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アンチ・ドーピングにおける基本的概念
澤野 博　CSCS,*D, ユニット代表

そもそもドーピングとは何か
　ドーピングの定義は、世界アンチ・
ドーピング機関（WADA）のアンチ・
ドーピング規程第 1 条によると「ドー
ピングとは、本規程の第 2.1 項から
第 2.10 項に定められている一又は二以
上のアンチ・ドーピング規則に対する
違反が発生することをいう。」となって
いる。それでは第 2 条に定められてい

るものとは何なのだろうか。これは全
部で 10 項目ある（表）。
　ドーピングを行なって勝利を目指す
考え方は、決して許されるべきもので
はない。それがたとえその後の競技者
の人生やチーム、国家の存在意義を左
右するとしてもである。とはいっても
勝利のために手を出してしまう競技者
の心理も理解できる。しかしそこに手

を出すか出さないかは競技者の倫理観
に委ねられる。すべてにおいて越えて
はならぬ一線を越えぬ倫理観を持ち合
わせなければ、真の競技者とはいえな
いのではないか。
　最近スポーツ界ではIntegrityという
言葉が盛んに使われているが、その言
葉を使用する前にスポーツに関する倫
理観をそもそも理解しておく必要があ

表　WADAのアンチ・ドーピング規程第 2 条
原文 和訳

Presence  of  a Prohibited Substance  or  its Metabolites  or 
Markers in an Athlete's Sample

競技者の検体に、禁止物質又はその代謝物若しくはマーカーが存
在すること

Use or Attempted Use by an Athlete of a Prohibited Substance 
or a Prohibited Method

競技者が禁止物質若しくは禁止方法を使用すること又はその使用
を企てること

Evading, Refusing or Failing to Submit to Sample Collection 検体の採取の回避、拒否又は不履行

Whereabouts Failures 居場所情報関連義務違反
Tampering or Attempted Tampering with any part of Doping 
Control

ドーピング・コントロールの一部に不当な改変を施し、又は不当
な改変を企てること

Possession of a Prohibited Substance or a Prohibited Method 禁止物質又は禁止方法を保有すること
Trafficking or Attempted Trafficking in any Prohibited Substance 
or Prohibited Method

禁止物質若しくは禁止方法の不正取引を実行し、又は、不正取引
を企てること

Administration  or Attempted Administration  to  any Athlete 
In-Competition  of  any Prohibited Substance  or Prohibited 
Method, or Administration or Attempted Administration  to any 
Athlete Out-of-Competition of any Prohibited Substance or any 
Prohibited Method that is prohibited Out-of-Competition

競技会（時）において、競技者に対して禁止物質若しくは禁止方法
を投与すること、若しくは投与を企てること、又は、競技会外に
おいて、競技者に対して競技会外で禁止されている禁止物質若し
くは禁止方法を投与すること、若しくは投与を企てること

Complicity 違反関与
Prohibited Association 特定の対象者との関わりの禁止
※出展：世界アンチ・ドーピング規程2015年版、日本アンチ・ドーピング機構
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る。Jack Scott（3）が提唱したスポーツ
における倫理観は大きく 3 つある。
　それはラディカル倫理、ロンバルディ
アン倫理、カウンターカルチャー倫理
である。スポーツであれば当然勝者と
敗者がいる。誰もが勝者になりたいと
考えているが、必ず勝利できる保証は
どこにもない。その勝利は重要である
が、勝利のために様々なことを行なっ
ていく過程のほうが重要という考えが
ラディカル倫理、勝利だけが重要とい
う考え方がロンバルディアン倫理、勝
敗は問題ではなく過程だけが重要とい
うものがカウンターカルチャー倫理と
なる。
　もちろんスポーツにおける倫理観は
ラディカル倫理であるべきである。ロ
ンバルディアン倫理は勝利だけが正義
と考える勝利至上主義となり、勝つた
めにはドーピングもいとわないという
思考の素地を作ってしまう。練習をす
る前にまず倫理観を競技者だけではな
く、指導者を含めたすべての関係者が
理解しなければならない。カウンター
カルチャー倫理は例えば試合のために
練習をしているはずなのに、練習自体
が目的となってしまうことである。

対象は競技者だけではない
　一般的にドーピングは競技者本人の
みが対象になると考えがちであるが、
ヘッドコーチをはじめ、各種コーチ、
フィジカルコーチ、セラピスト、アス
レティックトレーナー、栄養スタッフ
などのサポートスタッフも対象となる。
例えば合宿中にドーピング検査があっ
た場合、移動する際にドーピング検査
員を対象競技者から故意に引き離すよ
うにして、バスに同乗させないなどと
いう、ドーピング検査員の業務遂行を
妨害するような行為は、たとえサポー
トスタッフであったとしてもアンチ・

ドーピング規則違反となり、今後その
種目だけではなくすべてのスポーツに
かかわることが禁止されてしまう可能
性がある。ということは、サポートス
タッフも競技者と同等のレベルでドー
ピングに関する理解をしていなければ
ならない。特に薬を処方するチームド
クターや口に入るものを提供する栄養
スタッフ、競技者の身体に何らかの物
質を塗布するセラピストなどは、競技
者の競技生活に汚点を残して強制的に
終了させる可能性があることを意識し
て行動することが求められる。

検査技術の向上とドーピングの
いたちごっこ
　残念なことにドーピングを行なうほ
うが検体検査の分析能力よりも一歩先
に進んでいる。その差を少しでも詰め
ようと関係者の努力により各種開発が
行なわれている。しかしこれは至難の
業である。なぜならドーピングを行な
うほうは検体分析をすり抜ける方法を
分析器機を活用して検証することが可
能であるが、一方で無数にあるそれら
を先回りして封じ込めることは、何ら
かの手がかりがない限り難しいからで
ある。
　ツールドフランスで何度も総合優
勝したランス・アームストロングをご
存じだろうか。彼の元チームメイトの
タイラー・ハミルトンと作家のダニエ
ル・コイルが彼のドーピングを暴露し
た「シークレットレース」という本があ
る（7）。アームストロングも当然何度も
ドーピング検査を受けていたが、それ
をすり抜けていた裏側が描かれている。
自転車関係者に話を聞くと、その本の
中にあるレース展開を覚えていて、そ
のアームストロングの超人離れした力
強い漕ぎの理由がドーピングによるも
のと知ったとき、妙に納得したと言っ

ていた。
　また最近では、北京オリンピック
での陸上リレーにおける日本チーム
の順位繰り上げのニュースが 2018 年
末にあった（2）。北 京オリンピック
は 2008 年、当該競技者が当時ドーピ
ング検査を他の種目も含めて、受け
ていないということは考えにくい。し
かし発覚、処分されたのは 2016 年。
2008 年では分析しきれなかったもの
が、8 年間の検査技術の向上により、
保存してあった検体を分析することが
可能になったといえる。その他にも過
去の大会での検査が再分析され、アン
チ・ドーピング規則違反となる例が多
くなってきている。これはまさにドー
ピングが検査技術よりも進んでいるこ
とを意味している。
　以前はドーピングを行なうことによ
る身体への副作用が大きく言われてい
たため、それ自体が抑止力になってい
た。しかし現在トップレベルのドーピ
ングは、そのような副作用がない、つ
まり競技力の向上が見込まれるが検査
には引っかからない、副作用もないと
いう物質が開発されているという話も
ある。
　国際大会でドーピング検査が行なわ
れることは今や当たり前になってきて
いる。公表はされていないが、日本国
内でも各種目の全日本選手権レベルや
国民体育大会では当然、その他のレベ
ルの大会でもドーピング検査が行なわ
れていると思われる。
　ただそのような大会に参加していて
もドーピング検査を受けたことがない
競技者も多くいる。それは単に検査対
象にならなかっただけかもしれない。
あるいはその大会自体で検査を行なっ
ていないだけだったかもしれない。
　ドーピング検査はある意味表彰式と
同じだ。大会の一部を形成し、それに



Ｃ National Strength and Conditioning Association Japan 13

関係しない競技者がほとんどであるが、
それが終わらなければ大会は終わらな
い。つまりドーピング検査が終わって
初めて大会が終了するのである。
　その中でリスクの高いドーピングを
行なって優勝あるいは上位入賞できな
いのであれば、ドーピングを行なう意
味がない。やはり紙一重で戦うレベル
でその差を自身の努力ではなく、ドー
ピングに頼ってしまうようであれば、
競技者として失格ではないだろうか。
　そもそも大会でドーピング検査があ
ることがわかっていながらドーピング
を続けるのはリスクが高すぎる。当然
大会に向けて禁止物質が出ないように
調整をするはずである。そのように考
えると、大会のドーピング検査で陽性
になるのは、言ってしまえば素人であ
る。そのため大会でのドーピング検査
はもちろん重要であるが、それ以外、
一般的に言われている抜き打ちのドー
ピング検査が重要である。ただこれは
誰にでも行なわれるわけではない。国
際および国内競技団体が指定、登録を
した競技者のみになる。例えば陸上競
技の場合、国際陸上競技連盟（IAAF）
で 2017 年に登録をされている競技者
は 86 ヵ国、762 名に及ぶ。数字だけ見
ると多く感じるかもしれないが、陸上
競技者が世界中にいることを考えると、
割合としては低いのではないだろうか。
つまり抜き打ち検査の対象になるのは
本当に上位の一握りの人だけだ。
　実はこの抜き打ち検査があることが
非常に重要になってくる。世間的には

「大変だな。」、「そこまでする必要があ
るのかな。」と考えるかもしれない。し
かし性悪説を基に考えるドーピング検
査の観点に立つと「競技者はドーピン
グを行なっているはず。だからその証
拠をつかむために抜き打ち検査を行な
う。」ということになる。性善説が基に

なるのであれば「競技者はドーピング
などやるはずがない。」となり、そもそ
もドーピング検査を行なう意義がなく
なってしまう。現在海外の抜き打ち検
査においてはIAAFや国際自転車競技
連合（UCI）、国際水泳連盟（FINA）な
ど国際スポーツ連盟（ISF）から依頼が
入って、数時間で本人に接触する場合
もある。
　2017 年のWADAによる報 告（8）で
は、突出して割合が高い、全サンプ
ル数の 22％が陽性だったスポーツが
ある。それはボディビルディングであ
る。しかしこれはある意味わかりやす
いドーピングの事例ではないか。ドー
ピングで筋量増強を図る。これに対し
て日本のボディビル・フィットネス連
盟もドーピング規則違反が判明すると、
個人に対して 40 万円の罰金を科してい
る（4）。それでも違反者があとを絶たな
いのは、残念なことである。

何を口にするのか
　アンチ・ドーピング規則違反で多い
ものが経口摂取によるものだ。これは
意図的にその物質を摂取する場合もあ
れば、サプリメントに含まれているこ
とを知らずに摂取してしまう場合があ
る。
　国内メーカー品のサプリメントで
あっても、そのような禁止物質が含ま
れている商品は多い。しかもサプリメ
ントは法律上食品扱いになるため、含
有成分をすべて記載する必要はない。
IOCの 2000 〜 01 年にかけての調査
によると、アメリカ、イギリス、オラ
ンダなどで販売されているサプリメン
ト 634 種類の約 15％から、表示されて
いない禁止物質が検出されたとの報告
がある（6）。このような状況では、ど
のサプリメントが禁止物質を含んでい
ないのか判断することはできない。日

本では現在 JADAサプリメント分析認
証プログラムというものがあるが、早
ければ 2018 年度で終了するという話
もある。もしそれが終了してしまうと、
サプリメントに関する国内指標はなく
なってしまう。現在世界各国で同様の
制度が行なわれており、各メーカーは
どこのものを利用するか検討をしてい
るのではないかと推測される。ただこ
れらの制度は約 80 項目ほどの検査を行
なっているだけで、検査項目外の禁止
物質が含まれている可能性は否定でき
ない。つまり安易なサプリメント摂取
自体がアンチ・ドーピング規則違反の
リスクを高くするということになる。

そもそもサプリメントは必要か
　サプリメントをなぜ摂取しているの
か。明確な基準と目的をもって摂取し
ている競技者は少ないのではないかと
思う。サプリメントは日本語にすれば
栄養補助食品となる。あくまで補助す
るものであって、主となるものではな
い。
　では主となるものは何か。もちろん
食事である。食事で摂取できない分を
補うということになっているが、その
食事について栄養調査を行なった上で
サプリメントを摂取している競技者は
どれだけいるのだろうか。そもそも食
事はしっかりと摂取しているのだろう
か。
　それを判断するためには食事調査
をするほか手段はない。その食事調
査は単なる栄養価計算だけではなく、
それに基づいた食事内容に関する助言、
改善方法の提案までが一連のものとな
る。写真と少しの情報を基に食事調査
を行なうことは簡単にみえるが、実は
誰にでもできるわけではない。
　それらは栄養価計算を基にした献立
業務や栄養指導業務、病態栄養などの
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業務を行なった経験のある管理栄養士
が身に付けられる能力である。ここで
いう献立業務は私たちが食事で何を作
るか悩むというレベルではなく、糖質、
脂質、タンパク質のバランスはもちろ
ん、ビタミンや塩分の量も細かく算出
する栄養価計算を行ない、対象者の状
態に合わせた適切な献立を作るという
ものである。例えば病院では糖尿病や
腎臓病など食事制限のある患者、しか
も患者によって全く異なる状況に対応
しなければならない。一方競技者は、
基本的には健康である。しかし身体状
態、トレーニング状態、栄養摂取状態、
目標などは個々で全く異なり、ある意
味病院と同じレベルで競技者に個別対
応していく必要がある。
　栄養関連の資格をもっていない一般
の人でも取得可能なスポーツ栄養関連
の資格はたくさんあるが、やはり専門
職としては、管理栄養士が基礎資格と
なる日本スポーツ協会公認スポーツ栄
養士がふさわしいのではないかと考え
る。実際私が関係する業務のうち栄養
調査や献立作成、個別栄養サポートな
どの栄養関連はすべて公認スポーツ栄
養士に依頼をしている。
　きちんとした計算された食事をとる
ことができれば、プロテインなど一般
的なサプリメントは本来不要である。
それでもサプリメントは必要と提言を
しているところもある。販売メーカー
である。しかしこれは当たり前のこと
で、自社製品の存在を否定するメーカー
はないからである。もちろん特殊なサ
プリメント、例えばクレアチンなど食
事だけで補充するのは難しいものもあ
る。昨年末に問題になった貧血による
鉄剤注射も、そもそもは食事で必要量
が摂取できていないから貧血になるの
であって、食生活の改善がまず第一の
はずである。単純に鉄を入れれば貧血

が改善するというのは素人の考えであ
る。十分な対策を行なっても貧血が改
善しないのであれば、疾患の可能性も
あるので、競技を続ける前に専門医の
診断を受けるべきである。競技者とし
て活動する前に、一人のヒトとして生
きていく必要があるのではないだろう
か。

一般社会から見る競技に対する印象
　ドーピングに関して一般社会から各
種競技種目に対する見方はここ数年大
きく変化してきている。特にリオオリ
ンピック直前に発覚したロシアの一連
のドーピング疑惑から、「ドーピング」
という単語を耳にする頻度が格段に
多くなったのではないだろうか。また

「ドーピング＝悪」というイメージも定
着しつつあるのではないだろうか。そ
れはたった一人でも競技者のドーピン
グが発覚すれば、その競技種目におけ
るイメージが悪くなることを指してい
る。私自身の経験として、前述のアー
ムストロングの事例がある。私が所有
する書籍のひとつに「ミラクルトレーニ
ング」というものがある（5）。ランス・
アームストロングとコーチのクリス・
カーマイケルが書いたもので、自転車
競技に関してトレーニングプログラム
も含めて様々なことが書いてある。手
に入れた当時はアームストロングに関
する内容に非常に興味をもったが、今
となってはそれらに全く信憑性がなく
なってしまった。もちろん元々の能力
があったにせよ、ドーピングをしてい
た競技者の何が参考になるのだろうか。
　その他にも競技種目として筋量や筋
力が勝負に影響する種目、中でもボディ
ビルなどは国際大会で対象となった外
国籍の競技者が逃亡し、それを国の競
技団体がサポートしていたという話も
あり、結局あの筋肉はドーピングで作

られたものなのではないかという疑い
が晴れない。もちろんそうではない競
技者もいるが、一部の競技者の行為に
よってその競技全体に影響が出ること
は避けられない。自分が行なっている
競技の評判を下げてはいけないと考え
る競技者はおそらくドーピングだけで
はなく、その他非難されるような行動
を行なわないだろう。
　またあるプロ種目の競技者が、禁止
物質が検出されたことで 4 年間の出場
停止となった。プロ種目だけにこのま
ま引退すると思われた。それだけのこ
とをしてしまったはずである。ところ
が 4 ヵ月ほどで競技に復帰している。
4 年間のはずがたった 4 ヵ月間で競技
復帰を許している競技団体に、倫理観
はないのだろうか。プロだから何をし
てもよいのだろうか。その競技者の周
りにいる人も同罪である。

自分の身は自分で守る
　カヌーの競技者によるドリンクボト
ルのすり替えによる事件も記憶に新し
い。この事件は一般的な日本人競技者
の自己防衛力の脆弱さを露呈させたも
のだと思う。本来飲食物は自己管理を
し、他人からの飲食物の差し入れは細
心の注意を払わなければならない。
　トップになればその座を様々な方法
で引きずり下ろされる。もちろん競技
力を上げてということが本来であるが、
スキージャンプのように日本人が不利
になるように用品ルールを変更されて
しまう場合もある。禁止物質を混入さ
せた飲食物を口にさせるということも
正当とは言い難いが、相手を陥れるた
めの方法のひとつにはなる。そもそも
禁止物質が日本国内で手に入るのか疑
問に思われる方も多いかもしれないが、
個人輸入で手軽に入手できる。その手
のウェブサイトには副作用の隠蔽剤も



Ｃ National Strength and Conditioning Association Japan 15

含めて様々なものが日本語で紹介され
ている。競技者ではないトレーニング
愛好家の体験記も掲載されているが、
そこに罪の意識はあまりみられない。
これらの禁止物質を使用せず保有して
いるだけでもアンチ・ドーピング規則
違反となる。
　このように陥れようとすればいくら
でも手段はある。まして海外でドーピ
ング検査の対象となった場合、いくら
検査員が中立な立場とはいえ、そこで
操作される可能性もないとは言いきれ
ない。そのためには競技者自身がドー
ピング検査に対しての知識を持ち合わ
せなければ、防ぐことはできない。同
伴者も同様で、知識もないままただ同
伴したとしても検査員の不正を見抜く
ことはできない。

うっかりはありえない
　日本のスポーツ界においてもこれだ
け禁止物質のことが言われているにも
かかわらず、市販薬を服用したり、海
外から輸入したサプリメントを口にし
たりしてドーピング規則違反になる事
案が毎年必ずある。増毛剤に禁止物
質が入っていたり、痩せるとうたって
いた海外からの輸入品が実は利尿剤で
あったりという事案もある。陽性となっ
た場合でもそれらの行為が競技力向上
を目的としていなかった、故意ではな
かったと言っても、残念ながらそれを
証明するものは何もない。それゆえに
年代や競技レベルの問題ではなく、競
技者はもちろん関係者一同が常に気に
かけていかなければならない。競技者
がドーピング規則違反になったときに、
指導者は知らなかったと言いきれるの
だろうか。世間に対してもそのような
言い訳が通用するのだろうか。
　薬に関しては処方薬、市販薬問わ
ず、スポーツファーマシストという

資格をもった薬剤師がいる。全国に
約 9,000 名弱いる彼らに相談すること
が一番よいのではないかと思う。しか
し栄養の問題と同様、スポーツとの接
点がある人はどれだけいるのだろうか。
個人的に相談ができないのであれば、
各都道府県にある薬剤師会に問い合わ
せをするのがよいだろう。

一般人にも忍び寄るドーピング
　我々指導者の中には一般の人を対象
に指導を行なっている人も大勢いる。
では一般人で公認大会に出場すること
がない、あるいは健康のために運動を
している方々に対してドーピングは関
係ないのだろうか。逆にスポーツに関
する倫理観があまりないため、興味本
位でドーピングを行なう人もいるかも
しれない。それを我々指導者がいかに
して教育していくか。ドーピングは決
してスポーツだけの問題ではない。そ
のようなことが施設内で公然と行なわ
れるようになってしまったら、そこに
出入りする関係者はすべて疑われ、消
えていくことになるだろう。

これからの指導者
　今後日本では 2019 年のラグビーワー
ルドカップ、2020 年のオリンピック・
パラリンピック、2026 年の名古屋・愛
知アジア大会、もしかすると 2030 年に
札幌冬季オリンピック・パラリンピッ
クが開催され、その他にも水泳や陸上
の世界選手権など様々な国際大会が開
かれる。日本が世界から注目されると
きでもある。
　競技者だけではなく、一般人からも
ドーピングを閉め出すことにより、ス
ポーツのあるべき姿を日本から世界に
知らしめることができるのではないか。
　NSCAジャパンとしても、ぜひアン
チ・ドーピングに対して積極的な協力

姿勢を見せてもらいたいものである。
◆
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