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Abstract

Several studies have reported that foot orthoses could not correct excessive pronation foot and be increased 
hindfoot motion significantly. However, even slight correction of excessive pronation foot may be useful for 
biological activities in sport athletes. Our hypothesis was that the correction of excessive pronation foot using foot 
orthoses can increase biological activities in distance runners. The purpose of this study was to investigate 
whether foot orthoses including low-Dye taping and insole could correct excessive pronation foot in distance 
runners and, if possible to correct, to clarify correlation between correction and change of biological activities. ight 
male distance runners（average age: 19 years old, range: 18-21）with hind valgus on standing position greater 
than 5 degrees took part in this study. There was no history of trauma in all runners. Low-Dye taping and insole 
were applied to correct calcaneal valgus and all runners performed walking（the average velocity at 50% of 
maximum of heart rate）and running（the average velocity at 50% of maximum oxygen uptake）on treadmill for 5 
minutes under three conditions;   1）without application of any foot orthoses,   2）with application of taping and   3）
application of insole. The calcaneal valgus angle and heel leg angle at phase of foot flat were measured in situation 
such as on standing, during walking and running on treadmill. To evaluate biological activities, maximal oxygen 
uptake（VO2 max）and heart rate were measured　and Borg scale was used for evaluation of subjective sports 
strength during walking and running on treadmill. Both low-Dye taping and insole corrected the calcaneal valgus 
angle on standing, during walking and running on treadmill（p<0.05）, and heel leg angle on standing and during 
running on treadmill significantly（p<0.05）compared to those without application of any other foot orthoses. In 
evaluation of biological activities, insole reduced VO2 max significantly during running on treadmill（p<0.05）, 
compared to that without application of any other foot orthoses. There was no change by applying any other foot 
orthoses in evaluation of subjective sport strength using Borg scale. Both Low-Dye taping and insole could correct 
excessive pronation foot in distance runners, however, insole alone could reduce VO2 max significantly. Insole 
seemed to be effective for distance runners with excessive pronation foot in biological activities, especially 
stamina.
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はじめに

　正常歩行において、足部および足関節は踵着床期から
趾離床期にかけて外返し位から内返し位となるが1）、立
脚中期以降に外返し位が残存した状態を過回内足とい
う2）（図1）。長距離走者においては、この過回内足が、
アキレス腱障害3）, 4）やシンスプリント5）など下肢スポー
ツ障害の一因と考えられており6）、その治療法として足
底挿板の有効性が報告されている7-9）。しかし，そのメカ
ニズムに関してはいまだ不明な点が多い10）, 11）。
　足底挿板による過回内足矯正による運動能力向上効果
に関しては、研究者の統一見解はないが12-16）、外返し位
は中間位までは矯正されないものの、ある程度は矯正さ
れることが知られている14-16）。後足部中間位においては
アキレス腱の牽引力が効率よく踵骨に伝達されるが、外
返し位においては、下腿から後足部に伝わる力は、中間
位との作用方向となす角をθとした場合、×cosθに減
少する（図２）。理論的には、このθ角が小さければ小
さいほどアキレス腱牽引力の減少は小さくなる。そこで
我々は、過回内足の外返し位が数度でも矯正できれば、
運動効率が向上するのではと推測した。

目的

1． low-Dye tapingおよび足底挿板装着により、長距離
走者の外返し位が矯正できるか調査すること

２． 外返し位の矯正が、長距離走者の生理的応答に影響
を与えるか調査すること

対象と方法

　対象はT大学駅伝部所属の8名で、全例男性、年齢は
平均19歳（18-21歳）。足部外傷歴はなく、立位静止時踵
骨外反角が5度以上の学生を対象とした。
　後足部アライメント矯正は、low Dye taping17）およ
び既製品の足底挿板（Formthtics社製）を用いて行った。
矯正前、tapingおよび足底挿板装着後に、立位静止、ト
レッドミル歩行（歩行速度は50％最大心拍数）およびト
レッドミル走行（走行速度は50％最大酸素消費量）を行っ
た。トレッドミル歩行および走行は各5分間行った。
　アライメント評価は、被験者の４ｍ後方より２台の高
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図 2A： 中間位における後足部に対するアキレス腱の牽
引方向を示す。

図 2B： 外返し位における後足部に対するアキレス腱の
牽引方向を示す。

図 1A：正常足における後足部アライメントを示す。　　図 1B：過回内足における後足部アライメントを示す。
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速度VTRカメラ（毎秒250コマ）を用いて、足底接地期
の踵骨外反角およびHeel Leg angle（以下H-L angle）
を測定した（図３）。また生理的評価は酸素消費量（ml/
kg/分）および心拍数（拍/分）を測定した。主観的運
動強度評価にはBorg scaleを用いた18）（図４）。　
　統計学的検定は、Wilcoxon符号付順位和検定を用い
て、有意水準0.05未満を有意差ありとした。

結果

　踵骨外反角は、静止時、歩行時および走行時において
tapingおよび足底挿板による矯正で有意に減少した。ま
たH-L angleは、静止時および走行時において、taping
および足底挿板による矯正で有意に増加した（表1）。
　酸素消費量は、走行時において足底挿板による矯正で
のみ有意に減少し、心拍数は矯正前後で変化しなかった。
　Borg scaleは、矯正前後で変化しなかった（表２）。

考察

　本研究では、low-Dye tapingおよび足底挿板により外
返し位は数度であるものの有意に矯正できた。しかしこ
の数度の外返し位矯正が、全身の生理的応答に及ぼす影
響を評価した研究は過去になく、適切な指標を用いた研
究が必要である。
　我々が用いた生理的指標の酸素消費量は、活動で消費
されたエネルギーを反映し、持久力を決定するものであ
り19）, 20）、また足部変形に対して装具を用いた過去の研究
においても用いられている21）。
　本研究においては、足底挿板により酸素消費量は矯正
前後で有意に減少した。この結果から、足底挿板による
過回内足矯正は、長距離走者の運動効率をあげたと判断
できる。一方、low-Dye tapingは矯正前後の酸素消費量
に変化を及ぼさなかった。このことは、low-Dye taping
は距骨下関節の生理的可動域を制限し22）、そして距骨下
関節の可動域制限は酸素消費量の増加に影響するという
過去の研究23）を裏付ける結果となった。
　本研究の欠点としては、被験者が少ないこと、相対的
運動強度であることが挙げられる。長距離走者の過回内
足矯正に対する足底挿板の効果をさらに追究するために
は、被験者を増やし、さまざまな運動強度での追加研究
が必要である。

結語

1． 外返し位の矯正が長距離走者の生理的応答に影響を
与えるか調査をした。

２． 外返し位はlow-Dye tapingおよび足底挿板により矯
正できたが、酸素消費量は足底挿板による矯正での
み有意に減少した。

３． 足底挿板による過回内足矯正は、長距離走者の運動
効率を向上した。
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図３A： 踵骨外反角を示す。踵骨外反角は、踵部の２等
分線と床からの垂線のなす角度と定義した。

図３B： Heel-Leg angleを示す。Heel Leg angleは、下
腿および踵部の2等分線のなす角度と定義した。

図４： Borg scaleを示す。主観的に運動強度が高ければ
数字が大きくなり、最高点は20点となる。
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 時行走

矯正前 taping 足底挿板 p-value 

中央値 四分位
範囲 

中央値 四分位 
範囲 

中央値 四分位 
範囲 

矯正前 
対  taping 

矯正前 
対  足底挿板 

踵骨外反角 (度) 11.0 1.75  6.50 1.00  5.00 1.25 < 0.05 < 0.05 

H-L angle (度) 164 1.25  166 0.75  170 4.00 < 0.05 < 0.05 

　　　　　　　　表1C：走行時における矯正前後の後足部アライメントを示す。

歩行時 

矯正前 taping 足底挿板 p-value 

中央値 四分位

範囲 
中央値 四分位 

範囲 
中央値 四分位

範囲 

矯正前 
対  taping 

矯正前
対  足底挿板 

酸素消費量 (ml/Kg/分) 24.2 12.9  24.5 6.58  23.5 7.70  .779 .779 

心拍数 (拍/分) 90.0 11.5  90.0 16.0 94.5 17.0  .120 .916 

Borg scale (点) 9.0 3.3  8.5 3.0  8.5 2.3  .414 .336 

　　　　　　　　表２A：歩行時における矯正前後の酸素消費量、心拍数およびBorg scaleを示す

走行時 

矯正前 taping 足底挿板 p-value 

中央値 四分位

範囲 
中央値 四分位 

範囲 
中央値 四分位

範囲 

矯正前 

対  taping 

矯正前 

対  足底挿板 

酸素消費量 (ml/Kg/分) 40.6 ±3.90 40.8 ±1.35 38.9 ±2.33 .944 < 0.05 

心拍数 (拍/分) 121 ±5.00 120 ±6.25 118 ±7.00 .345 .168 

Borg scale (点) 11          ±2.0                   11            ±2.3                9.5         ± 1.3                        .705 .096 

　　　　　　　　表２B：走行時における矯正前後の酸素消費量、心拍数およびBorg scaleを示す。

矯正前 taping 足底挿板 p-value 

中央値 四分位

範囲 
中央値 四分位 

範囲 
中央値 四分位

範囲 
矯正前 

対  taping 

矯正前 

対  足底挿板 

踵骨外反角 (度) 9.00 ±1.50 5.00 ±2.00 3.50 ±2.00 < 0.05 < 0.05 

H-L angle (度) 168 ±7.00 174 ±3.00 176 ±2.00 < 0.05 < 0.05 

歩行時 

矯正前 taping 足底挿板 p-value 

中央値 四分位

範囲 
中央値 四分位 

範囲 
中央値 四分位 

範囲 
矯正前 

対  taping 

矯正前 

対  足底挿板 

踵骨外反角 (度) 8.50 ±1.25 6.00 ±1.75 4.50 ±1.25 .019 .011 

H-L angle (度) 165 ±3.00 168 ±2.00 170 ±2.00 .863 .067 

　　　　　　　　表1A：立位静止時における矯正前後の後足部アライメントを示す。

　　　　　　　　表1B：歩行時における矯正前後の後足部アライメントを示す。
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