、それらを仮の階段でつなぎます。こ

の時、2 本のツリー間の距離、それぞれのツリーの向き、ハウスやステージの床の形状や

大きさ、床の高さ、床間の距離などの検討（設計）を行ないます。ツリーの枝の位置や向き

が、この検討に大きく影響を与えます。

全体の構成が決まったら、新聞紙にツリーの位置（仮の台座の位置）と、ツリーの向きを

書き込みます。またツリーに、ハウスとステージの高さ位置の印を付けます。

設計は広げた新聞紙の上で行なったので、土台は新聞紙を広げた大きさと同一にしまし

た。

※：three dimensions（スリー ディメンジョン）、三次元のことで立体を意味します。

ハウス

ハウス

ステージ

ウッドデッキ

仮の台座

ツリー

ツリー

すべり台

つり橋

階段

はしご

新聞紙（土台）
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（2） 製作過程

発泡スチロールを貼ったベニヤ板に、3 本のツリーを 3D イメージ設計で決めた位置に、

また決めた向きで取り付けました。ツリーの向きは、ツリーに乗るハウスやステージの向き

に影響を与えるので、設計に忠実に取り付けました。

次に左のツリーの周囲にウッドデッキを作りました。

ステージは、右のツリーの幹を囲むように

作りました。床はツリーの枝を避けるように一

部に切り欠きを設けたので、変則的な形状に

なっています。ステージの右端に、すべり台

への下り口を設けました。

四角形のツリーハウス（以下四角ハウスと呼ぶ）と六角形のツリーハウス（以下六角ハウ

スと呼ぶ）はツリーに乗せる構造で、作り終えてツリーの上に固定しました。

ステージと 2 つのハウスをつなぐ物が 3 つ（はしご、階段、つり橋）ありますが、それぞれ

は現物合わせで作りました。ステージと土台の間にすべり台がありますが、これも現物合わ

せで作りました。

切り欠き

すべり台への下り口

ウッドデッキ



- 5 -

土台に各種の小物（花壇、シーソー、丸太

の平均台、丸太のテーブルと椅子）を取り付

けました。

最後に土台に、ミズゴケで作った芝を貼り

付け、花と立ち木を取り付けました。

（3） ツリー

ツリーハウスでは、ツリーが最も重要な要素になります。太さや枝振りが適したものを選

ぶ必要があります。選ぶと言っても市販されていないので、実際には適切なものを探すこと

になります。

今回3本のツリーがありますが、②と③は我が家の庭で枯れた椿の枝です。①は春先の

強風で折れた桜の枝です。散歩の途中でたまたま見つけて持ち帰りました。

枝振りについては、ハウスを乗せるのに邪魔になったり、枝が足らない部分が生じたりし

ます。邪魔になる部分は単に切断すればすみますが、不足の部分については継ぎ足す必

要があり、今回何箇所かで枝を継ぎ足しました。

②のツリーは 3D イメージ設計には無かったのですが、ハンモックをつり下げるために追

加しました。

（4） ツリーハウスの土台

土台部分は、9mm厚のベニヤ板に 10mm厚の発泡スチロールを貼り作りました。後方部

分はさらに高くなるように発泡スチロールを貼り、立体感を持たせています。表面は芝をイ

メージして、ミズゴケから作った芝を貼り付けました。これはミズゴケをミキサーで細かくし、

緑の絵の具の水に浸けて着色し、その後乾燥させて作りました。所々にある岩は発泡スチ

ロールで作り、絵の具で着色しました。

後方部分の高い部分には立ち木を配しました。ウッドデッキの前に花壇を作り、花を植え

①

②

③

ツリー 継ぎ足した枝（矢印は継ぎ足した箇所）
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ました。立ち木と花は 100 円ショップで買った造花です。

ウッドデッキ後方の立ち木 ステージ後方の立ち木

小山と岩 花壇



- 7 -

4． ツリーハウス

（1） 全景

完成したツリーハウスです。2 つのハウスの他に、ステージ、ウッドデッキ、各種の遊具な

どがある、夢とストーリーがあふれるツリーハウスです。

裏面

正面 （横 81cm、奥行 55cm、高さ 64cm）
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（2） ツリーハウスの構成

地表から一番上の六角ハウスまで上がる行程を紹介して、ツリーハウスの構成を説明し

ます。

丸太のはしごを上り、ステージへ上がります。

ステージから四角ハウスまでは通常の階段

です。階段の片方の端に手すりを付けました。

またステージの右端にはすべり台の下り口

があり、ここからすべり台を滑って地表に下り

られます。

ステージ丸太のはしご

手すりの付いた階段

右上方から左上方から
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四角ハウスの前部はテラスになっていて、外を展望できます。後部に 2 つのガラス窓が

あります。四角ハウスの横を通ると、六角ハウスに向かうつり橋に出ます。

六角ハウスへはつり橋で上ります。つり橋

の両側にロープの手すりがあります。

六角ハウスの正面には展望のための開放部があり、後方の壁 2 箇所に外側に開く窓が

あります。六角ハウスは、床と屋根が六角形になっています。

四角ハウスの正面 四角ハウスの裏面

六角ハウスの正面 六角ハウスの裏面

つり橋
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5． ツリーハウスの備品

（1） テーブルセット

四角ハウスの内に、テーブルセットが置か

れています。

（2） ガーデンテーブル

テーブルの部分と椅子の部分が一体にな

った、2×4 材※で作るガーデンテーブルの定

番です。実際の公園にも置かれています。

※：断面が 38×89 ㎜の、住宅などの建築材です。2×

4の他に 2×6 など、色々な寸法の建築材があります。

（3） デッキチェアー

デッキ上に置く椅子なので、「デッキチェア

ー」と呼ばれています。船の甲板（デッキと呼

ぶ）で日光浴をする光景を、写真や映像など

でよく見ます。

＜補足＞

右の写真の物は、我が家のウッドデッキ、

ガーデンテーブル、ガーデンベンチ、デッキチ

ェアーです。
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（4） 丸太のテーブルと椅子と、ガーデンパラソル

中央の丸太テーブルの周囲に、4 つの丸太

椅子が置かれています。テーブルの中央に

は、ガーデンパラソル用の穴があり、パラソ

ルが取り付けられています。

（5） ハンモック

ハンモックは、網や布で出来ていて、両端を

木や壁につるして、その上で寝たりくつろいだ

りするものです。写真のハンモックは、洗濯ネ

ットで作りました。

6． 遊具

（1） すべり台

ステージの右端に、すべり台の下り口があ

ります。
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（2） ブランコ

四角ハウスがあるツリーの枝にロープを結

び、ブランコをつり下げています。

（3） シーソー

丸太で作った、趣あるシーソーです。

（4） 丸太の平均台

低い丸太から上がって丸太の平均台に立

ち、落ちないように前進する遊びです。
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＜付録＞

1． ツリーハウスで遊ぶシルバニアファミリー

「ショコラウサギファミリー」と「みるくウサギファミリー」の家族が、ツリーハウスに遊びに

来ました。

早速、ツリーハウスに棲みつく動物たちと一緒に遊び始めました。

ショコラウサギファミリー みるくウサギファミリー

シルバニアファミリーとツリーハウスに棲みつく動物たち
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お兄ちゃん、

揺らさないで！

あっ、ここから見えるよ。お父さん、東京スカイツ

リーは見えないね。

下りが優先だよ！

ツリーハウスでの

コーヒーは最高だね。
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おにぎり、美味しそう。

心配しないで。

うちは、バーベキューよ。

お父さん、極楽、極楽。 お父さん、至福の時。

うちは、おにぎり無いの？

焼けて食べごろの肉と野菜

（網は、植木鉢の底穴部に置く「害虫

侵入防止ネット」です。）
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楽しいね。

うん、

楽しいね。

お父さん、僕

も乗りたいよ。

気持ちいいね。

あれ、あれ、あれ 落っこちた！

フクロウさん、

譲ってください。

ゴトン！
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2． 遊具で遊ぶシルバニアファミリー

きれいな花だね。

お母さんと一緒、

嬉しいなぁ～。

早くすべってよ。

やっぱり

ぶつかった。

お兄ちゃん、見ないで！
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楽しいなぁ～。

リスさん、

私もブランコに乗せてね。

落っこちた！

うん、

チョットね。

最近

太ったんじゃない？

コテッ！
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3． ツリーハウスの動物たち

ツリーハウスの周囲に、動物たちが棲みついています。

フクロウさん、こんにちは。 インコさん、こんにちは。

もういいかい？

あっ、見つけた。

ソロリ、ソロリ。 早く行ってよ！ 木登り、

楽しいな。
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子犬の兄弟 ネコの親子

リスさん、

好い物持っているね。

あっ、何かいる！ ヘビだ！

助けて～！
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巣箱バンビの兄妹

リスの兄妹 リスの家族
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4． シルバニアファミリーの人形シリーズ

16 種類のシルバニアファミリーが売られています。

グレイッシュネコファミリーシルクネコファミリー

チャコールネコファミリー

ショコラウサギファミリー

わたウサギファミリー みるくウサギファミリー

チワワファミリー

シフォンイヌファミリー
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ラッコファミリー

カンガルーファミリー

コアラファミリー

くるみリスファミリー

シカファミリー

ヒツジファミリー

ブタファミリー

クマファミリー
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エポック社からは、シルバニアファミリー用のハウスも売られています。

テラスのすてきなお家

ツリーハウス
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