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要旨：〔目的〕本研究では，足関節固定ベルト使用の有無別における足趾把持力と足趾圧
迫力を比較し，さらに身体機能との関連を検討した。〔対象・方法〕健常成人女性18名を
対象とした。測定項目は，足関節固定ベルト使用の有無別における足趾把持力および足趾
圧迫力と歩行機能やバランス機能を評価した。〔結果〕二元配置分散分析の結果，足趾把
持力の方が足趾圧迫力より高値を示し，足関節固定ベルトを使用することで，より筋力を
強く発揮できることが示された。また，身体機能との関連を示す項目は，足趾把持力と足
趾圧迫力では異なった。〔結語〕これらの知見から，足趾把持力は足趾圧迫力より筋力を
発揮しやすく，足関節固定ベルトを使用することで筋力をより強く発揮できることが示唆
された。また，身体機能との関連では，足趾把持力と足趾圧迫力で反映する身体機能が異
なることが示された。
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Abstract: [Purpose] To compare toe grip strength in the presence or absence of an ankle
immobilization belt and to examine the relationship between toe grip strength or toe pres-
sure and physical function. [Subjects and Methods] We enrolled 18 healthy young women
and measured their toe grip strength, toe pressure, gait function, and balance function in
the presence and absence of an ankle immobilization belt. [Results] Two-way analysis of
variance revealed significant differences. A significant main effect was observed in the
measurement method and measurement conditions. The relationships between toe grip
strength and physical function and toe pressure and physical function were different.
[Conclusion] These findings suggest that toe grip strength is easier to exert than toe pres-
sure and that greater toe grip strength could be exerted in the presence of an ankle immo-
bilization belt. Toe grip strength and toe pressure appeared to reflect different aspects of
physical function.
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Ⅰ．はじめに
足趾・足底機能は，足底が唯一の接地面となること
から，その重要性が指摘され，ほぼ同一の筋肉により
発揮されると推測される足趾把持力と足趾圧迫力に関
する多くの報告が行われている1－14）。
足趾把持力は，健常高齢者の片脚立位保持時間1）や，

健常若年者のFunctional reach test（以下，FRT）2），
快適および最大歩行速度3）などとの間に関係性を認め
ている。また，高齢者の足趾把持力は，転倒リスクの
指標としても注目されている4）。足趾圧迫力について
は，健常若年者における前方リーチ動作時の足圧中心
移動距離5）や入院患者の最大歩行速度6）との関係が認め
られている。これらのことから，足趾把持力および足
趾圧迫力の両者ともに，歩行機能やバランス機能との
間に関連があることが推測される。ただし，両者の関
係について十分な検討が行われておらず，また，どち
らがより身体機能を反映するのかについて検討されて
いない。
測定機器に焦点をあてると，足趾把持力では市販の

測定器7）もあるが独自に製作した報告8－10）も多く，測
定値については市販の測定器の方が高い値を示す11）こ
とや足関節の固定ベルトを使用すると，使用しない場
合よりも有意に高値を示す12）ことが報告されている。
一方，足趾圧迫力では市販の測定器がなく床反力計5），
体重計13）や hand held dynamometer（以下，HHD）6），
ひずみゲージ14）を用いて自作しており，足関節固定ベ
ルト使用の有無については統一されていない。
そこで本研究では，測定方法に焦点をあて足関節固

定ベルト使用の有無における足趾把持力と足趾圧迫力
を比較し，さらに身体機能との関連を検討した。

Ⅱ．対象と方法
1．対 象
対象は，健常成人女性18名（平均年齢20．9±0．5歳，
身長162．2±6．9cm，体重53．8±5．1kg）とした。対象
者には，ヘルシンキ宣言に則り，研究の趣旨と内容，
得られたデータは研究の目的以外には使用しないこと，
および個人情報の漏洩に注意することについて説明し，
理解を得たうえで協力を求めた。また，研究への参加
は自由意志であり，被験者にならなくても不利益にな
らないことを口答と書面で説明し，同意を得て研究を
開始した。なお，本研究は，所属する大学研究倫理委
員会の承認（RS160706）を受け実施した。

2．方 法
測定項目は，足関節固定ベルト使用の有無別におけ
る足趾把持力と足趾圧迫力および歩行機能やバランス
機能を評価した。
足趾把持力の測定は，足指把持力測定器（竹井機器
工業，T.K.K．3362）を用いた。測定肢位は端座位と
し，体幹垂直位，股関節および膝関節90度屈曲位，足
関節中間位で測定した。足趾把持力の測定は，把持バー
を各被験者の第1中足指節関節の位置に合うように調
節し，測定方法を十分に習得させた後，足関節固定ベ
ルトの有無の各条件にて左右2回測定し，その平均値
（kg）を解析に用いた（図1）。
足趾圧迫力の測定は，足趾押力測定器15）（竹井機器

工業）を用いた。本機器は，足趾全体で下方向に押す
力を測定できる機器である。測定肢位は端座位とし，
体幹垂直位，股関節および膝関節90度屈曲位，足関節
中間位で測定した。足指の押す力を測定するフォース
プレートには，母指球などが触れないように留意し，
足指のみがセンサー部分に乗るように測定器の位置を
調整した。足指押力の測定時間は5秒間とした。足指
がフォースプレートに力を加える際には，体幹を前屈
して足指に体重を荷重したり，足関節を底屈して力を
加えたり等，足指の筋力以外の影響が測定値に反映さ
れないように注意した。測定は，あらかじめ練習をし
た後に足関節固定ベルトの有無の各条件にて左右2回

図1 ベルト固定の有無による足趾把持力（上段）
および足趾圧迫力（下段）の測定方法
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測定し，その平均値を解析に用いた（図1）。
歩行機能の測定には，シート式足圧接地足跡計測機

器装置（アニマ，ウォークway MW‐1000）を用いた。
本機器は長さ2，400mm，幅800mm（センサーシート
部分600mm×600mm，厚さ5mm）のシート上を歩
行することで，空間パラメータおよび時間パラメータ
を収集するシステムである。シートの前後3ｍ地点を
それぞれスタート，ゴール地点とした。対象者には，
「走らないで，できるだけ速く歩いてください」と指
示を与えた最大歩行，「いつも通りに歩いてください」
と指示を与えた快適歩行の2条件を裸足で実施した。
得られたデータから，最大および快適歩行条件下の速
度，歩幅，立脚相時間，両脚支持時間を抽出して解析
に用いた。
重心動揺検査（アニマ，グラビコレーダGW‐7）
は，サンプリング周波数20Hzにて計測を行った。重
心動揺検査における測定項目は，安静立位の累積重心
動揺距離である総軌跡長（cm）と Cross test から得
られる足長に対する前後の足圧中心偏位距離の割合で
ある％FB（％），左右の足圧中心偏位距離の割合であ
る％LR（％）とした。安静立位は，裸足で開眼閉脚，
両上肢を体側に下垂させた計測中は2ｍ前方で目の高
さに調整して設置したディスプレイに直径3cmの固
視点（黒丸）を表示し，被験者には「左右の足に均等
に体重をかけて，前方の黒点を見続けて下さい」と口
頭指示を与え，20秒間実施した。Cross test は，安静
立位と同様の方法で測定を開始し，踵や足趾を浮かす
ことなく，固視点を注視したまま20秒間の計測中に身

体重心を随意的に移動させた。前後方向への重心移動
は，測定開始後5秒以内に前方へ移動して最大位置で
3秒程度保持させて元に戻らせ，続いて5秒以内に後
方へ重心を移動して最大位置で3秒程度保持させて元
に戻らせた。左右方向への重心移動の計測も同様の条
件と手順で行った。そこから得られる前後や左右への
随意的重心移動距離を座標から求め，％FBおよび％
LRを算出した。
FRTは，FRT測定器（OG技研，GB‐210）を用い，
肩幅に開脚した裸足での自然立位にて両肩関節90度屈
曲位を保持し，踵が浮かずにもとの位置に戻れる範囲
で前方にリーチし，サイドバーからの移動距離を計測
した。測定の際には，静的立位時の極端な股関節の屈
曲や体幹の前屈が生じていないことや両上肢が同位置
にあることに留意し実施した。2回の測定の平均値
（cm）を解析に用いた
統計処理は，足関節固定ベルト使用の有無別におけ
る足趾把持力と足趾圧迫力の比較を測定要因（足趾把
持力，足趾圧迫力）およびベルトの使用条件（ベルト
有り，ベルト無し）の二元配置分散分析を用いた。ま
た，足関節固定ベルト使用の有無における足趾把持力
と足趾圧迫力と身体機能との関連をピアソンの相関係
数を用い，有意水準5％として検討した（IBM，SPSS
ver23．0）。

Ⅲ．結 果
表1に対象者18名から得られた測定値の平均と標準
偏差を示した。二元配置分散分析の結果，測定要因（F

表1 測定値の平均値と標準偏差

測定項目 平均値 標準偏差

足趾把持力
足関節固定ベルト有り（kg） 18．4 4．2
足関節固定ベルト無し（kg） 11．7 2．3

足趾圧迫力
足関節固定ベルト有り（kg） 9．8 2．4
足関節固定ベルト無し（kg） 7．6 1．1

最大歩行

速度（cm/sec） 224．6 22．6
歩幅（cm） 81．1 5．9
立脚相時間（sec） 0．42 0．05
両脚支持時間（sec） 0．06 0．02

快適歩行

速度（cm/sec） 129．4 10．3
歩幅（cm） 65．6 4．6
立脚相時間（sec） 0．62 0．02
両脚支持時間（sec） 0．11 0．01

Cross test
%RL（％） 57．8 8．6
%FB（％） 65．1 6．3

FRT（cm） 39．7 5．9
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（1，17）＝131．7，p＜0．05）とベルトの使用条件（F
（1，17）＝99．3，p＜0．05）｝で有意な主効果が認めら
れ，さらに交互作用（F（1，17）＝67．3，p＜0．05）が
認められた。単純主効果検定の結果では，足趾把持力
の方が足趾圧迫力より高値を示し，足趾把持力と足趾
圧迫力ともに足関節固定ベルトを使用するとベルトを
しない場合よりも，有意に高値を示した（表2）。
表3に足関節固定ベルト使用の有無別における足趾

把持力および足趾圧迫力と身体機能の相関係数を示し
た。足趾把持力では，足関節固定ベルト有りが最大歩
行下の速度（r＝0．61），立脚相時間（r＝－0．47），％
FB（r＝0．51）との間に，足関節固定ベルト無しも同
様に最大歩行下の速度（r＝0．58），立脚相時間（r＝
－0．51），％FB（r＝0．53）との間に有意な相関が認
められた。足趾圧迫力では，足関節固定ベルト有りが
すべての身体機能項目で有意な相関が認められなかっ
たが，足関節固定ベルト無しでは最大歩行下の速度（r
＝0．51），％LR（r＝0．55），％FB（r＝0．51）との間
に有意な相関が認められた。

Ⅳ．考 察
本研究では，測定方法に焦点をあて足関節固定ベル
ト使用の有無別における足趾把持力と足趾圧迫力を比

較し，さらに身体機能との関連を検討した。その結果，
足趾把持力の方が足趾圧迫力より高値を示し，足趾把
持力および足趾圧迫力ともに足関節固定ベルトを使用
することで筋力をより強く発揮できることが示唆され
た。また，身体機能との関連では，足趾把持力と足趾
圧迫力で反映する身体機能が異なることが示された。
本研究によって，足趾把持力の方が足趾圧迫力より
も高値を示すことが明らかとなった。足趾把持力は把
持バーを手前に引く動作であり，足趾圧迫力は垂直方
向へ押す動作である。足趾圧迫力において強く押す動
作では，足趾が屈曲位を呈することで，押す力と引く
力に分解される。そのため，垂直成分である押す力の
みを測定する機器では，発揮された力がすべて反映さ
れなかったのかもしれない。また本研究では，足趾把
持力および足趾圧迫力ともに足関節固定ベルトを使用
することにより，筋力をより強く発揮できることが示
された。足趾把持力は踵部を支点とし足趾で把持バー
を握る，足趾圧迫力は前足部でフォースプレートを押
すことで発揮される。足趾把持力および圧迫力を発揮
するためには，足趾の屈曲に伴い生じる足部の前方移
動を抑制する要求される。足関節固定ベルトにより足
部の前方移動を抑制できたために，より強い筋力を発
揮できたものと推察した。

表2 足関節固定ベルト使用の有無別における足趾把持力と足趾圧迫力の比較

主効果（Ｆ値） 交互作用（Ｆ値）
足趾把持力 足趾圧迫力 測定要因 ベルト使用条件 測定要因×ベルト使用要因

足関節固定ベルト有り 18．4±4．2 9．8±2．4
131．7※ 99．2※ 67．3※

足関節固定ベルト無し 11．7±2．3 7．6±1．1
※p＜0．01

表3 各条件における足趾把持力および足趾圧迫力と身体機能項目の相関関係について

足趾把持力 足趾圧迫力
足関節固定
ベルト有り

足関節固定
ベルト無し

足関節固定
ベルト有り

足関節固定
ベルト無し

最大歩行 速度 0．61＊ 0．58＊ 0．45 0．51＊

歩幅 0．23 0．06 0．26 0．13
立脚相時間 －0．47＊ －0．51＊ －0．41 －0．41
両脚支持時間 －0．22 －0．22 －0．37 －0．13

快適歩行 速度 0．43 0．30 0．29 0．12
歩幅 0．37 0．23 0．20 0．02
立脚相時間 －0．20 －0．29 －0．16 －0．16
両脚支持時間 0．15 0．08 0．23 0．21
%LR 0．41 0．42 0．35 0．51＊

%FB 0．51＊ 0．53＊ 0．33 0．55＊

FRT 0．40 0．22 －0．90 0．25
＊＜0．05
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身体機能との関連については，足趾把持力では足関
節固定ベルトの有無に関わらず最大歩行下の速度，％
FBとの間に有意な正相関，立脚相時間との間に有意
な負の相関を示した。これらのことから，最大歩行速
度が速く，立脚相時間が短く，%FB距離が長い対象
者ほど，足趾把持力が強いことが見出された。先行研
究にて足趾把持力は，片足立ち位での重心動揺に影響
を及ぼす因子として抽出されている16）ことや先行研究
において最大歩行速度との間に正相関を認めている17）

ことに加え，歩行速度が速くなると立脚相時間の短縮
する3）ことが示されていることから矛盾しないものと
考えられる。これらの知見から，足趾把持力は，最大
歩行下のパラメータと関係性があることやバランス機
能に関与していることが再確認された。
しかし，本研究において快適歩行下のパラメータや

FRTとは有意な相関を示さなかった。本研究ではこ
の理由を明らかにできないが，以下のことを推察した。
快適歩行下では，心理的影響を受けやすく，測定値が
ばらつくと報告18）があるのに加え，push off 時に必要
とされる足趾を鉛直方向へ圧迫・把持する力は最小限
であるため，有意な相関を認めなかった可能性がある。
また，FRTについては，バランス機能の他に股関節
戦略の要素も含んでおり19），若年者において平衡機能
の指標になりえないとの報告20）もある。今後さらに対
象者数を増やし，検討する必要がある。
足趾圧迫力では，足関節固定ベルトを使用するとす

べての身体機能との間に有意な相関を示さず，ベルト
を使用しなければ最大歩行速度，％LRおよび％FB
との間に有意な相関が認められた。足関節固定ベルト
を使わない場合，最大歩行速度が速く，％FB距離と
％LRが長いほど，足趾圧迫力が強いことが示された。
最大歩行速度については，足趾把持力同様に前方への
推進力が反映されていることが推察され，％FBにつ
いては辻野5）らが足圧中心位置の前方移動距離と足趾
の鉛直方向への圧迫力との間には正相関を認めると報
告しており，本研究結果と矛盾しない。また，％LR
について足趾圧迫力は，母趾のみならず，第2～5趾
でもフォースプレートを圧迫することが要求される。
加辺ら21）は，第2～5趾の役割として偏位した体重心
を中心に戻す作用があることを示していることから，
本研究にて％LRとの関係が認められたものと推察し
た。
本結果から，足趾把持力と足趾圧迫力で反映する身

体機能が異なることが示された。特に足趾圧迫力では，

足関節固定ベルトの使用の有無によって大きな相違が
生じていた。この要因の1つに足関節固定ベルトを使
用することで，筋力発揮の代償を促している可能性も
考えられる。筋力発揮時に踵部の固定を自分自身で行
う力も含めて足趾把持力，足趾圧迫力なのかもしれな
い。今後は，対象者数を増やしたうえで，高齢者や男
性においても同様の結果が得られるかを検証する必要
がある。
なお，本研究は JSPS 科研費1712415の助成を受け
て行われた。
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