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足把持力測定の試み
－測定器の作成と測定値の再現性の検討－

The Trial of Measurement of Foot Grasp Power
—Development of a New Apparatus and the Reproducibility of Measurement Values—
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ABSTRACT: The reproducibility of the measurement values was examined in our newly developed apparatus for mea-
suring the foot grasp power.  The present study was also aimed at the elucidation of relationship between foot grasp
power and body sway or running velocity.  Foot grasp power was measured three times in 55 healthy male subjects
(average age: 22.1 ± 3.2 years) and 60 healthy female subjects (average age: 21.2 ± 2.2 years).  Body sway was mea-
sured by GS3000 and running velocity for 30-m distance was recorded.  The reproducibility of measurement values of
foot grasp power was high, showing intraclass correlation coefficient of 0.973.  Foot grasp power was significantly
greater in male subjects than in female subjects, which suggests a difference between the sexes. Female subjects exerted
a significantly negative correlation, and male subjects tended to show a negative correlation between foot grasp power
and body sway.  Subjects of both sexes indicated a significantly positive correlation between foot grasp power and run-
ning velocity. These results suggest that foot grasp power may play a role in postural stability, and may work for for-
ward movement during running. The results also suggest the clinical applicability of our new apparatus.
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要旨 ：本研究の目的は，足把持力測定器を試作して，測定値の再現性を検証し，足把持力と重心動揺や走行速度との

関係を明らかにすることである。男性55名22.1歳±3.2，女性60名21.2 歳±2.2，計115名の健常者を対象として，足把

持力を測定するとともに，重心動揺（GS3000による）及び30 mの走行速度を測定した。まず，試作測定器による足把

持力3回の測定値の再現性は，級内相関係数r = 0.973であり，高い再現性を示した。また，足把持力は性差が認めら

れ，男性が有意に強かった。足把持力と重心動揺との関係は，女性に有意な負の相関，男性では負の相関傾向が認め

られ，走行速度とは，男女とも有意な正の相関を認めた。これらのことから，足把持力は姿勢の安定に関与し，走行

時は前進駆動力としての役割を果たしていることが示唆された。また，試作した測定器は，臨床応用が可能な測定器

であると考えた。
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I.  はじめに

「ヒト」が安定した立位での活動を行うためには，足の

把持機能が重要になる。Brookhartら1)は，足底のメカノレ

セプターからの情報が，姿勢調整機構の安定化に重要で

あると述べ，井原2)は，足趾・足底でしっかりと地面を掴

むことが，足底メカノレセプターからの情報に対して，

的確に姿勢を制御するために重要であると述べている。

しかし，足趾・足底で地面を掴む力，すなわち足把持

力を日常の臨床で測定できる適当な測定機器は見当たら

ない。

そこで我々は，足把持力測定器（以下測定器）を試作

し，測定値の再現性と重心動揺や走行速度との関連性を

検討したので報告する。

II.  対象と方法

被検対象者は，下肢に病的機能障害が認められなかっ

たM専門学校に在学中の学生115名（男性55名，女性60名）

であり，平均年齢は男性22.1歳±3.2，女性21.2 歳±2.2で

あった。なお，これら対象者には，研究の目的と方法を

十分に説明し，参加は自由意志とした。足把持力は試作

した測定器を用いて，対象学生115名を測定し，重心動揺

は全被検者115名の内，男性18名，女性30名を測定し，走

行速度は男性30名，女性29名を測定した。

1.  測定器の構成と測定法

測定器は，市販の竹井機器工業のデジタル握力計（5

kg以上，0.1 kg単位で表示）を用いて作成した。図1に示

したごとく，握力計を木製の基礎板（70 cm×25 cm）に

固定し，直径4 mmのステンレス製鋼線を握力計の力点に

なる部分に取り付けて，足趾把持バーとした。足部は下

腿前面を木製バーで固定し，後面は足関節の代償運動（特

に足関節内反や底屈）が生じないように，検者が踵部を

固定するものとした。また，5 kg未満の筋力を測定する

必要があるときには，アナログのスメドレー型握力計と

交換することにした。

測定時，被検者は端坐位として，十分な休息をとりな

がら3回測定した（図2）。測定は，5人から6人を1つのグ

ループとし，それぞれのグループ毎に1回目を測定し，全

員が終了した後に，最初のグループから2回目の測定に移

り，さらに同様の方法で3回目の測定を行った。

2.  重心動揺と走行速度の測定法

重心動揺は，重心動揺計（アニマ社製GS 3000）を用い

て測定した。被検者は，利き足での静止片脚立位として，

上肢を体側に付け，2 m前方の目の高さに設定した指標を

注視させ，姿勢を保持するように指示した。測定時間は，

検査肢位での姿勢保持直後の初期応答を除いた30秒間と

して，取り込み周期は50 m/sec，評価指標は外周面積とし

た。

走行速度は，平地30 mを全速力で走行してもらい，ス

トップウォッチで所要時間を計測した。

図1 足把持力測定器

a：竹井機器工業デジタル握力計（5 kg以上，0.1 kg単位で表示）
（注）5 kg未満の筋力は，アナログのスメドレー型握力計に
交換して測定可能

b：足趾把持バー（直径4 mm，ステンレス製）
c：下腿前面固定用バー（木製）
（注）下腿後面は検者が徒手的に踵部を固定

d：基礎板（70×25 cm，木製）

図2 測定方法

a：足趾把持バーをしっかりと把持して把持力を測定する。
b：被検者は坐位姿勢をとり，上肢で台をつかみ上体を固定す
る。検者は踵部をしっかりと固定して測定を開始する。

a b c d

a b
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3.  統計処理

足把持力値の再現性については，反復測定－分散分析

及び級内相関係数によって検討した。また，男女差は対

応のないt-検定，足把持力と重心動揺・走行速度との関係

は，ピアソンの相関係数を求めて検討した。

III.  結 果

1.  測定値の再現性及び性差について

健常者115名の足把持力測定値は，1回目が5.1 kgから

21.3 kgで平均10.4 kg±4.0，2回目が4.0 kgから23.5 kgで平

均10.4 kg±4.3，3回目が5.0 kgから22.8 kgで10.5 kg±3.9で

あり，反復測定-分散分析において，群間に有意差は認め

られず，級内相関係数においてもr＝0.973であり，高い再

現性を示した。性別では，男性が平均12.7 kg±3.6，女性

が平均8.3 kg±2.8であり，男女間に有意差（p<0.001）が

認められた。

2.  足把持力と重心動揺との関連について

重心動揺が測定できた男性18名の外周面積の平均は

4.75 cm2±1.06であり，女性30名の外周面積の平均は5.00

cm2±1.67であった。また，それぞれの足把持力値との関

係は，男性が相関係数r =－0.36（p<0.10），女性が相関係

数r =－0.46（p<0.05）であり，女性では有意な負の相関

性が認められ，男性にも負の相関性を示す傾向が認めら

れた（図3）。

3.  足把持力と走行速度との関連について

走行速度は男性30名の平均が5.97 m/sec±0.43，女性29

名の平均が4.78 m/sec±0.55であった。また，それぞれの

足把持力値との関係は，男性が相関係数r =0.44（p<0.05），

女性が相関係数r =0.54（p<0.01）であり，男女とも有意

な正の相関性が認められた（図4）。

IV.  考 察

二足歩行を行う「ヒト」にとって，足底が唯一の接地

面であることから考えても，足趾・足底が立位活動に果

たす役割は非常に大きいといえる。しかし，足趾・足底

機能の客観的評価は，ハンドヘルドダイナモメーターを

用いた足趾屈筋力の測定5)，三次元動作解析装置6)やフッ

トプリント7)を用いた歩行分析などがあるが，足把持力と

しての総合性及び測定法としての簡便性に欠ける。そこ

で，足把持力測定器を試作し，測定値の再現性及び性差

などとの関連について検討した。

なお，測定器は，5本の足趾が一定の大きさの物体を把

持して握りしめることができる力をkgで表せるよう考案

した。即ち，足趾が把持できるバーを既存の握力計に取

り付け力点とし，足関節及び下腿の代償運動の影響を受

けないように，固定する方法を考えて作成した。

また，足趾で把持するバーは，種々試用してみて最も

適合性の良かった直径4 mmのステンレス性の鋼線とし，

これを握力計の力点になる部分に取り付けた。さらに，

足関節及び下腿の固定は，長趾屈筋や長母趾屈筋の筋腹

図3 足把持力と重心動揺との関係

男女とも負の相関を示したが，有意な関係を認めたのは女性のみであり（p<0.05），
男性では関係を示す傾向が認められた（p<0.10）。
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を圧迫しないように，下腿前方を木製バーで固定し，後

面は足関節の代償運動がないことを確認するために，検

者が踵部を固定することにした。

  試作した測定器による115名3回の測定値は，級内相関

係数r = 0.973であり，級内相関係数による再現性の解釈

（0.7以上が普通，0.8以上が良好，0.9以上が優秀）3,4)に基

づくと，試作器による測定値の再現性は優秀であった。

しかし，被検者の使用感は，概ね良好であったが，足

趾把持バーについて，つかみ易いが強く力を入れると足

趾が痛くなるとの意見もあり，足趾把持バーには改良の

必要性があった。

足把持力と重心動揺との関連性について，Gehlsenら8)

は，高齢者の転倒歴群と非転倒歴群の立位バランス，筋

力などを比較検討し，静的バランスと足筋力に関連性の

あることを報告している。また，馬場ら9)も，足握力と動

的バランスとの間には関係があることを報告している。

今回の測定結果においては，女性のみではあったが足把

持力と重心動揺との間に有意な負の相関を認め，足の把

持力が姿勢を安定させるために作用していることを示唆

していた。しかし，男性群においては足把持力と重心動

揺との間に有意な関係が認められなかった。このことに

ついては，男性被検者が18名と少なかったことによる測

定の偏りと推察したが，今後の検討が必要である。

足把持力と走行速度との関係について，今回の成績に

よると男女とも有意な正の相関が認められた。これは，

走行時の蹴り出し時に，足趾屈筋力が前進駆動力として

重要な役割を果たしていることを示すものであり，宇佐

波ら10)が，足趾屈筋群の筋力増強により50 m全力疾走時

間が有意に改善したと報告していることと一致した。

以上の結果から，今回作成した測定器は改良点はある

ものの，高齢者や下肢機能障害を有する症例の足部機能

の客観的評価に，臨床応用が可能な測定器であると考え

た。
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