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伝統と革新が両立し、人・自然・建物が
一体となって成長し続ける空間へ。
関西大学が目指す、千里山キャンパスの未来。
　関西大学は現在、｢21 世紀型総合学園にふさわしいキャ
ンパスの整備・充実｣を掲げ、様々な取り組みを行ってい
ます。
　その具体的な施策の一つとして、｢将来的なキャンパス
グランドデザインの構築｣を進めています。
　その実現に向け、常任理事会のもと、キャンパスデザ
イン会議を設けると共に管財局内に｢キャンパスデザイン
室｣を設置し、学外の専門家と協働で｢関西大学千里山キャ
ンパスデザインガイドライン｣を策定いたしました。
　千里山キャンパスは、大正 11 年（1922）から 90 年間
に亘る間、様々な歴史を経ながら成長してきました。
　この地に息づく歴史や思想をキャンパスに込めて、次
代に伝えていく責務を私たちは担っています。

　関西大学が考える｢21 世紀型総合学園にふさわしいキャ
ンパスの整備・充実｣とは、旧い建物や設備を解体し新し
いものに置き換えるだけの一方向の開発ではありません。
　大地、自然、歴史的に形成されてきた校舎群の持つ空
間構造の価値を大切にします。その上で、キャンパス
デザインの目的とはハードのみならず学生のアクティ
ビティや自然との応答と創造であると考えています。
　このガイドラインの構成は、まず千里山キャンパスデ
ザインのあるべき理念を骨格として整理しています。そ
の次に、現キャンパスが持つ魅力や個性を明らかにし、
それらの全体としてのつながりを具体に描写しています。
また、地域を代表する緑豊かな環境として、緑の形成方
針についても示しています。これらが骨格となり、キャ

ンパス空間は時代時代の代謝と循環を展開していくとい
う . まさにエコロジカルな運用イメージを持っています。
　｢知｣の世紀をリードし、新しい｢公共｣を創造する「21
世紀型総合学園｣を目指して、私たちはこのような応答と
創造のキャンパスデザインを続けてまいります。関西大
学が目指す、新しい千里山キャンパスの姿にご期待くだ
さい。　　　　　　　　　　　

　関西大学千里山キャンパスの、緑と大地と建築が融合す
る景観は、初期から携わられた建築家、故・村野藤吾氏に
より形作られました。
　村野事務所による関西大学の自筆の設計図は今も残って
います。大地と建築が調和する配置計画や、建築と大地を
つなぐスロープなどに、何度も図面を直して力を注がれて
いる情熱が、現在まで沸々と伝わってきます。
　本学の地に足のついた力強い気質も、そういう所から始
まっているといっても過言ではありません。　

キャンパス誕生

は　じ　め　に
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　千里山キャンパスは千里丘陵の地形と美しく調和する
よう、建築群が巧みに配置されています。個々の建物の
美しさや質の高さはもちろん、建築群が互いに影響し合
い流麗な流れを生むような配列がなされていることが挙
げられます。
　あたかも多くの楽器が奏でる音が響き合い、混ざり
合って一つの交響曲が生まれるように、それぞれの建築
物が密接に結びつき、リンクしながらキャンパス全体を
構成しています。

受け継ぎ、つなぐ。
過去から現在へ

　社会的な環境としてキャンパスを考えるとき、人と人の応答
や交流、行政・企業と大学の協働など、ソフトにおける構造が
重要になります。その構造を形成するために、大学の研究活動
の視覚化・オープン化、キャンパスにおける専門分野が互いに
交流・応答・協働を行うこと、さらに外部に対してミセ（店）
的なアプローチを行い、空間を活性化することも必要です。

　キャンパスの空間デザインでは、 “空間構造”を重視します。こ
れは、モノ・機能・装備としての建築物だけ、あるいは樹木の
量だけに注目するのではなく、自然と建築物と人との「間」
「関係性」こそが、真に重要だということです。人・自然・建
築群が豊かな相互関係を育んでゆく構造を、維持・改良（バリ
アフリーや環境配慮など）していけるキャンパスでありたいと
考えます。キャンパスで展開される人と人の出会いと交流、自
然と人の出会いと応答こそがキャンパスの財産と確信していま
す。

　千里山キャンパス中央部には大きな道が通っており、地域住
民（歩行者）の方々が大学内を通り抜けることができます。こ
の道を通して地域の方々の暮らしが大学に入り込んでおり、そ
れは千里山キャンパスの大きな特徴となっています。「街を招
き入れるキャンパス」「街へ混ざっていくキャンパス」とし
て、未来に向けさらに地域と共生できるキャンパスを育んでい
きます。

　キャンパスは純粋に教育と研究のみを追求する場であること
に加えて、卒業生も含めた関大人が活動し、自らを表現する場
としての役割も担っています。人間とは何かを考え、世界を構
想し、社会で活動する人材を育み続けるために、オープンかつ
魅力と交歓に富んだキャンパスの実現に尽力していきます。

　大学とは、純粋に専門知識の探求や高度な技術の習得
のみを行うことができる場であり、その上で学生が自立
した思考に基づいて行動し、世界と相対するための「個
の確立」を目指す場所。
　より良い未来のために自ら因習を打ち破る勇気を持つ
人格、それぞれの職能を通して公共のために生きる人格
を育成する場所。
　人と人との交流が生まれ、人と自然の応答が叶い、知
が育まれる。関西大学は、そんなキャンパスを形成して
いきます。

育み、伸ばす。
未来へ向けて

人・社会

地形・歴史

社会環境構造

空間環境構造

基盤環境構造

マネジメント

継承

相互交流軸／街路
スペースデザインとしてのキャンパス

ソーシャルデザインとしてのキャンパス

地域と共生するキャンパス

「『考動』する関大人」が活動する場としてのキャンパス

３つ の 環 境 構 造
　キャンパス空間は、以下の３つの環境構造により構成されています。
　中でも、キャンパスデザイン室が主に扱う“空間環境構造”は、千里丘の地形やキャンパスの歴史という“基盤環境構造”を、人間
の形成・育成と社会への参与という“社会環境構造”へとつなぐ重要な役割を担っています。

　キャンパスの機能・空間構成の骨格を明らかにし、そ
れを維持していくことにより、大学の多様な機能の循環
や効率を高め、魅力と活性のあるキャンパスの維持と向
上が可能となります。

キャンパス空間
骨格の意義

　中心エリアと街路や路地広場網、クラスターの建築
群構成、地域への連続性―というように、全体が構造
を持ちながら有機的に循環していくことを構成概念と
します。

有機的な循環

地　域

キャンパスコア

クラスター

クラスター

クラスター

教室

教室

教室

研究室
クラスター

教室

研究室

研究室

クラスター

教室 研究室

研究室

地域交流

地域交流

地域交流

地域交流

地域交流

クラスター

地　域 地　域

教室

研究室

オープンユース

オープンユース

地域
キャンパスストリー

ト軸

基　本　理　念

3　関西大学　キャンパスデザイン構想 関西大学　キャンパスデザイン構想　4

関西大学千里山キャンパス空間の基本理念

構　成　概　念

関西大学千里山キャンパスの構成概念

※1　エリア　　：地域。区域。領域。範囲。
※2　クラスター：都市計画で，道路や各種建築物を互いに関連させ，一つにまとめた区域。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（『大辞林』第二版、三省堂）

中央エリア（図書館、芝生広場、大学院棟）を、キャンパス全体の“キャンパスコア”（ギリシャローマにおける都市広場・市場＝アゴ
ラ・フォーラムのイメージ）と位置づけます。このエリアは図書館・広場・大学院棟という大学における活動や創造の中心となりますの
で、心地よい空間を維持し、将来につなげてゆきます。

キャンパスコア

キャンパスコアの周囲は、街路や公園状の坂道などが、道のリングを構成しています。ここから四方に派生する街路は、キャンパスを貫
通し駅や地域間をつなげます。

キャンパス街路

キャンパスコアを囲うように、周囲には各学部や機能の”クラスター”（建築・施設群）が配列されています。各クラスターにおいて機能
は「教室空間」と「研究室空間」で構成されます。「教室空間」はキャンパスコアに寄って配することで、学部を超えてより効率的に活
用していくことが可能となります。その分、研究室エリアを確保し充実することも可能となります。「研究室空間」はキャンパスの周縁
側に配することで落ち着いた環境となり眺望も開け、また周辺地域との交流の接点となる機能も期待されます。

クラスター※2

※1



クラスター名 機　　能 特長と空間マネジメントの方向性クラスター の 概 要と基 本 的な 方 向 性
　キャンパス内の校舎群は、学部などそれぞれの集合のクラスター(建築・施設群)ごとに特徴のある配置や空間の構成を育んでき
ました。それらは大切な場所の記憶であり資源であり、これからのキャンパスデザイン・マネジメントの骨格として継承されてい
くものです。
　クラスターを特徴付ける意味とは、校舎の群構成の骨格となる空地空間や広場街路の基本構造の特色を大切にすること、改修・
増築・新築にあたっては基本構造を維持しながら、校舎間の活かされていない空地や地形のヒダ、校舎内の余剰スペースなど、空
間化資源のスペースを整理していくことです。

①

②
③

④

⑤

⑥
⑦

⑧
⑨

⑩
⑪

⑫

＜眺望に開いた高台に建つ＞
丘状の開放感を閉じないようにします。眺望の良さを活かす方向性です。遠景へ
指向した建築の軸的構成に留意し、学生の通路として広場のあり方を考えます。⑫本部クラスター

●関西大学会館
●100年記念会館
●校友･父母会館

＜豊かな樹林に包まれた高密度な集合体＞
関大前駅からの見え方、公道に面した立地を活かして、大学のシンボル・看板と
して全体のフォルムや構成を維持していきます。建物の足元は樹林の間の小道で
す。

③第3学舎クラスター ●第３学舎
　（社会学部・リードセンター他）

＜楠の大木が特徴的な景観＞
約60年の歴史を刻む幼稚園には、その歴史と共に成長してきた楠の大木に見守ら
れた四季折々の花に彩られた園庭を中心に、地形と建物を大事に整備していきま
す。

⑪幼稚園クラスター ●関西大学幼稚園

＜街路に沿って街並みを形成する＞
市街地側、キャンパス側ともに道としての空間を形成しており、表と内側の関係
です。快適な通りの景観を維持します。⑦大学会館クラスター

●新関西大学会館 
●以文館（法科大学院　他）

＜起伏のある地形に寄り添う建物群＞
阪急電車からの「顔」となる部分です。起伏のある地形を利用して整備していき
ます。⑩中・高クラスター

●関西大学第一高等学校
●関西大学第一中学校

＜キャンパス中心に対しシンメトリーな構えを向ける＞
ゲートから入った道広場に対して図書館が迎え、悠久の庭を軸とした尚文館へ至
る流れなど神殿的な構成が特徴です。空間の基調は維持しながらヒューマンな要
素も加えていきたいと考えます。

⑥キャンパスコア
●総合図書館
●尚文館
●悠久の庭

＜大きな芝のスクエアを囲う群構成＞
堂々とした構成の中に発展の余地が残っている空間構成です。構造は維持しなが
らも、人の棲み場所、ヒューマンなスペース、および空間デザインの質の向上を
目指します。

①第1学舎クラスター
●第１学舎
　 （法学部・文学部・政策創造学部
　　　　　           ・外国語学部、他）

●簡文館(博物館)

＜細やかなスケールの裏街的な群構成＞
凹凸と巡る感覚があり、スケール感は親しみが持てます。さらに空間デザインや
快適性を整備していきます。⑧文化クラスター

●誠之館２・３号館
   （サテライトステーション・課外）
●誠之館６号館（有鄰館・課外）

＜樹林と共生した有機的な配置構成＞
豊かな樹林に包まれた代表的な校舎景観です。クラスターの内側は少し建物の密
度が高く、建物間の空間をより豊かにしていきます。また、駐車場との関係も意
識して空間デザインの質の向上を目指します。

②第2学舎クラスター
●第２学舎
　 （経済学部・商学部・会計専門職院）

●円神館(ITセンター)

＜直列の配置構成が特長を形成＞
工場的な均質配置が一つの特徴を形成しています。空間構造を活かした形態を維
持しながら、スペースやフォルムの＋α、－αのアメニティ空間を創出していき
ます。

⑤実験棟クラスター
●第４学舎実験棟（理工系学部）
●ハイテク・リサーチ・コア
●学術フロンティア・コア

＜中庭を内包しつつリズム良く棟が連続＞
有機的でリズミカルな配置構成の中に、中庭や街路空間が巡るように連続してい
きます。キャンパスの代表的な質の高い空間構成です。構成を維持しながら空間
の活性と機能の向上を試みていきます。

④第4学舎クラスター ●第４学舎（理工系学部）

＜伸びやかで大きなスケールの集積エリア＞
グラウンドと、比較的大きな建物が共存しています。キャンパスストリートと地
域をつなぐ重要な終端と位置づけられますが、現在はここで“途絶えている”軸の
形成を糸口としていきたいと考えます。

⑨スポーツクラスター ●スポーツ施設エリア

N

構　成　概　念
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　キャンパスコアはシンプルで明解な都市の中
心空間を作り出します。それ対してクラスター
は複数の建築群が都市集落を形成するようにそ
の周囲に構成されています。

キャンパスにおける
都市と広場のイメージ

　クラスターの配置や断面は既存地形の特色を
活かした個性的なものとして継続して手を入れ
ていきます。

大地を尊重し、
大地と共に造形する

　建築の配置構成により空地や路地を生みだし
ています。これら空地や路地の有機的構成は
様々なキャンパスライフを創り出して行きま
す。

空地と路地を
大切に維持していく

　地形、大地、街路、自然と建築の連続性と一
体感を大切にします。建築のボリュームは人間
の為の舞台として、低く樹木を圧しない高さを
基調とします。広場に向かい街路を介して人々
の活動が交歓し、自然と建築と人間が交流しま
す。

人間が交流するための
空間環境としていく

　街路はキャンパスでの活動を誘発し、地域と
つながる、創生と循環の骨格です。街路骨格と
連携した循環の建築・環境形成を目指します。

街路骨格と連携した
循環の建築

 

図書館

広場

広場

大学院棟

クラスター文化

第 学舎クラスター

第 学舎
クラスター

第 学舎クラスター

第４学舎クラスター

本部クラスター

中･高クラスター

幼稚園クラスター

大学会館クラスター

キャンパスコア

実験棟クラスタ―

各クラスター
キャンパス広場

有機的路地網
メイン街路

コアと周辺との関係
キャンパスと周辺との関係

スポーツクラスター
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基　本　方　針

関西大学千里山キャンパス空間の基本方針
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おわりに

～100年後、200年後、300年後の未来を見すえて～

　このガイドラインは、千里山キャンパスのグランドデザインを構築する

にあたり、指針として作成いたしました。

　また、キャンパスデザインにおける理念を多くの方々にお伝えするため

のツールとして、このガイドラインを活用していきたいと考えています。

　幼稚園から大学院までの全ての在学生、卒業生、保護者の皆様、教職

員などの方々をはじめ、受験生ならびに周辺住民の皆様に向け、様々な

場面でお手元に届けたいと考えております。

　同様の理念で高槻キャンパス、高槻ミューズキャンパス、堺キャンパス

も展開していく予定です。これからも21世紀型総合学園にふさわしい

キャンパスの整備・充実を図ってまいりますので、今後ともご理解・ご協

力を賜りますようお願いいたします。

まもる緑

ポテンシャルを分析し、名所化する

①風景を活かす名所づくり
②樹木を保存し、空間の質を高める
③キャンパスの地形・地歴を活かす

つくる緑

場所に新しい個性をあたえる名所

④防災や環境への意識を高める空間
⑤地域の景観とつながる緑の周縁部
⑥緑視率を高める緑、連続した緑の創出

つかう緑

名所としてつかいこなす環境づくり

⑦「街が入る」「街へ混ざる」交流の場所づくり
⑧美しい自然を体感できるアウトドアリビング
⑨緑の中で楽しむキャンパスライフ

開かれたストリート

名所

結節点

フリンジの緑

まもる緑

つくる緑

つかう緑いかす

杜の関 大 　― 緑 の 質を高める「 環 境 の 器 」づくり
　『「知」の世紀をリードし、新しい「公共」を創造する力漲る21世紀型総合学園』という大学理念を実現するためには、多様
な人々の様々な活動を受けとめる「環境の器」を形成することが重要です。
　豊かな緑が広がり、その緑の下でたくさんの魅力的な活動が展開されるような、「緑の質」を高める空間づくりをすすめ、
“杜の関大”と呼ぶにふさわしい環境づくりを推進していきます。

名 所 がつながる緑 のキャンパ ス 空 間
　キャンパス空間の環境構造、クラスター構造の考え方、都市スケールからヒューマンスケールまで捉えた緑の空間を考察し、緑
の質を高める「まもる緑」「つくる緑」「いかす緑」をデザインキーワードとします。
　また、クラスターどうしの結節点や、地域とつながるフリンジ空間、空間的な特徴を持ち得る場所においては、魅力的な緑の名
所を創出することにより、個性あふれるキャンパス空間を演出します。

関西大学千里山キャンパスの緑の基本方針

平成２５年１２月

緑　の　基　本　方　針

9　関西大学　キャンパスデザイン構想 関西大学　キャンパスデザイン構想　10

いかす緑


