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あつめる【集める】。そろえる【揃える】。まとめる【纏める】
 

「山」を中心に起きるものがたりの世界を「みんな」が一緒
になって冒険することができるパークという意味。

所在地
 102 Daegongwongwangjang-ro, Makgye-dong, Gwa-
cheon-si, Gyeonggi-do, South Korea

敷地面積　
381500㎡

建蔽率　
自然緑地地域　（50％以上100％以下）

アクセス　
4号線大公園駅から歩いて20分
（ソウルランド基準）
象バスやスカイリフト利用し10分

設計計画地分析 ソウル市との位置関係 現状写真 現状分析

公園全体地図

韓国のソウルランドの敷地に新しくテーマパークくを提案する。現在ソウルランドが抱えている問題を解決するため、
3つの方向性をを設定し、設計する。

〈1つ目〉

韓国にはテーマがあるテーマパーク
が無く、ほとんどのテーマパークがア
トラクション中心の遊園地である。

「空間が語る物語を感じられる空間に」 「韓国人に好むようなテーマパークに」 「老若男女だれでも楽しめるように」
↓ ↓ ↓

〈2つ目〉

子どもの時の思い出の場所である「ソ
ウルランド」が現在は人が来ない遊園
地になってしまった。

〈3つ目〉

「高齢者や体が不自由な人は楽しめな
い」という既存のテーマパークへの偏
見をなくしたい。

捨てられた遊園地「ソウルランド」再設計提案

SEOUL MOA PARK （ソウルモアパーク）
山をテーマにするパーク
ソウルMOAパークはそれぞれのテーマを持った5つ
の山を物語と共に楽しめるパークである。

韓国にはどこを見ても山を見れる地形になっていて
「山」は韓国人にとって子どものころから遊びに行って
いたなじみのあるな場所である。
しかし、今の時代の若者にとって、山はもうなじみのあ
る場所ではなくなった。
そこで山をテーマにする娯楽施設を提案することで、
多様な年代が集まって楽しめるパークにする。

パークは「4つの季節」に「季節の変わり目」を加え5つ
のテーマエリアでできている。

全体計画 パーク外の取り組み

ソウル大公園は、韓国ソウルの果川市に位置している公園複合
施設である。遊園地、動物園、美術館などがあり、ソウルを代表
する公園である。
ギョンギ都に位置しているが施設の運営と管理はソウル市が
行っている。
周りに山と湖があり、トレッキングコースでも人気である。

敷地面積　
9,132,690㎡

Opened
May 1, 1884

↓
果川の山や湖を最大活用し

大規模レジャー施設や商業施設をつくることで
新しい文化や遊びの体験ができるようにする

今の場所のメリットとでメリットを把握し新しい設計に反
映させることでこの場所の「よさ」をさらに引き立てる。

敷地が広い、山が多い
都心とのアクセスが良い
四季を楽しめる（紅葉など）

木が多い
生物が多様
運動になる

高齢者は無料で利用できる
山と繋がっている

全体的に傾斜が多いので
バリアフリーではない
公園内での移動が不便

木が多すぎる
虫が多い

全体的に老化してる
統一性やデザイン性が無い

来る人が少ない

メリット デメリット

■有料のエリア
その他のエリアはパブリックで誰でも利用できる。

パブリック公園_日常と非日常を繋ぐ空間

テーマパークは有料のエリアであるパークの内部だけでなく、
その周りの無料で利用できる「パブリックエリア」であるパーク外も世界観をあわせ
てデザインする。

①これからテーマパークの中に遊びに行く人
駅から出てパークまで歩いていく道にテーマパークのように非日常をほんのりと感
じさせる要素があると
パークに行くまでの「ワクワクの感情」を増幅させるなどのシナジー効果を出すこと
ができる。

②パークに行く予定が無い人　
入場料などの負担が無いので比較的に気軽く立ち寄ることができる。入場料無しで
テーマパークの非日常を楽しむことができてるのでそこであるとまた自然にパーク
に入ってみたいと感じさせることで



■ 秋エリア

山をテーマにするパーク

駐車場

地下鉄側モノレール駅

キリンランド

ロープウェイ乗り場

メインエントランス

商業施設＆ホテル

パブリック公園 夏エリア

季節の変わり目エリア

ファクトリーエリア

春エリア
冬エリア

貯水池

セキュリティー施設

キャスト寮

秋エリア

商業施設

商業施設

国立現代美術館

従業員駐車場

地下鉄（4号線）

20 40 60ｍ0

全体配置図　1：3000

エリア図

「空の神殿物語」（個人作）を元に
つくられた15世紀のスイスを楽し
むことができる。

↓
〈前世代が楽しめるエリア〉

■ 夏エリア

高い気温の砂漠の真ん中、オアシ
スの周りに建てられた古代の都
市を楽しむことができる。

↓
〈家族で楽しめるエリア〉

■ 冬エリア

サンタ村や、南極、凍ってしまった
未来の都市などを探検し、そこで
の物語を楽しめる。

↓
〈大人も楽しめるエリア〉

■ 季節の変わり目エリア

パークを代表する「マウンテンコ
ースター」やピクニックを楽しむこ
とができる。

↓
〈誰でも楽しめるエリア〉

■春エリア

妖精たちが招待する幻の森
20分の1の妖精のサイズになって
大きくなった世界を体験すること
ができる。

↓
〈幼児にもやさいいエリア〉

春

夏

秋 季節の変わり目
エントランス冬

エリアの分け方は「季節」をテーマにした。正確には季節よりは様々な気候を持った国々の風景をテーマにしている。
このようにすることでそれぞれの特色を持った山とその世界を演出することができる。

エリア分け（具体化） 施設区分

パーツ
イメージ

ファクトリーエリア

城の3段構成

運営施設（バックステージ）

テーマパークのメインのシンボルになる場所。
ストーリ ： ファンタジーの世界が成り立つための魔法を水にかけ、各エリアに届ける役割をする。

昼の風景
昼のショーを楽しみ、待ち合わせの場所などで活用することがで
きる。待ち合わせの後にはどのエリアにでもいけるような端があ
り、パーク全体のハブ（HUB)の役割をする。

運営施設はパークの内側（非日常）を外側（日常）をから守る壁の役割を持つため内側からも外側からも高い植物で隠されている。
このパークでは地形を利用して運営施設がパークを見下ろせるようにして、万が一の事故にいつでも備えられるようにする。

運営施設詳細
①セキュリティー
②消防施設
③従業員食堂
④従業員休憩所&寮
⑤ショー管理施設
⑥水質管理施設
⑦施設管理施設
⑧教育施設

などがある。

運営施設はバスと消防車
はいつでも通れるような道
路幅になっている。
また、アトラクションなどの
ぱーく内施設より
高い場所に位置している。

パークの近くや運営施設の
中には従業員や物販の搬入
トラック、バスなど車を駐車
できる場所がいくつか設けら
れている。

夜の風景
花火やイルミネーションなど夜の風景を楽しむことができ、パー
ククローズ時に人がショーを見るためにエントランスの近くのこ
の場所に人が集まるようにし、帰りやすくする役割をする。

「3段」ストリーを楽しめる空間
この建物が持つ物語を空間を通して体験することができる

「2段」レストラン＆ショップ
湖やおアークの眺めを楽しみながら食事が出来る場所

「1段」ショーを楽しめるエリア
普段は雨宿りが出来たり、涼しく通れる空間であり、定期的にショーが行われる

■ソナン Village →大きなソナンTreeが見守ってる村
■クッキーVillage→ヘンゼルとグレーテルの物語を
　　　　　　　　　モチーフにしたお菓子の村

■ 1時間待ちアトラクション
■ 2時間待ちアトラクション
■ いつでもアトラクション
■ テーブル有ダイニング
■ ワゴン
■ 物販施設
■ 運営施設

■ パーク内部
■ 運営施設



そらにもっとも近いと言われるある崖の上には、

女神とその女神に仕えるそらの人々が住んでいる場所があります。

崖のふもとに牧場を営みながら平和に暮らす小さな村がありました。

その村の裏の崖の上には神殿があるという古くからの言い伝えがあり、

村に住む者たちはみな幼い頃からその言い伝えを聞きながら育ってきました。

子どものときの彼らはいつか物語の中の神殿に行ってみたいと話したりしていましたが、

大人になるにつれ神殿は夢物語だとふもとでの生活に満足し暮らすようになりました。

絶壁の崖を登ること自体危険であっただけでなく

登れば二度と下りることができないという噂もあったため、

実際に崖の上に登ろうとするものはいませんでした。

いつもどおり平和な生活がある日、大きな地震が村を襲いました。

その地震は彼らの愛した村に被害をもたらし、

裏の崖には地割れが起き巨大な裂け目をつくりました。

地割れが起きた後はいつ岩が落ちてきてもおかしくない状況だったので、

大人たちは崖に近づかないよう子どもたちに言い聞かせました。

しかし、小さな村での限られた遊び場に飽き始めた村の子どもたちにとって、

崖の裂け目は新たな遊び場にぴったりでした。

その学者はそらの神殿を研究していた人でした、

情報があまりにも足りなかったので真実を解明できず諦めていたのです。

学者は弟子が買った「もの」を見てとても喜びました。

また、これがどこで見つかったものなのかなどを調べは始めました。

それもそのはず、それは伝説の中のそらの神殿のものであることは明らかであり、

神殿が実際にあるという貴重な証拠になるものだったからです。

その「もの」はあまりにも多くの人を介してきたので

どこで発見されたものなのか知るには長い時間がかかってしました。

長い時間を得て二人はようやくそれが発見された村、

そしてその村に古くから伝わる伝説についても知り得ることができました。

伝説のそらの神殿の在り方を知った二人はその場所を目指して冒険を出ようとしました。

その神殿を訪れることはそのうち二人の長年の夢になっていたのです。

村を探すことに時間がかかりすぎたため、

学者は自分の足でしっかりと歩けなくなるほどに年老いてしまいました。

そんな彼が絶壁の崖の上にある、存在も道のりも不確かな場所に行けるはずがないです。

学者は「自分はもう行くことはできないだろう、自分を置いて探しに行け」といいました。

助手は「必ず神殿を訪れて帰ってきて、あなたを連れて行く」と学者に約束をしました。

そうして出発した助手は、伝説の伝わる小さな村を目指して旅に出たのです。

大人の目を盗んで遊びに行った子どもたちは崖の裂け目で探検をし始めました。

いつものように探検しながら遊んでいたある日、ひとりの子どもが純金でできた何かを

拾いました。小さな村で育った子どもたちは純金の価値を知りませんでしたが、めずら

しいおもちゃを見つけたことに喜びました。新しい遊び場でおもちゃを見つけたという

噂は、子ども達の間で瞬く間に広まりました。

さらに多くの子どもたちがおもちゃを探しに崖の裂け目に通うようになったのです。

その中一人の子どもの両親が子どもがどこかから持ってきたおもちゃが純金で

できていることに気づきました。

子どもには他の新しいおもちゃやお小遣いをあげるかわりに純金のおもちゃを

回収しました。子どもを街に出して教育を受けさせたかった親は、

お金を作るため数日後に開かれた市場にそれを売りました。

村を転々としていたある商人によって買い取られ大きな街の市場へと売り出さ

れた純金は、ある学者の助手に発見されました。

村に着いた助手は通りかかった子どもに純金のおもちゃが見つかった崖の裂け目に

案内してくれるよう頼みました。

その子どもは、「そこではこれ以上おもちゃが出て来ないからもう誰も行かなくなったの

に、どうして行こうとするのか」と不思議そうな顔をいましたが、助手がもっていたおや

つを少しわけてあげたら子どもは『案内するね !』と言って助手を崖の裂け目へ連れて行っ

てあげました。

村の裏の草原に入ると、二つに割れた崖の裂け目が目の前に現れました。

崖を登る手段がなかったので、助手はどうやったら上に行えば良いのか途方に暮れました。

この絶壁を素手で登ろうとしたら死ぬかも知りません。

しかし師匠との約束を守るためには登らざるを得ないと、助手は思いました。

心を決めた彼が素手で岩を登ろうとした瞬間、崖の片隅に小さな洞窟の入り口が目に入り

ました。

空を飛んで向かうと黄金と白の大理石で輝くそらの神殿が姿を現しました。

空の上にあるはずの雲が建物の間にまでかかっていたのでいたので、

学者は「雲に乗ることもできる」と想像して、子どものように笑いました。

助手が学者とともに戻るとそらの人々はいつものように暖かく迎え、

彼らが仕える女神の神殿へと案内してくれました。女神は学者達を祝福してくれました。

その後、人々は神殿の奥にある泉に彼らを案内し、その水を学者が飲むようにしました。

すると、泉の水を飲んだ学者は次第に足に力が戻るのを感じました。

彼はゆっくりと車椅子から身を起こし、やがて自分が何にも頼らず立っていられることに

気づきました。

学者と助手は涙を流しながら喜びました。彼らは女神と人々に感謝の意を表し、

「ここでの出来事を記録に残し、その恩を末永く後世に伝えていく」と心から誓いました。

長い年月が経ち、学者と助手の残した記録は多くの人々へと広りました。

特に女神と泉の水の話は、「病を治す」から「どんな願いでも叶える」へと

次第に変化して言い伝えられていきました。

いずれうわさを聞いた多くの人が神殿に行くために小さな村を訪れるようになり、

村には活気が満ちて毎日市場が開かれるようになりました。

また、神殿を訪れるのは冒険家たちだけではありませんでした。

体が痛い人たちが病が治る泉の水があると聞いて神殿を目指しはじめたのです。

こうして訪れる人のために空の人たちは学者が乗ったそらの荷車 (熱気球 ) を

定期的に崖の下へと降ろしてくれるようになりました。

また、当時の村の子どもたちは成長し、自分たちの秘密基地だった洞窟を開拓し、

旅行者の休憩場所や旅行に必要なものなどを購入できる店をつくったり、

洞窟の中を移動する列車を通すためのレールを敷きました。

元々いたずらっ子達が作った列車なので、村の大人の間では「あの列車に乗れば神殿では

なく黄泉の国に行く」といううわさが流れましたが、

そのうわさを知る由もない旅行者の悲鳴が洞窟にはたびたび響くようになりました。

時が経った今でも、人々はそらの上の神殿を目指し村を訪れて、

村と神殿ではいつも旅行客を暖かく迎えてくれるそうです。

ー終わりー

村の子供に聞いてみると、おもちゃを探していたときに偶然洞窟を発見し

「大人たちには内緒で秘密基地を作った」と誇らしげに言いました。

洞窟はどこまでも空間が続いているけど、入れば入るほど光が入らなくなるため

怖くなってしまうので誰もこれ以上進もうとはしないと付け加えました。

助手は素手で絶壁を登るよりは洞窟の内側を登って進む方がよさそうだと思いました。

中がどんなに暗くても明かりを持っていけばある程度は視野が確保でき、

絶壁に比べ休む空間もあるだろうと考えたからです。

進む方法を見つけた助手は、洞窟に入る準備をするため、一旦は村に下りることにしまし

た。翌日、再び助手は洞窟の前にたちました。 前日と違って完璧に準備が整った状態でした。

洞窟に入った助手は一心に上を目指し進んで行きました。

助手が神殿を訪ねて発ったその後、学者は一人で待ち続けました。

どれほど待っていただろうか、静寂を破る呼び鈴の音が聞こえ、

学者は体を起こそうとしました。しかし、思い通りにはいけませんでした。

足はもはや自分のものではないように感じられました。

やっとの思いで車椅子に身体を移し「どうか行かないで、少し待ってくれ」と呼びかけま

した。ドアを開けるとそこには見慣れた顔がありました。

それは旅立ったままの姿の助手でした。彼の時間は旅立ったその時に止まっているように

も見えました。

助手が神殿を見つけられたかどうかはもう関係ありませんでした。

久しぶりに再開できて、また彼が無事に帰ってきてただ嬉しいだけでした。

助手は言いました。「一緒に神殿に行こう」と、

学者は自分との約束を守ろうとしてくれる彼の言葉がとても嬉しかったのですが、

年老いた学者は足の衰えが深刻だったのでいけそうにありませんでした。

しかし、家の外に助手が用意したものを見た瞬間学者の顔には生気が蘇り始めました。

とても長い間暗闇の中にいた助手は、洞窟をを出て久しぶりに浴びた太

陽の光に目が眩みました。

手元の時計は真夜中を指していましたが、あたりの風景は眩しいほど明

るかったので、助手は腕時計が故障したか長く洞窟にいたせいで自分の

気がおかしくなったに違いないと考えました。

生い茂った木々を抜けた目の前に広がる風景に、助手はいつの間にか涙

を流してしまいました。

彼は夢に見ていたこの風景が幻想でないことを心から願いました。
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－５－ －６－ －７－ －８－

－９－ －１０－ －１１－ －１２－
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－１８－ －１９－ －２０－

エリアストーリ

テーマパークを作るとき最も大事にしていたことは
ストーリー、つまり「物語」である。
この場所だけのオリジナルの「物語」を創作し、それ
に基づいたエリアやアトラクションを取り入れた。
特に秋エリア（オレンジ）はエリアストーリーを知っ
てもらってから空間を楽しめるように絵本を作った。

秋エリアの「エリアストーリー」を絵本にまとめたもの　↓

秋エリア
冬エリア

春エリア

夏エリア

季節の変わり目エリア


