01

WINTER REPORT 2016

FEATURED IN THIS ISSUE
THE ROAD AHEAD /
BIKES VS CARS /
TOKYO’S TUNNELS OF LOVE /
DESIGNED WITHOUT YOU /
& MORE ...

W W W . C Y C L I N G - E M B A S S Y. J P

活動報告

満員御礼！
『Bikes vs Cars』

トンネルに「ありがとう」

ドキュメンタリー制作 始動
その他いろいろ...

P1

WINTER REPORT 2016

Tama Lake Ride / Jan. 2016

THE
ROAD
AHEAD

The Cycling Embassy of Japan
might be a young organization but
we’ve been able to do quite a bit in
the past eight months. We started
out the new year with a group ride
to Lake Tama along the amazing
bicycle road. We helped bring to
Japan the movie “Bikes vs Cars”.
We met with other bicycle NPOs
and helped move the cycling
discussion forward.
While this report focuses on what
we did, it also is about where we are
going.
And as always, follow us on Facebook and
Twitter to find out more about how we roll.

日本自転車大使館はまだ若い組織で
すが、設立からの8ヶ月間でかなりの活
動実績を積んできました。今年は、新年
最初の多摩湖グループライドで素晴ら
しい自転車道を走ったのを皮切りに、
『
Bikes vs Cars』の日本初上映に協力。
さ
らに、
日本国内の他の自転車NPOと交
流し、
自転車利用に関する議論を前進
させました。
今号のレポートでは主に過去の活動実
績を取り上げていますが、今後の予定
についても触れています。
詳しい活動内容についてはFacebook
とTwitterで発信していますので、宜し
ければフォローしてください。

W W W. FA C E B O O K . C O M / C Y C L I N G E M B A S S YJ A PA N
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SEND
TOKYO BY BIKE
TO VELO-CITY
In 2013 Byron Kidd (you probably know as the
editor of the Tokyo By Bike) was invited to
Velo-city Vienna to speak on the topic of how
everyday cycling thrives in Tokyo despite the
lack of safe cycling infrastructure. Unfortunately
he had to turn down the offer due to the high
price tag of getting there and paying the
conference fees. However, this year he’s
determined to present his research at Velo-city
Global 2016 held in Taipei, which is a bit closer
to Tokyo than Vienna. His fundraiser (link below)
is an attempt to at least cover some of the costs
involved in giving him the chance to showcase
the best of Japanese cycling culture in front of an
international audience.

2013年、
日本自転車大使館のバイロン・キッド
（Tokyo By Bikeの編集者としてご存知かもしれませ
ん）は、安全な自転車通行インフラのない東京でな
ぜ自転車の日常利用が盛んなのかというテーマで講
演するよう、
ウィーンで開催される国際会議、
ヴェロ・
シティーに招待されていました。残念ながらその時
は、高額な渡航費と大会参加費のため辞退せざるを
得ませんでしたが、今年のヴェロ・シティー・グローバ
ル2016の開催地は、
ウィーンより東京に近い台北。
キッドはそこで自分の研究を発表し、世界各国から
集まる聴衆に向けて日本の自転車文化の長所を紹
介しようと決意しました。彼は今、参加費用の少なく
とも一部を補おうと募金活動（下記リンク）を行なっ
ています。

W W W.GOFUNDME.COM/B4E24BHD

TANNUS
TACOS
WORKSHOP
Almost everyone likes tacos. What cyclists hate is
the fear of a flat. For daily commuters there is
always a point along the ride where you avoid the
gravel or glass or nails strewn across the road
because we all know changing a punctured tire is
a pain. If only there was a solid polymer tire that
could act just like a normal tire without adding
weight or compromising performance. You see
where this is going… Introducing Tannus Tires.
One of the more interesting products at
Cyclemode 2016, the Cycling Embassy was
invited to their taco tasting and workshop at
“Studio C”. We’ll let you know how it goes.

タコスは大抵誰からも好まれますが、パンクの不安を
好き好む自転車乗りはいません。
日々自転車通勤して
いる人なら、通勤途中に一度は、道路に散らかった砂
利やガラスや釘を避けることがあるでしょう。パンクし
たタイヤの交換の大変さは誰もが知るところです。
も
し普通のタイヤと変わらない重さで、性能も妥協しな
い高分子素材のソリッド・タイヤがあったなら……。
お察しの通り、
タンナス・タイヤのことです。サイクル
モード2015の会場で特に目を引いたこの製品を、
タ
コスを味わいながら体験できる講習会が、1月末に
"Studio C"で開催されました。
自転車大使館メンバー
も招かれた講習会の様子は追って報告します。
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BIKES
VS
CARS
JAPAN
MOVIE
PREMIERE

The Cycling Embassy of Japan recently helped
arrange the Japan premiere of the 2015 film
“Bikes vs. Cars” at Uplink Factory in Shibuya.

日本自転車大使館は、2015年の映画作品『Bikes vs Cars』
の日本初上映の手配に協力し、渋谷のUplink Factoryでの
上映を実現させました。

Unfortunately the weather didn’t want to cooperate
with our planned group ride the day before but it
did give us some time to meet with the director of
the film Fredrik Gertten.

事前に計画していた上映前日のグループライドはあいにく
の天気になりましたが、参加者はフレドリック・ゲルテン監
督とのひと時を過ごす事ができました。

Our journey took us on a quick ride to Tokyo Station
from Shibuya and a sushi lunch in Tsukiji. The rain
held off long enough for us to grab a cup of coffee
back in Omotesando’s Cat Street. It was a nice ride
and it would have been better with a few more
riders. As they say in Scandinavia:
“There’s no such thing as bad weather,
just bad clothing.”
The next day was the movie premiere with a great
Q&A session with the director.

ライドでは渋谷から東京駅に向かい、昼食は築地で寿司。
その後は何とか雨に降られないまま表参道に戻る事がで
き、キャット・ストリートで軽くコーヒーを楽しみました。素
敵なライドとなりましたが、
もう少し参加者が多ければもっ
と良くなっていたでしょう。
スカンジナビアのことわざにあ
るように、
「悪い天気というものはない。悪い服装があるだけ」
なのですから。
翌日は映画初上映と監督を招いてのQ&Aセッション。質問
が飛び交い会場は熱気に包まれました。
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BIKES VS CARS

QUESTIONS &
ANSWERS
プレミア上映後の質疑応答で、観客の皆さんや関係スタ
ッフから寄せられた質問と監督の回答の一部を、
ここで
紹介したいと思います。
Q1. 来日後、
東京を自転車で巡られたそうですが、

どんな印象を持たれましたか？

A1. 東京がこんなに自転車の利用が盛んな街だというこ

We’ve collected a few questions that were asked
during the Q&A session of the movie premiere from
both staff and audience members.
Q1. You’ve been cycling around Tokyo since you
arrived here, what’s your impression of the city?
A1. I am very surprised that Tokyo is such a big bike
city. The first night I stayed in Kasai [Edogawa-ku], far
out, and I would see children, old people, housewives,
there was so many bikes, like it was Copenhagen. Of
course, here in the center of Tokyo it’s different, but I
also feel that Tokyo is a city that could be
Copenhagen very easily. It’s a flat city, it’s nice to bike
here, you have nice weather, so the city has a great
potential for bicycles and it would be very easy for
the city to make it safe to bike also in the center of
Tokyo. You just need separated bike lanes of course,
but the people who drive cars are quite respectful
here compared to many other cities.
Q2. What led the mayor of São Paulo to decided to
put in bicycle lanes?
A2. I think smart politicians understand that cities
need to change. There is no more space, so even if you
want people to go by car you need to take away traffic,
so the cars you have can go, and to put people on
bikes is a very smart solution because you liberate
space for the people who need to drive a car. I think
the mayor of São Paulo understands that. He also
understands that in a young city, young people want
bikes.

Photo by: Youhei Hayakawa

とに、
とても驚きました。初日は都心から離れた
（江戸川区の）葛西に宿泊しましたが、子供もお年寄りも
主婦の方々も、本当に沢山の人が自転車を使っていて、
まるでコペンハーゲンのようでした。
もちろん渋谷のよ
うな都心部では事情が違ってきますが、可能性の面で
東京は容易にコペンハーゲンになり得る都市だと感じ
ます。起伏が少なく、
自転車に気持ち良く乗れますし、
天候も穏やかですから、
自転車都市としての潜在力はと
ても高いです。都心部でも、
自転車利用を安全なものに
するのは難しくないでしょう。
もちろん、物理的に仕切ら
れた自転車レーンは必要です。それでも世界の多くの都
市と較べ、東京のドライバーは自転車ユーザーを尊重
しています。

Q2. なぜサンパウロの市長は自転車レーンを作るという

英断ができたのでしょうか？

A2. 聡明な政治家なら都市が変わらなければならない

ことを理解しているはずだと私は思います。空間の余裕
がない以上、仮に車移動を推進するにしても、
その交通
量を減らさなければ車は動けないのです。
自転車の利
用を推進すれば車のための空間も広がるわけですから
、
これはとても賢い問題解決方法です。サンパウロの市
長はそれを分かっているのだと思います。彼はまた、新
しい都市に暮らす若者は自転車を好むということを知っ
ています。
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BIKES VS CARS

QUESTIONS &
ANSWERS

Q3. What comes after the practice of “road sharing”?
A3. Filming in really troubled cities what you see is the
result of the car lobby city planning. Where the
politicians totally lost control and the big companies
take over the city planning. You saw in the film, in Los
Angeles, 70% of all space is taken for cars. Can you
imagine somebody 100 years ago saying “we’re going
to put everything under concrete and asphalt so we can
park a new machine.” Can you imagine someone saying
this? It would be totally ridiculous, because it is
ridiculous. The development we have now because of
this lobby is creating a society where very few people
are happy. People who are stuck in their cars, people
who are car dependent, are unhappy, they are frustrated.
People on bicycle love their cities. They constantly find
new parts of the city. They take the side street and they
see something new. They can see the beautiful tree or a
beautiful building they haven’t seen before or maybe a
nice cafe or maybe they start to talk to a girl besides
them at a red light. This development will create a
society with a more human scale. A society with a human
scale is also safer and happier.

Q3. シェア・ザ・ロードが実現した後、
次は何が起こる

とお考えですか？

A3. 渋滞問題を抱えている都市で撮影をしている時、
自動
車ロビー活動がもたらした都市計画の全貌を目の当たりに
しました。政治家がコントロールを失い、巨大企業が都市計
画を乗っ取った結果です。本作にもあったように、ロサンゼ
ルスの土地の70％は自動車に占領されています。100年前

の誰かがこんなことを言っている場面を、あ なたは想像
できますか?
「新しい乗り物を駐車できるよ う、ありとあ
らゆるところをコンクリートで整備します」な んて台詞が
、あり得たでしょうか。当時の人々なら馬鹿げている、
と
思ったでしょうし、今だってこれは馬鹿げた物言いなの
です。
自動車ロビー活動によってもたらされた現在の開
発のあり方は、幸せな人が殆どいない社会を生み出して
います。
自動車渋滞に悩まされている人々や、
自動車が
なければ暮らしていけない人々は、イライラしていて不
幸せです。
自転車に乗った人たちは、
自分たちの街を愛
する人々です。街の中のそれまで知らなかったところを、
彼らはどんどん発見していきます。脇道を散策し、新しい
何かを見つけています。前に見たことのなかった美しい
樹や建物、素敵なカフェとの出会いもありますし、赤信号
で横に並んだ女の子に話しかけるなんてこともあるかも
しれません。
こうした形の街づくりは、
より人間的なスケ
ールの社会を生み出します。ヒューマン・スケールに基
づく社会は、安全性も幸福度も高いものになります。
Q4. 東京を走っていて、
目に余るひどい走り方をしてい

る自転車ユーザーを見かけませんでしたか？

A4. そういう人もいると思います。
でも、
オートバイや車

Q4. Are there bad bicyclists?
A4. Yes. I guess there are. Are there also bad people
driving motorbikes or cars? Maybe there are even
bad people driving trains or pilots. When society is
not respecting a certain group of people in the streets
they will not get respect back. As the city planning in
Tokyo doesn’t see the bicyclists, they of course will
not behave, because they are not seen. This poor city
planning is forcing the cyclists to break the rules. If
you go to Copenhagen where more than 50%
commute by bike now, people are extremely
disciplined. I think the mutual respect will show.
Photo by: Musashi Sakazaki

の運転マナーが悪い人もいるのではないでしょうか？
鉄道の運転士や飛行機のパイロットにだって、ひどい人
はいるかもしれません。社会から存在を尊重されていな
い道路ユーザーは、そのような社会を尊重することはな
いでしょう。東京の都市計画は自転車を視野に入れてい
ませんから、
自転車ユーザーの振る舞いは当然、乱れた
ものになっています。
この都市計画の問題が、
自転車ユ
ーザーのルール違反を引き起こしているのです。
自転車
通勤の比率が50%を超えているコペンハーゲンでは、極
めて厳格に規律が守られています。
そうした相互的な尊
重関係は今後現われてくるだろうと私は思います。
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BIKES VS CARS

QUESTIONS &
ANSWERS

Q5. The movie is “Bikes vs. Cars” but what
about motorcycles?
A5. I don’t think motorbikes belong to a city, I think
they belong to the country-side. Motorbikes are too
potent, they are too powerful for the city. In many ways
they are sometimes even worse than the cars because
they are so noisy and so aggressive in they way they
are moving, so they have this very male aggression,
which I think is not so good for the cities. I think the
electric bicycle is much better if you don’t want to use
your legs because they are much better suited for the
speed of the city. I believe that the only way to have a
city that is safe for all, we should reduce the speed
limits. In the city of São Paulo where the traffic is so
dense and a lot of people driving motorbikes, there
are five dead motorcyclist everyday, everyday. It tells
us that it really doesn’t work. The speed limits could
go down and everyone could be on bicycles.

Photo by: Musashi Sakazaki

Q5. この映画は
『自転車 vs 車』
という題ですが、

オートバイについてはどう考えていますか？

A5. オートバイは都市に適した乗り物ではないと私は思

We would like to thank Fredrik Gertten for spending
time with us and we hope that he comes back to Japan
soon. Also, a shout-out to Dahon Bikes Japan for
providing Fredrik a foldable bike while he was here.
If you would like to have your own screening of the
film or watch it online visit the link below:

www.bikes-vs-cars.com

Japanese and English subtitles should be available.

います。田舎にこそ向いているのではないでしょうか。街
で乗るにはオートバイはあまりに性能が高く、パワーが
強過ぎます。様々な面においてオートバイは時に車より
も厄介なもので、大きな音や動きの激しさといったその
男性的な攻撃性は、私の考えでは街には好ましくありま
せん。
自分の脚を使いたくないのならば、街中に見合っ
た速度の電動自転車の方がずっと良いでしょう。誰にと
っても安全な街を実現する唯一の方法は、制限速度を
引き下げることだと、私は強く信じています。交通の密度
が非常に高く、沢山の人がオートバイを使っているサン
パウロでは、毎日5人のライダーが亡くなっています。毎
日ですよ。
この状況が破綻していることは明らかです。制
限速度が下がれば、誰もが自転車で移動できるようにな
るのです。
貴重な時間を割いて下さったフレドリック・ゲルテン監
督に感謝の意を表明するとともに、
また近く来日される
ことを期待します。加えて、監督に東京滞在中の移動用と
して折り畳み自転車を提供して下さったダホン・ジャパ
ンさんにお礼を申し上げます。
本作の自主上映を行ないたい、
またはオンラインで視聴
したいという方は、下記のサイトへどうぞ。

www.bikes-vs-cars.com
Photo by: Chad Feyen

英語など幾つかの言語の字幕が用意されています。
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TOKYO’S
TUNNELS
OF
LOVE

#LOVELYTUNNELS

Infrastructure nerds love ourselves
a good tunnel. Unfortunately most of
Tokyo’s tunnels are reserved for cars,
trains and water runoff (I’m looking at
you SkyTree, well actually under the
SkyTree but you know… you get it…
you understand).
This Valentine's day we encouraged
you to show an appreciation to those
few tunnels that cyclists are allowed to
use by snapping a picture of your bike
at the mouth of your favorite tunnel.
You can continue the love with the
hashtag #lovelytunnels

インフラにはうるさい私たちも、素敵なトンネ
ルは大好きです。残念ながら東京のトンネル
の殆どは、車や電車、
それから排水設備のた
めのものですが...

今年のバレンタインの日、
もし自転車で通れ

るトンネルを知っていたら、好きなトンネルの
入口で愛車のスナップ写真を撮ろうと、皆さ

んに呼びかけました。数少ないそうしたトン

ネルへ「ありがとう」の気持ちを表して欲しい

と、考えたからです。

この「ありがとう」のかたちは、ハッシュタグ
#lovelytunnels でこれからも続きます。

To all you outspoken foreign cyclists
living in this crazy mixed up place,
we want to pick your brain. The
researchers at the Tokyo Institute of
Technology are asking for our keen
insight and horror stories of cycling
in Tokyo (sorry rural folks).
In the process we would like to use
their research to make a short
documentary about how urban
design touches our lives. To share
your tales of the good, bad, and ugly,
please sign-up at the link below:

W W W . C Y C L I N G - E M B A S S Y. J P / D E S I G N E D - W I T H O U T - Y O U
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SPECIAL THANKS TO
THESE LOVELY FOLKS:

IN
THE
NEWS

W W W.STREETFILMS.ORG

Byron Kidd talks to
Street Films about the
challenges of owning a
car in Tokyo. Basically,
Tokyo is better by bike.

While it might not be
the most glowing
praise of the Cycling
Embassy, we are glad
people are noticing our
efforts.
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WATCH OUR OWN VIDEOS AT:
W W W.V I M E O . C O M / U S E R 4 1 2 8 9 7 8 1

Youhei Hayakawa
Kosuke Miyata
Megumi Feyen

