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自転車による東京大阪間ノンストップチャレンジの歴史と考察
History and consideration of non-stop challenge between Tokyo and Osaka by bicycle
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近年、日本のホビーサイクリストの間で、国道 1号線の端から端までを 24時間以内に走破することを目指す挑戦

企画「東京大阪キャノンボール」が人気を博している。東京大阪間をノンストップ(道中の宿泊なし)で走破する試み

は 1960 年頃から見られ、当時は「東京大阪タイムトライアル」と呼ばれていた。「東京大阪タイムトライアル」と

「東京大阪キャノンボール」には類似点が多いが、時代背景による相違点も存在する。本研究では、過去の挑戦者及

び関係者へのヒアリングを中心とした調査を行い、歴史的背景を明らかにした上で、両者の相違点が生まれた理由に

ついて考察を行った。

Key words: bicycle, road bike, long ride, fast run, endurance, time trial, cannonball

1. はじめに

1.1.本研究の背景と目的

近年、ホビーサイクリストの間で、国道 1 号線の端から端

(東京都中央区・日本橋～大阪市北区・梅田新道)までを 24

時間以内に走破することを目指す挑戦企画「東京大阪1キャ

ノンボール」が人気を博している。2006～2022 年の間に、の

べ 200 人以上のサイクリストが挑戦し、そのうち 90 人以上が

24時間以内の走破を達成した。

筆者は 2010 年に東京大阪キャノンボールに挑戦し、2 度

目の挑戦で 24時間以内の走破を達成した(大阪→東京方向、

所要時間: 23 時間 02 分)。その挑戦レポートを執筆する際に

過去の同様の挑戦について調べたところ、1970 年に「東京

大阪タイムトライアル」を行った人物が存在し、24時間以内に

走破していたこと(東京→大阪方向、所要時間: 23時間 07分)

がわかった。この 1970 年の挑戦レポートは当時の自転車雑

誌「サイクルスポーツ」「ニューサイクリング」に掲載され、その

レポートを見た読者がそのタイムに挑戦する形式で 1982年ま

で記録の更新が続いたことも判明している。しかし、1983 年

以降は「東京大阪タイムトライアル」に関する雑誌記事は見ら

れなくなり、2006年に「東京大阪キャノンボール」がネット上の

1 以後、「東京大阪」と書いた場合、「東京→大阪間、または大阪→

東京間」を表す。

企画として誕生するまでの 24 年間の空白が存在する。

「東京大阪タイムトライアル」と「東京大阪キャノンボール」

は共に東京大阪間をノンストップ(道中の宿泊なし)で走破す

るチャレンジであり、高い類似性を持つものの、挑戦形態・目

的・ルート・機材等に相違点が存在する。本研究では、まず

両者の歴史的背景を明らかにした上で、その相違点が生ま

れた理由について考察する。

1.2.研究の流れ

2章では「東京大阪タイムトライアル期」の歴史について、3

章では「東京大阪キャノンボール」の歴史について述べる。

主だった挑戦者には本人(またはサポートメンバー)にヒアリン

グを行っている。4章では、2 章と 3 章を受けて、両者の相違

点と、その相違点が生まれた要因について考察する。

2. 東京大阪タイムトライアル期

本章では、1958 年から 1982 年までの「東京大阪タイムトラ

イアル」期の歴史について述べる。

2.1.黎明期

本節では、東京大阪タイムトライアルの黎明期について述

べる。東京大阪タイムトライアルが形式化され盛り上がりを見
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せるのは次節で述べる藤田氏の挑戦が端緒となっているが、

それ以前にも類似の挑戦が見られた。

(1) 1958 年 5月 山県泰治氏の挑戦

1958 年 5 月、大阪の山県泰治氏が「大阪→東京」の走破

に挑戦した。その模様は、自転車雑誌「サイクリングツアー 1)」

に「東海道五十三次を二日でぶっ飛ばす」という記事名で寄

稿されている。大阪市の自宅をスタートし、東京駅をゴールと

した挑戦であった。

結果は、一泊を含んで 47時間 10分と、2日以内の走破を

達成している。タイムを計測して東京大阪間を走破した記録

としては、本論文執筆時点で確認されている中で最古の記

録となる。

(2) 1960 年 9月 荒川博之氏の挑戦

1960年 9月には、京都の大学生・荒川博之氏が東京→大

阪間のタイムトライアルに挑戦した。その模様は、自転車雑

誌「サイクル 2)」に「東京-大阪タイムトライアル」という記事名で

寄稿されている。東京・六郷橋をスタートし、大阪・守口をゴ

ールと設定した挑戦であった。このスタート・ゴール設定は、

以後主流となる国道 1 号線の両端付近をスタート・ゴールに

設定した場合に比べると 30km ほど短く、東京と大阪の都心

部を通過しないため、本論文では参考記録として扱う。

結果は 23時間 52分での走破と、24時間以内での走破を

達成した。スタート・ゴール地点は現在の主流とは異なるもの

の、「東京都」と「大阪府」を自転車で 24時間以内に走破した

記録としては最古のものと思われる。

2.2.初の国道１号線の 24時間以内走破

本節では、史上初めて「自転車で国道 1 号線の端から端

までを 24時間以内に走破した」走者と、その記録について述

べる。この記録は当時の自転車雑誌 2 誌に掲載され、後の

挑戦者に大きな影響を与えた。本節で登場する藤田氏には、

直接ヒアリングを実施している。

(1) 1969 年 5月 藤田照夫氏の挑戦

現在の「東京大阪キャノンボール」と同区間での最古の

「24 時間以内走破」記録は、1969 年 5 月の藤田照夫氏(21

歳)による挑戦である。なお、基本ルートとなる国道 1 号線の

全面舗装が完了したのは 1962年とされている。

藤田氏は中学生の頃(1961～4 年)、兄の持っていた自転

車雑誌に掲載されていた国道 1 号線ノンストップライド記事

(大阪→東京方向)を読み、自分も挑戦してみようと思い立つ。

この際に読んだ記事の詳細は現在も調査中である(先述の

荒川氏の記事は東京→大阪方向であり、藤田氏が読んだ記

事とは方向が異なる)。

1969年 3月に大学を卒業後、丸石自転車に就職し、同社

の実業団チームに所属した藤田氏は、丸石自転車競技部の

協力を得て大阪→東京間のタイムトライアルに挑戦する。大

阪スタートとした理由は、「読んだ記事が大阪スタートであっ

たことと、西風基調で有利であると考えたから」と藤田氏は述

懐している。スタート地点は梅田新道(国道 1 号線・終点)、ゴ

ール地点は皇居周辺。「当時は日本橋が自転車通行禁止で

あったため、皇居周辺をゴール地点とした」と藤田氏は述べ

ている。ルートは当時の国道 1 号線を基本とした。走行距離

については、当時の国道 1号線の道のりから 544kmと計画し

た。伴走車として、丸石自転車競技部のメンバーが同行した。

結果は 23 時間 40 分と、大阪→東京間の自転車による 24

時間以内走破を達成した。

なお、1969 年の挑戦の詳細については雑誌記事としては

収録されていない。次項で述べる 1970年の記事で、「昨年の

挑戦」として触れられているのみである。本項で述べた内容

は、藤田氏本人からのヒアリングを元に構成した。

(2) 1970 年 4月 藤田照夫氏の挑戦

1970 年 4 月、藤田氏は昨年とは逆方向となる東京→大阪

間のタイムトライアルに挑戦した。1970 年の挑戦は、当時刊

行されていた自転車雑誌「サイクルスポーツ 3)」「ニューサイク

リング 4)」の 2 誌に詳細レポートが掲載された。伴走車には、

ニューサイクリング誌の今井千束記者が同乗しており、ニュー

サイクリング誌側のレポートにはタイムスケジュールと使用機

材の詳細情報が記載されている。

スタートを東京とした理由について、サイクルスポーツ誌の

レポートには「ニューサイクルショーが大阪で初めて開催され

たこと」と書かれているが、藤田氏本人は「大阪→東京方向

の挑戦では、疲労した状態で終盤の箱根に臨む必要があり、

そこで完全に失速した」ことも理由であったと述べている。前

半に最大の難所である箱根をこなすことで、自己記録の更新

を狙う形となった。目標タイムは、前回の記録より 1時間 10分

早い、22 時間 30分と設定した。

スタート地点は皇居・二重橋前に変更し、ゴールは梅田新

道とした。ルートは前回同様に、当時の国道 1 号線を基本と

し、走行距離も 544km と計画されている。伴走車も前回同様

に丸石自転車競技部のメンバーが乗り込み、同行した。

結果は 23 時間 07 分と、前回の記録を 33 分更新した。平



塚(60km 地点)から四日市手前(400km 地点)まで、終始雨が

降る悪い天候ではあったものの、「考えようによっては、この

雨が幸いしたとも言える。雨のために風がほとんどなかったか

らだ」と、藤田氏は当時のレポートの中で述べている。東京～

大阪間は偏西風の影響で西風が吹くことが多いが、雨天時

には風が弱まる傾向がある。

藤田氏はこの後も「東京→青森」に挑戦したが、東京～大

阪区間の挑戦は 1970 年が最後となっている。また、藤田氏

は 1970 年の 11月に開催された全日本実業団対抗ロードレ

ースで 2位に入賞している。

2.3.記録への挑戦

本節では、1970年代の東京大阪タイムトライアルの記録更

新の歴史について述べる。端緒となったのは、前節で述べた

藤田氏の挑戦記事である。本節で登場する橋本氏のサポー

トチームのリーダーである植原郭氏には、直接ヒアリングを実

施している。

(1) 1973 年 4月 横浜緑輪クラブの挑戦

1973 年 4 月には、クラブチーム「横浜緑輪クラブ」のメンバ

ー 3 人(平野光夫氏・平山良二氏・斎藤慶安氏)が東京→大

阪間のタイムトライアルに挑戦している。サイクルスポーツ誌 5)

に掲載されたレポートには、1970 年の藤田氏の記事を見て

挑戦を企画したと記載がある。立案者の平野氏は東京から

大阪までを 3泊 4日で試走、房総半島で 24時間試走を実施

し、挑戦に臨んだ。藤田氏と異なり、スタート地点は東京駅前、

ゴール地点は大阪駅前と設定した。ルートについての詳細な

記載は無いが、経由地の情報を見る限り藤田氏と同様に国

道 1 号線を基本としたものと思われる。伴走車は 2 台付いて

おり、それぞれに 2名が乗り込んでサポートをした。

結果は、3人のうち 1名(平山氏)のみが完走し、残りの 2人

は途中リタイヤとなった(斎藤氏・横浜、平野氏・箱根)。平山

氏の完走タイムは 26時間 03分で、藤田氏の記録を更新する

には至らなかった。

(2) 1973 年 9月 橋本治氏の挑戦

1973年 9月には、クラブチーム「港サイクリングクラブ」の後

援を受けた、橋本治氏が東京→大阪間のタイムトライアルに

挑戦している。橋本氏は前年に開催された鹿児島国体のロ

ードレース優勝者である。藤田氏の挑戦に同行した今井記

者が橋本氏の挑戦にも同行しており、ニューサイクリング誌 6)

には、今井記者による詳細レポートと、橋本氏本人の手記が

掲載されている。筆者は、港サイクリングクラブの会長であり、

この挑戦の計画を立てた植原郭氏にヒアリングを実施し、当

時の挑戦の様子を確認した。

橋本氏(神奈川県出身)は当時、鹿児島在住であった。そ

のため、コースの下見や機材の準備等の実務は、後援の港

サイクリングクラブが行い、橋本氏本人は「走者としての”走

る”という責任を果たすだけで良く、他のことは一切考えなか

った」と述べている。港サイクリングクラブは度々「耐久ラン」

(時間を計測した長距離自転車走行)イベントを開催しており、

クラブ内に多くのノウハウが蓄積されていたことが推察される。

なお、植原氏はサイクルスポーツ誌やニューサイクリング誌に

耐久ランをテーマとした寄稿を何度も行っている。

植原氏は、法政大学を卒業後、丸石自転車に就職した経

歴を持つ。藤田氏も全く同じ経歴の持ち主であり、植原氏か

ら見て藤田氏は後輩に当たる。「(藤田)照夫の 1970 年の記

録を更新することを目的として、この挑戦を計画した」と植原

氏は述べている。このため、方向は「東京→大阪」とし、ルー

トも藤田氏の挑戦と一致させた。目標タイムは 22 時間。機材

は、植原氏のショップ(シクロサロン)のオーダースチールフレ

ームを使用。完成車重量は約 9kgだった。伴走車は全 3台。

港サイクリングクラブのサポートカーに加え、取材としてニュー

サイクリング誌の車と、報知新聞社の車が同行した。

結果は 20 時間 50 分と、藤田氏の記録を 2 時間 17 分更

新した。

2.4.東西ライバル対決

本節では、1980年代の東京大阪タイムトライアルの記録更

新の歴史について述べる。1973 年の橋本氏の記録更新以

後、1981 年までは「東京～大阪」区間の挑戦レポートは各自

転車雑誌に掲載が見られない。再び掲載されたのは 1982年

であった。この年は 2人の走者が「東京大阪タイムトライアル」

に挑戦し、互いの記録を更新、3 度の記録更新が起きた。本

節で登場する井手一仁氏と大塚和平氏には、直接ヒアリング

を実施している。

(1) 1982 年 5月 井手一仁氏の挑戦

1982年 5月には、大阪の大学生・井手一仁氏が大阪→東

京間のタイムトライアルに挑戦している。1970 年代の挑戦 3

例とは方向が逆である。サイクルスポーツ誌 7)には、囲み記

事として井手氏の挑戦の様子がレポートされている。井手氏

は 1981 年 5 月に日本縦断(佐多岬→宗谷岬間)を 5 日 7 時

間 36 分という当時の日本記録で完走しており、次の記録更

新の対象として東京大阪タイムトライアルを選んだ。記事には



記載が無いが、「目標は橋本氏の 20 時間 50 分の更新であ

った」と井手氏本人は述べている。大阪→東京間の全線試

走を実施し、準備万端で挑戦に臨んだ。

スタート地点は従来と異なり、大阪・日本橋(にっぽんばし)

とし、ゴールは東京・日本橋(にほんばし)とした。理由として、

「東海道五十三次の始まりは日本橋なので、大阪の日本橋

をスタートにしようと思った」と井手氏は述べている。正確なス

タート地点は大阪・日本橋近くの通天閣とした。ルートは従来

の挑戦と同じく、国道 1 号線を選択した。伴走車は 2 台体制

で、当時在学中の大阪産業大学サイクリング部が乗り込む車

が 1台、医師と看護師である両親の乗り込む車が 1台であっ

た。機材は、下森製作所製のスチールフレームを使用。完成

車重量は 8kg 台と軽量に仕上げていた。

結果は 19 時間 59 分と、橋本氏の記録を 51 分更新した。

(2) 1982 年 7月 大塚和平氏の挑戦

1982年 7月には、埼玉の中学校教師・大塚和平氏が東京

→大阪間のタイムトライアルに挑戦している。サイクルスポー

ツ誌 8)には挑戦の様子がレポートされている。大塚氏はアマ

チュア自転車連盟の登録選手であり、1981 年の全日本実業

団対抗ロードレースで 4位の実績を持つ。職業上、通常の週

末の挑戦が難しかったことから、中学校が夏休みとなる 7 月

末に挑戦を決めた。挑戦直前の 5 月に井手氏が 19 時間 59

分のタイムを記録したことは認識しており、そのタイムの更新

を狙ったと大塚氏は述べている。

スタート地点は東京駅前、ゴール地点は大阪駅前とした。

基本的には、「国道 1号線を辿ればどうにかなるだろう」という

ことで、ルートの予習は一切なし。戦略としては、「青看板の

国道 1号線の表示を辿るのみ」であった。伴走車は少なくとも

一台が付き、テレビ東京「サイクル日本」の取材車も帯同して

いる。機材は、タカムラ製作所製のスチールフレームを使用。

結果は 19 時間 45 分と、井手氏の記録を 14分更新した。

なお、19 時間 45 分は大塚氏本人からヒアリングしたタイムで

あり、サイクルスポーツ誌とテレビ東京「サイクル日本」の番組

内では、「19 時間 50 分」と紹介されている。

(3) 1982 年 9月 井手一仁氏の挑戦

1982年 9月には、再び井手一仁氏が大阪→東京間のタイ

ムトライアルに挑戦している。7月の大塚氏に記録を更新され

たことを受けて、最速記録の奪還に挑んだ。

1 度目の挑戦は大阪・日本橋をスタート地点としていたが、

2 度目の挑戦は前例と合わせて梅田新道に設定。ゴールは

前回と同じく、東京・日本橋とした。サイクルスポーツ誌 9)には

この時の様子が囲み記事としてレポートされている。

結果は 19時間 45分と、大塚氏の記録に並んだ(記事内で

は「日本記録保持者に返り咲いた」と書かれている)。

この挑戦は、「大阪～東京の往復耐久ラン」のリハーサルと

して実施されたもので、1982 年 10 月に井手氏は「大阪～東

京」往復のタイムトライアルに挑戦した。目標を 36 時間として

いたが、結果は 47時間 56分であった(往路: 20時間 51分、

折り返し停止時間: 1時間 24 分、復路: 25 時間 41 分)。

2.5.長い停滞期へ

本節では、井手氏・大塚氏による 1982 年の挑戦から、

2006 年に「東京大阪キャノンボール」が誕生するまでの期間

について述べる。

(1) 24年間の空白

1982 年の「東京大阪タイムトライアル」は井手氏と大塚氏

が互いに記録を更新し合うなど、例年になく白熱した年とな

った。しかし、これ以降は 2006 年の「東京大阪キャノンボー

ル」誕生に到るまで、自転車雑誌やインターネット上に東京

大阪タイムトライアルに関する記載が見られなくなる。その理

由としては、当時の環境や機材で考えうる最速タイムまで到

達してしまい、記録に挑戦しても更新することは難しいと思わ

れたのではないかと推測する。井手氏はレース界での目立っ

た実績は存在しないものの、大塚氏は前年全日本実業団対

抗レースで上位入賞する国内屈指の選手である。それを上

回る身体能力を持つとなると、専業のトッププロ選手を招聘

する他に方法がない。トッププロ選手が報酬も出ない酔狂な

挑戦をする意味もないため、歴代タイムの更新を目指す「東

京大阪タイムトライアル」は次第に盛り下がっていったものと

考えられる。

(2) マイク・シュルツ氏の挑戦

この 24 年間に唯一、自転車雑誌内で「東京大阪タイムトラ

イアル」に関する言及が見られたのが、1996 年のサイクルス

ポーツ誌 10)に掲載された、トレック・ジャパンの広告である。こ

の広告には、当時のトレック MTB チームのメンバーが紹介さ

れており、その中のサポートスタッフであるマイク・シュルツ氏

のプロフィールには「東京～大阪タイムトライアル記録保持者

(19 時間 28 分)」の記載がある。この挑戦に対する情報は他

に一切なく、詳細は不明である。

筆者はシュルツ氏の知人を通じてシュルツ氏へのコンタク

トを試みているが、既にシュルツ氏はアメリカに帰国しており、

情報のヒアリングは行えていない。今後の研究課題として引



き続き取り組みたい。

3. 東京大阪キャノンボール期

本章では、2006 年以降の「東京大阪キャノンボール」期の

歴史について述べる。なお、東京大阪キャノンボール期の走

者名は全て本名ではなくハンドルネームである。

3.1.東京大阪キャノンボールの成立

本節では、東京大阪キャノンボールという概念の成立まで

の流れと、初めて 24 時間以内の走破が達成されるまでにつ

いて述べる。

(1) 「東京⇔大阪を一日で走る」スレッド

「東京大阪キャノンボール」は、2006 年 8 月に、インターネ

ット上の匿名掲示板「2ちゃんねる」で成立した概念である 11)。

2 ちゃんねるでは、1 つの話題が「スレッド」と呼ばれる単位の

小さな掲示板に分割されている。1つのスレッドの書き込み数

の上限は 1000件であり、1000件に到達すると次のスレッドに

移行する。東京大阪キャノンボールに関する最初のスレッド

は「東京⇔大阪を一日で走る」というタイトルであり、この時点

では「キャノンボール」という名称は付与されていなかった。こ

のスレッドでは 1980 年代までの「東京大阪タイムトライアル」

までの歴史については触れる人がおらず、忘れ去られていた

ことが伺える。

(2) キャノンボールという名称の由来

「東京⇔大阪を一日で走る」スレッドが 3スレッド目になった

時点で、タイトルに「キャノンボール」という文字列が付与され

た。キャノンボールという名称の由来についての言及はスレッ

ド内では為されていないが、1981 年に公開されたカーアクシ

ョン映画「The Cannonball Run」に由来している説が有力であ

る。この映画は北アメリカ大陸を市販車(自動車)でどれだけ

早く横断できるかを競うレースを題材にした映画であり、自転

車とは関係がない。ただ、一直線に目的地を目指す様子に

なぞらえて、キャノンボールという名称を採用したものと推測

される。

(3) 初の 24時間以内走破

「東京大阪間を 1 日で走る」ことを目標として建てられたス

レッドであるが、実際に 24 時間以内の走破が達成されたの

は、スレッド誕生から 1年 3 ヶ月後の 2007年 11月であり、既

に4スレッド目を迎えていた。東京大阪キャノンボールとして、

最初の 24 時間切りの達成者はハンドルネーム「やんぐ・ちゃ

あはん」氏である。やんぐ・ちゃあはん氏は、新大阪駅をスタ

ートし、自宅のある練馬区役所前までの 551kmを 23時間 48

分で走破した。この頃の東京大阪キャノンボールにはスター

ト/ゴール地点に明確な定義はなく、「東京 23 区内と大阪市

内であれば良い」という認識だったことが伺える。やんぐ・ちゃ

あはん氏はサポートカーを帯同せず、単独かつノーサポート

での挑戦であった。

3.2.ルールの固定化

本節では、「東京大阪キャノンボール」のルールについて

述べる。成立当初は、曖昧であった東京大阪キャノンボール

のルールも、時間が経過するにつれて固定化されていった。

東京大阪キャノンボールに認定機関は存在しないため、本

章で述べるルールは 2022年時点で一般的とされている内容

である。

(1) スタート/ゴール地点

スタート/ゴール地点について、成立当初は明確な規定は

存在しなかったが、挑戦者の統計情報を調べると 2008 年頃

より「国道 1号線の両端(東京:日本橋、大阪:梅田新道)」をス

タート/ゴール地点と置く例が増加し、2010 年には定着してい

る。現在では、東京:日本国道路元標(国道 1号始点)、大阪:

大阪市道路元標(国道 1号終点)をスタート/ゴール地点とし、

両元標に設置されたモニュメント前で撮影した写真を挑戦の

証跡とすることが一般的である。また、挑戦する方向につい

ても、東京→大阪、大阪→東京のどちらを選んでも良いとさ

れている。

(2) サポートの有無

東京大阪キャノンボールは、成立当初から単独かつ伴走

車を付けず、道中のサポートも受けず、自己完結するスタイ

ルが一般的である。これは成立した場所が匿名掲示板であ

ったことと、最初に 24時間以内の走破を達成した「やんぐ・ち

ゃあはん」氏のスタイルを継承していることが要因として挙げ

られる。

(3) 挑戦表明/結果報告の方法

挑戦表明/結果報告については、事前に 2 ちゃんねるのス

レッド内で行い、ゴール後に証跡(GPS ログ・レシート・写真等)

をスレッドに掲載するスタイルが一般的であった。近年は 2ち

ゃんねるではなく、Twitter や Instagram といった公開の SNS

で挑戦表明/結果報告を行うことが一般的となっている。



(4) 挑戦結果の区分

結果については、24 時間以内にゴールに到達した場合を

「達成」、24 時間を超過してゴールに到達した場合を「完走」、

ゴールまで到達できなかった場合を「リタイヤ」とすることが一

般的である。

3.3.挑戦形態の多様化

本節では、「東京大阪キャノンボール」の挑戦形態につい

て述べる。東京大阪タイムトライアルは「過去の記録を更新す

る」ことを目的としていたが、東京大阪キャノンボールは元々

「東京⇔大阪を 1 日で走る」ことを目的としている。出来得る

限り過去の記録と走行条件を揃えた上で時間の更新を目指

すタイムトライアルと異なり、「24 時間以内の走破」という枠の

中で多様な形態での挑戦が可能となった。

(1) 車種

東京大阪タイムトライアル期は、ロードバイク(当時はロード

レーサー)と呼ばれるドロップハンドルの競技用の自転車を用

いることが一般的であった。東京大阪キャノンボール期にお

いても一般的なのはロードバイクによる挑戦ではあるが、一度

ロードバイクで達成した挑戦者が「どの車種で 24時間以内に

走破が出来るか」を模索し始めた。現在、24時間以内の走破

が確認されている車種は、シクロクロスバイク・トライアスロン

バイク・リカンベント・ファットバイク・ランドナー・小径車(ドロッ

プハンドルのもの)等である。フラットバーハンドルのマウンテ

ンバイクや、変速機構を持たないシングルスピードバイクでの

挑戦は例があるが、24 時間以内の走破は確認されていない。

(2) ルート

東京大阪タイムトライアル期は過去の記録と条件を合わせ

る意味で、国道 1号線を基本としたルートを取ることが一般的

であった。東京大阪キャノンボール期は必ずしも過去の挑戦

者の記録を更新する必要はなく、「24 時間以内の走破」が目

的であるため、国道 1号線にこだわらず、効率の良い(距離が

短い・信号が少ない・渋滞しにくい等)ルートが模索された。イ

ンターネットにおけるルート作成サイトの出現により、各ルート

の比較が容易となり、さらに過去の挑戦者のルート情報が共

有化され、ルートが徐々に洗練されていった。東京大阪キャ

ノンボール成立当初は東京大阪タイムトライアル期と同様に

国道 1号線を辿る約550kmのルートが主流であったが、2022

年現在では国道 163号線・国道 25号線や、国道 246号線を

用いた約 520km のルートが主流となり、コース全長は約

30km 短縮された。主流となったルートの変遷の歴史につい

ては、4 章で詳しく考察する。

効率的なルート選びの逆を行く、「より困難なルート」を選

ぶ挑戦者も出現した。その中で代表的なものは、長野県・岐

阜県を経由する中山道を用いたルートである。中山道をベー

スとしたルートは登坂箇所が多く、東海道をベースとした国道

1 号線に比べ、累積標高差はおよそ 2 倍となる。コース全長

は国道 1号線より長く、約 570～580km となる。一方、東海道

に比べて信号は少なく、停止時間は少ないとされている。

2012 年 4 月には、甲州街道・中山道を使用したルート（東京

→大阪方向）で、AZE氏が 24時間以内の走破を達成してい

る。

スタート/ゴール地点については、東京大阪タイムトライア

ル期・東京大阪キャノンボール期を通じて、国道 1 号線の両

端付近（東京都中央区・大阪市北区）を設定することが主流

である。

3.4.最速記録の更新

本節では、東京大阪キャノンボール期における、記録更新

の歴史について述べる。前述の通り、東京大阪キャノンボー

ル成立後は挑戦形態が多様化したが、その一方で時間の短

縮を目指す挑戦も継続されている。本節で登場する Hide 氏

には直接ヒアリングを実施している。

(1) 2017 年 12月 Hide 氏の挑戦

2017年 12月には、Hide氏が大阪→東京方向で東京大阪

キャノンボールに挑戦し、19時間 21 分で走破している。これ

は大塚氏・井手氏の記録よりも 24分早く、35年ぶりに東京大

阪間の最速記録が更新された。Hide 氏は「今回はあくまで、

自己ベストのタイムを狙った。人の記録は全く意識していなか

った。人と争うより、自分のベストを追求したい」と述べており、

最速記録の更新は想定外であったことが伺える。

Hide 氏は東京在住の会社員であり、選手登録実績のない

ホビーサイクリストである。この挑戦までに 9 回のキャノンボー

ル挑戦経験があり、うち 6 回は 24 時間以内の走破を達成し

ている。また、Hide 氏は 15 年間のウインドサーフィンの経験

から天気図の読解と予測に長けており、追い風を得られる最

適なタイミングでの挑戦を徹底していた。記録更新時の年齢

は 49 歳と、これまでの記録保持者に比べると高齢であるもの

の、複数回の挑戦でルート・走り方の練度を上げ、最適なタ

イミングで出走することで、記録更新を達成した。

(2) 2019 年 12月 Hide 氏の挑戦

2019年 12月には、51歳となった Hide氏が大阪→東京方



向で東京大阪キャノンボールに挑戦し、19時間 00分で走破

している。Hide氏は自身が 2年前に出した記録を 21分更新

し、東京大阪間の最速記録も更新された。2022年 11月現在、

この記録が東京大阪間の最速記録である。

Hide 氏は今後の目標として、「東京大阪間で 600km 超の

ルートを引き、そのルートを 24 時間以内で走破したい」と述

べている。

4. 考察

本章では、2022 年までの「東京大阪タイムトライアル」「東

京大阪キャノンボール」の歴史を総括し、両者の相違点と、

その相違点が生まれた要因について考察する。

4.1.歴史

本節では、「東京大阪タイムトライアル」「東京大阪キャノン

ボール」両期の歴史を総括する。

(1) 年表

「東京大阪タイムトライアル」「東京大阪キャノンボール」につ

いて、主な出来事(記録の更新・及び新しい挑戦形態での達

成)と、その際の各種データをまとめた結果を、表 1に示す。



年 月 方向 スタート ゴール ルート 距離 時間 挑戦者 伴走 備考

東京

-横浜

箱根

周辺

三重

-大阪

[km]

1958 5大阪→東京 大阪市内 東京駅前 R1 R1 R1 560 47:10山県泰治 なし 2 日以内での走破

1960 9東京→大阪 六郷橋 守口 R1 R1 R1 530 23:52荒川博之 なし 参考記録

1969 5大阪→東京 梅田新道 皇居前 R1 R1 R1 544 23:40藤田照夫 あり 大阪→東京初の 24 時間切り

1970 4東京→大阪 皇居前 梅田新道 R1 R1 R1 544 23:07藤田照夫 あり 東京→大阪初の 24 時間切り

1973 4東京→大阪 東京駅前 大阪駅前 R1 R1 R1 565 26:03平山良二 あり 藤田氏の記録に挑戦

1973 9東京→大阪 皇居前 梅田新道 R1 R1 R1 560 20:50橋本治 あり 藤田氏の記録を更新

1982 5大阪→東京 日本橋 日本橋 R1 R1 R1 558 19:59井手一仁 あり 橋本氏の記録を更新

1982 7東京→大阪 東京駅前 大阪駅前 R1 R1 R1 560 19:45大塚和平 あり 井手氏の記録を更新

1982 9大阪→東京 大阪駅前 日本橋 R1 R1 R1 563 19:45井手一仁 あり 大塚氏の記録に並ぶ

1982 10大阪→東京 大阪駅前 日本橋 R1 R1 R1 563 20:51井手一仁 あり 大阪東京の往復ルート

東京→大阪 日本橋 大阪駅前 R1 R1 R1 563 25:41 往復合計は 47 時間 56 分

2007 11大阪→東京 新大阪 練馬 R1 K722 R1 551 23:48やんぐ・ちゃあはん なし 単独で初の達成

2009 5東京→大阪 東京駅前 梅田新道 R15 R246 R25/R163 538 21:00やんぐ・ちゃあはん なし 単独記録を更新

2012 4東京→大阪 日本橋 梅田新道 R20/R19/京都経由 567 23:37 AZE なし 中山道ルート初の達成

2014 4大阪→東京 梅田新道 日本橋 R15 K722 R25/R163 527 23:45 Team 東海道五十三次 なし チーム初の達成

2015 5大阪→東京 梅田新道 日本橋 R15 K722 R25/R163 519 20:53 Hide なし 単独記録を更新

2017 5東京→大阪 日本橋 梅田新道 R15 K722 R25/R163 527 20:48ひぎつねちゃん なし 単独記録を更新

2017 12大阪→東京 梅田新道 日本橋 R246 R246 R25/R163 514 19:21 Hide なし 単独・歴代最速記録を更新

2019 4大阪→東京 梅田新道 日本橋 R15 K722 R25/R163 527 23:45ほのたろー なし 女性初の達成

2019 12大阪→東京 梅田新道 日本橋 R246 R246 R25/R163 518 19:00 Hide なし 単独・歴代最速記録を更新



(2) 東京大阪タイムトライアル期

1982 年以前の「東京大阪タイムトライアル期」は、主に「記

録の更新」がテーマとなっている。その名の通り「タイムトライ

アル」であったと言える。挑戦者には現役の競技者が多く、そ

の側面も影響していると思われる。ルートは細かい違いこそ

あるものの、国道 1 号線をベースとしたものであることが暗黙

の了解となっていた。

自転車雑誌に掲載された記録とレポートを読んだ読者が、

その記録に挑戦し、更新を目指す。その流れの端緒となった

のは 1970 年の藤田氏の挑戦である。藤田氏が 1970 年に出

した記録は、1982年までに 4回更新され、タイムは 3時間 22

分短縮された。

(3) 東京大阪キャノンボール期

2006 年以降の「東京大阪キャノンボール」期は、「目標時

間(24 時間)よりも早く走る」ことがテーマとなっている。記録の

更新よりも、「24時間以内に」という点が重視され、タイムトライ

アルという性格は薄くなっている。挑戦者も、競技者よりは一

般のホビーサイクリストの割合が増え、今日では一つの「能力

認定試験」的に捉えられている。舞台は、自転車雑誌からイ

ンターネット上に移行した。

タイムトライアル側面が薄まったことにより、前の記録との条

件を揃える必要が無くなり、ルートと挑戦形態の多様化が生

じた。

ルートについては、より短距離かつ走りやすい(信号が少な

い等)が模索され、最適化が進んだ。ルートの最適化・各種

装備の進化・ルート周辺のインフラの改善(舗装状態の改善

やコンビニエンスストアの増加)により、「24 時間以内の走破」

の難易度が相対的に下がったことで、様々な形態での挑戦

も増加し、シクロクロスやファットバイクといった、様々な車種

での 24 時間以内走破が達成されるようになった。ルートにつ

いても、通常の東海道ベースのルートだけではなく、甲州街

道や中山道を通っての 24 時間以内走破を達成する者も現

れた。また、2019 年には初の女性による 24 時間以内走破も

達成された。

タイムトライアル側面は薄まったものの、時間の短縮を目指

す挑戦も継続されている。東京大阪タイムトライアル期の最

速記録は、Hide 氏によって 2 回更新された。現在の最速記

録は、19時間 00 分となっている。

4.2.サポートカー付きから単独挑戦への変化

本節では、「東京大阪タイムトライアル期」「東京大阪キャノ

ンボール期」の最大の違いと言える「サポートカー付き挑戦」

から「単独での挑戦」への変化の理由について考察する。

(1) 準備作業の簡易化

東京大阪間を効率よく走破するために重要なものは、「ル

ート」と「天候」である。この 2点に対する準備は、インターネッ

トの出現とソフトウェアの進化によって大きく効率化された。

ルートについては、ルート共有サイト (ルートラボ・

RideWithGPS 等)の出現により、家にいながらにして個人で

ルートの検討を行うことが可能となった。インターネット上でル

ート情報が共有されることにより、効率的なルートの入手も容

易となった。「Google ストリートビュー」の出現により、現地に

足を運ばなくてもルート状況を把握できる環境が整った。

天候については、天気予報の精度が大きく向上し、インタ

ーネットの出現によって相当先の予報を個人が閲覧可能とな

った。2011年の東日本大震災以降は風向き予報のサービス

が多くの天気予報サイトに導入された。予報の精度が向上し、

その予報内容を個人が閲覧可能になったことで、持つべき

装備品(レインウェアや過剰な防寒装備など)が減り、サポート

カーに装備を持たせなくても挑戦を行うことが可能になった。

また、輪行に関する規制緩和も大きいと考えられる。かつ

て輪行は JCA(日本サイクリング協会)会員のみ許可されてい

たが、1984 年に資格は不要となった。それでも自転車は有

料手回り品扱いであり、持ち込みは有料であったが、1999 年

に手荷物料金が不要となった。これにより、スタート地点まで

(またはゴール地点から)の移動に車が必要なくなった。サポ

ートカーはリタイヤ時の回収車の役割も持っていたが、その

役割も輪行で代用可能となった。

(2) 機材と装備の進化

「東京大阪タイムトライアル期」「東京大阪キャノンボール

期」では、走行機材とそれ以外の所持品(装備)についても大

きな進化が見られ、これも単独での挑戦のしやすさに寄与し

ている。

最も大きな変化は、GPS サイクルコンピューターの出現で

ある。事前に作成したルートをハンドル上の画面に表示する

ことで、ミスコースによるタイムロスが大幅に減少した。サポー

トカーの主要な役割であるルート指示の必要が無くなったこ

とは非常に大きい変化であったと言える。

次に大きな変化は、高性能なライトの登場である。東京大

阪間の走破には必ず夜間走行が発生するため、前後ライト



は必須となる。しかし、東京大阪タイムトライアル期のライトは

大型で重く、点灯時間も短かった。このため、サポートカーに

替えの電池を大量に用意する必要があった。2000 年代に入

り、省電力で明るい LED 素子を使ったライトが自転車用にも

一般化したことで、必要とする電池の量も個人で持ち歩きが

可能な程度に減った。2010 年代以降は電源が乾電池からリ

チウムイオンバッテリーに変わり、より軽量で長時間使用可能

なライトが登場した。

機材面では、高性能なクリンチャータイヤが一般化したこと

が大きな変化であると考える。東京大阪タイムトライアル期は

ロードバイクのタイヤシステムとしてチューブラータイヤが一般

的であり、パンク時に修理をすることは現実的ではなく、サポ

ートカーにスペアホイールを用意する必要があった。1985 年

にミシュランがレース用クリンチャータイヤ「ハイライトシリー

ズ」を発表して以降、ロードバイク用のクリンチャータイヤが

徐々に一般化した 12)。競技の世界では現代でもチューブラ

ータイヤが主流ではあるが、ホビーサイクリストの間ではクリン

チャータイヤの使用率が高く、東京大阪キャノンボール期の

挑戦者の大半がクリンチャータイヤを使用している。作業者

の熟練度にもよるが、パンクから 15分以内での復帰が可能と

なり、スペアホイールを持つ必要がなくなった。

(3) コンビニエンスストアの出現

「東京大阪タイムトライアル期」「東京大阪キャノンボール

期」では、走行ルート周辺のインフラの整備状況も大きく異な

っている。

最も大きな変化は、コンビニエンスストア(コンビニ)の一般

化である。現在最大手であるセブンイレブンの 1 号店の出店

は 1974 年であるが、コンビニという業態が一般化したのは

1980 年代以降である。24 時間営業で食料が手に入るコンビ

ニの出現によって、道中の補給食をサポートカーに持たせる

必要がなくなった。ライト用の電池が不意に切れた場合の調

達やトイレの利用も可能であり、今や必要不可欠なインフラと

なっている。

(4) 成立場所と名称

東京大阪キャノンボールの成立場所は、匿名掲示板「2 ち

ゃんねる」である。匿名掲示板は互いの素性が分からない状

態で交流が行われる場所であり、現実の場に多人数で集ま

って顔を合わせて何かを行うイベントとは対極の性質を持つ

ことから、単独で行う形態が自然と成立したと考えられる。

その中で、「東京大阪間を 24 時間で走る」行為に対して

「キャノンボール」という名称が付けられ、定着した。

Cannonball は(球形の)砲弾を意味する単語である。砲弾は

基本的に大砲から単発で発射されることから、「単独挑戦」と

いう縛りが徐々に定着したと推測される。

(5) 単独挑戦への変化理由

匿名掲示板で成立したことにより「単独挑戦」という縛りが

設けられ、時代の変化により「準備作業の簡易化」「機材と装

備の進化」「コンビニエンスストアの出現」といった単独で挑戦

することが可能になる環境が整った。2007 年、実際に単独挑

戦での 24 時間切りが達成されたことで、東京大阪キャノンボ

ールの単独挑戦という認識は固定化されたものと思われる。

4.3.ルートの変遷

本節では、「東京大阪タイムトライアル期」「東京大阪キャノ

ンボール期」のルート変遷とその理由について考察する。

(1) ルート変遷年表

「東京大阪タイムトライアル期」「東京大阪キャノンボール

期」を通じた主流ルートの変遷の年表を示す。ルートの変遷

は、「キャノンボール統計データ 13)」を参照して分析した。



区分 期間 スタート/ゴール ルート 距離

東京側 大阪側 東京

-横浜

箱根

周辺

名古屋

周辺

三重

-大阪

[km]

東京大阪タイムトライアル

前期

1958-75? 皇居前

/東京駅

梅田新道

/大阪駅

R1 R1 R1 R1 550

東京大阪タイムトライアル

後期

1975?-82 日本橋

/東京駅

梅田新道

/大阪駅

R1 R1 R1 R1 550

東京大阪キャノンボール

国道 1 号線ベース

2006-10 日本橋 梅田新道 R15 R1 R1 R1 550

東京大阪キャノンボール

箱根旧道&国道 25 号/163 号の採用

2011-17 日本橋 梅田新道 R15 K722 R1 R25

R163

523

東京大阪キャノンボール

国道 246 号の採用

2018 日本橋 梅田新道 R246 R246 R1 R25

R163

522

東京大阪キャノンボール

国道 23 号の採用

2019-現在 日本橋 梅田新道 R246 R246 R23 R25

R163

517



(2) 東京大阪タイムトライアル 前期(1958 年-1975
年頃)

東京大阪タイムトライアルの成立当初はスタート/ゴール地

点も曖昧であった。ある程度、固定化されたのは1969年の藤

田氏による挑戦以降である。

この時期の主流であるルートは、国道 1 号線をそのまま辿

るもので、全長は約 550kmであった。スタート/ゴール地点は、

東京側が「皇居前」または「東京駅」であり、大阪側が「梅田

新道」または「大阪駅」となっている。大阪側の「梅田新道」は、

東京大阪タイムトライアルの主流ルートであった国道 1 号線

の終点であるが、国道 1号線の始点である「日本橋」はスター

ト/ゴール地点としては登場しない。

日本橋が登場しない理由について調査した所、当時の日

本橋は自転車の通行が禁止されていたことが判明した。当時

は日本橋を路面電車(都電)の線路が通っており、その影響

で日本橋～銀座の区間において自転車の通行が規制され

ていた。当時の都電の様子を撮影した書籍 14)を見ると、日本

橋や京橋の国道 15 号線区間を写した写真に自転車通行禁

止の標識が確認できる。この通行禁止を避けるため、皇居前

や東京駅を東京側の起点とし、東京都内～横浜間を国道 1

号線で通過していたと考えられる。

ルートに関しては、前走者のルートを踏襲する形で、国道

1号線をベースとするルートが用いられた。

(3) 東京大阪タイムトライアル 後期 (1975 年頃

-1982 年)
1973 年に、現在の都電荒川線のみを残し、都電は廃線と

なった。現在では国道 15号線は六郷橋を除き自転車が通行

可能であることから、1973年以降のどこかで自転車通行禁止

の規制が解除されたことになる。警視庁の規制課に問い合わ

せを実施したが、記録が残っておらず具体的な時期は不明

であるとの回答を頂いた。筆者の推測ではあるが、都電の線

路を撤去した際に自転車通行禁止の規制も解除されたので

はないかと考える。

国道 15 号線の規制が解除された後に確認されている挑

戦者は、大塚氏と井手氏の 2 名であるが、両名共に東京都

内～横浜の区間は国道 1号線を走るルートを選択している。

これは、タイムトライアルとして前走者のルートを踏襲する形

を取ったものと考えられる。

スタート/ゴール地点については、大塚氏が「東京駅」「大

阪駅」を選択している。これは、大塚氏が初期の東京大阪タ

イムトライアルのスタート地点を踏襲したものと考えられる。一

方、井手氏は「日本橋(にっぽんばし)」「日本橋(にほんばし)」

を選択している。井手氏は「東海道五十三次の始まりは東京

の日本橋なので、大阪の日本橋をスタートにしようと思った」

と述べており、語呂合わせの形でスタート/ゴール地点を選ん

だことを明かしている。井手氏の挑戦にはテレビ取材が入っ

ており、日本橋の道路元標前にゴールするシーンが映像とし

て残っている。この時点では自転車通行禁止の標識は見当

たらない。国道 1 号線を走破する挑戦として生まれた「東京

大阪タイムトライアル」ではあるが、規制の解除によってようや

く本来の始点である「日本橋」をスタート/ゴールに設定するこ

とが可能となった。

(4) 東京大阪キャノンボール 国道１号線ベース

(2006 年-2010 年)
東京大阪タイムトライアル期と同様、東京大阪キャノンボー

ル期の初期もスタート/ゴール地点は曖昧であった。最初の

24時間切り達成者とされている「やんぐ・ちゃあはん」氏も、新

大阪駅をスタートし、自宅のある練馬にゴールしている。

その後、挑戦者が増えるにつれてスタート/ゴール地点は

国道 1 号線の両端である「日本橋」「梅田新道」に固定され、

証跡として元標のモニュメント前で写真撮影をする方式が定

着した。ルートとしては国道 1 号線を辿る東京大阪タイムトラ

イアルと同様のルートが主流であったが、東京～横浜の区間

だけは国道 15号線を選択する挑戦者が多数を占めていた。

これは、国道 15号線が日本橋から直線的に横浜を目指すル

ートであり、1km 程度ではあるものの距離が短いこと、起伏の

多い国道 1 号線に比べて獲得標高が少ないことが理由であ

る。東京大阪タイムトライアル期は一部区間が自転車通行禁

止であったが、東京大阪キャノンボール期では六郷橋を除き

規制が解除されていたため、こちらを選択するのが自然であ

ったと言える。なお、国道 15号線は旧東海道である。

(5) 東京大阪キャノンボール 箱根旧道&国道 25号
/163 号の採用(2011年-2017 年)
2006年に開設されたインターネットサービス「AlpsLab」は、

道路に沿ったルートデータを作成し、共有が可能なサービス

であった。AlpsLab はコアなサイクリストが使用していたが、高

い知名度は持っていなかった。その後、AlpsLab は

Yahoo!Japan に買収され、2010 年に「ルートラボ」としてリニュ

ーアル公開された。ルートラボは Yahoo の後ろ盾もあり、サイ

クリストに広く一般化した。ユーザがルートデータを地図上で

作成可能になったことで、ルート同士の距離や獲得標高を容



易に比較可能となった。東京大阪キャノンボールについても、

より効率の良いルートの追求が始まった。

まず手が入ったのが、最大の難所と言われる箱根周辺の

区間である。東京大阪キャノンボール期の初期は箱根湯本

から芦ノ湖まで、国道 1号線を使用するのが主流であったが、

箱根旧道(神奈川県道 722 号線)を使う挑戦者が増加した。

箱根旧道は急峻な道であるが、距離は 5km 短く、獲得標高

が 100m 少ないということで、時短効果が見込まれた結果で

ある。

次に手が入ったのが、三重から大阪に掛けての区間であ

る。この区間の国道 1号線は、三重県亀山市から鈴鹿峠を経

由し、琵琶湖南部、京都市街地を抜けて大阪市に至る。その

代わりとして、亀山市から伊賀方面へと向かい、木津市を抜

けて清滝峠から大阪市に至る国道 25号線・国道 163号線を

使う挑戦者が増加した。国道 1号線を使用した場合に比べて

獲得標高は 100m増えるが、距離は 20km 以上短くなるため、

大きな時短効果が得られた。なお、国道 25 号線・国道 163

号線は、古くは大和街道と呼ばれた街道に沿って敷設され

ている。

箱根旧道と国道 25 号線・国道 163 号線の採用により、

550km あった東京大阪間の道のりは約 523km まで短縮され

た。

(6) 東京大阪キャノンボール 国道 246 号線の採用

(2018 年)
2010年代後半から増加したのが、国道 246号線の採用例

である。それまでも部分的に国道 246号線を採用する例はあ

ったが、2010年代後半になると国道 246号線を端から端まで

使用する挑戦者が増加した。

国道 1 号線を使用して箱根旧道を越えて沼津に至るルー

トと、国道 246 号線を使用して御殿場を経由して沼津に至る

ルートでは、距離・獲得標高ともに大きな差はない。ただし、

国道 1 号線の場合は最高標高が 800m(箱根峠)であるのに

対し、国道 246 号線の最高標高は 460m(御殿場)と低く、通

過時の気温低下による低体温症のリスクや降雪のリスクが低

い。また、信号の数も国道 246号線の方が 100個程度少ない

ことから、時短効果が見込まれる。以上の理由より、国道 246

号線の採用例が増えたものと考えられる。なお、国道 246 号

線は東海道の脇街道であった矢倉沢往還に沿って敷設され

ている。

国道 246 号線の採用により、東京大阪間の道のりは 1km

だけ減り、約 522km となった。

(7) 東京大阪キャノンボール 国道 23 号線の採用

(2019 年-現在)
2010 年代終盤に増加したのが、国道 23 号線の採用例で

ある。それまでは名古屋周辺のルートとしては国道 1 号線を

採用する例が大半であったが、国道 1 号線よりも海側を走る

国道 23 号線を採用する挑戦者が増加した。

国道 23 号線は産業道路としての側面が強く、自転車通行

禁止の箇所が点在しており迂回の必要があるが、ルート研究

が進んだことで迂回数が現実的な数値まで減少した。国道 1

号線に比べて獲得標高は変わらないものの、距離は 5km 程

度短い。

国道 23号線の採用により、東京大阪間の道のりは 5km減

り、約 517km となった。

(8) ルート変遷の影響と今後

東京大阪キャノンボール期に入り、初期は約 550kmだった

道のりは、約 517km まで短縮された。33km の短縮は、24 時

間で見ると時速 1.4km 程度の差となる。この差は大きく、24

時間切りの達成は易化したと考えられる。

また、2022 年に増加傾向があるのが、浜名湖の北部を通

る国道 362 号線(姫街道)の採用例である。道幅は国道 1 号

線に比べると狭く渋滞が起きやすく、獲得標高が 170m が多

いが、距離が約 6km短い。現在の主流ルートに加えてこのル

ートを採用した場合、東京大阪間の道のりは約 511km となる。

今後もルートの最適化は更に進むことが予想される。

5. おわりに

5.1.結論

本研究では、宿泊を挟まずに東京大阪間を自転車で走破

する挑戦についての歴史を調査し、その歴史を「東京大阪タ

イムトライアル期」と「東京大阪キャノンボール期」の 2 期に分

けた上で、両期の相違点が生まれた理由について考察した。

東京大阪タイムトライアル期と、東京大阪キャノンボール期

の最大の相違点は、「サポートカー付きの挑戦」か、「単独挑

戦」かである。東京大阪キャノンボールは匿名掲示板で成立

したことにより、単独で挑戦する縛りが生まれたと考えられる。

東京大阪タイムトライアル期はサポートカーの存在が不可欠

と言える挑戦であったが、時代の変化により単独挑戦を行う

ための環境が整ったため、単独挑戦という縛りが固定化され

たと考える。環境の変化について以下に示す。



・ルート作成サイトと Google ストリートビューの出現により、

最適なルートの検討とルートの共有が容易となった。

・天気予報で得られる情報の増加により、走行中に必要な

装備量が減少した。

・輪行の規制緩和により、ゴール後の自転車運搬も単独で

行えるようになった。

・ GPS サイクルコンピューターの出現により、サポートカー

によるルート案内が不要となった。

・高性能な LED ライトの出現により、大量の予備電池を用

意する必要がなくなった。

・ロードバイク用のクリンチャータイヤの一般化により、パン

ク時に備えてスペアホイールを用意する必要がなくなった。

・コンビニの出現により、挑戦者自らが時間を選ばずに補

給食を調達可能となった。

これらの環境の変化に加え、東京大阪キャノンボール期は

ルートの最適化が進み、東京大阪間の道のりが 33km 程度

短縮された。「東京大阪間を 1日で走る」という目標が非競技

者のサイクリストが単独で挑戦することに対して現実的なレベ

ルまで下りてきた結果、今日の東京大阪キャノンボールは多

くのサイクリストに挑戦されるようになったと考える。

5.2.今後の展望

本研究では、「東京大阪タイムトライアル期」と「東京大阪

キャノンボール期」の間の 24年間について「空白期間」とした

が、少なくともマイク・シュルツ氏による挑戦は実施されている

ことが判明している。シュルツ氏の他にも、東京大阪タイムトラ

イアルに挑戦した人物がいる可能性はあり、この年代の調査

を進めることが今後の研究課題である。

東京大阪キャノンボールは現在も月に数回のペースで行

われており、機材や装備の進化、ルートの最適化も進んでい

る。今後、最短記録が更新される可能性は十分に有り得るた

め、引き続き情報を追跡し記録していこうと考えている。また、

痛ましい事故などが発生し、東京大阪キャノンボールという挑

戦が消滅することの無いよう、法律遵守の徹底と安全性向上

についての呼びかけも引き続き実施していく予定である。
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