ロンドンオリンピックにおける USOC の科学サポート
Randall L. Wilber 博士
（米国オリンピック委員会

上級スポーツ生理学者）

米国は、₁₈₉₆年にアテネで第１回近代オリンピックが開催されて以来、幸いにも夏季オリンピックの強
国としての伝統を維持しています。しかし、冬季オリンピックでは、米国ソルトレイクシティで開催され
た₂₀₀₂年大会まではある程度の成功しか収められませんでした。チーム USA は、このソルトレイクシ
ティ大会以降、冬季オリンピックでも優秀な成績を重ね、₂₀₁₀年バンクーバーオリンピックでは、空前の
勝利を収めました。
米国オリンピック委員会（USOC）は、米国におけるオリンピック競技種目に関する最高機関です。
USOC は、米国政府から経済的支援を受けておらず、政府および政府が管理する国営宝くじから資金援
助を受けていない唯一の国立オリンピック委員会です。USOC は、政府とは無関係の３つの財源、すな
わち ⑴ 企業からの資金提供（Coca Cola™など）、 ⑵ メディアからの放送権料、 ⑶ 米国市民からの寄付
により資金を調達しています。
USOC は、冬季および夏季オリンピックで競技するチーム USA の選手に４つの目標を設定しています。
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■ 特別講演１

すなわち、 ⑴ 多くの金メダルを勝ち取る、 ⑵ 多くのメダルを勝ち取る、 ⑶ 運動能力向上薬（PED）を
使用しない、 ⑷ 米国市民、特に子供たちが、品格、意思の強さ、勇気、フェアプレーというオリンピッ
クの理念を実践するよう感動を与える、です。USOC は、最近の２回のオリンピックでチーム USA がこ
れらの目標をほぼ達成していると言えることをうれしく思います。チーム USA は、₂₀₁₀年のバンクー
バー冬季オリンピックでは、９個の金メダルを獲得、金メダル獲得数順位で第３位、メダル総数は₃₇個で
獲得数順位第１位という結果を達成しました。₃₇という国別メダル総数は、冬季オリンピック史上最多で
す。₂₀₁₂年ロンドン夏季オリンピックでは、₄₆個の金メダルを獲得し第１位、メダル総数も₁₀₄個で第１
位という快挙を達成しました。
USOC は、各オリンピックに向けたチーム USA の選手とコーチ陣の調整に関して綿密な計画を準備し
ます。この計画には４つの柱があります。すなわち、 ⑴ 従来のそして新しいメディアの最適な使用、 ⑵
後方支援、 ⑶ スポーツ医学、 ⑷ スポーツ科学および技術です。今回の講演では、₂₀₁₂年ロンドンオリン
ピックでチーム USA の選手が最大限の力を発揮できるようにするための調整に応用したスポーツ科学と
技術にスポットをあてています。講演では、スポーツ科学と技術の分野における以下のトピックを網羅し
ています。
・人材発掘
・トレーニングのピリオダイゼーション（期分け）
・高地トレーニング
・リカバリー
・過剰トレーニングのモニタリング
・技術的分析
・メンタルトレーニング
今回の講演では、₂₀₁₂年ロンドンオリンピックに向けた４年間の準備段階に加え、₁₆日間のオリンピッ
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ク開催期間中に、チーム USA の選手とコーチ陣を効率的にサポートするためにスポーツ科学と技術がい
かに応用されたかについても説明します。
結論として、チーム USA は、最近の冬季および夏季オリンピックにおいて比較的優秀な成績を収める
ことができました。この成功にはさまざまな要因がありますが、最も重要な要因は、チーム USA の選手
およびコーチ陣の熱心さ、厳しい練習、肉体および精神のコンディションを最高の状態に仕上げる調整で
した。USOC は、チーム USA の選手が冬季・夏季オリンピックで最大限の力を発揮するための調整をサ
ポートする入念な計画を作成します。この計画には、オリンピックに向けた４年間の準備段階ならびに₁₆
日間のオリンピックの実際の競技期間中にスポーツ科学と技術を効果的に使用することが含まれます。ス
ポーツ科学の新しい知識や技術の継続的な進歩は、₂₀₁₄年のソチ冬季オリンピックさらに₂₀₁₆年のリオデ
ジャネイロ夏季オリンピックに向けたチーム USA の選手の調整で使用される USOC の計画に順次組み込
んでいきます。

Use of Sport Science and Technology in the Preparation of Team USA
Athletes for the 2012 London Olympics
Randall L. Wilber
（Senior Sport Physiologist, United States Olympic Committee）

The United States of America (USA) has been fortunate to enjoy a rich tradition of success in the Summer
Olympics, dating back to the first Olympic Games of the modern era held in Athens in 1896. In the Winter
Olympics, however, the USA had produced only moderate success up until the 2002 Winter Olympics, which were
hosted by the USA in Salt Lake City. Since the 2002 Salt Lake City Olympics, Team USA has produced strong
performances in the Winter Games, culminating with unprecedented success at the 2010 Vancouver Olympics.
The United States Olympic Committee (USOC) is the national governing body of Olympic sport in the United
States.The USOC receives no financial support from the United States government and is the only national Olympic
committee that does not receive money from the government and/or government-regulated national lotteries. Rather,
the USOC derives its funding from three sources independent of the government: (1) corporate sponsorship (e.g.,
Coca Cola™ ), (2) media broadcasting rights, and (3) donations from American citizens.
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The USOC sets four goals for Team USA athletes who compete in the Winter and Summer Olympic Games.
These goals are: (1) compete to win the gold medal count; (2) compete to win the total medal count; (3) produce a
100% performance-enhancing drug (PED) free Olympics; and (4) inspire all American citizens, especially American
children, to commit to the Olympic ideals of excellence, determination, courage and fair play. The USOC is proud to
say that within the past two Olympics, Team USA has accomplished most of these goals. In the 2010 Vancouver
Winter Olympics, Team USA finished third in the gold medal count (9) and first in the total medal count (37),
which was the highest number of total medals won by any country in Winter Olympic history. In the 2012 London
Summer Olympics, Team USA finished first in the gold medal count (46) and first in the total medal count (104).
The USOC has a very detailed plan for the preparation of Team USA athletes and coaches for each Olympics.
The four primary parts of this plan include: (1) optimal use of traditional and new media, (2) logistical support, (3),
sports medicine, and (4) sport science and technology. This presentation will focus on the use of sport science and
technology in the preparation of Team USA athletes for optimal performance in the 2012 London Olympics.
Within the realm of sport science and technology, the following topics will be covered:
• Talent ID
• Periodization of training
• Altitude training
• Recovery
• Monitoring of overtraining
• Technical analysis
• Mental training
In addition to the four-year preparation phase leading up the 2012 London Olympics, this presentation will
describe how sport science and technology have been used to eﬀectively assist Team USA athletes and coaches during
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the actual 16-day period of the Olympic Games.
In conclusion, Team USA has been fortunate to experience relatively good success at recent Winter and Summer
Olympic Games. This success can be attributed to a number of factors, the most important being the dedication,
hard work, and optimal physical and mental preparation by Team USA athletes and coaches. The USOC employs a
detailed plan to help prepare Team USA athletes for optimal performance in the Winter and Summer Olympics.
This plan includes the eﬀective use of sport science and technology during the four-year pre-Olympic preparation
phase, as well as during the actual 16-day Olympic competition period. New knowledge in sport science and
continued advances in technology will continue to be incorporated into the USOC plan used to prepare Team USA
athletes for the 2014 Sochi Winter Olympics and the 2016 Rio de Janeiro Summer Olympics.

L. Wilber

Randall L. Wilber 氏は、コロラド州コロラドスプリングス（標高₁,₈₆₀
m）米国オリンピックトレーニングセンターの上級スポーツ生理学者。パ
フォーマンス研究所の運営を監督している。様々な種目の米国オリンピッ
クチームの選手たちと活動し、彼らにトレーニングの科学的かつ実際的な
側面に関してアドバイスを提供している。選手例：Alison Dunlap（クロス
カントリー、マウンテンバイク競技、₂₀₀₁年ワールドチャンピオン）、
Mari Holden（ロードサイクリング競技、₂₀₀₀年ワールドチャンピオン、
₂₀₀₀年オリンピック銀メダリスト）、Hunter Kemper（男子トライアスロン
競技、₂₀₀₅年世界ランキング１位、米国オリンピック代表４回）、Michael
Phelps（水泳競技、₂₀₀₈年オリンピックで８個の金メダルを獲得、夏季オリンピック史上最多の₂₂個のメ
、Missy Franklin（水泳競技、₂₀₁₂年オリンピックで４個の金メダル保持者）、Allison Schmitt
ダル保持者）
（水泳競技、₂₀₁₂年 オリンピックで３個の金メダル保持者）、Galen Rupp（１万メートル走競技、₂₀₁₂年
オリンピック銀メダリスト）
、Meb Keflezighi（マラソン競技、₂₀₀₄年オリンピック銀メダリスト、₂₀₀₉年
ニューヨークマラソン優勝）、Apolo Ohno（ショートトラックスピードスケート競技、₂₀₀₂年と₂₀₀₆年オ
リンピック金メダル、冬季オリンピック種目の米国選手最多の８個のメダル保持者）、Derek Parra（ロン
グトラックスピードスケート競技、₂₀₀₂年オリンピック金メダリスト）、Christine Witty（ロングトラック
スピードスケート競技、₂₀₀₂年オリンピック金メダリスト）、Johnny Spillane（ノルディック複合スキー競
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技、₂₀₀₃年ワールドチャンピオン、₂₀₁₀年オリンピック銀メダリスト）、Todd Lodwick（ノルディック複
合スキー競技、₂₀₀₉年ワールドチャンピオン、₂₀₁₀年オリンピック銀メダリスト）、Bill Demong（ノル
ディック複合スキー競技、₂₀₀₉年ワールドチャンピオン、₂₀₁₀年オリンピック金メダリスト）。
さらに氏は、６回のオリンピック（₂₀₀₂年ソルトレークシティ、₂₀₀₄年アテネ、₂₀₀₆年トリノ、₂₀₀₈年
北京、₂₀₁₀年バンクーバー、₂₀₁₂年ロンドン）、２回のパンアメリカン競技大会（₂₀₀₃年サントドミンゴ、
₂₀₀₇年リオデジャネイロ）
、ならびにさまざまな世界選手権でチーム USA の選手をサポートしている。
Wilber 氏の研究対象は、持久運動能力強化のための高地・減圧トレーニングの応用、一流選手の運動
誘発性ぜんそく（EIA）の診断および高温・多湿の環境下での競技に対する一流選手の調整、飛行機を利
用する海外遠征に対する一流選手の調整などの分野に広がっている。氏は、Medicine and Science in Sports
and Exercise、European Journal of Applied Physiology、Sports Medicine、International Journal of Sport Nutrition
and Exercise Metabolism、International Journal of Sport Physiology and Performance、High Altitude Medicine
and Biology などにこうしたテーマについての科学論文を執筆し、
「Exercise-Induced Asthma: Pathophysiology
and Treatment」
「Altitude Training and
（₂₀₀₂年、Human Kinetics 社）を共同編集している。著書としては、
Athletic Performance: Theory and Practice（高地トレーニングと競技パフォーマンス：理論と実際）
」
（₂₀₀₄年、
Human Kinetics 社）がある。氏はさらに、オーストリア、ブラジル、カナダ、中国、フィンランド、ギリ
シャ、日本、ケニヤ、韓国、マレーシア、オランダ、ニュージーランド、ポーランド、カタール、スペイ
ン、スイスなど様々な国の科学会議に招かれ講演し、高地での戦闘行為に関連する問題についてアメリカ
海軍特殊部隊のコンサルタントとしても活躍。₁₉₉₈年、米国スポーツ医学会（ACSM）評議員となり、
₂₀₀₅年より ACSM のオリンピック・パラリンピックスポーツ医学委員会委員、₂₀₀₉年より同委員会委員
長として現在に至る。₂₀₀₅年にはフロリダ州立大学より「Centennial Laureate Alumni Award」賞、₂₀₀₇年
にはウィスコンシン大学オークレア校より「Presidentʼs Distinguished Alumni Award」賞を受賞。
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グローブ・シティ・カレッジで歴史学の学士号を、ウィスコンシン大学オークレア校で歴史学の修士号
を取得。フロリダ州立大学でスポーツ生理学の科学修士および博士号を取得。同大学では、持久力の必要
な運動選手のトレーニング、過剰トレーニング、脱トレーニングについて研究。ピッツバーク出身である
が、成人としての大半の期間をフロリダで過ごし、₁₉₉₃年にコロラドスプリングスに移住。競技者（クロ
スカントリーおよびトラック競技）として、コーチとして、そしてスポーツ生理学者として、常にスポー
ツと共に人生を歩んでいる。趣味は、ランニング、サイクリング、ハイキング、読書、写真。レッドビル
トレイル₁₀₀マウンテンバイクレースやパイクスピークアセントランで数回完走している。

