
サポーターの装着圧とランニングパフォーマンスの

関係の検証

杉本光 公
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1 . はじめに

サポーターが様々なスポーツの種目で使用されている 1）が、そのパフォーマンス

向上効果を定量的に検証されたことは少ない。特に装着圧とランニングパフォーマ

ンスには何らかの関係が見られる と思われるが、 どの部位をどれくらいの圧でサポ

ートすれば良いのか、定量的に検証した研究は見られない。そこで、サポーターの装

着圧と ランニングパフォーマンスの関係の検証、および、疲労回復効果を検証する。

2. 方法

被験者 10名に対して、様々な着圧でのランニングPパフォーマンスを測定し、着圧

の違いによるランニングパフォーマンスの効果を検証した。その際、排腹筋の活動と

その動きを解析することで、着圧が筋肉に与える効果を定量化した。ランニング中の

排腹筋の活動は加速度計で解析する とともに、筋電計でその活動を測定した。

1) 被験者

被験者は、 同意を得た健康な陸上部男子学生7名で、あった。被験者の基礎

データを表 1に示した。

表 1 被験者の特性

身長 体重 年齢

平均 169.9 55.5 19.3 

標準偏差 5.25 3.06 1.28 

2) 実験フ。ロトコル

実験プロ トコルを図 1に示した。被験者は、実験の説明を受けた後に同意

書に署名し、被験者の基礎情報のカー ドに記入後、電極を排腹部に添付し、

トレッドミルで 12km/hの速度でのランニングを 30分間行った。この際、

左右の排腹筋からの表面筋電図を測定した。また、腕時計型心拍計を装着し、

心拍数と消費カロ リーを計測した。

131 



一

入
－

コ

し

－

＝＝
口

一

ピト

一

名

一

一

軍

官

力

一

書

者

一
明

意

験

一
説

司

被 l今盟副
筋電電極添付部位

左右両方に貼りま式

対砂

+ 
各条件で30分走行

（どの条件から行うかは、ランダム）

図1 実験フ。ロトコル

3) 実験条件

実験条件は、サポータなしの条件を N条件とした。また、サポーターは

下記に示す着圧のきつめのサボーター（以下 H条件） と緩めのサポーター

（以下L条件） の3条件とし、着圧の違いが筋活動および、ランニング運動

への与える影響を検証した。

また、条件毎に 1週間以上の聞を開けて各被験者3条件をおこなった。そ

して、実験の順序の影響をなくすために、どの条件から行うかはランダムと

した。

3. 結果

1）サポーターの特性と着圧

①サボータの編み方

今回サボーターは、 特別にハニカム構造の編みを行い、 背部の装着圧を飛

躍的に高めたものを使用した。同じ面積の場合、編み方を密にすれば強度は

増すが、面積あたり材の生地が厚く、重くなってしまう。そこで、ハニカム

構造では、同じ面積の図形による平面充填で、周の長さが最も短い正六面体

の形状で編む事で、強度と材料の両立を図ったものである。

さらに、伸縮性弾性糸を複数本編み込んでテーピング編地帯を編成するこ

とで、 さらに着圧を高めたものである。

②着圧の特性
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着圧の計測にはエアパック式圧力センサ（エイエムアイ・ テク ノ社）

を用い、図のような部位の着圧を測定した。

L条件は、 平均 19.8gf/cm2であった。 またH条件は平均 29.2gf/cm2であ

った。この値は、靴下でいうと 20gf/cm2で非常にソフ トな履き心地、 30gf/cm2 

できつい感じの履き心地となる。そのため、今回のサボータの L条件は、 ゆ

るいソフトな感じのサボータであ り、 H条件はきっく 締め付ける条件のサポ

ータであると言える。

図2 着圧の測定部位

表 2 着圧の測定部位のセンサーの位置

センサー位置 周囲径

Sl：足底から1O.Scm 21 cm 

SZ:Slより9cm 28cm 

S3:S2より9cm 35cm 

BS3:S3の平行後面 35cm 

LBS3:S3のScm下 32.Scm 

表 3 各条件の着圧の結果 （gf/cm2)

装着圧比較

試料 L条件 H条件

Sl足首 19 30 

sz 18 25 

S3ふくらはぎ側面 16 22 

LBS3ふくらはぎ下部 29 42 

BS3ふくらはぎ最大周径位置 17 27 

平均 19.8 29.2 

2）心拍計の結果

心拍計の結果を図 2および図 3に示した。心拍計からは、 平均心拍数とエネルギー
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消費量を計測した。各条件別の平均心拍数の結果を図 2に、エネルギー消費量を図 3

に示した。

実験結果から、平均心拍数、エネノレギー消費量共に、 L条件（緩めのサポータを装

着）が大きくなる傾向を示したが、有意な差は見られなかった。
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図3 条件別のエネルギー消費量

3) 条件別の筋電図の積分値

条件別の全運動時間の積分値と標準偏差を図4に示した。EMGlは右足の俳腹

筋の内側部、EMG2は右足の排腹筋の外側部、 EMG3は左足の排腹筋の内側部、

EMG4は左足の排腹筋の外側部の筋電図の積分値を示している。両足とも外側部、

内側部において、サポーターなしの N条件の値が最も大きく 、ついで、緩めの L

条件、そしてきつめのH条件が最も小さな値を示した。

一元配置の分散分析の結果、右足のEMGlおよび、左足の EMG3とEMG4のN
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条件と H条件の聞に 5%水準で有意な差が見られた。

筋電図の積分値＊
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図4 条件別の筋電図の積分値（p<0.05)

4.考察

本研究では、後ろ側のサポートが従来品より高くきっいサボータ （H条件）と、

従来品と変わらない緩めのサボーター（L条件） の2種類用いた。この 2種類のう

ち、 H条件のサポーターは、サボータを使わない N条件より、 消費カロリ ーが低

く、筋活動量の積分値が有意に小さかった。また、L条件のサポーターは、消費カ

ロリ一、平均心拍数とも N条件、 H条件より高い傾向を示した。さらにL条件の

サボーターの筋活動量の積分値は、N条件と H条件の聞の値を示す傾向があった。

これらのことから、きつめのサボーターは、筋肉の活動を抑えることで、消費カ

ロリーと平均心拍数を抑制し、疲労の蓄積を軽減する効果があると推察される。反

対に、緩めのサボーターは、筋活動を適切に維持する ことで、 運動量を高め、消費

カロリ一、平均心拍数を増加させる傾向があることが示唆された。今後大学生の体

力向上2):i）のためにサボーターを活用するこ とが可能であることが示唆された4）。

今回の実験で用いた構造のサポーターは、H条件（きつめ）では筋肉の活動量を

おさえ、反対に L条件（ゆるめ） では、筋活動を1C進する効果がある ことが示唆さ

れた。これは、ハニカム構造が持つ特徴で、あると考えられる。ハニカム構造は、素

材の量を抑えることで、薄く軽量でサボーターを作ることができる。このため、き

つく締めるサポータでも足の負担にならず、筋肉の余分な活動を抑え、効率的に活

動することをサポートできると考えられる。また、筋活動が抑えられる ことで、全

身の持久力が高まり、同じ速度（ 1 2km/h）で同 じ時間（ 3 0分）走った場合で

も、消費カロリーと平均心拍数が低く抑えられた。このよ うな運動の効率化がどの

ような機序で実現されているのかは、今後呼気のガス分析など詳細な研究が必要
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であるが、末端の排腹部に装着するサボーターが全身持久ノミフォーマンスの向上

効果の可能性が本研究で示唆された。

一方筋疲労と着圧の関係は、細谷らの研究6）でも検討されており、 着圧が 21 

～ 2 8 gf/cm2に筋疲労の軽減が示唆されている。今回の H条件の着圧は、細谷ら

の研究で、筋疲労が軽減される着圧6）と同じ着圧域であるため、このような結果に

なったと考えられる。

音楽を用いることで、運動の主観的強度が軽減されるという報告4）があるが、サ

ボーターによる疲労感の軽減の可能性も示唆され、運動習慣獲得5）にサポーター

の着用による効果が示唆された。今後、さらに細かい着圧で、様々な実験を行うこ

とで、着圧と筋疲労と全身持久力の関係を明らかにすることができ る可能性が示

唆された。

（本研究は、株式会社ユニバル との共同研究で行われた）
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