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ご挨拶

　立命館は、近代日本の代表的な政治家であった西園寺公望が 1869 年に、20 歳の若さで私塾「立命館」

を創設したことに始まります。西園寺の精神を引き継ぎ、1900 年、中川小十郎が京都法政学校を開き、

「自由と清新」、つまり「自由にして進取の気風に富んだ学び舎の創造」を目指しました。以来、教育の

内容とあり方をたゆまず検証し改革を積み重ね、常に社会の課題に向き合い、その解決に貢献できる学

問研究を推進してまいりました。

　2006 年には、「立命館憲章」を制定し、2011 年には立命館憲章を踏まえ、2020 年に向けた立命館の

あるべき姿として「Creating a Future Beyond Borders 自分を超える、未来をつくる。」学園ビジョン

R2020 を掲げました。そこでは、①多様なコミュニティにおける主体的な学びの展開、②人類・自然・

社会に貢献する立命館らしい研究大学への挑戦、③学ぶことの喜びを実現できる学園づくりを行動指針

としています。

　これらのビジョンを実現するために、2011 年度から 2015 年度までの学園の中期計画を策定、立命館

大学の基本計画としては、①総合的人間力の育成、②グローバル研究大学へ、③教育・研究・学生生活

を支えるキャンパスづくりを掲げています。これらを基本に、立命館は、グローバル・アジア・コミュ

ニティに貢献する多文化協働人材の育成を目指してまいります。そのためには、「学びを創る。コモン

ズで学ぶ」というコンセプトを具体化するにふさわしい「多様性のある環境」や「主体的な学びの場の

創出」が不可欠です。

　立命館は、北海道・滋賀・京都・大阪・大分にキャンパスを有し、2大学、4附属中学校・高等学校、

１附属小学校に、学生・生徒・児童数約 5万人を擁する総合学園となりました。なかでも立命館大学は、

2015 年 4 月に大阪いばらきキャンパスを開設し、これまでの京都キャンパス（衣笠・朱雀）、びわこ・

くさつキャンパスと合わせて 3府県に跨るキャンパスを擁する複数拠点型総合大学として新たな歩みを

開始しました。

学校法人立命館　総長　吉田 美喜夫学校法人立命館　理事長　長田 豊臣
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　立命館大学では、教育改革とキャンパス整備を総合的に進めるキャンパス創造に取り組んでいます。

教育改革実現のための基盤となるキャンパスが果たす役割は極めて重要であり、長きに渡るこれまでの

取り組みを継承しながら、さらに水準の高い教育研究環境を計画的に実現していくことを目指します。

そのために、このたび京都キャンパスとびわこ・くさつキャンパス、それぞれの「キャンパスマスター

プラン 2015Ver.1」をまとめました。

　それぞれのキャンパスマスタープランは、主に次のような方針を提示しています。

（１）「教育・研究、学生生活を支えるキャンパスづくり」の実現

　普遍的な理念と時代の要請とともに変化する教学展開に対応し、多様性のある環境や自主的な学びの

場の創出に向けたキャンパスづくりを目指します。また、学生・教職員が多くの時間を過ごすキャンパ

スとして、アメニティや安全・安心、健康、環境保全についても配慮しながら、キャンパスが魅力的で

豊かな空間になるための中長期的に目指すべき方向性を示しています。

（２）「豊かなキャンパス空間」の実現に向けた継続的取り組み

　立命館では様々な教学展開に合わせて必要な質的・量的整備を進めてまいりました。特に、衣笠キャ

ンパスにおいては狭隘化が進んでおり、その改善が強く求められています。また、広大な敷地を有する

びわこ・くさつキャンパスにおいても郊外型キャンパスとして快適に滞在できるキャンパス環境の質の

向上が不可欠となっています。これらは単に個々の施設の改修や建物の新・増設など、部分的なキャン

パス整備だけでは構築し得ません。高い水準を見据えた目標とファシリティマネジメントの観点を含め、

継続的かつ計画的に取組む必要性を示しています。

（３）大学構成員はじめ関係者間のキャンパス計画を進める手段としての活用

　キャンパスにおける法的諸条件や前提となる課題の提示、専門的視点からの方針、各種ファシリティ

データなど、キャンパス計画を進めるうえで有効な手段（ツール）として活用可能な情報を示しています。

　今次キャンパスマスタープランは、専門的視点から配慮すべき視点や普遍的な条件を提示しています

が、2015Ver.1 と掲げたことでもお分かりいただけるように、将来的な大学展開や教学改革などの変更

に柔軟に対応して見直しながら継続されるものです。

　こうした「キャンパスマスタープラン 2015ver.1」の役割を踏まえつつ、大学展開や教学改革の実現

を支え、水準の高い、サステイナブルなキャンパスの実現に向けた取り組みを継続してまいります。
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びわこ・くさつキャンパスマスタープラン 2015Ver.1の策定背景と位置づけ

はじめに

　将来にわたり良好でサステイナブル（持続可能）なキャンパスを目指し、中長期的な視点からの総合

整備計画としてのキャンパスマスタープランを策定するために、2013 年度に BKC 将来構想検討委員会

の下に「2015 年度以降の BKC キャンパス整備計画検討部会」を設置し検討を行い、2014 度にはその進

捗として「びわこ・くさつキャンパスマスタープラン 2014（4 月暫定版）」を常任理事会（2014 年 7 月

2 日 ) に報告した。引き続き 2014 年度においても BKC 将来構想検討委員会、整備計画検討部会や WG 等

での検討を進め、キャンパスマスタープランに反映するとともに、暫定版の段階で未掲載であった項目

についての加筆・修正や、各学部・研究科、機構等へのヒアリング及び全教職員を対象にした意見募集

を行い、「びわこ・くさつキャンパスマスタープラン 2015 Ver.1」の取りまとめに至った。

　びわこ・くさつキャンパスマスタープラン 2015 Ver.1 では、キャンパスの現状と課題を共有し、15

～ 30 年程度をスパンとした長期的な整備方針としてのフレームワークプランを設定した。また、フレー

ムワークプランを踏まえた当面 5年程度の具体的な整備計画としてのアクションプランの検討における

配慮事項をあげるとともに、フレームワークプランとアクションプランをつなぐリーディングプロジェ

クトの設定を行った。

　キャンパスマスタープランは、その上位に位置づけられるアカデミック･プラン（R2020計画等の学園・

大学の中長期計画や経営戦略）をキャンパス整備の面から支えるものであると同時に、15 年～ 30 年程

度の長期的な視野に立ったキャンパス整備の指針と当面の課題等を示したものであり、R2020 後半期計

画の策定をはじめとするアカデミック ･プランの変更など与条件に変化があった場合には、適宜更新し

ていく性格のものである。

　一方、BKC 将来構想検討委員会や各機関へのヒアリングにおいて、中長期的な指針の重要性は理解し

つつも、それが当面する課題の解決にどのように結びつくのかについてのわかりやすい説明の必要性に

ついての指摘もあったが、キャンパスマスタープランは、それ自体が当面する課題解決の具体的な方法

を示すものではなく、当面するキャンパス整備を進める際の指針として活用すべきものであり、これら

は相互に連関している。
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　この点を踏まえた上で、常任理事会（2015 年 9 月 30 日時点）として確認しておくべき当面するキャ

ンパス整備上の重要課題について以下に整理する。まず、京都・BKC の両キャンパスに共通する課題と

して、１）今後のアカデミック ･プランへの対応及び教学条件の確保、２）建物の築年数や耐震性能を

踏まえた改修計画の策定、３）主要ターミナルからの交通アクセス改善及びキャンパス内の交通計画等

が重要となる。BKC においては、１）経営学部移転後の施設活用方針の具体化、２）緑地計画及びコモ

ンズなど、キャンパスのアメニティ向上や学生の居場所の確保、３）理工系の実験施設等を中心とした

安全配慮等が重要となる。

　この間の本学における学生・教職員が参画したキャンパス整備ならびにキャンパスマスタープランの

策定は、私立大学の中ではきわめて先進的な事例として全国でも注目を集めており、今後、魅力あふれ

るキャンパスづくりに取り組んでいることを社会にも積極的に発信していくことが重要である。社会へ

の情報発信や他大学等への資料提供とも関わって大学ホームページへの掲載や冊子、概要版等により順

次公開していく予定である。　

　今後の当面するキャンパス整備課題（アクションプラン）の具体化にあたっては、中長期的な総合的

整備計画の指針としてのびわこ・くさつキャンパスマスタープラン 2015 Ver.1 を指針として活用して

いくことが重要である。その際、教職員や学生といった構成員からも広く意見を募る必要があることか

ら、その公開については、教職員に向けては教職員ポータルでの資料データのダウンロード（会議資料・

書式ダウンロード→総合企画部主管会議資料→各キャンパス将来構想検討委員会）を可能とする。また、

キャンパスの現状や学生・教職員のニーズの把握を、キャンパス計画室を中心に継続しながら、学生・

教職員が参画したキャンパス創り、キャンパス計画を推進していく。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2015 年 9 月 30 日（水）第 18 回常任理事会報告より）
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びわこ・くさつキャンパス整備の全体構成図

キャンパス整備方針

リーディングプロジェクト　ー 面的整備課題 ー

ー 線的・点的整備課題 ー

びわこ・くさつキャンパスマスタープラン　ー目指すキャンパス像の実現に向けて ー

具体的な検討
キャンパス整備を進める為、具体的な方針の検討作業の開始

● 2011年度時点の検討状況
【2015年度までの建設予定施設】
・トリシア（理工系新棟Ⅱ）
・バイオリンク（理工系新棟Ⅰ）
・新アクトα
・新体育館

● キャンパス全体の整備方針
・地域開放型キャンパス
・キャンパスのコンパクト化
・長時間滞在機能の充実

キャンパス整備の空間的コンセプト
(全キャンパス共通）

キャンパス計画（2011）の整備方針

キャンパス計画（2011）をベースにした重点検討課題

びわこ・くさつキャンパスの
目指すキャンパス像・コンセプト
① ３つの主軸と緑地を活かす基本骨格
② 敷地の地形や水系に配慮した、自然環境構造を
　 活かしたキャンパス
③ ヒト・モノ・コト ＋ まちがつながる
　 まじわるキャンパスづくり

① 多様なコミュニティ形成を支える空間整備
② 優れた学生・研究者を育成する国際基準の教育・研究・
　 文化・スポーツ環境整備
③ 高いQOLが支える優れたアメニティや自然環境、
　 エコロジー、防災への配慮
④ 国内外・地域への発信・貢献の場の整備とシステムの構築
⑤ 歴史・文化的コンテクストを踏まえたキャンパス計画

発展

● 正門エリア

● セントラルエリア

▶ 実現に向けての作業
→関連条件の整理を行う
→専門的視点から具体的検討を進める
→整備の優先順位を整理・提示
→検討案を提示

キャンパスの現状把握

・学生／教職員数
（ジェンダー比率）
・施設利用率
・ゾーニング
・交通
・エネルギー
・安全・安心
・緑地
・デザインガイドライン
・パブリックスペース
・QOL　　　など

フレームワークプランの検討（整備方針の設定）

ー 個別整備課題 ーアクションプランの検討（整備方針の設定）

評価基準の設定

・全体計画との整合性
・持続可能性
・実現可能性
・コスト管理
・省エネ／省資源／省コスト

ニーズの把握

・ゾーニング
・交通
・エネルギー
・安全・安心
・緑地
・デザインガイドライン
・パブリックスペース
・QOL　　　など

▶ 同時並行の検討課題
・教学・研究施設の配置について
・課外活動施設の配置について など

010
20

50
100

200 (m)

正門

エリア

セントラル

エリア

正門周辺に
有るべき機能は？ エントランスとしての

空間づくりとは？

スポーツ健康コモンズ
周辺にあるべき施設は？

地域と連携しやすい
整備方針とは？

キャンパス中心に
あるべき施設は？

自然に囲まれた
びわこ・くさつらしさとは？

BKCのイメージとは？

学生が学習・生活・交流
しやすい整備とは？

※上記対象は、目指すキャンパス像
などを検討していく中で決定する。

3.パブリックスペースの方針
（コモンズ ・ 居場所・オープンスペースなど）

2.交通（人の流れ ・ 車の流れ）の方針

1.ゾーニング・建物配置の方針

5.緑地計画の方針

4.キャンパスデザインの検討項目

2016～2045年までの中・長期的な検討課題
ＣＭＰにて方針を示し、15～30年スパンで検討を継続

・・・安全・安心、環境配慮　など

2016～2020年までの短期重点検討課題
アカデミックプランの検討と関係のある課題

○アクロスウィングの活用（2015年4月以降、経営学部OIC移転後）
　・BKC新学部構想との関連
　・経済学部を中心としたコモンズスペースとの関連
○アドセミナリオの活用（2015年4月以降、経営学部OIC移転後）
　・BKC新学部構想との関連
○コラーニングⅢの活用
　（2015年9月以降、エクステンションセンター移転後）
　・学生施設との関連
○「食」関連分野新展開等の新たな教学展開を受けた施設の整備
○学生・課外自主活動の整備
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

＜びわこ・くさつキャンパス＞ 交通　ＱＯＬ　パブリック

Ａ案 ○　　○　　○
Ｂ案 ○　　○　　△
Ｃ案 △　　△　　○
現状 ×　　△　　△

3～5案の検討案を提示

具体的検討 意見集約

ＣＭＰにて基本方針を示し、
５年程度のスパンで検討を継続

・施設のボリューム検討
（床面積、配置）
・オープンスペース
　の配置計画　　　　　　　など

専門的視点により検討

キャンパス全体の整備を実現する為具体的条件を提示

・立命館憲章
・Ｒ2020

■ 建築の専門的検討
・将来の床面積、建築面積の設定
・法規関連、行政対応（建築基準法、条令、開発許可など）
・環境配慮
・経済性、施工性（設計工期・建設工期・メンテナンス）

■ 経営戦略
・コスト管理
・運用
・収入、財源確保
・学生・研究者・教員の確保

アカデミック
プラン

踏まえるべき事項・前提条件

キャンパス
整備基本条件

個別建物の整備を
実現する為具体的
整備手順の検討

①細かな移動と滞留に適した緑地空間づくり
②芝生広場など憩いの空間づくり
③地域・社会に向けた正門まわりの顔づくり
④建物間へ木陰の広場づくり
⑤緑の散策路の整備

①空間の質、②建物外観デザイン
③屋根・庇デザイン、④建物高さ・壁面線・建物ボリューム
⑤サイン計画、⑥ランドスケープデザイン
⑦眺望・景観・借景

①BKCのキャンパス特性を活かしてパブリックスペース
　を形成する
②パブリックスペースの空間的な序列化を図る
③学生のいきいきとした学びや活動、交流が見える空間
　づくりを行う

①キャンパス内の安全・安心に配慮
②生活環境の快適性向上と環境負荷低減
③全体的なキャンパスの魅力向上
（歩行者動線・パブリックスペースへ再整備、
　外周道路整備、自然緑地内トレイル整備、
　将来公共交通軸のBKC駅整備、駐車場の集約化など）　　

①キャンパスの特性を活かしたゾーニング計画
②キャンパスの緑地を活用した土地利用計画
③持続可能なキャンパスの実現に向けた建物配置計画
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②① ④ ⑥ ⑤ ③

理工学部 生命科学部 研究部

情報理工学部 薬学部 共用

・総合理工学院の各棟集約（新棟Ⅰ:生命科学・薬、新棟Ⅱ:理工）

・バイク置場、駐輪場、体育施設整備

・バス、車動線キャンパス外周

イーストウイング

クリエーションコア

サイエンスコア

薬学部

生命科学部

生命科学研究科

情報理工学部

情報理工学研究科

理工学部

理工学研究科

D

10,690㎡

2,900㎡

2,250㎡

5,540㎡

合計

220㎡2,200㎡480㎡
C

1,360㎡3,700㎡480㎡A

合計

1,200㎡

研究室

210㎡

個人研究室 院生共同研究室

840㎡B

総合理工学院各学部・研究科で、今後必要な施設面積（ネット）

① ③

④ ⑤

⑥

②イーストウイング

クリエーションコア

サイエンスコア

11000㎡～ ～ 19000㎡13000㎡㎡00021㎡0008㎡0003㎡0002㎡00010 ㎡00001㎡0009㎡0006㎡0005㎡0004 7000㎡

新棟Ⅰ

新棟の延床面積・スケジュール（ローリング）・コストは全て仮定。

今後詳細な検討が必要。

※新棟Ⅰは、建築面積 約1,975㎡（52ｍ×38ｍ）6階建

新棟Ⅱ

新棟Ⅱは、建築面積 約1,325㎡（51ｍ×26ｍ）6階建を想定している。

（注）

※既存建物改修については、改修内容や玉突き等によって改修工期が変わってきます。

（注）：2011年11月末までに新棟Ⅱの機能構成図（要求室構成）が仮決定されていることが必要です。

フェーズ 項目

薬学部新施設（約2,500㎡）

第３グラウンド横駐車場バイク置場に改修

正門外側バイク置場駐輪場に改修

アクトα新設

旧アクトα解体

正門横駐輪場新設

理工新棟Ⅰ新設

理工新棟Ⅱ新設

新体育館新設

イーストウイング　改修

クリエーションコア　改修

サイエンスコア　改修

アクロスウイング　改修

防災ｼｽﾃﾑﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ　改修

ｺﾗｰﾆﾝｸﾞﾊｳｽⅡ　改修

2015 2016

Ⅲ

2013 2014

Ⅱ

2011

Ⅰ

2012

１５

OIC開学⇒

1６

（理工学部）

（情報理工学部）

（薬学部）

（理工学部）

６

1

２

７

１4

（生命科学部、薬学部）

新設

解体

改修

設計期間

３

１０

2011.12 2012.6 2013.7
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キャンパス内の現状課題

２． ＢＫＣの課題と整備方向

ＢＫＣ の将来の方向性

□ キャンパスのコンパクト化

混在した学部ゾーンのまとまりを創出

キャンパスモール再活性（ヒューマンな賑わい）

長時間滞在機能の充実

□ 地域に向けた顔づくり

フロントゾーンの活用

スポーツ健康、地域連携の場として現資質活用

（調整池、自然緑地等）

□ アクセスのしやすさ

車動線、駐車場の再配置

近隣住宅・地域とのアクセス改善 （通り抜けも）

駅アクセスの改善

□ 緑の景

周辺自然環境との融合（環境配慮型）

キャンパス内の緑化（土壌改良）

□ 安心･安全

学内はもとより地域の防災拠点としての役割を果す

ＢＫＣ の将来の方向性

□ キャンパスのコンパクト化

混在した学部ゾーンのまとまりを創出

キャンパスモール再活性（ヒューマンな賑わい）

長時間滞在機能の充実

□ 地域に向けた顔づくり

フロントゾーンの活用

スポーツ健康、地域連携の場として現資質活用

（調整池、自然緑地等）

□ アクセスのしやすさ

車動線、駐車場の再配置

近隣住宅・地域とのアクセス改善 （通り抜けも）

駅アクセスの改善

□ 緑の景

周辺自然環境との融合（環境配慮型）

キャンパス内の緑化（土壌改良）

□ 安心･安全

学内はもとより地域の防災拠点としての役割を果す

＜骨格構成、動線＞

・混在化した総合理工学院、

産学連携施設の整理

・キャンパス内移動の利便向上

・地域に配慮した施設・動線

＜骨格構成、動線＞

・混在化した総合理工学院、

産学連携施設の整理

・キャンパス内移動の利便向上

・地域に配慮した施設・動線

＜学生生活・アメニティ＞

・飲食・健康・リクリエーション環境

・バス発着の改善、駐車場・自転

車・バイク置場の改善

・学部単位の居場所、目的に応じ

た自習・憩いの場、ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞ

・全体アメニティの向上

・緑化、自然緑地の活用

＜学生生活・アメニティ＞

・飲食・健康・リクリエーション環境

・バス発着の改善、駐車場・自転

車・バイク置場の改善

・学部単位の居場所、目的に応じ

た自習・憩いの場、ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞ

・全体アメニティの向上

・緑化、自然緑地の活用

＜施設機能＞

・教室の拡充

（稼働率、規模・配置適正化）

・薬学、理工系施設の整理

(総合理工学院課題)

・スポーツ施設(体育館)設置

・長時間滞在のための機能充足

＜施設機能＞

・教室の拡充

（稼働率、規模・配置適正化）

・薬学、理工系施設の整理

(総合理工学院課題)

・スポーツ施設(体育館)設置

・長時間滞在のための機能充足

緑あふれるキャンパスモールのイメージコモン空間でのカフェイメージ アメニティネットワークのイメージ外周道路沿いの駐車場のイメージ

地域連携の場 地域・産業
との交流

周辺住区
との交流

理系・社系・スポーツ健康
・滞在型キャンパス

外周道路を車系へ
沿道にバス停、
駐車場・駐輪場整備

人の主動線

学部ゾーンの
まとまり創出

地域連携を促す
魅力的飲食や
駐車場の確保

文理融合の再生
（緑の軸）

学生の居場所となる
アメニティ・コモン、
そのネットワーク化

交流スポットで賑わう
キャンパスモール

キャンパス周辺環境からの課題

・地域との乖離を脱し、地域と連携したユニバーシティタウン化

・近傍の学生居住含め、自立型キャンパスとして生活機能不足

・国際教育寮計画や留学生の居場所に関し、近隣との間に課題あり
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BKＣ

「再生」 かつて存在した水系軸をよりどころにキャンパス内に微地形と自然を再生し、周辺の自然と一体化
した人にも生き物にもやさしいエコキャンパスを目指します。

●自然軸： 「エコキャンパスモール」

● コモンの連続による
にぎわい軸の形成

● 2軸の結節点 キャンパスの顔となる

「キャンパスコア」

●周辺の緑、風、生き物をキャンパス内に
引き込む「緑のくさび」

●キャンパスと地域の「交流の森」

◆計画地が持つポテンシャル（かつての地形・水系に配慮した自然環境構造）を活かした構成
◆潜在自然植生の回復
◆植生基盤の回復
◆にぎわいの場づくり、キャンパス空間軸の再構成

●アプローチ
●アメニティコモン

●

●

●

・にぎわいの場づくり
・緑地再生、緑量確保、緑地の活用

びわこ・くさつキャンパスマスタープラン 2015 Ver.1 の構成
　立命館大学のキャンパスマスタープランは「フレームワークプラン」、「アクションプラン」、「リーディ

ングプロジェクト」の３つを骨格として検討を進めることとする。検討作業を進めるにつれ、詳細な構

成は随時更新を行う。
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びわこ・くさつキャンパス整備の全体構成図

キャンパス整備方針

リーディングプロジェクト　ー 面的整備課題 ー

ー 線的・点的整備課題 ー

びわこ・くさつキャンパスマスタープラン　ー目指すキャンパス像の実現に向けて ー

具体的な検討
キャンパス整備を進める為、具体的な方針の検討作業の開始

● 2011年度時点の検討状況
【2015年度までの建設予定施設】
・トリシア（理工系新棟Ⅱ）
・バイオリンク（理工系新棟Ⅰ）
・新アクトα
・新体育館

● キャンパス全体の整備方針
・地域開放型キャンパス
・キャンパスのコンパクト化
・長時間滞在機能の充実

キャンパス整備の空間的コンセプト
(全キャンパス共通）

キャンパス計画（2011）の整備方針

キャンパス計画（2011）をベースにした重点検討課題

びわこ・くさつキャンパスの
目指すキャンパス像・コンセプト
① ３つの主軸と緑地を活かす基本骨格
② 敷地の地形や水系に配慮した、自然環境構造を
　 活かしたキャンパス
③ ヒト・モノ・コト ＋ まちがつながる
　 まじわるキャンパスづくり

① 多様なコミュニティ形成を支える空間整備
② 優れた学生・研究者を育成する国際基準の教育・研究・
　 文化・スポーツ環境整備
③ 高いQOLが支える優れたアメニティや自然環境、
　 エコロジー、防災への配慮
④ 国内外・地域への発信・貢献の場の整備とシステムの構築
⑤ 歴史・文化的コンテクストを踏まえたキャンパス計画

発展

● 正門エリア

● セントラルエリア

▶ 実現に向けての作業
→関連条件の整理を行う
→専門的視点から具体的検討を進める
→整備の優先順位を整理・提示
→検討案を提示

キャンパスの現状把握

・学生／教職員数
（ジェンダー比率）
・施設利用率
・ゾーニング
・交通
・エネルギー
・安全・安心
・緑地
・デザインガイドライン
・パブリックスペース
・QOL　　　など

フレームワークプランの検討（整備方針の設定）

ー 個別整備課題 ーアクションプランの検討（整備方針の設定）

評価基準の設定

・全体計画との整合性
・持続可能性
・実現可能性
・コスト管理
・省エネ／省資源／省コスト

ニーズの把握

・ゾーニング
・交通
・エネルギー
・安全・安心
・緑地
・デザインガイドライン
・パブリックスペース
・QOL　　　など

▶ 同時並行の検討課題
・教学・研究施設の配置について
・課外活動施設の配置について など

010
20

50
100

200 (m)

正門

エリア

セントラル

エリア

正門周辺に
有るべき機能は？ エントランスとしての

空間づくりとは？

スポーツ健康コモンズ
周辺にあるべき施設は？

地域と連携しやすい
整備方針とは？

キャンパス中心に
あるべき施設は？

自然に囲まれた
びわこ・くさつらしさとは？

BKCのイメージとは？

学生が学習・生活・交流
しやすい整備とは？

※上記対象は、目指すキャンパス像
などを検討していく中で決定する。

3.パブリックスペースの方針
（コモンズ ・ 居場所・オープンスペースなど）

2.交通（人の流れ ・ 車の流れ）の方針

1.ゾーニング・建物配置の方針

5.緑地計画の方針

4.キャンパスデザインの検討項目

2016～2045年までの中・長期的な検討課題
ＣＭＰにて方針を示し、15～30年スパンで検討を継続

・・・安全・安心、環境配慮　など

2016～2020年までの短期重点検討課題
アカデミックプランの検討と関係のある課題

○アクロスウィングの活用（2015年4月以降、経営学部OIC移転後）
　・BKC新学部構想との関連
　・経済学部を中心としたコモンズスペースとの関連
○アドセミナリオの活用（2015年4月以降、経営学部OIC移転後）
　・BKC新学部構想との関連
○コラーニングⅢの活用
　（2015年9月以降、エクステンションセンター移転後）
　・学生施設との関連
○「食」関連分野新展開等の新たな教学展開を受けた施設の整備
○学生・課外自主活動の整備
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

＜びわこ・くさつキャンパス＞ 交通　ＱＯＬ　パブリック

Ａ案 ○　　○　　○
Ｂ案 ○　　○　　△
Ｃ案 △　　△　　○
現状 ×　　△　　△

3～5案の検討案を提示

具体的検討 意見集約

ＣＭＰにて基本方針を示し、
５年程度のスパンで検討を継続

・施設のボリューム検討
（床面積、配置）
・オープンスペース
　の配置計画　　　　　　　など

専門的視点により検討

キャンパス全体の整備を実現する為具体的条件を提示

・立命館憲章
・Ｒ2020

■ 建築の専門的検討
・将来の床面積、建築面積の設定
・法規関連、行政対応（建築基準法、条令、開発許可など）
・環境配慮
・経済性、施工性（設計工期・建設工期・メンテナンス）

■ 経営戦略
・コスト管理
・運用
・収入、財源確保
・学生・研究者・教員の確保

アカデミック
プラン

踏まえるべき事項・前提条件

キャンパス
整備基本条件

個別建物の整備を
実現する為具体的
整備手順の検討

①細かな移動と滞留に適した緑地空間づくり
②芝生広場など憩いの空間づくり
③地域・社会に向けた正門まわりの顔づくり
④建物間へ木陰の広場づくり
⑤緑の散策路の整備

①空間の質、②建物外観デザイン
③屋根・庇デザイン、④建物高さ・壁面線・建物ボリューム
⑤サイン計画、⑥ランドスケープデザイン
⑦眺望・景観・借景

①BKCのキャンパス特性を活かしてパブリックスペース
　を形成する
②パブリックスペースの空間的な序列化を図る
③学生のいきいきとした学びや活動、交流が見える空間
　づくりを行う

①キャンパス内の安全・安心に配慮
②生活環境の快適性向上と環境負荷低減
③全体的なキャンパスの魅力向上
（歩行者動線・パブリックスペースへ再整備、
　外周道路整備、自然緑地内トレイル整備、
　将来公共交通軸のBKC駅整備、駐車場の集約化など）　　

①キャンパスの特性を活かしたゾーニング計画
②キャンパスの緑地を活用した土地利用計画
③持続可能なキャンパスの実現に向けた建物配置計画

42
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②① ④ ⑥ ⑤ ③

理工学部 生命科学部 研究部

情報理工学部 薬学部 共用

・総合理工学院の各棟集約（新棟Ⅰ:生命科学・薬、新棟Ⅱ:理工）

・バイク置場、駐輪場、体育施設整備

・バス、車動線キャンパス外周

イーストウイング

クリエーションコア

サイエンスコア

薬学部

生命科学部

生命科学研究科

情報理工学部

情報理工学研究科

理工学部

理工学研究科

D

10,690㎡

2,900㎡

2,250㎡

5,540㎡

合計

220㎡2,200㎡480㎡
C

1,360㎡3,700㎡480㎡A

合計

1,200㎡

研究室

210㎡

個人研究室 院生共同研究室

840㎡B

総合理工学院各学部・研究科で、今後必要な施設面積（ネット）

① ③

④ ⑤

⑥

②イーストウイング

クリエーションコア

サイエンスコア

11000㎡～ ～ 19000㎡13000㎡㎡00021㎡0008㎡0003㎡0002㎡00010 ㎡00001㎡0009㎡0006㎡0005㎡0004 7000㎡

新棟Ⅰ

新棟の延床面積・スケジュール（ローリング）・コストは全て仮定。

今後詳細な検討が必要。

※新棟Ⅰは、建築面積 約1,975㎡（52ｍ×38ｍ）6階建

新棟Ⅱ

新棟Ⅱは、建築面積 約1,325㎡（51ｍ×26ｍ）6階建を想定している。

（注）

※既存建物改修については、改修内容や玉突き等によって改修工期が変わってきます。

（注）：2011年11月末までに新棟Ⅱの機能構成図（要求室構成）が仮決定されていることが必要です。

フェーズ 項目

薬学部新施設（約2,500㎡）

第３グラウンド横駐車場バイク置場に改修

正門外側バイク置場駐輪場に改修

アクトα新設

旧アクトα解体

正門横駐輪場新設

理工新棟Ⅰ新設

理工新棟Ⅱ新設

新体育館新設

イーストウイング　改修

クリエーションコア　改修

サイエンスコア　改修

アクロスウイング　改修

防災ｼｽﾃﾑﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ　改修

ｺﾗｰﾆﾝｸﾞﾊｳｽⅡ　改修

2015 2016

Ⅲ

2013 2014

Ⅱ

2011

Ⅰ

2012

１５

OIC開学⇒

1６

（理工学部）

（情報理工学部）

（薬学部）

（理工学部）

６

1

２

７

１4

（生命科学部、薬学部）

新設

解体

改修

設計期間

３

１０

2011.12 2012.6 2013.7
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キャンパス内の現状課題

２． ＢＫＣの課題と整備方向

ＢＫＣ の将来の方向性

□ キャンパスのコンパクト化

混在した学部ゾーンのまとまりを創出

キャンパスモール再活性（ヒューマンな賑わい）

長時間滞在機能の充実

□ 地域に向けた顔づくり

フロントゾーンの活用

スポーツ健康、地域連携の場として現資質活用

（調整池、自然緑地等）

□ アクセスのしやすさ

車動線、駐車場の再配置

近隣住宅・地域とのアクセス改善 （通り抜けも）

駅アクセスの改善

□ 緑の景

周辺自然環境との融合（環境配慮型）

キャンパス内の緑化（土壌改良）

□ 安心･安全

学内はもとより地域の防災拠点としての役割を果す

ＢＫＣ の将来の方向性

□ キャンパスのコンパクト化

混在した学部ゾーンのまとまりを創出

キャンパスモール再活性（ヒューマンな賑わい）

長時間滞在機能の充実

□ 地域に向けた顔づくり

フロントゾーンの活用

スポーツ健康、地域連携の場として現資質活用

（調整池、自然緑地等）

□ アクセスのしやすさ

車動線、駐車場の再配置

近隣住宅・地域とのアクセス改善 （通り抜けも）

駅アクセスの改善

□ 緑の景

周辺自然環境との融合（環境配慮型）

キャンパス内の緑化（土壌改良）

□ 安心･安全

学内はもとより地域の防災拠点としての役割を果す

＜骨格構成、動線＞

・混在化した総合理工学院、

産学連携施設の整理

・キャンパス内移動の利便向上

・地域に配慮した施設・動線

＜骨格構成、動線＞

・混在化した総合理工学院、

産学連携施設の整理

・キャンパス内移動の利便向上

・地域に配慮した施設・動線

＜学生生活・アメニティ＞

・飲食・健康・リクリエーション環境

・バス発着の改善、駐車場・自転

車・バイク置場の改善

・学部単位の居場所、目的に応じ

た自習・憩いの場、ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞ

・全体アメニティの向上

・緑化、自然緑地の活用

＜学生生活・アメニティ＞

・飲食・健康・リクリエーション環境

・バス発着の改善、駐車場・自転

車・バイク置場の改善

・学部単位の居場所、目的に応じ

た自習・憩いの場、ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞ

・全体アメニティの向上

・緑化、自然緑地の活用

＜施設機能＞

・教室の拡充

（稼働率、規模・配置適正化）

・薬学、理工系施設の整理

(総合理工学院課題)

・スポーツ施設(体育館)設置

・長時間滞在のための機能充足

＜施設機能＞

・教室の拡充

（稼働率、規模・配置適正化）

・薬学、理工系施設の整理

(総合理工学院課題)

・スポーツ施設(体育館)設置

・長時間滞在のための機能充足

緑あふれるキャンパスモールのイメージコモン空間でのカフェイメージ アメニティネットワークのイメージ外周道路沿いの駐車場のイメージ

地域連携の場 地域・産業
との交流

周辺住区
との交流

理系・社系・スポーツ健康
・滞在型キャンパス

外周道路を車系へ
沿道にバス停、
駐車場・駐輪場整備

人の主動線

学部ゾーンの
まとまり創出

地域連携を促す
魅力的飲食や
駐車場の確保

文理融合の再生
（緑の軸）

学生の居場所となる
アメニティ・コモン、
そのネットワーク化

交流スポットで賑わう
キャンパスモール

キャンパス周辺環境からの課題

・地域との乖離を脱し、地域と連携したユニバーシティタウン化

・近傍の学生居住含め、自立型キャンパスとして生活機能不足

・国際教育寮計画や留学生の居場所に関し、近隣との間に課題あり

32

BKＣ

「再生」 かつて存在した水系軸をよりどころにキャンパス内に微地形と自然を再生し、周辺の自然と一体化
した人にも生き物にもやさしいエコキャンパスを目指します。

●自然軸： 「エコキャンパスモール」

● コモンの連続による
にぎわい軸の形成

● 2軸の結節点 キャンパスの顔となる

「キャンパスコア」

●周辺の緑、風、生き物をキャンパス内に
引き込む「緑のくさび」

●キャンパスと地域の「交流の森」

◆計画地が持つポテンシャル（かつての地形・水系に配慮した自然環境構造）を活かした構成
◆潜在自然植生の回復
◆植生基盤の回復
◆にぎわいの場づくり、キャンパス空間軸の再構成

●アプローチ
●アメニティコモン

●

●

●

・にぎわいの場づくり
・緑地再生、緑量確保、緑地の活用
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chapter 1

1.1　 キャンパスマスタープランの理念

　　　1.1.1　キャンパスマスタープランの運用指針

1.2　 キャンパスマスタープランの策定と運用

　　　1.2.1　キャンパスマスタープランの策定プロセス

　　　1.2.2　キャンパスマスタープランの運用プロセス

1.3   キャンパスマスタープランの構成

1.4   キャンパスマスタープランの達成方策

　　　1.4.1　フレームワークプランの設定

　　　1.4.2　アクションプランの設定

　　　1.4.3　リーディングプロジェクトの設定

　chapter 1では、「立命館憲章」

や「R2020」などのアカデミッ

クプランを支えるキャンパスマ

スタープランとしての理念や役

割について確認する。

　また、立命館大学における

キャンパスマスタープランの策

定までの検討の流れやキャンパ

ス整備の目標達成までの方策な

どについて共有する。

立命館大学
キャンパスマスタープラン
策定に向けて
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1.1　 キャンパスマスタープランの理念

1.1　 キャンパスマスタープランの理念

　立命館憲章に謳われている私立総合学園である教育・研究機関として世界と日本の平和的・民主的・

持続的発展に貢献するため、その活動フィールドとして世界に誇れるキャンパスを創造することを目指

したキャンパスマスタープランを策定する。

　キャンパスマスタープラン

は、アカデミックプランを支

え、中長期的な視点で良好な

キャンパス環境を実現するため

に、キャンパス計画のビジョン

やフレームワークを定めるもの

であり、具体的なアクションプ

ラン策定の際の指針として運用

する。

なお、アカデミックプランや経

営戦略等の時代に応じた変化に

対応する為、キャンパスマス

タープランは定期的（5年程度）

に更新を行いながら継承される

ものである。

（2014 年 5 月 16 日、 第 6 回

2015 年度以降の BKC キャンパ

ス整備計画検討部会資料「キャ

ンパスマスタープラン策定にあ

たっての確認事項」より）

1.1.1

キャンパスマスタープラン

の運用指針

検討

2010 2015 2020

フレームワークプラン

2025 2030

アクションプラン

検討
アクションプラン

フレームワークプラン

CMP 2011

R 2030（？）

R 2020

検討

⽴命館憲章

キ
ャ
ン
パ
ス
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
プ
ラ
ン

検討

CMP2015

基本的には引き継ぎ実
状やアカデミックプラ
ンの修正に即して修正

☆建設事業に求められる時間を考えアクションプランのベースとなるフレームワークプランは
15〜30年スパンを⾒据えつつ、アクションプランと同じ5年サイクルで確認、更新する。

図 1-1　キャンパスマスタープラン（ＣＭＰ）の時間軸の流れイメージ

【キャンパスマスタープランの構成】

 フレームワークプラン：中長期的（15 ～ 30 年後）なキャンパス像を想定した

                       ゾーニングや交通計画などに関するビジョン

 アクションプラン：短期的（5年程度）期間を想定した施設整備の実行計画

chapter 1
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　良好なキャンパス環境・空間

を創造するために、基本方針の

策定、部門別の整備方針の策定

の各段階において合意形成を図

りながら、最終的に大学として

意思決定されたキャンパスマス

タープランとして策定する。

　キャンパスマスタープランを

もとに実現に向けた取り組みを

進めるためには、キャンパスの

整備方針や活用方針を策定する

ことが重要となる。

1.2.1

キャンパスマスタープラン

の策定プロセス

公表
HP, 広報誌、
パンフレット等

合意形成

上位計画等

キャンパスマスタープラン

コンセプト・基本方針

現状課題の抽出と共有

フレームワークプラン；キャンパスの骨格に関する計画

合意形成

ゾーニング・建物配置
交通
パブリックスペース
専用スペース
キャンパスデザイン
緑地
安心・安全、環境配慮

アカデミックプラン
・立命館憲章
・R2020

経営戦略
基
本
方
針
の
策
定

課
題
の
把
握
と
整
備
方
針
の
策
定

アクションプランの実行 ;
キャンパスマスタープランに基づく
調和のとれた、良好な環境・空間の実現

アクションプランの検討 ;
部門別整備課題の実現可能性に関する計画実

現
に
向
け
た
取
組

　キャンパスマスタープランの

運用においては、図 1-3 のよう

な運用プロセス（ＰＤＣＡサイ

クル）を踏まえることで、将来

的なアカデミックプランや経営

方針の変更などにも対応しなが

ら、更新を前提とした継続的な

運用が可能となる。

　また各段階において、関係す

る諸機関の合意形成を図りつ

つ、学園として意思決定を行う

ことが重要となる。

1.2.2

キャンパスマスタープラン

の運用プロセス

CMP の策定
プロジェクトの企画立案

CMP の見直しと更新
全学課題との再調整

Plan
計画・策定

Action
改善・調整

Check
点検・評価

Do
実行・運用

CMP の適用
全学課題との調整

具体的なプロジェクトの推進

CMP 運用上の成果と問題点を抽出
施設利用状況と現状課題の把握

FM ファシリティー
マネジメント

図 1-3　キャンパスマスタープラン（ＣＭＰ）の運用プロセスイメージ

図 1-2　キャンパスマスタープランの策定プロセスイメージ

1.2　 キャンパスマスタープランの策定と運用
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　立命館大学のキャンパスマスタープランは「フレームワークプラン」、「アクションプランの検討」、

「リーディングプロジェクト」の３つを骨格として検討を進める。ここでは、キャンパスマスタープラ

ンの構成を示す。

　第１章ではキャンパスマスタープラン策定にあたり、キャンパスマスタープランの理念や役割、達成

方策などを確認し、第２章でキャンパス整備の空間コンセプトやマスタープランの基本方針を示し、立

命館大学のキャンパス整備の基本目標として策定する。そして、キャンパス毎の特徴に応じた方針の策

定を進めるため、第３章でキャンパスにおける現状の把握と課題を抽出し、第４章では目指すべきキャ

ンパス像を共有するため京都キャンパスの空間コンセプトを設定する。さらに、部門別の中長期的な整

備方針として第５章でフレームワークプランを示す。第６章ではマスタープランでの検討を今後の具体

的な整備につなげていくため、短期的な整備方針としてのアクションプランの検討課題を述べるととも

に、フレームワークプランとアクションプランをつなぎ、目指すべきキャンパス整備を実現するための

リーデングプロジェクトについて確認する。また、第７章でキャンパス整備におけるファシリティマネ

ジメントの必要性について触れる。最後に、キャンパスマスタープラン策定におけるこれまでの検討経

過と取り組みについて第８章でまとめた。

Chapter7

ファシリティ
マネジメント

Chapter1

Chapter2

Chapter5Chapter6

Chapter6

キャンパスマスタープランの理念

キャンパス整備の基本目標

目指すべき
キャンパス像・コンセプト

リーディング
プロジェクト

Chapter4Chapter3

キャンパスの
現状と課題

ゾーニング・土地利用、交通、パブリックスペース、緑地など
部門別課題・フレームワークプラン

アクションプランの検討

1.3　 キャンパスマスタープランの構成

図 1-4　キャンパスマスタープランの構成イメージ

1.2　 キャンパスマスタープランの策定と運用
1.3　 キャンパスマスタープランの構成

chapter 1
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1.4   キャンパスマスタープランの達成方策

　キャンパスマスタープランは、整備期間別・課題別に方針を検討しながら、目指すべきキャンパス像

をわかりやすいよう提示する必要がある。キャンパス整備に関する透明性の高い議論を促進し、目指す

べきキャンパス像を学園の全構成員が共有することで、全学的協力体制による、学生・教職員が参画す

るキャンパス整備を推進する。また、必要に応じて行われる短期的な改修・更新などのキャンパス整備

を長期的方針と整合を持たせながら滞りなく実現できるようにし、適切な時期に長期的ビジョンの見直

しを行う作業をキャンパスマスタープランの検討サイクルに含め、継承性と持続可能性（サステイナビ

リティ）を持ったキャンパスマスタープランの達成を目指す。 

　フレームワークプランとは、概ね 15 ～ 30 年程

度の中長期的なキャンパス全体の整備方針に基づ

く計画である。

キャンパス整備の方針を部門別に示すことで課題

や取り組むべき整備をわかりやすく伝えることが

可能となる。キャンパス空間はその部門別方針が

多層レイヤで構成されている、部門毎の方針の調

和を図りながらその重ね合わせることで、良好な

キャンパスの実現を目指す。

　広大なキャンパスには多くの建物が建ち、多く

の学生、教職員が生活をしている。キャンパス空

間は、時代に対応した教育を実現する場を提供し、

社会情勢・財政状況などに柔軟に対応していかな

くてはならない。その際、統一した方針のもとに

キャンパス整備を進めていかなければ、キャンパ

スは無秩序な空間となり、建替えすらできない状

況に陥る危険性がある。これにより、長期的視点

でキャンパス全体を見通した計画を検討し、キャ

ンパスマスタープランの位置づけを共有すること

がきわめて肝要である。

1.4.1

フレームワークプランの設定

図1-5　フレームワークプランのイメージ

キャンパスの主軸・骨格

配置・ゾーニング

動線・交通

パブリック・コミュニティー

パブリック・自然／緑地

設備インフラ

…防災インフラ、
エネルギー計画、
ユニバーサルデザイン、
空間デザイン他
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アクション
プラン

フレームワーク
プラン

キャンパス
計画コンセプト
基本ビジョン

達成目標
長期ビジョン

リーディングプロジェクト１

リーディングプロジェクト２

リーディングプロジェクト3

図 1-7　リーディングプロジェクトの役割イメージ

　アクションプランとは、概ね５年程度の整備方

針に基づく短期的な計画である。

　フレームワークプランで掲げたキャンパス整備

の方向性を実現化するためには、アカデミックプ

ランだけでなく、経営戦略や財務条件とのすり合

わせを行いながら実現可能性を踏まえた検討が重

要である。

　キャンパスマスタープランでは、アクションプ

ランとして検討すべき施設整備課題のキャンパス

マスタープランにおける俯瞰的な位置づけと、ア

クションプランの具体的な検討にあたりフレーム

ワークプランとの整合性を保つために考慮が必要

な条件の整理や、必要に応じたガイドラインの提

示までを行うものとする。

1.4.2

アクションプランの設定

　リーディングプロジェクトとは、目指すべき

キャンパスの実現に向け、キャンパス整備計画全

体を主導するプロジェクトである。

　アクションプランは通常、個別単体の施設に関

わるものであることが多いが、リーディングプロ

ジェクトを設定することにより、従来個別に検討・

整備していく手法では実現できなかった複合的な

課題に取組み、アカデミックプランと連動した

キャンパス空間の再編・実現を目指す。また、キャ

ンパス計画における未決定の上位計画を個別の施

設整備計画と連動して検討することで、上位との

整合性を保ちつつ、個別の整備課題を迅速かつ円

滑に解決することを可能とする。キャンパスマス

タープランにおいて、特に必要と判断される課題

をリーディングプロジェクト（重点検討課題）と

して設定できることとし、関係各所と中長期的に

目指すべきキャンパス像や課題を共有しながら、

柔軟かつ横断的に課題解決を図る（詳細は 6章に

て後述）。

1.4.3　

リーディングプロジェクトの設定

図1-6　アクションプランの検討案イメージ

(2011 年度キャンパス計画委員会資料 )

1.4   キャンパスマスタープランの達成方策

図 1-8　びわこ・くさつキャンパスのリーディンクプロジェクトエリア

010
20

50
100

200 (m)

正門

エリア

セントラル

エリア

正門周辺に
有るべき機能は？ エントランスとしての

空間づくりとは？

スポーツ健康コモンズ
周辺にあるべき施設は？

地域と連携しやすい
整備方針とは？

キャンパス中心に
あるべき施設は？

自然に囲まれた
びわこ・くさつらしさとは？

BKCのイメージとは？

学生が学習・生活・交流
しやすい整備とは？

・複数の施設整備課題をまたぐ複合的、横断的な整備計画

であること。

・キャンパス全体のゾーニング計画や、個々のゾーンの面

的な整備計画への影響が大きいこと。

・優先順位の高いアクションプランを含みながら、フレー

ムワークプランに関する未決定の事項を潜在的に決定づけ

る可能性があること。

【リーディングプロジェクト設定のための条件】

chapter 1
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chapter 2

2.1　 キャンパスマスタープランの位置付けと役割

　　　2.1.1 　アカデミックプランと連動した

　　　　　　　　キャンパスマスタープラン

2.2　 立命館学園の概要

　　　2.2.1 　立命館学園の概要

　　　2.2.2 　立命館大学 3キャンパスの構成

2.3   キャンパス整備の空間コンセプト

　　　　　　

　　

2.4   キャンパスマスタープランの基本方針

立命館大学
キャンパス整備の基本目標

　chapter 2 では、キャンパス

整備の空間コンセプトやマス

タープランの基本方針を示し、

立命館大学のキャンパス整備の

基本目標として策定する。
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2.1   キャンパスマスタープランの位置付けと役割

　「立命館大学キャンパス創造

の基本構想」（2011.10.12 常任

理事会）の到達点を踏まえなが

ら、アカデミックプラン・経営

戦略・建築計画の専門的検討な

どに基づいて、キャンパス整備

方針・内容の検討を進めながら

最適なフレームワークプランと

してのキャンパスマスタープラ

ンを策定する。

　フレームワークプランを軸と

したキャンパスマスタープラン

に沿って、短期的なアクション

プランを検討し、立命館におけ

る良好なキャンパス環境整備を

実現していくものとする。

2.1   キャンパスマスタープランの位置付けと役割

図 2-1　立命館のアカデミックプランイメージ

Creating a Future Beyond Borders
自分を超える、未来をつくる

立命館憲章

● 多様なコミュニティにおける主体的な学びの展開

● 人類・自然、社会に貢献する立命館らしい研究大学への挑戦

● 学ぶことの喜びを実現できる学園づくり

課題発見・解決、ともに高め合あうコミュニティ

集い・学ぶ／人類・自然とのかかわり／社会の中での役割

学内外／集い・高めあう／地域・世界への発信

ビジョン

３つの行動指標

国際社会と地域に貢献する開かれた学園へ
学びのコミュニティと学習者中心の教育を
特色あふれる「グローバル研究大学」へ
教育力・研究の質を向上する環境の維持を
研 究・教 育 機 関としての 立 命 の 役 割

５つの基本目標

立命館大学
の基本計画

（基本目標）

① 総合的人間力の育成を

② グローバル研究大学へ

③ 教育、研究、学生生活を支えるキャンパスづくり

教育／研究／学部・研究科

／既存キャンパス整備

／新キャンパス開設に向けて　　　

前半期
（2011-2015年）

の主な取組み

2.1.1

アカデミックプランと連動し

たキャンパスマスタープラン
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2.2   立命館学園の概要

　1869（明治 2）年、新しい時

代を担う若者を育てるため、西

園寺公望が私塾「立命館」を創

始し、1900 （明治 33）年、文

部大臣時代の西園寺の秘書で

あった中川小十郎が、その意志

を引き継ぎ立命館大学の前身と

なる「私立京都法政学校」を設

立した。

　立命館学園は 2010 年に創立

110 周年を迎え、今日では、２

大学、４高等学校・４中学校・

１小学校を擁する総合学園と

なった。建学の精神「自由と精

神」教育・研究の理念「平和と

民主主義」のうえに立ち、それ

を具体的に活かしつつ、「世界

の立命館へ」というビジョンの

もとで、今日の新しい時代と社

会の要請に応える学園づくりを

積み重ねている。

（立命館 HP より引用）

　立命館学園全体の敷地面積は

2,315,088.73 ㎡、述床面積は

796,247.23 ㎡である。（2015 年

3 月 31 日現在）

2.2.1

立命館学園の概要

立命館慶祥中学校
立命館慶祥高等学校
立命館慶祥中学校
立命館慶祥高等学校

立命館アジア太平洋大学
（APU）

立命館プラザ福岡

立命館プラザ神戸

立命館プラザ名古屋

立命館大阪梅田キャンパス

立命館
東京キャンパス

立命館プラザ
札幌

立命館大学朱雀キャンパス

立命館大学
  衣笠キャンパ ス

立命館中学校
立命館高等学校

立命館小学校

立命館大学びわこ・
くさつキャンパス（BKC）
立命館プラザBKC

立命館守山中学校
立命館守山高等学校

立命館プラザ 京都

立命館宇治中学校
立命館宇治高等学校

琵琶湖

京都市
大津市

● 立 命 学等高館命立 校学中館 校
● 立 命 等高治宇館命立 校学中治宇館 校学
● 立 命 慶館命立 校学中祥慶館 祥 校学等高
● 立 命 校学等高山守館命立 校学中山守館
● 立 命 校学小館

「立 命 館 プラザ」

立命館アジア太平洋 大学（APU）

立命館大学 衣 笠キャンパス
立命館大学 朱 雀 キャンパ ス

立命館大学 びわこ・くさつキ ャンパス（BKC）
立命館大学 大阪いばらきキャンパス

大学での学びや入試・進路等、受験生や保護者の相談に応じる
地域拠点

立 命 館 東 京キャンパ ス
2007年4月、 東京駅日本橋口に開設。首都圏での窓口機 能や
学生の進路就職支援を行い、「知の発信拠点」として、ビジネス
マンや実 務 家 、社 会 人を対 象にした講 座を開 講しています。
所在地 ● 東京都千代田区丸の内1-7-12　サピアタワー8階
T E L  ● 03-5224-8188

■ 立 命 館 プラザ 福 岡
所在地 ● 福岡市博多区博多駅前1-15-20　NOF博多駅前ビル2階
T E L  ● 092-432-8122

■ 立 命 館 プラザ 名古 屋
所在地 ● 名古屋市中村区椿町16-16　ナゴヤ大和ビル8階
T E L  ● 052-459-0750  

■ 立 命 館 プラザ B KC
所在地 ● 滋賀県草津市野路東1丁目1-1　
　　　　  立命館大学びわこ・くさつキャンパス キャノピー
T E L  ● 077-561-3000

■ 立 命 館 プラザ 京 都 
所在地 ● 京都市北区等持院北町56-1　
　　　　  立命館大学衣笠キャンパス 至徳館2階
T E L  ● 075-465-8351

■ 立 命 館 プラザ 神 戸
所在地 ● 神戸市中央区布引町4-2-12　ネオフィス三宮6階
T E L  ● 078-262-7080

■ 立 命 館 プラザ 札 幌 
所在地 ● 札幌市中央区北4条西5丁目　アスティ45 12階 （ACU内）
T E L  ● 011-272-3883

立 命 館 大 阪 梅 田 キャンパ ス
JR大阪駅、阪急・阪神・地下鉄梅田駅前の「大阪富国生命ビル」
５階と14階に「立命館大阪梅田キャンパス」があります。５階は
主に、ＭＢＡやＭＯＴなどの社会人大学院講義と、一般向け公開
講 座などを行っています。１４階は主に就 職 活 動 支 援 業 務と
大阪梅田キャンパス全体の運営業務になります。

所在地 ● 大阪市北区小松原町２-４　大阪富国生命ビル
T E L  ● 06-6360-4895（14 階 大 阪梅田キャンパス 運営オフィス）

大阪いばらきキャンパス

1869年（明治2年）　西園寺公望書「立命館」

　

学祖 西園寺 公望
Saionji kinmochi

創立者　中川 小十郎
Nakagawa kojuro

図 2-2　立命館学園の概要
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図 2-3　立命館大学のトライアングル体制

2.2   立命館学園の概要

衣笠キャンパス 朱雀キャンパス
びわこ・くさつ
キャンパス

大阪いばらき
キャンパス

132,954.75㎡ 8,119.02㎡ 675,111.88㎡ 100,567.86㎡
165,798.48㎡ 27,138.68㎡ 252,751.87㎡ 105,908.11㎡

15,820人 168人 13,596人 5,536人

敷地面積
延床面積
学生数(2015年5月1日現在)

　立命館大学は、主たるキャン

パスとして、京都キャンパス（衣

笠キャンパス、朱雀キャンパ

ス）、びわこ・くさつキャンパ

スと 2015 年 4 月に開設した大

阪いばらきキャンパスによって

構成される。京都・滋賀・大阪

を結ぶ 3キャンパスのいわばト

ライアングル体制となった。

　３キャンパスにおいて、総

敷地面積 916,753.51 ㎡、総延

床面積 551,597.14 ㎡を有し、

そこで活動する学生は、合計

35,120 人にのぼっている。

2.2.2

立命館大学３キャンパス

の構成

鴨
川
鴨
川

龍安寺龍安寺
仁和寺仁和寺

KICKIC

金閣寺金閣寺

500m

琵
琶
湖

琵
琶
湖

BKCBKC

JR
南草津駅

JR
南草津駅

500m

OICOIC

万博記念
公園

万博記念
公園

岩倉公園岩倉公園

JR茨木駅JR茨木駅 阪急
茨木市駅
阪急

茨木市駅

大阪モノレール
/阪急

南茨木駅

大阪モノレール
/阪急

南茨木駅 500m

大阪モノレール
宇野辺駅

大阪モノレール
宇野辺駅

京都から世界へ発信する伝統と創生の

人文系キャンパス（5学部、８研究科）

・立地特性：歴史都市型

・基本的な空間骨格：三角形

世界水準の教育・研究・技術を創出・

発信するイノベイティブ・キャンパス

（6学部、6研究科）

・立地特性：郊外型

・基本的な空間骨格：放射状

「アジアのゲートウェイ」「都市共創」

「地域・社会連携」をコンセプトに掲げ、

新たな学びのスタイルを提案するキャ

ンパス（2学部、4研究科）

・立地特性：市街地型

・基本的な空間骨格：十字型

表 2-1　3 キャンパスの主要データ

衣笠キャンパス

立命館大学の現存する最も古い

キャンパスである。衣笠山を背

景に、鹿苑寺（金閣寺）、龍安寺、

仁和寺、そして等持院などの歴

史的名刹などに囲まれた京都市

北西部に位置している。

びわこ・くさつキャンパス（BKC）

琵琶湖の南東、滋賀県「びわこ

文化公園都市」の一角に位置し、

敷地面積約 61ha。敷地内には

希少植物が生息する自然緑地が

存在し、広大な敷地とキャンパ

スである。

大阪いばらきキャンパス（OIC）

大阪万博記念公園の東約 1.5km 

に位置する、サッポロビール工

場跡地に茨木市立の岩倉公園と

一体的に計画される。JR 茨木

駅と阪急南茨木駅に挟まれた都

市型キャンパスである。

図 2-4　衣笠キャンパスの位置図 図 2-5　ＢＫＣの位置図 図 2-6　ＯＩＣの位置図

※面積は 2015 年 3 月 31 日現在のデータである。衣笠キャンパス、朱雀キャンパスの面積には、原谷・柊野グラ

ウンドやインターナショナルハウスなどは含まれていない。びわこ・くさつキャンパスの面積にはグリーンフィー

ルド、ＢＫＣインターナショナルハウスが含まれている。

びわこ・くさつ
キャンパス

大阪いばらき
キャンパス

京都
キャンパス

大阪湾

琵琶湖
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■衣笠キャンパス

■大阪いばらきキャンパス

■朱雀キャンパス

※一部借地あり

図 2-7　衣笠キャンパス配置図

図 2-8　大阪いばらきキャンパス配置図

図 2-9　朱雀キャンパス配置図
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■びわこ・くさつキャンパス

2.2   立命館学園の概要

※一部借地あり

図 2-10　びわこ・くさつキャンパス配置図
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2.3   キャンパス整備の空間コンセプト

　キャンパスは教育 ･研究活動のフィールドであるとともに、多様なコミュニティ形成を支える空間で

ある。優れた学生や研究者を育成する環境として、国内外・地域への発信・貢献・連携の場として、立

命館大学の基本目標である総合的人間力の育成やグローバル研究大学に向け、教育・研究・学生生活を

支えるキャンパスづくりを目指す。そこで、立命館大学におけるキャンパス計画・整備の役割や目的を

共有しやすいよう、全キャンパス共通の空間コンセプトを次のように設定する。

２　優れた学生・研究者を育成する国際基準の
　　教育・研究・文化・スポーツ環境整備

１　多様なコミュニティー形成を支える空間整備

３　高いQOL が支える優れたアメニティや自然環境、
　　エコロジー、防災への配慮

４　国内外・地域への発信・貢献・連携の場の整備と
　　システムの構築

５　歴史・文化的コンテクストを踏まえたキャンパス計画
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2.4   キャンパスマスタープランの基本方針

　キャンパス計画・整備の空間

コンセプトを実現するための基

本方針を次のように設定する。

①全学的協力体制による、学生・教職員が参画する

　一体的なキャンパス整備

　検討プロセスにおいて、学生、教職員、（課題に応じて地域の方々）

など、多くの関係者が参画する機会を設け、出来る限り多くの意見

を聞き、共に考え、行動する。

②キャンパス資源（敷地・施設等）の有効活用

　既存施設の有効活用が重要な前提条件となる。既存キャンパスに

おける活用可能面積は限られており、新たなスペースの確保は難し

いのが現状である。そのため、キャンパスの有効活用を検討する際

は、下記に示すような検証が重要となる。

・現状の施設利用状況や課題の共有

・教学・研究活動等における求められる機能の把握

・前例のない整備課題についての可能性検討

・利用状況の変化に伴う床面積やゾーニングの最適化

・キャンパス計画・整備方針の共有

・管理・運営ルールの点検・見直し

③教育・研究環境の再編・集約

・学部エリア

・学部連携エリア

・全学共有エリア

④緑地と連動したコミュニティスペースの再編

⑤立命館ステイタス

・魅力的で充実した学生生活を支える生活施設の質の向上と再整備

⑥都市の一部としての社会的な役割を果たす大学キャンパスの整備

⑦継続・更新・発展する大学経営を支える

　ファシリティマネジメント

⑧計画・管理・評価体制の確立

⑨各部局が施設計画等の立案・執行の際に常に引用する

　手引き・指針としての位置づけ

　各学部教学や研究の将来構想や各部局の適切な役割を共有しなが

ら、施設計画等の立案・執行の際に引用可能な手引き・指針として

キャンパスマスタープランを位置づける。

2.3   キャンパス整備の空間コンセプト
2.4   キャンパスマスタープランの基本方針
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空間コンセプト 基本方針 条件整理の作業に必要なデータや情報など

土地利用・建物配置 ゾーニング計画 キャンパスの骨格 スムーズな建替計画 築年数の確認

　・明快・明確な ボリュームシフト 南側低層化（KIC) 法規制の整理

　・わかりやすい 北側へボリューム確保（KIC） 現状把握

　・敷地の有効活用を図る 中央部の広場化（KIC)

教学・研究空間の適正化 将来規模（面積、高さ）の設定 現状把握

分散部局の集約 全学利用施設の配置状況 全学利用施設の把握

既存施設の有効活用・環境保全

＜学園ビジョン＞ インフラ 交通計画 キャンパス内動線 明確な歩車分離 現状把握（登録数・利用数）

基盤整備 　・わかりやすい キャンパス外アクセス 　　　人・自転車・バス バス待合時の

Creating a Future Beyond Borders 骨格構成 　・アクセスしやすい 　　　一般車両・サービス車両 歩道の占有率

　・見通しのよい 　　　観光車両 事故件数

自分を超える、未来をつくる。 　・安全な 駐輪場・駐車場の整備 警備員の業務内容

     　・量的確保 バス待合スペースの計画 事例調査

バスロータリーの計画 各門の開閉

＜３つの行動指標＞ エネルギー計画 設備更新（老朽化への対応） 電気・給排水 現状把握（寿命・効率）

環境負荷低減への試み 高効率機器の導入（エネルギー政策） 建替計画への影響

多様なコミュニティにおける主体的な学びの展開 サスティナブル 自然エネルギーの活用

エコロジー 非常時対応

人類・自然・社会に貢献する立命館らしい研究大学への挑戦 安全・安心 安全・安心な施設計画 ユニバーサルデザイン 避難場所 現状把握

交通 非常用電力供給 事例調査

学ぶことの喜びを実現できる学園づくり 災害・防災対策 浄化設備（非常用トイレ等） 方針の検討

防犯対策 セキュリティ（日常時・非常時） バリアフリー化の現状把握

施設の維持管理・老朽化対策 情報管理

＜５つの基本目標＞ 緑地計画 自然環境への配慮 適切な植栽計画 現状把握（毎木調査）

周辺環境との連続性 コミュニティー空間との関係 ※保存樹木の判断（寿命・記念樹等）含む

国際社会と地域に貢献する開かれた学園へ デザインガイドライン 壁面線・高さの指定 歴史の継承 現状把握

の設定 構造・形状・半屋外空間など キャンパスデザインの調和 周辺地域から大学施設の見え方への配慮

学びのコミュニティと学習者中心の教育を 仕上げ・色彩・サイン計画など 景観との調和

緑地計画 既存緑地の保全・活用

特色あふれる「グローバル研究大学」へ 全学利用施設 コミュニティスペース 屋外 緑地空間の整備 現状把握

（パブリック） （コモン、居場所） 居場所の整備

教育力・研究の質を向上する環境の維持を の適正配置 （休憩・交流・活動・飲食・喫煙）

屋内 学習 ラーニングコモンズ 現状把握・データ分析

教育・研究機関としての立命の役割 スチューデントコモンズ 事例調査

　－東日本大震災をうけて－ 図書館 ターゲット層の設定・確認

ぴあら 運営方式・クオリティに対するニーズ・評価

飲食 カフェ・レストラン

大学生協

＜立命館大学の基本目標＞ 正課以外の学びの拠点 図書館・ぴあら・コモンズなど 将来規模（面積、数量）の設定

課外自主活動施設 スポーツ、健康、レクリエーション 各種体育施設、サークル活動施設 稼働率、規模、施設配置の適正化

総合的人間力の育成を QOL(生活施設） アメニティの向上 明るく魅力的なトイレ 現状把握

学生支援の充実 多様な居場所の整備 学生支援施設の視認性と対応時間のニーズ

グローバル研究大学へ 福利厚生施設の充実 学生支援施設の計画 ターゲット層の設定・確認

立ち寄りやすい空間づくり 学生施設の現状把握

教育、研究、学生生活を支えるキャンパスづくり 地域開放 女子学生増加への対応

教学・研究施設の方針 講義教室 将来規模（面積、数量）の設定 占有スペースの見直し、配置の適正化

専門教室・実験室 情報共有 利用実態の把握（稼働率、利用人数対面積）

学生研究室、教員研究室 研究内容の公開・発信 セキュリティエリア

事務組織の体制 事務職員施設 （※具体的にはアクションプランの内容）

国内外への 地域連携 地域プログラム

発信・貢献・連携 地域開放 災害時対応

地域貢献 京都ステイタス

国際化 国際寮 国際化の動向把握

国際交流、国際理解 学生支援（言語、生活習慣、宗教） グローバルスタンダードに関わる情報収集

連携の支援 情報発信・交流拠点

（全キャンパス共通） （附属校・APU・他キャンパス 高校生等の居場所の確保

地域・他大学・日本・世界など）

４．国内外・地域への
発信・貢献の場の整備

と
システムの構築

パブリック空間整備

３．高いQOLが支える
優れた

アメニティや
自然環境、エコロジー、

防災への配慮

１．多様なコミュニティ
形成を支える

空間整備

継続・更新・発展する大学
経営を支えるファシリティマ
ネジメント

緑地と連動した
コミュニティスペース
の再編

計画項目

専用スペース整備

学外利用者の
使用施設

立命館憲章

■空間整備のコンセプトからプロジェクトの詳細についてツリー構造的整理

前提／アカデミックプランとその方針

２.優れた学生・研究者
を育成する

国際基準の教育・研究・
文化・スポーツ

環境整備

【キャンパスプラン実現のための条件整理】

R2020

全学的協力体制による
学生・教職員が参画する
一体的なキャンパス整備

キャンパス資源
（敷地・施設等）
の有効活用

５．歴史・文化的
コンテクストを踏まえた

キャンパス計画

各部局が施設計画等の立
案・執行の際に常に引用
する手引き・指針としての
位置づけ

教育・研究環境
の再編・集約
　・学部エリア
　・学部連携エリア
　・全学共用エリア

立命館ステイタス
魅力的で充実した学生生
活を支える生活施設の質
の向上と再整備

都市の一部としての社会
的な役割を果たす大学
キャンパスの整備

計画・管理・評価体制
の確立

全キャンパス共通の方針・課題整理項目

　立命館憲章や学園ビジョン R2020 で示すアカデミックプランなどの実現に向けて、キャンパス空間の

調和を図りながら目指すべき立命館のあるべき姿を実現していくための、全キャンパス共通の空間コン

セプトに沿って、次の表に示すようにツリー構造的に検討すべきより詳細な整備方針との関係性を示し

ている。
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空間コンセプト 基本方針 条件整理の作業に必要なデータや情報など

土地利用・建物配置 ゾーニング計画 キャンパスの骨格 スムーズな建替計画 築年数の確認

　・明快・明確な ボリュームシフト 南側低層化（KIC) 法規制の整理

　・わかりやすい 北側へボリューム確保（KIC） 現状把握

　・敷地の有効活用を図る 中央部の広場化（KIC)

教学・研究空間の適正化 将来規模（面積、高さ）の設定 現状把握

分散部局の集約 全学利用施設の配置状況 全学利用施設の把握

既存施設の有効活用・環境保全

＜学園ビジョン＞ インフラ 交通計画 キャンパス内動線 明確な歩車分離 現状把握（登録数・利用数）

基盤整備 　・わかりやすい キャンパス外アクセス 　　　人・自転車・バス バス待合時の

Creating a Future Beyond Borders 骨格構成 　・アクセスしやすい 　　　一般車両・サービス車両 歩道の占有率

　・見通しのよい 　　　観光車両 事故件数

自分を超える、未来をつくる。 　・安全な 駐輪場・駐車場の整備 警備員の業務内容

     　・量的確保 バス待合スペースの計画 事例調査

バスロータリーの計画 各門の開閉

＜３つの行動指標＞ エネルギー計画 設備更新（老朽化への対応） 電気・給排水 現状把握（寿命・効率）

環境負荷低減への試み 高効率機器の導入（エネルギー政策） 建替計画への影響

多様なコミュニティにおける主体的な学びの展開 サスティナブル 自然エネルギーの活用

エコロジー 非常時対応

人類・自然・社会に貢献する立命館らしい研究大学への挑戦 安全・安心 安全・安心な施設計画 ユニバーサルデザイン 避難場所 現状把握

交通 非常用電力供給 事例調査

学ぶことの喜びを実現できる学園づくり 災害・防災対策 浄化設備（非常用トイレ等） 方針の検討

防犯対策 セキュリティ（日常時・非常時） バリアフリー化の現状把握

施設の維持管理・老朽化対策 情報管理

＜５つの基本目標＞ 緑地計画 自然環境への配慮 適切な植栽計画 現状把握（毎木調査）

周辺環境との連続性 コミュニティー空間との関係 ※保存樹木の判断（寿命・記念樹等）含む

国際社会と地域に貢献する開かれた学園へ デザインガイドライン 壁面線・高さの指定 歴史の継承 現状把握

の設定 構造・形状・半屋外空間など キャンパスデザインの調和 周辺地域から大学施設の見え方への配慮

学びのコミュニティと学習者中心の教育を 仕上げ・色彩・サイン計画など 景観との調和

緑地計画 既存緑地の保全・活用

特色あふれる「グローバル研究大学」へ 全学利用施設 コミュニティスペース 屋外 緑地空間の整備 現状把握

（パブリック） （コモン、居場所） 居場所の整備

教育力・研究の質を向上する環境の維持を の適正配置 （休憩・交流・活動・飲食・喫煙）

屋内 学習 ラーニングコモンズ 現状把握・データ分析

教育・研究機関としての立命の役割 スチューデントコモンズ 事例調査

　－東日本大震災をうけて－ 図書館 ターゲット層の設定・確認

ぴあら 運営方式・クオリティに対するニーズ・評価

飲食 カフェ・レストラン

大学生協

＜立命館大学の基本目標＞ 正課以外の学びの拠点 図書館・ぴあら・コモンズなど 将来規模（面積、数量）の設定

課外自主活動施設 スポーツ、健康、レクリエーション 各種体育施設、サークル活動施設 稼働率、規模、施設配置の適正化

総合的人間力の育成を QOL(生活施設） アメニティの向上 明るく魅力的なトイレ 現状把握

学生支援の充実 多様な居場所の整備 学生支援施設の視認性と対応時間のニーズ

グローバル研究大学へ 福利厚生施設の充実 学生支援施設の計画 ターゲット層の設定・確認

立ち寄りやすい空間づくり 学生施設の現状把握

教育、研究、学生生活を支えるキャンパスづくり 地域開放 女子学生増加への対応

教学・研究施設の方針 講義教室 将来規模（面積、数量）の設定 占有スペースの見直し、配置の適正化

専門教室・実験室 情報共有 利用実態の把握（稼働率、利用人数対面積）

学生研究室、教員研究室 研究内容の公開・発信 セキュリティエリア

事務組織の体制 事務職員施設 （※具体的にはアクションプランの内容）

国内外への 地域連携 地域プログラム

発信・貢献・連携 地域開放 災害時対応

地域貢献 京都ステイタス

国際化 国際寮 国際化の動向把握

国際交流、国際理解 学生支援（言語、生活習慣、宗教） グローバルスタンダードに関わる情報収集

連携の支援 情報発信・交流拠点

（全キャンパス共通） （附属校・APU・他キャンパス 高校生等の居場所の確保

地域・他大学・日本・世界など）

４．国内外・地域への
発信・貢献の場の整備

と
システムの構築

パブリック空間整備

３．高いQOLが支える
優れた

アメニティや
自然環境、エコロジー、

防災への配慮

１．多様なコミュニティ
形成を支える

空間整備

継続・更新・発展する大学
経営を支えるファシリティマ
ネジメント

緑地と連動した
コミュニティスペース
の再編

計画項目

専用スペース整備

学外利用者の
使用施設

立命館憲章

■空間整備のコンセプトからプロジェクトの詳細についてツリー構造的整理

前提／アカデミックプランとその方針

２.優れた学生・研究者
を育成する

国際基準の教育・研究・
文化・スポーツ

環境整備

【キャンパスプラン実現のための条件整理】

R2020

全学的協力体制による
学生・教職員が参画する
一体的なキャンパス整備

キャンパス資源
（敷地・施設等）
の有効活用

５．歴史・文化的
コンテクストを踏まえた

キャンパス計画

各部局が施設計画等の立
案・執行の際に常に引用
する手引き・指針としての
位置づけ

教育・研究環境
の再編・集約
　・学部エリア
　・学部連携エリア
　・全学共用エリア

立命館ステイタス
魅力的で充実した学生生
活を支える生活施設の質
の向上と再整備

都市の一部としての社会
的な役割を果たす大学
キャンパスの整備

計画・管理・評価体制
の確立

全キャンパス共通の方針・課題整理項目
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chapter 3
　chapter 3 ではびわこ・くさ

つキャンパスにおける学部・研

究科の構成や立地条件、敷地概

要など、キャンパスを構成する

基本条件の確認を行う。

　これらキャンパスの現状を把

握した上で、キャンパス計画や

整備における課題を抽出する。

びわこ・くさつキャンパスの
現状と課題

3.1　 びわこ・くさつキャンパスの現状

　　　3.1.1 　キャンパスの位置づけ

　　　3.1.2 　学部・研究科の構成

　　　3.1.3 　立地条件

　　　3.1.4 　びわこ・くさつキャンパスの沿革

　　　3.1.5 　びわこ・くさつキャンパスの敷地概要

　　　　　　　（条件・法規制等を含む）　　

　　　3.1.6 　びわこ・くさつキャンパスの施設概要

3.2 　これまでのキャンパス整備の取り組み

　　　3.2.1 　これまでのキャンパス整備

　　　3.2.2 　R2020 前半期の既存キャンパス整備計画

3.3   びわこ・くさつキャンパスの現状と課題
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3.1   びわこ・くさつキャンパスの現状

3.1.1

キャンパスの位置づけ

　びわこ・くさつキャンパスとは主にびわこ・く

さつキャンパスとその他周辺にある大学施設を示

す。びわこ・くさつキャンパスマスタープランで

は、次の 2 つに分けて記述する。2014 年度まで

の検討では主にびわこ・くさつキャンパスを中心

に検討を行ってきた。

【びわこ・くさつキャンパス】

①びわこ・くさつキャンパス

②その他大学施設

　（グリーンフィールド、ＢＫＣインターナショ

ナルハウスなど）

3.1   びわこ・くさつキャンパスの現状

　草津市の第 5次草津市総合計画第 2期基本計画

において「出会いが織りなす　ふるさと　“元気”

と“うるおい”のあるまち　草津」という将来ビ

ジョンが打ち出され、立命館大学の立地する地域

は、「文化・交流ゾーン」の中の「学術・福祉拠点」

として位置づけ、「草津ＪＣＴや草津田上ＩＣに

よる地の利を最大限に生かした、産官学あるいは

研究関連との連携、新たな産業の創出や福祉・医

療、文化等の交流を促進する拠点」としている。

また、草津市都市計画マスタープランにおいては、

都市づくりの基本テーマ「ゆとりと活力のある生

活実感年　草津」の実現に向け、老上地域は「豊

かな水資源と歴史が新たな交流や都市の魅力を生

みだすまち」といった将来イメージを設定し、立

命館大学のあるＪＲ東海道新幹線以東エリアは交

流研究福祉ゾーンとして都市基盤整備の方針が打

ち出されており、行政と連携・協働したキャンパ

ス整備や、地域に開かれたキャンパスづくりを模

索していくことも必要となっている。
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図3-1　びわこ・くさつキャンパス配置図（2015年4月時点）※スポーツ健康コモンズは 2016 年 7 月竣工予定（2015 年 5 月現在）

　びわこ・くさつキャンパスが位置する滋賀県の

政策において、大津市と草津市にまたがる 520ha

を「びわこ文化公園都市構想区域」に位置づけ、

多様な施設や資源を活かして滋賀の社会成長・経

済成長に貢献する場としていく政策が打ち出され

ている。
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3.1.2

学部・研究科の構成

　右図に 2015 年度時点のびわ

こ・くさつキャンパスの学部・

研究科の構成と学生数（予定）

を示す。

　大阪いばらきキャンパスを開

設（2015 年 4 月）したことに

より、経営学部、経営学研究科、

テクノロジーマネジメント研究

科がびわこ・くさつキャンパス

から移転した。

 学科 ①男性 ②女性 ③留学生
合計

a（①＋②）

 経済学科 1864人 510人 2374人

 国際経済学科 625人 322人 947人

 電気電子工学科 594人 27人 621人

 機械工学科 654人 21人 675人

 都市システム工学科 350人 46人 396人

 環境システム工学科 254人 65人 319人

 電子光情報工学科 18人 1人 19人

 ロボティクス学科 390人 18人 408人

 数理科学科 329人 53人 382人

 物理科学科 309人 34人 343人

 電子情報デザイン学科 23人 2人 25人

 電子情報工学科 355人 25人 380人

 マイクロ機械システム工学科 31人 1人 32人

 建築都市デザイン学科 252人 93人 345人

 教養課程 412人 64人 476人

 情報システム学科 342人 30人 372人

 情報コミュニケーション学科 324人 49人 373人

 メディア情報学科 306人 69人 375人

 知能情報学科 303人 63人 366人

 薬学科 285人 349人 634人

創薬科学科 29人 17人 46人

 応用化学科 278人 90人 368人

 生物工学科 204人 137人 341人

 生命情報学科 181人 91人 272人

 生命医科学科 119人 130人 249人

 スポーツ健康科学部  スポーツ健康科学科 597人 353人 7人 950人

9428人 2660人 187人 12088人

経済学研究科 経済学専攻 36人 31人 43人 67人

基礎理工学専攻 72人 6人 78人

総合理工学専攻 14人 3人 17人

電子システム専攻 211人 17人 228人

機械システム専攻 293人 13人 306人

環境都市専攻 139人 22人 161人

スポーツ健康科学研究科 スポーツ健康科学専攻 57人 29人 2人 86人

情報理工学研究科 情報理工学専攻 281人 31人 55人 312人

生命科学研究科 生命科学専攻 181人 65人 20人 246人

薬学研究科 薬学専攻 4人 3人 0人 7人

1288人 220人 198人 1508人

13596人

学生・院生数

小計

BKCキャンパス合計 10716人 2880人 385人

 情報理工学部 

 生命科学部 

小計

0人

61人

56人

47人

16人

78人

キャンパス
学部・研究科

 学部 /研究科

BKC

学
部

 経済学部 

理工学部

研
究
科

理工学研究科

 薬学部 

表 3-1　びわこ・くさつキャンパスの学部・研究科別キャンパス人口（2015 年 5 月 1 日現在）

※理工学部電子光情報工学科は 2012 年度より募集停止。

※理工学部電子情報デザイン学科は 2012 年度より電子情報工学科へ名称変更。

※理工学研究科総合理工学専攻（博士課程後期課程）は、2012 年度より募集停止。

※留学生とは、在留資格「留学」を取得できるもので外国籍を持つものをいう。
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男女比

図 3-2　びわこ・くさつキャンパスで学ぶ学生データ（2015 年 5 月 1 日現在）

[ びわこ・くさつキャンパス ]

学部生・大学院生比

研究科別大学院生比

学部別学部生比

国際比

3.1   びわこ・くさつキャンパスの現状

経済学部 , 3321人,
27%

理工学部, 3945
人, 33%

情報理工学部, 1962人,
16%

薬学部 , 680人, 6%

生命科学部, 1230人, 10%

スポーツ健康科学部 , 
950人, 8%

経済学研究科, 
67人,
4%

理工学研究科, 
790人, 52%

スポーツ健康科学研究科,
86人, 6%

情報理工学研究科, 
312人, 21%

生命科学研究科, 
246人, 16%

薬学研究科, 7人, 1%

計 1,508人

学部生

12088人, 89%

大学院生

1508人, 11%

計 13,596人

男性,
10716人,

79%

女性, 
2880人,
21%

国内学生,
13211人, 
97%

留学生

, 385人
, 3%

計 12,088人
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【びわこ・くさつキャンパス (BKC)】

3.1.3

立地条件

矢橋帰帆島公園
草津市役所

R1

琵琶湖

立命館大学
びわこ・くさつ
キャンパス

大津

大津
膳所

石山

栗東

手原

瀬田

南草津

草津
栗東I.C

瀬田西I.C 瀬田東I.C

京滋
バイ
パス

東海
道本
線

（琵
琶湖
線）

びわこ
文化公園

東海道新幹線

名神
高速
道路

新名神高速道路

石山寺

近江大橋
栗東自然
観察の森

南田山
東矢倉南

野路中央

BKC
グリーンフィールド

草津田上I.C

図 3-3　びわこ・くさつキャンパスの位置図

　琵琶湖の南東、滋賀県が整備を進める「びわ

こ文化公園都市」の一角に位置し、敷地面積約

６１万㎡の広さを誇る。敷地内には希少植物が生

息する自然緑地が存在し、広大な敷地とキャンパ

ス内外の豊かな緑に囲まれた郊外型キャンパスで

ある。

写真 3-1　クインススタジアムからキャンパス南側を望む

【キャンパス所在地】

滋賀県草津市野路東 1-1-1

【BKC グリーンフィールド】

写真 3-2　グリーンフィールド

・アメリカンフットボール場

・ラグビー場

・アスリートクラブハウス

【その他 BKC 周辺学園施設】

・立命館大学 BKC インターナショナルハウス

（英語名称：BKC International House ）

・ヨット部合宿所・艇庫

・ボート部合宿所・艇庫

・カヌー部合宿所・艇庫

・爽風館

他
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3.1   びわこ・くさつキャンパスの現状

【びわこ・くさつキャンパス周辺の主な施設】

写真 3-3　びわこ・くさつキャンパス近郊の航空写真（2007 年）

　びわこ・くさつキャンパス近郊には、滋賀医科大学、龍谷大学瀬田キャンパス、京都大学生態学研究

センターなどの教育・研究施設の他、県立近代美術館や県立図書館、びわこ・文化公園などの文化・教

養施設、福祉・医療施設、大企業の工場・研究開発拠点が多く立地している。また、クインススタジア

ムの地下には木瓜原遺跡が保存されており、周辺地域には多くの遺跡や文化財が存在している。
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　1994 年に理工学部が衣笠

キャンパスからの拡充移転によ

りびわこ・くさつキャンパス

（BKC）を開設した。

　1998 年には経済学部・経営

学部が衣笠キャンパスより移

転、新展開以降、情報理工学部、

生命科学部、薬学部、スポーツ

健康科学部開設等により、先端

科学と社会科学がクロスする文

理融合型キャンパスとして教学

創造が図られてきた。１学部１

研究科で開学したびわこ・くさ

つキャンパスは、経済学部、理

工学部、情報理工学部、生命科

学部、薬学部、スポーツ健康科

学部の 6学部と 6研究科のキャ

ンパスに発展しており、生協職

員、キャンパス管理に携わるス

タッフを含めると概ね２万人規

模のキャンパスとなっていた。

　2015 年の大阪いばらきキャ

ンパス開設に伴い、経営学部、

経営学研究科、テクノロジー・

マネジメント研究科が移転し、

概ね 1万 5千人規模となってい

る。

3.1.4

びわこ・くさつキャンパス

の沿革

1869　　西園寺公望が邸内に私塾「立命館」を開設

1900　　中川小十郎が「私立京都法政学校」を開設

1901　　広小路学舎設置

1904　　専門学校令による「私立京都法政学校」に改称

1913　　大学を「私立立命館大学」に改称

1922　　大学令（旧制）による「立命館大学」設立

1948　　学校教育法による「立命館大学」（新制）設立

1939　　北大路校地にあった「立命館高等工科学校（1938 年設立）」を、「立命館

日満高等工科学校」に改め、北区等持院北町（現在の衣笠キャンパス）

の新校舎で開校

1942　　日満高等工科学校を立命館大学専門学部工学科に昇格

1949　　理工学部（新制）を設置

1965　　経営学部、経営学部を広小路キャンパスから衣笠キャンパスに移転

1990 年代

2000 年代

2010 年代

1994　　びわこ・くさつキャンパス開設

　　　　理工学部が衣笠キャンパスより拡充移転

1998　　経済学部・経営学部が衣笠キャンパスより移転新展開

2010　　スポーツ健康科学部開設

2015　　大阪いばらきキャンパス開設に伴い、経営学部、経営学研究科、

　　　　 テクノロジー・マネージメント研究科移転予定

2004　　情報理工学部開設

2005　　テクノロジー・マネジメント研究科（ＭＯＴ大学院）

2008　　生命科学部・薬学部開設

表 3-2　びわこ・くさつキャンパスの前史

表 3-3　びわこ・くさつキャンパスの沿革
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キャンパスのヒストリー

3.1   びわこ・くさつキャンパスの現状

周辺の地形、植生環境特性

BKC （1946年）

写真 3-4-1　びわこ・くさつキャンパス開設時（1994 年）

図 3-4　びわこ・くさつキャンパス開設以前の状況（1946 年）

図 3-5　びわこ・くさつキャンパス周辺の植生図

かつては２つの谷筋を擁する固有の水系軸を

形成しており、琵琶湖につながる源流だった。

写真 3-4-2　バイオリンク竣工時（2015 年）
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表 3-4　敷地面積等の一覧表

　びわこ・くさつキャンパス（ＢＫＣ）整備にお

いて、空間計画上考慮すべき主な法的条件と草津

市の関連施策等には以下のようなものがある。

○都市計画に基づく用途地域

○草津市総合計画

○草津市都市計画マスタープラン

○ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

3.1.5

びわこ・くさつキャンパス

の敷地概要

（条件・法規制等を含む）

敷地面積（㎡） 延床面積（㎡） 容積率（％） 建ぺい率（％） 備考

ＢＫＣ ① コアステーション他 617,112.32 245,891.31 <200
＜60

一部＜70
登記上面積

課外体育用地 ② グリーンフィールド 45,590.00 2,413.90 <200 ＜70 登記上面積

寄宿舎敷地 ③ BKC International House 12,409.56 4,446.66 <200 ＜60
登記上面積
外国人留学生が入居

（借地） ④ 自転車・バイク駐輪場用地 9,417.20 － － － 借地（契約上の数字）

（賃地） ⑤ インキュベーション施設 1,494.59 － － －
独立行政法人中小企業基盤整備機
構へ貸地（契約上の数字）

区分/敷地番号/校地名

び
わ
こ
・
く
さ
つ

キ
ャ

ン
パ
ス

図 3-6　土地情報

このページの情報については全て2015年3月31日現在の情報である。

①③

②

④

⑤

※ただし、⑤の面積は①の面積に含まれている。
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3.1   びわこ・くさつキャンパスの現状

【建ぺい率】

　敷地面積に対する建築面積の割合。建築基準法

によって、敷地内に適度な空地を確保し、防火と

市街地環境への配慮を目的として都市計画区域内

の用途地域に応じて上限が定められている。

【容積率】

　敷地面積に対する延床面積の割合。建物の規模

を規制する数値のひとつで、都市計画区域内の用

途地域に応じて上限が定められている。

010
20

50
100

200 (m)■用途地域

準工業地域

近隣商業地域

第１種中高層住居専用地域

工業専用地域

都市計画公園

工業専用地域

第１種低層住居専用地域

第１種住居専用地域

図 3-7　草津市都市計画図（用途地域）

【用途地域】

　都市計画において、将来の土地利用の方針を踏

まえ、用途の混在を防ぐことを目的として定めら

れている。

【敷地内の建物高さ制限】

びわこ・くさつキャンパスの敷地には法的な最高

高さの規制は設けられていない。

【都市計画道路】

キャンパス北側に都市計画道路「3.3.6」が指定

されている。
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1994 年開学時の建築

2001 年以前に竣工した建築

2011 年以前に竣工した建築

2011 年以降に竣工した建築
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共同研究センター

リサイクルヤード

燃料電池
センター

アクトμ

グリーンフィールド

アスリート
クラブハウス

正門

東門

レク
セル

アクトβ

ラル
カディア

バイオ
リンク トリシア

図 3-11　既存建物における築年数の状況（2015 年 4 月時点の情報）
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図3-12　既存建物における建物高さの状況（2015年4月時点の情報）

　開学当初、将来の教学展開を前提にゆとりあるキャンパスとして始動し、その後の教学展開に伴い、

新棟建設を繰り返し、衣笠キャンパスの５倍ある敷地面積も狭隘化しつつある。バイオリンクの建設に

伴い、びわこ・くさつキャンパス開学より初めて、2013 年に建物解体（アクトα）し、移転を行った。

　各建物を築年数別に配置図と棒グラフによって整理した。衣笠キャンパスに比べて築年数は浅いが、

ライフサイクルコストの観点から、今後は維持管理費が集中して増大する時期に入るため、適切な点検・

診断と効果的な補修を計画的に進める必要がある。

3.1.6

びわこ・くさつキャンパスの施設概要



RITSUMEIKAN Biwako Kusatsu Campus Master Plan 2015 Ver.1 037

3.1   びわこ・くさつキャンパスの現状

表 3-5　びわこ・くさつキャンパス内主要建築物の施設概要表と築年数・耐震性能に関するグラフ

4F/-
22.8mS1,339防災システム

リサーチセンター 5,186 2005

場所・名称 延床面積 構造建築面積 階数・高さ

S

2,130
7F/1F
36.6m

3F/-
18.3m

3F/-
18.7m

2F/-
9.3m
2F/-

9.5m
2F/-

9.5m
1F/-

9.6m
1F/-

-
1F/1F
8.0m

2F/-
11.8m

2F/-
15.1m
2F/1F
14.4m

2F/-
19.2m

2F/-
6.7m
1F/-

10.9m
1F/-

4.36m
1F/-

3.4m
1F/-

6.5m

2F/-
-

7F/1F
45.7m

3F/-
8.0m
4F/-

22.1m
4F/-

30.3m
1F/-

-
1F/-

11.3m
2F/-

14.8m

5F/-
29.7m

4F/-
20.0m

2F/-
-S

2F/-
8.1m

4F/-
24.9m

2F/-
8.1m

5F/-
19.6m

1F/-
-

1F/-
-

2F/-
12.2m

5F/-
19.7m

6F/-
29.2m

2F/-
7.1m   

6F/-
24.3m

8F/-
34.6m

1,850

1,850

RC+S6,608

RC2,002

RC3,031

S2,755

RC2,893

S1,085

S1,031

RC512

RC・S
1,666

1,359

RC+S3,973

RC2,552

SRC+S3,283

S1,815

RC120

RC・LS58

CB79

S488

S
1,815

440

SRC4,627

S1,003

S2,436

SRC＋S5,311

LS907

LS208

RC3,190

-- -
SRC+RC

+S1,558

RC2,423

S857

RC2438

755

RC224

RC2,227

-18

S470

RC+S1,239

SRC2,769

1,362
RC

2,087

S444

RC2,170

S1,622

び
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こ
・
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つ
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ャ
ン
パ
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5,761

-
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　立命館大学では、これまでも

新たな教学展開、過ごしやすい

キャンパス創造に向けたキャン

パス整備を進めている。

3.2.1

これまでのキャンパス整備

3.2 　これまでのキャンパス整備の取り組み

　大規模・固定座席の教室だけ

でなく、中規模、小規模教室や

PBL 型授業に対応可能な教室の

需要に合わせ、教学展開ととも

に、整備を進めている。

②教学改革、授業スタイルの多

様化に対応する教室整備

　ぴあら、HIROBA、マルチメディ

アルーム、学部ラウンジ、国際

ラウンジ、コモンズなど、学生

の自主的な学びや研究、活動を

行える環境の整備を進めてい

る。

⑤多様な学びの場や居場所

　づくり

　女子学生、女性教職員の増加

により、安全・安心に加えてア

メニティの充実に配慮した整備

を進めている。近年新棟建設時

には快適性を求めた整備に取り

組み、よりキャンパス全体の

QOL 向上につながるよう配慮し

ている。

⑥ QOL の向上

④教員数増への対応

　新学部の設置に合わせ、教室

や食堂など学生数の増加に対応

した整備を進めている。

③学生数増への対応

　学部新設、教学展開などに伴

う、教員数の増加に対応した整

備を進めている。

①立命館大学の学びのシステム

を支える整備

　学習者が中心となる教育を

－学びのコミュニティの創造

－、学生同士で学びあうシス

テム、学習者の視点から教育

力 強 化 を 推 進（FD：Faculty 

Development）などの教学シス

テムを支える施設整備を進めて

いる。

⑨近隣への配慮

　びわこ・くさつキャンパスで

は、自転車道の整備など、草津

市とともに地域の安全確保への

対策を行っている。

　びわこ・くさつキャンパスで

は全ての建物が耐震基準に適合

している。

⑧耐震対策

　防犯対策として、警備員の配

置、見通しの確保、キャンパス

内へ防犯カメラの設置やトイレ

の改善を進めている。また、キャ

ンパス全面禁煙にも取り組んで

いる。バリアフリー対策として、

スロープや昇降機の設置、多目

的トイレの設置を進めている。

⑦安全・安心への対策
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3.2　これまでのキャンパス整備の取り組み

　これまで、キャンパス全体の整備計画の検討を行ってきている。現在、アカデミックプランや経営戦

略、建築の専門的検討などに基づき、2011 年度に提示した「キャンパス計画」をベースに整備内容の

優先順位を設定し、R2020 の既存キャンパス整備を進めており、キャンパスマスタープランの検討作業

も継続して進めている。

⑩ R2020 前半期のキャンパス計画

図 3-10　2011 年度のキャンパス計画検討資料

28

キャンパス内の現状課題

２． ＢＫＣの課題と整備方向

ＢＫＣ の将来の方向性

□ キャンパスのコンパクト化

混在した学部ゾーンのまとまりを創出

キャンパスモール再活性（ヒューマンな賑わい）

長時間滞在機能の充実

□ 地域に向けた顔づくり

フロントゾーンの活用

スポーツ健康、地域連携の場として現資質活用

（調整池、自然緑地等）

□ アクセスのしやすさ

車動線、駐車場の再配置

近隣住宅・地域とのアクセス改善 （通り抜けも）

駅アクセスの改善

□ 緑の景

周辺自然環境との融合（環境配慮型）

キャンパス内の緑化（土壌改良）

□ 安心･安全

学内はもとより地域の防災拠点としての役割を果す

ＢＫＣ の将来の方向性

□ キャンパスのコンパクト化

混在した学部ゾーンのまとまりを創出

キャンパスモール再活性（ヒューマンな賑わい）

長時間滞在機能の充実

□ 地域に向けた顔づくり

フロントゾーンの活用

スポーツ健康、地域連携の場として現資質活用

（調整池、自然緑地等）

□ アクセスのしやすさ

車動線、駐車場の再配置

近隣住宅・地域とのアクセス改善 （通り抜けも）

駅アクセスの改善

□ 緑の景

周辺自然環境との融合（環境配慮型）

キャンパス内の緑化（土壌改良）

□ 安心･安全

学内はもとより地域の防災拠点としての役割を果す

＜骨格構成、動線＞

・混在化した総合理工学院、

産学連携施設の整理

・キャンパス内移動の利便向上

・地域に配慮した施設・動線

＜骨格構成、動線＞

・混在化した総合理工学院、

産学連携施設の整理

・キャンパス内移動の利便向上

・地域に配慮した施設・動線

＜学生生活・アメニティ＞

・飲食・健康・リクリエーション環境

・バス発着の改善、駐車場・自転

車・バイク置場の改善

・学部単位の居場所、目的に応じ

た自習・憩いの場、ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞ

・全体アメニティの向上

・緑化、自然緑地の活用

＜学生生活・アメニティ＞

・飲食・健康・リクリエーション環境

・バス発着の改善、駐車場・自転

車・バイク置場の改善

・学部単位の居場所、目的に応じ

た自習・憩いの場、ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞ

・全体アメニティの向上

・緑化、自然緑地の活用

＜施設機能＞

・教室の拡充

（稼働率、規模・配置適正化）

・薬学、理工系施設の整理

(総合理工学院課題)

・スポーツ施設(体育館)設置

・長時間滞在のための機能充足

＜施設機能＞

・教室の拡充

（稼働率、規模・配置適正化）

・薬学、理工系施設の整理

(総合理工学院課題)

・スポーツ施設(体育館)設置

・長時間滞在のための機能充足

緑あふれるキャンパスモールのイメージコモン空間でのカフェイメージ アメニティネットワークのイメージ外周道路沿いの駐車場のイメージ

地域連携の場 地域・産業
との交流

周辺住区
との交流

理系・社系・スポーツ健康
・滞在型キャンパス

外周道路を車系へ
沿道にバス停、
駐車場・駐輪場整備

人の主動線

学部ゾーンの
まとまり創出

地域連携を促す
魅力的飲食や
駐車場の確保

文理融合の再生
（緑の軸）

学生の居場所となる
アメニティ・コモン、
そのネットワーク化

交流スポットで賑わう
キャンパスモール

キャンパス周辺環境からの課題

・地域との乖離を脱し、地域と連携したユニバーシティタウン化

・近傍の学生居住含め、自立型キャンパスとして生活機能不足

・国際教育寮計画や留学生の居場所に関し、近隣との間に課題あり

32

BKＣ

「再生」 かつて存在した水系軸をよりどころにキャンパス内に微地形と自然を再生し、周辺の自然と一体化
した人にも生き物にもやさしいエコキャンパスを目指します。

●自然軸： 「エコキャンパスモール」

● コモンの連続による
にぎわい軸の形成

● 2軸の結節点 キャンパスの顔となる

「キャンパスコア」

●周辺の緑、風、生き物をキャンパス内に
引き込む「緑のくさび」

●キャンパスと地域の「交流の森」

◆計画地が持つポテンシャル（かつての地形・水系に配慮した自然環境構造）を活かした構成
◆潜在自然植生の回復
◆植生基盤の回復
◆にぎわいの場づくり、キャンパス空間軸の再構成

●アプローチ
●アメニティコモン

●

●

●

【２０１１年度時点の検討状況】

[2015 年度までの建設予定施設 ]

・新体育施設

・新アクトα

・理工系新棟Ⅰ・Ⅱ
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　R2020 のアカデミックプラン

とあわせ既存キャンパスの整備

方針が学内外に対して明確に提

示された。右記の内容は R2020

前半期の主な整備計画を示す。

　今後はキャンパス整備の方針

を学内外へ広く打ち出すことに

より、学生、教職員の満足度に

つなげ、国内外からの優秀な学

生や研究者の獲得、学園の発展

に貢献することがますます重要

となる。

3.2.2　

R2020 前 半 期（2011-2015）

の既存キャンパス整備計画

図3-11　R2020 前半期の既存キャンパス整備対象建物配置図

衣笠キャンパスは、歴史と文化の都市・京都から世界へ発信する伝統と創生の

人文社系キャンパスを、びわこ・くさつキャンパスは、世界水準の教育・研究、

知見、技術を創出し、世界・地域へ発信するイノベイティブ・キャンパスをめ

ざします。 それぞれのキャンパスで教室スペースの拡充、学部・研究科の教

学改革への対応、教員研究室の増室、課外活動設備の充実、飲食やアクセス条

件など、キャンパスの質的アメニティ向上をすすめます。

①衣笠キャンパスの主要な再整備計画

1、新しい学習図書館を建設。 

2、学部基本施設の整備。 

3、学生会館の整備。 

4、近隣地に国際教育寮を建設。 

②びわこ・くさつキャンパスの主要な再整備計画

1、理工学分野施設の拡充。 

2、体育施設の拡充。 

3、近隣地に国際教育寮を建設。 

4、キャンパス緑地の再生を計画的に継続。

R2020 基本目標の達成に向けた立命館大学の前半期 (2011-2015)

の主な整備目標

既存キャンパスの整備

新キャンパスの開設に向けて

大阪いばらきキャンパスの 2015 年開設をめざします。社会・地域・人間の現

在と未来の課題にこたえる諸科学の教育研究キャンパスをめざします。

①経営学部、経営学研究科、政策科学部・政策科学研究科の新キャンパスにお

ける新展開。

②研究所・研究センターと大学院の一体的拠点の形成。

③大阪・梅田の大阪キャンパスも活用した社会人・大学院教育の新たしい取り

くみの展開。

④国・地方自治体・地域・産業との連携による施設・スペースを活用、立命館

の研究と社会連携のフロントライン機能の実現。

⑤立命館大学と世界をつなぐ海外大学オフィスなどの誘致。

⑥地域と連携・調和したキャンパスづくり。

「未来をつくる R2020 - 立命館学園の基本計画 -前半期 (2011 年度から 2015 年度 )の計画要綱　補正版」より
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プリズムハウス

スポーツ健康
コモンズ（仮称）
（建設予定地）

アクトαアクトα

バイオリンクバイオリンク

プリズムハウス

トリシアトリシア

スポーツ健康
コモンズ（仮称）
（建設予定地）

■プリズムハウス・トイレ改修

主用途：トイレ（既存施設改修）

改修対象場所：プリズムホール

前男女トイレ、小教室棟１階～

３階男女トイレ

着工年月：2013 年 8 月

供用開始年月：2013 年 9 月小

教室棟供用開始、2013 年 10 月

プリズムホール側供用開始

図 3-5　プリズムハウストイレ改修事例
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■アクトα

主用途：学生による研究・ものづくり活動の拠点

延べ面積：880.26 ㎡

階数：地上 2階

着工年月：2013 年 4 月

供用開始年月：2013 年 9 月

■スポーツ健康コモンズ（仮称）

主用途：学生構成施設を主体として計画

　　　　体育施設及びプール

延べ面積：約 4,743 ㎡

階数 :地上 2階建

着工年月：2015 年 7 月

竣工年月：2016 年 7 月末（予定）

供用開始年月：2016 年 9 月（予定）

■トリシア

主用途：地球環境に配慮した環境実験棟

延べ面積：7758,66 ㎡

階数：東側　地上 5階（一部地上 6階）

　　　西側　地上 3階

着工年月：2013 年 4 月

供用開始年月：2014 年 4 月

■バイオリンク

主用途：研究室、教員研究室、実験室

延べ面積：10,113.54 ㎡

階数：地上 8階

着工年月：2014 年 1 月

供用開始年月：2015 年 4 月

3.2　これまでのキャンパス整備の取り組み

※スポーツ健康コモンズの上記内容は 2015 年 5 月 20 日時点のものである。建設計

画、竣工時期などは打合せにより変更されることがある。

図 3-12　スポーツ健康コモンズイメージパース

写真 3-6　トリシア西面外観 写真 3-9　バイオリンク西面外観

写真 3-7　トリシア内観

写真 3-8　アクトα外観

写真 3-10　バイオリンク北西面外観
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3.3   びわこ・くさつキャンパスの現状と課題

　1994 年のびわこ・くさつキャ

ンパス開学から 2014 年で 20 年

が経過し、その間教学の発展と

ともに施設整備を進めてきた。

現在びわこ・くさつキャンパス

の施設整備においては、理工系

施設の再配置計画に基づきアク

トα、トリシア、バイオリンク

が竣工し、学生生活の充実に向

け、スポーツ健康コモンズ（仮

称）の施設計画・整備が進んで

いる。現在、段階的に施設の修

繕、設備機器の更新時期を向か

えており、施設の維持管理につ

いて課題把握や検討を進め、教

育・研究環境を維持・向上させ

ながらキャンパスの再整備を進

めることが重要となる。さらに

は女子学生の増加や国際化への

対応、身障者等のアクセシビリ

ティ向上などの課題も抱えてい

る。

　右図は施設整備関連におい

て、全学的かつ優先的に検討す

べき課題について記載してい

る。年次的な維持修繕等課題に

ついては、記載していない。こ

れらの多くの課題を個別に検討

するのではなく、共有・調整し

ながらびわこ・くさつキャンパ

ス全体最適を目指した再整備計

画の検討を進めることが必要で

ある。

3.3.1

びわこ・くさつキャンパス

の現状と課題

施設整備の検討状況
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・検討中の整備方針や進行中の整備内容
・現在構想されている今後の教学展開を考慮
・教学改革に伴う教室・教員研究室等の条件変化
（開講授業数・教室充足率・学部別利用教室など）
・キャンパスにおける生活の質（QOL）の向上

【今後の確認事項】

2015年度に経営学部、経営学研究科、
テクノロジー・マネジメント研究科が
大阪いばらきキャンパス（ＯＩＣ）へ移転

【2016～2020年の学部構成（予定）】

[学部]

・経済学部
・理工学部
・情報理工学部
・生命科学部
・薬学部
・スポーツ健康科学部

[研究科]

・経済学研究科
・理工学研究科
・情報理工学研究科
・生命科学研究科
・スポーツ健康科学研究科
・薬学研究科

【自転車・バイク駐輪場】
・滋賀県より借用（計画道路用地）
・移転先候補地の検討
・2016年度スポーツ健康コモンズ建設（仮称）
　による駐輪場の移設検討

【スポーツ健康コモンズ（仮称）】
・新体育施設建設
・2015年7月着工予定
・2016年7月竣工予定
・2016年9月開館予定
・正門周辺の再整備計画の検討

【調整池】
・調整池上部の活用方法の検討
（駐車場、駐輪場、芝生広場など）

【駐車場】
・第一駐車場の今後の活用方針の検討

【バイオリンク】
・旧アクトα2013年11月より解体
・2015年1月竣工
・2015年4月供用開始

【コラーニングハウスⅡ】
・インス跡地2015年度以降の活用方針の検討
（2015年度は既存暫定利用）

【調整池へのアクセス通路】
・クインススタジアム～自然緑地
　～第三グラウンドのアクセス路の整備

【正門付近】
・早朝、夕方の車両入出時の混雑緩和への
　対策検討

【屋外動線】
・駐車スペースの見直し
・不法駐車対策
・サービス車両の入構経路、
　一時停車スペースの見直し

【リンクスクエア】
・2015年3月に2階課外活動スペースの移転・再配置

【アクロスウィング】
・経営学部などがOICへ移転すること
　による施設活用方針の検討

【プリズムハウス】
・2013年度トイレ改修
・学生窓口・事務室の集中化などの可能性の検討

【南門（青山門）】
・閉門中
・開門の可能性の検討

【キャンパス内緑地】
・緑地の管理方法等の見直し
・緑地再整備計画の検討

【ＢＫＣインターナショナルハウス】
・空地の活用方法の検討

【アドセミナリオ】
・経営学部などがOICへ移転すること
　による施設活用方針の検討

【コラーニングハウスⅢ】
・経営学部などがOICへ移転すること
　による施設活用方針の検討

【自然緑地】
・遊歩道等の整備の可能性の検討

【ＢＫＣジム・アスリートジム】
・スポーツ健康コモンズの建設に伴う
　施設機能の見直し、一部移転の検討

【フロンティアアベニュー横道路】
・クインススタジアムへの
　アクセス動線の見直し
・バスの一時停車場所の見直し、
　移転の可能性検討

【正門～フロンティアアベニュー】
・キャンパスの顔としての再整備計画検討（緑化）

【アクトα】
・2013年度8月竣工
・課外自主活動スペース(ものづくり系)として利用

【メディアセンター】
・２つある図書館の今後の活用方法の検討

R2020前半期既存キャンパス整備
対象建物

【防災システムリサーチセンター】
・竣工（2005年3月20）から10年経過後
　の用途変更可能性の検討
・2015年4月以降の施設活用方針の検討

【トリシア】
・2014年2月竣工
・2014年4月供用開始

【危険物倉庫】
・2013年度増設

【外周道路】
・不法駐車対策
・工事用車両の駐車スペースの見直し
・運動部などがランニングコースとして
　暫定利用しているため安全対策を検討

【レクセル・テクノコンプレクス】
・放射線関連施設の再配置・集約化等の検討

【第３グラウンド】
・地下駐車場の可能性の検討
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3.3   びわこ・くさつキャンパスの現状と課題

図 3-13　びわこ・くさつキャンパスの施設整備の検討状況
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・検討中の整備方針や進行中の整備内容
・現在構想されている今後の教学展開を考慮
・教学改革に伴う教室・教員研究室等の条件変化
（開講授業数・教室充足率・学部別利用教室など）
・キャンパスにおける生活の質（QOL）の向上

【今後の確認事項】

2015年度に経営学部、経営学研究科、
テクノロジー・マネジメント研究科が
大阪いばらきキャンパス（ＯＩＣ）へ移転

【2016～2020年の学部構成（予定）】

[学部]

・経済学部
・理工学部
・情報理工学部
・生命科学部
・薬学部
・スポーツ健康科学部

[研究科]

・経済学研究科
・理工学研究科
・情報理工学研究科
・生命科学研究科
・スポーツ健康科学研究科
・薬学研究科

【自転車・バイク駐輪場】
・滋賀県より借用（計画道路用地）
・移転先候補地の検討
・2016年度スポーツ健康コモンズ建設（仮称）
　による駐輪場の移設検討

【スポーツ健康コモンズ（仮称）】
・新体育施設建設
・2015年7月着工予定
・2016年7月竣工予定
・2016年9月開館予定
・正門周辺の再整備計画の検討

【調整池】
・調整池上部の活用方法の検討
（駐車場、駐輪場、芝生広場など）

【駐車場】
・第一駐車場の今後の活用方針の検討

【バイオリンク】
・旧アクトα2013年11月より解体
・2015年1月竣工
・2015年4月供用開始

【コラーニングハウスⅡ】
・インス跡地2015年度以降の活用方針の検討
（2015年度は既存暫定利用）

【調整池へのアクセス通路】
・クインススタジアム～自然緑地
　～第三グラウンドのアクセス路の整備

【正門付近】
・早朝、夕方の車両入出時の混雑緩和への
　対策検討

【屋外動線】
・駐車スペースの見直し
・不法駐車対策
・サービス車両の入構経路、
　一時停車スペースの見直し

【リンクスクエア】
・2015年3月に2階課外活動スペースの移転・再配置

【アクロスウィング】
・経営学部などがOICへ移転すること
　による施設活用方針の検討

【プリズムハウス】
・2013年度トイレ改修
・学生窓口・事務室の集中化などの可能性の検討

【南門（青山門）】
・閉門中
・開門の可能性の検討

【キャンパス内緑地】
・緑地の管理方法等の見直し
・緑地再整備計画の検討

【ＢＫＣインターナショナルハウス】
・空地の活用方法の検討

【アドセミナリオ】
・経営学部などがOICへ移転すること
　による施設活用方針の検討

【コラーニングハウスⅢ】
・経営学部などがOICへ移転すること
　による施設活用方針の検討

【自然緑地】
・遊歩道等の整備の可能性の検討

【ＢＫＣジム・アスリートジム】
・スポーツ健康コモンズの建設に伴う
　施設機能の見直し、一部移転の検討

【フロンティアアベニュー横道路】
・クインススタジアムへの
　アクセス動線の見直し
・バスの一時停車場所の見直し、
　移転の可能性検討

【正門～フロンティアアベニュー】
・キャンパスの顔としての再整備計画検討（緑化）

【アクトα】
・2013年度8月竣工
・課外自主活動スペース(ものづくり系)として利用

【メディアセンター】
・２つある図書館の今後の活用方法の検討

R2020前半期既存キャンパス整備
対象建物

【防災システムリサーチセンター】
・竣工（2005年3月20）から10年経過後
　の用途変更可能性の検討
・2015年4月以降の施設活用方針の検討

【トリシア】
・2014年2月竣工
・2014年4月供用開始

【危険物倉庫】
・2013年度増設

【外周道路】
・不法駐車対策
・工事用車両の駐車スペースの見直し
・運動部などがランニングコースとして
　暫定利用しているため安全対策を検討

【レクセル・テクノコンプレクス】
・放射線関連施設の再配置・集約化等の検討

【第３グラウンド】
・地下駐車場の可能性の検討
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chapter 4
　chapter 4 では、びわこ・く

さつキャンパスの特色を踏ま

え、目指すキャンパス像やキャ

ンパス整備の空間コンセプトを

設定する。
びわこ・くさつキャンパスの
空間コンセプト

4.1 　びわこ・くさつキャンパスの空間コンセプト

4.2 　空間コンセプトに基づく基本的な考え方

4.3 　びわこ・くさつキャンパス空間構成の概要
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4.1　 びわこ・くさつキャンパスの空間コンセプト

4.1　 びわこ・くさつキャンパスの空間コンセプト

フロンティア・アベニュー、キャンパスプロムナード、ビュートストリートの３つの主動線がセントラ

ルサーカスで交わる軸を骨格とし、これにグリッド状の動線を重合した空間構成を基本とする。これら

のキャンパス構造とキャンパス全体に広がる緑地を活かしながらゾーニングや空間デザインを行い、わ

かりやすく、過ごしやすいキャンパス空間を形成する。

１、３つの主軸と緑地を活かす基本骨格

滋賀、びわこ・くさつキャンパスで展開する社系、理系、スポーツ健康分野の教学特性や郊外に立地す

るキャンパスとしての特徴を最大限に活かしながら、びわこ・くさつキャンパスらしいキャンパス計画

を行うことが望ましい。

今後は、フレームワークプランの検討を進め、整備の方向性を検討しながら、キャンパス計画のコンセ

プトを定めていく。下記のコンセプトについては、これまでの検討を踏まえた提案であり、今年度具体

的に検討を進めるものである。

２、敷地の地形や水系に配慮した、自然環境構造を活かしたキャンパス

世界水準の教育・研究、知見、技術を創出し、世界・地域へ発信するイノベイティブ・キャンパス

３、ヒト・モノ・コト＋まちがつながる、まじわるキャンパスづくり

広大なキャンパスの様々な場所で行われている学びや研究、活動に出会えるキャンパスを創造する。出

会うことで、新たなヒト・モノ・コトのつながりが生まれ、まじわりあい、新たなひらめきが生まれる

キャンパスづくりを行う。また、キャンパス内に留まらず、地域との交流を大切にし、まちとつながり、

まちとまじわる地域・社会に貢献するキャンパスを目指す。

かつて存在した水系軸をよりどころに、キャンパス内の微地形と緑地を活かし、滋賀・琵琶湖の豊かな

自然と連続する、人や生き物、植物にやさしいエコキャンパスを目指す。

（R2020 既存キャンパスの整備よりコンセプト引用）

図 4-1　コンセプトダイアグラム

＝＋

主要動線（都市構造） 緑地細い生活動線 びわこ・くさつキャンパス

＋
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4.2　 空間コンセプトに基づく基本的な考え方

キャンパスの軸線の強化

・ 軸線を活かしたわかりやすいキャンパス空間をつくる。

・ 学部ゾーンをコンパクトに配置する。

・ 建物間移動がしやすいよう、 細い動線にも配慮する。

・ みどりと連動した整備を行う。

良好な景観形成 ・周辺と連続した緑の整備

・ 自然を活かす緑豊かなキャンパスとして充実整備する。

・ キャンパス内の既存樹木を育て、 キャンパス内動線上に木陰を創出する。

・ キャンパス内の自然緑地を保全しながら効果的に活用する。

・ 比叡山や琵琶湖などのキャンパス周辺の自然環境への眺望に配慮する。

屋外空間の整備、 各種コモンズ施設などの改善拡充を通じた

キャンパスのアメニティの向上

・ 多様なコミュニティでの活動が行える場づくりや学びや研究成果を発表できる環境づくりを行う。

・ キャンパスの魅力や活力向上のため、 学生や教職員、 地域の人々の心地よい居場所 （広場

やコモンズなど） をつくる。

・ まちと連携しやすいキャンパスを創造する。

びわこ・くさつキャンパスの空間コンセプトに基づく基本的な考え方
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4.3 　びわこ・くさつキャンパス空間構成の概要
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図 4-2　びわこ・くさつキャンパスの空間構成イメージ

　びわこ・くさつキャンパス開設当初の中央広場（セントラルサーカス）からの放射型の３つの主要軸

「フロンティアアベニュー」、「キャンパス・プロムナード」、「ビュートストリート」を再強化する。ま

た、緑に囲まれた良好なキャンパス環境を活かすとともに、キャンパス内の広場や軸線上、建物間の緑

化を積極的に推進し、キャンパス中心部も緑豊かなキャンパスを目指す。一方、学部・学科の増設に伴

い、敷地内でいわばスプロールのような現象がみられるため、駐車場・駐輪場の集約化も含めた機能の

リゾーニングとコンパクト化を進めながら、セントラルサーカスを中心とした３つの軸線を意識しなが

ら学びや研究、活動に出会えるパブリックスペースの整備を進める。さらには、キャンパス内に留まら

ず、まちとつながるキャンパス創造を目指す。

4.3　 びわこ・くさつキャンパス空間構成の概要

4.2 　空間コンセプトに基づく基本的な考え方
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chapter 5

5.1 　ゾーニング・建物配置

5.2 　交通

5.3　 パブリックスペース

　　　5.3.1 　パブリックスペースとは

　　　5.3.2 　立命館大学におけるパブリックスペース

　　　　　　　の必要性

　　　5.3.3 　パブリックスペースの検討において

　　　　　　　考慮すべき視点

　　　5.3.4 　びわこ・くさつキャンパスの特性から見た

　　　　　　　パブリックスペース配置の考え方

　　　5.3.5 　パブリックスペースの個別課題の把握

5.4 　キャンパスデザイン

　　　① 空間の質、　② 建物外観デザイン

　　　③ 屋根 ･庇デザイン、

　　　④ 建物高さ ･壁面線 ･建物ボリューム

　　　⑤ サイン計画、　⑥ ランドスケープデザイン

　　　⑦ 眺望・景観・借景

5.5 　緑地

　　　5.5.1 　緑地計画の考え方

　　　5.5.2 　ゾーン別計画方針

　　　5.5.3 　緑地の整備タイプ

　　　5.5.4 　緑地の維持管理

5.6 　安全・安心

　　　5.6.1 　安全・安心の考え方

　　　5.6.2 　ユニバーサルデザイン・バリアフリーへの配慮

　　　5.6.3 　交通への配慮

　　　5.6.4 　施設の維持管理、老朽化への対応

　　　5.6.5 　防災・防犯への配慮

　　　5.6.6 　理系実験・研究施設の整備・運用に関わる

　　　　　　　安全配慮

5.7 　環境配慮

　chapter 5 では、目指すキャ

ンパスの実現に向けて、検討・

配慮すべき内容を部門別にフ

レームワークプランとして示

す。

　フレームワークプランは、概

ね 15 ～ 30 年程度の中長期的な

キャンパス全体の整備方針に基

づく計画である。

　どのようなアカデミックプラ

ンにおいても配慮すべき考え方

や対応可能な考え方について述

べている。

部門別課題の把握と
フレームワークプランの検討

（グリーン・フィールド、ＢＫＣインターナショナルハウスは

含まず）

びわこ・くさつキャンパス（ＢＫＣ）
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キャンパスの主軸・骨格

配置・ゾーニング

動線・交通

パブリック・コミュニティー

パブリック・自然／緑地

設備インフラ

…防災インフラ、
エネルギー計画、
ユニバーサルデザイン、
空間デザイン他

フレームワークプランの概要

1. ゾーニング・建物配置

　①キャンパスの特性を活かしたゾーニング計画

　②キャンパスの緑地を活用した土地利用計画

　③持続可能なキャンパスの実現に向けた建物配置計画

2. 交通

　①キャンパス内の安全・安心に配慮

　②生活環境の快適性向上と環境負荷低減　　

　③全体的なキャンパスの魅力向上

　　（歩行者動線・パブリックスペースへ再整備、

　　外周道路整備、自然緑地内トレイル整備、

　　将来公共交通軸の BKC 駅整備、駐車場の集約化など）

3. パブリックスペース

　① BKC のキャンパス特性を活かしてパブリックスペースを形成する

　②パブリックスペースの空間的な序列化を図る

　③学生のいきいきとした学びや活動、交流が見える空間づくりを行う

4. キャンパスデザイン

　①空間の質

　②建物外観デザイン

　③屋根・庇デザイン

　④建物高さ・壁面線・建物ボリューム

　⑤サイン計画

　⑥ランドスケープデザイン

　⑦眺望・景観・借景　　　　　　　　

5. 緑地計画

　①細かな移動と滞留に適した緑地空間づくり

　②芝生広場など憩いの空間づくり

　③地域・社会に向けた正門まわりの顔づくり

　④建物間へ木陰の広場づくり

　⑤緑の散策路の整備

6. 安全・安心

　①ユニバーサルデザイン・バリアフリーへの配慮

　②交通への配慮

　③施設の維持管理、老朽化への対応

　③防災・防犯への配慮

　④理系実験・研究施設の整備・運用に関わる安全配慮

7. 環境配慮

　立命館大学のフレームワークプランは、次の 7つの分野について示す。ゾーニング・建物配置、交通、

パブリックスペース（屋外のオープンスペースなど）は土地の有効活用の観点から方針を共有すること

が有効である。また、大学キャンパスが社会へ果たす役割として配慮が必要な分野として、安全・安心、

環境配慮の考え方を取り入れたキャンパスの検討を行う。さらには、大学のアイデンティティを創出す

るキャンパスデザインや緑地についても検討を行うことが大切である。

図 5-0　部門別方針が多層レイヤ状に構成されるイメージ

フレームワークプランの概要
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ゾーニング・建物配置の考え方

①キャンパスの特性を活かしたゾーニング計画

　その場所の持つ特性やキャンパスの普遍的な要素、主要な機能との関係を考慮し、学園の教学方針に

適合したゾーニング計画を行うことが望ましい。

5.1　ゾーニング・建物配置

　良好なキャンパス環境を長期的に維持するためには、法規的な条件や建築条件を踏まえ、持続可能な

ゾーニング・建物配置を検討する必要がある。そこで、次の 3つの整備方針に沿って検討を行う。

　びわこ・くさつキャンパスの

基本的な空間構造は、「フロン

ティアアベニュー」、「キャンパ

ス・プロムナード」、「ビュート

ストリート」という３つの主要

軸とそれらを結ぶ「セントラル

サーカス」によって構成されて

いる。

　キャンパス内には自然緑地や

グラウンドなどがあり、周辺は

深いみどりによって囲まれてい

る

　既存の緑地を最大限に活用した土地利用計画を検討することが望ましい。

　キャンパス全体が緩やかに連続するように、円滑なキャンパス内移動が可能な動線計画を行うととも

に、建物周りには、多様な交流拠点となる広場・ポケットパークなどのパブリックスペースの整備をは

かることが望ましい。そのためには、キャンパス全体の統一性を維持可能なランドスケープ計画が肝要

である。

②キャンパスの緑地を活用した土地利用計画

　効率的な既存施設の活用を検討しながら、建て替え時には、より快適なキャンパスとなるよう配慮し、

将来にわたり持続可能なキャンパスの実現を目指す。また、建物配置については、将来の歩道確保・拡

幅を考慮するとともに、既存建物の高さ（低層・中層・高層の３タイプ）や壁面線の統一などに配慮し

たデザイン計画が望ましい。

　将来の建て替えのためにリザーブ用地の確保を行い、単に残余空地としてではなく屋外共用空間とし

て積極的な利活用方法を検討する。

③持続可能なキャンパスの実現に向けた建物配置計画

　主要軸とみどりで構成される

キャンパスの特性を活かして

ゾーニングを検討する。

図 5-1-1　活かすべきキャンパスの空間構造イメージ
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5.1 　ゾーニング・建物配置

　キャンパス全体を次の６つのゾーンに分けて土地利用など、目指すキャンパス像の実現に向けたゾー

ン毎の整備コンセプトの検討を進める。また、６つのゾーンに加えてびわこ・くさつキャンパスの多く

の面積を占める屋外運動場や緑地についても合わせて検討することが重要である。

図 5-1-2　キャンパスゾーニングイメージ
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　多くの学生・教職員が行き交う当該ゾーンは学生の利便性

向上とともに、学びや研究、諸活動が見える仕組みや、文理

融合型キャンパスとして学部を超えた交流を促す仕組みづく

りを検討することが望ましい。特に低層階は、パブリックス

ペース整備の考え方をもとに、多目的・多用途なパブリック

スペースや学生窓口機能等を優先的に整備し、生活の質向上

を浸透させる骨格形成を目指す。

教室ゾーン

　教室面積の総量確保という視点から、教室使用の多様化・

シェアリングといった質的整備の視点に移行することが望ま

しく、ＰＢＬ型やデザイン型の授業など新たな教育に相応し

い教室の仕様や教室周りのアメニティについて検討を行う。

また、各学部における教学改革に柔軟に対応可能な整備方針

の検討を合わせて行うことが望ましい。

理系ゾーン

　理系学部の専門性や関連分野とのまとまりに配慮するとと

もに、研究室や実験実習室などの関連施設と連携利用しやす

いゾーニングを行う。また、特殊な薬品や機器を使用する学

部の施設が多く、施設整備の際には特殊設備の整備が伴うた

め、新たな教学展開や施設の建替えを行う際、既存施設との

関連性に十分配慮が必要となり、コンパクトなゾーニングを

行うことが望ましい。

社系ゾーン

　社系学部のまとまりや専門性、他分野との関連性に配慮し

たコンパクトかつ効果的なゾーニング計画を行うことが望ま

しい。新たな教学展開や施設の建替えを行う際は、既存施設

機能のゾーニングに十分配慮が必要となる。

研究・産学連携ゾーン

　グローバル研究大学を目指す大学として、研究成果を学内

外へ情報発信する視点を含めた施設整備を検討することが大

切である。また、産学連携や研究高度化、研究の国際化に向

けた施設の充実には、既存施設の利活用状況の把握を行うこ

とが必要である。合わせて、学内外からのアクセス性を確保

しつつ研究・産学連携施設としてのセキュリティについて検

討を行うことが望ましい。

キャンパスフロントゾーン

　大学の顔として相応しい雰囲気を感じられるよう整備を検

討する。多くの人を受け止めるため、ゆとりのある広場や歩

道を確保し、安全・安心に配慮することが望ましい。大学や

学部を超え、地域の方や学外の方が訪れることを想定した、

学び・交流・生活の場について検討を行う。学外の方が訪れ

やすい空間づくりを行うとともに、大学施設としての必要な

セキュリティについて検討が必要となる。

※上図における各ゾーンの表現は、大まかなゾーンを示すイメージ

であり、実際の明確な土地利用の区分を示すものではない。
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5.2 　交通

　キャンパス内外の安全・安心を確保し、わかりやすい動線を計画することが望ましい。快適性向上（屋

外コモンズ配置と緑化など）と環境負荷低減に配慮した、キャンパスの魅力を引き出す交通計画を検討

する必要がある。また、交通計画の検討は、キャンパス外アクセスとキャンパス内移動の２つの視点に

分けて行うことが大切であり、具体的な整備方針は管理・運営面と合わせて検討を行うことが望ましい。

留意・調整ポイント：
・歩行動線とのクロスポイントの処理方策　（　　　部分）
・緑化／パブリック計画との擦り合わせ・・・等

文化ゾーンとしての交流軸

（連絡通路）

正門

東門

北門

（青山門）
南門

① 歩行者動線、パブリックスペースへ再整備

② 外周道路整備

③ 自然緑地内トレイル整備

点在する駐車スペースの段階的に学生、教職員が
利用できるスペースへと再整備する

・グリーンモール化
・屋外コモンズ化
・グラウンドへ戻す

・LRT・BRT
・文化ゾーン、情報発信、地域交流・連携の拠点
　（3大学連携・美術館・図書館…）

・既存キャノピーのバス停との関係整理も検証必要
・プラットフォームとしての周辺施設整備
（インフォメーション、飲食等）
※具体的な位置は未定

・一方通行による巡回バスルート／トランジットモール
・2車線の内、1車線を歩道化かランニングコース等に整備
・救急車や搬入車両等の動線／駐車スペースは従来通り確保 ・キャンパス内にある自然緑地の活用と希少植物等の保全

・教育プログラムとの連動による自然観察の場等
（市民向け講座などのプログラムを含む）

④ 将来公共交通軸のBKC駅整備

⑤駐車場等集約化

スポーツ健康
コモンズ（仮称）
（建設予定地）

・駐車場集約（二輪共）
・有料・機械化による管理経費確保
・キャンパス内不法駐車対策
・将来的な地域市民利用の
  エントランス機能

・集中豪雨の影響を考慮
・幹線道路への出入口の検証
※３つの作業Gでの集約策に
　ついて検証

既設バイク置き場

既設駐輪場

既設駐車場

キャンパスゲート

閉鎖・制限キャンパスゲート or 連絡通路

キャンパスアプローチ（歩行者想定）

トランジットモール（案）

（凡例）

① 歩行者動線、パブリックスペースへ再整備

② 外周道路整備

③ 自然緑地内トレイル整備

④ 将来公共交通軸のBKC駅整備

⑤ 駐車場等集約化

 【主な整備検討内容】

スポーツ健康コモンズ
を中心とした広がり

※ただし、緊急車両や身体障害者等が利用する車両は必要な場所まで入構できることを考慮する。

交通計画の考え方
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図 5-2-1　交通のフレームワークプランイメージ

5.2 　交通

　キャンパス外アクセスについては、郊外型キャ

ンパスのため、新学部・学科開設に伴うキャンパ

ス人口の増加への対応として、駐輪場・駐車場の

整備を行ってきた。今後の教学展開に合わせて管

理・運営面と合わせた整備の見直しを行う必要が

ある。キャンパス内移動の検討は学生、教職員の

現状の利用ルートや施設の整備状況を把握しなが

ら、パブリックスペース、緑地計画の検討と合わ

せて進めることにより、快適な移動環境を創出す

る。また、広大なキャンパスであるため、学生教

職員の負担軽減のために、移動にかかる時間を考

慮した管理・運営面の見直しと合わせた検討を行

うことが大切である。

　2013 年度には交通計画の作業グループを中心

に検討を行ってきた。今後はリーディングプロ

ジェクトに基づき、他分野の課題を共有しながら

フレームワークプランの検討を進めていくものと

する。

留意・調整ポイント：
・歩行動線とのクロスポイントの処理方策　（　　　部分）
・緑化／パブリック計画との擦り合わせ・・・等

文化ゾーンとしての交流軸

（連絡通路）

正門

東門

北門

（青山門）
南門

① 歩行者動線、パブリックスペースへ再整備

② 外周道路整備

③ 自然緑地内トレイル整備

点在する駐車スペースの段階的に学生、教職員が
利用できるスペースへと再整備する

・グリーンモール化
・屋外コモンズ化
・グラウンドへ戻す

・LRT・BRT
・文化ゾーン、情報発信、地域交流・連携の拠点
　（3大学連携・美術館・図書館…）

・既存キャノピーのバス停との関係整理も検証必要
・プラットフォームとしての周辺施設整備
（インフォメーション、飲食等）
※具体的な位置は未定

・一方通行による巡回バスルート／トランジットモール
・2車線の内、1車線を歩道化かランニングコース等に整備
・救急車や搬入車両等の動線／駐車スペースは従来通り確保 ・キャンパス内にある自然緑地の活用と希少植物等の保全

・教育プログラムとの連動による自然観察の場等
（市民向け講座などのプログラムを含む）

④ 将来公共交通軸のBKC駅整備

⑤駐車場等集約化

スポーツ健康
コモンズ（仮称）
（建設予定地）

・駐車場集約（二輪共）
・有料・機械化による管理経費確保
・キャンパス内不法駐車対策
・将来的な地域市民利用の
  エントランス機能

・集中豪雨の影響を考慮
・幹線道路への出入口の検証
※３つの作業Gでの集約策に
　ついて検証

既設バイク置き場

既設駐輪場

既設駐車場

キャンパスゲート

閉鎖・制限キャンパスゲート or 連絡通路

キャンパスアプローチ（歩行者想定）

トランジットモール（案）

（凡例）

① 歩行者動線、パブリックスペースへ再整備

② 外周道路整備

③ 自然緑地内トレイル整備

④ 将来公共交通軸のBKC駅整備

⑤ 駐車場等集約化

 【主な整備検討内容】

スポーツ健康コモンズ
を中心とした広がり

※ただし、緊急車両や身体障害者等が利用する車両は必要な場所まで入構できることを考慮する。
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道路 道路遊歩道側溝 /歩道側溝 側溝自然緑地 自然緑地

自
然
緑
地

自
然
緑
地

キ
ャ
ン
パ
ス

キ
ャ
ン
パ
ス

断面イメージ

断面イメージ

平面イメージ

＜現状＞ ＜整備案＞

キャンパス構内交通ルート
（バストランジットモール）

構内交通要衝

構内交通拠点（バス停等）

周回遊歩道ルート

→ 巡回バス、サービス、緊急・工事車両等

コアロータリー：必要性の再検証が必要
→他作業Gとの調整共

車両バッファーゾーン（想定）

一般車両
想定出入口場所

BKC 開設当初のマスター計画時の考え方としてキャンパス外周部を多くの車両が通行す
ることを意図しない線形となっており、キャンパス前面エリアでの集中化が望まれる。
→通過交通量を減らすことに併せ、一方通行化の導入により遊歩道の整備など外周部の
有効活用を図る。

② 外周道路整備 スーパーブロック構想を実現する構内交通整備

・一方通行による巡回バスルート／トランジットモール
・2車線の内、1車線を歩道化かランニングコース等に整備
・救急車や搬入車両等の動線／駐車スペースは従来通り確保

既設バス停との調整

① 歩行者動線、パブリックスペースへ再整備

(1) 機能整理、空間的な再定義 (2) パブリックスペース／緑地としての活用調整・検討

駐車場集約検討エリア

キャンパスの発展とともに、車両の駐車スペースの要望が増加し、駐車スペースを整備して
きたが、学生・教職員のキャンパス内動線や屋外の憩いの空間と混在している現状がある。
キャンパス内の安心・安全の観点からも憩いの空間と駐車スペースはゾーニングを整理する
ことが望ましい。キャンパス内に点在する、学生・教職員が日常的に生活する建物周りの駐
車スペースは、段階的に学生・教職員が利用できるスペースへと戻し、屋外コモンズや緑地
などを整備する。

2013 年度の交通計画作業グループで検討してきた内容を下記に示す。
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5.2 　交通

スポーツ健康コモンズ
（計画中）

駐輪場（既設）

正門

東門

自然緑地

Cキューブ

クインススタジアム

駐輪場（既設）

駐輪場
（移設）

ア

イ

イ

ウ

ウ

オ

エ

カ

ア：駐車場の集約化
•必要駐車台数の算定

•機械管理による人件費等管理経費の低減

•駐車床の複層化と屋上活用策

イ：既設施設のリカバリー
•調整池機能の機能と集中豪雨時の対応策

•駐輪場／バイク置き場の必要台数算定

カ：集約された BKC 駅設定による交通プラットフォームの形成
•バス停、車寄せ等交通ハブ／ロータリーの設定

・各種大会誘致対応、観光バス、高速バス等の発着機能

オ：BKC 駅の設定
•交通プラットフォームとして

•交流拠点として（飲食機能を含む）

•地域文化ゾーンのハブとして

•BKC の特色を発信する施設として

エ：スーパーブロック構想を実現する構内交通要衝等の整備
•将来的なキャンパス構内交通計画像（専用バス／トランジットモールなど）

 EX. 富山大学正門前

ウ：既存キャンパス要素との関連性
•フロンティアアベニューや将来建設予定のスポーツ健康

 コモンズとの関連性

•自然緑地の活用、ひらかれたキャンパス像の構築

④ 駐車場等集約化　および　⑤将来公共交通軸のBKC駅整備
【具体化に向けた検討課題】

一般車両
想定出入口場所

(３) 地域、将来的な BKC 駅との関係

(４) 憩い／交流／開放　の自然活用

③ 自然緑地内トレイル整備
(1) 健康コモンズ・FA との関係

(2) キャンパスとの関係
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5.3 パブリックスペース

5.3.1

パブリックスペースとは

（１）パブリックスペースの

　　計画上の役割

　パブリックスペースが持つ計

画上の役割について、一般的に

右記の７つのようになものがあ

る。

・キャンパスの伝統の表象となる空間の保全と形成

・空間的秩序の構築

・シンボル的な空間・景観で構成される骨格づくり

・建造物と外部空間との連関

・良好な景観とレクリエーション環境の維持、向上

・空間の魅力やアイデンティティを高める要素

・サステイナビリティ

（２）パブリックスペースの

　　空間デザイン

　パブリックスペースの整備効

果を最大限に活かすには用途や

利用対象に合わせた、扉・窓の

位置や仕様、仕上げ材の色や素

材、照明や家具のデザインなど、

細部の空間デザインが重要とな

る。新築時だけではなく、改修

や家具などの備品更新の際にお

いても、キャンパスイメージの

向上へ繋がる重要な要素とな

る。その効果は右記のようなも

のが考えられる。

・キャンパスイメージを印象づける重要な要素

・大学に訪れた人がまず最初に感じるキャンパス

　のイメージ

・キャンパスの特性を活かす

・多くの人に利用してもらう　　　　　

　一般的な大学キャンパスにおけるパブリックスペースを検討する際の視点について整理を行う。

（「いまからのキャンパスづくり -大学の将来戦略のためのキャンパス計画とマネジメン

ト -」より引用）

「学生の学びを促進するキャンパスづくり」を行うために、次の３つの環境整備を進める際、相

互補完的に必要となる機能として、パブリックスペースの整備が必要となる。

３つの環境整備もパブリックスペースとして整備することも考えられる。

①「学部を軸とした学びの環境整備」

②「正課・正課外の枠を超えて相互に関連し、学生の主体的参加によって展開される学びの環境整備」

③「課外自主活動の活性化・高度化に資する環境整備」

（※「BKC 課外自主活動検討部会」より引用）

≪参考≫過去の主な議論の抜粋①　学生の学びを促進するキャンパスづくり

キャンパス整備計画を進める上での次の５つの基本的な考え方のもとパブリックスペースの検討

を進める。

①正課、および正課外から派生する学びの場

「学部単位での縦のつながり」を作るために学部の学びの場の近くにゾーニングする

②正課と課外をつなぐ場

全ての学生が交わる場を別に創出する。あわせて、そこに学生が集まる仕組み・仕掛けを創造する

③課外活動の場

相乗効果を発揮できるよう分野・ジャンル毎に配置する。また、発表の場について、学生の動線上

に配置し、全ての学生に向けて活動を「見せる」ことができるようゾーニングする

④コモンズ、憩いの場

キャンパス全体の構造の中で、「コモンズ」「憩いの場」を設ける視点を持つ。また、それらを人の

手が加わった持続可能な緑地空間として整備し、キャンパス全体の緑地化を進める

⑤施設の設置

「目的を一つに絞る」と「複数の目的を併存させる」という双方の視点をもち、柔軟に検討する

（※「BKC 課外自主活動検討部会」より引用）

≪参考≫過去の主な議論の抜粋②　立命館のパブリックスペースを検討する際の基本的な考え方

パブリックスペースの整備効果

パブリックスペースの計画上の役割
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5.3 　パブリックスペース

（１）アカデミックプランと

連動するキャンパス整備の実

現

　総合的人間力の育成やグロー

バル研究大学を目指す大学とし

て、教育、研究、学生生活を支

えるキャンパスづくりを行う

方針が打ち出され、立命館大

学の学園ビジョン実現に向け

て、キャンパス整備の中でもパ

ブリックスペースの充実が不可

欠である。今後は、学びの立命

館モデルなどの現在検討中のア

カデミックプランとのすり合わ

せを行い、立命館大学が目指す

パブリックスペースの整備方針

について検討を深める必要があ

る。

5.3.2

立命館大学における

パブリックスペースの必要性

（２）立命館大学のパブリッ

クスペース整備で目指すも

の

　立命館大学のパブリックス

ペース整備で目指すものは右記

のようなものが考えられる。

・立命館らしさを創出する空間づくり

・キャンパスの特色を活かした空間づくり

・アカデミックプランを実現する空間

・学生の学部を超えた交流空間としての整備

・教職員と学生の交流の場の確保

・居心地の良さ・質の保証

・安心・安全な生活空間の確保

・キャンパス外との接点づくり

・立命館大学の生活の質の向上

現在のびわこ・くさつキャンパスの主要なパブリックスペース

　びわこ・くさつキャンパスの主要なパブリックスペースとは、学

生、教職員、外来者など誰もが利用できるスペースであるセントラ

ルサーカスやキャンパス・プロムナードなどの屋外のオープンス

ペース、交流・生活の場となる食堂やラウンジ、生活にかかせない

トイレや廊下などがあげられる。さらに、学部内の交流や情報発信

の場となるラウンジ（ラボカフェなど）、学びや研究、課外自主活

動などの成果を発表・発信するための多様な空間など、不特定多数

の人が利用できる専門的な用途のスペースなども含まれる。また、

ぴあらなど、学びのためのコモンスペースを整備してきている。

⇒

立命館大学のパブリックスペース整備で目指すもの

学びを促進する

活気ある学びのコミュニティ

のための空間づくり
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5.3.3

パブリックスペースの検討

において考慮すべき視点

（1）大学の多様化するアク

ティビティへの対応

　キャンパスでは多様なコミュ

ニティにおける、主体的な学び

や専門的な研究、活動、交流が

行われている。

　右図のように、大学における

様々なアクティビティを整理

し、より効果的で効率的なパブ

リックスペースの空間整備や

ゾーニングを行う必要がある。

また、これまでパブリックス

ペースとして整備されてこな

かったスペースもパブリックス

ペースとして位置づけることに

より、より効果的で効率的なス

ペース利用が可能になる。

　さらに、パブリックスペース

の整備においては管理・運営面

と合わせた検討を行う必要があ

り、利用者のニーズや管理・運

営主体の意見を含めながら検討

を進めることが重要である。

パブリックスペースが受け止めるべきアクティビティ

実験・実習

地域と合同のイベント

会議

ミーティング

発表

学習支援機能

静かに自習

グループ学習

セミナー

リラックス

ラーニングコモンズ

書物の閲覧

一般講義（学部専門科目）

学生対応事務受付

地域対応事務受付

教員研究

学生共同研究

カンファレンス

案内

目
的
軸

メディテーション（瞑想）

託児・保育機能

その他多様な活動

多文化・多宗教・多言語への対応

特別なニーズへの対応
（身体障害、メンタル、
 ジェンダーなど）

展示

外来者対応（応接）

授業の復習

ディベート

調べ学習

情報発信

外来者対応（一時対応）

リフレッシュ
学部内交流

学生同士の交流

教員・研究者同士の交流

学生・教員間交流

国際交流

情報交換

おしゃべり

学部間交流

誰もが行う
よりパブリック

特定の人が行う
プライベート

施設の利用主体軸

運動
（正課・部活動・サークルなどの
 特定の団体利用）

運動
（一般・地域利用）

Ｏ
Ｎ

（
特
定
の
人
の
み
で
行
う
）

Ｏ
Ｆ
Ｆ

（
誰
も
が
行
う
）

中
間

生
活
に
欠
か
せ
な
い
も
の

（
利
用
主
体
が
交
じ
り
合
う
）

利用主体が交じり合う

文化的活動
（正課・部活動・サークルなどの
 特定の団体利用）

就職支援

一般講義（教養科目）

レセプション

懇親会

文化的活動
（一般・地域利用）

トイレ

食事

更衣

移動

宿泊・居住機能

備品等の管理

買い物（食材・日用品）

ゼミ活動

④　多様なコミュニティ形成

②　正課と課外をつなぐ学び

③　学生・教職員の日常生活

①　専門的な学びや活動

学外向けの講座・講習

学びが広がる

動かす

動きに合わせる

多様な学びや研究、活動を
より効果的・効率的に行えるよう
スペースの連携利用やゾーニング
の検討を行う

パブリックな活動の
動きをいかに広がり
をもってキャンパス
に整備できるか、
パブリックスペース
整備の課題となる

　大学におけるアクティビティを、①学生の専門的な学びや活動、教職員の業務、

②正課と課外をつなぐ学び、③学生・教職員の日常生活、④多様なコミュニティ形

成の４つに分類した。

　特に②、③、④は利用主体や目的が多様なため、パブリックスペースとして位置

づけられた場所で行われることが望ましい。また、①のアクティビティにおいても、

パブリックスペースとして位置づけられた場所で行うことでその効果をより発揮す

ることが期待される。

※上図にはアクティビティの内容は立命館大学に既にある機能と、他大学や他の公

共施設などにある機能を合わせて示している。

表 5-3-1　学生・教職員からみた大学における一般的なアクティビティの分類表
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5.3 　パブリックスペース

【学びを促進するパブリックスペースの整備内容】（２）必要なパブリックスペー

スの種類と役割

　学びを促進する活気ある学び

のコミュニティのために必要な

パブリックスペースの役割と種

類について、右記の通り、Ａ～

Ｄの４つに分類した。左図で整

理した２軸のアクティビティの

ための空間を整備する際は、右

図に示すように、主に４つのパ

ブリックスペースの役割に応じ

て、複数のアクティビティを関

連付けながら、より効果的な整

備方針を検討することが大切で

ある。

　いずれのパブリックスペース

も「専門的な学びや研究、活動

の場」との連携や相乗りを含め

て構想する。

Ｏ
Ｎ

Ｏ
Ｆ
Ｆ

中
間

施設の利用主体軸

目
的
軸

誰もが特定の人

Ｏ
Ｎ

Ｏ
Ｆ
Ｆ

中
間

混在

施設の利用主体軸

目
的
軸

Ｏ
Ｎ

Ｏ
Ｆ
Ｆ

中
間

施設の利用主体軸

目
的
軸

Ｏ
Ｎ

Ｏ
Ｆ
Ｆ

中
間

施設の利用主体軸

目
的
軸

多様なコミュニティ形成

正課と課外をつなぐ学び

学生・教職員の日常生活

専門的な
学びや活動

専門的な
学びや活動

正課と課外をつなぐ学び専門的な
学びや活動

正課と課外をつなぐ学び専門的な
学びや活動

多様なコミュニティ形成

正課と課外をつなぐ学び

学生・教職員の日常生活

多様なコミュニティ形成

学生・教職員の日常生活

多様なコミュニティ形成

学生・教職員の日常生活

誰もが特定の人 混在

誰もが特定の人 混在誰もが特定の人 混在

Ｃ　キャンパス全体に配置するアメニ

ティを高める空間

Ａ　学生の動きにあわせて配置する専

門的な学びや研究、活動をサポートす

る空間

Ｂ　学生が動くように配置する交流空

間と学部横断的な学びの空間

Ｄ　地域との交流を促すスペース

【専門的な学びや研究、活動の場】

教室、実験・実習室、研究室、サー

クルＢＯＸ、体育館、グラウン

ド等

専門的な学びや研究、活動をより深め、

発展させるための空間を学生の動きに

合わせて整備する。授業前後や空き時

間、研究の合間に気軽に立ち寄ること

ができ、先輩から後輩へ知識の継承や

教員と学生の交流が生まれることを期

待する。

教室、自習室、グループ学習室、ミーティングスペー

ス、作業スペース、情報発信スペース、事務窓口等

ＯＮ、ＯＦＦの活動に対して、学生を

動かし、多くの人や情報に出会える環

境づくりを行う。ＯＮ空間には、学部

横断的な学びへと発展させるための交

流空間や情報発信の場を整備し、ＯＦ

Ｆ空間には新たな交流を促す空間を整

備する。

教室、ラーニングセンター、（リサーチコモンズ、ラー

ニングコモンズ）、学習支援機能、グループ学習室、

ミーティングスペース、作業スペース、発表スペー

ス、情報発信スペース、多目的ホール、ラウンジ等

専門的な学びや研究、活動を行うため

にキャンパスに長時間滞在するため

の、リフレッシュ空間やアメニティ機

能の充実を図る。また、ゾーン毎のニー

ズに合わせた整備方針を検討する。

ラウンジ、食堂、カフェ、購買（コンビニ、自動販

売機等）、広場、緑地、ベンチスペース、トイレ、

パウダールーム、更衣室、メディテーションルーム、

託児・保育室、授乳室等

学びや研究、活動の実践の場として、

地域に貢献する役割を果たすキャンパ

スとして、地域の人が訪れやすい空間

や機能を整備する。また、学生・教職

員と地域・一般の方と交流するきっか

けを生み出す空間について検討する。

教室、発表スペース、情報発信スペース、多目的ホー

ル、ラウンジ、食堂、カフェ、購買（コンビニ、自

動販売機等）、広場、緑地、ベンチスペース、屋内

外の運動スペース、託児・保育室、授乳室等
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※現状を表すものではなく、今後の方向性を表す案を示す。

誰もが利用できるパブリックスペースの
平面的な優先整備ゾーン

BKC の主要な軸／空間

多目的・多用途な
パブリックスペース優先整備ゾーン

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ア
ベ
ニ
ュ
ー

正門

東門

キャンパス・プロムナード

ビ
ュ
ー
ト
ス
ト
リ
ー
ト

セントラル
サーカス

専門性・目的が明確な
パブリックスペース

・みんなに使ってほしい施設（学生・教職員・地域問わず）

・みんなが必ず使う施設

・利用目的が様々な施設

特定の人のみで利用する専門的な用途の
スペースはキャンパス内の適切な場所へ整備

・サークル BOX　　　　・体育施設

・学部ラウンジ　　　  ・宿泊・居住施設

・教室                  　　　　　　など

プライベート

パブリック

パブリックスペース

優先整備ゾーン
セントラル
サーカス

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ア
ベ
ニ
ュ
ー

ビ
ュ
ー
ト
ス
ト
リ
ー
ト

キャンパス・プロムナード

　びわこ・くさつキャンパスの施設は建物内外に

おいて活動が見えにくい構造となっている。今後

パブリックスペースを整備する際は、空間的なつ

ながりや視覚的な連続性を確保することにより、

互いが刺激し合える場づくりを目指す。また、よ

り効果的な整備場所や利用してもらいたい場所へ

スムーズに誘導させるための仕組みづくりの検討

を行う。パブリックスペースの整備により、びわ

こ・くさつキャンパスの生活の質（QOL）を向上

させ、全ての学びの質の向上につなげることを目

指す。

　パブリックスペースの基本的な考え方や視点を

踏まえながら具体的な整備は右記の３つの方針に

沿って検討を進める。

②パブリックスペースの空間的な序列化を図る（平面的）

②パブリックスペースの空間的な序列化を図る（平面的）

図5-3-1　パブリックスペースを中心とする BKC のキャンパス配置イメージ

教室

実験室学部
ラウンジ

各部署窓口

交流
ラウンジ

ミーティング
ルーム

発表
スペース

学習支援
機能

マルチ
メディアルーム

自習室

グループ
学習室

セミナー
ルーム

教室

教室
教室

研究室

研究室

研究室
研究室

広場
パブリックスペース

会議室

クラブ
BOX

情報発信
スペース

　5.3.3（２）で示した、Aのスペースについては、

学部や課外自主活動の特定に応じて、適切な場所

へ設定する。B ～ D のスペースについては優先整

備エリア（黄色エリア）へ優先的に配置したり、

優先的に整備を進めるものとする。

5.3.4

びわこ・くさつキャンパスの

特性から見たパブリックス

ペース配置の考え方
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5.3 　パブリックスペース

※現状を表すものではなく、今後の方向性を表す案を示す。

誰もが利用できるパブリックスペースの
平面的な優先整備ゾーン

BKC の主要な軸／空間

多目的・多用途な
パブリックスペース優先整備ゾーン

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ア
ベ
ニ
ュ
ー

正門

東門

キャンパス・プロムナード

ビ
ュ
ー
ト
ス
ト
リ
ー
ト

セントラル
サーカス

専門性・目的が明確な
パブリックスペース

・みんなに使ってほしい施設（学生・教職員・地域問わず）

・みんなが必ず使う施設

・利用目的が様々な施設

特定の人のみで利用する専門的な用途の
スペースはキャンパス内の適切な場所へ整備

・サークル BOX　　　　・体育施設

・学部ラウンジ　　　  ・宿泊・居住施設

・教室                  　　　　　　など

プライベート

パブリック

パブリックスペース

優先整備ゾーン
セントラル
サーカス

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ア
ベ
ニ
ュ
ー

ビ
ュ
ー
ト
ス
ト
リ
ー
ト

キャンパス・プロムナード

③学生のいきいきとした学びや

活動、交流が見える空間づくり

を行う

既存キャンパス主要軸や豊かな

緑地を活かしながらパブリッ

クスペースを整備することで、

キャンパス空間全体に生活の質

（QOL）向上を浸透させる骨格の

形成を行う。

① BKC のキャンパス特性を活か

してパブリックスペースを形成

する

②パブリックスペースの空間的

な序列化を図る

パブリックスペース整備を段階

的かつ継続的に実現するため、

優先配置が必要な平面的なゾー

ニングや上下・奥行き方向の断

面的な空間特性の序列化を行

い、整備の優先順位を明確にす

ることが望ましい。

多様な学びや研究、諸活動など

学生生活の透明化・見える化を

図るとともに、そこへ誘導する

仕組みづくりを検討し、さらな

る交流や対話・刺激を引き出す

キャンパスづくりを行う。

図 5-3-2　主要軸の活性化、平面整備ゾーニングイメージ 図 5-3-3　断面ヒエラルキー化イメージ 図 5-3-4　見える化イメージ

図 5-3-5　パブリックスペースのフレームワークプランイメージ
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屋外滞留場所

屋内滞留場所

カフェ・食堂・売店

ホール（1F）

飲食施設からの距離が遠い
飲食施設が不足

不特定多数の学生が利用する
施設が集まるエリア

（１）現状の整備状況

・下記の図は、既存施設に整備されている、パブ

リックスペースの整備状況と現状の課題を示す。

・正課外の学びの拠点整備が量的・質的な整備の

充実が求められている。

・パブリックスペースの空間デザインは重要度の

高い要素であるが、検討が不十分である。

（２）今後の検討の進め方

・学内にあるパブリックスペースの整備規模や利

用状況の把握、デットスペースの把握を進める必

要がある。

・より快適で、魅力的なキャンパスを目指すため

の検討を行う。

・限られた面積を有効活用するため、施設の利用

率をあげるため、施設の連携利用の可能性につい

て管理・運営面と合わせて検討を行っていく必要

がある。

・緑地の活用方法やスムーズなキャンパス内移動

を考慮した空間整備について検討を行うことが大

切である。

　現状より整備方針を検討してきたが、改めて整備方針と現況を照らし合わせて課題を抽出する必要が

ある。今後、危険度合いの色分けや具体的な整備の優先順位、建設計画との関係、学部ラウンジの整備

方針などの検討を行う。また、さらに詳細な現状を把握する必要がある。

図 5-3-6　現状のパブリックスペースの整備状況

5.3.5

パブリックスペースの

個別課題の把握
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5.3 　パブリックスペース

BKC 建物内に現在整備されているパブリックスペース（一例）

②正課と課外をつなぐ学びの拠点

・自主的に学ぶスペースが不足

している。

・学びや研究、活動成果を発表

したり、情報発信する場が不足

している。整備されている場も

効果的に活用できていない。

・一時的に利用者が多い時間帯

はスペースが足りなくなる。

・本来の整備目的のように利用

されていないケースがある。

・スペースを生み出し、整備で

きることから少しずつ取り組ん

でいる。

・利用しにくい場所にある。

・学生の活動が、建物の構造的

にスペースの外から見えにく

い。

【今後の検討課題】

・どのような学びを実現したい

か、整備によりどのような効果

をもたらしたいか、アカデミッ

クプランや管理・運営面とのす

り合わせが必要である。

・学びのコミュニティ形成のた

めに効果的な空間デザインや整

備場所について検討が必要であ

る。

・ニーズの把握と利用実態の把

握を行う必要がある。

・スペースの連携利用の可能性

について検討を行う。（教室を

利用していない時間帯を有効活

用できる仕組みなど）

・現在の整備場所が適切か検証

する必要がある。

・整備目的を発揮させるために、

本来どこに整備をしたら効果的

か検討する必要がある。

【現状と課題】

①専門的な学びや活動の拠点

　主に、教室、実験・実習室、研究室、サークルＢＯＸ、体育館、グラウンドなどが当てはまる。今後

は、専門的な学びや研究、活動をより効果的・効率的に行えるようスペースの連携利用やゾーニングの

検討を行う必要がある。

写真 5-3-1　ぴあら（メディアセンター）

写真 5-3-3　HIROBA（アクロスウィング） 写真 5-3-4　マルチメディアルーム

（プリズムハウス）

写真 5-3-6　アカデミックワークショップ

（セントラルアーク）

写真 5-3-5　クロスラウンジ（セントラルアーク）

写真 5-3-2　グループ学習室（アクロスウィング）
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③学生・教職員の日常生活の場 BKC 建物内に現在整備されているパブリックスペース（一例）

・大学を訪れる全ての人が毎日

利用する機能・施設であり、立

命館大学のイメージを印象づけ

やすい空間である。

・多くの場所は生活に必要最低

限の整備に留まっている。

・初めて来た人にとって、移動

しにくい構造となっている。

・各建物が独立しており、広い

キャンパスを効率的に移動する

ことができない。

【今後の検討課題】

【現状と課題】

・キャンパスにおける多様な学

びや研究、活動を支える空間と

して、生活に必要な最低限の整

備を行うだけでなく、アメニ

ティの充実、生活の質の向上、

立命館大学のイメージについて

検討を行う必要がある。

・キャンパス内移動がしやすい

よう動線計画に配慮するととも

に、キャンパス案内図の設置や

目印の整備などにより、初めて

来た人にとってもわかりやすい

キャンパスについて検討する。

・ニーズの把握と利用実態の把

握を行う必要がある。

・現在の整備場所が適切か検証

する必要がある。

・整備目的を発揮させるために、

本来どこに整備をしたら効果的

か検討する必要がある。

写真 5-3-7　生協食堂（ユニオンスクエア）

写真 5-3-9　生協食堂（シーキューブ）

写真 5-3-8　生協食堂（リンクスクエア）

写真 5-3-10　クロスラウンジ（セントラルアーク）

写真 5-3-14　トイレ（プリズムハウス）

写真 5-3-11　教室前廊下

（コラーニングハウスⅠ）

写真 5-3-12　教室近くラウンジ

（フォレストハウス）

写真 5-3-13　キャンパスプロムナード
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④多様なコミュニティ形成 BKC 建物内に現在整備されているパブリックスペース（一例）

・学部や学生、教職員の枠を超

えた交流空間が不足している。

・教室近くに居場所が少ない。

・屋外の居場所が少なく、雨天

時や暑い日差しを遮った屋外の

憩いの空間がない。

・一時的に利用者が多い時間帯

はスペースが足りなくなる。

・スペースを整備しているが利

用率が低い場所がある。

・本来の整備目的のように利用

されていないケースがある。

・教室近くにベンチを配置した

り、各学部エリア近くにラウン

ジを整備するなど、スペースを

生み出し、整備できることから

取り組んでいる。

・地域との連携や交流からの視

点での整備が進んでいない。

【今後の検討課題】

【現状と課題】

・どのようなコミュニティを形

成したいか、整備によりどのよ

うな効果をもたらしたいか、ア

カデミックプランや管理・運営

面とのすり合わせが必要であ

る。

・ニーズの把握と利用実態の把

握を行う必要がある。

・現在の整備場所が適切か検証

する必要がある。

・整備目的を発揮させるために、

本来どこに整備をしたら効果的

か検討する必要がある。

写真 5-3-19　国際ラウンジ（アクロスウィング）

写真 5-3-18　ビュートストリート

（プリズムハウス前）

写真 5-3-22　学部ラウンジ（サイエンスコア）写真 5-3-21　学部ラウンジ（クリエーションコア）

写真 5-3-17　屋外オープンスペース（アクトα）

写真 5-3-16　イバショテラス（トリシア）写真 5-3-15　LIBERO（ユニオンスクエア前）

（2013 年度学内学生コンペ実施事例）

写真 5-3-20　セントラルサーカス

5.3 　パブリックスペース
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5.4 　キャンパスデザイン

　大学のイメージを印象づけるキャンパスデザインについての検討は重要な視点である。立地特性上、

緑に囲まれた景観の保全や調和を図ることが郊外型キャンパスとして魅力的な環境を維持・向上する上

で大切な課題である。また、日常的に利用頻度の高いパブリックスペースは、量的・面的整備や利便性・

機能性に配慮するだけでなく、誰もが共通して心地よく利用でき、何度も利用したいと思える工夫が必

要である。このようなキャンパスデザイン上の取り組みは、整備効果が利用者に伝わりやすく、学生の

満足度に直接的につながるものとなる。そのため以下の視点について総合的に検討を行い、デザインガ

イドラインを設定することが有効である。

①空間の質　　②建物外観デザイン　　③屋根・庇デザイン　　④建物高さ・壁面線・建物ボリューム

⑤サイン計画　　⑥ランドスケープデザイン　　⑦眺望・景観・借景

①　空間の質

　学生にとって通いたい、学び

たいキャンパスであり、教職員

にとって働きたいキャンパスで

あり続けるためには、キャンパ

ス空間全体の質の維持・向上に

ついての検討が重要となる。立

命館大学のアイデンティティを

伝える空間として、また、「使

いたい」「居心地がよい」「自慢

したい」などと感じる空間につ

いての丁寧な検討が求められ

る。

②　建物外観デザイン

　大学のイメージやキャンパス

の統一性に配慮したデザインと

ともに、施設機能や整備エリア

に応じた外観デザインが求めら

れる。特に、既存建物の素材や

色彩などの継承性と新現性のバ

ランスを図ることが重要であ

る。また、将来の建替えやキャ

ンパス内歩行者通路の設置・拡

幅などを想定した壁面線や周辺

建物との調和についても考慮が

必要である。

写真 5-4-2　リラックスした雰囲気の

ドリーム・クロス・ラウンジ

写真 5-4-3　アースカラーで統一され

た落ち着いた雰囲気の外装（アクロス

ウィング７階からの眺め）

写真 5-4-5　ライトブラウンをベース

にした低層建物の外観（ユニオンスク

エア）

写真 5-4-4　垂直性のある要素をリズ

ムカルに取り入れた統一感のある外観

を構成（ウェストウィング）

写真 5-4-6　低層部にダークブラウン

を用いた２層構成で安定感を出した高

層建物の外観（アクロスウィング）

写真 5-4-1　新たな出会いの場として

整備されたトリシア

既存建物外観デザイン

既存キャンパスの状況
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図 5-4-1　建物高さについての考え方

5.4 　キャンパスデザイン

　キャンパス内外からの眺望、

借景、周辺環境との調和など、

景観形成に配慮した屋根、庇の

デザインが重要である。

　また、屋上に太陽光発電パネ

ルや設備機器を設置する場合

は、キャンパス内外からの見え

方にも十分配慮が必要である。

写真 5-4-8　高層棟の事例（クリエー

ションコア）

③屋根・庇デザイン

④建物高さ・壁面線・

　建物ボリューム

　建物高さや壁面線はキャンパ

ス内の統一性と周辺環境との空

間的連続性に配慮が必要であ

る。びわこ・くさつキャンパス

には法的な建築物の高さ規制は

設けられていないが既存建物や

牟礼山などの周辺の高さを意識

することが重要である。緑地に

囲まれた良好な環境を活かすた

め、キャンパス内からの景観維

持について配慮することが有効

である。

　また、広大な土地を有する

キャンパスであるが、将来にわ

たり持続可能なキャンパスとし

て、キャンパス全体の容積バラ

ンスを考慮した建物ボリューム

検討が必要である。

◯ 周辺環境と調和するスカイライン・壁面線の設定
◯ 近隣や周辺道路への圧迫感の軽減　
　…など

○色彩 ・ 素材の統一
○デザイン言語整理
○連続的な景観形成 
　…など

●キャンパスと周辺環境との関係

●キャンパス内の建築・空間

写真 5-4-7　低層棟の事例（リンクス

クエア）

周辺稜線との調和

◯ 周辺環境と調和するスカイライン・壁面線の設定　
　…など
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既存キャンパスのサイン表示⑤　サイン計画

　初めてキャンパスを訪れる人

にもわかりやすい案内図や標識

を設置する。特に、キャンパス

ゲート付近や主要な分岐点、建

物出入口付近は配慮が必要であ

る。看板はキャンパス内に散在

せず、効率的に情報発信できる

よう可能な限り集約化を図る。

サインはキャンパスのグローバ

ル化に対応したユニバーサルデ

ザインや多言語表記などの配慮

が求められるとともに、立命館

大学のイメージに合わせた色調

やデザインなどを採用すること

が重要である。

写真 5-4-12　掲示板写真 5-4-11　ユニバーサルデザイン

に配慮したわかりやすいサイン表示

写真 5-4-9　びわこ・くさつキャン

パスの特徴である建物名称

⑥　ランドスケープデザイン

　屋外のオープンスペースにお

いて行われている、学生の様々

な活動や交流がキャンパスの風

景となる。イベント時だけでな

く、日常の風景も季節とともに

デザインする。

　びわこ・くさつキャンパスの

主要な軸線や周辺への眺望を遮

らない開放的な屋外空間と、建

物や樹木により囲まれた居心地

のよい屋外空間などを両立し、

場所に応じた適切なスケール感

のランドスケープデザインを行

う。後述する「5.5 緑地」や前

述の「5.3 パブリックスペース」

の方針を踏まえることが重要で

ある。

写真 5-4-10　日本語と英語の

２ヶ国語に対応されたサイン表示

写真 5-4-13　様々な活動と風景をデザインする

キャンパスの様々な風景
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5.4 　キャンパスデザイン

写真 5-4-17　キャンパス内から琵琶

湖を望む

⑦　眺望・景観・借景

　キャンパス内から比叡山や琵

琶湖などへの眺望を確保すると

ともに、キャンパス内外におけ

る緑の視覚的な連続性を大切に

した景観形成を行う。なお、び

わこ・くさつキャンパスは景観

について法的な規制は特に定め

られていないが、キャンパス内

の調和を図るため、統一した方

針の確認を行うことが望まし

い。　

キャンパスからの眺望

写真 5-4-19　キャンパス内から牟礼山を望む

写真 5-4-14　キャンパス・プロムナー

ド

写真 5-4-16　コラーニングハウスⅠ

とⅡの間の緑地

写真 5-4-18　牟礼山からキャンパスを眺める

写真 5-4-21　キャンパス内の自然緑地写真 5-4-20　ローム記念館から琵琶湖を望む

写 真 5-4-15　 フ ロ ン テ ィ ア ア ベ

ニュー
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5.5 緑地

⑤

N

コア
ステーション

エクセル3

セル

ローム記念館 テクノ
コンプレクス

BKC
イン
キュ
ベータ

防災
システム
リサーチ
センター

第三グラウンド

シー・
キューブ

メディア
センター

イースト
ウィング

ウエスト
ウィング

エクセル2

ワーク
ショップ
ラボ

エクセル1

フォレ
スト
ハウス

リンク
スクエア

クリエーション
コア

サイエンス
コア

アス
リート
ジム

BKC
ジム

コラーニング
ハウスⅢ コラーニ

ングハウ
スⅡ

コラーニ
ングハウ
スⅠ

プリズムハウス

セントラルアーク

アドセミナリオ

ユニオンスクエア

アクロスウィング

インテグレー
ションコア

ラルカディア

エポック
立命21

クインススタジアム

自然緑地

調整池

キャノピー

トリシア

バイオリンク

アクトα

テニスコート

第一グラウンド

BKCインターナショナル
ハウス

連絡ルート

テニスコート

温室

学生フロンティア
共同研究センター

リサイクルヤード

燃料電池
センター

テクノアクセス

フロンティア
アベニュー

セントラルサーカス

ビュート
ストリート

キャンパスプロムナード

アクト μ

ラグビーコート

正門

東門

調1

調1

調1

調1

調1

調1

調1

調1

調1

調3

調4

調2

調2

調2

調1

調2

調3

調4

駐車場の集約化、
現駐車場の撤去に伴う緑化／修景（多数有り）

外周道路の歩行者向け整備

噴水撤去後の空間整備

スポーツ健康コモンズ（計画中）との関連を含めた
フロンティアアベニューの位置変更／面的緑化

交通計画・パブリックスペースの検討との調整事項

フロンティア・アベニュー

→キャンパス正門・アプローチの顔づくり
→オフ空間の中心としての広場

③ [修景重点ゾーン]

【特徴や要点など】
・通り道
・外部から一番に見える場所
・見通しが重視される
・通学時間帯には自転車や歩行者が多く行き交う
・土壌劣悪のせいでケヤキの生育が悪い。
・将来スポーツ施設ができた時の空間役割の変更

セントラルサーカス

→芝生広場など憩いの空間づくり② [修景重点ゾーン]

【特徴や要点など】
・学生が集まる・通過する場
・噴水のある空間
・木立のなかにベンチが配置されており、憩いの場がある。
・学園祭や新入生歓迎祭典時にはステージが立てられる。
・植栽には芝生があるが、通り道として使われ一部はげている
ところがある。

建物間の空間

→木陰の広場づくり
④

【特徴や要点など】
・建物周囲には木々や低木が配置されている。
・建物建設時に土を掘り起こした影響で、木の根がよく張るようで、
生育は良好。
・駐車場があるため、憩いの場としての活用はされていない。

（将来的な駐車場撤去を視野に…）

外周道路沿い
→緑の散策路⑤

【特徴や要点など】
・地域の散歩道が整備された植樹帯がある（学内からアクセス不可）
・マツ枯れが深刻化しており、適宜伐採しているが、植林は予算の
都合上、実施できていない。
・南側の牟礼山は、管理者が大津市・草津市・本学。
マツ枯れの対策は草津市が予算化し進めているが、すべての
管理者が協力して牟礼山の自然環境保全に取り組む必要がある。

（将来的な歩行者優先通路への変更を視野に…）

キャンパス・プロムナード① [修景重点ゾーン]

 →細やかな移動と滞留に適した空間づくり
【特徴や要点など】
・教室棟に囲まれた道
・教室棟に囲まれているため、ビル風が吹く
・土壌劣悪のせいでユリノキの成長が悪いため、葉が少なく、
木陰がない。
・植桝が小さく、インターロッキングの根上がりが見られる。
・影は建物によるものしかないので、日差しのきつい時は歩くのが
つらい。

②

③

①

④

④

④

④

④

④ ④
④

④

④

④

④

④

④
④

④

④

④

⑤

⑤

32

BKＣ

「再生」 かつて存在した水系軸をよりどころにキャンパス内に微地形と自然を再生し、周辺の自然と一体化
した人にも生き物にもやさしいエコキャンパスを目指します。

●自然軸： 「エコキャンパスモール」

● コモンの連続による
にぎわい軸の形成

● 2軸の結節点 キャンパスの顔となる

「キャンパスコア」

●周辺の緑、風、生き物をキャンパス内に
引き込む「緑のくさび」

●キャンパスと地域の「交流の森」

◆計画地が持つポテンシャル（かつての地形・水系に配慮した自然環境構造）を活かした構成
◆潜在自然植生の回復
◆植生基盤の回復
◆にぎわいの場づくり、キャンパス空間軸の再構成

●アプローチ
●アメニティコモン

●

●

●

図 5-5-1　周辺のみどりがキャンパス内へ浸透する

2011 年度時点キャンパス計画イメージ

5.5.1

緑地計画の考え方
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5.5 　緑地

⑤

N

コア
ステーション

エクセル3
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ベータ

防災
システム
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シー・
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ウィング

エクセル2
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ラボ

エクセル1

フォレ
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ハウス

リンク
スクエア

クリエーション
コア

サイエンス
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アス
リート
ジム

BKC
ジム

コラーニング
ハウスⅢ コラーニ

ングハウ
スⅡ

コラーニ
ングハウ
スⅠ

プリズムハウス

セントラルアーク

アドセミナリオ

ユニオンスクエア

アクロスウィング

インテグレー
ションコア

ラルカディア

エポック
立命21

クインススタジアム

自然緑地

調整池

キャノピー

トリシア

バイオリンク

アクトα

テニスコート

第一グラウンド

BKCインターナショナル
ハウス

連絡ルート

テニスコート

温室

学生フロンティア
共同研究センター

リサイクルヤード

燃料電池
センター

テクノアクセス

フロンティア
アベニュー

セントラルサーカス

ビュート
ストリート

キャンパスプロムナード

アクト μ

ラグビーコート

正門

東門

調1

調1

調1

調1

調1

調1

調1

調1

調1

調3

調4

調2

調2

調2

調1

調2

調3

調4

駐車場の集約化、
現駐車場の撤去に伴う緑化／修景（多数有り）

外周道路の歩行者向け整備

噴水撤去後の空間整備

スポーツ健康コモンズ（計画中）との関連を含めた
フロンティアアベニューの位置変更／面的緑化

交通計画・パブリックスペースの検討との調整事項

フロンティア・アベニュー

→キャンパス正門・アプローチの顔づくり
→オフ空間の中心としての広場

③ [修景重点ゾーン]

【特徴や要点など】
・通り道
・外部から一番に見える場所
・見通しが重視される
・通学時間帯には自転車や歩行者が多く行き交う
・土壌劣悪のせいでケヤキの生育が悪い。
・将来スポーツ施設ができた時の空間役割の変更

セントラルサーカス

→芝生広場など憩いの空間づくり② [修景重点ゾーン]

【特徴や要点など】
・学生が集まる・通過する場
・噴水のある空間
・木立のなかにベンチが配置されており、憩いの場がある。
・学園祭や新入生歓迎祭典時にはステージが立てられる。
・植栽には芝生があるが、通り道として使われ一部はげている
ところがある。

建物間の空間

→木陰の広場づくり
④

【特徴や要点など】
・建物周囲には木々や低木が配置されている。
・建物建設時に土を掘り起こした影響で、木の根がよく張るようで、
生育は良好。
・駐車場があるため、憩いの場としての活用はされていない。

（将来的な駐車場撤去を視野に…）

外周道路沿い
→緑の散策路⑤

【特徴や要点など】
・地域の散歩道が整備された植樹帯がある（学内からアクセス不可）
・マツ枯れが深刻化しており、適宜伐採しているが、植林は予算の
都合上、実施できていない。
・南側の牟礼山は、管理者が大津市・草津市・本学。
マツ枯れの対策は草津市が予算化し進めているが、すべての
管理者が協力して牟礼山の自然環境保全に取り組む必要がある。

（将来的な歩行者優先通路への変更を視野に…）

キャンパス・プロムナード① [修景重点ゾーン]

 →細やかな移動と滞留に適した空間づくり
【特徴や要点など】
・教室棟に囲まれた道
・教室棟に囲まれているため、ビル風が吹く
・土壌劣悪のせいでユリノキの成長が悪いため、葉が少なく、
木陰がない。
・植桝が小さく、インターロッキングの根上がりが見られる。
・影は建物によるものしかないので、日差しのきつい時は歩くのが
つらい。

②

③

①

④

④

④

④

④

④ ④
④

④

④

④

④

④

④
④

④

④

④

⑤

⑤

　びわこ・くさつキャンパスはキャンパス外周部とキャンパスフロントゾーンにまとまった自然緑地が

広がる豊かなキャンパスである。これらの環境を最大限に活かし、生態学的な配慮を行いながらキャン

パス中心の緑を強化し、緑の景観的な連続性を確保した緑あふれるキャンパスを目指す。

　また、良好なキャンパス環境づくりのため、パブリックスペース整備と合わせて検討を行うことが望

ましく、キャンパス全体の統一性を維持可能なランドスケープ計画が肝要である。キャンパス内の豊か

な緑地を活かした、長期的な取り組みを見据えたゾーン毎の整備方針の設定を行う。

図 5-5-2　緑地計画のフレームワークプランイメージ
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ハウス
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スクエアクリエーション

コア

サイエンス
コア

アス
リート
ジム

BKC
ジム

コラーニング
ハウスⅢ コラーニ

ングハウ
スⅡ

コラーニ
ングハウ
スⅠ

プリズムハウス

セントラルアーク ユニオンスクエア
キャノピー

第一グラウンド

セントラルサーカス

キャンパスプロムナード

キャンパス・プロムナード①
細やかな移動と滞留に適した空間づくり

[修景重点ゾーン] 

15.02.18

1103. 基本整備計画・設計 03-3. ゾーン毎の計画方針 キャンパスプロムナードパース緑地計画具体化検討ＷＧ

木立型並木型

5.5.2　 ゾーン別計画方針

　現況のキャンパスプロムナードは、教室棟に囲まれた道と

してのイメージが定着しつつあります。並木植栽であるユリ

ノキが少なく、また生育不良（土壌の劣悪化が原因）も伴い、

夏場は陰のない空間が広がり、冬場は落葉とともにビル風が

吹く閑散たる状況ともいえます。学びエリアの中心を貫き、

活動の中心となるべきこの空間は、機能的で細やかな動線を

提供するだけでなく、学生および教職員が自然と滞留できる

場所を提供する役割を備える必要があります。

（1）機能的な動線と自然な滞留を引き出す空間

左記に示す通り、現在植栽されている並木（ユリノキ）は、

本来生育が早く、街路樹として多く活用される樹木です。し

かし、土壌の劣悪化と小さな植枡の影響により、生育不良や

路面の根上りがみとめられ、葉量が少なく乾いた印象をプロ

ムナード空間に与えています。細やかで快適な移動空間と潤

いのある自然な滞留空間を作り出すため、葉量が多く土壌に

適した植栽の入れ替えを視野にいれ、木陰を生み出す空間づ

くりを目指す必要があります。

（2）快適な移動や憩いの場を提供する木陰の創出

植栽のみならず、現在の地形の勾配やその高低差を利用し、

水路やそれに共なう多様な自然要素の取り入れを工夫するこ

とで、より潤いをともなった滞留空間づくりが可能になりま

す。スムーズな滞留を呼びおこし、そよ風と共に誰もが自然

とひと休みできる場所をつくりだすことが、キャンパスプロ

ムナードの空間的な役割を価値付け、自然と呼応した BKC の

特色を引き出すことにつながります。

（3）自然地形や高低差を活用した憩いの工夫

図 5-5-4　30 年後のキャンパスプロムナードのイメージ

　2013 年度には緑地計画の作業グループを中心に検討を行い、2014 年度にはリーディングプロジェク

トに基づき、他分野の課題を共有しながら緑地の具体化に向け検討を進めた。ここでは、2013 年度の

緑地計画検討作業グループで検討してきた内容と、緑地計画具体化検討ＷＧにおいて共有してきた将来

の緑量や緑地整備のイメージスケッチを示す。

図 5-5-3　キャンパスプロムナードの修景重点ゾーン

※上記パースは「2014 年度緑地計画具体化検討ＷＧ」にて将来の緑量や整備イメージを共有するために作成されたものであり、実際の計画とは異な場合がある。
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トリシア
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共同研究センター

セントラルサーカス

ビュート
ストリート

キャンパスプロムナード

セントラルサーカス②

芝生広場など憩いの空間づくり

[修景重点ゾーン] 

15.02.18

0903. 基本整備計画・設計 03-3. ゾーン毎の計画方針 セントラルサーカス・イメージ緑地計画具体化検討ＷＧ

広場型 木立型

キャンパス活動の始まりの場所として位置づけられる当ゾー

ンは、学生や教職員が集い、それぞれの場所に離散する場所

としての役割を持っています。学園祭や各種歓迎祭典ではス

テージが設営され、春や秋など季節の良い時期には、噴水空

間の周辺ベンチに人が集まる状況が確認できます。しかし言

い換えると、特別な行事や季節以外では、単なる通過の場と

しての様相が日常的に広がっている状況であり、BKC の中心

に位置しながら、キャンパス活動の中心的役割を担えていな

い現状が認められます。BKC にいる誰もがいつでも憩い集う

ことができる広場などの空間づくりが必要であり、物理的そ

して精神的にもキャンパスの拠り所として再整備することが

重要であると考えます。

（1）誰もがいつでも憩い集うことができる広場

現在当ゾーンに設置されている芝生や噴水、木立の中の憩い

の場は、その全体の大きさに対して小規模であることや植栽

の生育不良により、通り道としてしか利用されず剥げている

状況や、木陰や風除けもなく吹きさらしの状態であり、本来

の役割を果たせていない状況です。誰もがいつでも憩い集う

ことができる適正な規模を有した芝生広場の設定や、現在の

土壌に適した植栽を施し木陰とそよ風をとりいれる憩いの空

間づくりを率先する必要があります。自然を多く取り入れ、

周囲の環境と連続し BKC の特色を体現する場所を目指す必要

があります。

（2）多様な利用を可能とする自然と連続した場所

人々が集い憩うことができる BKC の中心として、キャンパス

の顔となる空間づくりを行うことが重要です。植栽による木

陰や防風、水路等によるせせらぎなど、自然環境がもたらす

潤いを活用しながら、シンボルツリーの設定や噴水空間の活

用など、多様な利用を可能にしながら人々の意識の拠り所と

して記憶される風景を設定する必要があります。

（3）キャンパスと人々の意識の拠り所としての中心

図 5-5-5　セントラルサーカスの修景重点ゾーン

図 5-5-6　30 年後のセントラルサーカスのイメージ

5.5 　緑地

※上記パースは「2014 年度緑地計画具体化検討ＷＧ」にて将来の緑量や整備イメージを共有するために作成されたものであり、実際の計画とは異な場合がある。
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調4
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現駐車場の撤去に伴う緑化／修景
（多数有り）
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噴水撤去後の空間整備
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学
の
顔

ON

15.02.18

0403.  基本整備計画・設計 03-1. フロンティアアベニュー基本設計 パース緑地計画具体化検討ＷＧ

広場型 並木型

このゾーンは、外部から一番に見える大学の場所であり、大

学の顔として誇れる正門空間、アプローチ空間となるべき部

分であるといえます。自然環境に恵まれ、広大な敷地を有す

る BKC の特徴を活かし、BKC の象徴的な空間としてあるべき

風景・イメージ形成を行う必要があります。

（1）人、場所、自然とが織り成す BKC の象徴的空間

現在、芝生広場や並木と隣接するにも関わらず、当ゾーンは

単なる通り道としてしか意識さていません。それは、長大線

的に配置されたそれらの要素を連関する修景的な工夫が少な

いことが考えられます。見通しを確保しながら、自然や木陰、

広場そしてアプローチ空間とが連続し、多様な広がりを感じ

ることができる空間づくりが必要と考えます。

（2）動線と広場、自然環境との連続

フロンティアアベニューは、通学時間帯には多くの歩行者が

行き交うにもかかわらず、木陰を落とす並木道の形成に至っ

ていません。劣悪な土壌が、想定以上にケヤキの生育を妨げ

ていることが第一の原因であると考えられます。土壌改良や

土壌に適した植栽を施すことで、より快適な往来を可能とす

るアプローチ空間が重要です。 

（3）木陰のある快適な往来空間

計画中のスポーツ健康コモンズとの空間的役割を共有し、み

んなが集い憩うことができる広場の整備など、アプローチだ

けでない空間役割の変更を視野に入れる必要があります。地

域との交流を生み出すことも可能なオフ空間の中心として、

オン／オフを切り替えるプラットフォームとして、このゾー

ンが空間的役割を担い、地域に開かれた新しい BKC のイメー

ジを構成する必要があります。 

（4）集い憩い行き交うプラットフォーム

図 5-5-8　30 年後のフロンティアアベニューのイメージ

図 5-5-7　フロンティアアベニューの修景重点ゾーン

※上記パースは「2014 年度緑地計画具体化検討ＷＧ」にて将来の緑量や整備イメージを共有するために作成されたものであり、実際の計画とは異な場合がある。
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ングハウ
スⅡ

コラーニ
ングハウ
スⅠ

プリズムハウス

セントラルアーク

アドセミナリオ

ユニオンスクエア

アクロスウィング

インテグレー
ションコア

自然緑地

調整池

キャノピー

トリシア

バイオリンク

アクトα

テニスコート

第一グラウンド

テニスコート

温室

学生フロンティア
共同研究センター

リサイクルヤード

燃料電池
センター

テクノアクセス

フロンティア
アベニュー

セントラルサーカス

ビュート
ストリート

キャンパスプロムナード

アクト μ

東門

N

コア
ステーション

エクセル3

セル

ローム記念館 テクノ
コンプレクス

BKC
イン
キュ
ベータ

防災
システム
リサーチ
センター

第三グラウンド

シー・
キューブ

メディア
センター

イースト
ウィング

ウエスト
ウィング

エクセル2

ワーク
ショップ
ラボ

エクセル1

フォレ
スト
ハウス

リンク
スクエアクリエーション

コア

サイエンス
コア

アス
リート
ジム

BKC
ジム

コラーニング
ハウスⅢ コラーニ

ングハウ
スⅡ

コラーニ
ングハウ
スⅠ

プリズムハウス

セントラルアーク

アドセミナリオ

ユニオンスクエア

アクロスウィング

インテグレー
ションコア

ラルカディア

エポック
立命21

クインススタジアム

自然緑地

調整池

キャノピー

トリシア

バイオリンク

アクトα

テニスコート

第一グラウンド

BKC インターナショナル
ハウス

連絡ルート

テニスコート

温室

学生フロンティア
共同研究センター

リサイクルヤード

燃料電池
センター

テクノアクセス

フロンティア
アベニュー

セントラルサーカス

ビュート
ストリート

キャンパスプロムナード

アクト μ

ラグビーコート

アメリカンフットボール
コート

アスリート
クラブハウス

正門

東門

建物間の空間④

木陰の広場づくり（将来的な駐車場撤去を視野に…）

外周道路⑤

緑の散策路 （将来的な歩行者優先通路への変更を視野に…）

緑の取り込み

風景の連続

地域の散策路との連携

環境保全への意識向上

地域連携

木陰の広場（イメージ）

15.02.18

1303. 基本整備計画・設計 03-3. ゾーン毎の計画方針 ビュートストリートパース緑地計画具体化検討ＷＧ

木立型

将来的なキャンパス内駐車場の撤去を想定した場合、当駐車

場部分を緑と憩いをつなげる木陰の広場として活用すること

を提案します。建物間は、建設の土工事の影響により、植栽

の根付きがよく生育は良好であり、キャンパス中心部分に偏

りがちな憩いの空間を分散し、周囲の自然環境を引き込みな

がら、キャンパス全体において誰もが憩い自然を感じ取るこ

とができる空間づくりが必要と考えます。

（1）緑と憩いをつなげる木陰空間

憩いの空間を分散されることで、自分だけの憩いの空間を誘

導することができます。中心だけでなくキャンパス全体で本

来の目的である誰もが憩うことができる空間づくりの実現に

つながると考えます。

（2）自己選択できる多様で小さな場所

将来的な駐車場の集約（スーパーブロック構想）を想定した

場合、キャンパス外周に設定されている道路を、誰もがアク

セスできる緑の散策路に整備することを提案します。キャン

パス全体が周囲の自然環境と連続し、緑を引き込むキャンパ

ス（【緑のくさび】2011 年キャンパス計画より）づくりに寄

与できると考えます。また、現在往来ができない牟礼山の散

策路とアクセスを実現し、本学を含め地域と連携した自然環

境保全への意識向上や、枯れ木の伐採および植林などの取り

組みを率先することにつながります。周囲の里山の環境を地

域とともに保全し、地域にある大学がもつべき一役割を明確

にし、実現するものと考えます。

（1）自然豊かな周辺環境との関係を再生し、より安全で健康

的な散策路としての外周

図 5-5-11　30 年後のビュートストリートのイメージ

図 5-5-9　建物間の空間対象ゾーンイメージ 図 5-5-10　外周道路の対象ゾーンイメージ

※上記パースは「2014 年度緑地計画具体化検討ＷＧ」にて将来の緑量や整備イメージを共有するために作成されたものであり、実際の計画とは異な場合がある。
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広場型

広場型

並木型

樹林型

樹林型

並木型

フロンティアアベニュー

建物沿い

ビュートストリート

自然緑地

建物間の空間

キャンパスプロムナード

セントラルサーカス

建物間の空間

木立型

木立型

木立型

仮設型

木立型

5.5.3

緑地の整備タイプ

　緑地整備は場所や用途に応じて、５つのタイプにより構成する。また、エリアごとの整備タイプを明

確化することにより、長期的な緑地の管理の中で適切な管理・整備を行うことが可能となる。

　広場型は植栽を制限し、芝生などにより、多様な屋外での活動を行いやすく、イベント時の活用も視

野に入れてみんなが集う広場空間として整備する。並木型は、キャンパス内の主要軸や象徴的なキャン

パスの風景を形成する。また、軸線上に適度な日陰のある滞留空間を創出する。立木型は、屋外の憩い

の空間（コモンズ）となるよう、木陰の滞留空間を創出する。樹林型はキャンパス内の自然緑地の保全

や周辺環境と連続した緑地形成を目的とし、風土に適した整備を行う。仮設型はプランター植栽などを

活用し、屋外の滞留空間と動線などのゾーンを分けるなど、効果的に活用する。

図 5-5-12　緑地整備タイプの分布イメージ

30 年後のＢＫＣの緑のイメージ

※上記パースは「2014 年度緑地計画具体化検討ＷＧ」にて将来の緑量や整備イメージを共有するために作成されたものであり、実際の計画とは異な場合がある。
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整備イメージ・内容 効果タイプ

① 広場型

② 並木型

③ 木立型

④ 樹林型

⑤ 仮設型

芝生広場

◎みんなが集う広場空間

◎軸線の形成
◎風格の向上
◎滞留空間の創出

◎滞留空間の創出
◎中間領域の形成
◎シンボル性、求心性の
　向上

◎生物多様性の保全
◎周辺環境と連続した緑
　地の形成

◎滞留空間の創出
◎中間領域の形成

植栽基盤整備

植栽基盤整備

地域固有種の植栽

フウ、ユリノキ等

アベマキ、コナラ等

ｺﾊﾞﾉﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ、
ｶﾞﾏﾂﾞﾐ等

リョウブ、ヤマザクラ等
※現況樹林に適宜補植

プランター植栽

動　線 既設テラス等

表 5-5-1　緑地整備タイプの分類表

5.5 　緑地
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緑地の量が増加するのに伴って、管理負荷が高くなり、維持管理の手間や費用が増加する。
そのため、持続可能な緑地保全のためには、緑地整備と合わせて維持管理についての見直し
を検討することが重要である。

維持管
理

緑地の量 緑地の量

維持管理

【管理頻度の凡例】

高 低

　良好な緑地空間を維持してい

くには、持続的な緑地保全のた

めの維持管理について見直し、

検討が必要である。緑量が増加

しても、維持管理の負担が増加

しないよう、緑地の種類や人の

滞留頻度などに応じて管理頻度

のゾーニングを行うことが重要

である。

　また、研究活動や学生の自主

的な活動、地域連携の一環とし

て、学生や教職員、地域の方な

どとともに緑地の維持管理を行

うなど、多様な取り組みを行う

ことが期待される。

5.5.4

緑地の維持管理

図5-5-13　緑地の維持管理の考え方

図 5-5-14　緑地の管理ゾーニングイメージ
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図 5-5-15　緑地の維持管理の考え方

樹木の剪定方法は自然樹形による剪定を基本とすることにより、樹木の管理手間が低減できる。
また、新植する樹種は自然樹形に適した樹種を選定する。

自然樹形による剪定・適正樹種の選定

庭園樹形による剪定 自然樹形

※図の引用元：『庭空間を改善して快適に－これからの雑木の庭』高田宏臣／主婦の友社

環境系サークルや自然に関心の高い学生などが、緑地のモニタリング調査や維持管理に参画するこ
とで、キャンパス環境への関心を高めるとともに、新たな人のつながりをつくることが期待される。

学生・教職員・地域の方の参画

大阪いばらきキャンパスの「里山プロジェクト」、「ガーデニング講座」、「ガーデニングクラブ」の取り組み事例

5.5 　緑地
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5.6 　安全・安心

5.6.1

安全・安心の考え方

5.6.2

ユニバーサルデザイン・バ

リアフリーへの配慮

各階
各階

各階

1F1F

1F

1F1F

1F

1F
1F

1・2F

1F

1F

1F

1F

1F

1F

1F

1・2F
各階

1F 1F

1・4F

1F

1F

1F

第3グラウンド

テクノコンプレクス

BKCインキュベータ

防災システム
リサーチセンター

エクセル3

エクセル2

ワークショップラボ

学術フロンティア
共同研究センター

エクセル1

レクセル

フォレスト
ハウス

リンク
スクエア

イースト
ウイング

ウエスト
ウイング

メディア
センター

セントラル
サーカス

キャンパスプロムナード

プリズム
ハウス

セントラル
アーク

シー・キューブ

アドセミナリオ

ビーイング
スクエアアクロス

ウイング

ユニオン
スクエア

コアステーションローム
記念館

セル

テニスコート

第１グラウンド

駐車場

駐車場

サイエンス コア

アスリート
ジムBKC　

ジム

コ
ラ
ー
ニ
ン
グ
ハ
ウ
ス
Ⅱ

コ
ラ
ー
ニ
ン
グ
ハ
ウ
ス
Ⅲ

コ
ラ
ー
ニ
ン
グ
ハ
ウ
ス
Ⅰ

キ
ャ
ノ
ピ
ー

シャトル
バス停

バス停

クインス
スタジアム

エポック立命21

インテグレーション・コア

アクトμ

ラルカディア

テクノアクセス

フロンティアア
ベ

ニュー

クリエーション コア

アクトα

東門

正門

薬草園

エレベーター

凡例

多目的トイレ

車イス対応出入口

坂道

自動ドア

点字ブロック身障者専用駐車場

びわこ・くさつキャンパス〈BKC〉
バリアフリーマップ

1F障害学生支援室

バイオリンク

トリシア

1F

（2015年4月時点）

　キャンパス内において、身体

の不自由な人だけでなく、高齢

者や子ども、海外からの留学生

なども含めた全ての人が支障な

く過ごすことができるよう、バ

リアフリーとともにユニバーサ

ルデザインに配慮することが重

要である。

　良好なキャンパス環境を維持

できるよう、安心・安全なキャ

ンパスづくりが求められる。大

学は不特定多数の人が訪れる場

所であり、誰もが使いやすく、

快適なキャンパスとして整備す

ることが求められる。そのため、

現在のキャンパスでの取り組み

状況や課題、その検討状況につ

いて把握する必要がある。

図 5-6-1　「立命館大学障害学生支援室」作成のバリアフリーマップは大学ホームページで公開されている。

http://www.ritsumei.ac.jp/drc/barrierfree/map.html/

写真 5-6-1　バリアフリーに配慮され

た出入口
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5.6 　安全・安心

5.6.3

交通への配慮

　キャンパス内は歩行者の通行

を最優先とした整備・運営を行

う必要があり、歩きやすい路面

の整備や雨の日のキャンパス内

移動への配慮についても検討が

求められる。そのため、キャン

パス内は原則、自転車・バイク

の通行は禁止されている。歩行

者専用通路におても、キャンパ

ス運営上必要なサービス車両の

通行については許可されてお

り、入構時間帯、入構許可車両、

キャンパス内移動経路、キャン

パス内一時駐停車スペースにつ

　安心・安全の観点からも施設

や設備機器等は耐久年数に応じ

た計画的な更新、改修が必要で

ある。特にびわこ・くさつキャ

ンパスにおいては、理系特有の

実験設備や特殊な薬品等の適切

な管理が極めて重要であり、理

工系実験における安全教育、安

全への指針として位置づけ作成

された「理系実験のための安全

マニュアル」に基づき、現場に

おいて管理の徹底を行う必要が

ある。また、整備を行う際には、

正確な情報を教職員・学生、地

域に対してわかりやすく公開す

ることが重要である。

5.6.4

施設の維持管理、老朽化へ

の対応

写真 5-6-2　多くの交通が集まる正門

まわり

　施設の維持管理、老朽化への

対応については、７章で後述さ

れる「キャンパス整備における

ファシリティマネジメント」の

考え方が重要である。現在、日

常の施設・設備の保守点検及び

修繕については「ＢＫＣ地域連

携課」、実験機器等の老朽化更

新については「各学部事務室」、

全学の安全管理活動の企画立案

及び状況把握は「安全管理課」、

ＬＣＣを含む大規模な改修や整

備については「管財課」が担っ

ている。上記各部課が綿密に連

携し、迅速かつ計画的に対応を

おこなっている。

写真 5-6-4　外周道路

写真 5-6-3　安全配慮が必要なロータリー

写真 5-6-6　改善されたトイレ

いての規則の周知と運用の徹底

が必要となる。また、更なる

キャンパス内の快適性、安全確

保のためには、サービス車両の

運営面について見直し・検討を

行う必要がある。また、キャン

パス内にはバス停が整備されて

おり、キャンパス周辺の交通や

公共交通機関との関係に配慮す

る必要がある。交通計画の詳細

な考え方については 5.2 にて前

述している。

写真 5-6-5　理系実験のための安全マ

ニュアル（立命館大学理工系安全管理

委員会、安全マニュアル編集委員会　

編集・発行）
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立命館大学

緊急
学 生 用

災 害 対 応
ハ ンド ブ ッ ク

2015年2月発行

非常持ち出し品の準備

生命をつなぐために欠かせないもの、自分にとって最低限必要なものをできるだけコンパクトにまとめ、年に一度は点検するように
しましょう。いざという時にすぐ持ち出せる場所に置いておくことが大切です。

第一次持ちだし品
さしあたっての必需品。重さの目安は男性で15kg、女性で10kg程度

懐中電燈（予備電池も用意）

米（レトルト・アルファ米）

おかず（缶詰・レトルト）

調味料

菓子など

貴 重 品

非 常 食 品

衣 　 類

照 明 器 具

食  料

水

卓 上 コ ン ロ

そ の 他

携 帯 ラ ジ オ

応 急 医 薬 品

笛など

ガスボンベ式

飲料水として１人1日3Lが目安

第二次持ちだし品
長期の避難などに備えた生活物資品

印鑑

預金通帳

健康保険証

現金（10円玉）など

カンパン

チョコレート

ミネラルウォーター

常備薬

絆創膏

包帯

傷薬

目薬

生理用品

下着

上着

靴、衣類を包むビニール袋など

予備電池も用意

ローソク

マッチ

ライター

付
録

5.6.5

防災・防犯への配慮

防災カード

立命館大学

図 5-6-2　緊急災害対応ハンドブック、防災カード（立命館大学安全管理室作成）

学生用、教職員用学作成され、全学生、教職員へ配布され、大学ホームページでも

公開されている。

http://www.ritsumei.ac.jp/safetymanagement/safety/safety_handbook.html/

　施設整備においては、建物の

耐震改修や非構造部材の耐震化

を行い、地震に強いキャンパス

づくりを行っている。また、不

特定多数の人が利用するキャン

パスとしての防犯対策として、

見通しのよい環境整備やセキュ

リティー対策について十分な配

慮が必要である。

　万一、災害等が起こった際の

対策として、防災訓練を実施す

るなど、いつ災害が起こっても

迅速な対応ができるよう日頃か

ら十分な対策を行う必要があ

る。また、安全管理室より、「緊

急災害対応ハンドブック」と「防

災カード」が発行され、大学ホー

ムページで公開するとともに、

全学の学生、教職員に配布され、

防災意識の向上に努めている。

5.6.6

理系実験・研究施設の整備・

運用に関わる安全配慮

　理系特有の実験・研究施設に

ついては、大学としての安全管

理対策を行うとともに、「理系

実験のための安全マニュアル」

に基づき、実験・研究施設を実

際に使用する教職員や学生によ

り日常的に防災・防犯に努める

ことが極めて重要である。万が

一の事故や災害発生時に迅速か

つ適切に対応できるよう、実験・

研究施設の特徴や配置、所持・

保管している薬品・物質、特殊

機器等について当該部局や周辺

施設利用部局との情報共有が必

要である。

　危険・有害な物質や化学薬品、

特殊機器等の保管・管理を行う

施設や実験系廃棄物処理施設な

どは多くの学生が利用するエリ

アから外れた安全な場所に配置

したり、入退出の管理を徹底す

るなど防災・防犯対策について

十分配慮が必要である。特に、

放射線関連施設については、所

定の安全基準を満たして設置を

行い、可能な限り集約して整備・

管理することが望ましい。また、

実験系廃棄物処理施設について

は、各実験・研究施設から処理

施設までの運搬ルートについて

も安全配慮が必要である。設備

インフラについては、効率的か

つ安全な配管ルートを確保する

とともに、定期的にメンテナン

スを行うなど事故防止に努める

必要がある。特に、当該部局は

使用設備機器性能の把握と日常

的な管理が必要となる。
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5.6 　安全・安心

図 5-6-3　びわこ・くさつキャンパス近郊の広域避難場所
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5.7 　環境配慮

持続可能な環境配慮型キャンパスの考え方

写真 5-7-1　立命館地球環境委員会により作成された立命館学

園環境報告書 2014 vo.04 は下記 URL にて公開している。

http://www.ritsumei.ac.jp/rs/eco/action/page11.html/

サステイナブルキャンパス構築のために必要な項目

●運営体制の確立と計画立案

　・推進体制の整備

　・アクションプランの作成

　・予算の確保

　・広報活動の活発化　　　　等

●環境に配慮した建物・設備と維持管理

　・建物・設備の省エネ対策

　・エネルギー消費量・CO2 排出量の削減

　・再生可能エネルギーの導入　　　　　　等

●環境負荷低減に資する大学運営

　・３Ｒ対策（廃棄物）

　・水

　・食料

　・環境配慮物品購入

　・交通対策

　・生態環境の保全　　等

●学生の参画

　・環境教育の推進

　・カリキュラムの開発

　・学生の自主活動の促進　等

●地域連携とネットワーク構築

　・地域社会・行政・民間企業との協働

　・国内外の大学間ネットワーク構築

　・評価・研究手法の開発　　　　　　　等

学校法人立命館 総務部広報課
〒 604-8520 京都市中京区西ノ京朱雀町 1 番地  TEL  075-813-8146

立命館の環境に関わる取り組みを

web サイトで紹介しています。

立命館地球環境委員会では、環境負荷低減活動の一環として、

2011年6月に環境HP「eco+R（エコール）」を開設しました。立命

館のエネルギー使用量、温室効果ガス排出量、水使用量に関する

データや東日本大震災をうけた節電の取り組み、キャンパス毎の

最大電力グラフ、環境に関わる研究、学生・生徒・児童の環境に

関わる取り組みなどを紹介しています。ぜひご覧ください。

ANSWER

答え

545,235㎥

本学園の2013 年度の温室効果ガスの排出量です。
これを吸収するためには、琵琶湖の約 2.4 倍の面積
の森林（天然生林）が必要です。

-25％
本学園の 2020 年時点でのエネルギー原単位の削減
中期目標です。

本学園の2013 年度の水使用量です。
500 ｍℓ入りペットボトルでは約11億本に相当します。

40,073 t

http://www.ritsumei.ac.jp/rs/eco/

これらの数字は

何を示して

いるでしょう？

［答えは裏表紙］

Q

立命館地球環境委員会 ※サステイナブルキャンパス推進協議会 (CAS-Net JAPAN) で

検討が進められているテーマを引用

　持続・循環可能な地球環境の未来のため、人類・

地球・自然に配慮した、環境配慮型のキャンパス

整備を行うことが望ましい。学園全体としての環

境問題への取り組みとしては、「立命館地球環境

委員会」主導のもと、省エネルギー、CO2 削減、

節水、廃棄物対策、環境教育などの活動に取り組

んでいる。これらのソフト面の取り組みとハード

面の整備と連動した取り組みを更に促進させ、立

命館大学の持続可能な環境配慮型キャンパス（サ

ステイナブルキャンパス）として、取り組むべき

課題の整理や目指すべき方針について検討を進め

る。

　また、立命館大学は「サステイナブルキャンパ

ス推進協議会」に加盟しており、加盟大学と情報

共有、連携を図りながらサステイナブルキャンパ

スの構築を目指している。本推進協議会では、次

のようにサステイナブルキャンパス構築のために

必要な検討項目が示されている。本学においては、

今後これらのどの項目について検討を深めていく

か議論が必要である。
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環境影響項目の使用・排出実績

立命館学園において消費する電気やガスなどのエネルギーを原油に換算すると使用量は約 2 万㎘／年になります。
省エネ対策工事等の効果があらわれ、1㎡あたりのエネルギー使用量が減少傾向を示しています。

総使用量（2013年度） 1m²あたりの使用量
単位［ℓ/㎡］

2009 2010 2011 2012 2013

8,985

3,911

2,432

773
496

439 544
394
213 1,059

10

15

20

25

30

35

40

45

50

単位［㎘］

総使用量

18,000

18,500

19,000

19,500

20,000

20,500

21,000

21,500

2009 2010 2011 2012 2013

単位［㎘］

2009 2010 2011 2012 2013

単位［ℓ/㎡］ 1m²あたりの使用量

19,954

21,220

19,605

19,225

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

19,246

31.9

33.0

30.5

29.6
28.7

学園全体 キャンパス別

■ 立命館大学衣笠キャンパス
■ 立命館大学びわこ・くさつキャンパス

■ 立命館朱雀キャンパス
■ 立命館アジア太平洋大学

■ 立命館中学校・高等学校
■ 立命館宇治中学校・高等学校

■ 立命館慶祥中学校・高等学校
■ 立命館守山中学校・高等学校

■ 立命館小学校
■ その他

キャンパス別グラフの色分け

20 1 3 年度 エネルギー使用量［原油換算］

総排出量（2013年度） 1m²あたりの排出量
単位［㎏-CO₂/㎡］

単位［t-CO₂］
2009 2010 2011 2012 2013

18,145

7,851

5,699

1,550

992
880
1,561

792
427

2,176
90
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10

0

総排出量

2009 2010 2011 2012 2013

単位［t-CO₂］

2009 2010 2011 2012 2013

単位［㎏-CO₂/㎡］ 1m²あたりの排出量

31,270
29,922

28,417

36,003

40,073 61
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43

41,000

39,000

37,000

35,000

33,000

31,000

29,000

27,000

25,000

49.9

46.5
44.3

55.4

59.9

東日本大震災に端を発するエネルギー情勢の変化により、原子力発電の代替として火力発電による電力供給が増加したため、排出係数が悪化しています。
このことが要因となり、エネルギー使用量は減少していますが、温室効果ガスの排出量は 2012 年度分より増加傾向となっています。

学園全体 キャンパス別

■ 立命館大学衣笠キャンパス
■ 立命館大学びわこ・くさつキャンパス

■ 立命館朱雀キャンパス
■ 立命館アジア太平洋大学

■ 立命館中学校・高等学校
■ 立命館宇治中学校・高等学校

■ 立命館慶祥中学校・高等学校
■ 立命館守山中学校・高等学校

■ 立命館小学校
■ その他

キャンパス別グラフの色分け

20 1 3 年度 温室効果ガス排出量

総使用量（2013年度） 1人あたりの使用量
単位［㎥/人］

単位［㎥］
2009 2010 2011 2012 2013

224,660

129,305

100,757

16,103
31,314

17,917
7,795

10,617
6,767
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2009 2010 2011 2012 2013

単位［㎥］

2009 2010 2011 2012 2013

単位［㎥/人］ 1人あたりの使用量

569,812

584,806

545,361

506,100

10.0
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11.0

11.5

12.0

12.5

13.0

460,000

480,000
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540,000
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600,000

545,235

11.6

11.8

11.1

10.5

11.44

水使用量は 2012 年度と比較して大幅に増加しました。節水型衛生機器導入効果により、トイレにおける使用量が減少しているものの、BKCの実験棟
における使用量の増減が、学園全体の使用量に大きく影響しています。

学園全体 キャンパス別

■ 立命館大学衣笠キャンパス
■ 立命館大学びわこ・くさつキャンパス

■ 立命館朱雀キャンパス
■ 立命館アジア太平洋大学

■ 立命館中学校・高等学校
■ 立命館宇治中学校・高等学校

■ 立命館慶祥中学校・高等学校
■ 立命館守山中学校・高等学校

■ 立命館小学校
■ その他

キャンパス別グラフの色分け

20 1 3 年度 水使用量

環境影響項目の内訳と前年度対比変動量のめやす

20 1 3 年度 エネルギー使用量［原油換算］

電気使用の割合（概数）
立命館学園のエネルギー使用量は 2012 年度比で 21㎘減少しました。これは、

平均的な 1 世帯あたりの年間エネルギー使用量を 1.01㎘（※ 1）とすると、約 21

世帯分に相当します。

※ 1：エネルギー白書H20 年版および（財）省エネルギーセンターWEB掲載資料（2010）をもとに試算

21㎘

1世帯あたりの年間消費量

21世帯分

＝

（原油換算）

エネルギー使用量

照明 OA機器 その他

35%

実験用 厨房関係 基幹サーバー
関係

12% 3% 2%

34%

季節空調用

14%

20 1 3 年度 温室効果ガス排出量

温室効果ガス
排出量

森林の温室効果ガス吸収量

約16,612ha分の損失

＝

4,070ｔ-CO₂ の増加

立命館学園の温室効果ガス排出量は 2012 年度比で 4,070t-CO₂ 増加しました。

この排出量は、森林（天然生林）の平均的な温室効果ガス吸収量（0.245t-CO₂/ha）

（※ 2）でみると、約 16,612ha分に相当します。

これは、立命館学園が所有する総土地面積（約 237ha）（※ 3）の約 70 倍に相当

します。 ※ 2：環境省HP掲載資料（2002 年）等から試算　※ 3：立命館Crossroads2014-2015 より

温室効果ガス排出量の起源別割合

電気

75%

都市ガス

23% 2%

0.2%

A重油

LPガス

20 1 3 年度 水使用量

39,135㎥

水使用量 学校のプール

＝

109杯分

立命館学園の水使用量は 2012 年度比で 39,135㎥増加しました。これは平均的

な学校のプール（25 ｍ× 12 ｍ× 1.2 ｍ＝ 360㎥）に換算すると約 109 杯分に相当

し、500 ｍℓ入りペットボトルでは約 7,827 万本に相当します。

水使用量の割合（概数）

トイレ洗浄用 実験用

47%

空調冷却塔 その他（洗面、散水、プール等）

5% 17%

18%

厨房

13%

12 13

5.7 　環境配慮

[ 立命館学園環境報告書 2014 vo.04 より抜粋 ]
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chapter 6

6.1   びわこ・くさつキャンパスの検討状況

6.2   アクションプランの今後の進め方と配慮事項

　　　6.2.1 　アクションプラン検討の進め方　　　

　　　6.2.1 　アクションプラン検討の際の配慮事項

6.3 　リーディングプロジェクト（重点検討課題）

　　　6.3.1 　リーディングプロジェクトの設定

　　　6.3.2 　リーディングプロジェクトに設定した背景

　　　6.3.3 　緑地整備のパイロットプロジェクトエリア

　chapter 6では、具体的なキャ

ンパス整備方針決定に向け、ア

カデミックプランを踏まえた上

で具体的なアクションプランの

検討状況を示す。アクションプ

ランの検討過程では、「キャン

パスの利用状況の把握」と「キャ

ンパス整備のフレームワークプ

ラン」の条件に沿った整理・検

討が不可欠である。

　アカデミックプランに基づく

施設整備課題のうち、優先して

検討・決定すべき課題について

は、キャンパスマスタープラン

における俯瞰的な位置づけを明

確にし、アクションプランの具

体的な検討にあたってフレーム

ワークプランとの整合性を保つ

ために考慮が必要な条件の整理

や必要に応じてガイドラインを

設定する。

　また、課題や目的に応じて

ワークショップや懇談会を開催

するなどして、学生や関連する

教職員など多くの方から意見を

聞く機会を設け、現状の利用状

況とニーズの把握を行い、共に

検討する機会を設けることが大

切である。

計画の実現に向けた検討と方策
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6.1　びわこ・くさつキャンパスの検討状況

6.1　びわこ・くさつキャンパスの検討状況

　教学・研究の質の向上にむけ、現在全学的な検討が進められているアカデミックプランや各学部・研

究科の教学展開、さらには学生の様々な自主活動を支え、びわこ・くさつキャンパスの教育・研究・学

生生活条件の改善の取り組みを進める。

検討すべきBKCキャンパス整備課題 関連対象建物・スペース（想定）

交通計画 ・駐車場
・駐輪場
・外周道路

キャンパスイメージの向上
快適なキャンパス空間の創造
QOL（quality of life）の向上

・パブリックスペース

安心・安全への対応 ・キャンパス全体の交通政策、
　アクセス改善計画

・キャンパスプロムナード
・セントラルサーカス
・パイロット整備

・パブリックスペース
・課外自主活動施設
（サークルBOX、倉庫、展示・発表の場など）
・コラーニングハウスⅢ
・セントラルアーク

・アクロスウイング
・アドセミナリオ
・プリズムハウス
・コラーニングハウスⅡ
・セントラルアーク

教室機能充実化（ＰＢＬなど）と必要規模、数の再検証

課外自主活動施設（既存機能）の再配置検討

大阪いばらきキャンパスへの移転学部等の跡地を有効に活用
した再配置計画の検討

学生窓口機能充実化検討

BKCキャンパス全体の緑地整備

表 6-1　キャンパス整備の検討課題
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6.2　 アクションプランの今後の進め方と配慮事項

　アクションプランの検討では、フレームワークプランで掲げたキャンパス整備の方向性を実現するた

めに、アカデミックプランだけでなく、経営戦略や財務条件、既存施設の利用状況など必要な条件との

すりあわせを行いながら実現可能性を踏まえた検討を進めるものである。アクションプランの具体的な

検討にあたっては、マスタープランにおける俯瞰的な位置づけを明確にし、フレームワークプランとの

整合性を保つために考慮が必要な条件の整理や必要に応じてガイドラインを設定する。また、複数の検

討課題から具体的なアクションプランを導くため、6.4 で述べるリーディングプロジェクトを活用し、

面的な広がりを持った計画の検討を同時に行うものとする。アクションプランの検討対象は、具体的な

整備を決めるための検討や整備対象が決まっている場合など、検討レベルにより様々なケースが存在す

るものである。そのため、アクションプランの検討の進め方は次のような目的に応じてに異なるため、

目的に応じた進め方を検討する必要がある。

【アクションプランの検討目的（例）】

①アカデミックプランの実現に向けたキャンパス整備

②建物の安全性確保のため施設条件の改善

③狭隘化解消のための施設再編・拡充

④老朽化解消・キャンパスイメージ向上のための改善

6.2.1

アクションプラン検討の進め方
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6.2.2

アクションプラン検討の際の配慮事項

検討において、次のことに配慮する必要がある。

・整備目的や検討することの意義を明確にする

・既存キャンパス、既存施設の条件把握（キャンパスの現状把握やニーズの把握等）

・想定される全ての案から、実現可能性の高い複数案について詳細な検討を行う

・フレームワークプランとの整合性を保つために必要な条件整理を行う

・フレームワークプランにおけるアクションプラン検討の位置づけを明確にする

・複数の評価軸を設定し、想定されるアカデミックプランの実現のためにどのシナリオを選択するか判

断できるようする

・関連する学部・研究科や部局と連携しながら整備課題の具体化を進める

下記の内容等について、条件整理を行う必要がある。

・必要機能、目的の整理

・既存施設の利用状況、既存施設の整備状況の把握

・時間軸を考慮した改修・改築シミュレーション

・築年数、耐久年数、法的条件の整理

・利用者のニーズの把握（学生、教員、職員、地域など）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

6.2　 アクションプランの今後の進め方と配慮事項

上記は、フレームワークプランの検討・見直しの際においても配慮すべき事項である。
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　目指すべきキャンパスの実現に向けキャンパス整備計画全体の調和を図るため、リーディングプロ

ジェクトを活用する。継続して検討されるフレームワークプランと優先的に検討すべき複数の個別整備

課題について整合性を保ちながら複合的に検討を進めるため、リーディングプロジェクトを設定し、マ

スタープランにおける検討の位置づけを明確にし、上位計画との整合性を保ちながら個別の整備課題を

迅速かつ円滑に進めることとする。

本マスタープランにおいては、2013 年度の検討によって設定された以下の２つのリーディングプロジェ

クトを継承し、検討を行う。

　①正門周辺エリア

　②セントラルエリア

6.3.1

リーディングプロジェクトの設定

6.3 　リーディングプロジェクト　（重点検討課題）

図 6-1　リーディンクプロジェクトエリア

010
20

50
100

200 (m)

正門

エリア

セントラル

エリア

正門周辺に
有るべき機能は？ エントランスとしての

空間づくりとは？

スポーツ健康コモンズ
周辺にあるべき施設は？

地域と連携しやすい
整備方針とは？

キャンパス中心に
あるべき施設は？

自然に囲まれた
びわこ・くさつらしさとは？

BKCのイメージとは？

学生が学習・生活・交流
しやすい整備とは？
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【正門周辺の物理的変化】

①スポーツ健康コモンズ建設（2016 年 9 月供用開始予定）

②①の代替緑地の整備　

③駐車場の再整備

【キャンパス中心の物理的変化】

①アクトα移転改築

②トリシアの建設（2014 年 4 月供用開始）

③旧アクトα解体後、バイオリンクの建設（2015 年 4 月供用開始）

１、正門周辺エリア

２、セントラルエリア

6.3 　リーディングプロジェクト

6.3.2　リーディングプロジェクトに設定した背景

エリアの特徴

・正門周辺エリアへ新棟建設に

よる新たな機能参入に伴い、新

たなニーズの把握や安全・安心

への対応など、正門周辺の再整

備方針を総合的に検討する。

・正門という大学の顔となる場

所の整備方針を検討する。

・県道山手幹線に２つの主要出

入口を持ち、近江鉄道バスなど

が発着するキャンパスを活かし

、地域連携や社会とのつながり

という観点を発展させた環境の

創造、場の整備について検討す

る。

エリアの特徴

・キャンパスの中心エリアとし

て学生、研究者の専門的な学び

の拠点となる環境整備について

を検討する。

・学生、教職員の積極的な交流

を促す環境づくりを検討する。

・キャンパス内の屋外動線やオ

ープンスペースを魅力的な場と

して検討する。

・トリシア、バイオリンク、ア

クトαの建設や経営学部などの

大阪いばらきキャンパスへの移

転により、学生・教職員の滞留

場所や移動経路の変化に伴う、

セントラルエリアとその他のエ

リアとの機能分担について検討

を行う。

図 6-2　正門周辺エリアの現状課題整理

図 6-3　セントラルエリアの現状課題整理
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アドセミナリオ
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アクロスウィング
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キャノピー

トリシア

アクトα

テニスコート
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テニスコート

温室

学生フロンティア
共同研究センター

リサイクルヤード

フロンティア
アベニュー
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サーカス

ビュート
ストリート

キャンパスプロムナード

アクト μ

バイオリンク

半屋外通路
屋外通路

新設建物

歩行者の増加が想定され
歩道・ロータリーの
見直しが必要

利用者が集中する施設
の分散化の検討

利用者が集中する施設
の分散化の検討

経営学部移転により
空き部屋だけではなく
キャンパス全体としての
機能配置の見直しを検討

コア
ステーション BKC

イン
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シー・
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ウエスト
ウィング
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エポック
立命21
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自然緑地

調整池

キャノピー

テクノアクセス

フロンティア
アベニュー

セントラルサーカス

正門

東門

工事が長期的に継続するため、
工事用車両動線・駐車スペース
の考え方を見直しする

スポーツ健康コモンズ（仮称）

( 建設予定地 )

スポーツ健康コモンズ建設に伴い、
正門周辺のスポーツ健康・地域貢献
を考慮した動線の見直しを行う

「地域の人を積極的に招き入れる
エリア」としての正門周辺の再整備

「目的のある人のみを招き入れる
エリア」としてのキャンパス中心部
への入口の再整備
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　緑地整備は長期に渡るため段

階的な整備を行っていく。優先

整備ゾーン以外においても、居

場所や緑地整備の効果を検証し

ながら整備を進めるためパイ

ロットエリアを抽出し、全体整

備にフィードバックする。整備

方針の検討、維持管理方針の検

討、調査の観点からパイロット

エリアを設定する。今後学生な

どからも意見を聞きながら、パ

ブリックスペースや交通の考え

方と調整しながら、具体的な緑

地整備の方針を検討していく。

　パイロットエリアとしては、

修景重点ゾーンの「キャンパス

プロムナード」「セントラルサー

カス」と合わせて、パブリック

スペースの優先整備ゾーンに含

まれている「ビュートストリー

ト」の 3箇所を候補に選定した。

6.3.3

緑地整備のパイロットエリア

図6-4　緑のパイロットエリア
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6.3 　緑地整備のパイロットエリア

 有効土層確保

 有効土層確保

 有効土層確保

適正樹種の選定

キャンパスプロムナード

セントラルサーカス

ビュートストリート

【植栽の課題】

【パイロット整備案】

◎ 暗渠排水などによる排水対策等
◎ 客土（マウンド状）による有効土層の
 　確保、土壌改良等

◎ 植桝を大きくすることによる有効土層
　の確保

・排水不良による過湿・還元
・団結による有効土層不足、貧栄養による
　養分欠乏、下層地盤のアルカリ分の影響。

【植栽の課題】

【パイロット整備案】

・排水不良による過湿・還元
・団結による有効土層不足、貧栄養による
　養分欠乏、下層地盤のアルカリ分の影響。

【植栽の課題】

【パイロット整備案】

◎ 下層地盤の耕うんによる有効土葬の確
　保、暗渠排水による排水設備。
◎ 粘質土に耐性がある樹種の選定

・当該地の植栽基盤が非常に悪く、現況樹
　木の部分改良程度では、旺盛な樹木の
　生長は期待できない。

土壌改良
排水性の改善

土壌改良
排水性の改善
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7.1　 ファシリティマネジメントの必要性

　　　7.1.1 　ファシリティマネジメントとは

　　　7.1.2 　運用の効率化を図る推進体制

7.2 　既存施設の考え方

　　　7.2.1 　既存施設改修・改築増加への対策　　　　

　　　7.2.2 　施設データの管理・更新

　　　7.2.3 　目指す空間の質の実現に向けた

　　　　　　　ライフサイクルコストの検討

7.3 　キャンパス整備の推進体制

　　　7.3.1 　施設整備の推進体制

　　　7.3.2 　最大限に施設や環境を活かすための

　　　　　　　管理・運営体制　

　良好なキャンパス環境の創造

に向け、継続的にキャンパス整

備を進めていくには、経営戦略

や管理・運営面とのすり合わせ

が不可欠である。学園全体の

トータルファシリティマネジメ

ントの検討が不可欠となる。関

連各部局との協力のもと、フ

レームワークプランを踏まえな

がら検討を進めることが重要で

あり、具体的なアクションプラ

ンに繋げていくための必要予算

の算出や評価基準の設定とのす

りあわせなども必要となってく

る。

キャンパス整備における
ファシリティマネジメント
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7.1　 ファシリティマネジメントの必要性

　ファシリティマネジメントとして整理すべき一

般的な項目を右記する。これらの各項目について、

既存の考え方を整理し、各方針を関連づけた計画

が必要となる。ファシリティマネジメントを運用

するためには企画・管理・運営の主管が異なる既

存部局の横断的な連携強化により、運用の効率化

を図り、さらなる質の向上を目指すことが重要で

ある。

7.1　 ファシリティマネジメントの必要性

■財務管理

（資金調達、運用）

・各段階における施設整備関係経費の確保（企

画検討、施設整備、屋外環境整備、運営（光

熱水費）、保守点検、維持管理（清掃・備品

管理）、修繕・改修、人件費など）

・財政構造の把握と目的に応じた財源の活用

（補助金、自己収入、外部資金）

・限られた財源の適切な分配と優先度

・執行状況の把握

■品質管理

（企画、維持・管理・修繕計画）

・企画から運営、維持管理までの検討組織体

制の確立

・修繕依頼の流れと維持管理主体の明確化

・修繕計画作成（短期・中期・長期）

・保守点検、維持管理

・進捗の共有

・品質管理の均一化のための規定設定

■供給管理

（施設整備計画、面積の分配）

・施設概要の管理（構造、用途、築年数、面積等）

・利用状況の把握（利用目的、管理者、利用者）

・施設整備の優先度の明確化

・必要な面積を適切に分配し、施設の有効活

用につなげる

　キャンパス整備・施設保全、キャンパス管理、

キャンパス計画いずれも専門家を交えたフィジビ

リティスタディが必要となる。そのため、次のこ

とを行っていくための推進体制が必要となる。

・FM の計画立案

・各部局担当からの情報収集と現状評価

・施設管理の FM 推進体制

・情報の共有化

・適切な運営管理

　本学においては、キャンパス整備は財務部管財

課、キャンパス管理・施設保全は総務部総務課・

キャンパス事務課・地域連携課が担っている。ま

た、キャンパス整備事業を計画的に推進（キャン

パス計画）するための専門的検討機関として、キャ

ンパス計画室が設置され、事務局は総合企画部と

財務部が担っている。（2015 年 4 月現在）

7.1.1

ファシリティマネジメントとは

　立命館大学が目指す良質なキャンパス環境の創造に向け、持続的なキャンパス整備を進めていくため

には、そのための財源確保や実行のための経営戦略、施設マネジメントが必要であり、学園全体のファ

シリティマネジメント（FM）の考え方を活用することが有効である。財務・品質・供給の目標を設定し、

PDCA サイクルをまわすことで全学的な体制のもと、目標の達成と更なる改善を目指すことが可能とな

る。

7.1.2

運用の効率化を図る推進体制

ファシリティマネジメントの

一般的な配慮項目

chapter 7
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7.2　 既存施設の考え方

130624_年次的キャンパス整備課題の部局間調整のための図案

教育・研究における重要度レベル

老
朽
化・
安
全
性・
狭
隘
化
の
支
障
レ
ベ
ル
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１23
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789

　施設や空間は造って終わりではなく、完成して

からの維持・保全が重要となる。建設費よりも多

額のライフサイクルコスト（ＬＣＣ）が必要とな

ることから適切なファシリティマネジメントが重

要となる。

7.2.1

既存施設改修・改築増加への対策

　この間、大阪いばらきキャンパス開設をはじめ、

衣笠キャンパスやびわこ・くさつキャンパスでの

再整備が続き、新棟の建設など相当数の建設事業

が継続してきている。今後は、新棟の建設に変わ

り既存施設のリノベーション（改修・改築など）

が主要な整備課題となることが想定される。将来

にわたり良好なキャンパスを維持するために、施

設の維持・管理・運営の強化が不可欠となる。

　改修・改築計画を進める際には、教学・研究に

おける重要度や老朽化・安全性などの緊急性など

を総合的に判断し、整備の優先順位を明確にする

ことが必要となる。特に、衣笠キャンパスにおい

ては建ぺい率が上限を迎えているため、計画的か

つ長期的な建替計画を検討することが極めて重要

となる。

7.2.2

施設データの管理・更新

　施設の維持・管理・運営においては、既存デー

タの管理や活用策の強化が求められる。衣笠キャ

ンパスには、古い建物が多く、ＣＡＤ化されてい

ない図面や的確なデータが残されていない場合が

ある。今後、建て替え計画や改修などを検討する

ために、既存資料の再整理や共有しやすい情報の

整理が求められる。

図 7-1　施設整備における優先順位の設定イメージ

図 7-2　氷山に例えたライフサイクルコストのイメージ

イニシャルコスト

維持管理（ランニング）コスト

企画・設計・建設

運用
（光熱費）

保全

修繕・更新

その他

7.2.3

目指す空間の質の実現に向けた

ライフサイクルコストの検討
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　フレームワークプランで示し

た整備方針をプロジェクト毎に

あてはめ実現していく為には、

関連する複数の部局を横断した

推進体制が必要である。

・管理運営面との調整

・既存施設との調整

・全学課題との調整

7.3.1

施設整備の推進体制

　継続・更新・発展する大学経

営を支え、整備されたキャンパ

スを最大限に活用するための

ファシリティマネジメントが必

要である。長期的なキャンパス

コンセプト実現に向けたキャン

パス整備の手順や管理・運営体

制、計画・管理・運営の一体的

な評価体制の確立が必要であ

る。

7.3.2

最大限に施設や環境を活かす

ための管理・運営体制

7.3　 キャンパス整備の推進体制

学生

職員 教員

優れた教育・
研究環境インフラ
（キャンパスの骨格）

教学改革

図 7-3　みんなでつくっている推進体制イメージ

7.2　 既存施設の考え方
7.3　 キャンパス整備の推進体制
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chapter 8

8.1 　2007 年度までの検討内容

8.2 　2011 年度までの検討内容

8.3 　2013 年度までの検討内容

8.4 　2014 年度の検討内容

　chapter 8 では、キャンパス

マスタープラン策定におけるこ

れまでの検討の流れと今後の

検討の進め方について確認す

る。キャンパスマスタープラ

ン 2014 年（4 月暫定版）では、

2014 年度中に検討すべき課題

を共有し、関係部局による主体

的な検討と部課を超えた協力体

制により、目指すキャンパス像

を確立していくための手引きと

して活用された。

これまでの検討の流れと取り組み
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8.1 　2007 年度までの検討内容

8.1 　2007 年度までの検討内容

 びわこ・くさつキャンパスは、1994 年に理工学部の衣笠キャンパスからの拡充移転を目的として開設

されて以降、1998 年には経済学部、経営学部の移転、2004 年には情報理工学部の開設など、1994 年開

設当初に比べると約３倍近い学生数、延べ床面積を擁する大規模キャンパスへと成長を遂げてきた。

 一方では、急速な学生・教職員数の増加に伴うキャンパス環境や交通アクセスなど様々な課題が表出

してくるとともに、それまで以上にキャンパスにおける利便性や快適性および質の向上への期待が高ま

り、中長期的な視点に立ち「学生の視点・満足度」を最重視しつつ、教育・研究の最先端の戦略的な展

開や、学修者を中心においた新たな取組み、研究分野も含む国際化の進展等に柔軟に対応していけるよ

う「BKC 総合キャンパス整備計画」（2007.12.19 常任理事会）を取りまとめ常任理事会へ答申を行った。

　キャンパスにおけるゾーニングの考え方など、その後の基本的なキャンパス計画の方向性を示すキャ

ンパスマスタープランとして、1994 年のキャンパス開設時のキャンパス計画以降はじめて総括的な整

理がなされた。

chapter 8
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　2007 年度の「BKC 総合キャンパス整備計画」策定以降、新たに生命科学部、薬学部の開設、スポーツ

健康科学部の開設など、キャンパスは更に拡大を続け、2011 年度時点では学生数 18000 名を擁する大

規模キャンパスへと発展を遂げていた。

　先の、「BKC 総合キャンパス整備計画」で実現できずにいる課題や急速に拡充してきた状況が生む様々

な課題や郊外型キャンパスとしての本来的なキャンパス環境のあり様などについても改めて、更なる利

便性や質の向上を目指して、2007 年度の目指した方向性を踏まえつつキャンパスマスタープランとし

ての総合整備計画の更新を目指して、「立命館大学キャンパス創造の基本構想」（2011.10.12 常任理事会）

のなかで、当時は正式なキャンパスマスタープランとしての位置づけが明確にはなされなかったものの、

R2020 の前半期におけるキャンパス整備計画として常任理事会で承認され具体的な理工系新棟や新体育

施設などのアクションプランが確定され、このキャンパス整備計画に基づいて設計検討や建設が行われ

てきている。

図 8-1　2011 年度のキャンパス計画検討資料

28

キャンパス内の現状課題

２． ＢＫＣの課題と整備方向

ＢＫＣ の将来の方向性

□ キャンパスのコンパクト化

混在した学部ゾーンのまとまりを創出

キャンパスモール再活性（ヒューマンな賑わい）

長時間滞在機能の充実

□ 地域に向けた顔づくり

フロントゾーンの活用

スポーツ健康、地域連携の場として現資質活用

（調整池、自然緑地等）

□ アクセスのしやすさ

車動線、駐車場の再配置

近隣住宅・地域とのアクセス改善 （通り抜けも）

駅アクセスの改善

□ 緑の景

周辺自然環境との融合（環境配慮型）

キャンパス内の緑化（土壌改良）

□ 安心･安全

学内はもとより地域の防災拠点としての役割を果す

ＢＫＣ の将来の方向性

□ キャンパスのコンパクト化

混在した学部ゾーンのまとまりを創出

キャンパスモール再活性（ヒューマンな賑わい）

長時間滞在機能の充実

□ 地域に向けた顔づくり

フロントゾーンの活用

スポーツ健康、地域連携の場として現資質活用

（調整池、自然緑地等）

□ アクセスのしやすさ

車動線、駐車場の再配置

近隣住宅・地域とのアクセス改善 （通り抜けも）

駅アクセスの改善

□ 緑の景

周辺自然環境との融合（環境配慮型）

キャンパス内の緑化（土壌改良）

□ 安心･安全

学内はもとより地域の防災拠点としての役割を果す

＜骨格構成、動線＞

・混在化した総合理工学院、

産学連携施設の整理

・キャンパス内移動の利便向上

・地域に配慮した施設・動線

＜骨格構成、動線＞

・混在化した総合理工学院、

産学連携施設の整理

・キャンパス内移動の利便向上

・地域に配慮した施設・動線

＜学生生活・アメニティ＞

・飲食・健康・リクリエーション環境

・バス発着の改善、駐車場・自転

車・バイク置場の改善

・学部単位の居場所、目的に応じ

た自習・憩いの場、ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞ

・全体アメニティの向上

・緑化、自然緑地の活用

＜学生生活・アメニティ＞

・飲食・健康・リクリエーション環境

・バス発着の改善、駐車場・自転

車・バイク置場の改善

・学部単位の居場所、目的に応じ

た自習・憩いの場、ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞ

・全体アメニティの向上

・緑化、自然緑地の活用

＜施設機能＞

・教室の拡充

（稼働率、規模・配置適正化）

・薬学、理工系施設の整理

(総合理工学院課題)

・スポーツ施設(体育館)設置

・長時間滞在のための機能充足

＜施設機能＞

・教室の拡充

（稼働率、規模・配置適正化）

・薬学、理工系施設の整理

(総合理工学院課題)

・スポーツ施設(体育館)設置

・長時間滞在のための機能充足

緑あふれるキャンパスモールのイメージコモン空間でのカフェイメージ アメニティネットワークのイメージ外周道路沿いの駐車場のイメージ

地域連携の場 地域・産業
との交流

周辺住区
との交流

理系・社系・スポーツ健康
・滞在型キャンパス

外周道路を車系へ
沿道にバス停、
駐車場・駐輪場整備

人の主動線

学部ゾーンの
まとまり創出

地域連携を促す
魅力的飲食や
駐車場の確保

文理融合の再生
（緑の軸）

学生の居場所となる
アメニティ・コモン、
そのネットワーク化

交流スポットで賑わう
キャンパスモール

キャンパス周辺環境からの課題

・地域との乖離を脱し、地域と連携したユニバーシティタウン化

・近傍の学生居住含め、自立型キャンパスとして生活機能不足

・国際教育寮計画や留学生の居場所に関し、近隣との間に課題あり

32

BKＣ

「再生」 かつて存在した水系軸をよりどころにキャンパス内に微地形と自然を再生し、周辺の自然と一体化
した人にも生き物にもやさしいエコキャンパスを目指します。

●自然軸： 「エコキャンパスモール」

● コモンの連続による
にぎわい軸の形成

● 2軸の結節点 キャンパスの顔となる

「キャンパスコア」

●周辺の緑、風、生き物をキャンパス内に
引き込む「緑のくさび」

●キャンパスと地域の「交流の森」

◆計画地が持つポテンシャル（かつての地形・水系に配慮した自然環境構造）を活かした構成
◆潜在自然植生の回復
◆植生基盤の回復
◆にぎわいの場づくり、キャンパス空間軸の再構成

●アプローチ
●アメニティコモン

●

●

●

【２０１１年度時点の検討状況】

[2015 年度までの建設予定施設 ]

・新体育施設

・新アクトα

・理工系新棟Ⅰ・Ⅱ

8.2 　2011 年度までの検討内容
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　2013 年度には、R2020 の後半期におけるキャンパス整備課題の具体化に向けて、これまでのキャンパ

ス整備計画の検討を踏まえつつ、改めて正式にキャンパスマスタープランを策定したうえで、個別的・

対処的な整備を避け、2007 年度にも目指したキャンパスにおける利便性や快適性および質の向上につ

いて、中長期的な視点を常に意識しながら「学生の視点・満足度」を最重視しつつ、教育・研究の最先

端の戦略的な展開や、学習者を中心においた継続した取組み、研究分野も含む国際化の進展等に柔軟に

対応していけるよう良好なキャンパス環境整備を実現していけるようキャンパスマスタープラン策定に

向けて、３つの作業グループ（パブリックスペース検討作業グループ、交通計画検討作業グループ、緑

地計画検討作業グループ）を「BKC 将来構想検討委員会」のもとにおかれた「2015 年度以降の BKC キャ

ンパス整備計画検討部会」のもとに設置して集中して検討をおこない、今後、全学から広く意見を聞き

ながら、キャンパスマスタープランにおけるフレームを形成する基本方針を固めていくためのたたき台

としての計画案を作成してきた。

8.2 　2011 年度までの検討内容

8.3 　2013 年度までの検討内容

8.3 　2013 年度までの検討内容

写真 8-1　若手懇談会の様子（2014 年 4 月）
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　2013 年度までの検討の到達点を「びわこ・くさつキャンパスマスタープラン 2014（4 月暫定版）」と

してまとめ、ＢＫＣ将来構想検討委員会（2014.06.13）において討議し、常任理事会（2014.07.02）へ

報告を行った。この時点でのマスタープランには記載すべき項目が全て掲載できていないことから、暫

定版という扱いとした。2014 年度は「びわこ・くさつキャンパスマスタープラン 2014（4 月暫定版）」

で未記載であった項目を含め、フレームワークプランに反映させるための具体的な検討や学内意見を聞

く取り組みを進めた。今後の立命館学園を担う若手職員が日頃感じているキャンパスに対する想いや課

題について意見を聞くため、キャンパス計画室を中心に総合企画課との懇談の機会を設けたりキャンパ

スマスタープラン 2014（4 月暫定版）を学内教職員対象にポータルを活用して公開し、パブリックコメ

ントとして意見募集を行った。また、キャンパスマスタープランに学生の意見を取り入れる取り組みと

して学生懇談会を実施した。Ｒ 2020 前半期の課題である緑地整備については、2013 年度の「緑地計画

検討作業グループ」の検討を具体的な整備へとつなげるため、「緑地計画具体化検討ＷＧ」を立ち上げ、

ＢＫＣの緑化の将来像や緑地整備の方針について検討を深めた。また、経営学部、経営学研究科、テク

ノロジー・マネジメント研究科が大阪いばらきキャンパスへ移転することに合わせて、移転跡地を効果

的に活用するため、「社系施設課題検討ＷＧ」を設置し、課題の共有と 2013 年度に検討したパブリック

スペースの考え方を活用しながら、解決策の検討を開始した。今後は、これら検討の到達点を踏まえな

がら、中長期的な視点検討の到達点で全体最適を見据えた R2020 後半期計画の具体化につなげることと

する。

写真 8-3　学生懇談会の様子（2014 年 10 月）

写真 8-2

キャンパスマスタープラン 2014（4 月暫定版）

8.4 　2014 年度の検討内容
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8.4 　2014 年度の検討内容
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立命館憲章
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　立命館学園は、2000 年に創始 130 年、学園創立 100 周年を迎えた、日本の私立総合学園のなかでも、

歴史と伝統をもつ学園のひとつです。立命館学園は、現在、立命館大学、立命館アジア太平洋大学の 2

つの大学と、立命館小学校、立命館守山中学校・高等学校、立命館中学校・高等学校、立命館宇治中学

校・高等学校および立命館慶祥中学校・高等学校の 5つの附属校をもつ総合学園です。

　立命館の歴史は、近代日本の代表的な政治家で、国際人であった西園寺公望が、1869（明治 2）年、

20 歳の若き日に、京都御苑の邸内に私塾「立命館」を開設したことに始まります。その翌年、学生た

ちの高談放論を危険と見なした時の太政官留守官の差留命令により立命館は閉校を命じられますが、西

園寺の秘書を務めたこともある中川小十郎が、その精神を受け継いで、1900 年、勤労者のための夜学

校「京都法政学校」を設立しました。これが学園としての立命館の始まりです。その後、1913 年、京

都法政学校は、西園寺の承諾を得て、「立命館」の名称を継承し、今日に至っています。

　中川小十郎は、西園寺の「自由主義と国際主義」の精神を受け継ぎ、「自由にして清新」な学府、つ

まり自由にして進取の気風に富んだ学園の創造をめざしました。この精神は、立命館学園の建学の精神

として、今日まで受け継がれ、学園に集う者の心に息づいています。

　今日、立命館学園は、わが国でも最も積極的に大学改革、学園創造をすすめる学園として社会の高い

評価を受けています。このような本学園の先進性、創造性は、まさに「自由と清新」という建学の精神

に根ざすものにほかなりません。

建学の精神「自由と清新」
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　戦後、立命館学園は、末川博を総長に迎え、第二次世界大戦と十五年戦争に対する深い反省に立って、

憲法と教育基本法に基づく「平和と民主主義」を教学理念として掲げました。そして、建学の精神と教

学理念を、実際の教育や研究に生かすために様々な取り組みを行ってきました。 

　1960 年代には、それまでの法学部、経済学部、文学部、理工学部に加えて、1962 年には経営学部を、

1965 年には産業社会学部をそれぞれ開設しました。

　1987 年、理工学部に情報工学科を増設し、1988 年には西日本で最初の国際関係学部を設置しました。

さらに 1994 年、滋賀県草津市に「びわこ・くさつキャンパス（BKC）」を開設、理工学部を拡充移転し、

同時に衣笠キャンパスには、政策科学部を設置しました。1998 年には経済、経営両学部が BKC に移転し、

理工学部と共同した「文理融合キャンパス」を目指す、BKC 新展開が進められ、2000 年 4 月には、立命

館慶祥中学校・2003 年 4 月には、立命館宇治中学校が開校し一貫教育のさらなる充実がはかられました。

また、創立 100 周年を迎えた 2000 年に、「自由・平和・ヒューマニズム」、「国際相互理解」、「アジア太

平洋の未来創造」を基本理念とした立命館アジア太平洋大学（APU）が開学、2004 年には BKC に情報理

工学部を設置、2005 年にはテクノロジー ･ マネジメント研究科を設置しました。2006 年に開設した朱

雀キャンパスには経営大学院を、2007 年には公務研究科（公共政策大学院）を設置。さらに衣笠キャ

ンパスに映像学部を、また立命館守山中学校を開校するなど、学園は「自由と清新」の建学精神、「平

和と民主主義」の教学理念の上に立ち、それを具体的に活かしつつ、高等教育機関として今日の新しい

社会の要請に応える努力を、先進的、創造的に積み重ねています。1987 年、理工学部に情報工学科を

増設し、1988 年には西日本で最初の国際関係学部を設置しました。さらに 1994 年、滋賀県草津市に「び

わこ・くさつキャンパス（BKC）」を開設、理工学部を拡充移転し、同時に衣笠キャンパスには、政策科

学部を設置しました。1998 年には経済、経営両学部が BKC に移転し、理工学部と共同した「文理融合

キャンパス」を目指す、BKC 新展開が進められ、2000 年 4 月には、立命館慶祥中学校・2003 年 4 月には、

立命館宇治中学校が開校し一貫教育のさらなる充実がはかられました。また、創立 100 周年を迎えた

2000 年に、「自由・平和・ヒューマニズム」、「国際相互理解」、「アジア太平洋の未来創造」を基本理念

とした立命館アジア太平洋大学（APU）が開学、2004 年には BKC に情報理工学部を設置、2005 年にはテ

クノロジー･マネジメント研究科を設置しました。2006年に開設した朱雀キャンパスには経営大学院を、

2007 年には公務研究科（公共政策大学院）を設置。さらに衣笠キャンパスに映像学部を、また立命館

守山中学校を開校するなど、学園は「自由と清新」の建学精神、「平和と民主主義」の教学理念の上に

立ち、それを具体的に活かしつつ、高等教育機関として今日の新しい社会の要請に応える努力を、先進

的、創造的に積み重ねています。

教学理念「平和と民主主義」

建学の精神・教学理念

付
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立立命命館館  学学園園ビビジジョョンン  RR22002200  

 1

 

私たちは、立命館憲章の精神に則り、2020 年における立命館の学園像

として「学園ビジョン R2020」を掲げます。 

 

Creating a Future Beyond Borders 

自分を超える、未来をつくる。 
 

人類と地球の、持続可能で平和な未来をつくるために。 

私たちは、私たち自身の、組織の、地域や国の、制度の、さまざまな 

“ B o r d e r ”を超え、 

その力を発揮し、 

未来に貢献するスピリットあふれる学園になることをめざします。

自分を超える 

「自分」とは、一人ひとりの個であり、個が所属するさまざまな集まりでもあります。 

立命館学園での学びを通して、互いの価値を認め合いながら、 

それらが抱える境界や限界など既存の枠を超えて踏みだすことで 

私たちの可能性をひろげていきます。 

 

未来をつくる 

私たちは、多様なコミュニティをつくり、つながり、新しい価値を創造しながら、 

一人ひとりが自らの未来をつくりだすとともに、 

一人ひとりが未来の確かな力となる学園をつくります。



RITSUMEIKAN Biwako Kusatsu Campus Master Plan 2015 Ver.1 109

立命館　学園ビジョン　R2020

立立命命館館  学学園園ビビジジョョンン  RR22002200  

 2

学園ビジョンを支える３つの柱 

 

多様なコミュニティにおける主体的な学びの展開 

立命館学園は、知識の伝達という学びのスタイルにとらわれず、学習者がより主体的

に学び・成長することのできる場になるために、年齢、分野、国籍をはじめとする様々

な Border を超えて、ともに高めあうことのできる学習者中心のコミュニティづくりを進

めます。立命館学園は、ここで学ぶ人たちが自らの力で課題を見い出し、その解決方法

を考え、それを社会の様々な人たちとともに語らい・実行する人になることを、新しい

教育の目標とし、その実現をめざします。

人類・自然・社会に貢献する立命館らしい研究大学への挑戦 

 立命館学園は、分野、組織、年齢、時間、国境といった研究を取り巻く Border を超え、

学内外を問わず研究に携わる様々な人たちが学内外から集い、互いを高めあいながら、

研究の実を育むことのできる学園づくりを進めます。このために、一人ひとりの教員が

自らの研究に対し常に前向きに取り組むマインドを持つとともに、若手研究者が研究力

を大きく伸ばすことのできる学園となることをめざします。立命館学園は、ここで得ら

れた成果を国内外を問わず広く発信するとともに積極的に社会に役立てていきます。

学ぶことの喜びを実感できる学園づくり 

立命館学園は、年齢、性別、国籍、分野など様々な Border を超え、多くの人々が集い、

ともに学ぶことの喜びを実感できる学園づくりを進めます。ここに集う人たちは、地域

や世界とのつながりを知り、人類・自然とのかかわりを感じながら自らの成長と社会に

おける役割を認識します。このような立命館学園をここに集う人たちがともにつくり上

げていくことをめざします。

付
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基本計画

１．国際社会と地域に貢献する開かれた学園へ

　「Creating a Future Beyond Borders 自分を超える、未来をつくる。」をめざし、以下の取り組みを

進めます。

(1) アジア太平洋地域に位置する学園として、グローバル化する社会のなかで、世界とつながり、他者

と共生し、平和な未来の創造に貢献する特色ある教育、研究、学園をめざします。

(2) 大学・学校・学部・研究科の質向上とともに、総合学園として未来の課題に応える新たな教育・研

究領域の創造を進めます。

(3) 国際通用性のある教育課程を通じた学びの中で、未来社会の主人公を育てる次代創造の場に相応し

い学園をめざします。

(4) 学内外を問わず研究に携わる様々な人たちが集い、互いを高めあいながら、教育・研究の実を育む

ことのできる学園をめざします。

(5) 一人ひとりの構成員の真摯な努力が豊かな学園づくりの大河となることをめざします。

(6) 一人ひとりが主人公となる、民主主義と平和の構築に貢献する学園をつくりだします。

(7) 国境を超えて多くの若人から選ばれる学園をめざします。

(8) 学内の諸機関との連携および立命館の海外オフィスを活用して国際産学官連携を進め、途上国およ

びその周辺地域の発展に貢献するとともに国際社会にその成果を発信します。

２．教育 －学びのコミュニティと学習者中心の教育－

　グローバル化する社会の期待に応え、社会を拓く人間の育成をめざして、以下の取り組みを進めます。

(1) グローバル化する社会で、国境・言語など様々な“Border”を超え、他者を理解しつつ、多様な個

をまとめ、自ら行動し、現代社会・国際社会の状況を切り拓くことができる人間を育成します。

(2) 確かな学力をもとに、高い倫理性をもって、個性豊かに世界で活躍できる人間を育成します。

(3) 正課・課外、国内・国外といった“Border”を超え学びあう多様な学びのコミュニティを形成し、

学習者中心の教育を進めます。

(4) 集団的な学びへの支援と、一人ひとりの個の視点からの支援を組み合わせた包括的な学習者支援を

実現します。

(5) 多面的アセスメントなどによる総合的な実態把握に基づいた学びと成長への支援を行います。

(6) 時代の要請と社会的期待に応える大学院を創造します。

(7) 立命館のコア人材を育成する小中高大一貫教育の一層の充実と発展をめざします。

３．研究 －特色あふれる「グローバル研究大学」をめざして－

　特色あふれる「グローバル研究大学」をめざして、以下の取り組みを進めます。

(1) 立命館らしい特色あふれる研究を推進します。

(2) 研究の国際化を重視したグローバルな展開を推進します。

(3) 知識基盤社会を支える学術研究を通じた人間育成、大学院博士課程の強化を含めた、研究者ライフ

コースの視点による若手研究者等の育成に努めます。

(4) 自然科学系、人文・社会科学系および融合した領域の研究を推進し、研究成果を広く社会に発信し

ます。

(5) 研究者が活き活きと研究に取り組める環境を醸成します。
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立命館　学園ビジョン　R2020

４．総合学園づくり －教育・研究の質向上を支える学園創造－

　教育・研究の質向上を支える学園創造をめざして、以下の取り組みを進めます。

(1) 参加・参画による民主主義的な学園づくりをめざします。

(2) 活き活きと働くことができる学園づくりをめざします。

(3) 社会に貢献し、社会から支持される学園づくりをめざします。

(4) 国内外の社会的連携・ネットワークのさらなる強化をはかります。

(5) 総合学園として立命館大学と立命館アジア太平洋大学、各附属校との連携を一層強化します。

(6) 大学教員・附属校教員・職員の質の向上と体制の充実をめざします。

(7) 全ての大学・学校において学園全体としてのマスター・プランに基づくキャンパス創造に取り組み

ます。

５．教育・研究機関としての立命館の役割 －東日本大震災を受けて－

　3 月 11 日に発生した東日本大震災とその後の福島原子力発電所事故は、教育・研究機関としての大

学・学校の役割に新たな課題を突きつけています。復興へ向けた社会の要請を受けて、立命館は以下の

取り組みを進めます。

(1) 教育・研究機関として人類社会の未来を切りひらく役割と使命を果たすことをあらためて胸に刻み

ます。そして立命館として、被災地の復興、日本社会の再建に貢献する取り組みを長期にわたって全学

をあげて進めます。

(2) 日本社会の復興を担う人間の育成に取り組み、若者が存分に勉学を深める場としての学園づくりを

進めます。

(3) 教育・研究機関として、人と人やこころのつながり、人と社会のつながり、人と自然の共存、省エ

ネルギー・親環境社会、災害に強い社会といった震災後の新しい社会の構築に寄与すべく可能な限りの

努力を行います。

(4) 災害時における学生・生徒や教職員さらには校友・父母をはじめ学園に関る者の安全・安心の向上

に取り組みます。

(5) 地域の一員として、地域社会との連携を強め、災害時の地域社会の安全・安心を向上する役割を担

う学園創造を進めます。

付
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立命館大学の基本計画

基本目標

(1)学習者が中心となる教育および包括的学習者支援を通じて総合的人間力をもった学生を育成します。

　立命館大学では、「総合的人間力」を持った学生を育成します。具体的には、1) 他者とともに学び、

相互の信頼と共感のなかで、一人ひとりが自己を確立していく、2 ) 社会とのかかわりのなかで活動し、

社会貢献を通じて成長していく、3) 国際社会における多文化共生と社会的な視野をもって判断し行動

していくことのできる学生を育成します。全ての学生がこのような人材養成像を踏まえ、一人ひとりの

自己実現を達成するため、以下の主要な基本目標を設定します。

　①正課・課外の枠を超えた多様な「学びのコミュニティ」を形成します。

　②一人ひとりの成長と集団の中での成長を重視した教学展開と支援を進めます。

　③“Border”を超えて国内・国外の学生がともに学びあう国際教育の仕組みを構築します。

　④多面的なアセスメントなどによる総合的な実態把握を基礎にした支援を進めます。

　⑤キャリア形成の視点からの自己形成・成長支援を進めます。

　⑥正課・課外の枠を超えた学びを実現するための環境・条件づくりと支援を構築します。

(2) 特色あふれる「グローバル研究大学」をめざします。

　大学における研究の社会的責務を果たすため、国際的な視点で研究に取り組み、その成果を社会に発

信するとともに、教育に還元するグローバル研究大学をめざします。このために、以下の基本目標を設

定します。

①立命館大学が、国内トップクラスの研究力量を有する大学としての地位を確立するとともに、国際

的に高い水準の特色ある研究拠点や研究分野を有する大学として認知されることをめざします。

②常に一段高い研究水準をめざし、研究に意欲的に取り組むような風土づくりや研究活動を支える研

究環境の整備を進めます。

③産学官連携活動を通じて、国・地方公共団体や産業界との受託研究・共同研究等を推進し、これら

の研究成果を広く社会に還元し、社会に貢献します。

(3) 教育、研究、学生生活を支えるキャンパスづくりを進めます。

　2020 年に向けて全ての学部・研究科の教学展開を実現させ、その質向上をはかるとともに、学生生活・

アメニティの改善、学生諸活動の施設等の充実、交通アクセス・通学条件の改善につながるものとして、

大阪茨木キャンパスの開設および既存キャンパスの整備を進めます。

①教育・研究の質向上を支えるキャンパスづくりを進めます。

②学生・院生の課外自主活動を支えるキャンパスづくりと各キャンパスの特色ある施設等の整備を進

めます。

③コミュニティスペースの配置を進めます。

④飲食・スポーツ等を含む学生・院生・教職員のアメニティの改善を進めます。

⑤地域との調和・地域への貢献をめざしたキャンパスづくりを進めます。

⑥安全・安心、親環境、地域防災拠点のキャンパスづくりを進めます。
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  立命館　学園ビジョン　R2020

「持続・循環可能な地球環境の未来」を

目指して

message

［環境負荷削減の中長期目標 ※］

年度・段階 2013年（達成状況） 2020 年（中期目標） 2050 年（長期目標）

エネルギー
［1m2 あたりの使用量 ］ 約 8.9%  削減 25%  削減 65%  削減

水
［1人あたりの使用量 ］ 約 2.3%  削減 25%  削減 50%  削減

―般廃棄物
［ 総量 ］ 25%  削減 50%  削減

教育・研究 環境意識の高い、様々な分野での地球環境保全、環境負荷低減活動のリーダー的人材輩出。キャンパスを実験フィールドとした産学連携の技術開
発へ繋げる事で社会に貢献し、併せて自らの環境負荷低減に繋がる好循環のサイクルを生み出す。

地域社会への展開 学生が中心となった地域貢献活動の充実、各キャンパス毎に行政と連携強化。

提携大学との連携 提携大学の環境負荷削減に対して協力することで世界的レベルでの温室効果ガス排出量削減等に貢献する。

情報公開 『見える化』により、学園構成員の一人ひとりが問題点を正しく認識し、その改善に向けて、積極的に取り組んでいくことで環境負荷低減に繋げる。

人間は水や食べ物を摂取することによって生命を維持し、様々な活

動を行なっています。また、衣服や住居をはじめとする生活の利便性

向上に資する製品の製造や、スポーツ・芸術・知的活動などの文化的な

営みにおいて、膨大なエネルギーを必要とします。生きることのみを

目的とした活動だけであれば、消費エネルギーは地球が持つ自然の循

環に包摂され、永続的な活動が可能です。

しかし、今や人類が必要とするエネルギーの総和はその枠組みを大

きく超え、地球環境は長らく保ってきていたこのバランスを失いつつ

あります。人間はその知的活動の成果である英知を結集し、高い倫理

観をもってこの問題を解決する責任を有しています。

立命館は学園の理念を表す立命館憲章において、「人類の未来を切り

拓くため、学問研究の自由に基づき普遍的な価値の創造と人類的諸課

題の解明」に向けて邁進することを宣言しています。人間を取り巻く

環境の維持、新たな循環システムの構築は、まさに私たちが志す「人類

の未来を切り拓く」取り組みに他なりません。自然科学のみならず、

社会制度・システムの再構築や人間の行動原理の理解と解明など、様々

な分野における人材育成と学術研究の追究は、本学園が果たすべき大

きな役割の一つであると考えています。

2011年3月11日、私たちは東日本大震災、大津波、そして福島第一原

子力発電所の事故、という人類史にも記録される大きく、また、新しい

質を伴った災害に見舞われました。

この間、日本はこの災害のもたらした日本社会への、地球規模の人類

への意味を深め、幾度も問い直しつつ、鎮魂と復旧、復興の取り組みを

進めてきました。今回の震災、原子力発電所事故が問いかけているも

のの一つは、科学技術に裏付けられた経済成長を第一とする社会のあ

り方、物質的豊かさを第一とする暮らしのあり方ではないでしょうか。

今、私たちは、科学技術の発展に支えられながらも自然と持続的に

共生し、個々人の個性を活かしながらも人々とつながり手を携えてい

く生き方を模索し始めています。いわば、20世紀型文明の限界が露呈

され、21世紀型文明の萌芽があちらこちらに見え始めているといえる

でしょう。私たち高等教育機関は、教育・研究を通して、今、見え始め

ている21世紀型文明を発見し育てていかなければなりません。日本の

復興、再生への取り組みこそが、これからの新しい時代を切り拓いて

いくことにつながるからです。

これは、未来に向かって進む立命館のビジョンです。私たち自身の

様々な境界や己の限界など既存の枠を超えて、学園全体が一丸となり、

教育・研究を通じて持続・循環可能な地球環境の「未来をつくる」決意

をここに表明いたします。

「立命館学園環境報告書」では、環境保全、環境負荷低減などに関す

る取り組み事例を紹介しています。本報告書を通して、立命館学園の

諸活動へのご理解を深めていただければ幸いです。

2014 年 12 月

学校法人立命館 総長

 川口 清史

Creating a Future Beyond Borders

自 分 を 超 え る 、未 来 を つ く る 。

※中長期目標とは、2010 年に地球環境委員会発足時に設定した環境負荷削減目標です。1㎡当りの年間エネルギー使用量（原単位・原油換算）を、2008 年度比で 2020 年までに▲ 25％、
2050 年までに▲ 65％の水準まで削減することを掲げています。

　立命館学園は、立命館憲章において、「人類の未来を切り拓くため、学問研究の自由に基づき普遍的

な価値の創造と人類的諸課題の解明」に向けて邁進することを宣言している。人間を取り巻く環境の

維持、新たな循環システムの構築は、まさに私たちが志す「人類の未来を切り拓く」取り組みに他な

らない。自然科学のみならず、社会制度・システムの再構築や人間の行動原理の理解と解明など、様々

な分野における人材育成と学術研究は、本学園が果たすべき大きな役割の一つであると認識する。

　立命館は、学園のビジョン「Creating a Future Beyond Borders 自分を超える、未来をつくる。」に

基づき、学園構成員が、既存の枠を超え学園全体が一丸となり、教育・研究を通じて持続・循環可能

な地球環境の「未来をつくる」決意をここに表明する。

　立命館は、「京都議定書」の実行等の社会的責任を果たすとともに、持続可能な社会実現に積極的に

貢献するため、温室効果ガス排出量削減を含む環境負荷低減の実現に向け、自主的な削減目標を設定し、

学園構成員一人ひとりが主体的に行動する。

［１］キャンパスのエネルギー、紙、水の使用量及び廃棄物の排出量を正確に把握し、分析、評価することで、

環境負荷の低減ならびにエネルギーコスト削減につなげる。キャンパス整備計画においてはエコキャン

パス化を追求する。

［２］小学、中学、高校、大学、大学院それぞれの世代に合わせた環境教育を推進するとともに、児童・生徒・

学生・大学院生による取り組みの支援を通じて、様々な分野で地球環境保全、環境負荷低減活動のリー

ダーとなる人材を育成する。

［３］キャンパスを産学連携の技術開発の実験フィールドとして研究活動に活用し、また自らの環境負荷低

減に繋げる。

［４］環境教育分野での、自治体・地域社会・NGO・NPO・他大学等との連携を推進する。

［５］情報公開を通じて、学園の環境への取り組みを『見える化』することにより、学園構成員の一人ひとり

がその到達点と課題を認識し、継続的に改善に取り組むサイクルを創り上げ、持続的な環境負荷低減の

実現を目指す。

行動指針

立 命 館 環 境 行 動 指 針

2014 年 11 月 26 日

学校法人立命館

2 3

  立命館環境行動指針

付
録
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2 in1印刷
資料配付ではなく
データ配信

約284万個分

富士山の
約3倍

両面印刷

●紙使用量を減らす取り組み

●高さ換算（A4換算、500枚＝約4.5cmとして）

●トイレットペーパー換算（A4換算250枚＝1kg、古紙1kgあたり約6個再生として）

約10,650m

A4用紙

古紙1kg 約6個

立命館学園の環境マネジメントシステム

本委員会は学生、生徒・児童、教員、職員が学園全体で環境問題に取り組むために 2010 年 2 月 1 日に発足しました。
学園全体の地球環境貢献への取り組みを検討・立案し、その実施を主導する組織です。

幹事会事務局

地球環境委員会

■ 校地・校舎面積（2014 年 3 月 31 日現在 ※長岡京のみ7月31日現在）

立命館学園概要

キャンパス 土地面積 延床面積

朱雀キャンパス 8,119.02㎡ 27,138.68㎡

衣笠キャンパス 132,339.62㎡ 162,010.49㎡

びわこ・くさつキャンパス 675,111.88㎡ 236,271.30㎡

立命館アジア太平洋大学 423,419.10㎡ 106,813.48㎡

立命館中学校・高等学校（深草） 70,006.64㎡ 21,858.20㎡

キャンパス 土地面積 延床面積

立命館中学校・高等学校（長岡京） 42,480.00㎡ 37,827.63㎡

立命館宇治中学校・高等学校 135,031.02㎡ 27,559.43㎡

立命館慶祥中学校・高等学校（北海道） 239,392.24㎡ 20,866.57㎡

立命館守山中学校・高等学校（守山） 67,456.23㎡ 22,358.84㎡

立命館小学校（北大路） 9,775.00㎡ 18,122.78㎡

名称 創立者 創立年学校法人立命館 中川小十郎 1900 年（明治 33 年）（私立京都法政学校）

■ 教職員数（2014 年 5 月 1 日現在） ■ 学生・生徒数（2014 年 5月 1 日現在）

立命館大学教員 1,269名

立命館アジア太平洋大学教員 174名

小学校・中学校・高等学校教員 515名

学校法人立命館職員 1,425名

立命館大学 小学校・中学校・高等学校

立命館アジア太平洋大学

◉ 立命館中学校・高等学校 ………………… 1,732 名
◉ 立命館宇治中学校・高等学校……………1,608 名
◉ 立命館慶祥中学校・高等学校……………1,429 名
◉ 立命館守山中学校・高等学校 ……………1,362 名
◉ 立命館小学校 …………………………… 720 名

大学 32,449 名 2,779 名大学院

大学 5,480 名 157 名大学院

環境施設部会
エネルギーや水の使用量、廃棄物量などを継続して把握することでそれらを“見える化”します。
その実態を受けて、削減対策を検討し、計画を立てる部会です。学園だけで取り組みを進めるこ
とが難しい場合は関係事業者と連携を行うこともしています。

APU部会
APU（立命館アジア太平洋大学）における環境教育や研究の推進を図り、教職員が一丸となって環境
改善に関する取り組みを推進しています。また、APUには学生寮のAPハウスがありますので、そこ
でも地球環境改善に関する取り組みを行っています。

学生部会 学生中心の環境活動組織の設立と活動支援、各環境活動組織の連携を推進しています。

生徒・児童部会
生徒・児童中心の環境活動組織を設立し、活動を支援している部会です。各環境活動組織の連携を
推進したり、一貫教育における教育プログラムの検討も行っています。

環境教育・研究部会
環境に関する授業や研究数の現状を継続的に把握していき、授業や研究の質がさらに充実するよ
う検討し、計画を立てていく部会です。環境関連のシンポジウムや講演会を開催し、学生が主体と
なった教育プログラムの検討なども行っています。

環境広報部会

環境に関する報告書の作成や公開を積極的に行う部会です。環境関連の公開講座の現状把握と発
信力の向上を目指しています。立命館大学のホームページでもeco+R（エコール）という環境に関
するホームページを開設し、省エネルギーの取り組みを促すページや節電を呼びかけるポスター
など公開しています。

各 キ ャ ンパス で 購 入 し た コピ ー 用 紙 をA4 に 換 算

して使用枚数を算出しました。キャンパス別に紙使

用 枚 数 を 比 較 す る と、2013 年 度 の 使 用 枚 数 は 立 命

館 学 園 全 体 で 118,335,250 枚 で、最 も 多 い の はBKC

（39,536,875 枚）、次いで衣笠キャンパス（38,623,500

枚）でした。学園全体では 2012 年度より 2013 年度は

やや減少傾向にあります。

2013 年度に使用した紙使用枚数をA4 に換算して積

み重ねると、高さは約 10,650 ｍとなります。これは

富士山の高さの約 3 倍にもなります。また、トイレッ

トペーパーは古紙 1kgから約 6 個再生されますが、使

用した紙が全て古紙再生されたと仮定すると、約 284

万個分のトイレットペーパーを再生できます。 トイ

レットペーパーの一人あたり年間使用量を約 50 個と

すると約 56,800 人分に相当します。

両面印刷や 2in1 印刷にする、紙の資料配布をせず

にデータ配信する等の工夫を徹底することにより、紙

使用量を減らす取り組みをさらに進めます。

製紙メーカー
古 紙 を 溶 か し て インク・
異物等を除去し、再生パ
ルプをつくる。再生紙か
ら製品へ。

学校
古紙を種類別に大きく分
ける。（新聞・コピー用紙
等、古雑誌、ダンボール類）

古紙

再生パルプ
▼

再生紙、製品

選別・プレス立命館学園では、

年間約471t（※）の
紙ごみを古紙回収して
頂いています。

※学園全体での紙ゴミの再生
利 用 量 の 2013 年 度 実 績。

（ 紙 ゴミ、新 聞 紙、雑 誌、ダ
ンボ ー ル、OA用 紙、機 密 文
書、シュレッダー紙など）不
明分を除く。

古紙回収業者
古 紙 を 回 収 し、種 類 別
に 選 別 し て プレス 加 工
する。

■ 2011年度      ■ 2012年度      ■ 2013年度

［大 学］ ［附 属 校］

深草 宇治 慶祥 守山 小学校

単位［枚］ 単位［枚］
60,000,000

50,000,000

40,000,000

30,000,000

20,000,000

10,000,000

0

15,000,000

12,000,000

9,000,000

6,000,000

3,000,000

0
衣笠BKC APU 朱雀

［紙リサイクルの仕組み］

［年間紙使用量］

“ごみを出さない”

“物を繰り返し使う”

“再生資源として利用する”

リデュース

リユース

リサイクル

3R
を心がけましょう

＊立命館中学校・高等学校は、2014 年 9 月に深草から長岡京へ移転しました。本紙中の各データは、深草のものです。
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「持続・循環可能な地球環境の未来」を

目指して

message

［環境負荷削減の中長期目標 ※］

年度・段階 2013年（達成状況） 2020 年（中期目標） 2050 年（長期目標）

エネルギー
［1m2 あたりの使用量 ］ 約 8.9%  削減 25%  削減 65%  削減

水
［1人あたりの使用量 ］ 約 2.3%  削減 25%  削減 50%  削減

―般廃棄物
［ 総量 ］ 25%  削減 50%  削減

教育・研究 環境意識の高い、様々な分野での地球環境保全、環境負荷低減活動のリーダー的人材輩出。キャンパスを実験フィールドとした産学連携の技術開
発へ繋げる事で社会に貢献し、併せて自らの環境負荷低減に繋がる好循環のサイクルを生み出す。

地域社会への展開 学生が中心となった地域貢献活動の充実、各キャンパス毎に行政と連携強化。

提携大学との連携 提携大学の環境負荷削減に対して協力することで世界的レベルでの温室効果ガス排出量削減等に貢献する。

情報公開 『見える化』により、学園構成員の一人ひとりが問題点を正しく認識し、その改善に向けて、積極的に取り組んでいくことで環境負荷低減に繋げる。

人間は水や食べ物を摂取することによって生命を維持し、様々な活

動を行なっています。また、衣服や住居をはじめとする生活の利便性

向上に資する製品の製造や、スポーツ・芸術・知的活動などの文化的な

営みにおいて、膨大なエネルギーを必要とします。生きることのみを

目的とした活動だけであれば、消費エネルギーは地球が持つ自然の循

環に包摂され、永続的な活動が可能です。

しかし、今や人類が必要とするエネルギーの総和はその枠組みを大

きく超え、地球環境は長らく保ってきていたこのバランスを失いつつ

あります。人間はその知的活動の成果である英知を結集し、高い倫理

観をもってこの問題を解決する責任を有しています。

立命館は学園の理念を表す立命館憲章において、「人類の未来を切り

拓くため、学問研究の自由に基づき普遍的な価値の創造と人類的諸課

題の解明」に向けて邁進することを宣言しています。人間を取り巻く

環境の維持、新たな循環システムの構築は、まさに私たちが志す「人類

の未来を切り拓く」取り組みに他なりません。自然科学のみならず、

社会制度・システムの再構築や人間の行動原理の理解と解明など、様々

な分野における人材育成と学術研究の追究は、本学園が果たすべき大

きな役割の一つであると考えています。

2011年3月11日、私たちは東日本大震災、大津波、そして福島第一原

子力発電所の事故、という人類史にも記録される大きく、また、新しい

質を伴った災害に見舞われました。

この間、日本はこの災害のもたらした日本社会への、地球規模の人類

への意味を深め、幾度も問い直しつつ、鎮魂と復旧、復興の取り組みを

進めてきました。今回の震災、原子力発電所事故が問いかけているも

のの一つは、科学技術に裏付けられた経済成長を第一とする社会のあ

り方、物質的豊かさを第一とする暮らしのあり方ではないでしょうか。

今、私たちは、科学技術の発展に支えられながらも自然と持続的に

共生し、個々人の個性を活かしながらも人々とつながり手を携えてい

く生き方を模索し始めています。いわば、20世紀型文明の限界が露呈

され、21世紀型文明の萌芽があちらこちらに見え始めているといえる

でしょう。私たち高等教育機関は、教育・研究を通して、今、見え始め

ている21世紀型文明を発見し育てていかなければなりません。日本の

復興、再生への取り組みこそが、これからの新しい時代を切り拓いて

いくことにつながるからです。

これは、未来に向かって進む立命館のビジョンです。私たち自身の

様々な境界や己の限界など既存の枠を超えて、学園全体が一丸となり、

教育・研究を通じて持続・循環可能な地球環境の「未来をつくる」決意

をここに表明いたします。

「立命館学園環境報告書」では、環境保全、環境負荷低減などに関す

る取り組み事例を紹介しています。本報告書を通して、立命館学園の

諸活動へのご理解を深めていただければ幸いです。

2014 年 12 月

学校法人立命館 総長

 川口 清史

Creating a Future Beyond Borders

自 分 を 超 え る 、未 来 を つ く る 。

※中長期目標とは、2010 年に地球環境委員会発足時に設定した環境負荷削減目標です。1㎡当りの年間エネルギー使用量（原単位・原油換算）を、2008 年度比で 2020 年までに▲ 25％、
2050 年までに▲ 65％の水準まで削減することを掲げています。

　立命館学園は、立命館憲章において、「人類の未来を切り拓くため、学問研究の自由に基づき普遍的

な価値の創造と人類的諸課題の解明」に向けて邁進することを宣言している。人間を取り巻く環境の

維持、新たな循環システムの構築は、まさに私たちが志す「人類の未来を切り拓く」取り組みに他な

らない。自然科学のみならず、社会制度・システムの再構築や人間の行動原理の理解と解明など、様々

な分野における人材育成と学術研究は、本学園が果たすべき大きな役割の一つであると認識する。

　立命館は、学園のビジョン「Creating a Future Beyond Borders 自分を超える、未来をつくる。」に

基づき、学園構成員が、既存の枠を超え学園全体が一丸となり、教育・研究を通じて持続・循環可能

な地球環境の「未来をつくる」決意をここに表明する。

　立命館は、「京都議定書」の実行等の社会的責任を果たすとともに、持続可能な社会実現に積極的に

貢献するため、温室効果ガス排出量削減を含む環境負荷低減の実現に向け、自主的な削減目標を設定し、

学園構成員一人ひとりが主体的に行動する。

［１］キャンパスのエネルギー、紙、水の使用量及び廃棄物の排出量を正確に把握し、分析、評価することで、

環境負荷の低減ならびにエネルギーコスト削減につなげる。キャンパス整備計画においてはエコキャン

パス化を追求する。

［２］小学、中学、高校、大学、大学院それぞれの世代に合わせた環境教育を推進するとともに、児童・生徒・

学生・大学院生による取り組みの支援を通じて、様々な分野で地球環境保全、環境負荷低減活動のリー

ダーとなる人材を育成する。

［３］キャンパスを産学連携の技術開発の実験フィールドとして研究活動に活用し、また自らの環境負荷低

減に繋げる。

［４］環境教育分野での、自治体・地域社会・NGO・NPO・他大学等との連携を推進する。

［５］情報公開を通じて、学園の環境への取り組みを『見える化』することにより、学園構成員の一人ひとり

がその到達点と課題を認識し、継続的に改善に取り組むサイクルを創り上げ、持続的な環境負荷低減の

実現を目指す。

行動指針

立 命 館 環 境 行 動 指 針

2014 年 11 月 26 日

学校法人立命館

2 3
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　立命館は、スポーツを人類共通の文化としてその意義と価値を享受することが、個人の幸福と、社会

の平和と繁栄にとって不可欠なものであると考え、「立命館憲章」に基づきスポーツを学園づくりのた

めの重要な要素として位置付ける。

　立命館は、多様な学びの機会の創造という観点から、スポーツを児童・生徒・学生の「学びと成長の

場」と見なし、スポーツの振興と発展に努めてきた。時代の変化に対応し、これまで以上に社会の要請

に応えることができる人材を育成するとともに、スポーツの持つ力と役割を改めて学内外に示すことを

目的とし、ここに立命館スポーツ宣言を定める。

　立命館は、建学の精神と教学理念に基づき、高い水準で、スポーツの振興と発展を担い「未来を信じ、

未来に生きる」の精神をもった人間の育成に努める。

　立命館は、学祖西園寺公望の「自由主義と国際主義」の精神を受け継ぎ、スポーツの持つ力が言葉や

文化、さらには民族、国境を越えた相互理解の手段となると考え、スポーツを通じて、自由にして進取

の気風に富んだ国際平和と国際交流に寄与することのできる地球市民の育成に努める。

　立命館は、私立の総合学園として、その教育課程においてスポーツをとおした全人教育を実践すると

ともに、クラブ・サークルをはじめとした課外自主活動の振興・発展と環境整備に努める。

　立命館は、障がいの有無に関わらず、すべての学園構成員に、スポーツに参加する基本的権利を尊重

すると共に、スポーツを日常生活に根付かせ、心身ともに健康な暮らしのために生涯にわたってスポー

ツに親しむことを奨励する。

　立命館は、スポーツの文化価値とその教育における意義を深く認識し、スポーツに関する諸分野での

教育・研究を高い水準で推進し、わが国のスポーツの振興・発展をリードする存在となるよう努める。

　立命館は、スポーツが学園の理念を具現化する力を持ち、校友・父母を含む学園関係者が一体となる

ことに貢献し、学園の発展を促す重要な原動力となると考え、この振興と発展に努める。

　立命館は、スポーツを通じて、老若男女を越えた地域コミュニティの形成と発展に携わり、地域社会

の健康で豊かなコミュニティづくりに貢献することを社会的役割の一つとする。

2014 年 4 月 9 日

学校法人立命館

立命館スポーツ宣言

立命館スポーツ宣言
立命館環境行動指針

付
録
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学生参加の様子（実績の一部）

写真 9-4　学生有志による外装

デザイン検討風景（アクトα）

写真 9-1　スポーツ健康コモンズ（仮

称）学生ワークショップ風景

写真 9-2　緑地の検討風景

写真 9-6　学内学生コンペ実施により

整備されたストリートファニチャー

写真 9-5　ストリートファニチャー整

備に向けた検討の様子

写真 9-3　学生有志による

提案模型（アクトα）

会議記録

■ヒアリング

2015年度 ○キャンパスマスタープラン2015ver.1に対
する学部・研究科対象としたヒアリング実施

BKC将来構想検討委員会（2015.06.03）へ報告後、全
学部・研究科の執行部へ訪問しCMPを説明の上、意見
交換を行った。

[実施期間]2015年6月23日～7月14日
[対象]6学部・研究科

○キャンパスマスタープラン2015ver.1に対
する機構を対象としたヒアリング実施

BKC将来構想検討委員会（2015.07.24）へ報告後、各
機構に対しCMPを説明の上、意見交換を行った。

[実施期間]2015年8月3日～9月8日

■学生参加

2013年度

[個別建物の実績]

基本構想、基本計画検討過程への参加（ワー
クショップや模型作成等）、学生懇談会など

学内学生コンペ
ユニオンスクエア前の学生の新たな居場所の
整備

・スポーツ健康コモンズ（仮称）
・バイオリンク
・トリシア
・アクトα

2011年度
～2014年度
複数回実施

付
録
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【BKC将来構想検討委員会】 【2015年度以降のBKCキャンパス整備計画検討部会】
委員長 渡辺　公三 副総長 部会長 建山　和由 常務理事（教学担当）
副委員長 建山　和由 常務理事（教学担当） 副部会長 佐藤　敬二 学生部長
委員 松原　豊彦 経済学部長 メンバー 森本　朗裕 教学部長

池田　伸 経営学部長 牧川　方昭 研究部長
笠原　健一 理工学部長 及川　清昭 キャンパス計画室長
八村　広三郎 情報理工学部長 井澤　裕司 総合企画室副室長
今中　忠行 生命科学部長 西浦　敬信 学生部副部長
今村　信孝 薬学部長 川越　恭二 図書館副館長
田畑　泉 スポーツ健康科学部長 武田　史朗 キャンパス計画室副室長
三藤　利雄 ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科長 三藤　利雄 ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科長
寺脇　拓 経済学部副学部長 田尾　啓一 ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科
肥塚　浩 経営学部副学部長 寺脇　拓 経済学部副学部長
永井　清 理工学部副学部長 肥塚　浩 経営学部副学部長
RUCK THAWONMAS 情報理工学部副学部長 伊坂　忠夫 スポーツ健康科学部副学部長
久保　幹 生命科学部副学部長 永井　清 理工学部副学部長
鈴木　健二 薬学部副学部長 RUCK THAWONMAS 情報理工学部副学部長
伊坂　忠夫 スポーツ健康科学部副学部長 久保　幹 生命科学部副学部長
米山　裕 教学部長 鈴木　健二 薬学部副学部長
森本　朗裕 教学部長 志方　弘樹 財務部長
牧川　方昭 研究部長 木田　成也 総合企画部長
佐藤　敬二 学生部長 東　美江 教学部次長
花﨑　知則 入学センター部長 本村　廣司 BKC事務局長
及川　清昭 キャンパス計画室室長 淺野　昭人 学生部次長
小柳　滋 キャリアセンター副部長 事務局長 大川　隆夫 教学部副部長
大川　隆夫 教学部副部長 副事務局長 川口　潔 財務部次長
武田　史朗 キャンパス計画室副室長 事務局 村上　吉胤 学生オフィス（BKC）課長
志方　弘樹 財務部長 井上　拓也 学生オフィス（BKC）課長補佐
木田　成也 総合企画部長 大木　一生 学生オフィス（BKC）
東　美江 教学部次長 片田　賢史 スポーツ強化オフィス課長
本村　廣司 BKC事務局長 植松　幹雄 管財課長
淺野　昭人 学生部次長 米川　義人 管財課長補佐

事務局長 赤井　正二 総合企画室長 安原　壮一 管財課
副事務局長 井澤　裕司 総合企画室副室長 平野　彰一 ﾘｻｰﾁｵﾌｨｽ（BKC）課長
事務局 谷口　心也 安全管理課長 柳瀬　圭志 ﾘｻｰﾁｵﾌｨｽ（BKC）課長補佐

相根　誠 情報システム部長 崔　幸浩 BKC大学院課長
松原　修 入学センター次長 高取　彰 BKCキャンパス事務課長
川口　潔 財務部次長 廣野　秀之 BKCキャンパス事務課長補佐
高取　彰 BKCキャンパス事務課長 谷口　心也 安全管理課長
馬渡　明 キャリアセンター課長 石井　洋 総合企画課長
村上　吉胤 学生オフィス（BKC）課長 大藪　康成 総合企画課長補佐
井上　拓也 学生オフィス（BKC）課長補佐 森本 康太郎 総合企画課
片田　賢史 スポーツ強化オフィス課長 堀　麻里子 総合企画課
崔　幸浩 BKC大学院課長
植松　幹雄 管財課長
米川　義人 管財課長補佐
大谷　晃弘 総合企画部次長
石井　洋 総合企画課長
大藪　康成 総合企画課長補佐
森本 康太郎 総合企画課
石丸 訓之 総合企画課
堀　麻里子 総合企画課

2013 年度の検討組織名簿
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【パブリックスペース検討作業G】 【BKC女性職員を対象とした懇談会】
グループ長 佐藤　敬二 学生部長 参加者 伊藤　彩子 BKC教学課
メンバー 武田　史朗 キャンパス計画室副室長 落合　弘望 理工学部事務室

木田　成也 総合企画部長 成瀬　絵里佳 情報理工学部事務室
本村　廣司 BKC事務局長 高橋　亜子 情報理工学部事務室
淺野　昭人 学生部次長 鈴木　美香 生命科学部・薬学部事務室
川口　潔 財務部次長 川﨑　那恵 生命科学部・薬学部事務室

事務局長 大川　隆夫 教学部副部長 栗林　環 スポーツ健康科学部事務室
事務局 村上　吉胤 学生オフィス（BKC）課長 以下、懇談会事務局

井上　拓也 学生オフィス（BKC）課長補佐 建山　和由 常務理事（教学担当）
大木　一生 学生オフィス（BKC） 佐藤　敬二 学生部長
東　美江 教学部課長 森本　朗裕 教学部長
菰方　洋介 BKC教学課長補佐 及川　清昭 キャンパス計画室長
西川　展彦 教学部課 西浦　敬信 学生部副部長
高取　彰 BKCキャンパス事務課長 永井　清 理工学部副学部長
廣野　秀之 BKCキャンパス事務課長補佐 志方　弘樹 財務部長
植松　幹雄 管財課長 東　美江 教学部次長
米川　義人 管財課長補佐 高儀 智和 学生オフィス（BKC）
安原　壮一 管財課 石井　洋 総合企画課長
眞鍋　誠 管財課 大藪　康成 総合企画課長補佐
石井　洋 総合企画課長 森本 康太郎 総合企画課
大藪　康成 総合企画課長補佐 堀　麻里子 総合企画課
森本 康太郎 総合企画課
堀　麻里子 総合企画課

【交通計画検討作業G】
グループ長 及川　清昭 キャンパス計画室長
メンバー 塚口 博司 理工学部教授

木田　成也 総合企画部長
淺野　昭人 学生部次長
川口　潔 財務部次長

事務局長 本村　廣司 BKC事務局長
事務局 高取　彰 BKCキャンパス事務課長

廣野　秀之 BKCキャンパス事務課長補佐
川口　尚 BKCキャンパス事務課
村上　吉胤 学生オフィス（BKC）課長
井上　拓也 学生オフィス（BKC）課長補佐
植松　幹雄 管財課長
米川　義人 管財課長補佐
安原　壮一 管財課
眞鍋　誠 管財課
石井　洋 総合企画課長
大藪　康成 総合企画課長補佐
森本 康太郎 総合企画課
堀　麻里子 総合企画課

【緑地計画検討作業G】
グループ長 武田　史朗 キャンパス計画室副室長
メンバー 木田　成也 総合企画部長

本村　廣司 BKC事務局長
淺野　昭人 学生部次長

事務局長 川口　潔 財務部次長
事務局 高取　彰 BKCキャンパス事務課長

廣野　秀之 BKCキャンパス事務課長補佐
ジョンソン　友紀子BKCキャンパス事務課
村上　吉胤 学生オフィス（BKC）課長
井上　拓也 学生オフィス（BKC）課長補佐
植松　幹雄 管財課長
米川　義人 管財課長補佐
安原　壮一 管財課　
眞鍋　誠 管財課
石井　洋 総合企画課長
大藪　康成 総合企画課長補佐
森本 康太郎 総合企画課
堀　麻里子 総合企画課

※上記の構成は 2013 年度の体制を示しており、構成員・役職は全て当時のものである。
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【BKC将来構想検討委員会】 【2015年度以降BKCキャンパス整備計画検討部会】
委員長 松原　豊彦 副総長 部会長 建山　和由 常務理事（企画担当）(2015.1～)

（2015.02～） 常務理事（教学担当）(～2014.12)
渡辺　公三 副総長 副部会長 山本　忠 学生部長

（～2015.02） メンバー 河音　琢郎 経済学部副学部長
副委員長 建山　和由 常務理事（企画担当）(2015.1～) 肥塚　浩 経営学部副学部長

常務理事（教学担当）(～2014.12) 伊坂　忠夫 スポーツ健康科学部副学部長
委員 渡辺　公三 副総長 里深　好文 理工学部副学部長

（2015.02～） RUCK THAWONMAS 情報理工学部副学部長
松本　朗 経済学部長 久保　幹 生命科学部副学部長

（2015.02～） 鈴木　健二 薬学部副学部長
松原　豊彦 経済学部長 田尾　啓一 ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科長

（～2015.02） 名取　隆 ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科
池田　伸 経営学部長 及川　清昭 キャンパス計画室長
笠原　健一 理工学部長 武田　史朗 キャンパス計画室副室長
仲谷　善雄 情報理工学部長 八重樫　文 総合企画室副室長
里見　潤 生命科学部長 米山　裕 教学部長
今村　信孝 薬学部長 牧川　方昭 研究部長
田畑　泉 スポーツ健康科学部長 西浦　敬信 学生部副部長
田尾　啓一 ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科長 川越　恭二 図書館副館長
河音　琢郎 経済学部副学部長 岡本　直輝 学長補佐（BKC地域連携室長）
肥塚　浩 経営学部副学部長 志方　弘樹 財務部長
里深　好文 理工学部副学部長 木田　成也 総合企画部長
RUCK THAWONMAS 情報理工学部副学部長 東　美江 教学部次長
久保　幹 生命科学部副学部長 淺野　昭人 学生部次長
鈴木　健二 薬学部副学部長 本村　廣司 BKC事務局長
伊坂　忠夫 スポーツ健康科学部副学部長 事務局長 大川　隆夫 教学部副部長
米山　裕 教学部長 副事務局長 川口　潔 財務部次長
牧川　方昭 研究部長 事務局 菰方　洋介 教学課課長補佐
山本　忠 学生部長 （～2014.11）
花﨑　知則 入学センター部長 豊桑　清香 BKC教学課課長補佐
小柳　滋 キャリアセンター副部長 （2014.11～）
大川　隆夫 教学部副部長 村上　吉胤 学生オフィス（BKC）課長
及川　清昭 キャンパス計画室室長 （～2014.11）
武田　史朗 キャンパス計画室副室長 井上　拓也 学生オフィス（BKC）課長
岡本　直輝 学長補佐（BKC地域連携室長） （2014.11～）
志方　弘樹 財務部長 大木　一生 学生オフィス（BKC）
木田　成也 総合企画部長 布施　亮介 スポーツ強化オフィス課長
東　美江 教学部次長 植松　幹雄 管財課長

事務局長 本村　廣司 BKC事務局長 米川　義人 管財課長補佐
副事務局長 淺野　昭人 学生部次長 安原　壮一 管財課
事務局 赤井　正二 総合企画室長 平野　彰一 ﾘｻｰﾁｵﾌｨｽ（BKC）課長

八重樫　文 総合企画室副室長 柳瀬　圭志 ﾘｻｰﾁｵﾌｨｽ（BKC）課長補佐
谷口　心也 安全管理課長 山田　勉 BKC大学院課長
相根　誠 情報システム部長 古橋　由一郎 BKC地域連携課長
宮下　明大 入学センター次長 谷口　心也 安全管理課長
川口　潔 財務部次長 石井　洋 社会連携課長
古橋　由一郎 BKC地域連携課長 五坪　智彰　 総合企画課長
馬渡　明 キャリアセンター課長 大藪　康成 総合企画課長補佐
村上　吉胤 学生オフィス（BKC）課長 森本 康太郎 総合企画課長補佐

（～2014.11） 堀　麻里子 総合企画課
井上　拓也 学生オフィス（BKC）課長 オブザーバー 笹本　賢吾 笹本設計事務所

（2014.11～） 佐藤　由紀 生協常務理事
布施　亮介 スポーツ強化オフィス課長
山田　勉 BKC大学院課長
藤田　直孝 BKC大学院課長（衣笠・BKC）

（2014.11～）
菰方　洋介 教学課課長補佐

（～2014.11）
豊桑　清香 BKC教学課課長補佐

（2014.11～）
植松　幹雄 管財課長
米川　義人 管財課課長補佐
安原　壮一 管財課
大谷　晃弘 総合企画部次長

（～2014.11）
石井　洋 社会連携課長（2014.11～）

総合企画課長（～2014.11）
五坪　智彰 総合企画課長

（2014.11～）
大藪　康成 総合企画課長補佐
森本 康太郎 総合企画課長補佐
石丸 訓之 総合企画課

（～2014.11）
堀　麻里子 総合企画課

2014 年度の検討組織名簿
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【社系施設課題検討WG】 【若手職員懇談会】
グループ長 建山　和由 常務理事（企画担当）(2015.1～) 参加者 河合　涼介 経営学部事務室

常務理事（教学担当）(～2014.12) 長島　可奈 経営学部事務室
メンバー 河音　琢郎 経済学部副学部長 池田　拓 経済学部事務室

伊坂　忠夫 スポーツ健康科学部副学部長 宮﨑　大典 情報理工学部事務室
西浦　敬信 学生部副部長 成瀬　絵里佳 情報理工学部事務室
及川　清昭 キャンパス計画室長 立花　誠 生命科学部事務室
武田　史朗 キャンパス計画室副室長 高野　由希子 スポーツ強化オフィス（BKC）
岡本　直輝 学長補佐（BKC地域連携室長） 菰方　洋介 BKC教学課長補佐
本村　廣司 BKC事務局長 小西　絢子 BKC教学課
木田　成也 総合企画部長 宇治 恵理子 言語教育企画課（BKC)
野口　義文 研究部長 豊田　哲也 学生オフィス（BKC）
大島　英穂 国際部事務部長 小鶴　恭子 学生オフィス（BKC）
東　美江 教学部次長 眞鍋　誠 管財課
武山　精志 図書館次長 以下、懇談会事務局
淺野　昭人 学生部次長 建山　和由 常務理事（教学担当）
川口　潔 財務部次長 武田　史朗 キャンパス計画室副室長

事務局長 大川　隆夫 教学部副部長 東　美江 教学部次長
事務局 東　美江 BKC教務課長 石井　洋 総合企画課長

村上　吉胤 学生オフィス（BKC）課長 大藪　康成 総合企画課長補佐
（～2014.11） 森本　康太郎 総合企画課

井上　拓也 学生オフィス（BKC）課長 石丸 訓之 総合企画課
大木　一生 学生オフィス（BKC） 堀　麻里子 総合企画課
平野　彰一 リサーチオフィス（BKC）課長 植田　依子 総合企画課
峰山　健次 リサーチオフィス（BKC）課長補佐

（2014.12～）
臼井　文子 BKC図書館サービス課長
古橋　由一郎 BKC地域連携課長
菰方　洋介 教学課課長補佐

（第2回～2014.11）
豊桑　清香 BKC教学課課長補佐
植松　幹雄 管財課長
米川　義人 管財課課長補佐
石井　洋 社会連携課長
五坪　智彰　 総合企画課長
大藪　康成 総合企画課長補佐
森本 康太郎 総合企画課長補佐
堀　麻里子 総合企画課

【緑地計画具体化検討WG】
グループ長 建山　和由 常務理事（企画担当）(2015.1～)

常務理事（教学担当）(～2014.12)
メンバー 大川　隆夫 教学部副部長

及川　清昭 キャンパス計画室長
岡本　直輝 学長補佐（BKC地域連携室長）
志方　弘樹 財務部長
木田　成也 総合企画部長
野口　義文 研究部長
東　美江 教学部次長
本村　廣司 BKC事務局長
淺野　昭人 学生部次長

事務局長 武田　史朗 キャンパス計画室副室長
事務局 川口　潔 財務部次長

古橋　由一郎 BKC地域連携課長
村上　吉胤 学生オフィス（BKC）課長

（～2014.11）
井上　拓也 学生オフィス（BKC）課長

（2014.11～）
平野　彰一 リサーチオフィス（BKC）課長
植松　幹雄 管財課長
米川　義人 管財課課長補佐
安原　壮一 管財課
石井　洋 社会連携課長
五坪　智彰　 総合企画課長
大藪　康成 総合企画課長補佐
森本 康太郎 総合企画課長補佐
堀　麻里子 総合企画課

オブザーバー ㈱ランドスケープデザイン

※上記の構成は 2014 年度の体制を示しており、構成員・役職は全て当時のものである。

【参考資料】201４年度後半期の検討・推進体制（2015年1月以降）（2015.1.26時点）

常

任

理

事

会

R2020後半期での学びの立命館モデル具
体化にむけた諸課題の検討

学びの立命館モデル具体化委員会

大学院改革推進委員会

大学院政策WG答申の具体化

教学・経営特別委員会

教学と財政の接点となる諸課題推進

立命館大学グローバル・

イニシアティブ推進本部

グローバル展開、SGU申請構想具体化

BKC将来構想検討委員会

BKC全体の教学構想および施設整計画
の検討

人間系大学院と人間系新学部(京都)の検討

人間系(人間発達・教育系)新学部・新研究科開設準備委員会

OIC総合心理学部の設置構想の具体化

総合心理学部設置委員会

京都ｷｬﾝﾊﾟｽ全般の教学構想および

施設整備計画の検討

京都ｷｬﾝﾊﾟｽ将来構想検討委員会

大学学齢期以外の教育展開具体化委員会

社会人等対象の新たな教育展開の具体化

ANUとの共同学士課程構想検討WG

ANUとの協議、基本フレーム設計

教職大学院の設置構想の具体化

教職研究科（教職大学院）設置委員会

食関連分野新学部・大学院構想具体化委員会

食関連学部・研究科構想の検討

自立した学習者育成、

初年次の学びの質向上

学習・学習支援の

あり方検討部会

学びの立命館モデルを
支える諸制度の検討

学年暦等教学

制度部会

幹事会

全学課題、学部・研究科と
の連携、支援体制など

日本型ファウンデーション
コース検討WG

留学生の大学進学準備コース

アジア・日本研究

センターWG

アジア研究・日本研究、
国内外への発信

東アジア・グローバル

リーダー育成プログラム

検討WG

日中韓等、大学共同プログラ
ムの開発

理工系新棟検討
WG

理工系新棟Ⅰ・Ⅱ

の具体化

生命科学部・薬学部
将来構想検討部会

生命科学部・薬学部の
将来構想の検討

2015年度以降の
BKC整備計画検

討部会

経営学部OIC展開後

のキャンパス計画の
検討

BKCスポーツ健

康コモンズ検討
WG

新体育館の具体化

2020年までのマスタープ
ラン策定

京都キャンパスプラン

策定部会

教学課題

生涯教育
課題

国際化
課題

教学・経
営課題

大学院
課題

ＢＫＣ
課題

京都
課題

ＯＩＣ
課題

幹事会

教学・経営の観点からの政
策課題の検討 独立研究科の教学・組織構造のあ

り方について検討する部会

経営系3研究科、言語研、応用研等の
教学・組織のあり方検討

2015年度開設にむけた課題推進

大阪いばらきキャンパス

開設準備委員会

教育課程の検討

総合心理学部

教育課程検討委員会

人事の検討

総合心理学部

人事委員会

緑地計画具体化
WG

緑地計画の具体化

社系施設課題

検討WG

社系施設のあり方

パブリックスペース及び交通計画
検討作業グループ

パブリックスペース・交通計画の検討

副学部長等との
課題調整

調整会議

学部長・研究科長
との情報共有

幹事会

開設記念事業の企
画と準備

開設記念事業企
画実行委員会

「R2020後半期及び以降の基本政策」の具体化、R2020後半期計画要綱の策定に向けた検討体制（別途調整）

2014 年度の検討組織名簿

付
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【BKC将来構想検討委員会】 【2015年度以降BKCキャンパス整備計画検討部会】
委員長 松原　豊彦 副総長 部会長 建山　和由 常務理事（企画担当）、
副委員長 建山　和由 常務理事（企画担当）、 総合企画室長

総合企画室長 副部会長 山本　忠 学生部長
委員 渡辺　公三 副総長 メンバー 紀國   洋 経済学部副学部長

坂根　政男 学長特別補佐 伊坂　忠夫 スポーツ健康科学部副学部長
松本 朗 経済学部長 里深　好文 理工学部副学部長
笠原　健一 理工学部長 RUCK THAWONMAS 情報理工学部副学部長
仲谷　善雄 情報理工学部長 長野　正道 生命科学部副学部長
里見　潤 生命科学部長 木村　富紀 薬学部副学部長
今村　信孝 薬学部長 及川　清昭 キャンパス計画室長
田畑　泉 スポーツ健康科学部長 武田　史朗 キャンパス計画室副室長
紀國   洋 経済学部副学部長 八重樫　文 総合企画室副室長
里深　好文 理工学部副学部長 永井　清 教学部長
RUCK THAWONMAS 情報理工学部副学部長 牧川　方昭 研究部長
長野　正道 生命科学部副学部長 西浦　敬信 学生部副部長
木村   富紀 薬学部副学部長 高山　茂 図書館副館長
伊坂　忠夫 スポーツ健康科学部副学部長 岡本　直輝 学長補佐、BKC地域連携室長
永井　清 教学部長 深川　良一 総合科学技術研究機構長
牧川　方昭 研究部長 神子　直之 国際部副部長
深川　良一 総合科学技術研究機構長 大島　英穂 国際部事務部長
山本　忠 学生部長 志方　弘樹 財務部長
言美　伊知朗 入学センター部長 木田　成也 総合企画部長
伊津野　和行 キャリアセンター副部長 菊池　ゆかり 教学部次長
神子　直之 国際部副部長 淺野　昭人 学生部次長
大川　隆夫 教学部副部長 近清　雅彦 BKC事務局長
萩原　啓 教学部副部長 事務局長 大川　隆夫 教学部副部長
及川　清昭 キャンパス計画室長 副事務局長 森山　哲朗 財務部次長
武田　史朗 キャンパス計画室副室長 事務局 井上　拓也 BKC学生オフィス課長
岡本　直輝 学長補佐、BKC地域連携室長 大木　一生 BKC学生オフィス
志方　弘樹 財務部長 布施　亮介 スポーツ強化オフィス課長
大島　英穂 国際部事務部長 米川　義人 管財課長
木田　成也 総合企画部長 安原　壮一 管財課長補佐
近清　雅彦 BKC事務局長 平野　彰一 BKCリサーチオフィス課長
菊池　ゆかり 教学部次長 藤田　直孝 大学院課長
淺野　昭人 学生部次長 古橋　由一郎 BKC地域連携課長
森山　哲朗 財務部次長 河内　一泰 安全管理課長

事務局長 八重樫　文 総合企画室副室長 高取　彰 安全管理課長
事務局 河内　一泰 安全管理課長 豊桑　清香 BKC教学課長補佐

高取　彰 安全管理課長 五坪　智彰　 総合企画課長
柴田　直人 情報システム部次長 大藪　康成 総合企画課長補佐
宮下　明大 入学センター次長 森本 康太郎 総合企画課長補佐
古橋　由一郎 BKC地域連携課長 堀　麻里子 総合企画課
馬渡　明 BKCキャリアオフィス課長
井上　拓也 BKC学生オフィス課長
布施　亮介 スポーツ強化オフィス課長
平野　彰一 BKCリサーチオフィス課長
藤田　直孝 大学院課長
豊桑　清香 BKC教学課長補佐
米川　義人 管財課長
五坪　智彰 総合企画課長
大藪　康成 総合企画課長補佐
森本 康太郎 総合企画課長補佐
堀　麻里子 総合企画課

2015 年度の検討組織名簿

※上記の構成は 2015 年度 8月時点の体制を示しており、構成員・役職は全て当時のものである。
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※上記の構成は 2015 年度 8月時点の体制を示しており、構成員・役職は全て当時のものである。

※キャンパス計画室は建築、都市計画およびランドスケープデザインを専門とする教員 2名と、担当職員 2名を実働の中心として総合企画部、財務部、その他学内関係各

部署を横断した体制でキャンパス計画の策定のみならず、関連する各種議論を推進・支援する活動を行っています。（2012 年 11 月 1 日設置）

2015 年度の検討組織名簿

※上記の構成は 2015年度 10月時点の体制を示しており、構成員・役職は全て当時のものである。
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編集後記と謝辞

立命館大学では 2011 年に、大阪いばらきキャンパス（OIC）の基本構想を取りまとめ、同時に既存２

キャンパスにおける再整備計画を始動しました。各キャンパスにおける教学改革の検討と合わせ、それ

らを実現するための中長期的なキャンパス将来像についての検討が求められ、2012 年 11 月に、キャン

パスマスタープランの策定や各種施設整備計画のデザイン監修などを専門的に担うことを目指し、「キャ

ンパス計画室」が設置されました。その後、キャンパスマスタープラン策定に向け全学的な検討体制を

整え、2013 年に京都キャンパスでは「2020 年までの京都キャンパスプラン策定部会」、また、びわこ・

くさつキャンパス（BKC）では「2015 年度以降の BKC キャンパス整備計画検討部会」を立上げ、キャン

パスマスタープランの策定に向けた本格的な検討や議論を開始し、キャンパス創造を推進してきました。

今次の「キャンパスマスタープラン 2015 Ver.1」においては、検討の前提となる様々な計画条件や

現状データ等を整理するとともに、中長期的な視点を踏まえながら各キャンパスの特性に応じた課題解

決に向けた方策と将来の空間像を示しています。キャンパスマスタープランは、元来、アカデミックプ

ランの変化に柔軟に対応して更新していくべきものであり、今後も継続して検討を積み重ねていく必要

があります。

また、キャンパスマスタープランの実現に際しては、個別具体的なアクションプランが目標としてい

るキャンパス像に沿ったものであるかについて、整備実施の優先順位や緊急性，財源の確保なども踏ま

えながら実効性を的確に評価する必要があり、そのためには、継続的な計画検討体制の強化も重要な課

題となります。

「キャンパスマスタープラン 2015 Ver.1」の策定に際しては、各学部、研究科・機構をはじめ、将来

構想検討委員会や部会、作業グループ、ワークショップ、懇談会、ヒアリング等などを通じ、多くの教

職員、学生の参画を得ながらご協力を頂きました。また、他大学の先駆的なキャンパスマスタープラン

の策定事例を参考とさせて頂き、実際に視察やヒアリング等において貴重なご助言を賜りました。ここ

に、ご協力を頂きましたすべての皆様方に深く感謝申し上げます。

立命館のより良いキャンパス空間・環境の創造に向けて、今後とも多くの課題について継続的に検討

を重ね、現状に立ち止まることなく、従来の枠組みや手法を越えて、様々な可能性について発想し提案

を重ねていきたいと考えています。そのためには、より多くの皆さんの参画・協働と議論が肝要となり

ます。高邁な理想の実現に向けてこれからも積極的な取組みを継続して進めていくことが大切になると

考えています。

2016 年 1 月

キャンパス計画室長

及川清昭

キャンパスマスタープラン 2015 の策定を終えて
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〒604-8520  京都市中京区西ノ京朱雀町1

URL  http://www.r itsumei . jp 

■ JR・地下鉄東西線 二条駅　徒歩約2分
■ 京都市バス・JRバス「千本三条・朱雀立命館前」　下車すぐ
■ 阪急電鉄 大宮駅　徒歩約10分 

立命館大学 朱雀キャンパス

〒525-8577  滋賀県草津市野路東1-1-1
TEL.077-561-2617
URL http://www.r itsumei . jp

■ JR 南草津駅　近江鉄道バス「立命館大学行き」または「立命館大学経由飛島グリーンヒル行き」
 にて約15分、「立命館大学」下車　 

 

立命館大学 びわこ・くさつキャンパス（BKC）

〒567-8570  大阪府茨木市岩倉町2-150
URL http://www.r itsumei . jp

■ JR 茨木駅　徒歩約5分
■ 阪急電鉄 南茨木駅・大阪モノレール 南茨木駅　徒歩約10分

■ 大阪モノレール 宇野辺駅　徒歩約7分 

立命館大学 大阪いばらきキャンパス

〒874-8577  大分県別府市十文字原1-1
TEL.0977-78-1111
URL http://www.apu.ac. jp/

■ JR 亀川駅　大分交通バス、約13分「立命館アジア太平洋大学（終点）」下車 
■ JR 別府駅　大分交通バス、亀の井バス、約35分「立命館アジア太平洋大学（終点）」下車 
■ 大分空港 空港リムジンバス「エアライナー」、約30分、亀川にて乗り継ぎ、反対車線の
 大分交通バス停、古市約13分「立命館アジア太平洋大学（終点）」下車 

立 命 館 アジ ア 太平 洋 大 学（A P U）

〒611-0031  宇治市広野町八軒屋谷33-1
TEL.0774-41-3000
URL http://www.r itsumei .ac. jp/ujc/

■ 近鉄 大久保駅　バス約10分 
■ JR奈良線 新田駅　徒歩約20分 
■ JR奈良線 宇治駅　バス約15分 
■ 京阪電鉄 宇治駅　 バス約20分 

立 命 館 宇 治 中 学 校　立 命 館 宇 治 高 等 学 校

〒603-8141  京都市北区小山西上総町22
TEL.075-496-7777
URL ht tp://www.ritsumei.ac.jp/primary/

■ 地下鉄烏丸線 北大路駅　徒歩約3分 
■ 京阪電鉄 出町柳駅　市バス、約13分「北大路バスターミナル」下車、徒歩約3分 

立 命 館 小 学 校

〒524-8577  滋賀県守山市三宅町250番地
TEL.077-582-8000
URL http://www.r itsumei .ac. jp/mrc/

■ JR 守山駅　近江鉄道バス約8分 

立 命 館 守 山 中 学 校　立 命 館 守 山 高 等 学 校

〒069-0832  北海道江別市西野幌640-1
TEL.011-381-8888
URL http://www.spc.r i tsumei .ac. jp/

■ JR・地下鉄 新さっぽろ駅　通学バス約15分 

立 命 館 慶 祥 中 学 校　立 命 館 慶 祥 高 等 学 校

〒603-8577  京都市北区等持院北町56-1
TEL.075-465-8149
URL http://www.r itsumei . jp

■ JR・近鉄 京都駅　市バス・JRバス、約35分「立命館大学前」下車すぐ、「衣笠校前」下車、徒歩約10分
■ JR 円町駅　市バス、約10分「立命館大学前」下車すぐ、「衣笠校前」下車、徒歩約10分 
■ 阪急電鉄 西院駅　市バス、約20分「立命館大学前」下車すぐ、「衣笠校前」下車、徒歩約10分 
■ 京福電鉄 西院駅　「帷子ノ辻」乗り換え約25分、「龍安寺」から徒歩約6分  

立命館大学 衣笠キャンパス

所在地・交通案内

立命館大学
衣笠キャンパス

立命館大学 
大阪いばらきキャンパス
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立命館大学BKC
（びわこ・くさつ
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〒617-8577  京都府長岡京市調子1-1-1
TEL.075-323-7111
URL http://www.r itsumei .ac. jp/fkc/

■ JR京都線 長岡京駅　徒歩約15分 
■ 阪急電鉄 西山天王山駅　徒歩約6分 

立 命 館 中 学 校　立 命 館 高 等 学 校 
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