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Ⅰ．はじめに

　文部科学省の「平成26年度体力・運動能力調査結果

の概要及び報告書について」における体力・運動能力

の年次推移の傾向（青少年）１）によると，長期的にみ

ると，握力及び，走，跳，投能力にかかる項目は，体

力水準が高かった昭和60年頃と比較すると，中学生男

子の50m走，ハンドボール投げおよび高校生男子の

50m走を除き，依然低い水準にあると報告されてい

る。児童の運動能力低下の原因として交通手段の発展

や外遊びの減少，小学生からの塾通いの普及による運

動不足が挙げられており，学校の体育や部活動だけで

なく，休日の過ごし方なども検討すべきであると指摘

されている２）が，運動能力低下の明確な原因は未だ

明らかになっていない。

　一方で，児童における身体的な変化として足部内側

縦アーチ（以下，アーチ）の形成の遅れが報告されて

いる３）。アーチは土踏まずを形成しており，踵骨，距

骨，舟状骨，楔状骨，内側３つの中足骨からなる。アー

チを他動的に支持する組織として足底腱膜や底側踵舟

靭帯などの結合組織があり，アーチを支持する筋群と

しては後脛骨筋や前脛骨筋，長母趾屈筋，長趾屈筋な

どあり，結合組織による支持を失った場合や静止立位
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要 旨  
【目的】本研究の目的は小学校高学年児童の50m走のタイムとアーチ高率及び足趾把持力の関連について，
継続調査により検討することである。【対象と方法】小学校４年時から６年時まで３年間継続して調査可能

であった児童86名（男子43名，女子43名）を対象とした。小学校にて実際に行われた新体力テストより50m
走のタイムを採取した。右足にてアーチ高率および体重比足趾把持力の測定を行った。各項目を相関分析に

より比較した。【結果】４年時と５年時の50m走のタイムと体重比足趾把持力に有意な負の相関が認められ
た（４年時：r＝－0.26　p＜0.05，５年時：r＝－0.33　p＜0.05）。【結語】小学校４年生および５年生の時
期には50m走のタイムと足趾把持力の関連が認められた。６年生についても関連している可能性は考えられ
るものの，単純な相関関係は認められなかった。この時期は様々な要因が複雑に影響してくると考えられた

ため，今後は縦断研究によって検討していくことが必要になると考えた。
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時よりも強い負荷が足部に生じた際に筋活動による支

持が必要になるといわれている４）。アーチが低下し土

踏まずがなくなった状態を扁平足といい，野田式分類

法が扁平足の基準の一つとして用いられている。この

方法によると，足の内側接線と外側接線の交点から第

２趾に向けて直線を引き，この線より内側まで足底が

接地していた場合に扁平足と判断している。しかしな

がらこの方法は足底接地面を評価しており，アーチ高

の評価は行っていない。Odaら５）は野田式分類法で

扁平足型かつアーチ高の尺度で骨格構造を考慮した評

価尺度であるアーチ高率が平均以下の場合を扁平足と

判断し，小学生及び中学生において扁平足の有無と

50mの速さに有意な関係はないと報告している。

　一方，Tashiroら６）は10～12歳の児童を対象に

Staheli indexを用いて扁平足・正常足・ハイアーチ

足に分類し，扁平足群は正常足群より有意に足趾把持

力が弱いと報告している。足趾把持力は短母趾屈筋，

長母趾屈筋，虫様筋，短趾屈筋，長趾屈筋からなる複

合運動７）であり，アーチを支持する筋群である長母

趾屈筋や長趾屈筋の筋力低下が筋活動によるアーチの

支持を低下させ，扁平足に繋がった可能性が考えられ

る。しかし，尾田８）は成人健常女性においてアーチ

高率と体重比足趾把持力には有意な負の相関を認めた

と報告している。一見すると児童と成人において相反

する結果が報告されているが，Staheli indexは野田

式分類法の様に足底面の軟部組織を含めた接地面の評

価であり，実際のアーチ高を評価する尺度ではないこ

とが結果に影響した可能性があると考えた。

　アーチ形成の遅れが運動能力に及ぼす影響を検討す

る上で発達の程度の影響は考慮する必要があると考え

られる。先行研究は同時期に多学年を横断的に調査し

ている場合がほとんどであるが，学年ごとに発達の程

度は様々であると考えられ，ある学年においては発達

の早い人が多いといった偏りが結果に影響する可能性

も否定しきれない。１つの学年に対して継続的に調査

を行っていくことで，学年ごとの発達の偏りによる影

響を小さくすることができると考えた。

　そこで本研究ではアーチ形成の遅れが児童の運動能

力低下に影響を及ぼしているかを明らかにするため

に，継続調査を行い，小学校高学年児童の50m走の

タイムとアーチ高率及び足趾把持力の関連を検討する

こととした。

Ⅱ．対象と方法

１．対象

　小学校４年時から６年時まで３年間継続して調査可

能であった児童86名（男子43名，女子43名）とした。

各学年における身長・体重は表１に示す。なお，事前

に当該の小学校長に対して本研究の目的と方法の説明

を行い，同意を得た。その後，対象となる児童とその

保護者に対して本研究の説明を書面にて行い，保護者

より研究協力の同意を得た。

２．方法

１）50m走のタイム

当該小学校にて実施された新体力テストの結果より

50m走のタイムを採取した。

２）アーチ高率（図１）

　アーチ高の指標として大久保ら９）の方法を参考に

右足のアーチ高率の測定を行った。舟状骨高は舟状骨

粗面の下端部あるいは突出部での測定方法が存在する

が舟状骨粗面の下端部の方がより高い検者間信頼性が

示されていることから10），本研究では舟状骨粗面の下

端部での高さを測定することとした。対象に自然な静

止立位をとらせ，舟状骨粗面を触診にて確認し，舟状

骨粗面の下端部にマーキング後，物差しを用いて舟状

表１　各学年の身長･体重･BMI（平均±標準偏差）（n＝86）

4 年 5 年 6年

身長（㎝） 137.9 ± 5.9 142.9 ± 6.7 147.1 ± 6.8

体重（㎏） 31.2 ± 5.5 34.5 ± 6.1 38.0 ± 6.9

BMI 16.3 ± 1.9 16.8 ± 2.0 17.4 ± 2.3

図１　舟状骨高と足長の測定
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骨高を測定した。同様に自然な静止立位において自作

の足長計測器を用いて足長を測定した。アーチ高率は

「アーチ高率（%）＝舟状骨高（mm）/足長（mm）×100」

にて算出した。

３）足趾把持力（図２）

足趾把持力測定器（竹井機器工業社製 TKK3360）

を用いて，右足の足趾把持力の測定を行った。測定肢

位は立位とし，左足は測定器と同じ高さの台上に接地

させた。測定は２回行い，大きい方の値を採用した。

測定値を体重で除した体重比足趾把持力を算出した。

また，走行動作において力源として作用する足は右

足である可能性が考えられるといわれている11）こと

から本研究ではアーチ高率と足趾把持力の測定側を右

足に統一した。

３．統計解析

　統計解析ソフトR2.8.1を使用した。正規性の検討の

後，Pearsonの積率相関係数あるいはSpearmanの順

位相関係数を用いて50m走のタイム・アーチ高率・体

重比足趾把持力の相関を検討した。有意水準は５％と

した。

Ⅲ．結果

各学年における男女別の50m走のタイムは，男子で

４年生：9.28±0.71秒，５年生：9.07±0.76秒，６年生：

8.95±0.52秒であり，女子で４年生：9.54±0.61秒，５

年生：9.33±0.78秒，６年生：9.25±0.52秒であった（表

２）。

４年時の50m走のタイムと体重比足趾把持力の間

に有意な負の相関（r＝－0.26，p＜0.05）を認めた（図

３，表３）。５年時の50m走のタイムと体重比足趾把

持力の間に有意な負の相関（r＝－0.33，p＜0.05）を

認めた（図４，表４）。６年時においては全ての項目

間に有意な相関は認められなかった（表５）。

図２　足趾把持力の測定

表２　各学年の男女別の50m走のタイム（秒）（平均±SD）

４年 ５年 ６年

男子 9.28 ± 0.71 9.07 ± 0.76 8.95 ± 0.52

女子 9.54 ± 0.61 9.33 ± 0.78 9.25 ± 0.52

 男子：n＝ 43，女子 n＝ 43

図３　４年時の50m走のタイムと体重比足趾把持力
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Ⅳ．考察

文部科学省の報告１）によると，平成26年度の新体

力テストにおける50m走のタイムは全国平均では，男

子で４年生：9.56±0.73秒，５年生：9.21±0.73秒，６

年生：8.85±0.73秒であり，女子で４年生：9.93±0.74

秒，５年生：9.45±0.70秒，６年生：9.16±0.67秒であっ

た。本研究で対象となった児童は男女ともに４年時及

び５年時では全国平均を上回っていたが，６年時にお

いては全国平均を下回る結果となった。平成26年度の

全国平均が昭和60年頃と比較して低い水準にあるこ

とを考えると，６年時において全国平均を下回ってい

た本研究の対象の運動能力も同様に低い水準であると

考えられる。

本研究では小学校高学年時期において，50m走の

タイムとアーチ高率に有意な相関は認められず，Oda

ら６）の扁平足の有無と50m走の速さに有意な関係は

ないという報告を支持する結果になった。一般的に小

学生時期にはアーチは形成途中であり，アーチ高は走

行能力に影響を及ぼさない可能性があると考えた。

先行研究においてアーチと足趾把持力には関連があ

るといった報告がみられるが７），８），12），本研究ではアー

チ高率と体重比足趾把持力に有意な関連は認められな

かった。小学生時期は前述したようにアーチ形成時期

であり，身体の成長に伴う種々の要因が関与する可能

性があるため，アーチ高と足趾把持力に単純な相関関

係を見つけ出すことは難しいと考える。

４年時及び５年時において50m走のタイムと体重

比足趾把持力に有意な負の相関が認められた。村田

ら13）は，健常成人において走行速度と足趾把持力に

は有意な正の相関を認めたと報告している。小学校高

学年児童においても成人と同様の結果になったと考え

図４　５年時の50m走のタイムと体重比足趾把持力

表５　６年時の項目間の相関係数（n＝86）

50m走 アーチ高率
体重比

足趾把持力

50m走 1.0 － 0.02 － 0.16

アーチ高率  1.0 － 0.07

体重比

足趾把持力
 1.0

 全ての項目間において n.s.

表３　４年時の項目間の相関係数（n＝86）

50m走 アーチ高率
体重比

足趾把持力

50m走 1.0 0.05 － 0.26*

アーチ高率 1.0 － 0.05

体重比

足趾把持力
 1.0

 *：p ＜ 0.05

表４　５年時の項目間の相関係数（n＝86）

50m走 アーチ高率
体重比

足趾把持力

50m走 1.0 0.05 － 0.33*

アーチ高率 1.0 － 0.06

体重比

足趾把持力
 1.0

 *：p ＜ 0.05
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られる。足趾把持力を構成する筋群に含まれる長母趾

屈筋や長趾屈筋は走行動作になると遊脚期の始めのこ

ろまで筋活動が延長すると報告されており，走行時

の蹴り出しに関与していると考えられている11）。つま

り，足趾把持力が強いほど走行時の蹴り出しが強くな

るため，50m走のタイムの短縮に繋がった可能性が

あると考えられる。

６年時においてはすべての項目間に有意な相関は認

められなかった。この時期は女子の第二次性徴やゴー

ルデンエイジの終わり頃であることなど様々な要因が

複雑に影響してくる時期であると考えられるため，今

後詳細な検討が必要になってくると考えられる。

本研究における課題として，一つ目に継続的な調査

により対象を統一しているが，統計学的な解析は横断

的に行っており，因果関係を明確にできない点があげ

られる。二つ目は，交絡因子の影響が存在している可

能性を否定しきれないことである。足趾把持力は足趾

屈筋群の複合的な運動であり，手の握力に相当するも

のである。握力は上肢筋力の指標として一般的に用い

られており，足趾把持力も下肢筋力の指標となってい

る可能性が考えられる。

小学校４年生と５年生だけではなく小学校６年生に

ついても50m走のタイムに足趾把持力が影響してい

る可能性は考えられるが本研究では明らかにすること

はできなかった。今後は小学生の運動能力向上に繋げ

るために，小学生に対して足趾把持力強化を行う介入

により，50m走のタイムが短縮するかを検討すると

いった縦断研究が必要と考える。
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