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要旨：本研究は，足底圧分布測定機を用いて健常成人女性の浮き趾の有無を判定し，足趾
の把持力・柔軟性・巧緻性および静的バランスとして重心動揺検査，動的バランスとして
functional reach test（FRT）を評価して，浮き趾と足趾機能や立位バランスとの関連を
検討した。浮き趾群（20名）と非浮き趾群（43名）の測定値を比較した結果，浮き趾群の
足趾把持力，足趾把持力体重比，足趾柔軟性，FRTの値が非浮き趾群の値よりも有意に
低い値を示した。身長，体重，足趾巧緻性，総軌跡長，外周面積には有意差が認められな
かった。これらの結果から，健常成人女性を対象とした場合，浮き趾による足趾巧緻性や
静的バランス能力への影響は少ないが，足趾の把持力や柔軟性は低下し，動的バランスが
低下することが示唆された。
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Abstract: This study aimed to clarify the relationships among floating toes, toe functions,
and the standing balance by initially examining the presence/absence of floating toes us-
ing a plantar pressure distribution measurement device, and subsequently evaluating the
toe grip strength, flexibility, and dexterity, as well as the static (fluctuations in the center
of gravity) and dynamic (functional reach) balance, involving healthy adult females. On
comparing the measurement values of the subjects with (20) and without (43) floating toes,
the former showed significantly lower values, representing the toe grip strength, its ratio
to the weight, toe flexibility, and functional reach. There were no significant differences
between the groups in the height, weight, toe dexterity, total trace length, or outer periph-
eral area. These results suggest that the presence of floating toes does not markedly influ-
ence the toe dexterity or static balance, but it reduces the toe grip strength, toe flexibility,
and dynamic balance in the case of healthy adult females.
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Ⅰ．緒 言
ヒトが立位での動作や歩行する際に，地面と唯一接
しているのは足底である。足底のなかでも可動性があ
り，姿勢制御に重要な役割を果たすのが足趾である1，2）。
足趾の機能は，地面を足趾・足底で掴む力，すなわち
足趾把持力として表現され3），高齢者の立位バランス4）

や転倒5）との関連が報告されてきた。この足趾把持力
を発揮する足趾が十分に地面に接地していなければ，
姿勢制御機能に支障をきたすことが予想される。近年，
地面への接地が不十分な足趾，いわゆる「浮き趾」が
注目されるようになった。
浮き趾の発生率について，中橋ら6）は成人女性にお
いて足趾が完全に接地できているのは約半数に過ぎな
いと述べ，恒屋ら7）は両足のいずれかの足趾の接地が
不十分な男性が66．0％，女性が76．2％と報告している。
中橋らや恒屋らの報告はいずれも健常成人を対象にし
たものであるが，原田8）は幼児の浮き趾の発生率が左
右ともに50％を超えると報告し，内田ら9）は小学生高
学年の浮き趾の発生率が不完全な事例を含めると72％
に及ぶと報告している。また，高齢者を対象とした岡
村ら10）の報告でも，138名中右足が75名（54．3％），左
足が72名（52．2％）に浮き趾を認めている。このよう
に，どの年代においても浮き趾の発生率は高いことが
明らかとなっている。
ただし，浮き趾の有無と身体機能との関連を検討し

た研究は意外に少ない11）。福山ら12）は，浮き趾の成人
女性は健常女性と比べて，足趾把持力や前方重心移動
能力が有意に低下していたと報告している。また，長
谷川ら13）の高齢女性を対象にした研究でも，浮き趾の
有無と足趾把持力や functional reach test（FRT）と
の関連を明らかにしている。前方重心移動能力やFRT
は，ともに動的バランステストであり，静的バランス
に浮き趾が影響を及ぼすのかは明らかにされていない。
また，足趾の機能には筋力要素である足趾把持力のほ
か，柔軟性や巧緻性も重要と考えられるが，それら機
能と浮き趾との関連についても明らかにされていない。
浮き趾を改善させるための方略を検討するためには，
静的バランスや足趾の柔軟性および巧緻性を含めた詳
細な検討が必要であろう。
そこで本研究は，足底圧分布測定機を用いて浮き趾

の有無を判定し，足趾の把持力・柔軟性・巧緻性およ
び静的バランスとして重心動揺検査，動的バランスと
してFRTを評価して，浮き趾と足趾機能や立位バラ
ンスとの関連を総合的に検討することを目的とした。

Ⅱ．対象と方法
1．対 象
対象は，Ｋ大学理学療法学科に所属する健常女性63
名で，対象者の平均年齢は20．1±1．1歳，平均身長は
158．4±4．5cm，平均体重は53．3±5．3kgであった。
各対象者には，研究の趣旨と内容について説明を行い，
理解を得た上で協力を求めた。また，研究への参加は
自由意志であることを口頭と書面で説明し参加の同意
を得た。なお，本研究は京都橘大学研究倫理委員会の
承認を得て行った（承認番号16‐1）。

2．方 法
測定は浮き趾の判定のほか，足趾機能，重心動揺，
FRTを計測した。浮き趾の判定には，ラコントゥル
社製の足底圧分布測定機フットルックを用いた。対象
者には，専用の足圧スキャナー上で両脚を肩幅程度に
広げた立位姿勢をとらせ，膝関節を伸展，両上肢を体
側に付けた姿勢で測定した。視線は，対象者の目線の
高さに合わせた2ｍ先のマーカーを注視させた。足圧
スキャナーからの情報は，有線で接続されたパーソナ
ルコンピュータ上に取り込まれ，足圧の状態が画像で
確認できる。この測定にかかる時間は，データの取り
込み時間を合わせて約15秒間である。浮き趾の判定は，
両足とも完全に趾が地面に接地しているか，不完全で
あるか，両足とも地面に全く接地していない趾がある
かで判定14）した（図1）。
足趾機能の評価として足趾把持力，足趾柔軟性，足
趾巧緻性を評価した。足趾把持力の測定には，足指筋
力測定器（竹井機器工業製T．K．K．3364）を使用し
た。測定肢位は端座位とし，体幹垂直位，股関節90度，
膝関節90度屈曲位で実施した。上肢は胸の前で組ませ，
左右2回ずつ測定し，左右の最大値の平均（kg）と
体重で除した値（％）を分析に用いた。足趾柔軟性の
測定15）は，端座位で30cm定規をプラスチックシート
に取り付けた専用シート上に足底を置き，足の踵後面
を後壁にしっかりと固定させる。専用シート上で足長
を測定した後，踵部を専用シートから離さないことを
条件に，足趾を自動運動で最大屈曲させ，踵後端から
足部先端の距離を測定する。足長からその距離を除い
た値を足趾柔軟性とした。左右2回ずつ測定し，左右
の最大値の平均を足部柔軟性（cm）とした。足趾巧
緻性は，山田ら16）が開発した足趾巧緻性テスト：「ビー
玉掴み」を一部改変して実施した。幅30cm×長さ40cm
×高さ6cmの箱を2つ用意し，片方の箱に30個の
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ビー玉（直径17mm）を入れ，足趾を使ってビー玉を
1個ずつ掴み，もう片方の箱に移動させる。30秒間に
何個移動できたかを測定した。左右2回ずつ行い，左
右の最大値の平均を足部巧緻性（個）として評価した。
FRTの計測には，手のばし測定器（竹井機器工業

製T．K．K．5802）を用いて測定した。対象者には，
裸足で肩幅に開脚して立ち，肘を伸展させ肩を90°挙
上位にして，踵を浮かせないこと，体幹を回旋させな
いことを指示した上で限界までの前方リーチを行わせ
た。2回の計測を行い，移動距離の最大値（cm）を
採用した。なお，踵部が浮いた場合やバランスを崩し
た場合は測定を中止し再度計測した。
重心動揺の測定には，重心動揺計グラビコーダGP‐

7（アニマ社製）を用いて，開眼での足圧重心動揺を
計測した。対象者には裸足になるよう指示し，重心動
揺計上で両脚立位姿勢をとらせた。両足の内側縁間を
1cmに揃えて足先が前方を向くようにし，膝関節を

伸展，両上肢を体側に付けた姿勢とした。視線は，対
象者の目線の高さに合わせた2ｍ先のマーカーを注視
させた17）。データは，初期動揺の影響が出ないように
立位姿勢を5秒間保持した後17），30秒間の総軌跡長
（cm）と外周面積（cm2）について，サンプリング周
期を20Hzとして記録した。
統計処理は，浮き趾の有無別に足趾機能，重心動揺，
FRTの測定値を対応のないｔ検定で比較した。浮き
趾の判定について，本研究と同様に女子大学生を対象
に行われた鹿子木らの研究14）を参考に，両足とも地面
に全く接地していない趾がある者を浮き趾群に分類し，
両足とも趾が完全に地面に接地している者，および接
地が不完全な者を非浮き趾群に分類した。なお，解析
には SPSS Statistics Version 22.0を用い，有意水準を
5％とした。

図1 足底圧分布測定機による画像
床面と接地している部分が白く写る。
①両側の足趾がしっかりと接地している。
②右側の足趾はすべて接地しているが，左側の第5趾が白く写っていないことから接地し
ていないことがわかる。

③両側の足趾がすべて接地しているがその多くが不完全である。
④両側の第5趾がまったく接地しておらず，右側の第2・3趾もほとんど接地していない。

①十分な足趾接地例 ②不完全な足趾接地例

③不完全な足趾接地例 ④浮き趾例
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Ⅲ．結 果
1．浮き趾の状況
両足とも趾が完全に地面に接地している者が21名
（33．3％），接地が不完全である者が22名（34．9％），
両足とも地面に全く接地していない趾がある者が20名
（31．7％）であった。

2．浮き趾の足趾機能および静的・動的バランスの
特徴

浮き趾群（20名）と非浮き趾群（43名）の測定値を
比較すると，浮き趾群の足趾把持力，足趾把持力体重
比，足趾柔軟性，FRTの値は，非浮き趾群のそれぞ
れの値よりも有意に低い値を示した。2群間の身長，
体重，足趾巧緻性，総軌跡長，外周面積には有意差が
認められなかった（表1）。

Ⅳ．考 察
本研究において，浮き趾と判定したのは63名中20名，

31．7％の発生率であった。先行研究における浮き趾の
発生率6－10）は50％～80％弱であり，本研究の発生率よ
りかなり高い。これは，浮き趾の判定基準の差が影響
しているものと考えられる。不完全な足趾の接地状態
の判定は極めて難しく13），先行研究では足趾の不完全
な接地を含めて浮き趾と判定している。本研究では，
長谷川ら13）や鹿子木ら14），山本ら18）と同様に，不完全
な接地を浮き趾と判定していない。本研究において，
不完全な接地を含めて浮き趾と判定すると，浮き趾の
発生率は先行研究6－10）と類似した66．7％（63名中42名
該当）となる。また，本研究と同様の判定をしている
長谷川ら13）の浮き趾発生率は3割程度，鹿子木ら14）の
発生率は4割程度であり，本研究と矛盾しない。

浮き趾の有無別に足趾機能を比較すると，足趾巧緻
性には有意差は認められなかったが，足趾把持力，足
趾把持力体重比，足趾柔軟性の3項目に有意差が認め
られ，浮き趾群の値が有意に劣っていた。長谷川ら13）

は，浮き趾のある高齢者は健常な高齢者に比べて，足
趾把持力が低下していることを報告している。本研究
では若年女性を対象としたが，高齢者と同様の結果を
示し，さらに足趾把持力を体重で除して標準化した足
趾把持力体重比にも有意差が認められたことから，浮
き趾が足趾機能の筋力要素に影響を与えることが示さ
れた。
また長谷川ら13）は，足趾ジャンケン点数表を用いて
浮き趾の有無別に比較した結果，チョキとパーの点数
に有意差は認められなかったが，グー（足趾屈曲）の
点数は有意に低下していたと報告している。本研究で
は，足趾柔軟性を長さ（cm）で評価し，足趾巧緻性
をビー玉の移動個数（個）で評価したが，先行研究に
おける順序尺度の評価結果を間隔尺度での評価で明ら
かにした。すなわち，先行研究で有意差が認められた
グー（足趾屈曲）の点数は，本研究で有意差が認めら
れた足趾柔軟性に相当し，有意差が認められなかった
チョキとパーの点数は本研究で有意差が認められな
かった足趾巧緻性に相当する。本研究は足趾機能をよ
り客観的に評価し，浮き趾の足趾機能の特徴を明らか
にした点で臨床的意義が高い。
浮き趾とバランス機能の結果では，動的バランスを
評価したFRTに有意差が認められ，浮き趾群が有意
に劣っていた。FRTは，Duncan ら19）によって開発さ
れた評価方法であり，動的バランス能力をスクリーニ
ングする方法として行われてきた。加辺ら20）や辻野ら21）

は，健常成人を対象にFRTと足趾把持力との関係を

表1 浮き趾の有無別における測定値の比較

非浮き趾群（n＝43） 浮き趾群（n＝20）
p値

平均 標準偏差 平均 標準偏差
身長 158．44 4．47 156．99 4．32 0．210
体重 53．30 4．91 53．16 6．21 0．929
足趾把持力 10．05 2．82 8．43 1．67 0．006
足趾把持力体重比 18．71 5．19 15．84 2．57 0．005
足趾柔軟性 3．65 0．60 3．32 0．51 0．027
足趾巧緻性 11．10 2．11 10．90 2．50 0．753
総軌跡長 36．29 7．26 36．51 8．19 0．920
外周面積 1．84 0．61 1．84 0．90 0．844
FRT 35．45 7．52 31．30 6．93 0．037
FRT：functional reach test
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分析した結果，足趾把持力がFRTに強く関与してい
ることを報告している。また，福山ら12）は浮き趾の成
人女性は前方重心移動能力が低下していること，長谷
川ら13）は浮き趾の高齢女性はFRTが低下しているこ
とをそれぞれ報告しており，本研究でも先行研究を追
認した。
一方，重心動揺計で測定した足圧重心の総軌跡長と

外周面積には有意差が認められなかった。本研究では，
30秒間の静的立位保持中の足圧重心の動揺を評価した
ことから，それらの指標を静的バランス評価に位置づ
けた。浮き趾の有無と重心動揺との関連を検討した先
行研究は見当たらなかったが，半田ら22）は20歳～84歳
の男女97名を対象に足趾把持力と重心動揺との関連を
検討している。その結果，両者には有意な相関が認め
られなかったことを報告し，足趾把持力は重心の位置
を積極的に変化させる時には安定性に関与するが，安
定した立位での役割は低いと結論づけている。本研究
では，健常成人を対象としたため両脚立位姿勢が安定
しており，立位姿勢保持に足趾機能が関与する必要性
が少なかったために，浮き趾群と非浮き趾群の重心動
揺に有意差が認められなかったと考えられる。
これらの知見から，健常成人女性を対象とした場合，

浮き趾による足趾巧緻性や静的バランス能力への影響
は少ないが，足趾の把持力や柔軟性は低下し，動的バ
ランスが低下することが示唆された。よって，浮き趾
を改善するための方略では，足趾巧緻性を高めるト
レーニング（例えば，足趾でのビー玉移動やジャンケ
ン体操）よりも，足趾柔軟性を高めるフットケアや足
趾把持力トレーニングが有効である可能性が高い。ま
た，高齢者の浮き趾では動的バランスが低下し，転倒
の危険性が高まることが予測される。本研究で浮き趾
の判定に用いた足底圧分布測定機は15秒間で測定が可
能であり，簡便な転倒リスクのスクリーニングとして
も使用できるかもしれない。ただし，高齢者での検討
は本研究では行っていないため，今後高齢者を対象と
した検討が必要であり，さらには提案した浮き趾を改
善するための方略が真に効果的か否かについて，介入
研究によって検証する必要がある。
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