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【はじめに】

　靴は、摩擦や熱などの外的刺激から足部を保護するだ
けでなく、運動時の足部・足関節を安定化する役割があ
り1)、日常生活やスポーツでは欠かせない道具である。
従来靴のデザインは、歩行時の足部・足関節の生理的な
動きを制限するように作製されている。そのため、下肢
の運動障害の要因である過回内などの足部・足関節の過
剰な動きは靴を履くことにより制限される1)。しかし一
方で、この足部・足関節の安定化は下肢の筋力の廃用を

招き、かえって下肢の運動障害が出現しやすくなるとも
言われている2)-4)。このような背景から、 開発された靴が、
MBT shoes（Masai Barefoot Technology社、スイス）
を代表とするunstable shoesである。
　Unstable shoesは、アウトソールの形状が丸みを帯びて
いることが特徴である。unstable shoesを履いて平らな
地面に立つと、不安定な地面に立っている状態を再現で
きるとされている1)。一般的なバランストレーニングの効
果として、proprioceptionや筋の協調性が改善すること、
下肢の筋力向上に影響を与える可能性があること、下肢

− 7 −

Unstable shoes が歩行時の足関節可動域に与える影響について
Effect of Unstable Shoes on Range of Motion During Walking

安井洋一1, 2, 3、高尾昌人1, 2, 3、蛭間栄介1, 3、宮本　亘2、笹原　潤1, 2, 3、印南　健1, 2, 3、松下　隆1, 2, 3

Youichi Yasui1, 2, 3, Masato Takao1, 2, 3, Eisuke Hiruma1, 3, Wataru Miyamoto2, Jun Sasahara1, 2, 3,  
Ken Innami1, 2, 3, Takashi Matsushita1, 2, 3

1　帝京大学医療技術学部スポーツ医療学科
2　帝京大学医学部整形外科

3　帝京大学スポーツ医科学センター
1　Faculty of Medical Technology, TeikyoUniversity, 359 Otsuka, Hachioji, Tokyo, Japan

2　Department of Orthopaedic Surgery Teikyo University School of Medicine
3　Teikyo Institute of Sports Sciences and Medicine

Abstract

Background: Unstable shoes are developed to simulate an effect similar to the balance training.  Several studies 
reported the beneficial effect on the usage of the unstable shoes.  However, these past studies focused on only the 
MBT shoes, and effects of the other unstable shoes are unclear.  The purpose of this study was to compare the 
range of motion in lower extremity during walking for healthy subjects among a bare foot, a stable shoes, and 
EASYTONE®.
Method: Fifteen male healthy volunteers (average age: 30.5 years old, range: 18-48) took part in this study.  There 
was no history of trauma in all participates. The range of motion in the lower extremity during walking were 
measured using 3D motion analysis system combined with a force plate between the bare foot, the stable control 
shoes and EASYTONE®

Result: There were no significant change in the hip and knee joints between the bare foot and EASYTONE®.  
The range of motion of the ankle joint was significantly decreased in sagittal plane (p<0.05) and significantly 
increased in frontal plane (p<0.05) compared EASYTONE® with the barefoot. 
Conclusion: EASYTONE® affected range of the motion of the ankle joint during walking in the healthy 
volunteers.  Future study on EASYTONE® would be necessary because clinical implication of the gait pattern 
change with application of EASYTONE® is unclear. 

Keywords: 3D motion analysis, range of motion 
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の運動障害が減少することなどが報告されており5-7)、同様
の効果がunstable shoesを履いて立つだけで得られるな
らば、これらの靴は有用なトレーニングツールだといえる。
　Unstable shoesに つ い て の 科 学 的 検 証 は、 種 々 の
unstable shoesの中で、これまでのところMBT shoesの
みで行われている1), 8-11)。過去の報告によるとMBT shoes
により立位静止時の重心動揺が増加すること8) や、歩行
時の下肢の筋活動量が選択的に変化すること1)、歩行時
の下肢の関節可動域が変化すること9) が明らかになって
いる。またMBT shoesにより膝痛10)、腰痛11) が軽減する
とも報告されている。これらの基礎および臨床研究から
MBT shoesが身体へ与える影響については徐々に明ら
かになりつつあるが、他のunstable shoesが身体に与え
る影響についてはいまだ不明である。
　 本 研 究 で は、unstable shoesの 中 でEASYTONE®

（Reebok）を選択し、その靴が身体に与える影響を明ら
かにするために、3次元動作解析装置を用いて歩行時の
下肢関節可動域を裸足、従来の靴、EASYTONE®の各
条件で計測し、それらの比較・検討を行った。

【目的】

　EASYTONE®が歩行時の下肢関節可動域に及ぼす影
響を明らかにすること。

【対象と方法】

　対象は15名で、全例男性、年齢は平均30.5歳（18-48歳）。
足部外傷歴がなく、運動習慣がある健常者を対象とした。
　歩行時の下肢関節可動域の計測は，3次元動作解析装
置（Viconシステム, Vicon motion systems社製）（サン
プリング周波数100Hz），赤外線カメラ8台（Vicon MX 
T20）および床反力計（AMTI, model OR-06）（サンプ
リング周波数100Hz）４枚を用いた。反射マーカー（25
ミリ）は，Plug in gait モデル（Oxford Metrix Ltd）に
従い16か所（図1）設置した。
　歩行条件は、裸足、stable shoes、EASYTONE®の3
条件とした。スムーズな歩行ができるように十分な練習
を各条件で行った後に、10mの歩行を各5回行った。
　評価項目は、踵接地期から趾離床期における股・膝・
足関節の可動域（5回の平均値）とした。
　統計学的検定には一元配置分散分析を用い、Post hoc 
テストとしてTurkey法を行い、危険率5％未満を有意
水準として判定した。

【結果】

　歩行時の下肢関節可動域を表に示す（表1A, B, C）。
股関節の可動域は各条件で有意差はなかった。膝関節の
可動域は、裸足とstable shoesとの間で、矢状面の可動
域に有意差があった（p<0.05）。足関節の可動域は、裸
足とunstable shoesとの間で矢状面では小さく、前額面
では大きくなった。　

【考察】

　裸足、stable shoes、EASYTONE®の各条件での歩行
時の下肢関節可動域を3次元動作解析装置で計測した本
研究の結果から、EASYTONE®は足関節の関節可動域
に影響を与えることが明らかになった。一方MBT shoes
は、股関節および膝関節の矢状面での関節可動域に影響
を与えることが報告されている9)。この両者間の差異は、
靴のアウトソールの形状が各靴で違うことが理由の1つ
であると考えた。EASYTONE®はアウトソールの丸み
が矢状面よりも前額面で大きいため、側方動揺性を有す
るunstable shoesであるといえる（図2）。一方、MBT 
shoesはアウトソールの丸みが前額面よりも矢状面で大
きいため、前後動揺性を有するunstable shoesであると
いえる（図3）。両者ともunstable shoesではあるが、前
述のように動揺性を有する方向が違うため、身体に与え
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図1
反射マーカーの設置位置を示す。反射マーカーは、上前
腸骨棘、上後腸骨棘、大腿、膝、下腿、外果、踵骨、第
２中足骨に設置した。
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表１A　股関節可動域

　　　　　　　 裸足 　Stable shoes EASYTONE®

 矢状面（度） 45.3±1.6 46.9±1.2 46.6±1.4

 前額面（度） 14.4±0.8 15.2±0.8 14.3±0.9

 冠状面（度） 11.0±0.9 13.4±1.5 11.9±1.0

股関節の可動域を示す。

表１B　膝関節可動域

  裸足 Stable shoes EASYTONE®

 矢状面（度） 33.6±1.7 41.1±2.2 37.4±1.9 a（ p<0.01）

 前額面（度） 15.3±2.1 19.3±2.2 15.7±2.2 

 冠状面（度） 13.2±1.1 15.3±1.2 15.2±1.1 

膝関節の可動域を示す。

‘a’ stable shoesが裸足に対して有意差あり

表１C　足関節可動域

  裸足 Stable shoes EASYTONE® 

 矢状面（度） 34.9±1.9 30.7±1.7 26.9±1.4 b（ p<0.01）

 前額面（度）  3.6±0.4  4.1±0.2  5.0±0.4 c（ p<0.05）

 冠状面（度） 18.4±1.0 21.4±0.8 20.7±1.0 

足関節の可動域を示す。

‘b’ EASYTONE®が裸足に対して有意差あり

‘c’ EASYTONE®が裸足に対して有意差あり

図3
MBT shoesを示す。
MBT shoesのアウトソールは矢印が示すように矢状
面において球状である。

図2
EASYTONE®を示す。
EASYTONE®のアウトソー
ルは矢印が示すように前額
面において球状である。
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る影響もそれぞれ異なると推測した。　
　本研究においてEASYTONE®により足関節の前額面
での可動域が大きくなった理由は、この靴が足部・足関
節の生理的な動きを増強したためと考えた。正常歩行に
おいて、踵着床期から趾離床期にかけて足部・足関節は
それらの複合運動で外返し位から内返し位となる12)。側方
動揺性を有するEASYTONE®によりこの生理的な動きが
大きくなったことが推測された。また、EASYTONE®

により足関節の矢状面での可動域が小さくなった理由は、
アッパーの背が底屈時にアキレス腱にあたり底屈を制限
したためだと考えた。アッパーの背がEASYTONE®よ
りも低いstable shoesにおいても、有意ではないものの
矢状面の関節可動域が裸足に比べて小さくなる傾向に
あった。今後はEASYTONE®のアッパーと同じ形状の
stable shoesを用いて実験を行い、この推測が正しいか
否かを検討したい。
　本研究の限界は、被験者数が少ないこと、対象者が健
常者であることが挙げられる。今後、被験者数を増やし、
対象者の適応を広げて、研究を行いたい。

【結語】

1．EASYTONE®が歩行時の下肢関節可動域に与える
影響を調査した。

２．側方動揺性を有するEASYTONE®により歩行時の
足関節可動域は矢状面で小さくなり、前額面で大き
くなった。

3．側方動揺性を有するEASYTONE®が身体に与える
影響についてさらに研究が必要である。
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