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1. 緒言 

足関節捻挫(以下，捻挫と記す)は競技スポーツに
おいて最も多い傷害の 1 つであり，サッカーにお
いても例外ではない。その予防や再発予防のため

にテーピングやブレースなどの装具が使用される。 
サッカーでは，テーピングのほかにバンデージ

で足関節を固定する者も少なくない。バンデージ

とは，足関節捻挫予防，再発予防のため足関節に

巻く弾性包帯である。テーピングに比べてバンデ

ージは，一度購入すれば繰り返し使用できコスト

が掛からないこと，一人でも簡単に巻けること，

また強制的にバンデージを使用するよう指導を行

っている高校もあることから，多くのサッカー選

手がバンデージを使用していると考えられる。 
バンデージの効果に関する先行研究で，原ら 1)

がバンデージの中でも伸長率を抑えたリガード，

従来品のバンデージ及びテーピングを用い，その

有用性を運動前後の足関節固定力，固定効果の持

続性の観点から検討した。その結果，リガードの

初期固定力はテーピングに比してやや劣るものの，

30 分運動後もリガードはパフォーマンスを阻害し
ない適度な固定力を持続したと報告している。し

かし，パフォーマンスを阻害しないとしているも

のの，それを実証した報告はない。また石栗ら 2)は，

バンデージが足関節の固定に有用であると述べてい

るが，パフォーマンスへの影響については言及してい

ない。 
そこで本研究は，原らが実施した運動内容を参

考に，独自のサッカー運動能力テスト(以下，テス
トと略す）を作成し，バンデージ装着の有無が運

動能力に及ぼす影響について，テストとアンケー

トを用いて比較検討した。 
 
1) 研究方法 

2-1 披験者 

 披験者は，茨城大学男子サッカー部員 4名(MF1名，
DF1名，MF兼DF2名，競技年数 11.0±0.8年)及び女
子サッカー部員(FW1名，MF1名，DF2名，競技年数
3.5±2.0 年) 4 名，計 8 名であった。女子部員におい
ては，過去に捻挫の受傷経験のない者を健側群，ある

者を患側群とした。 
2-2 テストの内容と実施方法 

 テストの測定はバンデージ有，バンデージ無でそれ

ぞれ 2 回，バンデージ有でミニゲーム後に 1 回，計 5
回テストを行った。テスト内容とその方法は以下に記す。

1) 8 の字ドリブル…間隔 5mに置かれたマーカーコ
ーンを 8の字を描いて 3周ドリブルした。 
2) T字テスト…Tの字になるようにマーカーコーン(前
後間隔 5m，左右の間隔 10m)をセットし，被験者は前
方向にダッシュ，サイドステップ，バックステップした。

バックステップでマーカーコーンを通過するまでの時

間(秒)を測った。 
3)インステップキック…自由な助走から静止したボ

ールを全力でインステップキックした。 

2-3 バンデージとその固定法 

バンデージ(アルケア株式会社製 75mm×2.7m リ
ガードバンデージBD-1)を足首に2周巻いた後，フィ
ギアエイトとヒールロックの 2 周繰り返し固定を施した。
バンデージは全て験者が巻いた。 
2-4 分析方法 

 バンデージ有無におけるテスト項目について，対応

のある t検定を行い，平均値の差の検定を行った。さら
に捻挫経験の有無とテスト項目の平均値の差を，一元

配置分散分析法を用いて検定した。 
2-5 アンケート調査 

1)対象 

 対象は茨城大学男子サッカー部員 21名及び，女
子サッカー部員 9名，計 30名であった。 
2)調査方法 

質問紙による選択法と自由記述を用いたアンケ

ート調査を行った。 
3)調査内容と分析方法 

・足関節捻挫の受傷経験について 
・テーピングとバンデージの使用経験とその理由

について 
・テーピングとバンデージの利点，欠点について，

「全く思わない」を 1，「そう思う」を 5の 5段階
評価とした。その平均値と本研究の実験を行った

かの有無，テーピングとバンデージの使用経験の

有無及び性別との関連性を分析，考察した。 
 
3．結果･考察  

3-1  8 の字ドリブル 

男女全体では，測定 2 回目バンデージ無の平均
値と標準偏差は 16.8±2.4 秒，バンデージ有は
17.5±2.4秒であった。測定 2回目バンデージの有無
の平均に対応のある t検定を行ったところ，有意差
がみられた(P<0.05)。また，測定 1回目と 2回目を
比べ最も速いタイムを採用し，バンデージの有無，

ミニゲーム後のタイムの平均に対応のある t 検定
を行ったところ，男女全体においてバンデージ有

とミニゲーム後の平均に有意差がみられた(P<0.05，
図 1)。男女別では，有意差はみられなかったもの
の，バンデージ無が最も速いタイムを記録した。 

8の字ドリブルでは，マーカーコーン位置でター
ンする時，足の内側でボールを蹴る「インサイド」，

足の外側で蹴る「アウトサイド」を使って細かい

ボールタッチをするため，足部の内転・外転が制

限されない「バンデージ無」のほうがドリブルを

スムーズに出来たと考えられる。 
3-2 T 字テスト 

男女全体では，測定 2 回目バンデージ無のほう
が（9.9±0.8秒），バンデージ有（10.3±0.9秒）に比
べて，有意に速かった(P<0.05，図 2)。この原因と
して，ストップから次の動作への切りかえ時に，

バンデージによる底屈制限を受け，バンデージ有

りのタイムが遅くなったと考えられる。 
 



3-3 インステップキック右 

男子では，測定 1 回目バンデージ無の平均値と標
準偏差は 44.3±4.0ｍ，ミニゲーム後のバンデージ有は
49.7±4.6mであり，有意差がみられた(P<0.05，図 3)。 
これは，ミニゲーム後にバンデージがゆるんで，ある

程度の固定を維持しながらも可動域がひろがり足関節

の底屈制限が緩和されたため，キックできるようになっ

た結果ではないかと推測した。 
3-4 インステップキック左 
測定 1回目と 2回目の飛距離の中で最も良い記録

を採用し，バンデージの有無，ミニゲーム後の平均に

対応のあるｔ検定を行ったところ，男女全体，男子のバ

ンデージ無とバンデージ有の平均に有意差が認めら

れ  (P<0.05)，バンデージ無の飛距離がのびた (図
4) 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 8 の字ドリブル 

バンデージ有無･ミニゲーム後の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2  T 字テスト 男女測定 2回目 

バンデージ有無･ミニゲーム後の比較 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 インステップキック右 

男子測定 1回目 

バンデージ有無･ミニゲーム後の比較 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 インステップキック左 

バンデージ有無・ミニゲーム後の比較 

 

3-5 捻挫経験有無の比較 

捻挫経験の有無について，健常側，患側群のバ

ンデージの有無に有意差はみられなかった。 
3-5 アンケート結果 
テスト実施有無において，バンデージ利点･欠点の

項目の｢バンデージはキックしやすい｣の平均値に，有

意差がみられた(P＜0.05)。これより，テストの被験者
はテストを行っていない者より，バンデージはキ

ックしやすいと考えていることが分かった。抑制

力，応用性，再利用性，安定性など他の利点項目

においても，テストを行っていない者より平均値

が高い傾向が見られ，バンデージを巻くと安心で

き，精神的な支えになっているのではないかと考

えられる。性別，バンデージ使用経験の有無によ

る項目内の有意差はみられなかったが，｢安定感が

ある｣以外はバンデージ使用経験なしより利点の

平均値が高い結果となった。 
 

4．まとめ 

バンデージの役割は，足関節を固定し捻挫の予

防をすることである。また，アンケート調査から，バ

ンデージの利点として「捻挫予防」と「精神的安心感」

があげられたが，本研究におけるテストでは過度の

足関節可動域制限が原因と考えられる，運動能力

低下が見られた。 
本研究では，バンデージを巻くことによる「精神的安

心感」が，長時間のパフォーマンスに及ぼす影響は明

らかにできなかった。今後，パフォーマンスを測るテス

ト項目の検討が必要と思われる。 
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