Cycling to work in Tokyo
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あなたの職場には、全身をサイクルウェアやギアで武装して、汗まみれで出勤してくる同僚は
いませんか？ スーパーヒーローのように、一瞬にしてクールなビジネススーツに着替え、厳
しいビジネス商談を成立させ、帰宅時には再びどこかで密かにサイクルウェア姿に変身し、颯
爽と家路につくような人。こんな光景を東京の都心でよく見かけるようになりました。JQR は、
東京の自転車ツーキニスト 3 名にお集まりいただき、その謎に迫りました。スーパーヒーロー
らの秘密の種明かしとなるのでしょうか。
JQR：自転車通勤のきっかけは？

って思ったんだ。

JQR： それについて、ぜひお伺いし

早苗：そう。最初はいわゆるママチャ

たかったんです。自転車では自由が味

ウィリアム：イングランドでも自転車

リに乗っていたけれど、それだと会社

わえるし、混んだ電車に乗ることもな

に乗ってはいたけれど、気が滅入るく

まで片道１時間かかって。そしたら、

い。でも、夏、蒸し暑い東京で、汗を

らい天気がじめじめして寒くて、自転

その同僚が近くのサイクルショップに

かいたらどうするんですか？

車派には惨めな天候だった。その後、

連れていってくれて、初めて本格的な

東京に来て、電車通勤も不快なことに

自転車を購入したの。

ウィリアム：冬場は問題ないけれど、

気がついたんだ。病気もうつされやす

ギー：4 台あるうちの最初の 1 台だね。

夏は絶対シャワーが欲しい！

いしね。それに比べて、自転車通勤は

早苗：そう。1 台目！

自由だよ。道がサイクリストで一杯な

ウィリアム：自転車を 6 台持ってる

JQR：でもすべての会社がシャワー

んてこともないし、気分が本当に爽快

友人が、
「自転車を買うときはいつも

完備ではないわけで、皆さんどうなさ

になる。その上、もう 5 年も風邪を

同じ色のを買え」って。そうすれば、

っているのですか？

引いてないよ。

奥さんに、たくさん持ってることがバ

早苗：私の場合は朝の電車の混雑に嫌

レないから。

ウィリアム：雇い主を決めるときは、

気がさしたのがきっかけでした。

全員：
（爆笑）

シャワー設備のあるなしで決める！

全員：同感。

ギー：僕はずっとフィットネスに関心

全員：
（爆笑）

早苗：同僚のドイツ人女性が、いつも

があったんだ。自転車はいつでもどこ

ギー：僕の場合、シャワーがあること

「Bike」で帰宅してるって教えてくれ

でもできる、健康増進手段。それ以外

を知らないで入社したんだけど、シャ

たの。私、Bike ってオートバイのこ

にも、バスや電車のスケジュールに縛

ワーを発見したことで、自転車魂に火

とだと思っていて、夜、女性がバイク

られなくてすむ。いつも自由でいられ

がついた。

で帰るなんて危ないなって。でもある

る。それで通勤にも自転車を使うよう

ウィリアム：会社のトイレで身体を洗

日、勤務先のビルの１階でその同僚を

になったわけ。

ってるとき、社長が入ってこないかが

見て、そのとき初めて、Bike はオー

ウィリアム：もう一つ、自転車通勤に

心配だった。

トバイじゃなくて、自転車のことだっ

踏み切るための重要な要素は、勤務先

たんだ！って、気がついたんです。外

にシャワーがあるかどうかという点。

JQR：ではシャワーは限られた会社

国語は難しい！

ギー：すごく重要。

だけの贅沢品ということ？

ウィリアム：それで、
「自分もやろう」
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大久保早苗

ウィリアム・フーパー

カナダ出身。東京に 8 年滞在。自転車歴 4 年。
2 年前から目黒の自宅から赤坂まで自転車
通勤。

北海道出身。片道約 10 キロの道のりを 9 年
近く自転車通勤。4 台の「愛車」を持ち、雪
でも嵐でも自転車通勤を敢行。

英国出身。天候が自転車通勤向きでない英国
と比べ、東京は別天地。2000 年から自転車
通勤を開始。
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ウィリアム：一度、車にぶつけられま
した。
ギー：怖さはつきまとうよ。タクシー
はいつ停車するかわからないし、歩行
者も横断禁止のときに平気で道を渡
る。
ウィリアム：一番怖いのは、僕に向か
って逆行して来る自転車。
早苗：同感。
ウィリアム：これは本当に危ないのに、

倒して私の自転車を奪いとるんじゃな

って、そこでシャワーを浴びるという

いかと思った。

のもいい。

全員：大変だったね。
ギー：自転車を買いにみんな自転車屋

早苗：他の問題点として、日本企業の

に押し寄せた。僕は自転車に乗ってい

多くは、社員に対して自転車通勤を禁

ってたから、関係なかったけどね。

止しているということ。私の夫も自転

ウィリアム：自転車は万一地震が起き

車通勤しようとして、会社に止められ

たときに役立つ最高のもの。もちろん、

たの。

放射能はすごく怖かったから、顔をす
っぽり覆う軍隊のガス・マスクをつけ

JQR：それは、保険の問題？

てさ。最初は笑われるかと思ったけど、
着けてみたら…やっぱり、みんなすご

早苗：そう。企業がかける保険は、公

い衝撃を受けていた。

共機関のような安全性の高い交通手段

全員：
（爆笑）

による社員の通勤にしか適用されない
んですよ。

JQR：写真は撮りましたか？

ク以外には、特に何もないです。

ギー：要は、畳み方次第。きちんと畳

自転車。自転車のほうが速いです。そ

めば、シャツも大丈夫。

れに、スポーツジムに行って、目的地

JQR：着替えはどうしてるんですか？
ウィリアム：僕は、ビジネススーツを

ウィリアム：撮らなかったけど、恐怖

ウィリアム：じゃ、僕たちの通勤は適

感を与える格好だったのは事実。

用外ということ？

ギー：放射能もだけど、僕がもっと懸

全員：ひどい。

念しているのは、空気の汚染。車に取

もなくエアロバイクを漕ぐのは、嫌だ
しね。僕の自転車が一番です。

ギー：
（爆笑）

早苗：自転車で通勤すると、頭の中が
すっきりするし、デスクに座ったとた

会社に置いておいて、毎日洗い立ての
シャツだけ持参します。

JQR：悪天候の時はどうされていますか？

ん仕事モード全開にしてくれます。電
車通勤なら、オフィスについてもまだ
ウィリアム：僕がもっともクリエーテ

ですから、悪天候、へっちゃらです。

ィブになれる時間は、自転車で出勤し

ウィリアム：まあ、時にはドライクリ

ウィリアム：台風でも？

ている最中。

ーニングにも出しますけど……。

早苗：そう。台風の季節は暑いし湿度

早苗：脳を冴えさせるの、自転車は。

全員：
（爆笑）

も高いから、
逆に電車には乗りたくない。

帰宅途中では、仕事上のストレスや心

ウィリアム：でも電車通勤してる人よ

ギー：蒸し暑い時期の電車は、じめじ

配ごとを忘れさせてくれるし、家につ

いくと思いますか？

り、服は汚れないよ。

めだし、身体はべたべたになるし、本

く頃にはリラックスしています。

早苗：東京では、政府によるサイクリ

JQR：男性は毎日同じでいいとしても、

買って、雨の日でも自転車通勤しよう

JQR：自転車通勤は、トレンドにな

女性はそれでは困ると思いますが、ど

かな。

るんでしょうか？

うでしょうか？

早苗：マウンテンバイクがいいですよ。

た。東京もこうした方向でよくなって

ング道路整備が始まってますね。
ギー：でも、僕が見る限り、改善は歩
道のみ。歩道は、自転車でスピードを
出して走れないし、
第一、
とても危険。
歩道の多くは歩行者と自転車の兼用に
なっているし。車と一緒に道路を走れ
る限り、僕は自転車道なんてどうでも
いいや。
早苗：ただ、一般道でも、特に店舗や
コンビニの前に配達のトラックとかが

当に最悪。僕も、もっといい自転車を

ギー：僕の自転車はちゃんとしたロー

ギー：仕事場から離れたところに住ん

早苗：私は、服と化粧ポーチを小さめ

ドレーサーだから、自転車をいたわる

でいる人には、ほぼ無理でしょうね。

の 20 リットルのバックパックに入れ

ために、雨の日には乗っていません。

ウィリアム：僕は、自転車通勤の良さ

て毎日通勤しています。服も軽くてし

ウィリアム：僕も、
雨の日は乗らない。

を秘密にしておきたいな。でないと、

わにならないものを選びます。

ここでは、雨がふりそうかどうかわかる

道が混むから。

からね。まあ、年に自転車に乗らない日

全員：
（爆笑）

は 10 日から 15 日くらいしかない。

ウィリアム：自転車出勤なんて全然よ

JQR：それは賢いですね。

くない。絶対しないほうがいいよ！

停車しているのが問題。

早苗：その上、このバックパックは

JQR：「自転車の代わりに車をあげる

早苗：それに、とっても危ないから、

万一の時に私の身を守る役目もしてく

から車で通勤して」といわれたら、ど

やめたほうが賢明！

JQR：自転車通勤に必須のスペシャ

れています！

うしますか？

全員：はははは！

ルギアはありますか？

ギー：この法律では、オートバイやマ
イカー通勤もダメということ。

ウィリアム：そう。きちんと畳めば、
下着もしわにならない！！

ても自転車で学校に通っていました。

道路や専用レーンの整備が進みまし

ウィリアム：あと、スポーツジムに入

ギー：僕の通勤距離に関して言えば、

頭がぼんやりしている。

JQR：世界の大都市では自転車専用

て、本当に怖かった。誰かが私を押し

早苗：まさしくエアーバッグ代わりです。

早苗：私は北海道育ちで、雪が吹雪い

車には乗れる環境だといえる。

になった人に、どなりつけられたりし

ギー：着替えの服を入れたバックパッ

すか？

ギー：それでも全体的にみれば、自転

う手もあるよ。

ウィリアム：絶対に自転車がいい。

JQR：じゃ、毎日同じスーツを着るんで

警察は取り締まってくれない。

ギー：まだ涼しいうちに出社するとい

JQR：エアーバッグのように？

自転車で
通勤することで
頭すっきり！

フィットな
体をキープ
するため！

満員電車に
乗らない！

り囲まれるからね。だから、顔全面を
JQR：昨年の大地震が自転車通勤に

マスクで覆って自転車に乗っている人

拍車をかけたといわれていますが…

もいる。
早苗：私は毎日マスク姿。

ウィリアム：あの地震の日、自転車が

ギー：でも夏にマスクは暑すぎる。

あって本当によかったと実感しました。

早苗：でもやっぱり、健康のためには

みんなは、あの日自転車で通勤してま

マスクをしたほうがいいな。

したか？
早苗：はい。それで、何とかあの混雑

JQR：自転車で怪我したことはあり

を縫って帰れたんだと思う。でも、私

ますか？

は他の人より小さいし、私、パニック
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