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世界で最も暮らしやすい都市
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メルボルン

■世界で最も住みやすい都市ランキング2015
（Global Liveability Ranking and Report）
・英・エコノミスト誌の調査機関エコノミスト・インテリジェント・ユニット（EIU）

が実施。
・世界140か国を対象。
・スコアは「安全性」「医療」「文化・環境」「教育」「インフラ」の5項目を使用。



メルボルン

■世界で最も住みやすい都市ランキング2015
（Global Liveability Ranking and Report）」
・メルボルンが総合97.5ポイントを獲得して5年連続で1位。
・メルボルンは、医療、文化・環境、教育、インフラの4分野で満点（100

ポイント）を取得。
・シドニーが7位で、トップ10にオーストラリアの都市が4都市ランクイン。
・日本は大阪が13位、東京が19位。



この都市の魅力とは？
⇒公共空間の工夫
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メルボルン

■公共空間の工夫
・1980年代のメルボルンは急速な都市開発により、中心部では車の渋滞

が、郊外では急速な荒廃が社会問題化。
・1993年にデンマークの都市デザイナーJan Gehl（ヤン・ゲール）に依頼し、

「パリのような大通りがあり外食したくなるような街、ローマのような公共
の広場がある街」をテーマに、新たなメルボルンの都市計画をスタート。

ヤン・ゲールの思想

・自動車を中心とするのではなく、歩行者を中心としたまちづくり。

・人のための、公共空間を利用したまちづくり。



メルボルン

■公共空間の工夫
・1994年、ヤン・ゲールはメルボルンの中心市街地でパブリックスペース・

パブリックライフスタディ（公共空間・都市生活調査）を実施。
・対象地区は商業、業務地区であり、住民はほとんどいなかった。
・この調査結果への対策として以下を実施。

・広い公共広場の整備
・歩行者専用空間の整備
・公共交通機関の整備

・その結果、2004年には多くの人が公共空間に滞留し、また多くの人が
中心市街地に移り住んだ。

・そして、通り抜けるまちではなく、昼も夜も住み、訪れ、滞留するまち
になった。

※パブリックスペース・パブリックライフスタディ
⇒何人が歩いていて、何人が滞留しているか？

誰がその場所を使っているか？
人々がどこを動き、どこに滞留するか？
そこで何が起きているのか？
どれだけの時間滞留したか？等を現地にて調査・観察すること。



メルボルン

■Places for People 2004 
・新たな都市計画がスタートしてから10年経過した2004年にその成果

を「Places for People 2004 」というレポートにまとめた。
・結果、人口増加（1,008人から9,375人）、オープンカフェの増加

（95店から356店、1,949席から5,380席）、パブリックスペースが71％
増加、夜間歩行者通行量98％増加。

1992年 住宅736世帯、オープンカフェ95 2002年 住宅6,958世帯、オープンカフェ356



現地視察
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メルボルン

■広い公共広場の整備
・Federation Square。
・2002年にダウンタウン地区の象徴として整備。
・広場は無料wi-fiが利用可能で、階段やカフェに多くの人々が滞留

していた。



メルボルン

■広い公共公園の整備
・BATMAN PARK。
・広い芝生と電気式の無料BBQコンロが整備。



メルボルン

■広い水辺空間の整備
・カナリーワーフとサウスワーフの水辺空間の整備。



メルボルン

■歩行者専用空間の整備
・オープンカフェとしての利用を促進。

利用されていない通り



メルボルン

■歩行者専用空間の整備
・オープンカフェとしての利用を促進。

オープンカフェとして利用され賑わう通り



メルボルン

■歩行者専用空間の整備
・オープンカフェとしての利用を促進。

オープンカフェとして利用され賑わう通り



メルボルン

■歩行者専用空間の整備
・歩道を広げ、その空いたスペースに街路樹、花壇、ベンチを設置。
・ストリートミュージシャンの演奏もある。



メルボルン

■歩行者専用空間の整備
・アーケード。



メルボルン

■公共交通機関の整備
・中心部には車の通行が制限され、路面電車と歩行者のトランジットモール

を導入。

※トランジットモール⇒自動車の利用を制限し、路面電車等の公共交通
機関が優先的に通行できる歩行者共存道路。



メルボルン

■公共交通機関の整備
・レンタサイクル。



メルボルン

■公共図書館の整備
・ビクトリア州立図書館。
・図書館正面の芝生は人々の憩いの空間になっていた。



メルボルン

■公共図書館の整備
・歴史ある大規模図書館。
・貸し出しができないので、多くの人々が静かに閲覧していた。
・ギャラリーもあった。



メルボルン

■公共図書館の整備
・CITY LIBRARY。
・街中のビル内にある小さな図書館。
・入るとカフェがあり、自由に弾けるピアノの音が聞こえてくる。



メルボルン

■公共図書館の整備
・CITY LIBRARY。
・貸し出しができ、学生が多い印象。
・本を読んだり、無料wi-fiを利用したりと各々が時間を過ごしていた。



メルボルン

■図書館の整備
・Library at The Dock。
・本だけでなく、チェス、音楽を聴く椅子等、リラックスできるスペースが

ある。



メルボルン

■その他
・MELBOURNE VISITOR CENTRE。
・Federation Squareにあり、メルボルン観光のスタート地点となっている。



メルボルン

■その他
・MELBOURNE VISITOR CENTRE。
・単なる観光マップだけでなく、ARTS&CUTLURE、DINING、BARといった

カテゴリーに分けてマップが整備されている。
・また、観光ガイドのボランティアもいた。



シドニー
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シドニー

■公共空間の工夫
・2007年、シドニーの中心市街地2.2k㎡でパブリックスペース・パブリック

ライフスタディを実施。
・この調査の結果、一体的な歩行者ネットワーク形成が急務であることが

明らかになり、その対策として以下を決定。
・市の背骨としてメインストリートを明確に位置づける
・メインストリート沿いに3つの広場を選択し、市のアイデンティティを強化

・2013年、ジョージストリートは自動車、バスを通行止めにし、新しく路面電車
を整備し、歩行者道路とすることが決定。



現地視察
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シドニー

■歩行者ネットワークの形成
・ジョージストリート。路面電車の工事が行われており、交通規制中。



シドニー

■歩行者ネットワークの形成
・ジョージストリート。
・路面電車は2019年初めに開通予定。



シドニー

■歩行者ネットワークの形成
・ジョージストリート。
・通りに面した建物には多くの店舗や広場があり、歩行者が立ち寄れる

空間づくりがなされていた。



シドニー

■広い公共広場の整備
・マーティンプレイス。
・ジョージストリートに面した広場。
・キオスク、花屋がオープンしていた。



シドニー

■歩行者専用空間の整備
・歩道を広げ、その空いたスペースに街路樹、花壇、ベンチを設置。
・ストリートミュージシャンの演奏もある。



シドニー

■広い水辺空間の整備
・ダーリングハーバー。



シドニー

■広い水辺空間の整備
・ダーリングハーバー。



シドニー

■広い水辺空間の整備
・オペラハウス周辺。



シドニー

■公共図書館の整備
・CUSTOMS HOUSE。



シドニー

■マーケットの開催
・THE ROCKS MARKETS。



都市の魅力に欠かせない
公共空間の工夫
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公共空間の工夫

■ヤン・ゲールの思想
・都市は、ただ場所（ハード）をつくるのではなく、公共空間に歩いて楽しく、

人が集う場所をつくることが必要。
・人々が生き生きとし、心地よい居場所としての公共空間をつくることで、

人々のアクティビティ（賑わい、触れ合い）が生まれる。
・具体的には、ストリートや広場、それらを含んだアイレベルでの景観や

まちなみ。
・これがパブリックライフ（都市生活）のクオリティを上げることにつながる。

そして、さらに都市のクオリティを上げ、都市の魅力につながる。
・したがって、 「人々のための場所、人間中心のまちづくり」という考えに

もとづく公共空間のつくり方が重要。



公共空間の工夫

■東京都心にも人々のアクティビティが必要
・東京都心は東京オリンピックに向けて多くの再開発が計画されており、

多くの超高層ビルが整備される予定。
・超高層ビルのビルスペックはほぼ同じであり、差別化はできない。
・差別化は、ビルではなくエリアの競争力。
・そして、エリアの競争力をつけるには、エリアとしてのつながり（ネット

ワーク）が必要。
・このネットワークこそ、公共空間の工夫によって生み出せるのではないか。

■エリアとしてのネットワーク
・仕事は超高層ビルで行われるが、人が出会う仕組みは低層部で行われる。
・超高層ビルが低層部でネットワークすることで、エリアとなる。
・つまり、「低層部でのネットワーク」と「人が出会える仕組み」が重要。
・低層部の公共空間の工夫によりこれを実現できるのではないか。

■具体的な工夫
・広場でのイベント
・歩行者専用道路
・シェアサイクル
・低層部のオープンカフェ等、これらをネットワークさせることが重要。



公共空間の工夫

■まとめ
・メルボルン、シドニーの魅力は、歴史的な建造物や文化もあるが、

公共空間の工夫による人々のアクティビティの創出に成功している点
だった。

・具体的には、広場、歩行者専用道路、シェアサイクル、低層部のオープン
カフェ等。

・これらが都市生活、そして都市のクオリティを上げている。
・そしてこのことが、両都市が暮らしやすい都市であり、観光客にとって魅力

ある都市と映る秘訣だと感じた。

・現在、多くの外国人観光客が来日しており、東京オリンピックに向けて
さらに増加していくだろう。

・観光客は、東京のビル群だけでなく、文化、季節、まちの成り立ちを感じ、
人々との触れ合い（アクティビティ）を求めてやってくるのではないか。

・今後は、公共空間の工夫をすることで、人間中心のまちづくりを意識して
いくべきだと感じた。



出典

■The Economist The world’s most “liveable” cities
（2016年9月22日閲覧）

http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2015/08/daily-chart-5

■パブリックライフ学入門 ヤン・ゲール、ビアギッテ・スヴィア
（2016年7月20日）

■greenz.jp
公共空間の使い方が鍵だった！英「エコノミスト」誌に3年連続”
最も暮らしやすい都市”に選ばれたメルボルンの魅力とは？ [Livable City
Guide（2016年9月22日閲覧）

http://greenz.jp/2013/11/12/melbourne/

■TRANSPORT SYDNEY 
Light rail and 2nd Harbour Crossing get the go ahead
（2016年9月22日閲覧）

https://transportsydney.wordpress.com/2012/12/13/light-rail-and-2nd-
harbour-crossing-get-the-go-ahead/

http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2015/08/daily-chart-5
http://greenz.jp/2013/11/12/melbourne/
https://transportsydney.wordpress.com/2012/12/13/light-rail-and-2nd-harbour-crossing-get-the-go-ahead/


出典

■PARKING & TRAFFIC 
http://www.parkingconsultants.com/sydneys-george-street-what-does-it-
look-like-with-light-rail/
（2016年9月22日閲覧）

http://www.parkingconsultants.com/sydneys-george-street-what-does-it-look-like-with-light-rail/

