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1. 序章 

1.1 はじめに ～2012年、ロンドンに行くということ 

高校 2 年時に東工大を見学した際に都市計画という分野に出会い、長らく

「海外の都市のありのままの姿をこの目で見たい」という思いにかられてき

た自分。大学で専門科目を学び、数多くのことを知るにつけその思いは大き

くなり、旅行好きも相まって「とにかくいろいろ見てこよう！」という思い

を抱いたことがこの旅行計画の根底にある動機である。 

時を同じくして、渡りに船とばかりに学科の海外短期研修補助制度が発足

し、採択が決定した昨年の初夏に企画を始動した。この春休みが長い時間を割ける最初で最後の

チャンスになると覚悟し「後にも先にも出来ないことをしよう」という思いを胸に、5 カ国・23

日間という、普通ではなかなか実現出来ない計画を設定することができた。 

その中でロンドンを主たる行き先に選んだの

は、何よりロンドンが都市計画・都市政策の先進

地であるということによる。加えて自らの英語力

を試し伸ばす機会として活用したいということ、

オリンピックの半年前という“今だから味わえる

こと”を期待した部分は決して少なくない。 

紙面の都合上、具体的な滞在都市の全てに触れ

ることはできないので、滞在・訪問都市の一覧を

滞在順に右の表に示すことにする。自分自身、ろ

くに時差のある国に行った経験が無く、研修と観

光旅行の中間を行くような日程になってしまっ

たことが悔やまれる。 

1.2 渡航を前に 

今回の旅行日程を設定するにあたり、一人旅であること、さらには旅行期間が比較的長期に及

ぶことから出来るかぎり無計画でありたいと考えていた。しかしイギリスでは LCC（格安航空）

以外にも幅広く事前購入割引が設定されており、都市間移動と宿泊を全て確定させた状態で行く

のが望ましいと判断した。特に鉄道については顕著で、例えば 300km 近く距離のあるリバプール

⇒ロンドンのオフピークの切符が 20 ポンド（約 2500 円）程度から手に入るなど破格であり、時

間帯によらずほとんど割引のきかない日本とは対照的で思わず衝撃を受けてしまった。 

学期終了後約 1 週間での出発だったため、これらは学期中、それも最も忙しい学期終盤や試験

期間に準備を進めることになり、実に大慌ての準備となった。自分自身も辛かったが、これを原

因に周囲に迷惑をかけてしまったことは言うまでもない。前日まで大慌ての中、ようやく出発で

きる運びとなった。 

 

2. 交通・都市計画全般 

ロンドン到着直後にまず感じた印象は、気候面も含め、とにかく日本と環境が似ているな、と

いうことである。とはいえ日が経つにつれ、やはり違う部分が目立ってくるように感じた。滞在

都市のうち特にロンドンについて、特徴をまとめていきたい。 

2.1 都市交通 

まず注目すべきは、ロンドン中心部の近郊鉄道（London Overground）・地下鉄（Underground）・

ライトレール（DLR）・バス、さらには Cycle Hire や Road Pricing（後述）までロンドン市（Mayer 

宿泊滞在都市 

（宿泊数） 
周辺訪問都市 

ロンドン(10) 
ケンブリッジ・オックスフォード 

コッツウォルド地方など 

リバプール(3) マンチェスター 

バルセロナ(3)  

バーゼル(2) フライブルク・ミュールーズ 

パリ(3) ヴェルサイユ 

海外研修報告 

表 1 本研修での滞在都市・訪問都市一覧 



 

  

of London）が一元管理している点である。これが半ば強硬的にも

思えるロンドンの交通政策の源であり、自分の目には確かな結果

を残しているように見えた。 

例えば Oyster カード（日本の Suica や PASMO に相当）を用い

たオフピーク政策。僕の滞在先近くの Harlesden 駅からロンドン

中心部まで、平日 9:30 までのピーク時は 3.1 ポンド、以後と土休

日は 1.7 ポンド（Railcard 保持者向け運賃，それぞれ約 400 円／約

220 円）という極端さである。当然のごとく通勤時間帯でも人は

まばらで、地下鉄も全員着席できるような混雑具合である。 

また都市中心部への車の乗り入れに課金を行う Road Pricing の

成果もわかりやすい。課金エリア内は混雑することはあっても車

が動かないことはないのだが、課金エリアを取り巻く道路の混雑

は激しく、車線数の多さでようやくカバーしきっている状況であ

った。しかし、道路容量に対して適切な台数を誘導しているとい

う意味で、この政策はうまく機能していると言えるだろう。 

と、ここまで規制についてばかり触れてきたが、ならば人々は

通勤に何を使うのか、となる…答えの 1 つは“自転車”。ロンド

ンやパリでは片側 2 車線以上の道路に必ずといっていいほど“バ

ス・タクシー・自転車兼用レーン”があり、自転車の優先度の高

さをうかがわせた。またロンドンでは自転車用の距離標識（右図）

や CS（Cycle Superhighway：高規格自転車レーン）などが整備さ

れ、近距離・中距離の双方の移動に対応していた。 

また、公共レンタサイクル（Cycle Hire）の導入も盛んである。これはロンドンに限らず、先駆

者であったパリ、近年導入が進むバルセロナでも深く根ざしている様子が見られた。ロンドンと

パリはクレジットカードさえあれば観光客でも利用でき、共に現地での移動手段の 1 つとして利

用した。車道走行にはなかなかのスリルが伴うが、走行ルートのわかりやすさ、自動車の自転車

に対する理解（譲歩？）の大きさなど、身をもって体感することが出来た。 

2.2 鉄道・郊外都市計画 

次に郊外に目を移す。鉄道はとにかく線路の本数（ロンドン近

郊には複々線以上の路線も数多い）が多く、かつそろって線形が

良い。都市間交通が最重要視されたことを物語っている。 

また郊外列車に乗っていると、駅の周辺が発達し、駅から離れ

ると田園が広がり、再び駅に近づくと…の繰り返し（串団子型）

でメリハリがきいている。その最たる例が、エベネザー･ハワード

の最初の計画都市、レッチワースであろう。駅からそう離れてい

ない場所でも建物の密度は低く、全体的に広々としていて、身近

な環境に必ず広場がある。さらに駅近く（街の中心部）には車両

通行の出来ないショッピングモールがある…そんなシンプルだけどすべてが揃っている街。わず

か 2 時間の滞在ではあったが、ハワードの夢見た快適な住環境は 100 年の時を経ても色あせてい

ないと感じさせる、すぐにでも住みたくなる住環境があったように思う。 

2.3 オリンピックと街づくり 

開幕が近づくロンドンオリンピックは“環境”や“コンパクトシティ”を前面に押し出し、豊

富な既存の設備を生かすことからロンドン東部にあるメインスタジアム（Olympic Park）や選手村

付近の大規模再開発を除き、特段の都市開発は行われていない…と踏んでいたのだが、オリンピ

写真 1 7時半でも閑散とする駅 

（Bakerloo線 Harlesden駅） 

写真 2 自転車専用案内看板 

（London Bicycle Network の文字あり） 

写真 3 Garden City Museum 前で 



 

  

ック特需に乗った鉄道や宿泊施設などの改装がいたるところで進

んでいた。“開発のオリンピック”色が消えないのかな、という

思いの一方、決して交通の便が良いとは言えない東部の現状を鑑

みるに、やむを得ないようにも感じる。肝心の Olympic Park 周辺

はというと、競技場本体は完成しているものの、周辺部の道路整

備など、開幕 150 日前にしては不安を感じるほどに工事が進んで

いない現状があった。 

ところで、ロンドン中心部には思いのほか高層建築が少ない。

それゆえ今なおセント･ポール大聖堂や国会議事堂（Parliament）

は確かな存在感を示しているし、新旧が優劣無く融合した街を形

成している。オリンピックを控えた今でさえも、大規模な高層建築の

建設はロンドン初の 300m 級建築・The Shard（右図）を除いて他にな

い。そういう意味では、今回は“開発色”が鳴りを潜めていると考え

るべきなのかもしれない。 

2.4 航空分野 

何より、今年日本でもブームになりそうな LCC を体験できたことが

大きい。値段はロンドン⇒バルセロナ（703miles・日本では大阪⇔札

幌とほぼ同じ）の預け入れ手荷物 1 個付きで 57 ポンド（約 7000 円）

と確かに安いのだが、双方の空港ともバスアクセス、座席間隔やや狭

め、機内全席自由席といった LCC の特徴を地で行く不便を強いられる

ことになるのは避けられない。 

率直な感想としては、少し不便ではあるものの安さにはかえられない

といったところであろうか。目測で 9 割近い高い利用率の一方、

定時よりもわずかに早く出発するなど、遅延が当たり前という印

象はきれいに払しょくされた形である。しかしバスアクセスは混

雑がひどいのになかなか発車しないなど、過剰とも思えるコスト

削減に若干嫌気がさした部分もある。同区間の British Airways の

最安運賃が 85 ポンドであったから、既存の大手航空会社が選ばれ

る余地は十分にあり、LCC が健全な競争環境の活性化に寄与して

いるようにも思えた。 

 

3. 語学について 

3.1 “英語の国”に滞在して 

今回の研修の大きなテーマである“英語”を語る上で今でも鮮烈に残っているのは、到着して

最初の 2 日間、自分の英語がほとんど通じなかったことである。とはいえ博物館などで積極的に

英語のイヤホンガイドを利用したり、現地のガイドツアーに参加するなどして英語に触れていっ

た結果、次第にコミュニケーションが取れるようになった。とはいえどんなに難しいことよりも、

日常的なやり取りのテンポを身につけたのが最大の進歩であったようには思うが… 

その中で、自分の形容詞を操る力の無さをつくづく実感した。たとえば“美しい”は“beautiful”

との 1 対 1 対応になりがちで、目からウロコの情報を与えられても“Wow, amazing!!”くらいし

か反応の引き出しが無い自分に情けなさを感じたし、今の英語力で表現できる世界の限界を感じ

た。間違いではないけれど二重丸はつかない、そんな状態は早く脱しなければ、と思う。 

ところで、イングランドはさまざまな“英語”の入り混じる場所でもある。インドやアラビア

語圏の人々の（独特な癖のある）英語は何度も耳にしたし、アメリカ・オーストラリアからの観

写真 6 タラップで降機する Easyjet機 

（Barcelona El Plat空港） 

写真 4 Olympic Stadium 周辺の現状 

（滞在当時，開幕まで約 150日） 

写真 5 建設中の The Shard 

（London Bridgeから撮影） 



 

  

光客とツアーで一緒になることも多かった。さらには同じ英語でも、リバプール訛りの英語は強

烈であった。リバプール入りした日はバスや観光案内所ですらコミュニケーションが取れなかっ

たし、サッカースタジアムで「街に行くには反対側のボス・ストップで待つんだ」と言われたと

きには背筋が凍る思いがした。（※文脈上、間違いなく bus stop のことを言っているのだが…） 

とはいえ、その中で忘れてはいけない“自分が一番のマイノリティなのだ”という事実と向き

合いながら、さまざまな“英語”との交流をエンジョイしたものである。 

3.2 EUのつながりと言語の壁 

EU はシェンゲン協定によって人やモノの移動が自由化されて

おり、確かに航空機や TGV での移動も全て国内線感覚といって過

言ではなく、至る所に廃止された国境や入管の跡などが見受けら

れた。しかし、観光客の自分には 1 つの大きな壁が突きつけられ

ることとなった。そう、言語である。 

特にバーゼルでの経験は僕を絶望の底に陥れた。バーゼルはド

イツ語圏とはいえ英語を話せる人の多い街だが、フランス・ドイ

ツの国境を超えるとそこはまるで別世界。自分はフランス語・ド

イツ語の文字の読み方すらわからず、それっぽい発音ではまった

く通じずに、逆に何やら現地語で聞き返されて思い切りたじろぐ

ということが続き…ひたすら辛かったし、人と話すことさえ怖くなった。所詮は観光客なのだか

ら“なんとなく”で済ませる手もあったのかもしれない。しかし旅行を実のあるものにするため

にも、少しでも言語を学んでおくべきであったと強く後悔させられた。“言語は 1 つの道具にす

ぎないけれど、それ以上に大きな意味を持つ”ということを、身をもって体験した一幕であった。 

 

4. 終章 

4.1 研修総括 

短くまとめるならば“楽しいけれど何事もうまくいかない旅”であったと思う。特に前の章で

述べた“言語を失うだけで落ち込む自分”など、自分の無力をひしひしと感じる場面も多く、一

筋縄には楽しめない、それこそ奥の深い旅であったと感じている。 

その分、言葉が通じるときに感じる人の優しさや気配りに感動せずにはいられなかった。ロン

ドンの人々が日本人と同じくらいきめ細かく“I’m sorry”や“Excuse me”を口にするさまを見る

につけ、紳士・淑女の国というのは決して嘘ではないと感じた。冒頭に触れた“居心地のよさ”

は、もしかするとこの辺りからも来ているのかもしれない。結果として自分にとっての“当たり

前”を見直し、新しいものを吸収する、すばらしい経験ができたことは言うまでもない。 

4.2 結びに 

まず何より、土木工学科同窓会・丘友さんの補助なくしてこのような強気の（？）企画は成り

立ちませんでした。この場を借りて多大な感謝を示すとともに、将来自分がこのような機会を与

えられるような立場にならなければ、と強く感じています。ありがとうございました。 

また本企画応募にあたって相談に応じていただいた学科長・朝倉教授、いろいろと迷惑をかけ

てしまった土木支援室の猪狩さん、無理をいくつも通させてもらった両親にも感謝せずにはいら

れません。そして…忘れてはいけない、この企画に際して様々な融通を利かせてくれた土木・環

境工学科の同期のみんな、本当にすみません。今回は一人旅だったけど、今度はぜひ大所帯で。 

長い経験を凝縮する難しさゆえ終始文章にまとまりを欠いてしまいましたが、ここで紹介しき

れなかった経験など、これから自分なりに文章にまとめていく予定です。もし詳細な点など、興

味や疑問がありましたらぜひメールアドレス（meguro.k.ac,at,m.titech.ac.jp／,at,を@に変更）まで

ご連絡いただければと思います。最後までお読みいただき、ありがとうございました。 

写真 7 Basel駅の 4ヶ国語表示 

（よく高校教科書にも掲載されている） 


