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世界で最も住みやすい都市
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世界で最も住みやすい都市ランキング2018

■世界で最も住みやすい都市ランキング2018
（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都市を対象。
・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。



世界で最も住みやすい都市ランキング2018

■世界で最も住みやすい都市ランキング2018
（Global Liveability Ranking and Report）」
・ウィーンが総合99.1ポイントを獲得して1位。（前年2位）
・ウィーンは、 「安全性」「医療」「教育」「インフラ」の4分野で満点
（100ポイント）を取得。
・西欧における過激派攻撃の脅威低下と、低い犯罪発生率が貢献。
・メルボルンが2位（前年まで7年連続1位）、大阪が3位。東京は7位。



この都市の魅力とは？
（現地視察）
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ウィーンの魅力

■ウィーンの魅力

・ウィーン歴史地区

・音楽（ウィーン国立歌劇場、作曲家）

・食（カフェ、ホイリゲ）

・アート（ベルベデーレ宮殿、ウォールアート）

・マーケット（ナッシュマクルト市場、蚤の市）

・公園・庭園（シェーンブルン宮殿庭園、 STAD PARK）

・歩行者専用道路
（オープンカフェ、道路内店舗、ベンチ、噴水・記念塔）

・ウィーン大学（様々な勉強の場、開かれた大学内の様々な施設）



ウィーン歴史地区

■ウィーン歴史地区
・街全体が世界遺産として指定、数多くの歴史的建造物が残る都市。
・シュテファン寺院、ウィーン国立歌劇場、ウィーン市庁舎、美術史美術館他。



音楽

■ウィーン国立歌劇場
・1869年に完成した歴史的建造物。
・ガイドツアーがあり、客席、ホワイエが見学できる。



音楽

■作曲家
・ハイドン、ベートーベン等多くの作曲家が活躍し、音楽の都と呼ばれる
芸術文化都市。
・ハイドンの生家、ベートーベンハウス等、作曲家の足跡をたどる施設がある。



食

■カフェ
・カフェやレストランが多く、おいしいものを食べながら話す文化が
根付いている。



食

■カフェ
・シュニッツェル、ホワイトアスパラ等、食べ物がおいしい。



食

■ホイリゲ
・新種ワインを提供するワイン居酒屋。
・ワインは1ℓ単位でデキャンタで提供。
・ワインの木に囲まれた気軽でオープンな店。
・営業は店先の杉の木が目印。



アート

■ベルベデーレ宮殿
・クリムト、シーレ等所蔵。



アート

■ウォールアート
・河岸のアート？、落書き？



マーケット

■ナッシュマクルト市場
・魚、肉、野菜、パン等様々なものが朝早くから売られ、レストランもある。



マーケット

■ナッシュマクルト蚤の市
・毎週土曜に開催される蚤の市。絵、食器、大工道具他が売られ、多くの人
でにぎわっていた。



公園・庭園

■シェーンブルン宮殿庭園

・植物園、日本庭園、噴水等があり、広大な庭園だが、しっかりと手入れ

されている。



公園・庭園

■STAD PARK

・東にある大きな市民公園。

・花時計やシュトラウス像があり、憩いの場となっている。



歩行者専用道路

■オープンカフェ
・歩道の大部分を占めるほど大きなオープンカフェ。
・多くの人がゆったりとした時間を過ごしていた。



歩行者専用道路

■道路内店舗
・コーヒー、野菜、アイスクリーム等、歩行者に必要な様々な商品が

売られている。



歩行者専用道路

■ベンチ
・様々な形のベンチがいたるところに設置され、人々が
ただずんでいた。



歩行者専用道路

■噴水・記念塔（シンボル）
・噴水や記念塔といったシンボルには人は集まる。



ウィーン大学

■ウィーン大学



ウィーン大学

■様々な勉強の場（環境）
・教室だけではなく、図書室、カフェ、広場、通路にあるテーブルベンチ、
地面に座り込む等、様々な場所で勉強をしていた。



ウィーン大学

■開かれた大学内の様々な施設
・校舎だけではなく、スーパー、児童公園、ビーチ、レストランが敷地内に
あり、一般の人が多く利用している。



ウィーンの魅力

■ウィーンの魅力
・ウィーン歴史地区
・音楽（ウィーン国立歌劇場、作曲家）
・食（カフェ、ホイリゲ）
・アート（ベルベデーレ宮殿、ウォールアート）
・マーケット（ナッシュマクルト市場、蚤の市）
・公園・庭園（シェーンブルン宮殿庭園、 STAD PARK）
・歩行者専用道路

（オープンカフェ、道路内店舗、ベンチ、噴水・記念塔）
・ウィーン大学（様々な勉強の場、開かれた大学内の様々な施設）

従来からある歴史地区、音楽、食、アート、マーケット、公園が、人が出会い、集
まり、コミュニケーションが取れる場、きっかけになっている。
また、歩行者専用道路のオープンカフェやベンチ、ウィーン大学の多様な勉強の
場やオープンな施設も同様の場になっている。
これだけ多くの場やきっかけがあることが、ウィーンの魅力ではないだろうか。



でもこれだけではないのでは？
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ウィーンの更なる魅力

■スマートシティプロジェクト
・ウィーンの魅力である「人が出会い、集まり、コミュニケーションが取れる
場やきっかけ」を維持し活性化するため、ウィーン市はスマートシティ
プロジェクトを実行している。

・具体的には交通政策（モビリティ）と都市政策（歴史地区を保存するための
新都心整備）である。

・交通政策（モビリティ）
・トラム
・バス
・CITY BIKE
・電動スケーター
・Uber
・充電ステーション

・都市政策（新都心整備）
・Aspern
・ドナウシティ
・ウィーン経済経営大学



スマートシティプロジェクト
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スマートシティ

■スマートシティ
・歴史と芸術の街であるウィーンを、環境負荷が少なくサステナブル

なスマートシティに変えようというプロジェクト。
・歴史的建造物と街をスマート化し、より魅力的にすることで、
観光産業をさらに活性化しようという狙い。

・ウィーン市は2011年、スマートシティのフレームワークと2050年
までの目標を策定。



スマートシティ

■フレームワーク
・このフレームワークは、リソース、イノベーション、QOL
（Quality of Life：生活の質）の3本柱からなる。

・リソースはエネルギー、モビリティ、インフラストラクチャー、
ビルディングの4要素、イノベーションが教育、経済、研究・技術
の3要素、QOLが環境、健康、社会参加の3要素からなる。

・ウィーンでは、3本柱のうち、観光客や市民のQOL向上に最も力を
入れている。



交通政策（モビリティ）
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モビリティ

■トラム

・トラムの省エネ化。2014年5月、オペラ座、Lainz間を結ぶ路線

に新型路面電車を導入して技術検証を実施。



モビリティ

■バス

・バスの電動化。低炭素化を図ると共に、歴史的な街並みと

調和のとれた色調やデザインを導入。

・2連結のバスもある。



モビリティ

■CITY BIKE

・自転車シェアリングシステムであるCITY BIKEの導入。

・自転車専用道路が整備されている。



モビリティ

■電動スケーター

・電動スケーターシェアリングシステムの導入。

・スマートフォンのアプリでキックスケーターを見つけて解錠し、

短距離を移動。必要がなくなった時点でキックスケーターを

その場に置いてそのまま立ち去る。



モビリティ

■ Uber 
・ライドシェアリングシステム。



モビリティ

■充電ステーション

・タクシー、自家用車向け充電ステーションの設置。

また、最寄駅に充電ステーションを設け、電気自動車によるパーク

アンドライドを可能にする環境づくりを推進。



都市政策（新都心整備）
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Aspern

■Aspern（概要）

・CO2排出量を削減するには、モビリティのほかに住宅・オフィス

分野の省エネも必要になるが、ウイーン市中心部はは歴史的建造物

が多く、規制によって改修や建替えが難しい。

・そこで、近郊のドナウシュタット区Aspernで低炭素型の新都市プロ

ジェクトを推進。

Aspernはウイーン市街地から地下鉄で27分とアクセスに優れた立地。

240haに2028年までに8500世帯の住宅を建設し20,000人が住む計画。



Aspern

■Aspern（概要）

・住宅に加え、オフィス、商業施設、研究開発機関、教育機関を誘致

することで人口と同じ20,000人の雇用を生み出す目標。

・2015年には4,000m2のショッピング街が完成、2016年には2,600戸の

住宅とオフィスビルが完成。

・職住近接の都市とし、さらに緑地を多く設けることで、住民のQOL

を上げている。



Aspern

■Aspern（ドナウシュタット区ヒアリング：開発経緯と現在の状況）
・ウィーン市中心部の開発は歴史地区のため基本的に難しい。
・開発が可能な場所は市の周囲なのでAspernでの開発となった。
・Aspernはウィーン市所有の飛行場だった。
・ウィーン市は計画を策定し、インフラを整備し、土地を売却。
・銀行、保険会社等の3社が開発プロジェクトを推進。
・20,000人の住民と20,000人の雇用を計画。



Aspern

■Aspern（ドナウシュタット区ヒアリング：開発経緯と現在の状況）
・現在は第一段階。4年で7,000人が住み、500人の子供が誕生。
・想定以上に若いファミリー層が多く、幼稚園、小学校の建設を
していかなければならない。

・企業の誘致は思うようにできていない。
・地下鉄は延伸させたのでアクセスはよいが、車のアクセスが
よくない。

・高速道路につながるシティロードを4～5年で完成させる予定。
・区の人口192,000人の1/10を占める地域になる。



Aspern

■Aspern（現地視察）
・ウィーン市街地からの地下鉄アクセスはよい。
・駅前に大きな公園があり、湖、遊具、ベンチ、スケートボード
パークが整備されている。



Aspern

■Aspern（現地視察）
・かなりの住宅がすでにありさらに駅周辺に建設中。
・住宅は同じデザインではなく、バルコニーが突き出ている特徴的
なものもある。

・住宅は多いが店舗がほとんどない。今後の進捗を確認していきたい。



Aspern

■Aspern（現地視察）
・aspern mobil LABは、住民、研究者、市、企業が共同で持続可
能な都市モビリティの発展に貢献できるよう研究するスペース。

・目的は、新しいモビリティとイノベーション文化を確立し、
サポートすること。



ウィーン経済経営大学

■ウィーン経済経営大学
・ウィーン経済経営大学の新キャンパス（2013年完成）

・ウィーン中心部からほど近いドナウ運河とドナウ川に挟まれたプラターの森

に隣接。
・ザハハディドを含め多くの建築家によって大学全体がつくられている。



ウィーン経済経営大学

■ザハ・ハディド

・ザハ・ハディドは図書館と学習センターを担当。



ウィーン経済経営大学

■CRABスタジオ、エストゥディオ・カルメ・ピノス

・D3棟、D棟



ウィーン経済経営大学

■キャンパス内の環境

・ベンチ、オブジェ、カフェが点在していた。



出典

■The Global Liveability Index 2018 
https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-
438/images/The_Global_Liveability_Index_2018.pdf

■第7回 オーストリア・ウイーン市――歴史的建造物と街のスマート化を調和、
観光産業のさらなる発展図る
https://project.nikkeibp.co.jp/atclppp/PPP/080200047/020500009/

■aspern mobil LAB
https://www.deutscher-
verband.org/fileadmin/user_upload/documents/Netzwerke/URBAN/Netzwer
ktagungen/69._UNT_Wien/3._Martin_Berger_klein.pdf

https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/The_Global_Liveability_Index_2018.pdf
https://project.nikkeibp.co.jp/atclppp/PPP/080200047/020500009/
https://www.deutscher-verband.org/fileadmin/user_upload/documents/Netzwerke/URBAN/Netzwerktagungen/69._UNT_Wien/3._Martin_Berger_klein.pdf

