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要旨：［目的］本研究では，歩行時の足角が足趾把持力発揮に関係しているかを明らかに
するために，足趾把持力と快適および最速歩行下の足角との関係について検討した。［対
象・方法］健常成人女性27名を対象とした。測定項目は，足外転位，足中間位，足内転位
の足部角度3条件で測定した足趾把持力と最速歩行および快適歩行下の足角とした。足部
角度3条件で測定した足趾把持力と快適歩行および最速歩行下の足角との関係をピアソン
の積率相関係数を用い検討した。［結果］最速歩行下の足角と足内転位で測定した足趾把
持力との間に有意な負の相関関係が認められた。［結語］これらの知見から歩行時の足角
は，足趾把持力発揮に関係していることが示された。

キーワード：足趾把持力，足角，歩行速度

Abstract: [Purpose] This study examined the relationship between toe grip strength and
ankle angle during comfortable gait or maximum gait, aiming to clarify whether ankle an-
gle was affected exert toe grip strength. [Subjects] The subjects were 27 healthy young
women. [Methods] We measured ankle angle during comfortable gait or maximum gait
and toe grip strength in 3 different ankle joint positions between the long axis of the foot
and the line of progression on the sagittal plane, namely ankle abduction, ankle neutral po-
sition, ankle adduction. Relationships between toe grip strength and these measurement
items were statistically analyzed using pearson’s correlation coefficient. [Results] A nega-
tive correlation was observed between toe grip strength in ankle adduction and ankle an-
gle during maximum gait. [Conclusion] These findings suggest that ankle angle during
gait relate toe grip strength.
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Ⅰ．はじめに
近年，高齢者における身体機能の1つとして足趾把
持力の測定が行われ，リハビリテーション領域におい
て多くの報告がされている1～6）。足趾把持力は，短母
趾屈筋，長母趾屈筋，虫様筋，短趾屈筋，長趾屈筋の
作用により起こる複合運動であり，手の握力に相当す
るものと定義される1）。その足趾把持力は，歩行能力
と関連性を示す報告が多い2～6）。相馬ら2）が足趾把持力
は最速歩行下，快適歩行下の速度，最速歩行下の歩幅，
歩行率との間に有意な正相関を認めることを報告して
いる。また，足趾把持力は最速歩行下での速度，重複
歩距離，％遊脚相時間との間に有意な相関が認められ
ている。さらに足趾把持力の筋力強化トレーニングに
よって，最速歩行下の速度が向上することが示されて
いる1，4～6）。以上のことから足趾把持力と歩行機能は密
接な関係があると推測される。
足角とは足の長軸と歩行時の進行方向とのなす角度

と定義され7），若年者における正常歩行の足角は－1．6
～10．9°の範囲にある8－10）。足趾把持力を発揮する前
述の筋群は，歩行周期中の立脚中期から前遊脚期中に
おいて筋活動が認められ11），姿勢の安定性に寄与する
ことが示されている12）。発揮できる筋力は筋長により
規定されるため，水平面状における足部角度，つまり
足角によって影響を受ける可能性がある。また，歩行
時の足角の特性・習慣により，足趾把持力を発揮しや
すい肢位も異なることも推測できる。
そこで本研究では，歩行時の足角が足趾把持力発揮

に関係しているか明らかにするために，足趾把持力と
快適および最速歩行条件下の足角との関係について検
討した。

Ⅱ．対象と方法
1．対 象
対象は，健常成人女性27名とした。いずれも下肢に
整形外科的疾患や疼痛などの既往はなかった。対象者
の年齢は平均20．7±0．9歳，身長は平均159．5±4．9cm，
体重は平均51．6±5．7kgであった。対象者には研究の
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
について十分に説明し，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，
所属機関の研究倫理委員会の承認（RS150402）を受

け実施した。

2．方 法
測定項目は，足部外転10°位（足外転位），足部内外
転0°位（足中間位），足部内転位10°（足内転位）の
足部角度3条件で測定した足趾把持力と快適歩行およ
び最速歩行下の各種歩行パラメータとした。足部角度
3条件をこの角度に選定した理由は，足部外転10°位，
足部内外転0°位が歩行時の足角が－1．6～10．9°8－10）

との報告がされているからである。また，足部内転位
10°については，足趾把持力と歩行時の足角との関係
を明らかにする基礎研究であることから，この角度に
規定した。
足趾把持力の測定には，足指把持力測定器（竹井機
器工業社製，T.K.K.3362）を用いた。測定肢位は端座
位，体幹垂直位，股・膝関節を90度屈曲位，足関節底
背屈中間位とした。課題遂行の順序による影響を相殺
するために，対象者毎に測定順を変え測定した。把持
バーの調整は，被験者の第1中足趾節関節の位置に合
わせ，十分に習得させた後，休息をとりながら利き足
で2回ずつ測定し，その最大値（kg）を採用した。
なお，利き足の定義はボールを蹴る足とし，対象者の
全員が右側であった。
歩行パラメータの測定には，足圧接地足跡計測機器
ウォークWay（アニマ社製，MW‐1000）を用いた。
ウォークWayは，ヒトの歩行分析に必要な空間パラ
メータ（歩幅，歩隔，足角など）と時間パラメータ（歩
行速度，立脚時間など）について，シート上を歩行す
ることで各パラメータを収集するシステムである。こ
のシステムでは，片側の足部が着床してから他側の足
部が着床するまでの距離を歩幅，片側の足部の着床位
置と他の足部の着床位置との左右の幅を歩隔，進行方
向に対してのつま先の開き角を足角（接地足部に対し
て外側が＋，内側が－）として計測する。歩行シート
のサイズは，長さ2，400㎜，幅800㎜（センサーシート
部600㎜×600㎜，厚さ5㎜）であり，センサー空間分
解能は10㎜×10㎜，測定ポイント数は14，000ポイント
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，「いつも通りに歩い
てください」と口頭指示を与えた快適歩行と「走らな
いで，できるだけ速く歩いてください」と口頭指示を
与えた最速歩行の速度2条件を裸足で実施した。得ら
れたデータから，各速度条件下での速度（m/sec），
歩幅（cm），歩隔（cm），足角（°）および立脚期時
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表1 足内転位，足中間位，足外
転位の足部角度条件におけ
る足趾把持力

足趾把持力（kg）
足内転位 20．5±3．8
足中間位 21．4±4．6
足外転位 22．2±4．4＊

反復測定分散分析
n=27.Mean ±standard deviation (SD)
*p＜0．05 versus 足内転位

表2 快適および最速歩行下の歩行パラメータ

快適歩行 最速歩行
歩行速度（m/sec） 2．2±0．4 3．9±0．4＊

歩幅（cm） 65．8±5．7 82．0±8．2＊

歩隔（cm） 7．9±2．3 7．9±2．3
足角（°） －2．2±4．0 －1．4±3．5
立脚期時間（sec） 0．6±0．1 0．4±0．0＊

paired t test
n＝27．Mean ±standard deviation (SD)
*p＜0．05

表3 快適歩行および最速歩行下の足角
と足関節肢位の相関係数

快適歩行時足角
足内転位 －0．18
足中間位 －0．16
足外転位 －0．07

最大歩行時足角
足内転位 －0．40＊

足中間位 －0．36
足外転位 －0．31

n＝27． ＊p＜0．05

間（sec）を抽出した。利き足と非利き足の足趾把持
力および足角には有意な差が認められないとの報
告9，13）があり，今回の解析には利き足の測定値を用い
た。
統計処理は，統計ソフトウェア（SPSS Statistics Ver-
sion 23．0，IBM社）を使用し，足外転位，足中間位，
足内転位で測定した足趾把持力の比較には反復測定分
散分析およびBonferroni の多重比較検定を行った。
快適および最速歩行下の歩行パラメータの比較には対
応のある t検定で検討した。また，歩行時の足角と足
部角度3条件で測定した足趾把持力値との関係につい
ては，ピアソンの積率相関係数を用い検討した。各統
計は，有意水準5％として検討した。

Ⅲ．結 果
表1に対象者27名から得られた足外転位，足中間位，
足内転位の足部角度3条件における足趾把持力を示す。
反復測定分散分析の結果，3群間に有意な群間差（Ｆ
値＝6．5，p＜0．05）が認められた。多重比較検定の
結果，足内転位での足趾把持力は，足外転位よりも有
意に低値を示した。
表2に快適歩行および最速歩行下における歩行パラ

メータの測定値を示す。快適歩行下における速度，歩
幅は最速歩行よりも有意に低値を示し，立脚相時間が
有意に高値を示した。

快適歩行および最速歩行下の足角と足外転位，足中
間位，足内転位の足部角度3条件で測定した足趾把持
力の変数で求めたピアソンの積率相関係数では，最大
歩行下の足角と足内転位での足趾把持力との間に r＝
－0．40（p＜0．05）と有意な負の相関が認められた（表
3）。

Ⅳ．考 察
本研究では，足趾把持力と快適および最速歩行下の
足角との関係について検討した。分析の結果，最速歩
行下の足角と足内転位で測定した足趾把持力との間に
負の相関関係が認められたことから，足角－10°位で
の足趾把持力発揮が高い人ほど最速歩行時の足角が小
さいことが見いだされた。
本結果から，足外転位，足中間位，足内転位の足部
角度3条件で測定した足趾把持力は，足外転位と足内
転位との間に有意差が認められた。足趾把持力を発揮
する短母趾屈筋，長母趾屈筋，短趾屈筋，長趾屈筋，
虫様筋は，下腿部や足部に起始を持ち足部に停止を持
つ筋である。そのため，足内転位での足趾把持力発揮
は，筋長の短縮により足部内側縦アーチを変化させる
ため，発揮できる筋力は張力－長さ曲線の関係14）から
低下したものと考えられた。また，快適歩行と最速歩
行下の歩行パラメータでは，速度，歩幅，立脚期時間
において有意差を認めた。歩行速度と歩幅や歩行率は
密接な関係にあり，歩行速度を増加させるためには，
歩幅あるいは歩行率を増加させる方策，歩幅と歩行率
ともに増加させる方策が選択される15）。本研究結果か
らは，快適歩行下に比べて最速歩行下において有意な
歩幅の増加と立脚期時間の短縮が認められたことから，
歩幅と歩行率ともに増加させる方策を選択したことが
推測される。歩幅と歩行率の増加に伴い歩行速度が速
くなり，両脚支持期と立脚期が短縮するため，快適歩
行よりも最速歩行条件下で立脚期時間が減少したもの
と考えられた。また，本結果からは，快適および最速
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歩行下の歩隔，足角との間に有意な差を認めなかった。
歩隔に関しては，歩行速度に影響されないとの報告を
追認したものの10），足角については先行研究10）と異なっ
ていた。中江ら10）は若年者を対象に最速歩行下の足角
が－0．01±3．52°，快適歩行時の足角が－0．58±4．47°
であり，有意な差を認めたことを報告している。本研
究においては最速歩行時の足角が－1．4±3．5°，快適
歩行時の足角が－2．2±4．0°であり，有意差は認めな
かった。この足角に認められた先行研究との相違につ
いて，今後，更なる検討が必要あると考えられた。
本研究の結果からは，最速歩行下の足角と足内転位

で測定した足趾把持力との間に負の相関関係が認めら
れた。このことから足内転位での足趾把持力発揮が大
きいほど，最大歩行下での足角が小さいことが見いだ
された。本研究からは，この理由について明らかにす
ることができないものの，以下のことを推察した。健
常女性における足趾把持力の発揮に関連する因子とし
て足部柔軟性が挙げられる16，17）。そのため，日常生活
において最速歩行下に足角が小さい歩行様式をしてい
るものは，足部内反方向への関節可動域の拡大や足趾
把持力を発揮する筋群の柔軟性が獲得された可能性が
ある。その結果，足内転位においても強い足趾把持力
を発揮できることが考えられた。
本研究において歩行時の足角は，足趾把持力発揮に

関係していることが示された。また，日常生活上にお
いて最速歩行下の足角が小さいものは，足趾把持力が
発揮しやすい肢位が，内反位（つま先が内側を向いた
方向）へ偏位している可能性が示された。本研究は，
健常女性に限定したため，今回の結果が高齢者や男性
に該当するとは限らない。また，立位と座位の足趾把
持力には差が認められない18）ことから歩行時の足角を
座位で再現したものの，立位で測定するべきだったか
もしれない。そのため今後は，高齢者や男性を対象に
検討をすることや立位での足部角度を規定した足趾把
持力と歩行時の足角との関係を調査していくことが課
題である。
なお，本研究は JSPS 科研費17K12415の助成を受け

て行われた。
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