
日本
における自転車ロードレースの現状、課題と可能性



自己紹介

BOSSIS Tom （ボシス・トム） 28才、フランス出身

2015年に来日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）

日本における自転車ロードレースの現状、課題と可能性

本日・昨日の講演内容



本講演の目標

❶ 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



本講演の目標

❷ 福島から生まれた地方創生の新たな
形を、全国各地に波及すること



2014年に所属した「Chambéry Cyclisme Formation」（現AG2R Citroën
Team U23）について

・1998年の「フェスティナスキャンダル」を機にツール主催者が出資し、
スポーツ選手と教育の「ダブルプロジェクト」を確立させることでドーピ
ングを無くす狙いで立ち上がった

・そこから輩出されたロマン・バルデ選手は2014年でツール・ド・フラン
ス総合3位

・現役時代のチームメイトは今のツールで活躍している選手たち

本場の現役選手としての経験

2014年に所属した「Chambéry Cyclisme Formation」（現AG2R Citroën
Team U23）について



2014年に所属した「Chambéry Cyclisme Formation」（現AG2R Citroën
Team U23）について

・1998年の「フェスティナスキャンダル」を機にツール主催者のA.S.Oが出
資し、スポーツ選手と教育の「ダブルプロジェクト」を確立させることで
ドーピングを無くす目的で2001年に立ち上がった

・そこから輩出されたロマン・バルデ選手は2014年でツール・ド・フラン
ス総合3位

・現役時代のチームメイトは今のツールで活躍している選手たち

本場の現役選手としての経験



ナンス・ペタース

2020年ツールドフラ
ンスステージ優勝

フランソア・ビダール

ワールドツアー8年目

ピエール・ラトゥール

2018年ツールドフラ
ンス新人賞

ニコ・デンズ

2022年ツール・ド・
スイスステージ優勝



毎年、所属選手15人中：

・～5人がプロ契約締結

・～5人が継続

・～5人が移籍/引退。

↑自分は翌年9月から日本へ留学することを決意した。

一年切りのプロ契約を締結し、来日と共に現役を引退。

本場の現役選手としての経験



国内の経歴

・留学中に、日本の部活を経験すべく、中央大学の自転車競技部
に登録。

・日仏の実業団チームに誘われ、シーズン後半は実業団のトップ
カテゴリー「Jプロツアー」に登録し、日本各地を巡る。

・日本滞在2年目は、同チームをUCI登録させ、日本からフラン
スのプロ大会を再び転戦。

・3年目は、選手兼指導者として日本の実業団チーム「東京ヴェ
ントス」に就職。

・4年目は、東京2020年オリンピックを機に、現職に転職。

日本国内での経験



様々な立場を経験

・本来は選手

中でもフランスのアマチュアチーム、ヨーロッパと日本のプロ
チーム、日本の学連、日本の実業団…と、価値観も多様多種

・指導者の立場

・チーム責任者の立場

・大会主催者の立場

・観光事業者の立場

・今は地方自治体の立場

日本国内での経験



前置きとして

・ あくまでも「外」の視点から見た日本の分析
→ 前提とする知識と価値観が根本から違っていることを常に頭の片隅に

・ 質疑応答の時間を活用し、課題と可能性を皆さんと共に考えたい
→ プレゼン中に反応して頂いたり、やり取りして頂くことも歓迎

→ 途中で気になった点や質問等をメモし、ぜひ質問応答の時間で交流しましょう

・ 昨日と違って、本日は個人的な見解が多く含まれる内容
→ 従って、違う見解、又は違う意見をもつ人もたくさんおり、皆さんも意見が違う部分があってもいい

→ もっと言えば、私に似た経験をした関係者が極めて少ないため、むしろマイノリティに該当する傾向がある



❶ ツール・ド・フランスを支える膨大な仕組み

・プロの自転車ロードレース大会の構成
・フランスの自転車競技環境

❷ 日本国内の自転車ロードレース競技の背景と現状

・日本のスポーツの背景と現状
・フランスと日本の自転車競技団体の構成比較
・フランスと日本の自転車競技環境の比較

❸ 「ツール・ド・栃木」の事例

・成功事例でもあり...
・失敗事例でもある

❹ 「持続性」を担保するために

・ツール・ド・栃木の事例から学べること
・「…」

本日の講演内容



❶ ツールを支える膨大な仕組み

ツールを支える膨大な仕組み

・世界中で幅広い知名度を誇るツール・ド・フランスの裏には、「国際自
転車競技連合」（UCI）、そしてその下部組織として、「フランス自転車競
技連盟」が取りまとめる年間約11 000大会の存在がある。

・フランス自転車競技連盟には、2 479団体（クラブ）、競技者をはじめと
する約113 000人のライセンス保持者が登録している。

・ツール・ド・フランスに出場する選手は、この膨大な仕組みの中で育ち、
実績を作った選手がほとんど。

・同じ道を辿る選手を輩出するために、フランス内に拠点を構える海外ナ
ショナルチームも少なくない（日本もその一つ）。



❶ ツールを支える膨大な仕組み

大会カテゴリー 招待可能チーム

プロ

UCI WORLD TOUR .WT
（合計38大会）

・WORLD TEAMS
・PRO TEAMS（招待制）
・主催国のナショナルチーム

UCI PRO SERIES .Pro
（合計51大会）

・WORLD TEAMS（65%まで）
・PRO TEAMS
・CONTINENTAL TEAMS
・ナショナルチーム

UCI CONTINENTAL TOURS .1
（合計~150大会）

・WORLD TEAMS（50%まで）
・PRO TEAMS
・CONTINENTAL TEAMS
・ナショナルチーム

セミプロ
UCI CONTINENTAL TOURS .2

（合計~300大会）

・PRO TEAMS
・CONTINENTAL TEAMS
・ナショナルチーム
・クラブチーム

チームカテゴリー

WORLD TEAMS
（合計18チーム、内日本0）

PRO TEAMS
（合計18チーム、内日本0）

CONTINENTAL TEAMS
（合計131チーム、内日本

10）

プロの自転車ロードレース大会の構成



❶ ツールを支える膨大な仕組み

UCI大会主催者が把握すべきポイント

・ 開催国以外のチームを５つ以上が参加しなければならない。

・カテゴリーが高ければ高いほど、開催規定が厳しい反面、付与されるポイント
が高い。

・いかに上位カテゴリーのチームを呼び込めるかが集客、＝経済波及効果に直結
する。

・但し、上位チームは遠征費の補助金や、招待金を受け取ったりすることが一般
的であり、そこにも予算が必要になる。

・チームは、年間を通して獲得したポイントで昇格／降格制度があり、（特に
シーズン終盤になると）費用がかかってもポイントを獲得しやすい大会に申請す
る傾向がある。

・日本の場合、チームは時差による影響を嫌うので、呼び込むには他の主催者と
連携し日程をまとめる必要がある。



❶ ツールを支える膨大な仕組み

フランスの自転車競技環境

プロ

UCI WORLD TOUR .WT
（合計38大会）

UCI PRO SERIES .Pro
（合計51大会）

UCI EUROPE TOUR .1
（合計83大会）

セミプロ
UCI EUROPE TOUR .2

（合計125大会）

アマチュア

Elite Nationale

1ère Catégorie

U19

U17

Écoles de vélo

フランス自転車競技連盟（FFC）

UCIの管轄

各国自転車
競技連盟の管轄



❷ 日本国内の自転車ロードレース競技の背景と現状

日本のスポーツの背景と現状

・日本では、「スポーツ」という言葉が定着したのはつい最近で、「体
育」の文化から引き継がれているコンセプトである。

・したがって、今でも「教育」の傘下に入っているモデルから抜け出して
いないのが現状。

・その流れから、競技志向のスポーツに関して、育成過程の中では「部
活」、それ以降は「実業団」という形で構成されている。

・競技志向の薄い分野は、「草大会」「市民大会」という形で、教育課程
とは別に自由主義と共に普及してきた。

→ 「競技」という一括りでまとまっているのではなく、「教育」と「レイ
ジャー」という二つに分かれており、その中でさらに分散されているのが
特徴。



❷ 日本国内の自転車ロードレース競技の背景と現状

フランスと日本の自転車競技団体の構成比較

UCI (Union Cycliste Internationale
国際自転車競技連合

FFC（Fédération Française de Cyclisme）

フランス自転車競技連盟

ヨーロッパの典型的な事例：フランス 日本国内

JCF (Japan Cycling Federation)

公益財団法人全日本自転車競技連盟

JBCF (Japan Bicyclist Club Federation) 

一般社団法人全日本実業団自
転車競技連盟

JCL (Japan Cycle League)

株式会社ジャパンサイクルリーグ

JICF (Japan Intercollegiate

Cycling Federation)

全日本学生自転車競技
連盟

世界レベル

各国レベル

・UCIコンチネンタル登録の管理
・フランス代表の統括
・ナショナル選手権の開催
・選手年間ランキング／カテゴリー分け
・全国大会スケジュールの管理
・Pôle Espoirs（選手育成センター）の
管理

HSC (High School Cycling)

全国高等学校体育連盟
自転車競技専門部

各県自転車競技連盟

Comités régionaux
地域圏自転車競技連盟

・クラブ登録
・個人登録（クラブを通して）
・地域圏代表の管理
・地域圏選手権の開催
・地域レベル大会スケジュールの管理

Comités départementaux
県自転車競技連盟

・県代表の管理
・県選手権の開催

・UCIコンチネンタル登録の管理
・日本代表の管理

・ナショナル選手権の開催
・個人登録

・県代表の管理
・スポーツ協会関連（体
育祭／国体等）

部活制度に加入する選手
のみ管理。

上記地域連盟は下部組織ではなく、同じ
仕組みの一環。

自転車競技関連全てを取り巻く。 UCIが定める最低限の機能だけ担当し、それ以外（レース運営、クラブ登録等）は下部組
織に委託している。

明確な位置づけがなく、
地域間の差が大きい。

・部活登録
・高校大会の開催
・インターハイ／インカ
レの開催

クラブチームが所属する。

・クラブ登録
・大会の開催（プロ・アマ）

Jプロツアー
実業団プロリーグ

JBCFが経営している国内トッ
プリーグ。
「原点回帰」をキーワードに、
持続可能な運営体制の構築を優
先する。
強み：歴史が長く、信頼性が高
い。持続性がある。
弱点：予算が少ない。広告力が
弱く、発展が見込めない。

2021年にJBCFから二分化したプ
ロリーグ経営団体。地域密着型プ
ロクラブが所属する。
「地域創生」をキーワードに、振
興スポーツとしてプロ化を目指す。
強み：地域密着化は成功している。
大会は魅力的で生放送等があり、
広告力が高い。
弱点：UCI（世界の仕組み）に繋
がっていない。黒字経営が見込め
ない。レースが少ない。

・プロレベルの管理（①ワールチーム ツール・ド・フランス等 ②プロチーム プロレベルの中核 ➂コンチネンタルチーム セミプロ）
・自転車競技の全体的な管理（ルール等）、ワールドカップや世界選手権の開催、オリンピックの関係

クラブ個人 個人



❷ 日本国内の自転車ロードレース競技の背景と現状

フランスと日本の自転車競技環境の比較

プロ

UCI WORLD TOUR .WT
（合計38大会）

UCI EUROPE TOUR .Pro 
（合計51大会）

UCI EUROPE TOUR .1 
（合計83大会）

セミプロ
UCI EUROPE TOUR .2 

（合計125大会）

アマチュア

Elite Nationale

1ère Catégorie

U19

U17

Écoles de vélo

仏自転車競技連盟 （FFC）

UCIの管轄

各国自転車
競技連盟

の管轄

フランス



❷ 日本国内の自転車ロードレース競技の背景と現状

フランスと日本の自転車競技環境の比較

プロ

UCI WORLD TOUR .WT
（合計38大会）

UCI EUROPE TOUR .Pro 
（合計51大会）

UCI EUROPE TOUR .1 
（合計83大会）

UCI ASIA TOUR .Pro
（合計6大会、内日本1大会）

セミプロ
UCI EUROPE TOUR .2 

（合計125大会）
UCI ASIA TOUR .１

（合計8大会、内日本2大会）

アマチュア

Elite Nationale
UCI ASIA TOUR .2

（合計8大会、内日本2大会）

1ère Catégorie JCL Jプロツアー

U19 E1 クラス1

U17 E2 クラス2
高体連 市民大会

Écoles de vélo E3 クラス3

仏自転車競技連盟 （FFC）
日本自転車競技連盟

（JCF）
Japan Cycle 

Ligue（JCL）

全日本実業団自
転車競技連盟

（JBCF）

全日本学生自
転車競技連盟

（JICF）

全国高等学校体
育連盟自転車競

技専門部
（HSC）

UCIの管轄

各国自転車
競技連盟

の管轄

フランス 日本



❸ ツール・ド・栃木の事例

「ツール・ド・栃木」の事例

大会の概要

・ツール・ド・栃木は、2017年から2020年に渡って、3月に4回行われた
UCI登録の自転車ロードレース大会。（但し、最終回はパンデミックの影響
で開催されず）

・ツール・ド・フランスと同じように、「ステージレース」形式で行われ
ていた。

・カテゴリーは「.2クラス」。従って、プロチーム、コンチネンタルチーム、
ナショナルチーム、クラブチームが参加できるが、上位チームを呼び込む
ことができず、参加チームはコンチネンタルチームとクラブチームが構成
していた。





❸ ツール・ド・栃木の事例

成功事例でもあり...

・最終回まで、最低1つ以上のラインレースが行われ、地域または一般社会との接点が多かった。

・毎年コースを変え、新しい地域を訪れていた上に、栃木県の文化遺産や地域資源が全面に出るコー
ス設計が実施されていたため、非常に濃い内容をプロデュースできていた。

・主催者、行政、地域のUCIチーム、基盤の強い三者の協調体制があった。

・上記のこともあり、歴史が浅いにもかかわらず動員数が非常に多く、軽視できない経済波及効果を
もたらしていた。



❸ ツール・ド・栃木の事例

成功事例でもあり...

・最後に開催された第3回大会の大会運営費は約2.1億円だった。

・それに対して、11.3億円の経済効果があったとされている（主催者発
表）。

→ 昨日分析した事例、同期間の2016年ツール・ド・フランスグランデパー
ルの事例に比較すると、運営予算（誘致費用含む）、経済波及効果とも約3
分の1で同様の割合であり、ツール・ド・フランスと同等の投資リターン
（約4／1）が期待できることが分かる。



❸ ツール・ド・栃木の事例

失敗事例でもある

成功する側面があったにも関わらず、第３回大会終了後に運営組織が第４回大会
をもって解散するとの発表があった。

地元新聞社によると、解散の理由について、主催団体「NPO法人ツール・ド・と
ちぎの会」は「地域経済の活性化や郷土愛の醸成など初期の目的を達成したた
め」としつつ、記事内には「運営費の多くは県内企業などの協賛金が占め、警備
費などの予算確保や運営体制の整備が課題となっていた」との記載も。

初代大会から盛大に開催されたことを考慮すると、公費の依存から抜け出せな
かった実態があったのではないかと推測できる。

→ 2020年の東京オリンピック、2022年の栃木国体が迫ってきたときに、スポーツ
活用予算に対する方針の中で、優先度が低くなったことは、予想が付かないこと
ではないだろう。



❹ 持続性を担保するために

持続性を担保するためには

この事例から学べること

・初回は金、土、日ともラインレースだったが、その後は公園でのタイムトラ
イアルや周回等を用いて警備費用の運営負担を軽減。そのためにも、第２大会
以降も動員数が大きく増えることがなく、同じ水準に留まった。

→ 福島県は、公道利用の大会が全国でもっとも多く、かつ継続できている現状
を踏まえると、継続的な成長を目指す上で大きな強みになるのではないかと見
ている。

・競技の魅力としても、景観としても、栃木県の山間部を訪れることはなかっ
た。

→ 福島県にも、猪苗代湖や磐梯吾妻、南会津、只見川、夏井川、阿武隈高地が
ある。ツール・ド・フランスの成功からも、コース設計について学べることが
多く、決して軽視してはいけない要素のひとつ。



❹ 持続性を担保するために

持続性を担保するためには

・動員数が多く、経済波及効果を生み出したとしても、大会の継続性が担保さ
せるわけではないということもよく分かる。

→ 間接的なPR効果や経済波及効果とは別に、直接的な経済価値を創出する必
要がある。そのためには、自転車ロードレースは日本で定着している「スタジ
アムスポーツ」とは違うビジネスモデルが求められることを理解する必要があ
る。

・地域企業の財産には上限があり、規模が大きくなればなるほど地域企業の負
担が増える。

→ 本末転倒になるため、地域企業だけに大会を支えてもらえると考えてはいけ
ない。資金／顧客とも、地域外から参入してもらえるような仕組みを用意する
必要がある。



❹ 持続性を担保するために

持続性を担保するためには

・大会の存在意義を明確に定め、共有する

・何のための大会、何を目指す大会なのか、どんな特色のある大会に育て
るのか、Who-What-Howをできるだけ分かりやすく、例外なく全ての関係
者に共有される状態を作る。

・「3年後」「10年後」「30年後」で目指す姿を、最初から描いて、そこに
繋がる現実的な道筋を定めることも持続性に直結するように見える。



❹ 持続性を担保するために

持続性を担保するためには

・大会の影響力を数字化する

・大会の魅力を伝え、賛同してもらうためには、受け入れ地域に対しても、
協賛企業に対しても、大会による地域経済効果はもちろん、それ以外の定
量化しにくい領域（地元愛、知名度、ブランドイメージ等）までできるだ
け明確に提示できるようにする。

・同様に、人事異動や政治方針の変化に備えるためにも、KPIを選定し、そ
れに基づいた長期計画の存在も必要不可欠。



❹ 持続性を担保するために

持続性を担保するためには

・伝説を作る

・自転車にしかできないことのひとつとしては、地域を巻き込んだストー
リーテリングができるという利点がある。

・良くも悪くも、福島は全世界に知られている地域であることは間違いな
い。福島の復興は、世界でも通用するストーリーである。

・福島各地にも長い歴史があり、全面に押し出す有効な手段でもある。



❹ 持続性を担保するために

持続性を担保するためには

必要としてくれる地域に定着する

・日本には、普及に成功しているスポーツの中で、都市型スポーツが大半
を占める。しかし、日本がこれから直面する課題は地方衰退であり、少子
齢化である。

・地方にこそ可能性を発揮できるのが本来の自転車ロードレースなので、
「都市から地方へ」と流れを作れる方向が最大の可能性を引き出せる方向
性ではないかと考えている。



❹ 持続性を担保するために

持続性を担保するためには

・先駆者意識で取り組む

・日本国内で成功している大会の事例を意識することはもちろん必要だが、
福島県の強みである公道利用のノウハウを活かせる事例は国内に存在しな
い。

・そういう意味では、日本にはまだ存在しない形の自転車ロードレースを
形成する必要があり、海外の事例を参考にすることも一つだが、国内他ス
ポーツの事例や、観光誘致の成功事例等の中でも参考になる取り組みが多
いと思われる。



ありがとうございました
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