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8.1 交通計画 基本方針

(１) 交通計画の考え方と基本方針

伊都キャンパスでは、構内の安全で円滑な交通計画とするため

に、公共交通機関（バス）、自動車、バイク、自転車、歩行者の

それぞれの動線について、総合的観点から計画する。

１) 公共交通（バス）

キャンパス内は、中央を東西に走るキャンパス・モール等の歩

行者動線と自動車の主動線となる幹線道路により、歩車分離を図

る。従って、自動車交通の円滑なアクセスを促すサイン計画及び

駐車・駐輪場の台数確保に配慮した計画とする。駐車・駐輪場の

配置計画にあたっては、利用者の利便性に配慮し、施設へアクセ

スしやすい位置に配置する。

学園通線と幹線道路との交差点付近の渋滞に起因する騒音発生

や大気汚染などを予防することにより、周辺の良好な教育・研究

環境の維持に配慮した計画とする。

２) 自動車交通

大学への主要な公共交通機関はバスであることから、バス停の

設置を行う。

学内の東西を結ぶ主要な歩行者動線であるキャンパス・モール

と幹線道路の交差する位置及び教育研究棟東側にバス停を配置す

ることにより、朝のピーク時におけるバスの円滑な運行を図る。

５) 歩行者

教育研究棟等に関しては、来訪者が利用しやすいよう、来訪者

用駐車場・駐輪場から施設まで誘導する歩行者動線を確保する。

歩行者の主動線となるキャンパス・モールを、各施設間の歩行者

の利便性に配慮した安全で快適な歩行空間として計画する。

自転車動線は歩行者の安全性に配慮し、幹線道路と平行して自転

車専用レーンを設け、歩行者と自動車からの分離を図る。また、駐

輪場を施設近傍に分散配置することで、自転車利用者の利便性を図

る。

自転車用の主な駐輪場は、約20mの高低差を考慮し、中央図書館

の西側付近に設ける。

３) バイク交通

大学の立地、及び敷地の特性からバイク利用者増加が予想され

る。バイク動線は、自動車動線に準じた計画とし、大型車両によ

る巻込みの回避、スロープでの転倒、スリップ事故等の防止など

の安全性確保を最優先し、歩行者、自転車の動線と分離した計画

とする。バイク置場を駐車場内に計画する。

６) サービス動線

生活支援施設のサービス(搬入)動線は、キャンパス・モールや

キャンパス・コモンなど生活空間からの景観に配慮した、効率的

な動線とする。

食堂のサービスは、教育研究棟南側に設け、歩行者動線と明確

に分離する。

購買部、カフェのサービス(搬入)は駐車場内の搬入用駐車スペ

ースから行う。

７) 駐車場の配置

駐車場は、学生・教職員の通学・通勤向けと来訪者向けの需要

を想定し計画する。他のキャンパスからの利用者や、導入される

バス、未来型交通システム等の公共交通の輸送力を考慮して、将

来の拡張用地等を活用しながら、必要最小限の駐車容量をランド

スケープ計画の中で計画配置する。

21世紀の実験都市のキャンパスに相応しい、環境にやさしく経

済的な未来型交通システムの導入について、導入が可能な余地を、

幹線道路沿い及び、キャンパス・モール内に確保する。

８) 未来型交通システム

４) 自転車交通
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図8.1 動線計画の方針
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8.1 交通計画 基本方針

8.インフラストラクチャー計画
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8.1 交通計画 バス交通計画

図8.2 バス交通計画
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8.1 交通計画 自動車交通計画

図8.3 自動車交通計画
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8.1 交通計画 自転車・バイク交通計画

図8.4 自転車・バイク交通計画
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8.1 交通計画 歩行者交通計画

図8.5 歩行者交通計画
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②文系地区詳細図

図8.9 センター地区詳細図
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給水管（上水、再生水）
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8.2 水循環計画 給排水計画

8.インフラストラクチャー計画

凡 例
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（２） 雨水浸透施設及び排水計画

図8.10 雨水浸透施設配置計画

凡 例

記号 設置個所 設置施設

歩道 透水性舗装、浸透ます
浸透側溝

運動施設・建物間の空地
（外周に設置）

透水トレンチ、浸透ます
浸透側溝

駐車場
（トレンチ、ますは外周に設置）

透水性舗装、透水トレンチ、
浸透ます、浸透側溝

雨水浸透施設設置可能領域

8.2 水循環計画 雨水浸透・排水計画

雨水は、土や芝生、砂目地、芝目地、各種浸透施設によりできる限り地盤への悪影響のな

い範囲で地表面での貯留、浸透に努めるものとし、これらからの越流分を雨水排水路により

排水し、調整池を経由して下流に放流する。なお、幹線・準幹線排水路に接続する枝線水路

については透水管（浸透トレンチ）を原則とし、積極的に浸透を推進する場所への導水・浸

透については今後の検討課題とする。

（１） 計画概要

雨水浸透施設は、地盤の浸透能力、地盤造成計画、施設配置計画及び各浸透施設の特徴

等を踏まえて配置する。

浸透施設配置可能区域は、全造成面積（187ha）から盛土部分を除いた敷地とし、建物

予定地や道路、駐車場など表面が被覆される場所を中心に浸透施設を配置する。

下部に雨水浸透施設配置計画全体図を示す。

8.インフラストラクチャー計画
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8.2 水循環計画 雨水浸透・排水計画

8.インフラストラクチャー計画

図8.11 雨水浸透施設配置計画図

8-9



九州大学文系地区基本設計 計画説明書

（２）幹線計画

（３）支線計画

（４）防災計画

図8.12 共同溝概念図

8.3 共同溝計画 基本方針

（１）段階的整備と将来の変化に柔軟に対応可能な計画

主要エネルギーの供給ルートとして共同溝を整備し、電力・情

報通信・給水等のライフラインの基盤強化を図るとともに、段階

的整備と将来の変化に柔軟に対応して増設、更新が可能な供給処

理施設計画とする。

主要エネルギーの引込供給ルートおよび主要プラント施設を結

ぶルートとしてセンターゾーン、イーストゾーン、ウエストゾー

ンを縦貫する幹線ルートを計画し、ライフラインの基盤強化を図

る。段階的な施設整備と将来の変化への柔軟な対応が可能な幹線

計画とする。

幹線ルートにおいて、各ゾーンを縦貫する共同溝を計画する。

センターゾーン、イーストゾーン、ウエストゾーン内の主要プ

ラント施設よりゾーン内の各建物にエネルギーや情報通信線を供

給する支線ルートを計画する。

共同溝を主として段階的な施設整備と将来の変化への柔軟な対

応が可能なルートを計画する。

インフラストラクチャーの基盤となる共同溝については、震災

等の災害時における耐震性と安全性を確保する。

高盛土部におけるは沈下に対する影響を十分検討し適切な対策

を講じる。

8.インフラストラクチャー計画

（５）平面線形 （６）縦断線形

本共同溝の縦断線形は「共同溝設計指針」に準拠し、標準部に

ついては0.2％以上の勾配をとり、会合部については、水平とす

る。また、会合部間は、一定方向の勾配とする。さらに、土被り

については、他の埋設物件と調整を図り、極力浅くなるように道

路縦断勾配に合わせる。ただし、地下水の浸入が予想される場合

には、この限りではない。

平面線形は、道路線形、下水道横断間有無、共同溝の埋設

位置と土被りなどを考慮して設定する。道路の平面線形は曲

線であるが、共同溝平面線形は収容条件の影響を考慮し、直

線による多角形近似とする。なお、折点の位置は下水道との

離隔、横断などに配慮して計画するものとする。

図8.13 共同溝（ルート）
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共同溝の各収容物件の必要スペースは、各物件の寸法、保守管理

時における作業スペース及びほかの収容物件との離隔距離から定ま

る。本共同溝における各収容物件については、収容条件を考慮して

定める。

（１）収容物件の配置の考え方

（２）管理通路の幅員の設定

（３）標準断面の設定

（４）会合部の断面の考え方

（５）吸気口及び排水施設

8.3 共同溝計画 断面

標準断面を設定する主な要素は、収容物件の必要スペースと管理

通路スペースである。前者は、各収容物件の寸法、敷設時・保守管

理時の作業スペース及び他物件との必要距離から定まり、後者は管

理道路及び機材運搬通路としての必要スペースから定まる。

収容物としては、機械設備スペースの上段から順に、上水管、ト

イレ排水管および実験雑排水管、消防水利用消火管、更新スペース

を確保する。また、電気設備スペースにおいても上段から順に、情

報防災、情報通信、高圧、低圧および制御に関する施設を配置する。

標準断面を設定するにあたっては、以下の点を主な方針とする。

• 無駄なスペースが生じないように各物件を配置し、内空断面をで

きるだけ小さく抑える。

• 電力線を下に配置する。物件相互間の必要離隔距離確保のための

スペース。敷設作業スペース及び管理通路スペースはできるだけ

兼用する。

• 重量の大きな物件は、なるべく下部に配置する。

• 電話線、電力線は壁面を利用して並べ、重量の重い各収容物件

は、他の物件が敷設された後の敷設作業および維持管理を考慮し

て、管理通路に面するように配置する。

• 収容物件の種類が多く、規模も大きいことから、構造的な配慮

を含めて配置し、工事費の削減を図る。

• 付帯設備は、なるべく残部空間を有効に利用して配置する。

管理道路の必要寸法は「共同溝設計指針」によれば、高さ2.1ｍ、

幅0.75ｍ以上である。本共同溝においては、以下の項目を考慮して、

道路幅を1.0ｍに設定する。

収容物件の敷設後であっても、バルブ、短管等の運搬が可能な

寸法であること。

歩廊部においても、手すりを除いた実質通路幅が0.75ｍ以上に

なること。

共同溝は、取り出しがある特殊部を境にして、収容物件の孔径あ

るいは条数が変化するのが一般的であり、標準断面の設定にあたっ

ては、大きな変化点及び収容部件の有無に着目し、その間の最大の

孔径あるいは条数で内空寸法を設定する。

収容物件の分岐箇所となる会合部本体では、収容条件を満足する

分岐スペースを確保するため上方に切り回しスペースを確保する。

また管理通路相互の連絡及び取り出し分への連絡のための通路ス

ペースを確保する。

縦断線形が一定勾配で延長が長いため250ｍに１ヶ所程度、排水

ピットを設ける。排水ピットは、ポンプ層と泥止め層からなり災害

時に対応可能な排水設備を設置する。

図8.15 共同溝(支線)断面図例

注) 1.個別の施設計画、建設順序により共同溝利用
または、施設ピット利用となる。

2.共同溝の平面形状は、収容物の配管等の施工
性を考慮して決めるものとする。

図8.14 共同溝(幹線)断面図例

8.インフラストラクチャー計画
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構外インフラストラクチャーとの接続ルートを示す。

図8.16 構外インフラストラクチャーとの接続ルート

8.3 共同溝計画 構外インフラストラクチャーとの接続

8.インフラストラクチャー計画
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