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　2.1　工学系地区デザイン・ガイドラインの役割

（１）　工学系地区デザイン・ガイドラインの役割と位置づけ
　工学系地区デザイン・ガイドラインは、豊かなキャンパス空
間を形成し、将来にわたり維持、活用し続けていくために、空
間と施設づくりに関する特徴的な要素を示し、そのデザイン
の考え方を指針として示す。
　デザイン・ガイドラインは、マスタープランと工学系地区
における今後の施設の設計や建設および管理・運営を通し検
証される。更に、その結果を、引き続き実施される他の地区基
本設計とそれに基づくデザイン・ガイドラインへ創造的に継
承する。特に、工学系地区デザイン・ガイドラインは今後の新
キャンパスのデザインを方向付け、新たな伝統を創り出す出
発点である。

図2-1-1　デザイン・ガイドラインの位置付けと創造的継承のためのフロー図
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（２）　デザイン・ガイドラインの視点
　マスタープランに示された「全体計画方針と戦略」における
キャンパス空間形成に関わる方針に基づき、デザイン・ガイド
ラインの視点を以下の３点に整理した。

１）　キャンパスの＜アクティビティ＞に関わる視点
　「東西骨格に支えられる総合大学としての一体的な研究・教
育環境の構築」は、キャンパスを東西に繋ぐ歩行者軸である
キャンパス・モールが教職員、学生の集う中心的なオープンス
ペースとなることを求めている。「安心・安全で快適なキャン
パス環境の整備」には、交流と賑わいの空間づくりやユニバー
サル・デザインを欠くことができない。こうした様々なアク
ティビティを促す空間のしつらえに関する方針を、デザイン・
ガイドラインとしてまとめる。

九州大学新キャンパスマスタープラン九州大学新キャンパスマスタープラン九州大学新キャンパスマスタープラン九州大学新キャンパスマスタープラン九州大学新キャンパスマスタープラン

２）　＜景観形成＞に関わる視点
　「学府・研究院制度の理念を実現する空間構成とその管理・
運営の確立」による研究教育施設群は、東西に長く、連続した
大規模空間であり、キャンパスの特長であると同時にデザイ
ンを基本的に制約するものとなる。これをヒューマンスケー
ルの空間に結びつけるデザインが求められる。また、「糸島地
域の悠久の歴史と自然との共生」、「伝統を創り出す象徴的空間
と柔軟に変化・増殖する空間の共存」に示されるように、周辺
から見たスカイライン等の景観形成への配慮や、九州大学の
キャンパス空間の質を創り出す建物のデザイン的要素を取り
扱う。

３）　＜エコロジー＞に関わる視点
　「糸島地域の悠久の歴史と自然との共生」や「多様な技術に
支えられたサステナブル・キャンパスの形成」、「新しいシステ
ムの創造にチャレンジする実験都市の構築」に示された環境
共生型の未来型キャンパス空間の形成に向けた様々な取り組
みを誘発するデザインの考え方を提示する。

全体に
関する項目

建築に
関する項目

オープンスペースに
関する項目

【景観形成】

・素材と色合い
・資料展示、
　アートワークなどの
　設置

・スカイライン
・立面構成
・アイ・ストップ
・ゲート
・キャンパス・
　コモン内の施設

・グリーン・コリドー
・植栽
・照明
・舗装のデザイン

【アクティビティ】

・アカデミックな空間と
　交流・賑わいの空間
・ユニバーサル・デザイン

・エントランス
・ブリッジ

・キャンパス・モール
・グリーン・コリドー
・ストリート・ファニチャー

表2-1-1　デザイン・ガイドラインの視点と項目
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【エコロジー】

・環境負荷の低減
・ライフサイクルコスト
　への配慮
・自然環境、歴史環境の保
　全

・立面構成

・キャンパス・コモン
・グリーン・コリドー
・ビオトープ
・風環境
・植栽



九州大学工学系地区基本設計　計画説明書九州大学工学系地区基本設計　計画説明書九州大学工学系地区基本設計　計画説明書九州大学工学系地区基本設計　計画説明書九州大学工学系地区基本設計　計画説明書 　2.　デザイン・ガイドライン
2-

　2.2　全体デザインの方針
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＜素材と色合い＞
　施設や屋外構築物などの材料は、年月を経ても美しさを保
ち、味わいを増していく素材を採用することを基本とする。例
えば、自然石、タイル等の自然に近い素材を利用する。
　歩行者に接する低層部の外装は、自然に近い素材とし、スカ
イラインを形成する建物頂部は空を意識し、周辺の見え方に
配慮した素材を採用するなど、自然環境を考慮した材料の選
定をおこなう。
　キャンパス・モール等のオープンスペースとそれに連続す
る建築空間は、相互に関連した色彩の調和を保つように配慮
する。色彩と素材が相まってキャンパスに親しみやすい表情
と風格をあたえる様に配慮する。視覚的に際だつ効果をね
らった色彩配置も活気ある空間づくり、象徴的しつらえに効
果を与える。

＜環境負荷の低減＞
　新キャンパスの立地する糸島の恵まれた自然環境や自然景
観と共生するとともに、環境負荷物質の排出削減等の環境技
術を積極的に導入し、サステナブル・キャンパスの形成を目指
す。工学系地区では、従来のキャンパスに比較し30％のLCCO2
の削減を目標とする。

＜ライフサイクルコストへの配慮＞
　キャンパス空間の質を高め、新たな状況の変化に対応しな
がら機能性のレベルをも保持し続けることはサステナブル・
キャンパスの条件である。キャンパスの整備に合わせて、敷地
の条件や、そこに整備されるインフラ、施設整備の履歴等の
ファシリティ・データベースを構築すると共に、維持・管理費
の低減を図る。

　キャンパスは都市を代表する空間であり、都市と自然の対
立を克服する基本的課題を持っている。新キャンパスのデザ
インは、この課題に挑戦するものである。

＜アカデミックな空間と交流の空間＞
　キャンパス空間は、建築とオープンスペースが巧みにバラ
ンスされた複合体として互いに役割を補完しあい、機能的に
一体となったデザインが求められる。　
　大学を記憶に残し、その独自性を表現する空間は、セン
ター・オブ・エクセンスとして常にある種の風格を備えてい
る。これは、知の拠点として社会より信頼されてきた何よりの
証しである。例えばヨーロッパにその起源をもつ大学空間に
は、象徴的なしつらえが必ずどこかに配されていた。たとえ
ば、ケンブリッジ大学のグレートコート、ハーバード大学の
ハーバードヤードなどは、ある時は象徴的な施設であり、オー
プンスペースである。
　風格を備えた空間は経年的変化の中で生まれるものの、新
キャンパスの骨格は、それを育む豊かな場所性を持つ主要な
な要素である。
　一方で、活気にあふれたキャンパス空間には、緊張から解放
された安らぎの空間、幅広い交流の場となる場所は欠くこと
ができない。特に、教職員・学生が互いに刺激を受けながら知
的創造活動を展開するために、また社会の信頼を確立するた
めにも、多様な交流スペースを整備していく必要がある。
　アカデミックな空間と交流の空間を適切に並立・融合させてい
くことにより、深みのあるキャンパス空間を形成する。

＜ユニバーサル・デザイン＞
　障害の有無や年齢、性別に関わらず誰もがハンディキャップ
を感じることなく自立した生活を送れるキャンパス環境を提供
することは、21世紀を活き続けるキャンパスに欠くことの出来
ない条件である。新キャンパスは、地形の条件から上下階の移
動が必要なケースが多くなるため、オープンスペースと建築を
組み合わせながらユニバーサル・デザインに配慮する。

＜室内空気汚染物質の低減＞
　室内の空気環境に配慮して健康への影響を低減していくた
めに、適切な材料選択、適切な施工・施工管理及び換気・通風
への配慮を行う。

＜資料展示、アートワークなどの設置＞
　九州大学の文化を醸成し表現する場として、工学系地区に
おけるオープンスペースや施設内の各所に、研究教育上価値
の高い資料の展示や、アートワーク設置のためのスペースや
壁面、水面等を設ける。

＜自然環境・歴史環境の保全＞
　新キャンパスは、生態系などの自然環境、埋蔵文化財などの
歴史環境に見るべきものが多い。キャンパスのデザインは、開
発による環境変化の拡がりを抑え、人工物環境は高層空間と
する。また、外観は屋上緑化を行う等、自然環境に対して配慮
する。

(注)LCCO2：建築物が生涯（Life Cycle）を通じて排出する
　　　　　 二酸化炭素（CO2）排出量
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　2.3-1　建築デザイン- 主なキャンパスイメージ強化のための部位と要素
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図 2-3-1 建築デザインにおける主な要素

■立面構成
　大規模な施設の立面構成は圧迫
感の低減を図る上で重要な役割を
果たす。

■ゲート
　ゲートはアライバル・ポイント
において人を迎え入れる装置とし
て重要な役割を果たす。

■エントランス
　キャンパス・モール及びグリー
ン・コリドーに面した研究教育棟
の入口として重要な役割を果たす。

■アイストップ
　キャンパス・モールからみえ
る壁面は、キャンパスのイメージ構
成の演出に重要な役割を果たす。

■ブリッジ
　研究教育棟とキャンパス・コモ
ンに建つ施設との一体性を保持す
るうえで重要な役割を果たす。

■スカイライン
　施設群と空との境界線である
スカイラインの構成は、景観形
成に重要な役割を果たす。

■キャンパス・コモン内施設
　キャンパス・モール及びキャンパ
ス・コモンの良好な環境を確保する
上で重要な役割を果たす。
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　2.3-2　建築デザイン-スカイライン

4

図 2-3-3　スカイラインの形成

・隣接する施設のつながり
に配慮する。

・隣接する施設のつながりに
配慮する。

図2-3-2　周辺の山並みとの調和を図る

　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施設群を見るとき、施設群と空との境
界線であるスカイラインは、景観形成に重要な役割を果たす。

　工学系地区においては、研究教育棟が新キャンパスを南か
ら遠望する際の主要な景観要素となる。　
　工学系地区のスカイライン形成にあたっては、造成前の地
形や尾根線を意識し、研究教育棟のスカイラインが周辺の山
並みに調和するように配慮する。
　研究教育棟は、東西に連続することから、工学系地区に隣接
する理学系地区、農学系地区の研究教育棟とのつながりに配
慮する。
　屋上に設備機器等を設置する際には、遠方からの景観を考
慮する。

・造成前の地形や尾根線を
意識する。
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　2.3-3　建築デザイン- 立面構成

　研究教育棟の壁面は、東西に長く、キャンパス・モールに隣接
しており、その表情は層構成、分節、開口部によって形成される。
　研究教育棟は大規模な施設であるため、圧迫感の低減を図った
立面構成に配慮する。
　施設内の空間特性に配慮した立面構成とする。

（（（（（１１１１１）））））　　　　　南南南南南立立立立立面面面面面
・三層構成　
　視線や手が触れる低層部、空と接する高層部、それを繋ぐ中層
部からなる三層に分けて構成する。
　キャンパス・モールに沿った低層部は、街路空間としてオープ
ンスペースと一体的にしつらえるとともに、ヒューマン･スケー
ルで変化を持った建物の表情を生み出すよう考慮する。またここ
は、視線を間近に受け、手に触れる場所であり、足元周辺の自然
環境と繋がる場所であるため、自然な素材感に配慮する。
　高層部は、豊かな自然環境と調和するとともに、空を意識し、
周辺からの見え方に配慮する。
　中層部は低層部、高層部をお互いに関連付けた、表情豊かなし
つらえするとともに、大学としての威厳のある空間を醸し出す。
　
・分節化
　壁面は東西方向への連続による圧迫感の低減や単調さの緩和の
ために分節する。
　施設内部の空間特性に配慮して、建築のボリュームや仕上げ等
の操作によって分節を図る。

・開口部
　窓、バルコニー等の開口部や庇などは、日照、風向等自然環境
を活かした計画とするため、その位置、大きさ、材質等に配慮す
る。
　

・圧迫感の低減や、単調さの
緩和のために分節する。
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図 2-3-4　研究教育棟　南面

図2-3-5　研究教育棟立面構成

・高層部：自然環境を意識させた空との
関係に配慮する。

・中層部：低層部、高層部を関連付けた表
情豊かなしつらえとなるよう配慮する。

・低層部：ヒューマン・スケールで変化を
もった表情にとなるよう配慮する。



九州大学工学系地区基本設計　計画説明書九州大学工学系地区基本設計　計画説明書九州大学工学系地区基本設計　計画説明書九州大学工学系地区基本設計　計画説明書九州大学工学系地区基本設計　計画説明書 　2.　デザイン・ガイドライン
2-

　2.3-3　建築デザイン- 立面構成

（（（（（２２２２２）））））　　　　　北北北北北立立立立立面面面面面
　研究教育棟の北側に面して、ラボゾーンの機能が表出するた
め、設備ダクトカバーの形態や材料などのデザインにより、北立
面の表情が大きく左右される。

　設備ダクトや配管はメカニカル・シャフトや設備バルコニー等
により、直接外部に露出しないように配慮する。
　幹線道路からの見え方や、施設内の空間特性に配慮する等、壁
面の単調さの緩和につとめる。

（（（（（３３３３３）））））　　　　　東東東東東西西西西西立立立立立面面面面面
　工学系研究教育棟においては、オフィスゾーン、セミオフィス
ゾーン、ラボゾーンを東西軸に平行に配置している。
　研究教育棟東西立面では、この３つのゾーンの機能の違いを視
覚的に表現する。
　キャンパス・モールからの歩行者の視線に配慮し、圧迫感の低
減につとめる。
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図 2-3-6　研究教育棟　北面

図2-3-7　研究教育棟　西面 図2-3-8　設備シャフトの例
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　2.3-4　建築デザイン- アイ・ストップ

図2-3-9　アイ・ストップの位置

図2-3-11　キャンパス・モールから見たアイ・ストップ
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　キャンパス・モールからみえる壁面はキャンパスのイメー
ジに重要な役割を果たす。
　景観要素としてのアイ・ストップは、景観の連続に強弱のア
クセントを付けるとともに、その場所を印象づける。

　アイ・ストップとなる壁面は特徴ある形態や色彩等でその
場所の印象を強調するなどデザイン上の扱いに配慮する。
　キャンパスモールを歩く人の視線を誘導し、分かり易く歩
いて楽しいキャンパスを演出する。
　また、アイ・ストップへの視線の妨げにならぬよう、低層施
設を配置する。

・キャンパス・モー
ルを歩く人の視線
を誘導する

図2-3-10　アイ・ストップの構成

・特徴ある形態や色
彩等で、その場所の
印象を強調する。

・アイ・ストップへの視線
の妨げにならないよう、
低層施設を配置する。
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　2.3-5　建築デザイン- ゲート

図2-3-12　幹線道路北側から見たゲートの位置
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　ゲートはアライバル・ポイントに人を迎え入れる装置とし
て重要な役割を果たす。
　学生・教職員や来訪者を研究教育棟やキャンパス・モールへ
と導く場所をゲートとして位置づける。
 ゲートの正面性・シンボル性を強調して、駐車場等の離れた
場所からでも工学系地区の中心が判るように計画する。

　ゲートとしてのスケール感を満たし、グリーン・コリドーの
連続性を維持するため、開口部の高さを３層以上（概ね15ｍ
以上）とする。
　教職員・学生が誇りと愛着を抱く象徴的空間としてオープ
ン・スペースと建物とを一体的にデザインする。
　

図2-3-14　グリーン・コリドーからの眺望図2-3-13　ゲートの位置

・ゲート

・建物へのエントランス

・グリーン・コリドーとキャ
ンパス・モールの交差

・グリーン・コリドーの
幅を確保する。

・おおよそ３層以上
（概ね15ｍ以上）の
高さを確保する。
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　2.3-6　建築デザイン- キャンパス・コモン内施設

図2-3-15　キャンパス・コモン内施設の位置

図2-3-16　キャンパス・コモン内施設

9

・原則として高さ15ｍ以下の
低層とする。

　キャンパス・コモン内施設は、キャンパス・モール及びキャ
ンパス・コモンの良好な環境を確保する上で、重要な役割を果
たす。
　キャンパス・コモン内には共通の講義室、生活支援サービス
施設、理系図書館・情報基盤センターを配置するが、建物の高
さの序列化を図ることにより、そのボリュームを適切にコン
トロールし、キャンパス・コモンやキャンパス・モールの環境
形成をはかる。

　キャンパス・コモン内施設はキャンパス・モールに沿った一
定の範囲（研究教育棟の壁面より概ね50ｍの範囲）では、原
則として高さ15ｍ以下の低層とする。施設の屋上は高層棟か
らの見え方に配慮し、またキャンパス・コモンと一体となるよ
うに屋上テラスや屋上緑化など、有効利用を図る。
　特に、理系図書館・情報基盤センターの建物はキャンパス・
モールからキャンパス全体のランドマークである水崎城址の
山への眺望に配慮する。

図2-3-17　キャンパス・コモンから水崎城址の山への眺望

・キャンパス・コモンと一体と
なるように屋上テラスや緑化
などのしつらえをする。

・東講義棟

・理系図書館・
情報基盤センター

・生活支援
サービス施設

・西講義棟

・水崎城址

・キャンパス・コモン内施設
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　2.3-7　建築デザイン-エントランス

図2-3-21　グリーン・コリドーからのエントランス

図2-3-20　キャンパス・モールからのエントランス

・グリーン・コリドーとキャ
ンパス・モールとの交点

・幹線道路からグリーン・コリドー
を経由しアプローチするルート
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図 2-3-19　エントランスまでの動線

　キャンパス・モール及びグリーン・コリドーに面した研究教
育棟の玄関として重要な役割を果たすエントランスは、教職
員、学生が集まる場所であり、キャンパスにおける人の流れを
誘導する重要な要素となる。

　教職員及び来訪者には、グリーン・コリドーからゲート空間
を通って、研究教育棟に直接アクセスするエントランスを用
意する。
　学生の通常のアクセスは、キャンパス・モールを通って、南
側からアクセスするエントランスを用意する。

図2-3-18　エントランスの位置

・主に学生のエントランス

・教職員、来訪者のエントランス

・教職員、来訪者のエントランス

・主に学生のエントランスとな
る場所。キャンパス・モール
からアクセス
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　2.3-8　建築デザイン- ブリッジ

図2-3-22　ブリッジの位置

図2-3-23　ブリッジのイメージ
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・立体的かつ一体的な
つながりに配慮する。

・雨に濡れない空間をつくる。

　キャンパス・モールを挟みキャンパス・コモン内施設と研究
教育棟との間に架けられたブリッジは、研究教育棟とキャン
パス・コモン内施設との一体性を保持するうえで重要な役割
を果たす。

　キャンパスモールの開放感を維持するために、ブリッジの
構造を含め幅員及び高さに十分な配慮を行う。ブリッジの下
は地上レベルで雨に濡れずに施設を繋ぐ「みち」として使われ
る。
　ブリッジはキャンパス・モールの利用者に圧迫感を与えな
いように配置するとともに、人の動きを感じさせるデザイン
を行う。

研究教育棟

図2-3-24　キャンパス・モールの断面

・軽快で開放的な
ブリッジとする。

・キャンパス・コモン内施設にブリッジ
を架け、立体的かつ一体的なつながり
に配慮する。

キャンパス・コモン内施設
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　オープンスペースは、そこに隣接する建物の用途、出入口
の配置等とその空間が持つ特性などによって求められる機能
が異なる。これらは、マスタープラン2001で指針とした
｢4.5 新キャンパスに求められる性能｣を満たすものとして重
要な役割を果たす。
・人が移動する空間－｢移動空間｣としての機能
・人の動線が交差する結節点、溜り場としての空間
　－｢溜り空間｣｢集い空間｣としての機能
・緊張感から開放される空間、または建物に入る準備をする
　空間－｢休み空間｣｢気持ちの切り替え空間｣としての機能
・建物から離れ、リフレッシュする空間－｢憩い空間｣　｢レ
　クリエーション空間｣としての機能
・災害時に避難する空間－｢避難空間｣としての機能
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図2-4-1　オープンスペースに求められる機能

(凡例)

“®：｢移動空間｣

•W：｢集い空間｣

—-：｢溜り空間｣

‹x：｢休み空間｣

Œe：｢憩い空間｣

Ú̧：｢レクリエーション空間｣

　2.4-1　オープンスペース・デザイン－求められる機能
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　東西に長いキャンパスにおける一体的な土地利用、研究・
教育活動の活性化、円滑な移動を図るために、敷地中央を東
西方向に貫通するキャンパスの中心軸「キャンパス・モー
ル」がマスタープランにより位置づけられている。
　学際的教育を促進する軸として機能することを目指すと同
時に、自動車やバイクを排除し、キャンパス・モールの環境
と沿道の施設を綿密に計画的に設計することによって人間主
体の快適で賑わいのある空間形成を目指す。
　そのためには、単調な歩行空間とならないよう、アクティ
ビティーの必要性に応じて、キャノピーの形成、ウォールの
築造、ストリートファニチャーの設置、幅員の変化、空間を
分節することで変化を持たせ、歩くことが楽しくなる歩行空
間とする。また、雨に濡れずに移動できる空間を確保する。

（１）　キャンパス・モールに求められる機能
　キャンパス・モールには、東西方向を移動するための「移
動空間」としての機能はもとより、出会いや集いを誘発する
「溜り空間」としての機能、リフレッシュする「憩い空間」
としての機能、災害時の「避難空間」としての機能等が、求
められる。
　　
（２）　｢移動空間｣としての機能を支える
　　　　　　　　　　　　　ユニバーサル・デザイン
　キャンパスの中で最も人の往来が多い空間であるととも
に、敷地の高低差も大きいことから、段差の解消、植栽桝と
一体となったベンチの設置、サイン・学内情報案内板の設置
等のきめ細かな検討等によるユニバーサル・デザインを実践
する。

（３）　建築物との関係付け
　建築低層部、特に接地階の平面計画との整合を十分にはか
り、建築内部からキャンパス・モールへの動線、視線に留意
してデザインを行う。さらに、建築物の形態（フォルム）、
配置による眺め（ビュー)、視線の留め（アイ・ストップ）、
視線の変化・連続性（シークエンス）等に十分配慮したデザ
インを行う。

（４）　ビル風、季節風への対応
　グリーン・コリドーとキャンパス・モールとの交差部分
は、風の影響を考慮して、常緑樹の密植、高低差の利用、
ウォールの設置等を行う。
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キャンパス・モールのイメージ

図2-4-2　キャンパス・モールの配置

　2.4-2　オープンスペース・デザイン－キャンパス・モール

6030 120 2400
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　キャンパス・モールの南側には、保全緑地との間に開放的
なオープンスペース群が連続する「キャンパス・コモン」が
位置付けられている。キャンパス・コモンは、配置の特性か
ら日照環境や開放性の点で優れた環境を提供する空間とな
る。
　美しいランドスケープ・デザインを施すと同時に、ここに
ふさわしい寄附施設等の立地用地として、全学的な利用・運
営方針に基づく将来的な有効利用を図るとされている。
　また、キャンパス・コモンは、並行して整備されるキャン
パス・モールと、機能を相互補完する空間として計画する。

（１）キャンパス・コモンに求められる機能
　キャンパス・コモンには、｢溜り空間｣「憩い空間」としての
機能、スポーツ、ジョギング、散策等の「レクリエーション
空間」としての機能、芝生に座っての屋外授業等の「集い空
間」としての機能等が求められる。

（２）　キャンパス・コモンの整備の考え方
　南に広がる田園風景や背振山系とのつながりを意識し、
芝・草地と樹林と大地のうねりを田園・山系・地形にみたて
て構成する手法により整備を行う。
　地形の高低差を利用した「集い」「憩い」のスペース、
キャンパス・コモン内の、講義棟や生活利便サービス施設に
併設したテラスや｢ポケットパーク｣の整備を行う。

（４）　「溜り空間」「憩い空間」となるポケットパークの配置
　日常的なディベート、偶然の人との出会い、簡単なイベン
ト、授業と授業の間の勉強会等の活動を誘発させるために
キャンパス・コモンまたはキャンパス・モール内外に｢溜り
空間｣、｢憩い空間｣としてのポケットパークを効果的に配置す
る。このポケットパークは、さらに大学での生活をより充実
したものとするため、日光や風・水を感じてリラックスでき
る空間、おしゃべりやお茶を楽しむ空間、軽い運動のできる
空間としても機能させる。また、雨天時や夏の日射に配慮す
る。
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ポケットパーク

図2-4-3　キャンパス・コモンの配置

理系図書館前広場

（３）　理系図書館前広場の整備の考え方
　理系図書館前広場は、大学の固有空間であり、ウエスト・
ゾーンの象徴的空間として整備する。広く、舗装した空間と
し、式典にも対応できるようにする。また、キャンパス・コ
モン、グリーン・コリドーとの交差部としての特性を生か
し、散策や集いを誘発する機能をもたせ、緑の連続にも配慮
する必要がある。

キャンパス・コモンのイメージ 理系図書館前広場のイメージ

ポケットパークのイメージ

N

6030 120 2400

　2.4-3　オープンスペース・デザイン－キャンパス・コモン
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　東西に長い敷地を適度なスケールで分節するとともに、周
辺の保全緑地をつなぎ、緑・生態系をネットワーク化する
「グリーン・コリドー」が位置づけられている。
　緑・生態系のネットワーク機能を来訪者のアプローチを演
出するとともに、｢移動空間｣「アライバル空間」としての機能
等が求められる。
　グリーン・コリドーは地形特性、周辺環境、施設計画、維
持管理方法の特色に配慮し、適切なランドスケープ・デザイ
ンを行う。
　グリーン・コリドーの端部は、小動物が移動しやすいよう
に、樹林を点在させる。また、樹形および樹種についても多
様性を持たせることが重要である。
　幹線道路からのアプローチ・ルートを整備し、主には背後
の景観を視覚的に遮蔽するファサードウォールによって、グ
リーン・コリドーの両側にある実験棟を視覚的に遮蔽する。
　

（２）　工学系地区中央グリーン・コリドーの整備の考え方
　工学系地区中央グリーン・コリドーは、工学系の中心的な
賑わい空間となり、南につながる広大なキャンパスコモンを
演出する。そのためには、南北の軸線を密植により強調し、
キャンパス・モールとの交点には、建築に囲まれた象徴的空
間を演出する。

（３）　工学系地区東グリーン・コリドーの整備の考え方
　工学系地区東グリーン・コリドーは、ウエスト・ゾーンの
中心的な賑わい空間になる。
　歩行者交通量が多いと想定されるため、機能面を重視して
ハードな舗装とするが、緑の連続性を確保する。
　また、理系図書館前広場への動線を演出する。
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（１）　工学系地区西グリーン・コリドーの整備の考え方
　工学系地区西グリーン・コリドーは、もっとも生物多様性
に配慮した空間構成とする。北に位置する生物多様性保全
ゾーンと南側緑地との連携を強化し、南の尾根筋に小動物が
移動可能となるよう、現況植生を考慮した照葉樹林の密生と
する。さらに、小動物によっては、水場が必要となるので、
ビオトープ等を設置する。

工学系地区東グリーン・コリドーのイメージ工学系地区中央グリーン・コリドーのイメージ工学系地区西グリーン・コリドーのイメージ

図2-4-4　グリーン・コリドーの配置

保全緑地
保全緑地

保全緑地

保全緑地工学系地区西グリーン・コリドー
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　2.4-4　オープンスペース・デザイン－グリーン・コリドー
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　空間に求められる機能によって、植栽のあり方もそれぞれ
異なる。ランドマークとしてのシンボル樹、視線を誘導する
樹木の列植、視線を隠す生垣、風対策のための植栽、憩いの
空間を造る植栽、生態系を保全する樹林など植栽手法の組合
せにより利用目的にかなう空間を形成する。

（１）　幹線道路
　幹線道路はメインのアプローチ空間として相応しい樹木を
列植する。
　また、幹線道路沿いに配置される実験棟群を隠すために常
緑樹木群を配植する。
　

（２）　グリーン・コリドー
　工学系地区西グリーン・コリドーは生態系の保全のため
に、南北の保全緑地を結ぶ照葉樹林地を形成する。
　工学系地区中央グリーン・コリドーは南側のキャンパスコ
モンへの有機的なつながりを意識し、自然の中に都市が割り
込んだような緑を目指す。ランダムに植えられた常落混交林
の中に、円錐系の樹種を列植し、軸線を強調する。
　工学系地区東グリーン・コリドーは、両脇に実験棟群を隠
すための常緑樹を配し、中央には季節感を漂わせる花木や、
都市を象徴するような落葉樹を幾何学的に配植する。

（３）　キャンパス・モールとグリーン・コリドー交差部
　キャンパス・モールとグリーン・コリドー交差部は動線の
結節点であり、最も多く人が行き交い、集まる場である。マ
スタープランにおいても象徴的空間として位置づけられてお
り、建物のファサード、舗装、彫刻、噴水等と樹木をバラン
ス良く配置する。

（４）　キャンパス・モール
　人の移動が主になるキャンパス・モールには、動線を誘導
する並木状の列植と、空間分節の要素となるシンボル樹や樹
木群を配植する。

（５）　キャンパス・コモン
　キャンパス・コモンは、芝生と高木からなる空間を形成す
る。中央には、所々にシンボルとなる樹木や、大きな緑陰を
作る樹木を配植し、周囲には、常緑樹を配植する。

（６）　キャンパス・コモンのエッジ部の処理
　キャンパス・コモンの南側には自然緑地が隣接している
が、裸地への植樹、竹林の樹種転換を積極的に行うと共に、
常緑樹により背景を創出し、その前面に季節感を演出する桜
などの落葉広葉樹林を計画する。

図2-4-5　植栽のゾーニング
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　2.4-5　オープンスペース・デザイン－植栽
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　屋外照明の役割としては、自動車や歩行者などの交通安全
性の確保が一義であり、現在では照明の用途も広がりライト
アップ、ライトスケープに代表される環境照明が求められる
ようになってきた。一方、近年これらの照明（光）が自然へ
及ぼす悪影響（光害）が取り沙汰されており、環境庁による
「光害対策ガイドライン」等も整備されてきている。

　新キャンパスでは、原則として必要最小限の照明配置をす
るものの、キャンパス・モールとグリーン・コリドーの結節
点などでは、ライトスケープにより、象徴的空間を演出す
る。

（１）　歩行者専用空間
　歩行者専用空間は、歩行に必要な照度を確保しながら、周
辺の緑への影響等に配慮し、上方光束比の低い下向き照明灯
を採用する。
　キャンパス・モールでは、治安に配慮した明るさを確保す
るとともに、足元照明や樹木のライトアップを兼ねた照明な
どを配置し、歩行空間に必要な照度を確保する。
　グリーン・コリドー内は上方光束比の低い下向き照明灯を
採用し、生態系に配慮する。

（２）　幹線道路
　幹線道路は、保全緑地に接しているところが多い。機能的
に求められる最小限の照度を確保する。
　車道部は、道路の平面線形が曲線であることや、縦断勾配
の変化もあるため、誘導機能が必要となる。また、自転車歩
行者道は研究教育棟から大型駐車場に行く重要な歩行者動線
であることから、ある程度の照度が必要となる。
　したがって、上方光束比の低い照明灯で、自転車歩行者道
の照度を確保し、車道の自動車も誘導する。

（３）　駐車場
　駐車場は、夜間は規模と、位置を把握しにくいことから、
また、防犯上の観点からも、人の顔を認識できるくらいの照
度が必要になる。ただし、自然に対する影響を考慮して、上
方光束比の低い下向き照明灯を採用する。

（４）　照明器具
　照明器具の選定にあたっては、太陽光や風力などの自然エ
ネルギーを利用したものを積極的に採用する。

17

図2-4-6　屋外照明の配置
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　2.4-6　オープンスペース・デザイン－屋外照明
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　地域や社会に開かれたキャンパスとして、初めて訪れた人
にとって案内板、誘導等のサインは、わかりやすいキャンパ
スづくりに重要な役割を果たす。

18

案内サインの例

誘導サインの例

図2-4-7　屋外サインの配置

　施設を含む空間構成そのものが人を誘導するサインとなる
ことが理想である。それを補完するものとして、案内サイ
ン、誘導サインが必要であり、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。

（１）　案内サイン
　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、来訪者駐車場等に配置する。

（２）　誘導サイン
　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。

（３）　視覚障害者への配慮
　視覚障害者にも配慮し、点字ブロック等の適切な整備を行
う。

　2.4-7　オープンスペース・デザイン－屋外サイン
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