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NTTプロ ・ サイクリング：
データドリブンイノベーションの活用

NTTプロ ・ サイクリングチームは，チームパフォーマンスを最適化
するため，データと先進的な分析技術を用いて，毎年，何千人という
競輪選手と何百というレースの中から，チーム予算と選定したレース
にふさわしい選手を採用しています．各選手がピーク状態で目標のレー
スに臨み，UCI（Union Cycliste Internationale）ポイントを最大限獲得
できるようにトレーニングを最適化し，NTT Ltd.は選手のパフォーマン
スをモニタリング ・ 管理する革新的技術を提供することでチームをサポー
トしています．また，チームが重要な意思決定をする際に助けとなる先
進的なデータ分析を活用し，自転車に乗っているときも乗っていないと
きも，高パフォーマンスを発揮できる優位性をチームに提供しています．

テクノロジ NTTプロ・サイクリン
グデータ分析

NTT Ltd.　Group Senior Vice President

Nadeem　Ahmad

NTTプロ ・ サイクリングチームと� �
そのミッション

NTTプロ・サイクリングチームは，プロ
自転車競技の世界でユニークな存在です．な
ぜなら, アフリカにルーツを持ち，世界の舞
台で競争している最初のチームであるばかり
でなく，ある信念のために競技することがチー
ムのDNAに組み込まれているからです．そ
の信念とはクベカ（Qhubeka）慈善事業の
支援を通してアフリカの地域社会の生活を向
上することです．クベカはアフリカの非営利
団体で，世界自転車救済事業の一環として自
転車を寄付しています．これまで寄付金を募
り，アフリカ農村地域の子どもたちが容易に
学校に通えるようにし，出席率と学業を上げ
られるようにするため， 7 万5000台以上の自
転車を寄贈しています．

チームは，クベカ慈善事業を支援するとい
うユニークな目的意識を持ち，パフォーマン

スを重視し，技術に裏打ちされた，自転車競
技界のベンチマークとなることを目標として
います．クベカと協力して地域社会の生活を
変えたいという思いは今も強く，その熱意は
今後も高まっていくでしょう．この信念は，
スタッフ，選手，バリューパートナーと共有
しており，チームの根幹であり続けています．
アフリカで生まれましたが，世界のためにつ
くられたチームです．

NTTプロ・サイクリングチームの技術イ
ノベーション・パートナーであるNTT Ltd.
は，目的指向で，パフォーマンス重視のテク
ノロジに裏打ちされたチームとなるように支
援しています．チームが自転車競技世界トッ
プ10に入るという目標をかなえるべく，チー
ムと共同作業をしています．中でも，男子
ロードサイクルツアーであるUCI（Union 
Cycliste Internationale）ワールドツアー
に参加するということは，もっとも象徴的な
レースでもっとも資金力のあるチームと戦う
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ということを意味します．チームは先進的
データ分析とデータプラットフォームの力を
利用することで，実データを基にチームのリ
ソースを最良なかたちで活用でき，最高のパ
フォーマンスを発揮できるようになります．
これにより，多くのポイントを獲得し，ワー
ルドツアー参加資格を維持し，スポンサーに
価値を提供することができます．

テクノロジを活用したデータドリブンな
プロ ・ サイクリングチームをつくる

2020年に，チームは選手のパフォーマンス
管理ソリューションを採用しました．このソ
リューションは，トレーニング分析，健康追
跡，レース中の水分と栄養の補給，負傷報告，
選手の全体的状態（身体および精神の健康状
態）のモニタリングを行います．さらに，デー
タ分析を用いて，選手の発掘と維持を支援す
ることで，UCIポイント獲得を最大にし，レー
スで好成績を収めるためのレーススケジュー
ル作成とチーム編成を支援します（図 ₁ ）．

チームは，パフォーマンスに関連する以下
の 3 分野で，重要な意思決定にデータサイエ

ンスを活用しています．
・限られた予算の中で最良なチームをつく

るための選手の獲得と維持
・選手が最高の力を発揮できるようなパ

フォーマンスの最適化
・UCIポイント獲得とレース成績を最大化

するための効果的なレーススケジュール
の作成とチーム編成

NTT Ltd.は，NTTプロ・サイクリングが
上記のビジネス目標を達成することを支援す
るため，以下のテクノロジを提供しています．

・先進的データ分析
・データプラットフォーム
・ハイブリッドクラウド
・AIと機械学習
また，チームが目標達成のためにこれらの

技術を活用できるように，以下のサービスを
提供しています．

・デジタルおよび分析のコンサルティング
・データプラットフォームおよびデータアー

キテクチャの定義
・データサイエンスサービス
・システム構築

NTTプロ・
サイクリング8年間の全プロレースの結果

選手プロファイルと選手獲得

レースとステージのプロファイルとインデックス作成
レースと選手の間のマッチングとチーム編成

UCIレースプログラムとポイント表
最大ポイント獲得のためのカレンダー最適化

選手の健康に関する毎日のデータ
トレーニングプログラムの最適化

栄養と水分補給データ
レース中の食事と水分補給の最適化と回復力の改善

図 1 　NTTプロ・サイクリングにおけるデータ分析の適用
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・アプリケーションマネージドサービス
・プログラム管理
過去 1 年半，NTTプロ・サイクリングは

NTT Ltd.と連携して，UCIランキングを上
げるための総合的データプラットフォームの
構築に取り組んでおり，主要な意思決定を迅
速に行えるようにするための先進的なデータ
サイエンスを主体とするテクノロジでチーム
を支えています．これらのテクノロジは，
NTTプロ・サイクリングのパフォーマンス
のみだけでなく，そのビジネスプロセスもサ
ポートしています．また,データ分析は，採
用する選手の選定，レーススケジュールの準
備，適切なレースへの適切な選手の割り当て
や，生理学的データを追跡することで，選手
の健康モニタリングにも役立っています．

また，ワールドツアーのトップで競争でき
るように，チームはワールドツアートップ10
への仲間入りをめざしています．そのため，
チームはパフォーマンスを毎日向上し，迅速
で良い意思決定を行うために，イノベーショ
ン，テクノロジ，データを新しい方法で活用
しています．他の組織と同じように，多くの
プロスポーツチームは，その存在価値と競争
力を保つためにデジタルトランスフォーメー
ションに乗り出しており，NTTプロ・サイ
クリングも例外ではありません．

選 手 獲 得

世界中のどのプロ・サイクリングチームも，
重要なリソースは選手であるということを認
識しています．さまざまな技能を持った適切

な選手を保有することは，勝つチームをつく
り，主要なレースで勝利を収めるための重要
な戦略です．NTTプロ・サイクリングは，
世界中のほぼすべてのプロ自転車競技選手の
データを分析しており，過去データとパフォー
マンス評価値を組み合わせて，獲得すべき選
手を見つけます．データ分析を活用すること
により，より情報に基づいた意思決定を行え，
限られた予算内で最善のチームをつくること
ができます．

過去18カ月の間，NTTプロ・サイクリン
グとNTT Ltd. Advanced Technology 
Groupは，各選手の経歴とフォームを基に
選手を分類する統計・分析モデルをいくつか
共同開発しました．この分析パッケージは，
ProCyclingStats.comから得られたデータ
を基に，個々の選手の強みと弱みのマトリッ
クスを作成します．このプロセスはNTT 
Ltd.のクラウドプラットフォーム上で毎日
実行されます．それにより，必要データを取
得し，主要評価値を計算し，最後に要点を
チーム管理者が利用できるダッシュボードに
表示します．これを基に，さまざまなグルー
プの選手を分析し，各選手のプロファイルを
調べ，各選手の今後予想される軌跡を計算す
ることができます（図 2 ）．
■チームづくり

NTT Ltd.は，チームが必要とする情報を
提供するため，過去 8 年分のレース結果と
チームのパフォーマンスを分析しました．
Pro Cycling Statsプラットフォームが提供
するAPIを利用して，現在のチーム構成員の
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データを可視化しています（図 ₃ ）．これを
利用して，総合，スプリント，チームの厚み，
安定性，登坂の 5 分類でチームの強みと弱み
を判定します（図 ₄ ）．

チーム管理者は，チームのパフォーマンス
データと評価値の全体像を把握し，どの選手
どうしが組むと上手く力を出せるかを判断し
ます．そして，これに基づいて「チーム安定
性」スコアを算出します．

■ギャップ分析
チームの現状が分かると，チームのどこに

不足があるか判断でき，それを埋める選手を
見つけることができます（図 ₅ ）．世界中の
プロ選手の分析を活用し，どの選手がもっと
もチームに見合う能力を持っているか判断す
ることができます．

チームのニーズに対する各選手の強みを調
べるほかに，データ分析ソリューションには,

8 年間の全プロレースの結果

選手プロファイルと選手獲得

レースとステージのプロファイルとインデックス作成

レースと選手の間のマッチングとチーム編成

図 2 　選手獲得データ

図 ₃ 　NTTプロサイクリング選手ダッシュボードの例
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図 ₅ 　選手ランキングとギャップ分析

チームプロファイル チーム安定性

図 ₄ 　チームの強み，弱み，安定性
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各レースで獲得可能なポイントや過去の戦績
など，プロ・サイクリングの全スケジュール
が組み込まれています．これにより，最大の
ポイント数を獲得する機会を特定し，どの選
手の組合せがもっとも成功する可能性が高い
かを特定することが可能になります．
■パフォーマンス分析

NTTプロ・サイクリングチームは，アナ
リティクスを活用して，どの選手が各レース
に対して最適化判断するだけでなく，世界中
の選手を評価するのにも活用しています．
チームは，適切なタイミングで適切なリソー
スを発見することが，ビジネスでもレースで
も成功するためには重要であることを理解し
ています．

チーム管理者とコーチは，チームが何を必
要としているかを理解したうえで，何千人も
の選手を絞り込み，最終候補者リストを作成
します．この際に考慮される要素には，選手
のタイプ，レース成績，年齢，最近のパフォー
マンスなどがあります．そして，そこからア
ルゴリズムを用いて，今後のレースで選手が
ワールドツアーで重要なポイントを獲得する
可能性，つまり「勝率」を算出します．チー
ム管理者は，選手プロファイルを見て各選手
の強みと弱みを把握し，チームのギャップを
埋める能力を持つ選手を見つけ出すことがで
きます．
■統合，モニタリング，レポート

最後に行うべきことは実際の選手の採用で
す．チーム管理者は，現在のチーム，埋める
必要のあるギャップ，そしてデータと分析ソ

リューションから得られる潜在的な人材の全
体像を把握することで，プロセスの一部を推
測に頼らず，より迅速に，より多くの情報に
基づいた意思決定を行うことができます．こ
れらのツールにより，客観的な意思決定を行
い，目標達成に貢献することができます．こ
れらすべての情報により，チーム管理者はラ
イダーとの契約を行うことができ，彼らの豊
富な業界知識と経験に加えて，テクノロジが
選手のパフォーマンスを向上させることを可
能にしています．チーム管理者がパフォーマ
ンスを監視，評価し，パフォーマンスの詳細
分析と全体像の両方を得られるようにするた
め，NTT Ltd.は複数のテクノロジ，ウェア
ラブル端末，IoT機器，プラットフォーム，
ツールを提供しています．

NTT Ltd.のソリューションは，有名選手だ
けでなく，これまで見落とされていたがユニー
クな価値のある選手，いわゆる「Moneyball」
を見つけることができます．過去のデータと
パフォーマンス評価点を組み合わせることに
より，チームのギャップを埋める特別な役割
にふさわしい選手があぶり出されるので，経
験豊かなチーム管理者が選手獲得をする際に
参考にすることができます．

データドリブンのスケジュール最適化

参加が必須のワールドツアーイベントに加
えて，何百というレースの中から参加すべき
レースを選ぶ必要があります．どのレースに
参加するか，どの選手を起用するかの判断は
非常に重要です．そのためNTTプロ・サイク



3₈ 2020.10

特 集 NTTのグローバルビジネスの取り組み

リングは，レーススケジュールを最適化し，持
てるリソースをもっとも有効に利用するために
データ分析を活用しています．チームは毎年，
5 大陸で25₆日間，82のレースに参加しており，
1日に 3 レースに参加することもあります．

そのため，ロジスティクスが難しいだけで
なく，チームパフォーマンスを最適に保つこ
とも課題です．最高の結果を得るためには，
適切な選手を適切なレースで適切なタイミン
グで起用する必要があります．ロジスティク
スの課題は，29人の選手，54人の管理・サポー
ト要員がおり，200台以上の自転車，250本の
カーボン車輪，22台の車両を保有し，900枚
以上の航空券，3.5トンの栄養剤を扱い，世界
中に数十のパートナーや資産があることです．
これが，NTTプロ・サイクリングの複雑なチー
ムインフラストラクチャを構成しています．

チームがワールドツアー・ポイントを稼ぐ
ためには，どのレースに参加すべきかという
難しい決定をしなければなりません．レース
スケジュールは，ロジスティクスの実現可能
性，ポイント獲得の可能性，選手のスケジュー
ル，選手の強み，選手のトレーニング時とレー
ス時の負荷のバランスを取ります（図 ₆ ）．

トップレベルであるUCIワールドツアー
で十分なポイントを獲得することは，チーム
の存続に極めて重要です．さまざまなレベル
のレースがあり，レベルにより与えられるポ
イントも異なるので，どこにポイント獲得の
チャンスがあるかを見つけることが不可欠で
す．チームは，データと分析ツールによりこ
の意思決定プロセスを助け，レーススケジュー
ルの作成を支援します．

レースごとに与えられるポイント数，過去
に参加した選手たちの力量に基づき算出され
た強みを考慮するアルゴリズムを用いて，強
み指標で重み付けしたレースごと， 1 日ごと
のポイント数を計算します．その結果，もっ
とも価値の高いレースはどれか，すなわち，
もっともポイントを稼げそうなレースはどれ
かを提示します．

この結果と，時間と距離に関するロジス
ティクス上の制約を加味して，レーススケ
ジュールをつくります．チームの選手構成も
考え合わせることにより，どの選手がどのレー
スに参加すべきかをピンポイントで決めるこ
とができます．システムは複数のダッシュボー
ド（図 ₇ ）を出力します．チーム管理者は，そ

UCIレースプログラムとポイント表
最大ポイント獲得のためのスケジュール最適化

図 ₆ 　スケジュール最適化のためのポイントデータ
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れらのダッシュボードと，選手プログラムやチー
ムロジスティクスなどの主要情報の両方を見
て，どのレースに参加すべきかを決定します．

この分析から分かる重要なことの 1 つは，
アジアツアー. HCでポイントを獲得するこ
とはヨーロッパのワールドツアーレースより
も 4 倍も容易だということです．もう 1 つ分
かることは， 1 日レースで，ステージレース
よりも多くのポイントを獲得できるというこ
とです．ワールドツアーレースで与えられる
ポイント数は多いが，ワールドツアーで勝つ
のは難しいことが統計的に示されています.

この分析が有効であったことは，以下のと
おり，すでに世界中のレースで好成績を収め
たことから明らかです．

・3 大陸で，₆ 人の異なる選手が 8 回，トッ
プ 2 位までに入った

・Étoile de Bessèges と Tour de 
Langkawi の両方のステージで勝利

（Ben OʼConnorとMax Walscheid）
・Tour of Langkawiのポイント・クラシ

フィケーションにおいてトップに立つ
（Max Walscheid）

・南アフリカのNational Championships
（Ryan Gibbons）

トレーニングと健康

トレーニング，準備，栄養，健康は，成功
するプロ自転車競技選手にとって重要な要素
です．NTTプロ・サイクリングはこのことを
理解しており， NTT Ltd.，Alcatel Lucent 
Enterprise，Lumin Sports，Todayʼs 
Plan，Garmin，Rotorなどのパートナーか
らのテクノロジソリューションを組み合わせ

図 ₇ 　レーススケジュール上のランキングと支出に見合うレース
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て, 選手のトレーニングとレース準備をモニ
ターし，最適化しています.

Phila（「生きる」を意味するNguniの言葉）
は健康管理用モバイルアプリケーションで
す．選手の居場所，睡眠，疲労，気分，痛み，
病気，負傷，トレーニング，レースのフィー
ドバックをチェックするために朝夕に質問表
を選手に送付します．コーチはその結果を毎
日のトレーニング計画にすみやかに反映する
ことができます（図 ₈ ）．

チームは，疲労回復を助けるために水分と
栄養補給を最適化するため，レース中に使用
で き る「 水 分・ 栄 養 補 給 指 導 」（HANG: 
Hydration and Nutrition Guidance ）と
呼ばれる自動アプリケーションを使用してい
ます．このアプリはBluetooth・スマート
体重計と接続されており，朝，レース前，レー
ス後に体重を測定して，水分レベルを追跡し
ます．そして，レース後に選手それぞれにア
ドバイスをします．

チームは，ARCと呼ばれる一元的な選手
データ報告ツールを使用しています．これは
すべてのトレーニングデータ，健康データ，

HANGデータ，レース報告を統合するもの
で，コーチとチーム管理者用に，各選手の最
適トレーニング負荷，レース分析などの主要
評価点を示すパフォーマンスダッシュボード
を出力します．さらに，選手のレーススケ
ジュールに基づいてトレーニング負荷モデル
を作成します．

ま と め

NTTプロ・サイクリングチームにとって，
革新的で高度なデータサイエンスは，重要な
意思決定を迅速に行うために利用されてお
り，テクノロジはチームのパフォーマンスだ
けでなく，そのビジネスプロセスもサポート
しています．データ分析は，選手の選択，レー
ススケジュールの作成，適切なレースへの適
切な選手の割り当てに役立っています．革新
的なエコシステム技術は，健康とウェルネス
アプリケーションを通じて選手の生理学的
データを追跡することで,選手の健康状態を
モニタリングするのにも役立っています．

チームの選手層の中のギャップを発見し，
それを埋める選手を獲得しようとしているの

選手の健康に関する毎日のデータ
トレーニングプログラムの最適化

栄養と水分補給データ
レース中の食事と水分補給の最適化と回復力の改善

図 ₈ 　選手の健康，栄養データ
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はNTTプロ・サイクリングチームだけでは
ありません．また，何らかのデータ分析ソ
リューションを使っているのもNTTプロ・
サイクリングチームだけではありません．し
かし，NTTプロ・サイクリングチームは，
パフォーマンスモニタリング・管理ソリュー
ションの精巧さと精緻さの点で，チームはは
るかに先を行っています．現在のチーム, 埋
める必要のあるギャップ, データと分析ソ
リューションから得られる潜在的な才能を全
体的に見ることで，チーム管理者はより迅速
に，より多くの情報に基づいた意思決定を行
うことができ，プロセスの一部を推測の域か
ら出ないものにすることができます．チーム
パフォーマンスを基にデータドリブンの選手
獲得を行ったことにより，2020年NTTプロ・
サイクリングチームは，2019年チームと比較
して25％多いUCIポイントを獲得すると期
待されます．そうなれば，UCI世界ランキン
グの順位を 7 つ上げることになります．世界
のサイクリングチームのトップ15に入るには，
チーム内のトップ10の選手が2019年よりも
25％多いポイントを獲得する必要がありま
す．世界トップ10に入るためには，2019年の
倍のポイントを獲得する必要があります.レー
ススケジュールを最適化するだけでも，獲得
ポイントを20-30％増やせる可能性があります．

今後の展開

本稿を書いている時点で（ 8 月に始まるツー
ル・ド・フランスの前），NTTプロ・サイク
リングチームの2020年レースシーズンの滑り

出しは順調で，テクノロジとデータの活用の
恩恵を享受しています．昨年と比べ，UCIポ
イントは18％増え，勝利回数はなんと200％も
増え，表彰台に上った回数も114％増えており，
チームが使用しているソリューションはすで
に，チームとチーム管理者にとってかけがえ
のないものであることが立証されています．

NTT Ltd.がデータ分析プラットフォーム
を構築したとき，NTTプロ・サイクリングチー
ムは，そのデータ，アプリケーション，およ
びデータを集めるためのプラットフォームの
活用を決め，データ分析アルゴリズムを用い
て正確なデータに基づき意思決定することが
可能になりました．今後，チームがデータを
信頼し，結果をモニタリングし，時間をかけ
てソリューションを洗練させ，世界トップ10
のサイクリングチームになるという目標を達
成することをめざします．

Nadeem Ahmad

◆問い合わせ先
NTT Ltd.

E-mail　nadeem.ahmad global.ntt


