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図3.1 イーストゾーンの土地利用の概念

3.1 マスタープランにおける骨格形成の構成概念

（１） 地形特性

イーストゾーンは、南側の田園地帯とキャンパスの西側を望める眺望の良い高台に位置す

る。北側は、戸山と金屎古墳の山に、東側は水崎城址の山と塩除古墳の山によって囲まれて

おり、その山間の方角には、博多湾を望むことができる。

（２） 空間構成

• 知的活動をつなぐ空間軸

知的活動をつなぐキャンパス・モールを中心として、その沿道に中央図書館、講義室等の教

育施設群を配置し、施設間の移動利便性に配慮した空間軸を構築する。

• 部局間のつながりを重視した研究・教育施設群の配置

人文科学、比較社会文化、人間環境学、法学、経済学、言語文化、統合新領域学府を主と

する研究・教育施設を学府・研究院制度の理念を実現するコンセプトに基づき、キャンパ

ス・モールの空間軸に隣接して展開する。施設・土地の一体的な利用と学際的な研究・教育

の活性化を促すことを目指し、施設空間の効率的な利用、土地の有効利用、施設間のつなが

りを重視した配置とする。

• ベルベデーレ（眺めの良い場所）を中心とした開放的な「キャンパス・コモン」の形成

土地造成後に高台の敷地から南を望む眺望を特徴とするキャンパス・コモンを形成する。

• ランドマークとなる水崎城址の山

キャンパス・コモンの東側に位置する水崎城址の山をキャンパス内外から望むことができ

るランドマークとして位置づけ、配置計画の拠り所とする。

• 未来を拓く戦略的施設群の立地用地「未来のポテンシャル軸」

研究・教育施設を集約化、一体化した配置とするにより、土地の有効利用を図り、主とし

てゾーン北側に未来のポテンシャル軸を形成する用地を確保する。また、ゾーン東側には、

大規模な組織増等に対応するための将来的な拡張用地を確保する。

• アライバル・ポイントと象徴的空間の形成

キャンパス内の幹線道路とキャンパス・モールが交差、あるいは接する場所をアライバ

ル・ポイント、および象徴的空間として位置づける。特に、東側からの市道（桑原3515号

線）からのアプローチに対して、大学の顔としての空間創りに配慮する。

（新キャンパス・マスタープラン2001「アカデミック・ゾーンの土地利用の方針」より）
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3.2 伊都キャンパスにおける文系地区の特性

3.配置計画

（１） 土地利用

新キャンパス・マスタープラン2001において設定した有効敷地を、文系

地区基本設計の土地利用の対象とする。

文系地区は、隣接するセンターゾーンからの連続性を尊重し、歩行者専

用の空間であるキャンパス・モールを中心に、南西側の高台にキャンパ

ス・コモン、北東側に施設を計画する。

図3.2 新キャンパス・マスタープラン2001の土地利用計画
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（３） センター地区からの軸線の受け（２） 新キャンパス・マスタープラン2001からの継続課題

図3.3 新キャンパス・マスタープラン2001からの継続課題
図3.4 センター地区からの軸線の受け

部局間のつながり

20ｍの高低差

キャンパス・コモン

アライバルポイント

象徴的空間

古墳の記憶の継承

3.配置計画

3.2 伊都キャンパスにおける文系地区の特性

理学系地区

センター1号館

文系地区センター地区

センター2号館

センター地区の軸線を受ける象徴的な建築が求められる。
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図3.5 文系地区における設計課題と配置の考え方

キャンパス・モール

• キャンパス・モールを中心に教育施設群を配置し、

知的活動をつなぐ空間軸を構築する。

20mの高低差

• センター地区とのレベル差が20mあり、キャンパ

ス・モール歩行者の円滑な連続性を確保する。

古墳の記憶の継承

• 糸島地区の歴史的文脈を伝承する。

• 歴史的環境を保存する。

キャンパス・コモン

• 高台の敷地からセンター地区を望むベルベデーレ

（眺望のよい場所）を形成する。

• 大学の顔となる空間を形成する。

中央図書館

• センター地区からのアクセスを確保する。

• 教育研究棟、各部局に近接して配置する。

• 雨に濡れない動線を確保する。

• 学外利用者の利便性を確保する。

水崎城址

• 景観的連続性に配慮する。

アライバルポイント

• キャンパス内の幹線道路とキャンパス・モールが交

差する場所をアライバルポイントとして位置づける。

象徴的空間

• 市道からのアプローチに対して、大学の顔としての

空間創りに配慮する。

• 学園通りからの大学の顔づくりに配慮する。

将来の拡張用地

• 土地の有効利用を図る。

• 施設空間の効率的な利用を図る。

部局間のつながり

• キャンパスの空間軸に隣接し、施設・土地の一体的

な利用を目指す。

• 学際的な研究・教育の活性化を促し、施設間のつな

がりを重視した配置とする。

• 図書館との近接性に配慮する。

グリーン・コリドー

• 周辺の保全緑地をつなぎ、緑、生態系のネットワー

クを形成する。

椎木講堂

教育研究棟

3.配置計画

中央図書館
基幹教育院

カーボンニュートラル・
エネルギー国際研究所

凡例

新キャンパス・マスタープラン2001からの継続課題 赤字

文系地区基本設計の課題 黒字

3.3 文系地区における設計課題と施設配置の考え方

キャンパス・モール
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①知的空間をつなぐ空間軸

②石ヶ原古墳

③複数の部局

④ベルベデーレ

（眺めの良い場所）

⑤高台の敷地

⑥未来のポテンシャル軸

⑦象徴的空間の形成

図3.6 空間構成の方針

（１） 空間構成の方針

Ⅰ．文系地区の空間的特徴 Ⅱ．文系地区計画上の方針 Ⅲ．文系地区の設計としての展開

3.4 配置計画の考え方

3.配置計画

（２） 施設配置の方針

1.3 Ⅱ 2-1 3)施設の配置に関する留意点を受けて、施

設配置の方針を以下のように示す。

【教育研究棟】

教育研究棟は各部局の独自性に配慮し、部局毎のブロッ

クを連結した構成とする。各部局は図書館との関係性及び部

局間の関係性を基に配置する。

【講義室】

複数部局の共同利用に配慮し、教育研究棟の1階配置を

基本とする。500人講義室は分棟とし、キャンパス・モール沿い

に配置する。

【生活支援施設】

生活支援施設は利用者の利便性、キャンパス・モールのに

ぎわいづくりに配慮して配置する。

【中央図書館】

中央図書館はイーストゾーンの学生・教職員の利便性を考

慮し、教育研究棟との近接性を重視する。センターゾーン及

び学外からの利用者に配慮し、ユニバーサルレベル・ブリッジ

から直接アクセスできる配置とする。

【実験棟】

実験棟は部局との関係及びサービス動線の機能性、将来

の拡張性に配慮して配置する。

【附属センター等】

総合臨床心理センターは所属する部局との関係性及び来

館者のプライバシーに配慮した配置とする。

センターゾーンとのつながり

伝統の継承

独自性と学際性

南を望む眺望

景観の形成

用地確保

大学の顔としての空間づくり

• 中央図書館と教育研究棟との近接性

・ユニバーサルレベル・ブリッジ

・キャンパス・モール

・石ヶ原古墳メモリアル展望室

・建物の分節とつながり

・キャンパス・コモン

・広場・眺望

・地形と一体化した中央図書館

・ランドマーク

・山のようなスカイライン

・水崎城址との連続性

・施設を集約化・一体化

・大学センターからの顔：

椎木講堂と中央図書館が一体となった顔

・東側アプローチからの顔：

東側アプローチの正面に教育研究棟

のブロックを配置
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（３） 空間構成のエレメント

高台の敷地を利用した眺望のよい場所の確保にぎわいをつくりだすキャンパス・モール

移動の利便性を考慮したユニバーサルレベル・ブリッジ 造成前の尾根線を意識したスカイラインへの配慮

建物の分節とつながり

3.4 配置計画の考え方

「椎木講堂」「中央図書館」「教育研究棟」

の構成による文系地区の顔づくり

3.配置計画

教育研究棟

中央図書館

教育研究棟

図3.7 空間構成のエレメント
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（２） 建築と屋外空間の融合

3.配置計画

（１） キャンパス・モール

キャンパス・モールの空間に多様性を持たせ、次々と風景が変化する賑わいの

ある空間を計画する。

キャンパス・モール

｜

ユニバーサルレベル・ブリッジ

キャンパス・モール

｜

中央図書館

キャンパス・モール

｜

生活支援施設

キャンパス・モール

｜

ピロティ

キャンパス・モール

｜

教育研究棟

ピロティ

3.5 オープンスペースの考え方

建物の内部と外部をつなぐピロティ空間や吹抜けから採光を得ることで、外部空間を取り

入れた快適な空間を計画する。

吹抜け

図3.8 キャンパス・モール

図3.9 建築と屋外空間の融合
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（３） 様々な広場

3.配置計画

文系地区の玄関となる象徴的な広場 広々として眺望のよい静かな広場

ヒューマンスケールな出会いの広場 緑に囲まれた自然豊かな広場

高低差のある豊かな空間特性を生かし、それぞれが特徴的な表情を持ち

合わせた広場を設ける。

3.5 オープンスペースの考え方

（４） キャンパス・モールの東西への展開

図3.11 キャンパス・モールの東西への展開

中央図書館

ユニバーサルレベル・ブリッジ

中央図書館

センター地区から直線的に続いたキャンパス・モールが、文系地区で折れ曲がる

ことで、人々の流れを受け止める溜りのとなるような空間を目指す。

図3.10 様々な広場
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図3.12 施設配置の方針

3.6 施設配置の方針

キャンパス・モール

ユニバーサルレベル・ブリッジ

グリーン・コリドー

学園通線

水崎城址

幹線道路

キャンパス・コモン

中央図書館との近接性に配慮し、各部局を適

切に配置する。

次々と景色が変化するヒューマンスケールな

空間となるよう分棟施設を配置する。

キャンパス・モールに沿って半屋外空間を設

け、建物の内部と外部がつながった豊かなラ

ンドスケープをつくる。

センター地区からの軸線に配慮し、

施設を配置する。

広く眺めのよいオープンスペース

を確保するため、中央図書館を法

面に配置する。
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教育研究棟

総合臨床心理センター

実験棟

講義室
生活支援施設

講義室

駐車場

駐輪場

椎木講堂

バス停

バス停

圃場

カーボンニュートラル・
エネルギー国際研究所

基幹教育院棟

ドミトリー Ⅱ

伊都ゲストハウス
給水センター

金屎古墳

水崎城址

3.7 配置計画図

中央図書館

実験棟

多目的小運動場

暫定駐車場
（将来拡張用地）

教育研究棟

駐車場

図3.13 配置計画図
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実験棟

教育研究棟

講義室
講義室

生活支援施設

中央図書館

グリーン・コリドー

保全緑地間を結ぶ生態回廊を、自然環境との共生型

キャンパスの象徴として整備する。

キャンパス・モール

ヒューマンスケールの歩行者空間を整備する。

展望室

教育研究棟の最上階に石ヶ原古墳メモリアル展望室を配

置し、眺望を確保する。

立面構成

部局の独自性を確保しつつ、一体感のある立面デザ

インとする。

シンボル性

センター・オブ・エクセレンスの顔、文系地区の象徴と

なる中央図書館を整備する。

アクセス

ユニバーサルレベル・ブリッジにより高低差のある

センター地区からのスムーズなアクセスを確保する。

キャンパス・コモン

伊都キャンパス全体を望む眺めの良い場所（ベルべデー

レ）を確保する。

3.8 キャンパスの構成要素とデザインの方針

総合臨床心理センター

実験棟

図3.14 キャンパスの構成要素とデザインの方針
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3.8 キャンパスの構成要素とデザインの方針

A 幹線道路より文系地区を望む

B 市道（桑原水崎線）より文系地区を望む

キープラン

A

B

図3.15 文系地区のイメージ
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