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Unstable Shoesが立位バランスに及ぼす影響
Effects of unstable shoes on the postural sway while standing
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Abstract

Introduction: In recent years, several unstable shoes have been developed as functional or therapeutic tools. The 
conceptual aim of most unstable shoes is to improve balance and posture by exposing the foot to intrinsic 
instability of the shoe sole. EASYTONE® (Reebok, the United States of America) has two rounded soles in the 
medio-lateral direction. This design attempts to simulate an unstable surface, thereby requiring continual 
activation of important stabilizing muscles of the lower limb to maintain proper balance. However, there have 
been little evidences of the postural sway while standing in unstable shoes. 
Purpose: The purpose of this study was to compare the postural sway while standing barefoot, in stable shoes 
and EASYTONE® (Reebok, the United States of America). 
Methods: Ten healthy volunteers (10 males) participated in this study. Subjects were instructed to focus their 
vision on a target directly in front of them and stand erect and steady on a force plate with hands by their side. 
During the experiments, the center of pressure (COP) displacement in the antero- posterior and medio- lateral 
directions were measured. The effects of the three footwear conditions on COP excursion ranges were analyzed.
Results: The COP displacement while standing in EASYTONE® was greater than standing barefoot or in stable 
shoes, but there were no significant differences in the COP displacement between barefoot, in stable shoes and 
EASYTONE®. 
Conclusion: This result suggests that the postural sway while standing in EASYTONE® might be compensated 
by the muscle activities of the lower leg. Further examinations should be performed using electromyography and 
joint position sense.
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備考：2011. 9. 19-20　奈良で行われた第25回日本靴医学会学術集会で発表している。
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【目的】

　今日のスポーツシューズ開発においては、運動時の下
肢への負荷を減らし傷害を予防する目的で、安定性と
クッション性の向上が重要視されている。しかし、その
ようなスポーツシューズを日常生活で履くことで下肢の
筋活動がその優れた安定性により抑えられると、下肢の
筋力低下を来たし怪我のリスクが増えることも報告され
ている1），2）。そこで、靴にあえて不安定性を持たせるこ
とで日常生活におけるバランストレーニングが可能にな
るというコンセプトの下、1996年にMasai Barefoot 
Technology（以下MBT）社よりUnstable Shoesが開発
された（図1a）。バランストレーニングは下肢筋力増強
や怪我の予防に効果があると報告されている3），4），5）。現
在は様々なUnstable Shoesが各社で開発され販売されて
い る が、 そ の 中 でReebok社 か ら 販 売 さ れ て い る

Unstable Shoes（EASYTONE®）は、そのソールの形
状 を 見 る と 左 右 方 向 に 不 安 定 性 が あ る（ 図1b）。
Unstable Shoes を履くことがバランストレーニングと
なるのか、MBT社のUnstable Shoesを用いた静止立位
バ ラ ン ス の 研 究 は あ る が、MBT社 以 外 のUnstable 
Shoesが立位バランスに与える影響についての研究は、
これまでにない。そこで、左右方向に不安定性がある
EASYTONE®を履くことで、静止立位バランスにどの
ような影響があるか知ることを目的とした。

【方法】

　下肢に大きな外傷歴のない健常者10人を対象とした。
この中に普段からUnstable Shoesを履いている者はいな
かった。全例男性で、平均年齢は28.2歳（19〜48歳）であっ
た。この10人に対し、裸足とStable Shoes（従来のコン
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図 1： Unstable Shoes（a：MBT 社、b：Reebok
社の EASYTONE®）

MBT 社は前後方向に不安定性があるが、
EASYTONE® は左右方向に不安定性がある。

図 2：静止立位における重心動揺測定
左：視線は前方におき、両手は腰にあてた状態で計測した。　右：床反力作用点の軌跡
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セプトで作られた、不安定性のない靴）、EASYTONE®

を履いた3条件の下で、静止立位バランスを調べた。静
止立位バランスの計測項目は、静止両脚立位で開眼30秒
と閉眼30秒、静止片脚（全例右足）立位で開眼10秒と閉
眼10秒の、計４項目において重心動揺計（アニマ社製）
を用いて床反力作用点の前後方向軌跡長、左右方向軌跡
長を計測し（図２）、裸足とStable Shoes、EASYTONE ®

を履いた3条件間で比較し、3群の差の検定（クラスカ
ルウォリス）の後、多重比較検定を行った。

【結果】

　計測結果を（図3ab，図４ab）に示す。静止立位バ
ランスにおける床反力作用点の前後方向軌跡長、左右方
向軌跡長は、全計測項目において有意差はなかった。し
かし、EASYTONE®を履いた状態での閉眼条件におけ
る床反力作用点の軌跡長は、裸足、Stable Shoesを履い
た状態より大きい傾向にあった。

【考察】

　Landry ら6）は、MBT社のUnstable Shoesを履いた静
止立位バランスにおける床反力作用点の軌跡長が、裸足
およびStable Shoesを履いた状態より、前後および左右
方向ともに有意に長くなっていたと報告している。
Landry ら6）はさらに、MBT社のUnstable Shoesを履い
た静止立位において、長趾屈筋や腓骨筋の筋活動量が増
加していたとも報告している。
　EASYTONE®は前足部と後足部に半球形のソールを
持っている（図1）ため、MBT社のUnstable Shoesよ
り大きな不安定性を持つと思われたが、本研究において
は、EASYTONE®と裸足およびStable Shoesとの間に、
静止立位における床反力作用点の軌跡長の有意な差はな
かった。これはEASYTONE®を履くことでのバランス
トレーニングを否定するものではなく、長趾屈筋や腓骨
筋などの筋活動が増加することで、重心動揺が代償され
た可能性も考えられる。
　本研究は対象数の少なさと性別の偏りも否めず、今後
対象数を増やしEASYTONE®を履いた状態での筋電図
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図４
a）片脚立位　10秒開眼：各群間に有意差なし　　　　　　　b）片脚立位　10秒閉眼：各群間に有意差なし

図3
a）両脚立位　30秒開眼：各群間に有意差なし　　　　　　　b）両脚立位　30秒閉眼：各群間に有意差なし
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や足関節位置覚を用いた追加研究が必要であると考え
る。あるいは、構造面から考えると前足部と後足部にあ
る半球に円形の溝が多く刻まれており、荷重したときに
半球が潰れることで重心動揺が軽減された可能性も考え
られる。
　Unstable Shoesを履くことでのバランストレーニング
の効果については、Niggら7），8）がMBT社のUnstable 
ShoesやUnstable Sandalが、膝痛や腰痛の改善に効果が
あると報告している。しかしMBT社以外のUnstable 
Shoesについては報告がなく、今後の研究課題である。
またUnstable Shoesの特性上、転倒などの危険性が指摘
されている。本研究の結果から静的な状態では危険性は
低いと考えられるが、今後対象数を増やし動的バランス
などを計測することで、その危険性を評価できる可能性
があると考えている。

【結論】

　裸足とStable Shoes、EASYTONE®を履いた3条件
間で、静止立位バランスにおける床反力作用点の軌跡長
に有意差はなかった。これは長趾屈筋や腓骨筋などの筋
活動が増加することで重心動揺が代償された可能性も考
えられ、今後は対象数を増やすとともに、筋電図や足関
節位置覚を用いた研究が必要であると考える。

Disclosure: 我々は今回の研究や論文発表にあたり、い
ずれの企業や機関からの資金や物資の援助を受けていな
い。
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