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（1）位置づけと役割 

「2.デザイン・ガイドライン」で示した 4 つの視点を軸にし

た全体デザインの方針を受けて、新キャンパスの空間デザイン

と施設設計に関するデザイン・コードを示す。 

デザイン・コードは、新キャンパスのセンター地区における、

全体としての調和のとれた景観形成を促し、緑地等のオープン

スペースと建築物によって将来生成されるべき空間の質－クオ

リティ・オブ・ザ・プレイス－を保証する。 

 

（2）センター地区のデザイン 

センター地区は、学園通線を挟んで、ウエスト・ゾーン、イ

ースト・ゾーンを結ぶ位置にあり、総合研究博物館や大学ホー

ル、大学事務局庁舎等の大学の中心的施設群を有し、国際交流

施設、産学連携施設等の将来的な民間施設の誘致を視野に入れ

たタウン・オン・キャンパスの中心的機能を担う拠点地区であ

る｡こうした、特性をふまえたデザイン・コードを提示する。 

 

（3）デザイン・コードの視点 

建築とオープンスペース、色彩・サイン、光環境、アートワ

ークなどの新キャンパスの空間を構成する要素の方向性を示し

全体としての統一感の取れた研究教育の場の形成を促す。 

これらは、空間構成要素についてのデザイン・コードにとど

まらず、自然環境・歴史環境の保全、田園風景や地域社会との

共生、環境負荷低減など総合的な観点を踏まえたコードとして

運用される。 

 

（4）センター地区の３つのコンセプト 

デザイン・コードはデザイン・ガイドラインを踏まえてセン

ター地区全体での調和のとれたキャンパスの空間デザインとと

するための３つのコンセプトを掲げる。 
 
顔づくり 

国際学術研究都市の玄関として、先進的な文化・文明の発

信を行う場にふさわしい環境と空間づくりを目指す。 
 
開かれた大学 

新キャンパスは地域の環境・人・技術・情報を相互に結び

つけ、ともに成長して行く、開かれたキャンパスを目指す。
 
環境との共生 

周辺の豊かな自然を保全・享受し、大学にもとめられる都

市性との共生を図りながら、新時代の教育環境を創出する。

 

 

（5）統一感と調和の取れた景観創出のために 

建設される時期、手法がそれぞれ異なる段階的な整備であ

っても、センター地区全体として統一感と調和の取れた空間

デザインと景観の創出を目指す。個々が特徴のある建物とし

ながらも、統一感のある九州大学新キャンパスのアイデンテ

ィティを創出・維持していくために、センター地区における

3つのコンセプトと共に以下のような検討事項を示す。 

 

〈景観域ごとの特徴と空間デザイン・コード〉 
センター地区を構成する景観域を 15 のエリアに区分し、

それぞれの空間デザインの骨格となるスケール、修景の考
え方。 

 
〈キャンパスイメージの主な構成要素とデザインの方針〉 

センター地区のキャンパスイメージを規定する構成要素

とそれぞれのデザインの方針。 
 

〈建築デザイン・立面構成〉 

センター地区における各施設の特性を整理し、それぞれ
の建物についての景観形成における役割と建築計画上配慮
すべき点についての方向性。 

 
〈スカイライン〉 

周辺の保全緑地や施設群と空との境界線となるスカイラ
インの形成について配慮すべき事項。 

 
〈サイン計画〉 

総合案内、催し物の案内、誘導サイン、定点サイン等の
それぞれを整備するに当たっての考え方。 

 
〈照明計画〉 

周辺の自然環境や景観と調和し、省エネルギーと適切な
照明技術をもちいた環境にやさしい光環境の計画について
の考え方。 

 
〈素材・色彩〉 

風格があり良好な教育・研究環境にふさわしい素材・色

合いの選定についての考え方。 
 

〈オープンスペースの素材〉 
多様な自然と感性が育まれる教育環境のために重要と考

えられるオープンスペースの足元の素材について配慮すべ
き視点。 

 
〈センター地区の誘導指針〉 

センター地区における各々の施設、オープンスペースで
の整備の方向性をまとめた誘導指針。 
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3つのコンセプト

デザイン・ガイドライン４つの視点

① 大学の研究・教育理念、求められる機能の実現に関する視点

④ 自然環境の保全・持続可能なキャンパス形成に関する視点

③ 安心・安全で快適なキャンパス環境の実現に関する視点

② 歴史や伝統、自然景観の保全・形成に関する視点

10.1　デザイン・コードの位置づけと役割
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図10.1.1　センター地区のデザイン

図10.1.2　デザインコードの視点

各ゾーンごとの特性にみあった
デザインガイドラインの策定
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新キャンパスの空間デザインと施設設計に関する指針



デザイン･コードの視点

顔づくり 開かれた大学 環境との共生

景観形成に関する視点 アクティビティに関する視点 空間演出・サインに関する視点 自然環境との共生に関する視点開かれた大学に関する視点

自然環境との共生に関する視点

景観形成に関する視点 開かれた大学に関する視点

空間演出・サインに関する視点アクティビティに関する視点

構成要素

（1）景観域の設定 

東西のエリアを結ぶセンター地区の半径約0.5kｍのエリアは

南北に走る学園通線、東西をつなぐキャンパス・モール、アカ

デミック・プラザとコミュニティ・プラザの二つの異なる性格

の広場、調整池としての機能を有するキャンパス・コモン、そ

して、それらを囲むように配置する施設群などにより構成され、

オープンスペースの構成は多様である。ここでは、15の景観域

に区分し、それぞれの特徴と整備の方向性を示す。 

 

（2）デザイン構成要素と検討項目 

デザイン・コードを各々の景観域で適用するにあたり、セン

ター地区での 3 つのコンセプトである「顔づくり」、「開かれた

大学」、「環境との共生」とそれらを構成する要素から検討すべ

き項目として「景観形成」、「アクティビティ」に関する項目、

「空間演出・サイン」に関する項目、「開かれた大学」に関する

項目、「自然環境との共生」に関する項目、の 5つの視点により

分類する。 

（3）景観域ごとの空間デザイン・コード 

景観域ごとの特性と整備の方向性を示し、デザイン構成要素

ごとにその方向性を決定する。それぞれの区分が担う役割を踏

まえつつ、全体として統一感の取れた景観を誘導するために、

セットバックの距離、建物の高さ、広場の作り方、街路と敷地

の境界線の処理の仕方、植栽の方法等についてルールを定め、

それを景観域ごとの空間デザイン・コードとして示す。 

 

・建物ファサード

・スカイライン
・アイストップ

・街路沿道景観

・調和の取れた色彩計画
・連続性のある立面構成

・コミュニティ・プラザ
・アカデミック・プラザ

・プラザを囲む諸施設
・象徴的建物

・斜面対応型の建築
・ランドスケープデザイン
・壁面線の指定

・ピロティ
・キャンパス・コモン

・情報学習室

・教育環境を促す
　空間と賑わいと憩いの
　空間

・ユニバーサルレベル

・地域開放施設（運動場・
　ホール）

・サイン計画
・照明計画
・バナー

・セキュリティシステム

・産学連携・TLO

・民間等施設

・生活利便施設
・公開講座

・ネイチャートレイル
・総合インフォメーション

・未来のポテンシャル軸

・パッシブシステム
・太陽光発電
・環境負荷の低減
・自然エネルギーの活用
・グリーン・コリドー
・風レンズ・風力発電
・ルーバー
・熱遮蔽ガラス
・屋上・壁面緑化
・ライフサイクルコスト
　の低減
・雨水浸透型側溝

・循環型水利用システム

・ビオトープ

・緑被率

・展望デッキ

・ユニバーサルデザイン

・見る見られるの関係
　を促す空間構成

・ウォール・ミュージアム
・素材と色合い

・アライバル・ポイント

・田園風景との調和

・アートワーク
・沈黙性

・屋外ステージ
・賑わいの広場

・ユビキタス・コンピュー
　ティング

・タウン・オン・キャンパ
　ス

環境との共生

開かれた大学顔づくり

デザインコードの視点と構成要素の抽出

3つのコンセプト

0 20 50 10 0ｍ

10.2　景観域の設定とデザイン構成要素
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図10.2.1　デザインコードの視点の抽出

図10.2.2　景観域区分図

表10.2　センター地区におけるデザイン構成要素
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アクティビティ景観形成 自然環境との共生空間演出・サイン 開かれた大学

・大学の要素が表出することになる大学の印象を
　左右する重要な領域

・大学へのバス、自動車、自転車の導入部
・大学におけるゲート性及び中心性の演出
・多様な動線を処理するデザイン

・大学の入学・卒業式に用いられ、また、地域開放型の
　施　設として、大学の象徴的施設
・十分なオープンスペースを確保し、動線をわかりやすく
　するなどの配慮が必要

・大学の産学連携・研究・教育と密接に関係する戦略的施
　設の将来建設用地
・単なる空き地としてではなく、ランドスケープと相まっ
　た完成形としての整備

・産学連携・民間施設の柔軟な要望に対応可能なよう、計
　画的なインフラ整備を行う
・初期段階でも、眺望に耐え得る、ランドスケープ計画と
　一体となった、用地確保スペースの計画を行う

・学園通線や他のエリアとのバッファゾーンを緑地等によ
　り確保する
・居住・宿泊施設群が立地するに　沢しい景観誘導を行う
　エリアとして計画する。

・遠景からの眺望を妨げないような街路樹の選定を行う

・工学系・理系地区へ向かう比較的直線的で緩やかな坂道
　の続く、施設北側の街路景観
・単調になりがちでかつ印象が希薄になりやすいため、
　軸を強調する背の高い樹種の選定を行う
　

・東西の軸を結び、キャンパスの中心軸
・雨天時でも雨に濡れずに歩行可能なピロティ空間を確保
・両側の施設の個性が表出する出会いと賑わいの空間

・大学内に民間等施設などの外部を内包する活気のある
　空間であり、学の知の象徴としてのアカデミック・プ
　ラザに対面　するため、大学の研究・教育の場に隣接
　する施設群との調和が必要
　

・大学の外部からアクセスする最初のアライバルポイント
・大学の玄関として位置づけられる象徴的空間
・大学の顔作りの要として、隣接する施設群この場の設え
　については十分な配慮が必要

・ランドスケープ計画と相まって学生の憩いの場、活動の
　場として積極的に利用されるキャンパスの象徴的空間
・周囲に配される施設群については、一体的な利用が可能
　なように計画する

・大学の顔としての象徴的施設群が配置されるエリア
・遠景からのランドマーク性やスカイラインに配慮した
　計画を行う。大学の玄関として幹線道路沿いのランドス
　ケープも沈黙性と象徴性の演出に配慮した計画とする

・遠景、中景からの「大学の玄関」としての顔づくり
・敷地南側に広がる豊かな田園風景との調和

・十分な象徴性の演出が必要
・運動場やテニスコートのフェンスなど、工作物の
　デザインについても十分な配慮を行う

・将来的に施設建設を予定する用
　地と建てるべきではない部分と
　を区分し、ランドスケープデザ
　インによりそれを誘導する計画
　とする

・将来的に施設建設を予定する用
　地と建てるべきではない部分と
　を区分し、ランドスケープデザ
　インによりそれを誘導する計画
　とする

・戦略的リエゾン機能
・民間資金等の活用施設
・民間研究施設等

・施設用途に合わせた耐用年数の
　設定を検討する

・グリーン・コリドー

・産学連携・TLOの誘致に柔軟に対
　応できるよう、インフラルート
　についても、先行して計画する

・民間等施設の看板の設置にあた
　っては、色合いや大きさなど、
　周辺と調和のとれたものとして
　計画する

・学生宿舎の足元には、コンビニ
　エンスストアなどの民間等施設
　の設置も可能なように計画する

・避難にも活用でき、学生が自由
　に活用できる多目的なオープン
　スペースの確保

・屋上・壁面緑化について検討を
　行う

・10mセットバック

・斜面対応型の建築

・緩衝緑地帯（W＝10ｍ）の設置

・建物高さをD/H≧1とする

・象徴的建物

・樹木のスクリーン

・樹木のスクリーンによるシーン
　の展開の演出

・ランドマークとして象徴的デザ
　インのビューポイントの演出

・田園風景との調和

・田園風景との調和
・大学への広域誘導サインの設置
・リズミカルな照明装置の配置

・芝の緑の上に建つ施設群を演出
　する

・交差点を大学の中心的ゲートと
　位置づけ、信号機のデザインに
　あたっては、周辺の建物と調和
　した形態、色調として計画する

・信号機（補助）
・大学への誘導サインの設置

・保全緑地との離隔距離に配慮し、
　斜面対応型の自然地形を考慮した
　建物として計画する

・体育館は遠景からのランドマーク
　性に象徴的建物として計画する

・フェンスの形状、色彩及び、植栽
　で遮蔽するなどの注意が必要

・信号機
・素材と色合い

・通りから、10mづつのセットバ
　ックを確保するとともに、開放
　的で広がりのある交差点を演出
　する

・ライフサイクルコストの低減に
　配慮した施設計画とする

・大学にふさわしい樹種の選定と
　九州大学らしさの演出

・セットバックにより圧迫感の低
　減を考慮する
・コモン沿いのデッキの設置

・前面の広場空間を確保し、イベ
　ント時には臨時の駐車場として
　も利用できるよう計画する

・イベント時のバナー設置対応の
　照明ポールの検討を行う

・外来者にわかりやすく、建物デ
　ザインと調和した催し物会場へ
　の誘導、インフォメーションサ
　イン整備を行う

・植栽やマウンド、カスケードな
　どランドスケープデザインで象
　徴性を演出する

・自動車、バス、自転車、歩行者
　未来型交通など多様な交通動線
　の結節点として、柔軟に将来対
　応可能なよう計画する

・ロードサイド型民間施設への外
　壁の色合い、アクセントカラー
　等の規制

・学園通線に掛かるブリッジを大
　学のゲートとして象徴的に位置
　づける

・ブリッジを透過性のあるデザイン
　とし、東西の人の往来が通りに表
　出するよう計画する

・未来型交通のための10mセット
　バックエリアを確保する

・ネイチャートレイルなど地域住
　民への敷地内通路の開放ルート
　について検討する

・屋上・壁面緑化について検討を
　行う
・雨水浸透型側溝

・歩道と敷地の境界は低木の植栽
　とし、歩行者から芝の緑が連続
　する丘を演出する
・雨水浸透型側溝

・生態的に豊かな周辺水田域から
　のフリンジグリーンの連続性に
　配慮する

・雨水浸透型側溝

・アートワーク

・イベント時のバナー設置対応の
　照明ポールの検討を行う

・サイン計画

・九州大学らしさを喚起するよう
　ような象徴的建物としてデザイ
　ンする

・雨水浸透型側溝

・ライフサイクルコストの低減に
　配慮した施設計画とする

・ライフサイクルコストの低減に
　配慮した施設計画とする・地域開放施設として、わかりやす

　く利便性の高い空間構成とする

・外来者にわかりやすく、建物デ
　ザインと調和した誘導サイン、
　インフォメーションの整備を
　行う

・インフォメーション
・アートワーク

・外来者用の駐車場を利便性の
　い場所に配置する

・外来者用の駐車場・駐輪場を利
　便性の高い場所に配置する

・サイン計画
・イベント時のバナー設置対応の
　照明ポールの検討を行う

・街路樹により各施設へのメイン・
　アプローチとして象徴的な通り
　空間を演出する

・施設の分節化と大学ホール前の
　広場との連続性の演出

・アイストップ

・ピロティなどによりキャンパス・
　モールとの連続性確保

・モールの幅員≧32M
・建物高さをD/H≧1とする

・大学の第一印象を与える重要な
　場所であるため、空間の象徴性
　に配慮した計画とする

・プラザを囲む諸施設は壁面の色
　合い、素材に統一感をもたせる

・情報学習室

・情報学習室

・地域開放型の総合インフォメーシ
　ョンを整備する

・公開講座の案内など地域開放型
　施設の情報が発信されるインフ
　ォメーションボードの設置

・公開講座の案内など地域開放型
　施設の情報が発信されるインフ
　ォメーションボードの設置

・アライバルポイントとして、人
　の密度が高く、賑わいの広場と
　して整備する
・ピロティを連続させ雨天でも通
　行可能なルートを確保する

・沈黙性

・グリーン・コリドー

・ライフサイクルコスト
　の低減
・循環型水利用システム

・ライフサイクルコスト
　の低減
・環境負荷の低減
・ルーバー

・バナーによるイベント時の対応
　についても配慮する

・周辺住民による朝市やバザール
　などイベント広場としても活用
　できるよう計画する
・ピロティを連続させ雨天でも通
　行可能なルートを確保する

・ピロティを連続させ雨天でも通
　行可能なルートを確保する

・アートワークの設置につても検
　討する

・アライバル・ポイント
・学内総合案内サイン
・アートワーク
・ウォール・ミュージアム

・ウォール・ミュージアム

・学生が自由に憩い、語らうこと
　ができる場として整備する

・地域住民にも開放できる広場と
　して整備する

・都市的な並木のイメージを持た
　せつつもグリーン・コリドーと
　しての機能を損なわない計画と
　する

・屋外ステージとしての利用が可
　なように計画する

・ピロティなどによりキャンパス
　・コモンとの連続性確保

・グリーン・コリドーの連続性を
　確保するため、エコ・トンネル
　や親自然型側溝など生態系を繋
　ぐデザインを検討する

・歩道は歩きやすく滑りにくい素
　材とし、構内遊歩道としても利
　用される楽しい雰囲気づくりに
　つとめる

・ゾーンごとの特性を出しつつも
　全体として調和のとれた素材、
　色合いの計画とする

・ウォール・ミュージアムなど、
　学生の知的好奇心を誘発するよ
　うな情報発信コーナーの設置

・海抜30mのユニバーサルレベルを
　設け、段差を設けず東西間を移動
　するルートを確保する

・見る見られるの関係を促す空間
　構成に配慮した計画とする

・歩道は歩きやすく滑りにくい素
　材とし、構内遊歩道としても利
　用される楽しい雰囲気づくりに
　つとめる

・雨水浸透型側溝・学園通線からの俯瞰に際して、街
　路樹が壁にならないよう配慮する

・未来型交通のための10mセットバ
　ックを確保する

・幅員≧17M

・幅員≧17M

・10mセットバック
・斜面対応型の建築

・ランドスケープによる
　施設誘導

・ランドスケープによる
　施設誘導

・ネイチャートレイルなど地域住
　民への敷地内通路のルートを開
　放する

・サイン計画

・サイン計画

10.3　景観域ごとの特徴とデザイン・コード
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デザイン・コード
景観域の特徴と整備の方向性

A1 「学外との境界」

A2 「学園通線」

A3 「交差点」

A4 「大学ホール」

A5 「運動施設群」

「未来のポテンシャル軸」

「産学連携・民間等施設」

「居住・宿泊群」

「東側構内幹線道路」

「西側構内幹線道路」

「キャンパス・モール」

「コミュニティ・プラザ」

「アカデミック・プラザ」

「キャンパス・コモン」

A6 「象徴的施設群」

A7

A8

A9

A10

A11

A12

A13

A14

A15

九州大学センター地区基本設計　計画説明書 10.デザイン・コード
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ディスプレイ

屋台 市

10.4-1　景観域ごとの空間デザイン・コード

図10.4.1　デザイン・コード

レベル差の活用による遮蔽
バス停

学園通線

学園通線
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36m10m 10m

130003500

ネットフェンス

砂埃のフィルター

砂埃の遮蔽
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空

キャンパス･コモンの建物による
威圧感の軽減

イベント時には屋外ステージなどの活用される
広場として整備する

視線の遮蔽

遠景からの視線

テニスコート

植栽

空地確保
10m

語らいの場、野外学習の場として
活用できる木陰を演出する樹種の
選定と配置を行う

1≦D/H

H40ｍ40ｍ
H

1≦D/H

空

10.デザイン・コード九州大学センター地区基本設計　計画説明書

A1 「学外との境界」のデザイン・コード

「キャンパス・コモン」のデザイン・コードA7 「アカデミック・プラザ」のデザイン・コードA8 「コミュニティ・プラザ」のデザイン・コードA9

A6 「象徴的施設群」A4 「大学ホール」のデザイン・コード A5 「運動施設群」のデザイン・コード

A3 「交差点」のデザイン・コードA2 「学園通線」のデザイン・コード

象徴的建物と一体となった広場の確保

コーナー部建物の配慮

10m10m

10m 10m

10m

10m

10m

10m

ランドマーク

フリンジ・グリーン雨水浸透型側溝

期待感を抱かせる樹木によるスクリーン

学園通線からの騒音、排ガスからの
緩衝帯として緑地スペースを確保する

植栽や街灯などのリズミカルな配置により、学術研究都市の導入路にふさわしい
都市性と先進性の演出を行う

パースペクティブの演出

未来型交通のためのスペース確保

未来型の交通ルートを確保し、その計画に柔軟な対応ができるスペースを確保する

中心性・象徴性の創出

交差点はセンター地区の中心として、コーナー部に
オープンスペースを確保することで広がりを持たせる

交差点付近の施設が未整備の
状態でも象徴性が演出でき
るよう設えとする

交差点に面して立つ建物は曲
面とし、視界を広げると同時
にゲート性を演出する

ランドマークとしての施設

スカイライン

アートワーク

幹線道路

未来型交通のためのスペース確保

学園通線からの視認性に配慮し、ランドマークとして認知できる建物の高さとする

スカイラインには水平軸を強調する庇を設け、このデザインをセンター地区共通の
コードとして展開する

運動場の周辺のフェンスを外部から植栽により遮蔽
させることを検討する

景観に配慮し高低差や植栽をを利用し、テニスコートなど
のフェンスや手すりをを極力設けない計画とする

レベル差の活用

フェンスの遮蔽

視覚上の象徴軸

広場

10m
10m

象徴的建物

広場の確保

広場

エントランス

10m

コミュニティ・プラザ

コミュニティプラザからの象徴軸の演出と広場の連続性に配慮した
デザインとする

広場は大規模なイベント時には駐車場としても活用できるよう計画する

セットバック

グリーン・コリドー

フローティングステージ

フリンジ・グリーン 2つのプラザが一体感の感じられる
視覚的連続性を確保した広場として
計画する

大学の玄関として、賑やかな
演出の中にも、知性と都市性
の感じられる空間として計画
するアカデミック･プラザ

アライバル・ポイント

建物高さを4階建程度とする

建物高さを4階建程度とする

イベントスペース国際交流のイベントや朝市、
フリーマーケットなどの催
しが可能な、地域に開かれた
広場として計画する

広がりの感じられる空間構成



交差点付近

5％

大雨

10.4-2　景観域ごとの空間デザイン・コード

図10.4.2　デザイン・コード
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10.デザイン・コード九州大学センター地区基本設計　計画説明書

「西側構内幹線道路」のデザイン・コードA11「キャンパス・モール」のデザイン・コードA10 「東側構内幹線道路」のデザイン・コードA12

「未来のポテンシャル軸」のデザイン・コードA15「産学連携・民間等施設」のデザイン・コードA14「居住・宿泊群」のデザイン・コードA13

交差点付近のゲート性を演出するために、周辺の広場の
コーナー部に、マウンドや石畳により表情に変化をつける

南側の建物を4層程度に抑え、キャンパス・モール
への日照を確保する

日照の確保

1≦D/H
W≧32mを確保

見る見られるの関係
キャンパス・コモンとの連続性

南側の建物を4層程度に抑え、キャンパス・モール
への日照を確保する

未来型交通のためのスペース確保

浸透性床材の検討

集中豪雨などの大雨時の雨水を適切に排水、
及び土壌浸透させるシステムの検討を行う

雨天時の排水側溝を兼ねたカスケード

高木による幹線道路の軸線の強調
実験施設群への視線の遮蔽

10m

空地確保

理学系・工学系地区

空地確保

16m

10m

サウンドスケープ

空地確保
10m

空地確保

雨水浸透型側溝

壁面をつたう水と水盤による交差点付近の
ゲート性の演出を検討する。

水によるゲート性の演出

空地確保
10m

空地確保

10m 図書館前付近

未来型交通のためのスペース確保

10m
空地確保

石畳

マウンド

空地確保
10m

交差点付近

ゲート性を演出するランドスケープデザイン

駐車・駐輪場として担保

未建設時でも木立の
丘が形成される。

10m
空地確保

マウンドアップ

駐車場・駐輪場の周辺は
マウンドアップや植栽を
施し、通りから直接目に
入らないよう配慮する

産学連携等戦略的施設誘致

空地確保
10m

増築

未来型交通のためのスペース確保

設備インフラルート

未建設時でも木立の
丘が形成される。

学園通線からの見上げに配慮する

ネイチャートレイルを兼ねた先行動線

増築

駐車場

建物高さを4階建程度とし、増築や移設が可能なように極力地上から
切り離した構造として計画する

宿泊施設の足元はピロティとして計画
する。将来の民間等施設のテナント入居
対応についても検討する

民間施設等の誘致

ピロティの活用緑化塀などの設置

空地確保
10m

緩衝緑地とする

学園通線からの騒音、排ガスからの
緩衝帯として緑地スペースを確保する

10階程度とする

ｈ≦31ｍ

立面の構成を縦長のプロポーションとして見せるために、立面構成を面として
分割させる等のデザイン上配慮する

学園通線

立面構成



10.5　キャンパスイメージの主な構成要素とデザインの方針
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10.デザイン・コード

グリーン・コリドー

学生宿舎

学園通線と構内幹線道路の交差点
は大学の中心として、その象徴性
に配慮した演出を行う。

シンボル性
造成前の尾根線を意識し周辺の山並
との調和に配慮しながら単調な画一
的でない変化のあるスカイラインを
形成する。

スカイライン大学の中心性の演出
九州大学の研究・教育の理念とそれを
実現する「知の胎盤」としての空間を
象徴する建物の形態として表現する。

キャンパス・コモン立面構成
保全緑地間を結ぶ生態回廊として
機能させると同時に自然環境との
共生型キャンパスの象徴として
整備する。

留学生センター
韓国研究センター
アジア総合研究センター
国際交流推進室

大学ホール

民間等施設
外国人教師宿泊施設
研究者交流施設

民間等施設

学園通線

大規模な施設の立面構成は、分節化や
ピロティにより、キャンパス・コモンからの
圧迫感の低減を図る上で重要な役割を果たす。

キャンパスの象徴的空間として位置づ
け、学生が憩い、語らい、表現する場
として積極的に活用できるオープン
スペースとして整備する。

図 1 0 . 5 　キャンパスイメージの主な構成要素

屋内運動場

福利厚生施設
保健管理施設

大学事務局庁舎

全学教育施設

全学教育施設

給水センター
ホテル

総合研究博物館

全学教育施設

リエゾン・TLOオフィス

産学連携施設

中央図書館

文系研究教育棟

ランドマーク
学園通線からみた大学の顔として印象
づける施設として、その見え方に配慮
した計画とする。

ゲート
大学の東西を結ぶブリッジとして
だけではなく、九州大学全体の
ゲート性を有する施設として
デザインする。

キャンパス・モールと施設等を一体に整備し
高低差のあるセンター地区・ウエスト地区
をつなぎ人のスムーズな移動を可能にする。

九州大学センター地区基本設計　計画説明書
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 用途と特性 配置計画・景観形成における役割 建築計画上配慮した事項 
全学教育施設 
 
 
 
 
 

学部低年次学生が相互に交流しながら学習する施設。大小
の講義室や実験室等を有する。 

高等教育総合開発研究 
センター 
 
 
 
 

大学教育に関する研究を行い、大学教育の改善を図るとと
もに、全学教育の運営を支援する。アドミッションオフィ
ス方式（総合評価方式）による入学試験の実施及び入学者
選抜方法の改善について調査研究を行う。 

情報学習室 
 

学生の交流・情報ターミナルとなるスペース。 

○キャンパス・モールやユニバーサルレベルを
形成する最も主要な施設 

○東西両地区の全学教育施設により、大学を訪
れる人々を迎え入れるゲートの役割を担う。 

○低学年の学生が集中的に学び･集い、大学のア
クティビティを生み出す。 

○博物館や国際交流系施設等と連携し広場空間
（アカデミック・プラザとコミュニティ・プ
ラザ）を形成する。 

○1階をピロティとし、キャンパス・コモンとキャンパス･モールの視覚的･動線的連続性を確保。 
○視覚的透明性のある縦ルーバーにより熱負荷の低減を図る。 
○キャンパス・モール側はガラス等による開放的なファサードとし空間的一体性を創り出す。 
○庇により連続性・一体性のあるスカイラインを形成する。 

 

留学生センター 外国人留学生に対する日本語、日本文化・日本事情等の教
育及び修学・生活上の指導助言を行う。また、海外留学を
希望する学生に対する修学・生活上の指導助言、留学生交
流の推進に関する業務を行う。 

韓国研究センター 韓国を中心とする朝鮮半島地域の学際的で総合的な研究
を行うとともに、国内外の関連研究者との共同研究をコー
ディネートし、韓国研究の結節点として機能する。 

アジア総合研究センター アジアに係る総合研究等を推進し、本学とアジア諸国との
学術交流の拠点とする。 

国際交流推進室 戦略的国際交流プロジェクト等の企画・立案を行うととも
に、総長のリーダーシップのもとで、各国際交流活動を推
進するための調整的機能を担う。 

○世界に開かれた大学の顔として、全学教育施
設と共ににぎわいのある広場空間（アカデミ
ック・プラザ）を形成する。 

○コミュニティ・プラザから大学ホールへの導
入部的空間を形成する。     

 

○ピロティを設け、イベントに対応する。 
○スリットを設け、大学ホールへの導入部を構成する。 
 
 

総合研究博物館 学術標本の収蔵、分析、展示・公開及び学術標本に関する
教育研究の支援並びにこれらに関する調査研究を行うと
ともに、学内外の教育研究活動に寄与する。 

○全学共用施設の一つとしての象徴性の創出 
○交差点に対して民間等･ホテルと共にゲート

性を演出し、かつ、アカデミック・プラザを
形成する要的施設 

○交差点に対して開いた平面形状とし、同様の平面形状とした民間等施設・ホテルと共に大学
のゲートを構成する。 

○収蔵スペースは、直線の平面形状とし、効率的な収蔵と増築に対応する。 

研究者交流施設 

外国人教師宿泊施設 

世界各国からの多様な研究者，教官及びその家族にとって
宿泊・交流・情報発信・憩いの場となる施設。 
 
 

○学生宿舎や民間等施設と共に、適度なにぎわ
いと快適な住居ゾーンを形成する。 

○低層部に民間等施設を配置し、交差点に賑わいを生み出すとともに、宿泊施設の利便性を高
める。 

(1) 計画方針 
・センター地区は、各々が固有の果たすべき機能・性格を備え

た多様な施設の集合体であり、各施設に相応しい立面計画を

立案し、施設群として「九州大学」のアイデンティが創出さ

れなければならない。 

・ここではマスタープランに示された「新しいキャンパス像の

原点-新キャンパスの基本的考え方」を踏まえ、各施設の特性

やセンター地区の特性・配置計画における各施設の果たすべ

き役割を整理･分析し、各施設の配置計画・景観形成における

役割、立面計画上配慮した事項を提示する。 

 

「新しいキャンパス像の原点-新キャンパスの基本的考え方」 

（九州大学 マスタープラン 2001） 

１）センター･オブ･エクセレンスにふさわしい研究･教育施設 

の整備 

２）環境と共生する未来型キャンパスの創造 

３）地域に開かれた魅力的なキャンパス生活の創造 

４）新しい学術研究都市の核となるキャンパスづくりと 

地域連携の推進 

５）キャンパス間の連携に配慮した新キャンパスの創造 

 

センター地区の特性 

･学園通線との交差 

・タウン･オン･キャンパス 

・２０Mの高低差 

・大学の顔 

・東西を結ぶ 

環境共生 

各施設のデザインと 

全体景観の共生 

ランドスケープデザイン 

デザインコード 

10.6 建築デザイン・立面構成 

表 10.6.1 建築デザイン・立面構成  図 10.6.1 建築デザイン・立面構成  
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 九州大学センター地区基本設計  計画説明書 10.デザイン・コード 

 
屋内運動場 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主として学部低年次の体育教育を行うための施設。休日に
は、学外利用にも開放する。 

○全学共用施設の一つとしての象徴性の創出 
○周辺に残された自然との共生による景観形成 

○近接する自然の地形や植生となじみ 
やすく､象徴性にも優れた楕円平面 
を採用する。 

○自然採光・自然換気用の窓を設け、 
負荷低減を図る。 

○長スパン架構の屋根として構造的 
合理性が有るむくりのついた屋根 
形状とし､柔らかなスカイラインを 
創る。 

大学ホール 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大学における大規模な講演会や演劇、コンサートなどを行
う施設。 

○大学を代表する施設としての、象徴性・求心
性の創出 

○周辺に残された自然との共生による景観形成 

○近接する自然の地形や植生とのなじ 
みやすさと､象徴性に配慮し、回転 
楕円体形状とする。 

○構造形式を構造的合理性に優れた 
回転楕円体形状とし、工事費 
の削減を図る。 

福利厚生施設 キャンパス利用者の活動・生活の支援を行うための施設。
物販店、食堂、カフェを有する。キャンパス･コモン内施
設。 

保健管理施設 学生や教職員の健康管理や健康教育・支援を行う。 

○キャンパス･モールやユニバーサルレベルを
形成する主要な施設 
○キャンパス･モールへのにぎわいの創出 

○理学部ゾーンからの眺望性とキャンパス･コモンの連続性を考慮し低層の施設構成とする。 
○キャンパス顧問に面する立地を生かし、キャンパス･コモン側は開放性の高いファサードとす

る。 
 

課外活動共用施設 学生の課外活動を支援するための施設。 ○キャンパス･モールから屋内運動場へのアプ
ローチ 

○理学部ゾーンからの眺望性とキャンパス･コモンの連続性を考慮し低層とする。 
○地形になじませた、ゆるいアール形状の平面形とする。 

大学事務局庁舎 
 
 
 
 

大学の中心的な管理・運営機能を担う施設。学外からの公
式訪問を受け入れる。 

大学史料室 本学に関わる史料を収集・整理・保存し、大学及び大学の
歴史に関した調査研究を行うとともに、本学教官及びその
他の者の利用に供する。 

教職員施設 教職員の交流・親睦を図る。 

○大学の司令塔としての象徴性 ○象徴性に配慮し、高層とする。 
○博物館やホテルと調和しかつ象徴性 
のある、曲面による立面構成とする。 

○センターコア形式により建物の足元 
周りをピロティとすることで､地盤 
レベルでの視覚的開放性や敷地の有 
効活用を図る。 

 
 

学生宿舎 単身学生･夫婦学生・家族学生のための住居 ○快適かつ周辺の自然と調和した居住ゾーンの
形成 

○高層化により眺望や適切な隣棟間隔を確保する。 

給水センター キャンパスの上水、再生水等を供給するための拠点施設。
再生水給水プラントを有する。 

○自然と調和した景観形成 ○地形に溶け込む形状とし、自然との調和を図る。 

民間等施設・ホテル 生活支援施設としての商業系施設と民間資金によるホテ
ル 

○総合研究博物館と共に、キャンパスの入り口
となる交差点にゲートを形成 

○タウン･オン･キャンパスの創出 

○総合研究博物館と共にゲート性を演出する。 
 

 

10-8  



スカイラインの基準 

 遠景および周辺の山並みに配慮した建築形態とする。敷地内最

高となる西側の山（121m）と、造成後ランドマークとして意識さ

れる水崎城址の山（95m)のそれぞれの頂部を結ぶ線をキャンパス

全体のスカイラインの基準（目安）とする。 

 造成前の尾根線を意識し、周辺の山並みとの調和に配慮しなが

ら、単調で画一的でない変化のあるスカイラインを形成する。 

（九州大学 新キャンパス・マスタープラン2001 7-9より抜粋）

 

スカイラインの形成 

スカイラインは、建物の高さや幅の組み合わせによって創出

される。キャンパス周辺から敷地群を見るとき施設群と空の境

界線であるスカイラインは、センター地区の景観形成に重要な

役割を果たす。 

センター地区は、学園通線から九州大学へアプローチする際

のスカイラインが顔づくりとして重要である。そのため、学園

通線から見た際の後背地の山の稜線とスカイラインの関係性

に注意し、大学の中心的な施設としての事務局庁舎が独立した

ランドマーク（象徴的建物）として認知されるよう計画する。

センター地区全体でのスカイラインの形成にあたっては、造

成前の地形や尾根線を意識し、全学教育施設や総合研究博物館

等の建物群のスカイラインが周辺の山並みと調和するよう配

慮する。 

センター･ゾーン端部の施設については、イースト･ゾーン、

ウエスト･ゾーンの施設との連続性に配慮して計画する。 

また、建物頂部は、群としてスカイラインを形成する点に留

意し、空との境界部としての統一性や美観性の向上に努める。

特に、屋上に設備機器等を配置する際には、遮蔽や形状の工夫

によるデザインをおこない、遠方からの見え方に配慮する。 

 

やわらかいイメージを与える象徴
的建物デザインのスカイライン。 

堅実なイメージを与
えるシャープなスカ
イライン。 
 

ピロティとガラスの箱による浮遊
感の演出 

特徴的なデザインの付加  やわらかい表情と変化に富んだ
スカイラインの形成 

ガラスやルーバーにより、スカイラ
インを透かした例 

山なみ地形になじむスカイラインの形成

ランドマーク

10.7 スカイライン

図10.7.4　スカイラインの基準　

図10.7.5　スカイラインのイメージ　

図10.7.1　スカイラインの事例

図10.7.2　スカイラインの形成

図10.7.3　学園通線からの視認性
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大学全体またはエリア内の施設配置等を示す案内サインをバス停
付近、アライバル・ポイント付近、キャンパス・モール沿い、来
訪者駐車場、動線の分岐点等に配置する。

誘導サインは、各ゾーンへ誘導するサインと、個々の施設
へ誘導するサインに大別される。
各ゾーンへ誘導するサインは、車道の主要な交差点付近および
歩行者動線の結節点付近に配置する。

視覚障害者にも配慮し、点字ブロック、電光サイン、音声サイン、
触知図等の適切な整備を行う。

催し物の内容、場所、期間、期日、時間等の案内をする掲示板、
案内板をエントランスまわり、ピロティ・スペースに設ける。

0 2 0 5 0 1 00ｍ

10.8　サイン計画
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0 2 0 5 0 1 00ｍ

サイン計画は、訪れた人々、利用する人々にとって目的の施設への道筋を分かりやすく

示し、また各施設の建物名称、それらの構成を説明し人々の活動や行動を円滑にするため

に重要な役割を果たす。目的地に施設の形状、色彩、素材等を含む空間構成そのものが来

訪者を誘導することが理想的であるが、サインを組み合わせることにより、情報を必要と

する人々にとってサインの機能をより強調し、また、必要としない人々に対してはサイン

が建物と一体化することにより同化し、違和感を和らげ、なじみやすくする。 

サインは、総合案内板、催し物案内板、誘導サイン、定点サイン等が必要であり、段階

的に進路を促すよう施設計画と一体となった統一的デザインが求められる。 

またサイン自体の形状、色彩、素材あるいは表示する字体、図版等は一貫性のある統一

デザインとする。 

 

・現在位置を認識させる。
・施設、建物等の名称、内容を明らかにする。

・施設、建物等の構成を明らかにする。

・目的とする場所に人々を誘導させる。

サインの目的

予備知識・事前情報

現在位置

目標・目印

催し物案内

目的のゾーン

目的の施設

誘導サイン

案内サイン

サイン

矢印 ピクトグラフ

建物
ランドマーク

空間構成

文字

文字

図版

絵

（１）案内サインの配置

（２）誘導サインの配置

（３）視覚障害者への配慮

（４）催し物の案内

図10.8.2　サインの目的図10.8.3　サインのイメージ

九州大学センター地区基本設計　計画説明書 10.デザイン・コード

図10.8.1 屋外サインの配置例

案内サイン

主な誘導サイン

凡　例

5 7 3 台合計駐車台数

P a r k  i n  P a r k

駐輪場

保存地下遺構

大坂の池

保健管理施設

大学ホール

中央図書館

産学連携施設

大学史料室

高等教育総合開発研究センター

課外活動共用施設

情報学習室

情報学習室

全学教育施設

情報学習室

情報学習室

屋内運動場

未来のポテンシャル軸

民間等施設
国際交流会館 ( 研究者)
外国人教師宿泊施設

教職員施設
研究者交流施設

留学生センター
韓国研究センター

国際交流推進室
アジア総合研究センター

全学教育施設

熱源供給施設

福利厚生施設

大学事務局庁舎

研究教育棟

研究教育棟

学生宿舎

学生宿舎

学生宿舎

学生宿舎

給水センター等

T L O ・リエゾン

駐車場

全学教育施設
学務部

総合研究博物館

ホテル
民間等施設



　施設はヒューマンスケールに合った、優しい光による演出とする。
立体的で変化に富んだ美しい建築構成をより強調するために、
情報学習施設やガラスの開口部分は温白色を主体とした建物内部から
溢れ出てくる光によりアクセントをつける。エントランス部床面には
強い光を落とすことにより明るく光るガラスケースを演出する。

　駐車場照明の漏れ光により隣接する施設、場所によっては、
近隣住民や生態系への影響が懸念されるため、環境庁の
光害対策ガイドラインに適合させる。上方光束比を０％に
抑え、上方への漏れ光をカットする。駐車エリア向街路灯の
配光を前方向のみに抑え、必要なところに必要なあかりを届
ける照明とする。

　プラザとキャンパス・コモンはにぎわいと魅力に
あふれた空間の形成を図り、その存在をアピール
することを目的とするが、域外への、特に上方向へ
の照明の拡散について配慮する。施設に沿って
レイアウトされた植栽と、施設への主動線となる部分が
照明され、光のサインとなる。周囲歩行部には
ベンチ下灯と植栽への照明による立体的な光の演出とする。

　夜間における道路や交通の状況を把握するための視
覚を確保し、道路交通の安全、交通事故防止、円滑な
利用を図るため、道路照明灯を設ける。また、交差点
における歩行者等の事故を防止するため、交差点を中
心に道路照明灯のみでなくフットライトも設置する。

　グリーン・コリドーは自然をあるがままに表現す
るために、できる限り強弱をつけない計画とする。
自然光から人口光への移り変わりを自然に行う。
照明は柔らかく緑をライトアップし安全な足元を
来訪者に確保するフットライトを配置し、
グリーン・コリドーをリズミカルに照らす。

0 2 0 5 0 1 00ｍ
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光環境のゾーニング図10.9.3　

図10.9.2　屋外における照明の目的

図10.9.1　屋外における照明の目的

10.9　照明計画

0 2 0 5 0 1 00ｍ

屋外照明は周辺の景観と調和し省エネルギーと適切な照明技術を採用することにより環

境にやさしい照明（グリーン・ライティング）を計画する。良好な照明環境を実現してい

くうえで上方光束比、グレア、漏れ光の低減、デザイン性を考慮しながらも環境面では樹

木、植栽、野生動植物、の生態リズムを乱さないよう照度と配光の制御が必要である。キ

ャンパス空間を効果的にライトアップすることにより建物の用途、空間の質、建築周囲環

境等が把握しやすい光のゾーニングとする。 

色温度と照度バランス

照度・輝度の対比と順応 適正照度動線上の光のリズム
の組み立て

光の誘導効果
空間の強調ポイント

全体の明るさの
バランス、めりはり

光の強さ

広がり

光を構成する要素

色彩

動線機能

空間機能演色機能
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光のゾーニング計画
施設

駐車場

オープン・スペース
歩行者専用空間

グリーン・コリドー

車道
幹線道路

テーマ 利用者層

快適性

シーケンス

地域性　　　

キャンパス周辺
　の環境把握

　　　施設・空間
の用途、機能、フォルム

利用者に快適な光環境を提供する

屋外における照明の目的

各空間のあいだの明かるさ、
　光の質の変化の把握

凡　例

施設

駐車場 幹線道路
車道

オープン・スペース
歩行者専用空間

グリーン・コリドー

5 7 3 台合計駐車台数

P a r k  i n  P a r k

駐輪場

保存地下遺構

大坂の池

保健管理施設

大学ホール

中央図書館

産学連携施設

大学史料室

高等教育総合開発研究センター

課外活動共用施設

情報学習室

情報学習室

全学教育施設

情報学習室

情報学習室

屋内運動場

未来のポテンシャル軸

民間等施設
国際交流会館 ( 研究者)
外国人教師宿泊施設

教職員施設
研究者交流施設

留学生センター
韓国研究センター

国際交流推進室
アジア総合研究センター

全学教育施設

熱源供給施設

福利厚生施設

大学事務局庁舎

研究教育棟

研究教育棟

学生宿舎

学生宿舎

学生宿舎

学生宿舎

給水センター等

T L O ・リエゾン

駐車場

全学教育施設
学務部

総合研究博物館

ホテル
民間等施設



ガラスのファサードを設けることにより、
建物は、空、樹木、それらの鏡像が重なり
合ったイメージの連続体となり、周辺環境
に溶け込む。合わせガラスに配色したり
カラー・バリエーションの豊かなドット・
パターンを配することにより微妙な変化
を生み出す。

塗装やタイルの仕上げは耐候性、防食性、耐
水性のみだけが目的ではなく、配色、素材の
テクスチャを多様化することにより、効果的
に建物の用途の明確化、格式と安心感の提供
を可能とする。

金属板は軽量で加工性に富み、様々な建築形
態に対応可能なことから、施設の美しいフォ
ルムを強調するのに相応しい仕上げ材である。
発色・着色にも多様性があり、焼付け塗装、
化学処理をして発色させたものから金属の素
材自身の色を生かしたものまであり、施設の
個性を出すのに適した材料である。ルーバー、
グレーチング、パンチングメタル等の使用に
より、自由に透明度を操作することも可能で
ある。

10.10　素材・色彩
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素材と色彩のデザイン方針 

キャンパスは地域を代表するシンボルとして、都市と自然の融和した美しく

快適な環境でなければならない。また、優れた人材の育成の場であり、そこで

生活・活動する人々にとって快適な環境でなければならない。豊かな自然に恵

まれた周辺環境との調和を心がけながらも、風格があり良好な教育研究環境に

相応しい素材・色合いを選定する必要がある。 

 

素材への配慮 

素材の大事な要素として、素材の表面形状、素材の固有色、素材による色の

ばらつきがある。素材と色は密接に関連しており、色と素材は同時に検討して

いく事が大事である。素材は建物の外壁、屋根、窓、開口など、用途によって

適切な環境に調和する素材の使用が必要であり、同時に周辺環境との調和と施

設としての統一性も必要である。素材を選んでいく上で、景観や周辺環境との

調和に加えて、耐久性やメンテナンスのしやすさも物理的条件として重要であ

る。耐久性があり、汚れや劣化に対して補修と改修がしやすく、年月を経ても

美しさを保つ自然に近い素材、丈夫で耐久性・地域性を考慮して適所に使用し

ていくのが望ましい。 

 

色彩への配慮 

建物の色合いの役割は大きく二つに分けられる。一つは視覚を通しての情報

の伝達であり、建築の用途、空間の質の明確化である。もう一つは空間の雰囲

気づくりであり、施設の位置するゾーンの周辺環境との調和と空間用途の性格

付けである。色彩計画を考えていく上で特に権威のある施設に対しては、大学

の歴史性、季節、気候の変化との関係は最も重要な視点であり、色の経年変化

も重要である。オープンスペースとそれに連続する建物は色彩の連続性を保つ

ように配慮し、景観的な流れをつくる。活気ある空間と視覚的に重要な場所に

は際だつ色彩を配置することにより異質のアクセントをつける。 

 

（１）ガラスの施設・空間

（２）塗装・タイル仕上げの施設・空間

（３）金属板仕上げの施設・空間

九州大学センター地区基本設計　計画説明書 10.デザイン・コード



キャンパスとオープンスペース 

オープンスペースは単に、施設間を移動するための外部空間ではな

く、人々の出会いや知的時間を共有する語らいのための仕掛けとして

自然環境と豊かに調和した空間として計画する。年月を重ねることに

よる時間変化はもとより、四季折々の季節の移ろいや日常の天候にお

いても、その表情は時々刻々と変わり続ける。変化しつづける環境に

身をおくことで、人間は、日々成長し多様な文化や知恵を養ってきた。

こうした自然の変化に目を向けて、肌で感じることができる環境こそ

がキャンパスのオープンスペースに求められる。 

外部空間の床材の選定について 

デザインガイドラインに従い、経年変化とともに味わいと深みを出

す、自然に近い素材を用いることを基本とする。 

床は外部環境における人の動線の道標や溜りの空間を規定する。そ

れぞれの多様な空間の可能性を持たせるために、レンガやインターロ

ッキング、ウッドデッキなど適材適所の素材選定を行う。端部の処理

にあたっては、保全緑地と緑地・街路、水路、建物がそれぞれの機能

を損なわず、自然の生態系の柔軟な連続性を確保できる計画とする。 

多様な自然と感性が育まれる教育環境 

豊かな自然に恵まれた新キャンパスでは、外部空間における人が集

まる『場』が季節や時間とともに変化する。環境との共生を考え、夏

の暑さには日陰で涼み、冬の寒さには日向で憩う、人間本来の感性が

育まれる環境を提供する。日向、木陰、日陰など空間における明るい

場所と暗い場所を作り出すことは、多様な生態系を育むだけでなく、

人の空間への嗜好にも多様な選択肢を与えうる。それらは、時間とと

もに変化を許容することも念頭においた計画とする。 

木漏れ日

ピロティ下から日向を見る ウッドデッキ

木を用いた階段

洗い出しと土

石と土レンガの種類による表情の変化

レンガの焼斑による表情の変化

芝生とコンクリート平板

芝生・カスケード・インターロッキング

10.11　オープンスペースの素材

10-13

遠近感の演出 レンガによる表情づくり エッジの処理 日陰の演出 木の使用
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10.12　センター地区誘導指針

10-14

給水センター 各施設共通

キャンパスの上水、再生水
等を供給するための拠点施
設。再生水給水プラントを
有する。

　

・給排水センター

幹線道路から10ｍ、グリー
ンコリドー、保全緑地によ
り規定される範囲を建築限
界とする。

学園通線および幹線道路か
ら10ｍ後退したライン、
サービス道路から5ｍ後退
したラインを建築限界とす
る。

保全緑地および造成法面に
配慮し、地形にあわせて高
さを設定する。

屋上を緑化し、ゲート付近
からの見え方、および理学
系研究教育棟、事務局庁舎
等の上階からの見え方に配
慮する。

設備機械、アンテナ、仮設
物等を設置する際には、遠
方からの景観に配慮する。

施設用地

全学教育施設 総合研究博物館 大学事務局庁舎 生活支援サービス施設 課外活動施設 屋内運動場 その他民間施設施設

学部低年次学生が相互に交
流しながら学習する施設。
大小の講義室や実験室等を
有する。

本学に蓄積された標本、資
料、研究成果等を収蔵、展
示公開する施設。来訪者の
案内サービスを行うイン
フォメーション機能を有す
る。

大学の中心的な管理・運営
機能を担う施設。学外から
の公式訪問を受け入れる。

キャンパス利用者の活動・
生活の支援を行うための施
設。物販店、食堂、カフェ
等を有する。キャンパスコ
モン内施設。

学生の課外活動を支援する
ための施設。

主として学部低年次の体育
教育を行うための施設。休
日には、学外利用にも開放
する。

地域の拠点を形成するタウ
ン・オン・キャンパスとし
て、民間等による展示機
能、交流機能、物販機能、
飲食機能、宿泊機能等を展
開する施設。

・全学教育施設
・高等教育総合開発研究
　センター
・情報学習室
・熱源供給施設

・総合研究博物館 ・大学事務局庁舎
・大学史料室
・教職員施設

・福利厚生施設
・保健管理施設
・情報学習室

・文化系課外活動共用施設 ・総合体育館
・屋内プール

・地域連携施設
・生活支援サービス施設

建設用地を規定する建築線 学園通線及び幹線道路から
10ｍ後退したライン、キャ
ンパス・モール等により規
定される範囲を建築限界と
する。

学園通線及び幹線道路から
10ｍ後退したライン、キャ
ンパス・モール等により規
定される範囲を建築限界と
する。

幹線道路から10ｍ後退した
ライン、キャンパス・モー
ル等により規定される範囲
を建築限界とする。

キャンパス・コモン、キャ
ンパス・モール等により規
定される範囲を建築限界と
する。

サービス道路から５ｍ後退
したライン、キャンパス・
コモン等により規定される
範囲を建築限界とする。

サービス道路から５ｍ後退
したライン、保全緑地によ
り規定される範囲を建築限
界とする。

学園通線および幹線道路か
ら10ｍ後退したライン、グ
リーン・コリドー等により
規定される範囲を建築限界
とする。

隣棟間隔と建物高さ（D/H） アカデミック・プラザ、
キャンパス・モールおよび
学園通線の快適性に配慮
し、原則として(D/H)≧
１、南側施設と北側施設の
隣棟間隔を32m程度とす
る。

アカデミック・プラザの快
適性に配慮し、原則として
(D/H)≧１とする。

キャンパス・モールの快適
性に配慮し、原則として
(D/H)≧１とする。

キャンパス・モールの快適
性に配慮し、原則として
(D/H)≧１とする。

学園通線の快適性に配慮
し、原則として(D/H)≧１
とする。

建物高さ 学生の移動およびキャンパ
ス・モールの日影および威
厳性あるアカデミック・プ
ラザの形成に配慮し、南側
施設は4階程度、北側施設
は6階程度とする。

キャンパスのランドマーク
として位置づけ、10階程度
とする。

キャンパスの交差点に面し
た施設として、8階程度と
する。

キャンパス・モールからの
利用とキャンパス・コモン
側の眺望を確保するととも
に、キャンパス・モール側
の日影を考慮し低層とす
る。

特にキャンパス・モールの
理学系研究教育棟南東部か
らの眺望に配慮して2階程
度とする。

体育館としての機能を確保
するとともに、理学系地区
のキャンパス・コモンから
の眺望を阻害しない（視界
を遮らない）高さとする。

学園通線からの眺望に配慮
し、中高層とする。

屋根 屋上を緑化し、理学系研究
教育棟、事務局庁舎等の上
階からの見え方に配慮す
る。

　 　 屋上を緑化し、理学系研究
教育棟、事務局庁舎等の上
階からの見え方に配慮す
る。

屋上を緑化し、理学系研究
教育棟、事務局庁舎等の上
階からの見え方、および
キャンパス・モールの理学
系研究教育棟南東部からの
眺望に配慮する。

理学系研究教育棟等の上階
からの見え方に配慮する。

　

増築用地 増築部分と全学教育施設と
の隣棟間隔を極度に短くし
ないよう配慮する。

オープンスペース

キャンパス・モール キャンパス・コモン アカデミック･プラザ グリーン・コリドー

オープンスペースの概要 一体的な土地利用、研究・
教育活動の活性化、円滑な
移動を図るため、敷地中央
を東西方向に貫通する中心
軸。人間主体の快適で賑わ
いのある空間形成を目指
す。

開放的なオープンスペース
の連続する、キャンパスの
象徴的な空間。

大学の伝統を醸し出す、風
格をもつ空間。

保全緑地をつなぎ、緑・生
態系をネットワーク化する
緑の回廊。

オープンスペース内施設等 縦動線となる階段、スロー
プ

全学教育施設、生活支援施
設、課外活動施設

歩道、駐車場

隣棟間隔と建物高さ（D/H）
等

32ｍ程度の幅を確保し、施
設の一体的つながりに配慮
する。モール幅員と施設高
さの比を原則として、
(D/H)≧１とする。

キャンパス・コモンの環境
に配慮する。

隣接施設との一体性および
コミュニティ・プラザとの
視覚的つながりに配慮す
る。

隣接施設との一体性に配慮
する。

施設の概要

九州大学新キャンパス　センター地区基本設計業務　設計説明書九州大学新キャンパス　センター地区基本設計業務九州大学新キャンパス　センター地区基本設計業務九州大学新キャンパス　センター地区基本設計業務 10.デザイン・コード

表10.12.1　センター地区用途別誘導方針（学園通線西側地区）



10.12　センター地区誘導指針
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施設用地

全学教育施設 国際交流施設等 産学連携施設 研究者交流施設等 大学ホール 学生宿舎 各施設共通

学部低年次学生が相互に交
流しながら学習する施設。
大小の講義室等を有する。

国際交流の拠点となる施
設。韓国研究センター、留
学生センター等からなる。

大学の研究シーズを産業振
興につなぐための施設。レ
ンタルオフィス機能、レン
タルラボ機能、インキュ
ベータ機能等を有する。

世界各国からの多様な研究
者，教官及びその家族に
とって宿泊・交流・情報発
信・憩いの場となる施設。

大学における大規模な講演
会や演劇、コンサートなど
を行う施設。

学生の居住施設。 　

・全学教育施設
・情報学習室

・留学生センター
・韓国研究センター
・アジア総合研究センター
・国際交流推進室

・産学連携施設
・リエゾン･TLOオフィス

・研究者交流施設
・国際交流会館(研究者)
・外国人教師宿泊施設

・大学講堂 ・学生宿舎

建設用地を規定する建築線 学園通線および幹線道路か
ら10ｍ後退したラインによ
り規定される範囲を建築限
界とする。

学園通線および幹線道路か
ら10ｍ後退したラインによ
り規定される範囲を建築限
界とする。

学園通線および幹線道路か
ら10ｍ後退したラインによ
り規定される範囲を建築限
界とする。

学園通線および幹線道路か
ら10ｍ後退したラインによ
り規定される範囲を建築限
界とする。

幹線道路から10ｍ後退した
ラインおよびグリーン・コ
リドーにより規定されるラ
インを建築限界とする。

幹線道路から10ｍ後退した
ラインを建築限界とする。

学園通線および幹線道路か
ら10ｍ後退したライン、
サービス道路から5ｍ後退
したラインを建築限界とす
る。

隣棟間隔と建物高さ（D/H） コミュニティ・プラザおよ
び学園通線の快適性に配慮
し、原則として(D/H)≧１
とする。

コミュニティ・プラザの快
適性に配慮し、原則として
(D/H)≧１とする。

学園通線の快適性に配慮
し、原則として(D/H)≧１
とする。

居室間のプライバシーに配
慮した隣棟間隔とする。

建物高さ 学生の移動およびキャンパ
ス・モールの日影等に配慮
し、4階程度とする。

学生の移動、全学教育施設
との連続性等に配慮し、4
階程度とする。

イースト・ゾーンからの眺
望に配慮し、4階程度とす
る。

学園通線からの眺望に配慮
し、中高層とする。

学園通線からの眺望に配慮
し、中高層とする。

屋根 屋上を緑化し、イースト地
区研究教育棟の上階からの
見え方に配慮する。

屋上を緑化し、イースト地
区研究教育棟の上階からの
見え方に配慮する。

屋上を緑化し、中央図書館
からの見え方に配慮する。

　 　 　 設備機械等を設置する際に
は、遠方からの景観に配慮
する。

増築用地

オープンスペース

キャンパス・モール キャンパス・コモン コミュニティー･プラザ

オープンスペースの概要 一体的な土地利用、研究・
教育活動の活性化、円滑な
移動を図るため、敷地中央
を東西方向に貫通する中心
軸。人間主体の快適で賑わ
いのある空間形成を目指
す。

開放的なオープンスペース
の連続する、キャンパスの
象徴的な空間。

地域社会との交流を生み出
す「開かれたキャンパス」
を象徴する空間。

オープンスペース内施設等 縦動線となる階段、スロー
プ

全学教育施設、産学連携施
設

隣棟間隔と建物高さ（D/H）
等

施設の一体的つながりに配
慮する。モール幅員と施設
高さの比を原則として
(D/H)≧１とする。

キャンパス・コモンの環境
に配慮する。

隣接施設との一体性および
アカデミックプラザとの視
覚的つながりに配慮する。

施設の概要

九州大学新キャンパス　センター地区基本設計業務九州大学新キャンパス　センター地区基本設計業務 10.デザイン・コード九州大学新キャンパス　センター地区基本設計業務九州大学新キャンパス　センター地区基本設計業務　設計説明書

表10.12.2　センター地区用途別誘導方針（学園通線東側地区）



10.13 センター地区基本設計における土地利用計画
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九州大学新キャンパス　センター地区基本設計業務

凡例 グリーン・コリドー

フリンジ・グリーン

キャンパスモール

壁面線
＊道路境界線から10ｍとする。

キャンパス・コモンを
構成する施設用地

将来建設用地
施設用地

キャンパス・コモンを
構成するオープンスペース

将来建設予定地

センター地区

ウエスト・ゾーン

イースト・ゾーン

キャンパス・コモン


