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I　はじめに

　茨城県つくば市は，東京の北東50～60kmに位

置しており，北東に筑波山，西縁に小貝」l1低地，

東縁に桜川低地がある以外，大部分は筑波台地と

なっている。筑波研究学園都市は，この筑波台地

上にある。

　筑波台地の地形は一見平坦にみえるが，数mの

起伏が樹枝状に発達している。関東ローム層の下

位にある河成堆積物が，この起伏に反映しており，

微高地では砂層，その間の低所では泥層となって

いる王）。この泥層中には，植物の成長に悪影響を

及ぼす有機物が含まれているため，台地上の低所

では著しく地力が低い。このような場所は耕作地

としては利用されず，平地林が広い範囲にわたっ

て分布していた。第二次世界大戦後に行われた開

墾も一部にかぎられ，平地林の卓越する景観は維

持されてきた。この平地林は，かつて肥料源，燃

料源として大きな経済的意義をもっていた。しか、

し，1950年代後半からの肥料・新しい燃料源の普

及によって，経済的意義の大部分が失われていっ

た。そして1963年に筑波研究学園都市の建設が決

定され，広大な平地林が建設用地として買収され

た。研究学園都市の用地の55．9％は，かつての山

林であり，また，その分布は平地林の分布と対応

して分散している。

　以上のような地域的条件をもつ研究学園都市に

おいて，いかなる土地利用がなされているか明ら

かにすることが，本研究の目的である。土地利用

調査は1990年5月に行われた。なお，この地域に

おける学園都市建設前（1970年）および学園都市

建設着工直後（1975年）の土地利用は，山本ほ

か2）および高橋ほか3）の研究によって明らかにさ

れており，1990年の土地利用との比較が可能であ

る。したがって，研究学園都市建設時から1990年

までの土地利用の変化についても検討を行う。

皿　筑波研究学園都市の歴史と概観

　筑波研究学園都市は，東京の研究教育機関等を

集団移転させることにより，首都圏の過密緩和を

図るとともに，移転先に研究教育活動にふさわし

い環境整備を形成することを目的として建設され

た4）。研究学園都市の候補地には富士山麓，赤城，

那須，筑波の4カ所が挙げられていたが，ユ963年

9月の閣議において筑波が選ばれ，建設が開始さ

れた。候補地決定まで，地元町村および県は積極

的に誘致活動を展開したが，既存集落や優良農地

を含む約4，000haの全面買収という当初の計画案

の発表後，地元の反対活動が表面化した。その後，

県の仲介により計画区域の縮小，事業方法の見直

し等が行われ，6町何5）の境界部分にまたがる平

地林を中心に，全面買収6）と区画整理の2本立て

で事業が行われた。その際，用地の取得は日本住

宅公団7）が担当することになった。建設区域は6

町村の全域と定められ，そのうち研究教育機関お

よび住宅，公共公益施設等を整備する区域を「研

究学園地区」，それ以外の区域を「周辺開発地区」

とした8）。研究学園地区の主要部は旧谷田部町と

桜村の境界部に沿うように，他の部分は旧大穂町，

豊里町，茎崎町内に分散して計画された。その面
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積は約2，700haであり，南北約ユ8k㎜，’東西約6

kmの細長い形をしている。研究学園地区の用地

買収と造成は／966年に始まり，1973年に約

1，800haの買収を完了した。

　1970年代になってようやく研究教育機関の建設

が開始され，それに伴って公務員住宅が供給され

るようになった。研究機関の移転についてみると，

1972年の無機材質研究所の移転完了を皮切りに，

1973年には筑波大学が開学するなど，1980年まで

には43の国の研究教育機関が業務を開始した。公

務員住宅は1972年に竹園地区に初めて完成し，

ユ974年には研究学園地区内に小学校や中学校が開

校した。それよりやや遅れて水道，都市ガスの供

給が始まり，消防署や病院，郵便局などが整備さ

れた。また19γ5年から76年にかけて，それぞれの

公務員住宅地区にショッピングセンターが設けら

れた。

　1983年には，研究学園地区の中心部に銀行，各

種商店，ホテル，コンサートホールなどが入居す

るつくばセンタービルが完成した。さらに，1985

年には西武百貨店とジャスコをキーテナントとす

るつくばショッピングセンター「クレオ」と，大

手スーパーのダイエーが相次いで開店し，周辺都

市からも顧客を集めるようになった9）。また，

1980年代後半以降，郊外の主要遺路沿いには，広

い駐車場を備えた大規模店が数多く出店してい

る。

　周辺開発地区では，1980年代に民間の研究所の

進出が活発であった。1982年には最初の民間の研

究団地として旧豊里町内に東光台研究団地が竣工

された。また，1985年の国際科学技術博覧会（つ

くば科学万博）以降，筑波北部工業団地，筑波西

部工業団地，つくばリサーチパーク羽成，つくば

テクノパーク豊里，つくばテクノパーク大穂が相

次いで完成し，数多くの民間企業の研究所が集積

した。現在150社以上が立地を決定し，その半数

以上が操業を開始している。

　以下の章では，この筑波研究学園都市のうち，

花室川を東端，国道408号線（牛久学園線）を西端，

筑波大学を北端，工業技術院を南端とする地域の
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第1図　研究学園都市の区分
A：研究学園地区（中心地区）

B：研究学園地区（公共部門）

C：研究学園地区（民間部門）

D：周辺地区

土地利用を概観する。なお，土地利用図の範囲の

うち，都市計画において市街化区域に属する範囲

を「研究学園地区」，それ以外の範囲を「周辺地区」

とし，さらに研究学園地区の中で商業地区に指定

されている範囲を「中心地区」とする（第1図）。

また，研究学園地区の土地利用は公共部門と民間

部門とに分けて検討する。

皿　研究学園地区の土地利用

　狐一1　公共部門

　研究学園地区には国公立の研究所，公務員住宅，

官公署，学校，公園などの公共施設が計画的に配

置されている。

　研究学園地区の主要な就業の場である研究所

は，研究学園地区の南部と北部に位置している。

学園南大通りの南方には金属材料技術研究所，筑



波宇宙センター，工業技術院，無機材質研究所，

機械技術研究所，気象研究所などの研究所が立地

している。いずれの研究所も広大な敷地を有して

おり，建物の間隔が十分に確保されている（写真

1）。また，それらは学園東大通り，もしくは学

園西大通りに面しており，竹園と並木の公務員住

宅にも近く，交通の便に恵まれている。研究所の

多くは1970年代半ばから80年代初めにかけて移転

もしくは開設されたものである。研究学園地区の

北部には，筑波大学と図書館情報大学の2つの国

立大学，および筑波技術短期大学，東京家政学院

筑波短期大学，県立つくば看護専門学校が立地し

ている。

　公務員住宅として，申心地区の吾妻住宅とそれ

に隣接する竹園住宅，中心部から数km離れた地

域には並木住宅と松代住宅が配置されており，そ

れらの中に現在約7，800戸が完成している。また，

公務員住宅以外にも，一般向け公的住宅として住

宅・都市整備公団賃貸住宅や県営住宅が竹園，松

代，並木の各公務員住宅の隣接地などにあり，こ

れまでに約ユ，000戸が完成している。それぞれの

公務員住宅地区の中央部には，各種商店，銀行，

医療施設などからなる住区ショッピングセンター

が配置されており，地区住民にサービスを提供し

ている。また，それに隣接して幼稚園，小学校，

中学校などからなる文教地区が形成されており，

竹園と並木には県立高校も設置されている。公務

員住宅には10階建て以上の高層住宅も存在する

が，大多数は4階以下の中低層集合住宅である（写

真2）。住宅と住宅の問のスペースは広く，樹木

や芝生の緑がふんだんに取り入れられている。

　公園は，研究学園地区に広く点在している。つ

くば市最大の公園である洞峰公園には，体育館，

室内プール，テニスコート，野球場，サッカー場

などが整備されている。そのほかにも中心地区や

各公務員住宅地区には広い公園があり，またいく

つかのより小規模な児童公園がある。多くの公園

は芝生で覆われており，周囲には既存のアカマツ

林を残していることが多い。公園や公務員宿舎な

どは歩行者専用道路（pedestrian　way）で結ばれ

ている。とくに北大通りに面した松見公園から土

浦野田線沿いの赤塚公園までは，歩行者専用道路

（つくば公園通り）で結ばれており，数百mから

1㎞1間隔で公園が配置されている。

　中心地区は，南北に細長い研究学園地区のほぼ

申央部に位置しており，現在多くの公共サービス

施設が配置されている。中心地区を東西に横切る

土浦学園線と中央通りの間の区域は1区画あたり

の面積が広く，そのほとんどが公共部門によって

利用されている。この地区の申央に位置している

つくばセンタービルは，ショッピングモールやコ

ンサートホール，ホテル，銀行，ケーブルテレビ

局，公民館などが入居している複合ビルであるが，

同時にポストモダン建築の代表的作品としても知

られている。このビルの北には研究学園都市の交

通の中心であるつくば交通ターミナルがあり，東

写真1　工業技術院筑波研究センター（1991

　　　　年ユ2月撮影）

写真2　吾妻地区の公務員住宅（1991年12月

　　　　撮影）
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京一つくば間の高速バスや，市内各方面へのバス

の発着点となっている。つくばセンタービルの東

側には，警察署，NTT，郵便局，筑波合同庁舎

が南北に連続して立地している。また，中央通り

の北側には筑波科学万博を記念してつくばエキス

ポセンターが設けられ，それの南側では図書館と

美術館が建設中である。

　中心地区にあるこれらの公共サービス施設の間

には，駐車場が広大な面積を占めている（写真3）。

駐車場用地の多くは公共施設の建設予定地であ

る。近年は，週末にはつくば市内やその周辺市町

村から多くの買物客が訪れるため10），駐車場不

足が発生している。これを解消するため，つくば

交通ターミナルの西側には約1，000台を収容でき

る立体駐車場が1988年に完成した。

　研究学園地区の研究機関，公務員住宅，中心地

区，周辺部などを結び付けるために，学園東大通

り，学園西大通り，牛久学園線は南北方向に，土

浦学園線，学園北大通り，学園中央通り，学園南

大通り，学園平塚線は東西方向に延びている。ま

た国道6号線，国道125号線，常磐自動車道との

連絡がなされている。これらの道路には広い幅員

と植樹帯が確保されており，歩道，自転車道と完

全に分離されている。とりわけ中心部では歩行者

専用遣路と自動者専用道路が立体交差しており，

歩行者はそれぞれの建物に2階の入口から入る構

造になっている。

　これまで述べてきた公共部門の用地は，平坦な

写真3　申心地区の駐車場（1991年！2月撮影）

洪積台地上に広がっている。ここは，1970年には

アカマツなどの林地や栗園などの樹園地が卓越し

ており，畑地は少なかった。この台地は土壌の生

産性が低く，周辺農村は，主に採草地や燃料の採

取地として平地林を利用していた。したがって研

究学園都市の建設に際しても比較的容易に用地買

収を進めることができた。

　皿一2　民聞部門

　研究学園地区における民間部門の土地利用は，

日本住宅公団による土地区画整理事業の方針を反

映しており，原則的に現地換地により整備された。

その際の減歩率n）は辛均すると約．3割であり，

公団の手がけた他の造成地の減歩率よりもかなり

低く抑えられている12）。このため，どの地区に

おいても区画がかなり広く，一戸建て住宅として

は非常に不都合なものとなった。この広い区画に

は，地権者の整備後の土地に農業を続けたいとい

う意志が反映されているものと考えられる。換地

後の土地売却も盛んに行われたことにより，研究

学園都市の民間住宅地の土地所有圏はかなり広

く，とくに東京在住者による土地購入の割合が高

い13）。しかし一区画が大きいことや，地価が高

騰したことにより一戸建て住宅は少なく，共同住

宅や店舗，貸事務所等のビルが近年増加している。

申心部では，建物の建設されていない土地は駐車

場に利用され，中心部から離れた地域では農業的

土地利用の割合が高い。農業的土地利用としては

省力化作物である芝栽培が顕著であるが，荒地や

不耕作地も頻繁にみられる。

　学園地区において，住宅は，大学に近い天久保

地区，研究学園地区南部の二の宮・千現地区，お

よび松代地区に多くみられる。天久保地区は，筑

波大学に隣接する位置にあり，主に学生のための

アパート建設が比較的早くから行われ，現在ア

パートが集中する地区となっている（写真4）。

二宮・千現では，北で農業的土地利用が広く分布

しており，南にいくほど住宅施設が多くなる。一

般住宅や社員寮の多いのことも特徴である。松代

地区の民有住宅地は，公務員住宅地の東側と北側
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写真4　学生アパートの集中する天久保地区

　　　　（1991年12月撮影）

写真5　つくばセンタービル・クレオ・つく

　　　　ば三井ビル（1991年12月撮影）

に分布しており，麦畑や芝等を中心とした農業的

土地利用が多くみられる田園風景の中に住宅地が

形成されている。

　商業・業務施設は吾妻・竹園・東新井など，中

心地区に多数立地している。申心地区の中央部に

は，つくばセンタービルの他，ショッピングセン

ター「クレオ」が存在し，その南側にはダイエー

がある。公務員住宅に隣接する竹園二丁目には，

日用品・身の回り品を扱う店舗が多く，また東新

井の南側には，近年電化製品を取り扱う大型店が

4店舗立地し，専門化した商業地区を形成してい

る。特定業務施設としては1990年に完成した「つ

くば三井ビル」がある。これは，19階建て（高さ

88m）で，茨城県下で最も高い建築物となってお

り，銀行・証券会社や飲食店，医療施設，研究所

関連の企業が多数入居している（写真5）。中心

部以外では，北大通りと松見公園に面した天久保

1丁目で，国際科学技術博覧会が開催された！985

年頃より飲食店の集積が進み，現在研究学園都市

で最大の歓楽街を形成している（写真6）。また，

洞峰公園北側の道路に沿って多くの喫茶店やレス

トランが並んでいる。

　1970年の土地利用をみると，天久保，東新井で

は，中心地区や公共部門と同様に林地や樹園地が

卓越し，その他の地区では，畑地が多くみられた。

造成は，林地や樹園地の方が早く行われ，天久保，

東新井では，1975年の時点で，すでに造成が完了

していた。それに対し，二宮，千現，松代地区で

写真6　松見公園東側の飲食店街（1991年12

　　　　月撮影）

は，まだ区画整理事業が行われておらず，畑地や

陸田が広がっていた。

v　周辺地区の土地利用

　周辺地区には，農業的な土地利用が卓越し，研

究学園地区とは対照的な景観となっている。住宅

は，ケヤキ㌧シラカシ，タケなどの屋敷森に囲ま

れた農業的家屋が多く，広い敷地には，母屋や隠

居部屋，蔵，納屋などの付属舎，外便所など複数

の建物が配置されている。

　苅間集落の形態は路村，それ以外の集落は不規

則な塊村となっている。苅間では，直線的な道路

の両側に短冊状の地割りがみられる。1つの地割

り内の配列は，道路側から家屋，林地，畑地となっ

ている。また，苅聞のような大きな集落になると，

商店や事務所も集落内にみられる。これに対して，
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を詳細に分析した後，工970年あるいはユ975年の土

地利用との比較を行い，その変化について検討を

行った。その結果は，以下の通りである。

　1）研究学園地区には，研究所，公務員住宅，

官公署，公園などの公共施設が計画的に配置され

ている。申心地区には，各種公共サービス施設と

その利用者のための駐車場が多い。公務員住宅は

中心地区に近い吾妻，竹園などと，郊外の並木，

松代に分散して配置されている。また，公務員の

主要な就業の場である研究機関は，中心地区から

やや離れた南部と北部の郊外に位置している。公

園は研究学園地区内に散在している。それらの多

くは広い面積を有しており，市民の憩いの場を提

供している。これらの土地は，研究学園都市の建

設以前は平地林が卓越しており，集落はほとんど

なかった。

　2）研究学園都市における民有地は，ほとんど

が住宅・都市整備公団による土地区画整理事業に

よって造成された。その際の減歩率は比較的小さ

く，他の都市の区画整理に比べて，1区画が大き

いものになっている。造成後現在に至るまで，建

築物の建設されていない土地が非常に多く，それ

らの土地は，中心部では主に駐車場として利用さ

れ，中心から離れるに従って農業的利用がなされ

ている。住宅についてみると，筑波大学に近い天

久保地区には，アパートが，研究学園地区南部の

二宮・千現地区と松代地区では，一戸建て住宅や

世帯用の共同住宅が非常に多くみられる。商業業

務施設についてみると，中心地区には大規模なも

のを中心に，多数の施設が認められる。また，そ

の他にも，松見公園東側に，飲食店街が形成され

ている。これらの他には，1975年には，ごく一部

が整備されていたにすぎず，大部分は林地あるい

は樹園地であった。

　3）周辺地区では，農業的土地利用，および農

業的景観が卓越している。しかし，周辺地区でも，

幹線道路に沿う部分や研究学園地区に隣接した部

分では，都市的な要素があらわれている。また，

農業的土地利用も，谷底部の水田を除いて，その

内容は大きく変化し，芝，麦類などの省力化作物

が多くなっている。1975年，小野川源流部に広がっ

ていた陸田はカ幅に減少し，麦畑や芝畑に変わっ

た。また，樹園地では，苗木・植木がやや増加し

ているが，栗園や桑園は，やはり芝畑や麦畑に変

わっている。1970年から1975年にかけて，栗，落

花生などの作物が増加し，苗木・植木や芝などの

作物がみられるようになり，農業は省力化される

傾向にあった。1975年以降，省力化がさらに進み，

1990年には，芝，麦などの省力化作物が台地上の

畑地に広がっている。

　以上のように筑波研究学園都市の土地利用は，

わが国の都市の中では特異なものである。なかで

も，中心部に居住地区を，周辺部に就業地区を配

した都市構造は，他に類をみない。このような，

国家的プロジェクトとして計画的に建設された例

は，わが国では希少であり，その土地利用の変遷

について継続的に記録していくことにより，計画

都市への住民の適応過程を解明する有効な手がか

りが得られるものと考える。
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