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【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
　
・グリーン・コリドー
・植栽
・照明
・舗装のデザイン

・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

　2.1　理学系地区デザイン・ガイドラインの役割

（１）　理学系地区デザイン・ガイドラインの役割と位置づけ

　理学系地区デザイン・ガイドラインは、マスタープランや先

行する地区基本設計及びパブリックスペース・デザインマニュ

アルをふまえ、理学系地区に豊かな空間を形成し、将来にわた

り維持・活用し続けていくために作成したものであり、工学系

地区からセンター地区へと続く空間づくりや施設づくりに対す

るデザインの考え方を指針として示している。

　

(２）　デザイン・ガイドラインの視点

　マスタープランにおける「全体計画方針と戦略」に示した

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

1

育環境の構築」に向け、キャンパスを東西に繋ぐ歩行者軸であ

るキャンパス・モールを学生、教職員の集う中心的なオープン

スペースとして位置づける。また、「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。デザインガイドラ

インには、こうした様々なキャンパスにおけるアクティビティ

を踏まえた空間づくりを目指す視点が必要となる。

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」を目指した研究教育施設群は、東西に長く、連続

した大規模な施設であり、キャンパス空間を特長づけるととも

に空間デザインの骨格を規定している。そこで、外部空間にお

いては、ヒューマンスケールを創出す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、周辺から望む施設群によるスカイライン等の景

全体に
関する項目

【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

・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

・エントランス
・ブリッジ

表2-1-1　デザイン・ガイドラインの視点と項目

デザイン・ガイドラインの視点

【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

・キャンパス・コモン
・グリーン・コリドー
・植栽

・立面構成

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

建物のデザインについての視点が重要となる。

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」、「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」、及び「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

境と共生する未来型キャンパス空間の形成に貢献する多様なデ

ザインに関する視点が必要である。

オープンスペースに
　関する項目

建築に
関する項目

ＰＳＤＭによる
規定要素項目

工学系地区基本設計

地区デザイン
ガイドラインⅡ-1-3

センター地区基本設計

理学系地区基本設計

地区デザイン

ガイドラインⅡ-1-2

地区デザイン
ガイドライン

○○地区基本設計

地区デザイン
ガイドライン

適用 適用

○○地区基本設計

地区デザイン
ガイドライン

適用

パブリックスペース・デザインマニュアル

2002 2003

九州大学　新キャンパス・マスタープラン2001

2004

工学系地区基本設計

地区デザイン
ガイドラインⅡ-1-3

センター地区基本設計

理学系地区基本設計

地区デザイン

ガイドラインⅡ-1-2

地区デザイン
ガイドライン

○○地区基本設計

地区デザイン
ガイドライン

適用 適用

○○地区基本設計

地区デザイン
ガイドライン

適用

パブリックスペース・デザインマニュアル

2002 2003

九州大学　新キャンパス・マスタープラン2001

2004
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　2.2　全体デザインの方針

2

＜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。理学系地区では、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。

＜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。

　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・エクセレ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。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であり、

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、学生・教職員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。

＜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、理学系地区に

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、建築物は高層とする。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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キャンパス

    ・モール

キャンパス

   ・コモン

グリーン

   ・コリドー

空間整備方針

○歩行者専用の移動空間。

○ユニバーサルデザインに配慮する。

○｢出会い｣ ｢語らい｣ ｢憩い｣の場として、賑わいのある“み

ち”空間を形成する。

○リズム・秩序を持った「軸」と、周辺の「たまり空間」、

視点場など、多様な空間や景観で構成された魅力ある空間を

形成する。

○センター地区、及び市街地に抜ける景観に配慮する。

○身近な自然とのふれあいや散策、軽い運動など、多様で“疎”

な（低密度な）利用に対応したフレキシブルな空間として整

備する。

○建築（人工）と保全緑地（自然）の接点となる空間として、

自然的地形や景観を基調とした開放的で安らぎの感じられる

空間を形成する。

○南東側サービス道路からのアクセスの確保と空間づくりに

配慮する。

○「溜まり空間」「憩い空間」となるポケットパークを設える。

○空間の分節と人の誘導に資する明快な「軸」形成する。

○「グリーンベルト」としてのヴォリュームを確保するとと

もに、生物多様性の保全に資する樹林から整形的な列植ま

で、空間の位置づけを踏まえた多様なタイプの樹林を形成す

る。

ランドスケープ 植栽 素材

○田園や市街地・海への眺望の活用。

○季節感の創出による「うるおい」

の形成。

○新キャンパスの「共有の空間」と

して、組織間の境界のない（連続的

な）景観を形成。

○コミュニケーションやアクティビ

ティーを誘発する「たまり」空間の

形成。

○記念樹・記念碑等の活用による現

キャンパスの記憶やイメージの継承。

　2.3    　空間別デザインコンセプト 1

○空間のゆとりを活かした大らかな

景観の形成。

○季節感の創出による「うるおい」

の形成。

○新キャンパスの「共有の空間」と

して、組織間の境界のない（連続的

な）景観を形成。

○記念樹・記念碑等の活用による現

キャンパスの記憶やイメージの継承。

○連続した「緑」による生態系ネッ

トワークの形成。

○空間の結節点における「風土の表

象」

○幹線道路側からのアプローチとし

ての明確な「軸線」の形成。

○周辺との調和を

図る。

○エイジングを考

慮する。

○素材感を活かし、

表情を持った仕上

げとする。

○周辺との調和を

図る。

○透水性・保湿性

素材の使用。

○素材の色や質感

を活かす。

外壁材

舗装材

小構造物

施設

（サイン・

照明・

ファニ

チャーな

ど）

【擁壁・袖壁等】

○素材感をシンプ

ルに活かす。

○植栽や地形づく

りの工夫による

「見え掛かり」の最

小化。

【階段】

○視認性の向上。

○周辺建築との調

和を図る。

○耐久性・対候性

のある素材の使用。

【歩道部】

・れんが

・透水平板

・木（枕木）

・石材

・透水性ＡＳ

【駐車場】

・芝舗装

・タイル

・自然石

・金属（部分）

・ガラス（部分）

【擁壁・袖壁等】

・コンクリート

      打ち放し

・石材

【階段】

・れんが

・透水平板

・石材

・金属

・ガラス

・石材

・木（再生材含む)

○コミュニケーションの“拠り所”の形成。

○美しく快適な空間の形成。

○緑陰の提供

○季節感の演出

○記念樹（現キャンパス分）の移植による記憶・イメー

ジの継承。

○建築のヴォリューム感の緩和

○在来種との交雑可能性の低い樹種の使用

○セキュリティー対策（見通し確保）のため、原則と

して低木は使用しない。

○「人工」から「自然」へと移り変わる景観の演出。

○建築のヴォリューム感の緩和。

○建築側への緑陰の提供。

○在来種との交雑可能性の低い樹種の使用。

○地域性の苗木・種子等の使用。

○保全緑地の林縁部の保護。

○セキュリティー対策（見通し確保）のため、原則と

して低木は使用しない。

（象徴的空間）

大学の顔

アライバル

   ・ポイント

○来訪者に対し、インパクトが強く、かつ美しいランドスケー

プの創出により、キャンパスの新たな伝統・象徴となる空間を

形成する。

○『象徴的空間』にふさわしいシンボリックな修景・演出を施

す空間とする。

○センター地区との結節点となるグリーン・コリドーとキャン

パス・モールの交差部分については、アカデミックプラザから

の重要な景観要素となるため、象徴的かつ人が集い易い空間を

形成する。

○「絵」になる景観づくり。

○建築と調和した印象的な景観の創

出。

3

○地区の中心となる象徴的な景観を形成。

○“こかげ”の提供。

○「軸線」「ゲート」の明確化。

○南北の保全緑地をつなぐ生態系ネットワークの形成。

○実験的な自然回復の試み。

○在来種との交雑可能性の低い樹種の使用。

○地域性の苗木・種子等の使用。

○セキュリティ対策（見通し確保）のため、原則として

低木は使用しない。

○植栽間隔を広く確保し、自然樹形を形成する。

○複層構造を持った異齢林の再生により、長期的に安定

した樹林を形成。

○”絵になる”印象的な景観の形成。

○建築のヴォリューム感の緩和。

○在来種との交雑可能性の低い樹種の使用。

○セキュリティ対策（見通し確保）のため、原則として低木

は使用しない。



九州大学理学系地区基本設計　計画説明書 　2.　デザイン・ガイドライン

2-

未来の

ポテンシャル軸

幹線道路

空間整備方針

○戦略的施設の将来建設用地として確保する。

○地域景観に調和した自然な地形づくりを行うとともに、おおらかな地

形や景観を活かした快適な移行空間を創出する。

○沿道緑地等を活用し、大型実験施設群の見え方を和らげる。

ランドスケープ 植栽 素材

○周辺の地形や景観に違

和感なく“なじむ”街路

景観の形成。

○周辺への視線の広がり

を活かした大らかな景観

の創出。

○幹線道路からの視線に

配慮した景観の形成。

○わかりやすい景観の創

出（花木による交差点の

明示など）。

舗装材

小構造物

施設

（サイン・

照明・

ファニチャー

など）

○周辺景観・環境との

調和を図る（特に色

彩）。

○透水性・保水性素材

の使用。

前頁のキャンパス・

モール、キャンパス・

コモン、グリーン・コ

リドーと同じ。

前頁のキャンパス・

モール、キャンパス・

コモン、グリーン・コ

リドーと同じ。

【歩道部】

・透水平板

・透水性ＡＳ

【駐車場】

・芝舗装

【擁壁・袖壁等】

・コンクリート打ち放し

・石材

【階段】

・れんが

・透水平板

・石材

・金属

・石材

・木（再生材含む）

○幹線道路からの“背景”

となる景観の形成。

○周辺緑地景観との連続感

の形成。

○地域性の苗木・種子等の

使用。

○セキュリティー（見通し

確保）のため、原則として

低木は使用しない。

○自然回復による法面修景

○複層構造を持った異齢林

の再生により、長期的に安

定した樹林を形勢。

○研究教育棟は、東西に連続することから、理学系地区に隣接する工学系地区、セン

ター地区の諸施設とのつながりに配慮する。

○大規模な施設であるため、圧迫感の低減を図った構成になるよう配慮する。

○建築物の形態、配置による眺め、視線の留め、視線の変化・連続性等に配慮する。

○施設の使用用途を反映した立面構成とする。

○アライバル・ポイントとして人を迎え入れるゲートは、正面性・シンボル性を強調

して、離れた場所からでも理学系地区が判るように計画する。

○エントランスは学生、教職員が集まる場所としてふさわしく、また人の流れを誘導

できるよう計画する。

○研究教育活動の変化に対応するため、フレキシブルな利用が可能な研究教育施設と

する。

○教員室、院生研究室、実験室の密接な関係に配慮して互いに近接になるように配置

する。

○建築内部からキャンパス・モールへの動線、視線に留意する。

○研究教育棟とキャンパス・コモン内施設、及びキャンパス・モールとの一体性を保

持する。

○キャンパス・コモン内施設はヴォリュームを適切にコントロールし、隣接する施設

群とともにキャンパス・モールの環境形成をはかる。

○ユニバーサル・デザインに配慮する。

○地上レベルにおいて、雨に濡れずに移動できる連続した道を計画する。

○研究教育棟の低層部は、時間と共に味わいが増す素材と

する。

○研究教育棟の低層部は、自然な素材感に配慮し、ヒュー

マン・スケールで変化を持った建築の表情を生み出す。

○研究教育棟の高層部は空を意識した素材とする。

○親しみやすい表情と風格を与える素材。

○色彩の調和。

○工学系とは異なる理学系施設の特色を表現する。

○センター地区施設との連結施設は空間を分断しない素材

や色彩に配慮する。

建築物

○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。

○歩きやすい道、登りやす

い階段、及び集える階段を

計画する。

　2.3　　 空間別デザインコンセプト 2

4
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　2.4-1　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

5

■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要素

である。

■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

て重要な要素である。

■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要素である。

■シンボルファサード

　センター地区の正面に構える

壁面は、大学の顔となる重要な

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及び

利便性を保持するうえで重要な

要素である。

■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

成に重要な要素である。

■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

上で重要な要素である。

図2-3-2 建築デザインにおける主な要素2

図 2-3-1 建築デザインにおける主な要素1
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　2.4-2　建築デザイン - スカイライン

6

図2-3-4　スカイラインの形成

図2-3-3　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。

　理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。　

　理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、理学系地区に隣接

する工学系地区、センター地区の諸施設とのつながりに配慮

する。

　屋上に緊急離着陸スペースや設備機器等、実験施設（温室）

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。

・隣接する施設のつながりに

配慮する。
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　2.4-3　建築デザイン - 立面構成 1

　研究教育棟の壁面は、工学系地区とセンター地区が生み出すデ

ザインとのつながりに配慮する。キャンパス・モールに沿って長

く伸びる研究教育棟は、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なるよう配慮する。また、施設の使用用途を

反映した立面構成とする。

　

（１）　南立面

・層構成　

　研究教育棟に配置される施設それぞれの機能を、立面に表現す

ることを基本とする。講義室、情報学習室が配置され人々の往来

が多い低層部/学府・研究院が配置される中層部/設備機器等が

配置され空と接する高層部の三層からなる立面構成とする。

　キャンパス・モールに沿った低層部は、オープンスペースと一

体的にしつらえる。内部空間と外部空間の相互の賑わいを繋ぐ設

計を行う。さらに低層部は、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

材感に配慮し、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。

　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、表情豊かにし

つらえするとともに、大学として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。その分節の仕方は、理学系部局の部門から導か

れ、各ヴォリュームの大きさを決定し、分節する。

・開口部

　窓、バルコニー等の開口部や庇などは、日照、風向等環境負荷

に配慮するよう、その位置、大きさ、材質等を決定する。

　

7

図2-3-5　研究教育棟　南面

図 2-3- 7　研究教育棟立面構成

・高層部：自然環境を意識し、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

化をもった表情となるよう配慮する。

・圧迫感の低減や、単調さの

緩和のために分節する。

図2-3- 6　素材のイメージ
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　2.4-3　建築デザイン - 立面構成 2

（２）　北立面

　基準階は、建物の北側に南側と同じオフィス・セミオフィスが

配置されるため、基本的には南立面と同様の、層構成・分節化・

開口部によって立面を構成する。

管理・設備・実験諸室が配置される低層部は、基準階とは異なる

立面デザインを行う。

　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。

（３）　西立面

　ゲートのファサードデザイン及び工学系地区の東立面との調和

に配慮した立面構成とする。

（４）　ゲート

 理学系地区のアライバルポイントとしての象徴的な立面構成と

する。

　

　

　

　

　

8

図 2-3- 8　研究教育棟　北面

C案

ゲート検討案

Ａ案

工学系地区とブリッジによって繋ぐ。

ヴォリュームおよび東西の階段室を、グ

リーン・コリドーの軸に対して左右称対

に配置する。

北側より見る

B案

オフィス等によって工学系地区と繋ぐ。 オフィス等によって工学系地区と繋ぐ。

柱が左右対象に配置されていない B 案に

対し、左右対称に柱を配置している。階

段室を南側に配置し、ゲートを左右対称

とする。
図2-3-9　研究教育棟　ゲート
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　2.4-3　建築デザイン - 立面構成３

（５）東立面及び理学系地区とセンター地区の境界部

図2-3-12　研究教育棟　東面ピロティ空間

図2-3-11　研究教育棟　東面（南東側より）

９

・

・

・

図2-3-10　研究教育棟　東面（27Mレベルより見上げ）

・

図2-3-16　研究教育棟　2階平面

理学系研究教育棟は，センター地区に隣接し，コミニュティ

プラザ，アカデミックプラザ及びイベントプラザの連続する

伊都キャンパスを代表するエントランス空間に面して位置す

ることにより、その正面性と象徴性に留意すると共に東方向

からの軸線に配慮した計画とする。

研究教育棟の東面には、全学共用スペース等の共通スペースを

配置する。そして南東コーナーには、眺望の良いリフレッシュ

スペースを配置するとともに、南東側からのアプローチに対す

るアイストップとする。また，東立面の南東及び北東コーナー

部は，北面，南面のファサードデザインの連続性に留意すると

ともに東立面全体の象徴性を演出する。

東側屋上階には，山並みや海の眺望が楽しめる屋外展望スペー

スを設ける。この部分は東立面のデザインにおいて重要な部分

であるためプロポーションや素材，色彩などに留意する。

センター地区のイベントプラザ(標高27m)から本施設が立地す

る地盤(標高36m)へと繋がるメイン階段は、上部に向かうに従

い，階段の幅を絞り込ませることで、パースペクティブな効果

を作り出し，東側のゲート性を演出する。また，勾配を緩やか

にすることで、ユニバーサルデザインに配慮する。

建物南東部ピロティー部は外周に列柱を配し、また３階に

は全学共用（情報学習室）とし、地盤レベルからエレベー

ター等でアクセス出来るように計画する。センター地区の

キャンパスモールの中心軸から理学系地区のキャンパス

モールへと心理的に、また視覚的に動線を促すための工夫

を行い、連続性（シークエンス）にも配慮する。

・

図2-3-15　研究教育棟　3階平面

図2-3-13　研究教育棟　基準階平面

EV

EV（常・非）

階段

情報学習室

実験室

実験室

吹抜

ﾋﾟﾛﾃｨｰ

ブリッジ

EV（常・非）

階段

実験室

実験室

実験室

実験室

研究室
研究室

研究室
研究室

ﾘﾌﾚｯｼｭｺｰﾅｰ

ﾘﾌﾚｯｼｭｺｰﾅｰ

全学共用

キャンパスモールへ誘導される動線

キャンパスモールへの誘導装置

EVﾋﾟﾛﾃｨｰ

実験室

メイン階段

ｾﾝﾀｰ地区へ

階段

EV（常・非）
実験室

図2-3-14　研究教育棟　R階平面

EV

実験室

実験室

ﾋﾟﾛﾃｨｰ

吹抜
EV（常・非）

階段

図2-3-17　研究教育棟　1階平面

展望施設
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Ｂ案 Ｃ案 Ｄ案

Ｂ案 Ｃ案

柱型の奥行きをおさえ、石および金属系素材の

使用により、素材の違いによるデザインを生み

出す。

柱型ＰＣをアルミ型材で両側からはさむ。 縦方向を強調し、リブを 3,6 00 mm ピッチで

付ける。

水平方向を強調する。

　2.4-3　建築デザイン - 立面構成４

10

南ファサードＡ案の間柱の突出を抑える。 3,600mm ピッチで強弱をつける。 リブを3,600mm ピッチで付ける。

Ａ案

Ａ案

南立面検討案

北立面検討案
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東立面検討案

Ａ案

グリッドを基調とした壁面構成でセンター

地区からの「正面性」を作り出し、また低

層部ピロティー空間においてキャンパス

モールへと動線を促す「ゲート性」を表現

している。

Ｆ案

Ｂ案 Ｃ案 Ｄ案

Ｇ案 Ｈ案

ガラスと不透明な壁面による非対称な２

つの塔によりシンボル性を強調している。

シンメトリーな筒状の双塔により正面性、

ゲート性を強調している。

Ｅ案

Ｉ案

大きな門型のボリュームにより遠方か

ら見るゲート性を強調している。

Ｊ案

11

　2.4-3　建築デザイン - 立面構成５

北側に階段室、南側にゆとりスペー

ス、中央に共用研究室とする。非対

称の塔は遠方からのシンボル性を強

調する。

Ｂ案のオプションでそれぞれの塔にス

リット状のガラス開口を設け、垂直性を

より強調している。

Ｃ案同様、スリットによる垂直性を強

調している。

Ｅ案同様、非対称な塔によるシンボル性を

強調している。

Ｅ案同様、非対称な塔によるシンボル

性を強調している。

温室、展望室、階段室を一つのボリュー

ムの中に納め、垂直性を強調している。
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　2.4-4　建築デザイン - アイ・ストップ

図2-3-11　アイ・ストップとアクセントの位置

12

　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

にとって重要な要素である。

　景観要素としてのアイ・ストップと、連続した壁面に強弱を

付けるアクセントは、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。

それぞれのアイ・ストップは規模や見え方などが異なっており、

それらの異なったアイ・ストップが織り交ざることにより、よ

り奥行き感のある風景をつくる。

図2-3-13　南側立面におけるアクセント 図2-3-14　風景の中でのアイ・ストップ

・アイ・ストップ・アクセント

図2-3-12　アイ・ストップとアクセントの構成

・南立面における

アクセント。

・風景の中でのアイ・

ストップ

・階段をのぼる際の

アイ・ストップ
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　2.4-5　建築デザイン - ゲート

図2-3-14　幹線道路北側から見たゲートの位置

13

　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

て重要な要素である。

　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

場所からでも理学系地区が判るように計画する。

図2-3-15　幹線道路南側から見たゲートの位置

図2-3-18　グリーン・コリドーからの眺望

・３層以上（概ね15

ｍ以上）の高さを

確保する。

　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。

　学生・教職員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2-3-17　ゲートの位置

・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。

・ゲート
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　2.4-6　建築デザイン - キャンパス・コモン内施設

図2-3-19　キャンパス・コモン内施設の位置

図2-3-20　キャンパス・コモン内施設

14

　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、重要な要素であ

る。

　キャンパス・コモン内には別棟の講義棟、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

うに屋上テラスや緑化などをしつらえる。

　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。

南東側階段からの

アイ・ストップ

講義棟

・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

などのしつらえとする。

・原則として高さ15ｍ以下の

低層とする。

理系図書館
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　2.4-7　建築デザイン - エントランス
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図2-3-21　エントランスの位置

図2-3-23　理学系地区東グリーン・コリ

ドーからのエントランス

図2-3-24　キャンパス・モールから

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

図2-3-23　理学系地区西グリーン・コリ

ドーからのエントランス

　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

育棟の玄関として重要な役割を果たすエントランスは、学生、

教職員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。

　主に学生のアクセスは、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2-3-22　エントランスまでの動線

・グリーン・コリドーとキャ

ンパス・モールとの交点。

・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。

・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。

・教職員・来訪者の

エントランスとなる場所。

・通勤・通学としての

アプローチ。

・駐輪場からの

アプローチ。
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　2.4-8　建築デザイン - ブリッジ

図2-3-25　ブリッジの位置
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・立体的なつながりに

配慮する。

　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、人の動きを感じるデザインとす

る。

研究教育棟

図2-3-27　キャンパス・モールの断面（講義棟部分）

・軽快で開放的な

ブリッジとする。

講義棟

図2-3-26　キャンパス・モールの断面（理系図書館部分）

・雨に濡れない空間をつくる。 ・雨に濡れない空間をつくる。

研究教育棟

理系図書館

・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繋がりに

配慮する。

・キャンパス・コモン内施設とは屋根を

かけた通路で繋ぎ、連続感をもたせる。

　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要

素である。

図2-3-26　講義棟におけるブリッジの位置
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　2.5-1　オープンスペース・デザイン－キャンパス・モール

集いのスペース

　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、ウォール、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「避難動線」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 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、植栽桝等

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。

キャンパス・モールのイメージ
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キャンパス・モール内の階段のイメージ

　キャンパス・モール内の階段はいずれも緩やかな勾配と

し、さらにセンター地区との結節点となる階段には人が集い

やすい工夫をこらした階段広場とする。緩やかで登りやすい

階段とするために、踊り場を目線の高さに合わせて高さ

1,500mmごとに設ける。

（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

したデザインとする。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

インとする。

（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。

図2-4-1　キャンパス・モールの配置

人が集える階段 緩やかな勾配の階段
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　2.5-2 オープンスペース・デザイン－キャンパス・コモン

　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、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。

　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・コモン内の講義棟に併設したテラスや｢ポケッ

トパーク｣の整備を行う。

18

図2-4-2　キャンパス・コモンの配置

キャンパス・コモンのイメージ

ポケットパークのイメージ

ポケットパーク

（3）　「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。



九州大学理学系地区基本設計　計画説明書 　2.　デザイン・ガイドライン

2-

　2.5-3　オープンスペース・デザイン－グリーン・コリドー

　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・生態系の連続性を確保する「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。
　

（1）　理学系地区西（工学系地区東）グリーン・コリドーの

整備の考え方

　理学系地区西グリーン・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。

　歩行者の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。

19

理学系地区東グリーン・コリドーのイメージ

（2）　理学系地区東グリーン・コリドーの整備の考え方

　理学系地区東グリーン・コリドーは、北に位置する保全緑

地と南側緑地と連携し、生態系のネットワークを形成する。

グリーン・コリドーの東半分は緑地の斜面となっており、緑

のつながりを確保する。

北側の駐輪場とキャンパス・モールを結ぶための南北方向の

歩行者交通と、グリーン・コリドーに沿ったサービス用車道

が通る。歩行者交通にはハードな舗装を行う。サービス用車

道と東西方向の歩行者交通が交差しており、その交点となる

場所のデザインに配慮する。

東西方向に6Ｍの高低差があり、歩行者にとって歩きやすい

階段とスロープをデザインする。

理学系地区東グリーン・コリドー

図2-4-3　グリーン・コリドーの配置

理学系地区西（工学系地区東）グリーン・コリドー
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　2.6　　理学系地区用地別誘導指針
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表2-5-1　

理学系地区用地別誘導指針

　デザインガイドラインおよび

次章の施設計画から抽出される

理学系地区用地別誘導指針を右

表にまとめる。

施設用地

研究教育棟 キャンパス・コモン内施設 図書館・情報基盤センター

施設の概要

主に学府および研究院を対象として、
教員室や実験室等を計画する中高層
の研究教育施設。

キャンパスモールに沿って配置する、学
部を対象とした講義室および生活支援
サービス施設のうち、キャンパスモール
南側のキャンパスコモンに配置する施
設。

ウエスト･ゾーンの理系図書館と情報基
盤センター及び生活支援サービス施設
の一部を一体的に計画する施設。

建設用地を規定する建築線

　 サービス道路から５ｍ後退したライン、
グリーン・コリドー、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、
グリーン・コリドー、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。

隣等間隔と建物高さ（D/H）

研究教育棟とキャンパスコモン内施設
の隣棟間隔を１５ｍ程度とする。研究教
育棟どうしの隣棟間隔は、グリーンコリ
ドーによって規定される。

モール幅員とキャンパスコモン内施設
高さの比を（D/H）≧１とする。

研究教育棟南側壁面から50ｍ程度の
範囲は、キャンパス・モールから水崎城
址への眺めを確保するため,原則として
（D/H）≧１とする。

建物高さ

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、隣接する研究
教育棟とのつながりに配慮するととも
に、10～12階以下とする。

原則として、建物高さを15ｍ以下とす
る。

北側の研究教育棟南側壁面から50ｍ
程度の範囲は原則として高さ15ｍ以下
とする。
最高高さは池の浦古墳の山の高さとの
関係に配慮し、６階程度の階数とする。

屋根

設備機械等を設置する際には､遠方か
らの景観を考慮する。

高層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。

キャンパスモールから水崎城址の山へ
の眺望に配慮する。北側の研究教育棟
南側壁面から50ｍ程度の範囲は緑化し
開放された屋上とする。

増築用地
北側部分に増築用地を確保する。 用地内に増築用地を確保する。当面は

駐車場として利用する。

オープンスペース

キャンパス・モール キャンパス・コモン 西グリーン・コリドー 東グリーン・コリドー

オープンスペースの概要

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、円滑な活動を図るために、研究教
育棟に沿って，東西方向に貫通する歩
行者専用の中心軸である。

施設用地と保全緑地の間に連続する
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であ
る。

ウエストゾーンの中心的な賑わい空間
になり，図書館前広場を意識した演出
をする。

ウエストゾーンとセンターゾーンの境界
に位置し、斜面を利用して理学系の東
面を演出する。

オープンスペース内施設等

縦動線となる階段，スロープ 食堂、講義室、図書館・情報基盤セン
ター等キャンパスコモン内施設。

道路、来訪者用駐車場、図書館前広
場、レベル差解消のための階段、ハー
ドな舗装。

大階段、ブリッジ

隣棟間隔と建物高さ（D/H） 等

15ｍ程度の幅を確保しながら、施設の
一体的つながりに配慮する。モール幅
員とキャンパスコモン内施設高さの比
を、原則として（D/H）≧１とする。

　 ファサードウォールなどにより隣接実験
施設の景観に配慮した計画を行う。

理学系東面の正面性、及びキャンパ
ス・モールの連続性に配慮した計画とす
る。




