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靴着用時の足部の変形
，

と拘束に関する研究

一成人女子を対象として ー

大阪成援短期大学 細長喜久代

指導共立女子大学教授小林茂雄

緒論
靴による足の変形については，靴は人間が二足歩行を行う際に，裸足の欠点を補う役目を果たして

いる一方，靴を履くことにより足に障害が起きるような変形を与えているというこ面性をもつことが
報告 さ れている．しかし，靴を履いたとき，靴の中で足がどのように変形するかを定量的に測定 ・ 分

析した研究はみあたらない． さ らに拘束についても，足の側部や上部については，どのような拘束を

受けているかを定量的に測定する方法は確立されていないのが現状である．このように靴は足に対し

て変形と拘束の両面で重要な影響を及ぼしている．

そこで本論文の目的は，靴着用時に生 じる足部の変形および拘束に対する物理学的，生理学的，あ

るいは心理学的負担を軽減するため，人間工学的立場から基本的な研究資料を提供することにある．

本論文は，緒論，本論，結論により構成されており，本論は第 I編（1章～3章）と，第E編（ 1章
～4章）に分かれ，第I編『足部形態特性の研究Jにおいては，足部骨格を含めた裸足および靴着用

時の足部形態を捉える方法と，靴着用による足の変形の予測法を提案している． また，第E編「足部

拘束力の計測法および評価法の提案」においては，靴着用時の拘束力の計測法および拘束下における

滑り摩擦の計測法を考案し，靴着用時の拘束を垂直圧と総摩擦距離から評価する新しい方法を提案し

ている．

第I編足部形態特性の研究

第1章着靴による足部形態変化
裸足と着靴の形態的相違から，着靴による足部の変形を明らか

にする方法を見出すため，裸足と靴着用時の足との計測値の差

（靴着用時の足の値一裸足値 ） = ！！，. として足部の変形を捉え， さ

らにこれを統計的に解析して足部変形の特徴を分析する方法を考

案した．

そこで，被験者20歳代女性59名左右足合わせて118例，50歳代

女性50名左右足合わせて100例について，裸足と靴着用時の足の

X線写真を撮影した ． これを資料として足部形態の長 ・ 幅径計測

項目および骨格に対する角度計調u項目，合わせて18項目を図1の
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図1 18計測項目の設定

ように設定し計測を行い，その結果を分析した．

被験者ごとの18計測項目から成る裸足と靴着用時の形態的相違について，甲子分析により考察し，

さらに裸足ど靴着用時の足の形態差を，18計測項目値のみによって見わけることができるか否かを，

表2に示すように判別分析により検定した．若年層は裸足も靴着用時の足も正判別度が95%以上であ

った ． しかし中年層では裸足については正判別度が92%であったが，靴着用時の足では70%以下であ

った ． これから中年層は若年層に比べ，着靴による足部の変形が少ないことがわかった ．

表1 若年層，中年層の裸足形憾と靴着用時の足形態の判別分析
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第2章着靴による足部形態変化の予測

18計測項目のうち，裸足で実演lj可能な8項目の生体計測部位の計測値から，裸足のX線計測値を含

む18項目の寸法を予測することができるかについて検討した．前章の若年層，中年層の8生体計測値，

裸足18項目計測値，18 ！！，. 項目計測値の3集団について，分割数3を指定して，それぞれの集団につい

て，分類型クラスタ分析を行った．そして 3 集団の分析における被験者の所属クラスタ（ I, Il, ill) 

がそれぞれ共通するという条件で，被験者の裸足形態を分類した．その結果，計測項目の違いによる

被験者の所属クラスタの移行を追跡することにより，足部形態変化の特徴を分類することができるこ

とを明らかにできた．

そこで 8 生体計測値集団の 3 クラスタ (I, n, 

ill）の218例に ， 正準判別分析を施して第1, 2 

正準変量z,, z＇を求めると

表2 生体計担u値の正準変量係数z ,, z' 

z , = a " x ,+ a "x ，＋・・・＋a .. x,+b, (1) 

z , = a "x ,+ a ,, x ，＋ ・ ・ ・ ＋a ,a X ,+ b , (2) 

で表 さ れる ． 正準変量係数a IJ, b aはクラスタ
(I' Il, ill）の相違を（z ,, z ，）によって最も

よく表現できる係数で，表2に示すとおりであ

SN No. Parameter 
1①Foot length 
2②Foot breadth 
3③MT breadth 
4④MF breadth 
5⑤Toe breadth 
6⑬Foot breadth angle 
7⑪1st toe side angle 
8⑮5th toe side angle 

a, 
a, 
a, 
a, 
a’‘ 
a, 
a, 
87 

a, 
b 

Canonical variate 
z, z, 

0.0355 0.0363
ー1 1611 2.9792 
1.3852 -2.8832
1.4740 -2.9949

-0.0331 -0.1043 
0.0509 0.0250

-0.0040 0.1433
0.0345 -o 0678 

31.7826 12.8165 

る．そして，その知見を判別分析することによって，裸足生体計測値からX線計測値を予測すること
が可能であることを明らかにした ．

3章裸足形態分類法の提案
これまでの若年層，中年層21B{ijに高年層144名を加え362例について，裸足の18項目計測lデータを

用いて分割型クラスタ分析を試みた．このとき指定する分割数の違いにより発生する問題を吟味する

ために複数の分割数を指定して裸足計測値をクラスタ分析した ． さ らにクラスタ分析結果に多次元尺
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度解析 法 を適用 し ， 異な る 分 割 数

(3, 4, 6） で分割されたクラスタ

(I, n. m), (I, n, m, IV) , 

o, n, m,IV, V）がどのように対

応するかを類似距離から 求め， クラス

タを再構成し被験者の裸足形態を分類

した．

その結果， 分割数3の各クラスタに

所属する362例が， 分割数4, 6のクラ

スタでは， どのクラスタに移行 するか

を足例ごとに追跡し， 移行 例の多い代

表的タイプを見出すと， 図2に示す6

1 タイプで全体の70. 7%をカパーでき

た． これら6タイプに所属する足例の

形態特徴を調べると， 前足部腔・排似IJ

が直線的で癖のない形状 I - I - I タイ

プ， 第5祉 が腔側に傾き前足部排側に

特徴のある形状n-n-nタイプ， 第l

ill:骨基節骨 が大きく勝側に傾いている

形状m-m-mタイプ， およびそれらの

予備軍と考えられる形状E IV-VIタイ

プなどが見出された．

この分類方法から ， クラスタを構成

する若年， 中年， 高年層の足例につい

て ， 裸足形態の年齢別特徴と共通点を明

らかにした．
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図2 18計測項目の平均ベクトルプロフィ ーノレと抽出された代表的

裸足形態6タイプ ・若年層 ， ．．中年層，口：高年層

第E編 足部拘束力の計測法および評価法の提案

第 1 章 歩行時の靴と足との滑り摩擦カ計測法

靴と足部の聞に滑り摩擦によって発色する薄いツ ーシトタイプの感圧フィルムをセンサとして利用

し， 図3に示すようなシリンダ上を荷重W(g） をつけたベルトが擦過する歩行時の靴内の滑り挙動を

模した装置を試作し， シミュレータ実験を行った． フィルムセンサをシリンダ表面とベルト裏面に添

付し， 荷重擦過後， フィルムセンサの発色の濃淡を視感反射率Y%として 測定すると， 発色度Y%と

荷重WとのY-W回帰曲線が求められた． そこで歩行時に発色したセンサの発色度Y%を回帰曲線に

内ノul

代入することにより， 滑り摩錬力から歩行時ゐ拘束力を垂直

圧p(g/cm＇） として導出する計測法を提案できた． な おシミ

ュレータのW値は垂直圧p， 滑り摩擦カFとの聞に p = w 

/4, F=ac2Wの関係をもっ ．

実際の歩行 実験の， 第 5 肱， 第 5 中足骨骨頭， 第 1 中足骨

骨頭での単位面積あたりのき垂直圧pおよび単位面積あたりの

滑り摩擦力fの測定結果を表3に挙げる．

""" 

表3 歩行時の垂直圧と滑り摩擦カ
Part y p f 

（号也） ( i/cm2 ) ( g/cm2 ) 
5th toe 21.31 405 506.25 

MT 26.80 145 181.25 
MF 31.59 67.5 84.38 

甲
k>Y,e-ci,p 

図3 靴内の滑り摩擦挙動のシミュレータ

第2 章 靴内環境要因が前足部拘束力に及ぼす影響

歩行時の靴内環境要因が足部の拘束力に及ぼす影響を捉えるために， 前章で提案した滑り摩擦力計
測法を用いて ， 前足部にかかる拘束力の大きさと， 以下のような諸因子との関係を， 実験計画法の直
交表を利用して分析した． 計測部イ立は， MT， 第1肱（1 A）， 第2祉（2 B）， 第3祉（3 B）， 第H止
(4 B）， 第5魁（5A), MFの7部位である．

A 靴の素材： A 戸草， A ，＝ 塩化ピニル

B 靴サイズ（長さ， 幅， ヒ ールの高さ）

B , = 23. 5cm, EE, 3. 5cm 

B 2 = 24. 0cm, EE, 3. 5cm 

C足サイズ（足長， 足幅）

Case 1, C, (K) = 23. 3 cm, 8. 8 cm 

C,(0) = 24.0cm, 9.0cm 

Case 2, C, (H) = 23. 0cm, 9. 4 cm 

C 2 ( 0) = 24. 0cm, 9. 0cm 

D足状態：D，＝ ストッキング着用，D，＝ 裸足

E動 作：E，＝ 歩行（20歩）， E，＝ 階段昇降（10段）

D足状態：D，＝ ストッキング着用，D，＝ 裸足
分散分析の結果， 各要因の純効果にしめる寄与率は大きめの靴を履くと（Case2） ， 通常の靴を履

いた人よりも滑り摩擦の自由度が大きくなり第H止腔側および第5祉 排側でWが局所的に糟大する．

逆に小さめの靴を履くと（Case1） ， 第1, 2, 3, 4祉 よりも第1中足骨頚および第5中足骨頭部
にその影響が集中することがわかった．
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さらに分散分析結果を用いて， 7部位のそれぞれに集中して生じる要因の組合せ効果が，最大の時

のWの大きさとその要因の種類を表4

のように求めた． その結果，各要因が

同時に働く部位の最大拘束力Wは，

第 l, 4 祉，JlJF側 中足骨で約 1 kgで

あ ったが， 第 5 祉については約 4 kg 

のカが作用したようである． これを

垂直圧（ p = W/4）に換算すると約

1 kg/cm＇ になる ． このように要因の

組み合わせの関係を明らかにした ．

表4 Wが最大となる要因組合せ

G芸語1 E泊田2
匂曲割問 M副nun 宮部国首歯田 Qnl:ir薗田 M>amm 宣車直面古田

向t dl...es m」mi田町田 同窓咽 die...Js 匹pJ油田町田 ir首唱
Mr (C,.D,E,) Q匝宜 士自164 (C,.D,) Q8刃 ±且1図
1A （内l�D,，民 1.184 :±!!187 (E』�q， 民 1.<!6 :±illD4 
2B （�D,.E,) aim ±似� (.b,.町.らE, G矧 並251
:Jl 〔�D,E,) Q!lll 並lCB (D,巳） 日酔臨 姐1窃
4日 （ら巳） U弱4 土0224 （同『らE,) 1.1缶 :±illll1 
511. （且らD,) 3.!Bl 士自包4 （内.acるD,) 3.971 ±1.CIB 
M' (E司， C.) 白亜E :±:0.217 （九C.) 1.Cl31 並lll

第3章 靴と足の滑り摩擦挙動とストッキング効果

歩行時の前足部が拘束を受けた状態で起こるズレ挙動に注目し，靴と足部との表面的な滑り摩擦挙

動と，足部に筋歪みを生ずるようなせん断ズレについて， ストッキングを履いている場合は靴とスト

ッキング， ストッキングと足部聞のズレに分けてシミュレー タ実験を行っている ． すなわち，第E編

の 第1章に示したミュレー タ装置を改造し，カ ー ボン紙と薄白紙をペア ーにしたツ ーシー トタイプセ

ンサを試用した． そして歩行数に対応する滑り摩擦量を総摩擦距離L Nと定義して，その計測法を検

宮守するとともに，滑り摩擦挙動をストッキングの有無別にモデル化し，シミュレーションの結果をも

とに滑り摩擦挙動の評価法を提案した ．

この評価法を用いて，裸足歩行とストッキング歩行の2種の実験を2名の被験者について行った結

果を表5に示す． 計測点は第1祉の場合を示している． センサのY(o/o）からLnを求めると，被験者

Bは素足歩行では総摩擦距離が72cmであったに

もかかわらず，ストッキング歩行では，16c皿と

なりストッキングによる摩擦量およびせん断変 Number of steps 
形量の軽減効果が明瞭に認められた． それとと

もに 被験者によってはその効果には差異がある
｝

500 

ことも明らかにできた．

Part 1st toe 
Element !To回 l 合，ctional length L制 （cm)
Subject I A I 日

Sh。es-Stocking
己主担当堕

72 
57 
16 

第4章 歩行時の靴による前足部拘束力と履き心地の良し悪しとの関係

靴の履き心地の判別が， 靴着用時の前足部の拘束力を用いてどの程度推測できるかを検討した ． ま

ず42人の被験者が所持する靴の中で，最も履き心地の良い靴と最も履き心地の悪い靴を対象として，

それぞれの被験者について前足部7部位にかかる垂直圧pを求めて平均し ， 両者の特性を比較検討し

た ． 第3, 4RII:，第5肱勝側および第5祉中足骨頭部では，不快グループのpは67～372g/cm＇ で，快

グループは31～166g/cm＇ で，2倍以上の値を示した． また不快グループの最大値は第5祉排恨ljで990g

/c固に第5Ii止中足骨頭部で958g/cm＇ であったが，快グループはその半分以下であった．
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さらに履き心地の良い靴と悪い靴を，計

測された垂直圧p によって判別が可能か

について検討した． 表6に示すように，快

．不快グループを一括した84サンプルにつ

表6 履き心地の良い靴と履き心地の悪い靴の判別分析

Comfo内able I Uncomfo内ablel c。問ct discrimination 
Comfortable I 361 61 0.857 

Uncomfortablel 101 321 0.762 

いて，7部位のpを用いて判別分析を行い ， 各サンプルの判別得点zを求めると，快グループではz

>O と正判別した者は85. 7%，不快グ、ループではzく 0 と正判別した者は76. 2%で ， よく判別された．

なお誤判別したサンプルの半数以上はz与Oの近傍にあり，快・不快の唆味領域が存在するように思

われたが，判別分析の判別得点から拘束力が履き心地を＋分に判別できることを明らかにした．

結論
これまでの各章のまとめと今後の課題について述べている ． これらを概括すると， I 編においては

靴着用による足部形態変化Aを用いて，裸足ばかりでなく靴着用時の足の形態的諸特性を明らかにし

ており，また第E編においては靴着用時の拘束を垂直圧と総摩擦距離から評価する新しい方法を提案

している．
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