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4.1 計画対象施設の概要

図4.1 文系地区の施設配置

(１) 計画対象施設の概要

本章では、文系地区基本設計における対象施設を、それぞれの敷地

や用途に応じて下記のように分類し、各々の計画方針を提示する。ま

た、文系教育研究棟と中央図書館との関係を示す。

【教育研究棟】

複数の部局の教育研究活動や講義・実験等を行うための施設。

【講義室】

500人の学生を収容可能な講義室。

【生活支援施設】

学生や教職員の活動を支援する厚生施設。

【中央図書館】

イーストゾーンの学生・教職員のみならず全学の学生・教職員や学

外利用者も対象にした九州大学の中央図書館。

教育研究棟

中央図書館講義室
生活支援施設

アクティブラーニング

スペース

講義室

実験棟 総合臨床心理センター
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4.2 施設計画の方針

(1) 施設計画の方針

• 文系地区は、豊かな自然環境、多様な空間特性を有する敷地であり、施設計画にお

いてはその特性を活かし魅力的なキャンパスを創造する。

• 室内に光を取り込む吹き抜け空間、周囲とのつながりを与える半屋外空間、視線の

ぬけをつくり、広場をつなぐファサード、外部環境を利用した居住空間づくりを目

指す。

• 新キャンパス・マスタープラン2001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、文系地区の空間的特徴の分析を基に各施設ご

とに計画上配慮した項目を提示する。

新キャンパス・マスタープラン2001

「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」

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

図4.2 計画上配慮した4つのポイント

文系地区の空間的特徴

①知的空間をつなぐ空間軸

②石ヶ原古墳

②複数の部局

③ベルベデーレ（眺めの良い場所）

④高台の敷地

⑤未来のポテンシャル軸

⑥象徴的空間の形成

「文系地区におけるキャンパス環境づくりの共通ビジョン」

Ⅰ.歴史と伝統を継承し、新たな象徴性を備えるキャンパス環境

Ⅱ.文系地区各部局と図書館の多様な活動を重視したキャンパス環境

Ⅲ.地域社会、世界に貢献するために多様な交流を作り出すキャンパス環境

Ⅳ.地球環境に優しく、持続可能な未来型のモデルとなるキャンパス環境

Ⅴ.安全、安心で快適なキャンパス環境

(２) 計画上配慮した４つのポイント

「新中央図書館基本計画」

＜学習＞ 主体的な学びを創出する図書館

＜教育＞ 教育活動に最大限活用される図書館

＜研究＞ 世界水準の学術研究をうみだす図書館

＜国際＞ 世界への扉となる図書館

＜社会＞ 大学の知を社会につなぐ，開かれた図書館
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4.3 教育研究棟 基本方針

(１) 基本方針
•多様な部局の独自性を確立し、かつ学際的活動を促進する棟構

成とする。

•多様な利用形態や将来の機能変更に対応するフレキシブルな空

間形式とする。

•多様な活動に対応するため、プレゼンテーションスペースやイ

ンナーモールを低層部に配置する。

•騒音の恐れのある実験室や静寂性を必要とする実験室は別棟と

し、教育研究棟北側に配置する。

(２) ゾーニング

•各部局の専門性に配慮するとともに、関連性のある部局を隣接

して配置する。

•低層部（共用講義・文系共用・全学共用）を共用ゾーン、高層

部を部局専用ゾーンに設定する。

共用ゾーン
•エントランスホールを施設の中心に配置し、機能的かつ象徴的

な空間とする。

•フレキシブルな利用に対応するためプレゼンテーションスペー

スを1階に配置する。

•キャンパス・モールに賑わいを創出するよう生活支援施設やプ

レゼンテーションスペースをモール沿いに配置する。

•学生・教職員の利便性に配慮し、事務室をエントランスホール

に面して配置する。

部局専用ゾーン

•教員室は、良好な眺望を確保するため原則として外部に面して

配置する。

•部局毎に異なる研究院と学府の関係性や利用形態にフレキシブ

ルに対応できる構成とする。

•利用者の快適性に配慮し、トイレを各棟に配置する。

(３) 平面計画

棟構成

•部局の独自性と学際性に配慮し、5つの棟が連続する配置とする。

•外壁面を雁行させ建物が与える圧迫感を低減させるとともに、

ヒューマンスケールでオープンなスペースを形成する。

•地域の歴史や伝統を継承し、かつて石ヶ原古墳があった位置に

展望室を配置する。

インナーモール
• プレゼンテーションスペースとの一体的な利用や、研究成

果を発表する展示スペースとするなど、学際的活動を支え

る空間として計画する。

• 屋外のキャンパス・モールと合わせて文系地区の中心的な

活動空間となる。

吹抜け

• 吹抜けに面した室の採光を確保し、良好な居住環境を確保

する。

• 各部局の視覚的なつながりを確保することで、学際的なに

ぎわいのある空間とする。

(４) 動線計画

• 部局専用のエントランスを設け、部局毎の顔作りを行う。

• 各棟に階段を適切に設け、非常時の避難が円滑に行えるよ

う配慮する。

• エレベーターは集約し、スペースを節約するとともに、動

線が長くならない適切な配置とする。

• 中央図書館へのアクセスに配慮した動線計画とし、エント

ランスホールからは雨にぬれないよう、大屋根を設置する。

• 部局ごとに回遊性のある動線を確保する。

(５) 立面計画

• 各部局の独自性と学際性を体現したデザインとする。

• 施設の西側は西日による熱負荷の低減を図った外装計画と

する。

(６) 機能配置の方針

• 全学共用、文系共用、事務室、講義室を各部局の共用ス

ペースとして、教育研究棟1・2階に配置する。

• 全学共用、文系共用、事務室は各部局の計画面積比を負担

率とし、講義室は計画面積比と学生（定員）比の中間値を

負担率とする。

• 各部局の専用部は原則として教育研究棟上部のブロックに

部局毎に配置する。

• 騒音の発生する実験室や、静寂性、プライバシー性が必要

な実験室は分棟施設として計画する。

4-3



九州大学文系地区基本設計 計画説明書 4.施設計画

4.3 教育研究棟 基本方針

検討経緯 – 配置計画① ・低層部の連続的な利用が可能であることを条件に上部では分棟タイプから一棟タイプまで比較検討を行い、各部局の意見を聴取。

・各部局の独自性が感じられる分節されているブロックが連結されているＡ・Ｂ案と完全に分離され分棟となっているＦ案を継続検討。

表4.1 教育研究棟比較
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4.3 教育研究棟 基本方針

検討経緯 – 配置計画② ・部局の独自性と将来の変化に対する可能性からA、B、D案を選択。

・西風の影響を考慮し、棟間に強風が発生せずキャンパス・モールで風速が遅くなるA・B案を融合して計画することに決定。

表4.2 教育研究棟比較

4-5



九州大学文系地区基本設計 計画説明書 4.施設計画

4.3 教育研究棟 基本方針

西側キャンパス・モール側は風速が遅

くなっている。

広い範囲で西側キャンパス・モール側

は風速が遅くなっている。

両端に強風域が大きく発生する。 棟間に強風域が発生する。

図4.3 野外風況データ(資料：九州大学応用力学研究所所報)

図4.4 西風シミュレーション

西風シミュレーション

野外風況データの整理
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4.3 教育研究棟 基本方針

検討経緯 – 講義室配置 X案

・教員・学生の移動が便利

・教員室・院生室が快適に保たれる

・将来増築可

Y案

・別棟のため教員・学生の移動が不便

・教員室・院生室の環境が悪くなる

・将来増築可

Z案

・教員・学生の動線がもっとも長い

・将来増築不可

各案特性を考慮しX案に決定。

表4.3 講義室比較
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4.3 教育研究棟 基本方針

検討経緯 – 部局内の構成

各部局の特性を考慮し、下記のように計
画に反映した。

• 法学・経済… B-Ⅱ案
階によって研究院と学府を分離する

• 人文 … B-Ⅲ案
平面的に研究院と学府を分離する

• 人環… A案
学生の指導のため研究院と学府を近接する

• 言語 … B案
静かな研究環境を求める

• 比文… A案
実験室の配置により
研究院と学府の配置を決定

図4.4 部局における研究院と学府の関係
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4.3 教育研究棟 ゾーニング計画

• 教育研究棟は文系地区の中央に位置する標高約40mの宅盤中央に配置する。中央図書館はセンター地区標高約20mと標高約40mの約20m

のレベル差を利用して法面に埋め込むように配置する。中央図書館の屋上が教育研究棟の建つ標高約40mの宅盤と同レベルとなり、文

系地区のオープンスペースの拡充に寄与する。

• 教育研究棟の1・2階には共通講義室、全学共用、文系共用などの共用部が配置される。各部局のブロックは図書館との関係性、部局

間の関係性、別棟との関係性から適所に配置する。各部局のブロックは内部の機能、規模を考慮し、階数を設定する。

図4.5 文系地区断面図
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4.3 教育研究棟 配置・平面計画

図4.3 教育研究棟 各階平面図

インナーモールの賑わいを生む
生活支援施設を配置する。

プレゼンテーションスペースを３ヶ
所配置し、学際的活動を支援する。

文系地区の顔となる
エントランスホール

利便性に配慮し、エントランスホール
に隣接して事務室を配置する。

キャンパス・モール

眺望のよい食堂を配置する。

トイレを各棟に配置する。

部局間の交流を生むインナー
モールを配置する。

災害時の避難に配慮し
階段を適切に配置する。

4-10



九州大学文系地区基本設計 計画説明書 4.施設計画

4.3 教育研究棟 配置・平面計画

図4.4 教育研究棟 各階平面図

教員室は快適性に配慮し
外部に面して配置する。

リフレッシュスペースを
各棟に配置する。

視覚的につながりを生む
吹抜けを配置する。

各棟で廊下の回遊性を確保する。

視線

視線

視線

視線

視線

視線

視線

視線

視線

視線

視線

視線
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4.3 教育研究棟 配置・平面計画

図4.5 教育研究棟 各階平面図

視線

視線

視線

視線

視線

視線

視線

視線

３６０°見渡せる
展望室を配置する。

外観に配慮しメカニカルバルコニーを
吹抜けに面して配置する。
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4.3 教育研究棟 立面計画

図4.6 色分けによる統一したデザインのイメージ

（１）棟ごとの個性を表現

• 2階より上部は各部局の独自性を表現しブロックの平面形、高さ、向き

が異なる。

• 外壁のデザインは各部局の歴史・文化などの独自性を考慮し、風向・

方位などに配慮する。

• キャンパス・モールに面する1階の外壁は内部の生活支援施設や講義室

の賑わいが外からも感じられる開かれた形を検討する。

（２）西日対策

• 各部局のブロック毎に西日対策を徹底する。十分な深さを持った庇、

縦ルーバーを、方位に合わせて季節ごとの日射高度によってシミュレ

ーションを行い、日射熱取得量を低減する外壁デザインとする。

• 以下は方位ごとの庇および縦ルーバーの日射遮蔽のシミュレーション

である。

図4.7 日照シミュレーション 壁方向キープラン
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4.3 教育研究棟 立面計画

凡 例

壁

窓

影

図4.8 日照シミュレーション① 西向き
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4.3 教育研究棟 立面計画

凡 例

壁

窓

影

図4.9 日照シミュレーション② 南向き
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4.3 教育研究棟 立面計画

凡 例

壁

窓

影

図4.10 日照シミュレーション③ 南西向き
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4.3 教育研究棟 分棟施設

図4.11 教育研究棟 配置図兼1階平面図

ユニバーサルレベル・ブリッジ
からのアプローチ

モールに面した
共用スペース

キャンパス・モール沿いに
賑わいのある機能を配置

購買部・カフェ搬入パーキング

雨にぬれない動線を確保

図書館サブエントランス

食堂搬入パーキング
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4.4 中央図書館 基本方針

２）基本機能

新中央図書館は，九州大学附属図書館全体を統括する総合

図書館として，各種事業の企画・立案，各館及び関連機関・

部署との連絡・調整機能を果たすとともに，全学教育及び人

文社会科学系教育・研究の拠点となる図書館として，以下の

諸機能を果たす。

学習
学習者のニーズに応じた環境を整備し図書館の有する人的資源を

活用して，主体的な学びを促進する。

• 目的や学習形態，人数に応じ選択できる多様な学習スペースを提供

する。

-- 閲覧スペース，グループ学習室，個室等多様な学習スペース

-- 個人利用，多人数での利用に対応したパソコンやネットワーク

が利用できる環境 など

• 長時間滞在が可能となるよう，快適かつ安全で，アメニティ機能の

充実した居心地のよい空間を提供する。

-- 長時間の学習に耐えうる快適な学習スペース

-- 飲食ができるスペース，仮眠もできる休息スペース

-- 眺めのよいサロン的空間 など

• 学内関係部署と連携し，学生期に応じた人的なサポートを行う。

-- 学生の要求に応じた丁寧な学習サポート

-- 主体的な学びをうみだす学習の場のマネジメント

-- 初年次ガイダンス，3-4年次ガイダンス，修士対象ガイダンス

-- 学習サポーターの配置 など

• 学生用図書を体系的に整備し，資料の特性に応じた配置および閲覧

スペースを提供する。

-- 授業関連図書，各分野の基本図書，参考図書等の効果的な整

備・配置

-- 資料を利用しやすい閲覧スペース など

• 資料や空間の「視える化」により知的刺激を与える創造的空間を提

供する。

-- 膨大な図書資料を知の背景として一望できる空間 など

教育

本学の教育活動と連携し，図書館資源を最大限に活かして，教育

を積極的に支援する。

• 教員との連携により，授業関連資料を効率的・効果的に整備・運用

し，提供する。

-- シラバス掲載図書の効果的整備・配置，シラバスとの連携など

• 図書館の資源（設備・蔵書・人材）を有効に活用できる環境を提供

する。

-- 授業に利用できる部屋・設備，図書館資料を活用して定期的に演

習ができるゼミ室

-- 授業成果の展示・発表スペース

-- 新しいスタイルの授業を行える実験的空間 など

• 教育活動と連携し，情報リテラシー教育の主導的な役割を担う。

-- 図書館活用セミナー，各種データベース講習会，各授業と連携

した講習会 など

• 教材開発の支援を行う。

研究

学術情報基盤の整備と研究活動の専門的支援により，学術の発展

に寄与する。

• 人文社会科学系の研究図書館として，選書・評価体制と資料保存環

境の整備により，学術情報基盤を体系的・永続的に構築し，提供す

る。

-- 人文社会科学系のアーカイブとして，研究用図書・コレクション

等産業経済資料・歴史資料等，学術雑誌の集約と研究者に対す

る効率的な提供

-- 恒常的な財源確保と効果的な選書・評価体制による体系的な蔵書

の構築と最適化

-- できるだけ開架を多くし，すべての資料を迅速に提供できる資料

配置

-- 資料の特性に応じた保存環境の整備 など

• 研究者が学術情報資源を最大限に活用できるよう，文献の検索から

入手・管理，論文の執筆・公開までをトータルにサポートする。

（１）『新中央図書館基本計画』第一次案

九州大学附属図書館は学習・教育・研究活動を支える学術

情報基盤として、大学の中核を成す施設であるとともに、西

日本及びアジアにおける拠点となる大学図書館である。附属

図書館は紙媒体電子媒体を問わず学術情報資源を体系的に収

集・組織化・保存・継承し、これを利用要求に対し効果的に

提供する役割を持つが、新中央図書館はこれらの基礎的役割

を充分に果たした上で、さらに活動を育む新たな場として機

能することをその使命とする。このことを表現する基本コン

セプトとして４つのキーワードを新中央図書館の柱に据え、

学習・教育・研究・国際・社会の主に５つの観点から図書館

像および基本機能を示す。

１）基本コンセプト

•いざなう —encourage [知の入口]

知の世界へ，知の深みへ

•つなぐ —link [知の交流]

知と人を，人と人を，過去と未来を

• うみだす —create [知の創造]

学生と，研究者と，市民と

•はぐくむ —cultivate [知の涵養]

新たなる知を，ゆたかな人を

＜学習＞

主体的な学びを創出する図書館

＜教育＞

教育活動に最大限活用される図書館

＜研究＞

世界水準の学術研究をうみだす図書館

＜国際＞

世界への扉となる図書館

＜社会＞

大学の知を社会につなぐ，開かれた図書館

次の百年を担う図書館であること

~アジアのトップブランドとして~
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• 図書館サービスの高度化のため，海外図書館とのネットワーク構築を推進する。

-- 図書館間交流協定の継続拡大

-- 海外図書館との相互利用 など

社会

地域社会への開放，学内外のさまざまな機関との連携，情報の発信

を積極的に行い，九州大学の持つ地域社会における知の拠点としての

役割の中核を担う。

• 地域の知の拠点として住民の生涯学習に資するため，図書館の資料・施設を地

域社会へ広く開放する。

-- 来館・入館・図書の閲覧・貸出

-- 貴重資料等の展示公開

-- 展示コーナーの一般開放

-- 地域情報の収集・発信 など

• 公共図書館等の地域機関との物的・人的な連携強化により，サービスの充実を

図る。

-- 図書の相互貸借

-- 研修等を通じた職員の交流 など

• 社会の学術・教育・産業の活性化に貢献するため，附属図書館が所蔵する資料

や，学内で生産された教育・研究成果を電子化し，広く積極的に発信する。

-- 貴重資料等所蔵資料のデジタルコンテンツの製作・提供

-- QIR（九州大学学術情報リポジトリ）による学内研究成果の発信 など

• 学内の博物館，文書館，その他部局と連携し，九州大学としての社会への情報

発信の一翼を担う。

-- 充実したデータベースや索引・目録類の提供

-- 学術情報資源を一元的に検索できる，ユーザビリティの高い

検索サービスの提供

-- 快適かつ迅速な各種オンライン申し込みサービス，ILL/DDS

サービスの提供

-- 文献管理ツールや学術情報リポジトリ（QIR）による論文執

筆・公開の支援 など

• 学部・研究院等と連携し，専門的知識を有する職員による研究活

動の支援を行う。

-- 高度なレファレンスサービス

-- 教員と職員が連携した選書体制 など

• 研究活動を快適かつ効果的に行える環境を提供する。

-- 研究に集中できる閲覧席，個室や研究活動に利用できるゼミ

室など多様な研究用スペース

-- 参考資料，地図資料及びマイクロ資料などの資料の特性に応

じた機能的な閲覧スペース

-- 国際学会にも対応可能なシンポジウムや講演会が行えるホー

ル，研究会等が行えるスペース など

国際

大学の国際競争力強化に資し，外国人留学生・研究者の学習・

教育・研究支援を充実させるとともに，日本人学生が世界に目を

向ける機会を提供する。

• 外国人留学生・研究者の増加と多様化に対応し，日本人と同等の

サービスを受けられるよう図書館利用支援を充実する。

-- 英語を中心とした言語によるサービス

-- 外国人留学生向けのガイダンス など

• 外国人留学生・研究者に対して有益な資料や情報を提供する。

-- 教科書や研究書等の多言語資料

-- 日本語学習・日本文化理解のための教材

-- 母国情報・地域情報 など

• 学内関係部署と連携して，外国人留学生同士，および外国人留学

生と日本人学生との交流を促進するとともに，日本人学生の国際

化を支援する。

-- ボーダレスな知的交流スペース，交流イベント

-- 留学関係資料の提供 など

4.施設計画

4.4 中央図書館 基本方針

第205回 附属図書館商議委員会承認
(2011(平成23)年 6月 27日)

人材育成・研究開発

前項までに挙げた基本機能を高い水準で維持・発展させてい

くため，状況の変化に対応できる専門性の高い人材の育成，図

書館サービス高度化のための研究開発を行う。

• 体系的な研修制度や大学におけるリカレント教育等により，学

習・教育・研究に積極的に関与できる専門的な人材を育成する。

-- 特定の主題分野の専門知識を有し，コレクション構築や研

究活動の支援を行うライブラリアンの育成・配置

-- 学術情報流通の動向に精通し学術情報基盤を効果的に構築

する人材の育成・配置 など

• 研究開発室を中心に多様な分野の教員との連携により，図書館

の先端的分野における研究開発を行う。

-- 最先端の技術を活用した新しい利用者サービスの研究開発

-- 大学の学習・教育活動と連携した新たな教育支援サービス

についての調査研究 など
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4.4 中央図書館 基本方針

(２) 空間構成 (３) 平面計画

(４) 断面計画

(５) 立面計画

•４階（層）の建築とする。

•センターゾーンからのアクセスに配慮し、地下2階（+30.5）をメ

インエントランスとする。教育研究棟からは南北2ヵ所にアクセ

スポイントを設ける。センターゾーンからは、中央図書館地下4

階から階段とエスカレーターで、メインエントランスにアクセス

する。また教育研究棟からは階段により、中央図書館地下２階の

メインエントランスにアクセスする計画とする。

•地下4階から地下1階まで4層吹抜のダイナミックな書架空間をつ

くる。書架空間全体を吹抜から一望できる構成とし、アカデミッ

クな空間を創出する。

4層吹抜のダイナミックな書架空間のイメージ

•吹抜を囲むように各階に閲覧席・自習席を配置する。

•開架書架は各階を利用し、各階で固定書架に隣接して集密書架

を配置する。

•自動書庫は地下3・4階の2層に配置し、地下1・2階の事務スペ

ースに近接した位置に配置する。

•記録資料館は南側地下3・4階に配置する。記録資料館入口は地

下3階（+26.5）とし、中央図書館と動線を分離する。

•管理部門は主要諸室を地下1・2階に配置する。サービスカウン

ターはメインエントランスと同じレベルの地下2階とし、地下1

階にも管理系事務スペースを配置する。

•管理部門には中庭を設置し、採光と自然通風を確保する。

•地下１階のセンターゾーンに面した場所にアクティブラーニン

グスペースを配置する。

•利用者の主動線やアクティブラーニングスペース等の音源とな

りうる空間と閲覧席等の一定レベルの静寂さを確保すべき空間

および吹抜の位置関係を考慮した計画とする。

•利用者空間は多様な利用形態と将来の学習・教育・研究スタイ

ルの変化に柔軟に対応できる計画とする。

•貴重書庫は利用者スペースに隣接して配置し、貴重資料の存在

を利用者が感じとることができる計画とする。

•各階に地上に通じる出入口を設け、避難と安全に配慮した平

面計画とする。

• 24時間開館を行うために、利用者スペースの一部を区切って

開館できる構造とし、利用者動線に考慮した計画とする。

• 4層吹抜の書架空間は輻射冷暖房を採用するなど環境によって温

度差が生じない計画とする。

•敷地周辺とレベルを合わせるため、地下3・4階は階高４mとし、

地下1・2階は階高５mとする。

•集密書架は地下1階から4階までEVで接続する。

•センターゾーンに面する西側立面には、庇、ライトシェルフ・縦

ルーバー・電動ブラインド等を設置し、西日に十分配慮する。

透明感のあるファサードのイメージ

アクティブラーニングスペースのイメージ
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4.4 中央図書館 基本方針

図4.12 中央図書館機能構成比較表

・図書館の計画はメインエントランスのフロアレベルと吹抜空間のボリュームにつ

いて４案比較検討を行った。メインエントランスはセンターゾーンからのアプ

ローチを考慮して地下２階とし、吹抜空間についてはダイナミックな図書空間を

実現するため４層吹抜を選択した（C案）。また、その後の検討で、教育研究棟

から図書館へのアプローチは地下１階のレベルで接続することとした。

（６） 機能構成の比較
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4.4 中央図書館 配置・平面計画

図4.13 中央図書館各階平面図

自動書庫は地下1・2階事

務スペース直下に配置し、
2層分の収容を確保する。

地下4階平面図 地下3階平面図

機械室は地下4階か

らアクセスできるよう
配慮する。

図書館の搬入口を地
下4階に確保する。

記録資料館は南側地
下3・4階に配置する。

集密書庫は各階、開架書
架に隣接して配置する。

集密書庫には各階に連続
したエレベーターを設置す
る。

集密書庫は各階、開架書
架に隣接して配置する。

記録資料館のエントラン
スは図書館とは別に独
立して地下3階に配置す
る。

地下４階には広々とし
た開架書架と閲覧ス
ペースを確保する。
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4.4 中央図書館 配置・平面計画

地下2階平面図 地下1階平面図

センターゾーン、基幹教育院
からは地下2階でアクセスす
る。

眺めのよい窓際に自
習席を設ける。

中央図書館のメインエントラ
ンスは地下2階に設置する。

中庭を設置し、採光と通風
を確保する。

貴重書庫は利用者スペー
スに隣接して配置し、貴重
資料の存在を利用者が感
じとることができる計画と
する。

南向きの環境のよい位
置にまとまった閲覧ス
ペースを設置する。

センターゾーンに面した
場所にアクティブラーニン
グスペースを配置する。

教育研究棟１階及び地下
１階からアクセスする。

眺めのよい窓際に
自習席を設ける。

教育研究棟１階からアクセス
する。

図4.14 中央図書館各階平面図
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4.4 中央図書館 立面・断面計画

4層吹抜のダイナミック
な書架空間を実現する。

図4.15 西立面図

記録資料館入口は中央図
書館とは別に設置する。

センターゾーンとの渡り廊下
は地下2階に設置する。

西側立面は透明感のあるファサード
とした上、ライトシェルフ・縦ルー
バー・電動ブラインド等を設置し、
西日に十分配慮した計画とする。

敷地周辺とレベルを合わせるた
め、地下3・4階は階高4mとし、
地下1・2階は階高5mとする。

ユニバーサルレベル・ブリッジ

図4.16 断面図

4-24



九州大学文系地区基本設計 計画説明書 4.施設計画

4.5 施設計画誘導指針

表4.3 文系地区用途別誘導指針

教育研究棟 実験施設等 中央図書館 キャンパス・コモン内施設

施設の概要

主に教育と研究を実施するため、学府および研
究院の教員室や実験室等を配置する中高層の教
育研究施設であり、低層部に講義室等の共通施
設を配置する。

騒音、振動、安全性、プライバシー確保の必要
性等から、教育研究棟との分離が必要であり、
教育研究棟との近接性が求められる低層の実験
施設。

文系地区の学生・教職員のみならず、全学の利
用者や地域社会にも開かれた総合図書館。

生活支援施設(レストラン、物販店）、大講義室
等のキャンパス・コモンに配置する施設。

建設用地を規定する建築線 ―

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。

幹線道路から5m後退したライン、キャンパス・
モール等に規定される範囲を建築限界とする。

幹線道路から5m後退したライン、キャンパス・
モール等に規定される範囲を建築限界とする。

隣棟間隔と建築高さ(D/H)

隣接する研究教育棟と連結する。隣接しない教
育研究棟との関係は、原則としてD/H≧1とする。
（D/Hは建築物の高さHと前面の空間の幅Dとの比
を示す。）

―

幹線道路をはさんでセンターゾーンの施設との
関係は、原則としてD/H≧1とする。

隣接施設とは、原則としてD/H≧1とする。

建築高さ

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。また、隣接する教育研究棟とのつな
がりに配慮するとともに、5-10階程度とする。

建物高さHは、実験施設の特性による。 原則として4階程度とし、屋根面を上部地盤面
（標高40m）に合わせ、屋根面でキャンパス・コ
モンの一部を形成するとともに、教育研究棟か
らの眺望に配慮する。

原則として、建物高さHを15m以下とする。

屋根

設備機械等を設置する場合は、遠方からの景観
に配慮する。

―

屋上緑化を図り、キャンパス･コモンの一部とす
る。

高所からの見え方に配慮し、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。

増築用地

東側に増築用地を確保する。 建築面積の20％を確保する。 南側に増築用地を確保する。

―

デザイン・ガイドライン、施設計画、ランドスケープ計画から、文系地区用地別誘導指針を示す。

キャンパス・モール キャンパス・コモン 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、教育･研究活動の活性化、円
滑な活動を行うために、教育研究棟に沿って、
配置する歩行者専用の空間。

用地の南側に配置するオープンスペースであり、
日照環境や開放性に優れた環境を提供する空間。
文系地区においては、中央図書館の屋上を利用
する。

南北の保全緑地をつなぎ、緑・生態系の連続性
を確保するための樹林帯。

オープンスペース内施設等

階段、エスカレーター、スロープ等。 生活支援施設等のキャンパス･コモン内施設。 階段、スロープ等。
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