
ツール・ド・フランス
から学ぶ自転車ロードレース競技の可能性



自己紹介

BOSSIS Tom （ボシス・トム） 28才、フランス出身

来日（2015年）するまでは自転車ロードレース選手として
ヨーロッパ各国を転戦。

現在：

月／火／水 → 山梨県山中湖村の国際振興専門員
木／金／土／日 → 起業準備活動





1月12日（木）

「ツール・ド・フランス」の成功から学ぶ自転車ロードレース
競技の可能性

1月13日（金）

日本国内における自転車ロードレースの現状、課題と可能性

本日・明日の講演内容



本講演の目標

福島復興サイクルロードレース
による新たな地域資源の創出と継続に寄

与すること



❶ ツール・ド・フランスの概要

・概要紹介
・数字

❷ 2022年大会の公式映像

❸ 時代と共に変化したツールの歴史

・初代（1903年～1914年）：新聞社から生まれる過酷なレース
・戦前（1918年～1939年）：様々な国家主義が表現される競争の舞台
・戦後（1947年～1989年）：経済成長期の中で生まれた最強のマーケティングツール
・近代（1985年～2022年）：国際化と共に生まれた膨大な影響力

❹ ビジネスモデルと成長戦略を分析

・時代に渡るビジネスモデルの変化
・現在の大まかな売上状況
・「自転車にしかできない取り組み」：キャラバン隊の事例

❺ 地方自治体との連携

・ツールに誘致による経済波及効果
・地域発PR／発信の特徴的な取り組み

本日の講演内容



ツール・ド・フランスから学ぶこと

・ 地域／社会との連携性を理解し、自治体の重要性を自覚する

→ 地域がスタジアムだからこそ、地方自治体をはじめとした受け入れ地域の関わりが最重要

・ いかに民間社会を巻き込み、活用してもらえる機会を作れるかを考える
→ 多くの地域住民を様々な形で巻き込み、それをいかに地元企業に活用してもらうかが継続性の鍵

・ 自分の地域に落とし込んだ際に、どんな掛け合わせができるかを考える
→ スタジアムの構成が大会ごとに違うため、地域の特性を考慮した運営戦略が欠かせない

・ 自転車競技の特徴を理解し、弱点と強みを把握する

→ 無料で見れることが最大の弱点でもあり、最強の武器でもある



・3週間。21ステージ、休息2日。いわゆる「グランツール」。

❶ ツール・ド・フランスとは

ツール・ド・フランスの概要

・各ステージは120~240km、総距離は約3500km。コースは毎年変わる。

・総合ランキングは合計走行時間で競われる。大会中に総合ランキング首
位選手には「マヨジョーヌ」（黄色いジャージ）が与えられる。

・山岳の頂上の通過順に与えられるポイントで競われる山岳賞、中間スプ
リントと各ステージのゴールに与えられるポイントで競われるポイント賞、
25才以下だけが対象の新人賞ランキング、又はチーム賞と敢闘賞もある。

・FIFAワールドカップやオリンピックと並んで世界三大スポーツイベント
の1つと称されることも多い。



❶ ツール・ド・フランスとは

ツールの数字 ： 人員

・合計450名のチームスタッフ（監督、マッサー、メカニック、その他ス
タッフ）

・約28 000名の警察官が関わる（うち300名が大会を通して専属）

・10台の医療関係車両、18名の医療従事者

・22チーム、8人／チーム（合計176名の選手）。

・コース内に約200～300台の車両列（サポートカーは3台／チーム、コミ
セール、医療関係、メディア、VIP対応...）

・約1500名のメディア従事者



ツールの数字 ： メディア

❶ ツール・ド・フランスとは

国内の数値

・2021年から、全21ステージをスタートからゴールまでフランスの公共放送で生中継（約
12時から17時まで）。それに加え、前後にも関連番組を実施。

・平均視聴率：41.3％・約400万人（最高：62,8％・840万人）。

世界の数値

・１９０ヶ国で放送されている。

・グランデパール（第一ステージのスタート）が行われ、総合優勝を果たしたデンマーク
では、2022年の平均視聴率が71.9％とされている（TV2）。

・ヨーロッパの合計視聴者数：約4500万人（1分以上の視聴時間）。



ご注目頂きたいところ

2022年大会の公式映像

❷ 2022年大会の公式映像

→ 他スポーツにはない、自転車競技の強み

主催者目線
観客の行動、スタッフ／
関係者、景観の見せ方

競技責任者目線
道路状況、コース設定、

車両

観客目線
競技の迫力、選手の表情、

チームプレイ

2022年ツールダイジェスト.mp4


立ち上げの経緯と背景

・初開催は1903年（明治36年）

・元選手であったパリ出身の「ア
ンリ・デグランジュ」氏が思いつ
いた

・ 当 時 、 デグ ラ ン ジ ュー 氏 は ス
ポーツ雑誌”L’Auto”（現L’Equipe）
の編集長だった

・立ち上げの狙いは、売上を伸ば
すこと

❸ 時代と共に変化したツールの歴史

初代 （1903年～1914年）



❸ 時代と共に変化したツールの歴史

初代 （1903年～1914年）
1903年のコース

リヨン、マルセイユ、トゥールーズ、ボルドー、
ナント、パリのフランス6大都市を6ステージで
結ぶ

・総距離は 2 428 km

現代のツールとは全く別物

・個人参加、夜間走行、途中のチェックポイン
トで署名。

・大会を取材する記者は1名だけ。

・優勝者は2位に15時間差。

・翌年も連勝したが、4位までの選手が不正行為
で失格。



初代のビジネスモデル

・初代のビジネスモデルは大会報道による売上が10割。

・大会後の一日あたりの販売部数が3万部から6万部に増加したと
言われている。その後も人気度が高まり続ける。

❸ 時代と共に変化したツールの歴史

様々な進化を遂げる

・第一次世界大戦前からは、国家主義の表れの場にもなり、国境に
寄り添ったコースになる。それを機に山岳がはじめて取り入れられ
る。

・マヨジョーヌは1919年から始まり、L’Autoの紙面が黄色だった
ことが色の由来。

初代 （1903年～1914年）



❸ 時代と共に変化したツールの歴史

戦前 （1918年～1939年）

戦後の人気復活を図る様々な試み

戦後に人気度がなかなか復活しないことを受け、様々なルールの変化が検討される。
ビジネスモデルが大きく変化したのが1930年代：

・チーム構成はサイクルメーカーチームからナショナルチーム

・キャラバン隊が導入される

・レースの通過による経済波及効果を掲げ、スタートとゴール会場から料金を取るようになる



❸ 時代と共に変化したツールの歴史

戦前 （1918年～1939年）

社会的変化に合わせて、国家規模のイベントに定着

・消費社会の発展とともに成長していき、第二次世界大戦まで車両数が増え続ける。

・キャラバン隊に参画していた企業が山岳の頂上を先頭で通過した選手に賞金を与えたことがきっか
けで、山岳賞が設置された。

・ラジオ、そしてテレビの普及に合わせて、L’Auto以外のメディアがツールを幅広く取り上げるよう
になる。

→ これまでに都市部を中心に顧客が集まって
いたのが、山岳をはじめとした地方でも大勢
の人が沿道にかけつけ、総数約1000万人とさ
れていた（当時のフランスの人口の約4分の
1）。



戦争の影響を受け、国際的なビジョンに切り替わる

・戦後には初めて国外のルートが導入される（イタリア、スイス、ベル
ギー）

・1954年には初めて海外でグランデパール（第一ステージのスタート）が
行われる

・50年代に、一時期「Tour de l’Europe」（ヨーロッパ一周）への拡大を志
す時期があった

❸ 時代と共に変化したツールの歴史

戦後 （19４7年～1989年）



❸ 時代と共に変化したツールの歴史

戦後 （19４7年～1989年）

戦後の経済成長とテレビの普及が大会を一変させる

・1948年からテレビ放映が始まる。それを機に、ビ
ジネスモデルの中心が放映権に移る。中継は1959年
から。

・当時の大きな利点は、テレビでの広告宣伝露出が
禁じられていたことを、ツールのスポンサー（大会、
チーム等）になることで、テレビを通じて広い影響
力を養えたこと。

・バイクや車の普及によるサイクルメーカーの衰退
が原因で、自転車以外のブランドも参入。公平性を
保つ目的と合わせて、ナショナルチームから再びブ
ランドチームに切り替わる。



地方への方向転換

・60年代から70年代にかけて、自転車産業の衰退がツー
ルに危機をもたらし、熱が冷める時期もあった。

・近くで無料で見れるスポーツとしてのポピュラー性を
最大限に活かす方向に転換し、主催者が都市部から地方
に焦点を当て直す方向に。

・農業、スキー場や海水浴場のプロモーションに力を入
れ、レイジャーと観光誘致がツールの新たな武器となっ
た。

・テレビの普及もあり、マーケティングの影響が増える。
スポンサーにとっては結果より露出時間が重視されるよ
うになり、コース設計を左右する様子が増え移動時間が
増す。

・1980年代から、中継中に通過地域の魅力を発信するこ
とで、世界に対してフランスの地方をPRする最高のツー
ルとして活用されはじめた。

❸ 時代と共に変化したツールの歴史

戦後 （19４7年～1985年）



グローバル化に合わせ、ツールの国際化も進む

・1980年代に入ると、アメリカとコロンビアの選手が
活躍するようになり、1989年にアメリカのグレグ・レ
モンが史上初のヨーロッパ外のツール覇者になる。

・ドイツ分断と東西冷戦が終わると東ヨーロッパにも
広がる。それに合わせ、放映範囲も広がり、権利取引
の売上が１０倍近くになる。

・1985年になると、日本のNHKも放送するようにな
り、今中大介氏がコンポネントメーカーのシマノ社の
後押しを受け、戦後日本人初出場を果たす。

・その後、新城幸也選手と別府史之選手が共に2009年
に初の日本人完走者になる。

・一方で、自国フランスにとっては、1985年に優勝し
たベルナール・イノーの後続者が表れていない状況は
今でも続いている。

❸ 時代と共に変化したツールの歴史

近代 （1985年～2022年）



労働争議の場にもなる

・対外的にも：地元の労働組合がコースを塞ぎレースを中断するケースが多発する。

・体内的にも：マーケティングに優先度が移行することで増加した移動時間や、ドーピン
グ検査の導入に対して、選手側で自発的なストライキも行われる。

また、ツール主催者のA.S.Oが放映権を分配しないことがUCI（国際自転車競技連合）との
争いになり、一時期「ワールドツアー」を抜けることもあった。

❸ 時代と共に変化したツールの歴史

近代 （1985年～2022年）

ドーピングスキャンダルに振り回される

・1998年には、ツール中に起こった「フェスティナスキャンダル」を機に、チーム単位で組織され
ているドーピングが明かされる。1999年から「再生のツール」と名付けられる大会から7連覇を遂げ
るランス・アームストロング選手も、その後数年の勝者もドーピングで失格になる。

・しかし、ブランドイメージが大幅に落ちるものの、視聴者数、主催者とチームの運営予算の拡大は
止まらず、ツールの人気が高まり続ける。



・初期は、主催者であった新聞社の販売部数の拡大によるの売上
アップが唯一の収入源だったが、そこからは収入源を複数化して
いった。

・それぞれの収入源の拡大（スケールアップ）と、新規市場の開
拓（スケールアウト）がとてつもない拡大を導いた。

・自転車ロードレース競技の中でも、ツール・ド・フランスが圧
倒的なシェアを独占している秘訣は、放映権を主催者が握ってい
ることにある。その反面、放映権からチームが収入を得ていない。

・その中でも、「無料で見れること」を最大の強みとして、大勢
の観客、または視聴者が集まり、それが広告主の興味をひくこと
がビジネスモデルの主軸であることに今も変わりがない。

❹ ビジネスモデルと成長戦略

ビジネスモデルと成長戦略



❹ ビジネスモデルと成長戦略

スポンサー収入

・戦後から、スポンサーと広告収入が概ね売上の3分の2を占めており、拡
大し続けたが、成長に大きく寄与したのがテレビ放映：1980年代に10倍以
上拡大したとされている。

・戦略としては、キャラバン隊を中心にパートナーを集っていたところを、
少しずつ広告商品をパッケージ化し、単価を上げつつ契約数を減らし、
「パートナークラブ」を構成する流れになった。

・ツールの最大の強みは、公共空間に広告を入れ込めていること。これは、
通常では不可能に近い広告形態。



・「Partenaires officiels」（オフィシャルパートナー）：13社

・「Fournisseurs officiels」（オフィシャルサプライヤー）：17社

・「Supporters officiels」（オフィシャルサポーター）：8社

・「Partenaires techniques」（テクニカルパートナー）：7社

・「Partenaires institutionnels」（行政パートナー）：4組織

・「Diffuseurs officiels」と「Partenaires média officiels」（メディアパートナー）：5社

❹ ビジネスモデルと成長戦略

「パートナークラブ」の仕組み
近代のツール・ド・フランスは「パートナークラブ」を構成し、スポンサー企業をランク付けしている。

・「Partenaires majeurs」（メジャーパートナー）：5社



❹ ビジネスモデルと成長戦略

地方自治体からの誘致費用

・1930年から始まった自治体からの誘致費用が売上で占める割合は1952年
に最大で4割まで増え、そこから下がっていった。近年で全体の1割前後と
されている。

・しかし、実額は現在に至るまで増え続けてきた。

・それでも、毎年200以上の自治体からの応募がある。

2022年の誘致費用

ゴール会場
110 000€（1 550万円）

スタート＆ゴール会場
160 000€（2 300万円）

スタート会場
65 000€（900万円）

グランデパール
2~10M€（2.8∼14億円）



（発表されていないため、推測値）

・放映権取引：約5割

・スポンサー&広告宣伝：約3割

・地方自治体の誘致：約1割

・キャラバン隊：約0.5割

・その他：約0.5割

合計の売上高は約200億円に推定されている。

❹ ビジネスモデルと成長戦略

近代の売上状況



・キャラバン隊とは、ツール通過の約2時間前に、コース上を通
過するパートナー企業の宣伝車両のこと。

・お菓子やグッズをばらまいたり、歌や局を演じたり、企業宣伝
のために様々な取り組みを行う。

・キャラバン隊の効果もあり、ツール観戦客の沿道での平均滞在
時間は6時間とされている。

・日本文化で例えると、コース上に行われる「移動するお祭り」
ともいえる。

・コース上はもちろん、それ以外の広告掲載は禁じられている。

❹ ビジネスモデルと成長戦略

キャラバン隊の事例



・30社の参加企業

・約150台の車両

・約180名の物流と管理スタッフ、約500名の広告宣伝スタッフ

・先頭から最後尾まで約10km、30分間

❹ ビジネスモデルと成長戦略

キャラバン隊の数字

キャラバン隊.mp4


・ひとつのステージで沿道に集まる観戦客の平均人数は約50万人とされて
いる。そのうち、約2割を外国人が占める。

・ツール・ド・フランスの強みは、長い夏休みの最中に行われること。
従って、観客誘致には非常に繋げやすく、直接的かつ定量化可能な経済波
及効果が生まれる。

・誘致費用は、自治体だけではなく、様々な行政機関で分配されることが
多い。地方都市の場合、自治体、都市共同体、県、地域圏の4団体が一緒に
なることもある。

・ツールを誘致するかどうかは、地域による政治的判断であり、毎年申請
する自治体があれば、ツールから声がかかっても断る自治体もある。

・誘致による効果は、地域の魅力、または天候に大きく左右される。

❺ 地方自治体との連携

地方自治体との連携



ツールの通過による経済波及効果

主催者発表によると、ツールの通過による経済波及効果は平均として100万
から300万€（1.5億から5億円）とされている。

・宿泊＆レストラン：いうまでもなく、選手、関係者と観客が大会当日に
宿泊し、地域の飲食施設を利用する。

・継続的な観光誘致：観戦の延長として観光する人も多く、前後2週間にわ
たる経済効果があるとされている。

・地域の周知＆PR：現地観戦のみならず、世界中から数億人が映像を見る
ことになるので、地域を知ってもらい、PRする最高の機会になる。

・周辺地域の投資による経済活性化＆環境改善：会場周辺や沿道で行われ
るイベント開催による経済効果もあり、住民の生活環境改善に効果を及ば
す投資も行われる。

❺ 地方自治体との連携

地方自治体との連携



・ 「La Manche – Ouest Normandie – Grand Départ Tour de France 2016」という名の広域連携の
行政組織を設立し、主催者のA.S.Oに2.4億円の誘致費用を支払った。

・それに対し、プロローグ、第1と第2ステージのスタート、合計3日間の競技日数に加え、前日のセ
レモニーも行われる。

投資金額の内訳

3.4億円 A.S.Oへの誘致費用

うち負担の内訳：
4.1億円 県
1.8億円 地域圏
0.9億円 周辺自治体

2.3億円 マーケティング＆接待交際費（例：スタートセレモニーに約3000万円の外部委託費用）

0.7億円 人件費

1億円 その他諸費用

→ 総額7.4億円の投資。

❺ 地方自治体との連携

モンサンミッシェルのグランデパール（2016年）の事例



誘致の経緯と経済効果

・2012年に行われた申請は、2014年に承認された。

・グランデパールの場合、地方自治体がスポンサーを集うことを認めている（但
しASOの公式スポンサーに競合する企業を除くため、実際には大きく期待できな
い）。ただ、地域を巻き込むには良い手段ではある。

・それ以外にも、様々な投資が行われる（大会規定に適合するするための道路整
備等）

・通過される自治体もそれぞれ投資を行う。例：隣の自治体にフラマンヴィ―ル
の原発発電所がある「Les Pieux」（人口3147人）は、港のPR活用に約200万円投
資した。

・受け入れ組織によると、一人当たりの平均額消費を日帰り旅行者32€、宿泊者
74€とした際、観客によく経済波及効果を約30億円と推定している（PR効果や、
大会関係者による効果は含まれない）。

❺ 地方自治体との連携

地方自治体との連携



農業協同組合によるコンクール「Les
agris aiment le Tour」

2008年から、人手不足に課題を抱えている
「FNSEA」（農業協同組合）が、ツールの
通過地域の農業事業者を対象に、農地を
使った作品を競うコンクールを行っている。
作品は大会中に空撮され、世界中に発信さ
れる。

❺ 地方自治体との連携

自発的な取り組み事例

「Le Tour de France des éco-maires」（和訳：持続可能な市町村長のツールドフランス）
ツール・ド・フランスのコンセプトに見習い、全国から申請した市町村を巡り、SDGsに関する取り
組みを紹介する企画。



ツール・ド・フランスから学ぶこと

・ 地域／社会との連携性を理解し、自治体の重要性を自覚する

→ 地域がスタジアムだからこそ、地方自治体をはじめとした受け入れ地域の関わりが最重要

・ いかに民間社会を巻き込み、活用してもらえる機会を作れるかを考える
→ 多くの地域住民を様々な形で巻き込み、それをいかに地元企業に活用してもらうかが継続性の鍵

・ 自分の地域に落とし込んだ際に、どんな掛け合わせができるかを考える
→ 多くの地域住民を様々な形で巻き込み、それをいかに地元企業に活用してもらうかが継続性の鍵

・ 自転車競技の特徴を理解し、弱点と強みを把握する

→ 無料で見れることが最大の弱点でもあり、最強の武器でもある



ありがとうございました
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