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アメリカ発、ハイパフォーマンスチーム
の現場とスポーツ栄養士の役割
ヌワニー・ジャヤラット

M.S., RD, CSSD, ネブラスカ州立大学

はじめに

（National Football League［NFL］） で

である（2）。組織的にスポーツ栄養士を

「アメリカのスポーツ栄養の現場っ

は 32 チーム中、大半の 21 チームに専

つける必要性を提示したのは、数ある

てどんな感じですか？」という質問を

属のフルタイム
（正社員）の栄養士がつ

プロスポーツの中でもMLBが初めて

受ける機会は多い。確かに、スポーツ

いている
（1）
。契約の
（パートタイム）

である。普段の食事や補食、そして正

栄養関連の記事はよく目にするもの

スポーツ栄養士を含めるとほぼ全ての

しいサプリメントの使い方や選び方を

の、海外のスポーツ栄養士の活動内容

チームに栄養士がついていることにな

選手に積極的に指導、介入していく必

が話題に出ることはほんのわずかであ

る。また、全米大学体育協会（National

要が組織的に認められたということで

る。今回は筆者が自身の体験を基に、

Collegiate Athletic Association

あろう。

アメリカのスポーツ栄養の現場事情な

［NCAA］）の中で最も競技レベルの高

上記より、プロチーム、カレッジチー

い大学はディヴィジョン 1（D 1）とさ

ムともに、スポーツ栄養士の導入が最

れ、今年の統計では、D 1 の大学 83 校

近特に増えている傾向にあることは、

アメリカ、スポーツ界における近年

で計 158 人の栄養士が選手のサポート

言うまでもないだろう。

どについて、紹介したいと思う。

の動き

を行なっているとの報告がある
（1）
。

スポーツ栄養における、プロやカレッ

2008 年では、スポーツ栄養士がいた

ジアスレチックスの近年の動き：

D 1 大学はわずか 8 校であったことを

アメリカのカレッジスポーツはプロ

考えると、急激な需要の伸びがみられ

さ な が ら の 人 気 が あ る。NCAAの カ

る。

レッジアスレチックスチーム（特にア

近年、スポーツ栄養の分野や重要性
がますます注目されているというの

カレッジアスレチックスの強味：

は、日米ともに似た傾向にあるといえ

さらに近年で一番大きな動きといっ

メリカンフットボールやバスケット

るだろう。チームに専属のスペシャリ

ても過言ではないのが、メジャーリー

ボールなどの競技）は、大学卒業後プ

ストをつけるというのが標準化されて

グ ベ ー ス ボ ー ル（MLB）とMLB選 手

ロへ転向する選手が多いということも

おり、チーム専属の栄養士がいるのは

会 が 発 表 し た、2017 ～ 21 年 度 の 包

あり、大学の施設、そしてサポートス

プロやオリンピック・パラリンピック

括 的 労 働 協 約（collective bargaining

タッフもプロ並みのチームと遜色のな

チームだけではなく、大学
（特に強豪

agreement）で、そこには、フルタイム

い待遇がなされることは稀ではない。

校）のチームでも急速に増えている。

の栄養士を各チームに配置し、選手の

ゲームのチケット、放映権、グッズの

例えば、アメリカで最も人気のあるア

栄養管理とパフォーマンスをサポート

売り上げなどを含めると、トップ大学

メリカンフットボールのプロリーグ

する、という内容が盛り込まれたこと

の収入は 1 億米ドル（約100 億円）を優
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に 超 え る。2016 ～ 17 年 度 の ア ス レ

のスケジュールである。当然のことで

が、この「ハイパフォーマンス」という

チックスで収入トップは、テキサス大

はあるが、カレッジアスリートは文武

言葉である。実際、2016 年にはハイパ

学オースティン校で、約 2 億 1,400 米

両道を全うしなければならない。在学

フォーマンスセンターが日本スポーツ

ドル（約 214 億円）であった
（3）
。さら

中の成績が最低ラインに達しなけれ

振興センターによって構築され、日本

に驚くことに、収入が 1 億米ドルを超

ば、練習に参加することを許されない

のオリンピックならびにパラリンピッ

える大学は、なんと全米で 31 校にも

だけではなく、アスレチック奨学金が

ク競技の復興と支援を行なっている。

のぼるということである。カレッジア

取り消されるケースもある。授業や宿

ハイパフォーマンスチームと聞くとあ

スレチックスで働き始めて一番肌で感

題、練習、ストレングス＆コンディショ

まりピンとこないかもしれないが、要

じたのは、プロ並みと変わらぬ人気と

ニングトレーニング、トリートメント、

するに各分野の専門家で構成されたサ

チームのブランド化。そしてアメリカ

食事などをすべてこなさなければなら

ポートチームのことである。さらに簡

の大学で全体的にいえるのは、出身校

ない選手たちのスケジュールは非常に

単に言うと「餅は餅屋」というコンセプ

愛が非常に強いということである。こ

ハードである。栄養のサポートも、選

トである。例えば、以前はコーチや監

の 2 つがまさに、カレッジスポーツの

手のタイトなスケジュールに合わせな

督または選手自身が、栄養や体重管理

成功の鍵といっても過言ではないだろ

ければならない。それに比べ、オリン

に介入をすることが多くあった。しか

う。

ピックトレーニングセンターでトレー

し最近では、栄養の専門知識のあるス

ニングしていた選手の多くは学業がな

ポーツ栄養士をハイパフォーマンス

オリンピック委員会とカレッジアスレ

い分、一日の中にフリーな時間が比較

チームに配属し、科学的かつ合理的に

チックスの徹底比較：

的多かったように思われる。

栄養のサポートを行なうというスタン

アメリカオリンピック委員会勤務

オリンピックチームとカレッジチー

スへ、スポーツ界はどんどん発展して

時、ネブラスカ州立大学からオファー

ムにおいて最も類似している点は、サ

いる傾向にある。このハイパフォーマ

を受けた際に同僚たちが口を揃えて

ポートチーム体制である。アメリカオ

ンスチームに専門家がいることで、監

筆者に伝えたのは、
「ネブラスカのカ

リンピック委員会では、オリンピッ

督やコーチはスポーツの指導に専念

レッジアスレチックスはすごいらしい

ク・パラリンピックの数あるスポーツ

でき、栄養や体重管理の心配をしなく

よ！」ということだった。何が
「すごい」

が、スポーツフォリオ（sports folio）と

てもよく、チームの専門家達も個々の

のかというと、やはり選手やチームの

呼ばれる比較的似た競技ごとに分類さ

分野に専念できるという、まさにwin-

サポートにかけられる予算の違いで

れ
（持久系競技、パワー競技、チーム競

winの関係が成立するわけである。

ある。アメリカオリンピック委員会は

技、アクロバット・コンバット競技、冬

NPO
（特定非営利活動）法人で、国から

季競技、パラリンピック競技）、この各

ハイパフォーマンスチームの

の資金的支援は一切ない。組織の収入

スポーツフォリオにハイパフォーマン

構成と役割：

源は主にスポンサーや放映権、寄付金

スチームがつき、選手達をサポートす

から成り立っているので、各年度の予

る。現職のネブラスカ州立大学でも、

チームの構成に若干違いはあるもの

算に比較的大きく幅がある。通常では、

各チームにパフォーマンスチームが設

の、大半はスポーツコーチ／監督、ス

オリンピックイヤーは予算が増え、そ

置されている。

トレングスコーチ、アスレチックト

各チームとも、ハイパフォーマンス

の次の年は予算削減というパターンが

次に、この「ハイパフォーマンスチー

レーナー、スポーツ心理学者、運動生

みられる。それに比べ、毎年約 100 億

ム」
というものについて、掘り下げて紹

理学者、スポーツ栄養士などで形成さ

円以上の収入があるカレッジアスレ

介したいと思う。

れている。このように役割を分担する

チックスは、もちろんチームの大きさ
によって振り分けられる予算に差はあ

ことで、専門的に選手やチームの競技

ハイパフォーマンスチームとは？

力向上を、より効率良く目指すことが

るものの、大学から選手全体へかけら

2020 年、東京オリンピック・パラリ

できる。そして何より大切なのは、パ

れるサポートの予算は毎年一定に保て

ンピックも間近となり、スポーツへの

フォーマンスチームがひとつにまとま

るわけである。

関心が今、最も高まっていることだろ

り、情報の共有や意見の交換ができて

もうひとつ決定的に違うのは、選手

う。そ の 動 き の 中 で よ く 耳 に す る の
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いるということである。定期的に情報

英語も話せないまま、高校卒業後すぐ

いころ、上司に言われたありがたい言

やアイディア、そして選手の経過報告

渡米を決意した。カルチャーショック

葉の中に、
「用事がなくても、時間がな

などを他の専門家や監督／コーチと共

と言葉の壁に打ちひしがれながら、よ

くても、絶対に定期的に練習場には顔

有することが重要である。この意見交

うやく 4 年制大学の栄養学科へと進

を出せ。練習に来ない人間はチームの

換の場、または会議をパフォーマンス

学し、スポーツ栄養士への第一歩がス

一員じゃない。
」というものがある。そ

ミーティングとも呼ぶ。例えば栄養士

タートしたのである。

れから、どれだけ忙しくても、全競技

の筆者なら、選手の体重／体組成の管

日本に「公認スポーツ栄養士」とい

の練習に周期的に顔を出すようにして

理報告や、食事プランの簡単な内容説

う、スポーツ栄養士専門の認定資格が

いる。実はこれがとても効率の良い栄

明、摂らせているサプリメントなど、

あるように、アメリカにもCertified as

養指導法で、練習を見に行くと必ず何

他の専門家にとって役に立ちそうな情

a Specialist in Sports Dietetics（CSSD）

人かの選手が、栄養に関しての質問や、

報を中心に報告する。逆に、
アスレチッ

というスポーツ栄養士の認定資格があ

アドバイスなどを尋ねてくる。
「いつも

クトレーナーから選手の怪我の状態を

る。アメリカでスポーツ栄養士として

練習のこの時期にガス欠気味なんだけ

確認したり、ストレングスコーチから

働く人のほとんどがこの資格を有して

ど、どうしたらいい？」とか、
「このあと

期分けの動きを聞いたり、監督やコー

おり、CSSDはスポーツ栄養士の基準

夕食なんだけど、何を食べたらいい？」

チから選手の細かな情報を仕入れたり

となっているのが現状である。

など、選手にピンポイントで栄養に関

と、栄養サポートをより効率良くする

ア メ リ カ でCSSDの テ ス ト を 受 け

してのアドバイスができたり、コーチ

ための情報収集ができる貴重な場でも

るには、まず登録栄養士（Registered

や監督から、練習中に気付いたことを

ある。

Dietitian）で あ る こ と が 絶 対 条 件 で

リアルタイムで報告を受けたりと、ス

したがって、この専門的かつ総合的

あ る。登 録 栄 養 士 と は、 日 本 で い う

ポーツ栄養士としての仕事の大半が練

に選手をサポートするハイパフォーマ

管理栄養士で、俗にRDと呼ばれてい

習場で行なわれるといっても過言では

ンスチームが、プロやカレッジ、オリ

る。RDになるにはまず、アメリカ栄

ない。

ンピックチーム等で重要視されている

養士会から認定を受けた 4 年制大学

もうひとつ心がけていることは、自

のにも納得がいく。

の栄養学科に進学しなければならな

分の役割を知った上で、チームメート

い。学士を取得後、アメリカ栄養士会

でいるということである。例えば、ス

スポーツ栄養士の役割と

認定済みのインターンシップ
（Dietetic

トレングスコーチがパフォーマンステ

主な仕事内容

Internship）に お い て、 現 場 研 修 を 最

ストをすると手伝いに行き、試合の大

スポーツ栄養士になるまでの道のり：

低 1,200 時間行なうこととなる。イン

会での雑用も率先して手伝うようにし

スポーツ栄養士という職業を最近で

ターンシップ修了後にようやくRDの

ている。これらはスポーツ栄養士の仕

はよく耳にするようになったものの、

試験を受ける権利が与えられ、合格す

事ではない、と言われるかもしれない

筆者がまだ日本にいた 17 年前は、国

ればRDとなる。その後 2 年間RDとし

が、それ以前にチームの一員だという

内でスポーツ栄養士として活躍されて

て働き、1,500 時間スポーツ現場での

ことのほうが重要である。

いる方はまだほんの数名しかおらず、

実戦経験を積んだ者がCSSDのテスト

職に就くには相当難しいといわれてい

を受けることが許される。この試験に

た時代であった。日本とスリランカの

受かれば、晴れてCSSD, RDとなるわ

ハーフといえど、大阪生まれの大阪育

けである。最近、スポーツ栄養や運動

ちで、大阪市立桜宮高校で部活を 3 年

生理学などの修士号を有するスポーツ

近年の筋力トレーニングブームの

間精一杯やりきった当時 18 歳の筆者

栄養士が増えているが、CSSDになる

影響もあり、スポーツ誌やメディア、

にとって、アメリカ留学というものが

ための条件というわけではない。

SNSなどで
「スポーツ栄養」の話題をよ

そこまで難しそうに思えていなかった

次に、スポーツ栄養士の仕事内容が
どんなものかについて紹介する。

個別栄養指導：

く目にするようになった。その一方で、

のであろう。
「日本でスポーツ栄養士に

スポーツ現場で感じたスポーツ栄養士

スポーツ栄養関連の正しい情報や間

なれないのであれば、アメリカでなっ

としての役割：

違った情報が日々飛び交っており、ア

たらいい」という軽い気持ちで、全く
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スリート本人が競技力を向上するため

に栄養学の情報を取り入れたいが、ど

チーム全体の栄養サポート：

現状である。この点に気をつけなけれ

れが正しい情報なのかわからない、も

スポーツ栄養士にとって、チーム全

ば、計量後に水分や食事／補食を急激

しくは間違った情報を鵜呑みにしてし

体の栄養のサポートも大切な仕事のひ

に摂り過ぎて気分が悪くなったり、嘔

まった、ということもこの情報砂漠で

とつである。例えば、運動前の補食や

吐してしまう選手もいる。

はよくあることだ。

運動後のリカバリー食を用意したり、

大学の男子レスリング部に初めて帯

まず、個人の栄養指導の中で基礎に

食堂でチームが食事をする際は、個人

同したときのことである。きつめの減

なるのが、アセスメント、診断、介入、

の体重や栄養計画に沿って、どの献立

量を強いられた選手を中心に指導して

そしてモニタリング／評価という総合

を選んだらよいか等、食べる量を細か

いたそのとき、すぐ後ろにあったゴミ

的アプローチ、栄養ケアプロセスと呼

く指導することもある。アメリカは日

バケツに、すごい勢いで頭から突っ込

ばれるシステムである。このケアプロ

本と違い、ビュッフェ形式の食堂が主

んでいく 4 年生がいた。次の瞬間、噴

セスを基に、スポーツ栄養特有の診断

流なので、放っておくと食べ過ぎたり、

水かと思うぐらいの勢いで彼の体内か

やプランへと変えていくことになる。

食べ足りなかったりするため、定期的

ら今まで飲んだと思われる水分がすべ

目標体重の設定でいうと、身長や過

に食事内容をチェックする必要があ

て惜しみなく出ていった。喉がカラカ

る。

ラに渇いてガブ飲みがやめられず、合

去の経歴だけではなく、競技やポジ
ション、期分けを考慮し、選手と
（時に

遠征や試合の帯同時は、ホテルや試

計 2.5 ℓにもなる水分を 30 分前後で

はコーチとも）一緒に決めていく。臨

合会場付近での食事の調達や管理、そ

飲み干したとのことだった。4 年生だ

床現場でよく使われるBMIは、スポー

して補食の手配など、一日中チームに

からそこまで注意して見ていなくても

ツの現場ではほとんど使われない。筋

つ き っ き り と な る。体 重 階 級 制 の ス

大丈夫だろうという期待を見事裏切ら

肉で体重が増えた選手のBMIを計算す

ポーツだと、その日の体重の変化を見

れ、固定観念はいけないと改めて反省

ると、いくら体脂肪率が低くても、
「太

ながらの献立選びのアドバイスをする

した。それからは、水分補給のガイドラ

り気味」や
「肥満」という結果が出るこ

ことが多くなる。試合会場では、軽食

インを選手全員に配布し、計画的な水

とが多いからである。スポーツ栄養の

を取れる場所を見つけてセットアッ

分と栄養素の補給を促すようにした。

現場では
「BMI値が高いから、体重を減

プし、選手が計量後すぐに水分と栄養

複数のチームをサポートしている

らしましょう」
とはならない。したがっ

補給ができるよう準備する。例えば大

と、すべての試合や遠征についていく

てスポーツの現場では、体組成の評価

学レスリングの場合、計量後から試合

のは難しいため、帯同できない場合は

がより重要となる。体重階級制の選手

までの空き時間は 1 ～ 2 時間ある。オ

遠方から食事や補食のサポートをする

であれば、発汗率、寝ている間に減る

リンピックのレスリング競技も 2 時間

こともある。その際、帯同するストレン

平均体重、そして 1 回のサウナで減る

と、あまり余裕はないことが多いのが

グスコーチに補食の管理をしてもらっ

体重なども聞き、体重の減量プランを
立てる。
それに加え、食事調査、血液検査、
体組成のアセスメント、そして必要に
応じてサプリメントの指導など、個人
に合った栄養計画を立てていくという
のが一連の流れである。個人指導の際
に、
「この前ネットで新しいサプリの記
事を読んだけど、どう思う？」
とか、
「こ
の前初めてキヌアを食べてみたんだけ
ど、何かいいレシピを教えて！」
などと
いったアスリートたちの情報や食事の
傾向を知ることができるのも、個人指
導のメリットといえるだろう。

Ｃ National Strength and Conditioning Association Japan
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たりすることもあり、ハイパフォーマ

間半と迫っていたため、本人も少し焦

がる。1 回目のテストで現状を把握し、

ンスチームにおけるタッグが成功の要

りを感じていた。後日、パフォーマン

目標に見合った栄養計画を提供して、

となる。

スミーティングでストレングスコーチ

フォローアップで経過の確認をするこ

スポーツ栄養の講義をチーム全体へ

が、
「そういや最近彼女、お気に入りの

とでデータが活き、選手の競技力向上

することも多く、その際に適切な栄養

フレーバー付きの水をトレーニング

や目標設定に貢献できる。発汗率や尿

のトピックを選択する。最近チームか

のとき飲んでいるらしいね」と言うの

比重を計るのであれば、水分補給のプ

らよくリクエストされるのが、調理実

である。確認するため、選手に直接聞

ランを、骨密度や血液検査のデータを

習である。いくら完璧な食事プランを

いてみたところ、水だと思って飲んで

みるのであれば、速やかな栄養的介入

提供しても、それを実際に食べる
「食

いたのは、1 ボトルにつき 90 kcalのプ

が必要とされる。データを集めるので

事」として形にできないのであれば本

ロテインウォーターであった。知らず

はなく、上手く使うことのほうが重要

末転倒となる。調理スキル向上という

に 1 日に 3 本は飲んでいたとのこと。

である。最近は数々のアプリが出回っ

メリットだけではなく、チームが一緒

その後、プロテインウォーターをやめ、

ており、食事調査も比較的簡単にでき

に何かを作ることでチーム内の絆も深

水の摂取へと変えさせた。このように

るようになった。その一方で、アプリ

まり、一石二鳥だ。

チームが一丸となり、選手を総合的に

の機能性や正確性などの評価も必要に

サポートできるのも、ハイパフォーマ

なるので、ますますデータ管理のでき

ンスチームの強みといえるだろう。

るスポーツ栄養士のニーズが増えると

ストレングスコーチとの最強タッグ秘話：

思われる。◆

オリンピックトレーニングセンター
で、体重階級制のスポーツを中心にサ

データを活かす、スポーツ栄養

ポートしていたときのことである。女

近年、データ化が進んでいるのはス

子レスリング選手の中に、どうにも体

ポーツ栄養界でも同じことである。し

重が減らないという選手が 1 人いた。

かし、ただデータを取るだけでは意味

食事プランもきっちり守っているよ

がなく、数値を正しく評価し、栄養計

うだし、トレーニングも筋肥大の時期

画へ組み込むことまでできなければな

ではない、本人に聞いても水分補給は

らない。例えば、体組成のテストを一

ジュースをやめて、水しか飲んでいな

度きり、フォローアップの予定もなし

いとのことであった。試合もあと一週

に実施するのでは、データの価値が下
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