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In this report, we investigated Basel, and executed two field survey and hearing investigations. We brought the 
current state of public traffic of Basel together and arranged the citizens and cooperation of the administration and 
concrete activation procedure. It has been understood to show the rate that scale of assessments of public 
transportation is very high and resident's satisfaction rating is high in Basel. Moreover, the system that finally decides 
it by referendum (citizens vote)"exists, and all residents are participating in the process of the plan decision about the 
measure.  
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1. はじめに  

モータリゼーションの進展とともに、自動車依存型のライフ

スタイルが定着しつつあり、さまざまな地方都市が都市構造や都

市交通のあり方について転換を図ろうとしている。近年、公共交

通を中心としたまちづくりを積極的にすすめ、中心市街地の再生

を成功させている地方都市が国内外で多々みられるようになっ

てきた。 
本稿では、公共交通を中心としたまちづくりを積極的におこ

なっている海外の都市を事例としてとりあげ、公共交通の現状、

市民と行政、事業者間の連携等を整理し報告する。 
車依存からの脱却、公共交通重視（LRT 化等）によるまちづ

くりに対して、欧米諸都市では1970年代に取り組みを開始し、

これまでの継続的な施策展開のなかで、中心市街地の再生、交通

体系の再編等において各都市それぞれ成果を示しつつある。我が

国諸都市の取り組みにおいて、こうした先進的な取り組みの背景

にある考え方、具体的施策等を直接導入できないにしても、教訓

として学ぶべき点は多々あると思われる。 
こうした認識のもと、著者らが参加している研究会(1)の主催に

より、平成19年1月にグルノーブルやストラスブールの路面電

車の導入に深く関わり交通・都市計画の中心的役割を担ったアラ

ン･メネトー（元･仏ストラスブール都市交通担当責任者）を招聘

し、意見交換会を実施した。特に、その中で「ハード整備をすす

める前に実施すべき施策がたくさんある」等、関連するソフト施

策や合意形成のためのコンサルタシオン（市民、関係者に対する

情報公開と粘り強いコミュニケーション）の重要性について有益

な示唆を得ることが出来た。 
これらの意見交換を踏まえて、地方都市であり、公共交通に

関する住民の満足度の高いといわれているスイスのバーゼルを

調査の対象とした。バーゼルは高頻度で高密度な公共交通ネット

ワークをもち、積極的な公共交通政策をすすめているにもかかわ

らず、報告された文献がまだ少ない。そこで、バーゼルを対象と

し、2回にわたる現地調査およびヒアリング調査から、バーゼル

における公共交通の現況をまとめ、市民と行政間の連携や具体的

な活性化手法等について整理をおこなった。 
バーゼル市の概略を以下にまとめる。調査対象としたバーゼル

は、スイス北西部に位置し、ドイツとフランス、スイスの国境が

接する地点に位置する都市である。スイス連邦はカントンと呼ば

れる26州（うち6準州）で構成され、対象としたバーゼルは、

バーゼル＝シュタット準州の州都となっている。スイスでは国が

政策決定をおこなうことはあまりなく、ローカルレベルでおこな

われることが一般的であり、地方分権型社会が確立している。バ

ーゼルの州面積は小さく37k㎡で、人口は約188,000人の都市で

ある。市街地部の概略をのべると、街の中心をライン川が蛇行し

ながら流れており、大きく北と南に分けられる。南側は、スイス

国鉄やフランス国鉄が入るバーゼル中央駅を中心に旧市街地が

広がり、北側にはドイツ国鉄の駅であるバーゼル・バート駅を基

点として新市街地が広がっている。市街地部については、自動車

の乗り入れが規制されており、人が歩きやすい空間が創出されて

いる。 
 

2. 調査の概要 

バーゼルにおける交通・都市政策について、公共交通の概況や

具体的な施策内容の把握を行うため、2回の現地調査およびヒア

リング調査を行った。まず、第1回現地調査は、2007年8月21
日に実施し、バーゼル市街地部の公共交通の概況等を調査した。

また第2 回現地調査は2008 年8 月10 日～11 日に実施し、バー

ゼル市及び周辺地域の調査を行った。また、併せてバーゼル市役

所・公共交通部門リーダーのAlain Groff 氏へインタビューを実
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施し、市民と行政間の連携方法や具体的な施策や取り組みについ

てヒアリング調査を行った。 
 

3. 第1回現地調査 

第1回現地調査では、主にバーゼルの市街地部の調査を重点的

に行った。ここでは、調査結果を簡単に報告する。 
バーゼル市内（特に市街地部）はトラムとバスが縦横無尽に走

っており、これらの組み合わせで効率的に移動することが可能と

なっている。バーゼルのトラムはバーゼル市交通局(BVB)とBLT
の2つの事業者によって運営されており、相互乗り入れも行われ

ている。BVBに関しては公営であるが、BLT については、スイ

スでは一般的によくみられる運営方式で、バーゼル市に隣接する

市や町、民間の資本によって運営されている株式会社である。

BVBとBLTの乗車券は共通のものとなっており、会社の違いは

トラムの塗装ぐらいで、利用者は違いを気にする必要はほとんど

ない。観光客には提携ホテルでモビリティチケットが配布されて

おり、市街地内であれば2日間、無料で公共交通を利用すること

ができる。これらのチケットの配布についてはバーゼル市交通局

が全額負担をしており、観光促進に役立てている。 
バーゼルは、ヨーロッパの都市の中でもトラムが最も重要な役

割を果たしている都市の 1 つである。バーゼルにおけるトラム

（BVB、BLT）の年間利用者は 1600 万人にものぼり、1 日当た

り約5万人がトラムを利用している。トラムの路線延長は73.8km
で、常に11 路線が市街地と郊外で運行されている（路線図を図

1 に示す）。また、バス路線がトラムのネットワークを補い、さ

らに Regio-S-Bahn と呼ばれる別の鉄道が郊外や隣国までつなが

っている。路線図をみると、都心部はバスよりトラムの路線の密

度が高く、郊外部についてはトラムや Regio-S-Bahn の路線をバ

スが面的にカバーするネットワーク構造となっている。 
運行頻度は、例えばトラム 6 番は平日朝 6 時～19 時は 1 時間

に 8 本～9 本（約 7 分ヘッド）運行、それ以外は 1 時間に 3～4
本（約15分ヘッド）運行している。旧市街地部に関しては、例

えばマルクト広場（Marktplatz）の停留所では、トラムだけで 7
系統が存在するため、運行頻度は著しく、次から次へとトラムが

入ってくる。 
運賃に関しては、表1に示したように、シングルチケットは近

距離では1.9CHFと安く、ゾーン制を基本としたさまざまな形態

のチケットが販売されている。 
車両については、旧型、新型（低床型）が走行しており、低床

型の車両についてはコンビーノが採用されている。コンビーノは

ドイツを中心に多くの車両が納入されており、低床型路面電車と

しては最大の勢力となっている。ラッピング車両以外の車両の基

本カラーは、バーゼル市交通局（BVB）のシンボルカラーであ

るグリーンを採用している。 

表1  シングルチケット（ZONE10, 11）料金 

近距離切符 1.9 (CHF) 1.4 (CHF) 

1 ZONE 3.0 (CHF) 2.0 (CHF) 

2 ZONE 3.8 (CHF) 2.4 (CHF) 

※1)1日券(ﾊﾞｰｾﾞﾙ市内および郊外)：8.0 (CHF) 

※2)TWN全路線(北西ｽｲｽ,単位CHF)：1日=14.0, 2日=20.0,3日=25.0, 

 4日=30.0, 7日=35.0  

※3)1CHF=82円（2010年8月現在） 

 
4. 第2回現地調査およびヒアリング調査 

ここからは、第2回現地調査およびAlain Groff氏に対するイン

タビューより得た調査結果および考察を報告する。 
4-1. 公共交通分担率 

スイスは自動車保有率が高いにもかかわらず、公共交通の利用

者が多い国である 1)。しかし、バーゼルに関しては自動車保有率

が低く、車を保有しない世帯が全世帯の約4割を占めるためスイ

ス全体の公共交通分担率を大きく上回る。バーゼルの全人口のう

図1 バーゼル市交通局路線図 

バス路線 
※薄いライン 

トラム路線
※濃いライン 

写真1 低床型路面電車（ｺﾝﾋﾞｰﾉ） 

（2007 年8 月撮影） 
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ち約半数の 56％が定期券を利用しており、ここからも公共交通

に対する需要の高さがうかがえる。 
また、図2にバーゼルと周辺地域における公共交通分担率を示

す。バーゼル市内の公共交通分担率は64％と非常に高く、一方、

郊外においては分担率が低い。ヒアリングによれば、地域間の公

共交通分担率はバーゼル市内からスイス国内への移動について

は 57％と高い。これはスイス国内の鉄道システムが効率的で厳

密なタイムテーブルのもと運行されていることが理由としてあ

げられる。 
 

4-2. ヒアリング調査による公共交通政策と住民の関係 

バーゼル市では 2 年おきに市民を対象とした住民意識調査を

おこなっている。2007年に実施した住民意向調査の結果 3)をみる

と、公共交通サービスに関しては、95％の住民が「大変満足して

いる」、「満足している」と回答しており、非常に満足度が高いこ

とがわかる。住民意向調査については、各政策セクターで調査項

目がわかれているが、公共交通に関するセクターの満足度が最も

高い結果となっている。今後のサービス改善に関する設問につい

ては、75％の住民が現状のサービスに十分満足をしていて、これ

以上改善する必要はない（維持するだけで十分）と回答している。

バーゼル市に住み続けたい理由（住んでみたい理由）のトップに

公共交通サービスの充実があげられており、上記からも公共交通

の質の高さがうかがえる。 
前述にもあるように、スイスでは国が政策決定をおこなうこと

はあまりなく、地方レベルで政策の最終決定がおこなわれる。さ

まざまな施策を地方レベルで導入できる背景には、市議会ではな

く、“referendum（市民投票）”(2)で最終的に決定をおこなうシス

テムが存在し 4)、さらに、イニシアチブとよばれる住民による議

案提出権もあり、地域住民が直接政策決定に関与することができ

る。 
“referendum”には「義務的レファレンダム」と「任意的レフ

ァレンダム」が存在し、後者に関してはある一定の署名数が集ま

れば市民投票をおこなうことが可能となる。バーゼルにおいても

市議会で可決した見本市会場周辺のビル建設が、このレファレン

ダムで否決された事例がある。レファレンダムについて政治的関

与があるかどうかヒアリング調査をしたAlain Groff氏によれば、

政治家自身に投票権はあるものの、他国ほど影響は少ないとのこ

とであった。むしろ、住民の議論を展開させるきっかけとして、

賛否を論じる意見広告やポスターを用い、また、行政からは住民

投票のためのパンフレットが配布され、市民は議題に関する勉強

を余儀なくされる。住民投票には時間も費用もかかるため、早急

に進めたい事業がある際は、このような任意的レファレンダムを

避けるため、行政は反対意見をもつ地域に出向き、話し合いを重

ねるとのことである。 
計画を進める際は、隣接する行政や住民代表、政治団体と早い

段階から話し合いをおこなう“consultation”を頻繁におこない、

行政が提案した草案を練り上げ住民意識をとりこんだものに近

づけていく。特に、公共交通のサービスや新路線に関しての計画、

道路の変更や自転車レ－ンの導入等のインフラ整備については、

頻繁に住民代表者や組織と密に話し合いを持ち、草案を作成して

いる。 
以上のように、全ての住民が事前の計画決定のプロセスに参加

していれば、後で反対がおこるということは少ない。 
 

4-3. 総合的な公共交通サービスの提供 

バーゼル市における公共交通政策の中でもマルチモーダルな

交通体系の確立のために改修がなされたバーゼル中央駅および

駅周辺地区における開発の事例を簡単に紹介する。 
バーゼル中央駅は、以前は駅としての機能のみであったが

2007年に大改修がおこなわれ、“Rail City”と呼ばれる商業中心

の複合施設を併設した駅に生まれ変わった。大回りして中央駅ま

で向かっていたトラムの路線を“Rail City”で結ぶことによりト

ラムと鉄道との結節が強化され、さらに新しいバス路線も設けら

れた。また地下には駐輪場や駐車場が建設され、全ての交通機関

の乗り換えが簡単になり、シームレスな移動が確保されるように

なった。 
駅周辺地区では、鉄道沿線に積極的に開発をおこなう計画がす

すめられており、公共交通を利用して市街地の南部に居住する

人々がより都心に訪れやすくするプロジェクトが進行している。

この開発はバーゼル州と市の共同のプロジェクトである。複合施

設が建設中であるが、公共公益施設はもちろんのこと、民間の出

資による住居空間やオフィス空間の提供もなされる予定である。 
 

                    ※）％は公共交通分担率／数字はトリップ数

図2 バーゼルと周辺地域の公共交通分担率 2） 

64 % 
241’000 

23 % 
134’000 

133’000 
18 %

 

フランス ドイツ 

写真2 バーゼル中央駅の内部（Rail City） 

（2008 年8 月撮影） 
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5. おわりに 

本稿では、質の高い公共交通サービスが提供されているバーゼ

ルを対象とし、現地調査およびヒアリング調査の結果を事例報告

することを目的とした。 
ヨーロッパ諸国における路面電車を有する地方都市には必ず

といっていいほどトランジットモールが存在し、人の歩ける環境

が極めて優れている。歩く人が街に賑わいをもたらし、その賑わ

いがまた人を引き寄せるといった好循環が生まれている。バーゼ

ルももちろん例外ではなく、バーゼル市内の市街地部は車の乗り

入れが完全に規制されており、人が歩きやすい空間が創り出され

ている。街なかのオープンスペースには、手の行き届いた植樹が

あちこちでみられ、環境に配慮した景観構成がなされており、生

活者や来訪者の移動環境をさらに向上させている。 

一方、日本の地方都市では、法規制や車に依存した生活からな

かなか抜け出せないこともあり、トランジットモールの導入は困

難を極めている。道路整備を積極的におこなう手法で、交通問題

を解決するのは、もはや時代おくれである。渋滞を解消するため

に道路を整備しても、それ以上に自動車交通量は増えていく一方

でさらなる悪循環を生む。これらを解消するためには、従来の整

備手法ではなく、既存ストックの有効活用を図りながら、環境整

備をすすめる必要がある。 
今後は、人口規模の近い日本の地方都市における公共交通活性

化へ向けた取り組みに活用できるように、比較・分析を進めてい

きたいと考えている。 
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注）本稿は日本都市計画学会中部支部2008年度（第19回）研究

発表会「公共交通政策とまちづくり～スイス・バーゼルの事例

～」（2008）に基づき加筆・修正を行ったものである。 
 
 

写真4 トランジットモールの様子（2008 年8 月撮影）

写真3 開発中の複合施設（2008 年8 月撮影） 
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