
理学療法科学  33（1）： 183–186， 2018

■原　著

足把持運動における足部筋活動との関係

Relationship between Toe-gripping Exercises and Lower Limb Muscular Activity

山田　健二 1)　　須藤　明治 2)

Kenji YAMADA, MS1), Akiharu SUDO, PhD2)

1) Institute of Health, Physical Education and Sport Science, School of Physical Education, Kokushikan University: 7-3-1 
Nagayama, Tama-shi, Tokyo 206-8515, Japan TEL +81 42-339- 7200 E-mail: kyamada@kokushikan.ac.jp

2) Graduate School of Sports System, Kokushikan University

Rigakuryoho Kagaku 33(1): 183–186, 2018. Submitted Aut. 30, 2017.  Accepted Oct. 9, 2017.

ABSTRACT: The purpose of this study was to reveal the relationship between toe-gripping exercises and lower limb 
muscular activity. [Subjects and Methods] The subjects were 8 healthy male students. Toe-grip strength of one foot 
was measured by a toe-grip strength meter three times in a chair-sitting posture. Muscular activities of the tibialis 
anterior (TA), lateral gastrocnemius (LG), abductor hallucis (AH) and flexor digitorum brevis (FDB) were measured 
during maximum toe-gripping. [Results] Positive correlations were found between toe-grip strength and TA, AH 
and FDB muscular activities. [Conclusion] The relationships of the toe-grip strength with muscular activities were 
revealed. The results suggest that not only the hallux, but also all of the toes are important for toe-grip strength, 
implying that it is important to train all of the toes.
Key words: toe-grip strength, muscular activity, intrinsic foot muscle

要旨：〔目的〕足把持力と足関節周囲筋との関係について明らかにすることとした．〔対象と方法〕健康な男子大学
生 8名を対象とした．足把持力の計測は，足指筋力測定器を用いて任意の片足とした．最大把持時における前脛骨筋，
腓腹筋外側頭，母趾外転筋，短趾屈筋の筋活動量を計測した．〔結果〕足把持力と筋活動量との関係において，前脛
骨筋，母趾外転筋，短趾屈筋との間に正の相関関係が認められた．〔結語〕足把持力と筋活動量の関係が明らかになっ
た．足把持力には，母趾だけでなく全ての趾が重要であることが考えられ，全ての足趾を鍛えることが重要であると
推察された．
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I．はじめに

二足歩行を行うヒトは安定した立位姿勢を保つうえで，
足で物をつかむ力，いわゆる足把持力は必要不可欠なも
のである．近年になり，握力計を改良した足趾把持力測
定器の開発 1–4)などが進み，高齢者の転倒予防対策を中
心として足把持力が注目されるようになった．転倒の危
険因子とされる下肢筋力，柔軟性，足底感覚などの身体
機能と足把持力との関係 5)から，足把持力の低下は転
倒の危険因子となりうること，転倒経験群と非経験群で
は，転倒経験群のほうが非経験群に比べて足把持力が低
いことが示唆されている 6)．また，足把持力は歩行にお
ける推進力 7,8)や離地時の後方へのキック 9)と関係して
いる可能性が報告されている．これらのことから，高齢
者における足把持力は姿勢の保持や歩行時の転倒などに
影響している一つの要因であると考えられる．さらに，
若年健常者に対し，足把持力と静的および動的平衡能力
との関係において，静的平衡能力よりも動的平衡能力に
おいて足把持力が重要である可能性が示唆されてい
る 7,10)．
足把持トレーニングにおいては，足把持力の向上を目
的とした竹井ら 11)の研究により，タオルギャザーなど
を用いた足把持トレーニングによって，約 4週間で足把
持力を有意に向上させることができると報告されてい
る．さらに，若齢健常者に対してトレーニングを行った
研究 12)において，50 m走や垂直跳びの記録が向上する
ことが報告されている．筆者らが若年者に対して行った
50 m走との関係において，足把持力が高い者ほど疾走
速度が高いことが明らかになった 13)．これらの研究の
ように，足把持力は走能力や跳能力の向上などにも有効
であることが報告されており，日常生活から運動やス
ポーツなど多くの場面で重要となると考えられる．
一方で，足把持時における筋活動測定を行っている研
究は少ない．足把持力は，短母趾屈筋，長母趾屈筋，虫
様筋，短趾屈筋および長趾屈筋の作用によって起こると
され，手の握力に相当するものと考えられている 14)．
足把持力の筋活動を測定している研究では，下腿三頭
筋 15-17)や足関節周囲筋の母趾外転筋を計測し，握力計
を改良した測定器と市販測定器との筋活動の比較であっ
た 17)．前脛骨筋は，足把持時に足関節を背屈させる作
用があり，足趾の屈筋群は足関節底屈の補助筋であるこ
とから，足関節の安定につながることが示唆されてお
り 18)，足把持力にとって重要な筋であると考えられて
いる．長母趾屈筋，虫様筋や長趾屈筋は深層の筋であり，
触診や超音波測定などが困難であるが，母趾外転筋や短
趾屈筋においては，足関節周囲筋の中でも表層にある筋
肉であることから，触診や超音波測定が容易である．母
趾外転筋は，母趾の屈曲や外転として働き超音波法で筋
厚および筋断面積の測定が可能であることが報告されて

いる 19,20)．また，短趾屈筋は，第 2趾から第 5趾の屈
曲に働き，足底の最外層にあることから触診も容易であ
り，超音波法によって筋厚を計測できることが報告され
ている 20)．超音波法によって，足部の筋厚などが測定
されてきているが，筋活動と足把持力との関係について
の検討はいまだ少ないのが現状であり，足把持力と母趾
については検討されているが，第 2趾から第 5趾が足把
持力と関係があるのかについては検討されていない．足
把持力と相関関係のある足関節周囲筋を明らかにするこ
とは，足把持力に関する知見につながると考えられる．
これらのことから，母趾外転筋および短趾屈筋と足把
持力との関係について検討することで，足把持力と足関
節周囲筋に関する基礎的な資料を得ることを目的とした． 

II．対象と方法

1．対象
男子大学生 8名（年齢 21.5 ± 2.9歳，身長 172.0 ± 6.6 

cm，体重 66.5 ± 8.4 kg，BMI22.4 ± 1.7 kg/m2：平均 

± 標準偏差）を対象とした．実験を開始するにあたり，
口頭にて研究の目的，方法および実験に伴う安全性に関
して，十分な説明を行った後に実験参加の同意を得た．

2．方法
足把持力の測定は，足趾筋力測定器（竹井機器工業社
製）を用いて計測した．この測定器は，足趾をかける
バーに指をかけ，手の握力の測定と同様に足趾を屈曲す
ることによって力発揮し，足趾の把持力を計測するもの
である．また，被験者によって利き足が異なるが，村田
ら 4)や甲斐ら 21)によって利き足と非利き足といった左
右差は認められないことが明らかとなっている．そのた
め，本測定は被験者の把持しやすい任意の片足とし，把
持バーを被験者の第 1中足指節関節に合うように調整し
た．測定姿勢は，膝関節 90°屈曲位，足関節底背屈中間
位での椅座位とし，最大努力にて 3回の測定を行い，高
値を代表値として採用した．足把持における最大努力時
に 3秒間キープするように指示した．測定器の高さに
よって非測定足との高さが異なるため，水平になるよう
高さの調整可能なマットを使用した．なお，足把持力発
揮に慣れるため，数回の練習の後に計測を行った．体幹
や膝，足関節の代償運動が生じないようにするため，椅
子の端を握るなどの動作を行わないように，手は大腿に
添えるもしくは身体の横に自然に下ろすよう指示をし
た．また，身体の大きな動作や踵が浮いてしまった際に
は失敗試技とし，休憩をした後に再度計測した．
筋 電 図 測 定 で は， ワ イ ヤ レ ス 電 極 プ ロ ー ブ

（FreeEMG，BTS Bioengineering社製）を用いて，被検
筋を測定足の前脛骨筋，腓腹筋外側頭の下腿 2筋および
母趾外転筋，短趾屈筋の足関節周囲筋 2筋の計 4筋とし
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た．電極の貼付位置については，先行研究 15–17)を参考
に，前脛骨筋では膝関節と足関節を結ぶ線の近位 1/3で
脛骨外側における筋腹，腓腹筋外側頭では膝関節と足関
節を結ぶ線の 30％，母趾外転筋では舟状骨より 1横指
下部，短趾屈筋では足長の近位 40％とした．母趾外転
筋および短趾屈筋については，通常の皿電極を使用して
電極を貼付すると足把持動作に影響することから，ワイ
ヤレス電極プローブに延長電極を使用することで，足裏
への電極の貼付を行った．導出方法は，双極導出法とし
各筋の走行方向に並行して電極を貼付した．サンプリン
グ周波数を 1 kHzで A/D変換し，解析用パーソナルコ
ンピュータに取り込み，筋電解析ソフトウェア
（EMGanalyser）にて解析し，バンドパスフィルタは 20

～ 500 Hz15,16)とした．波形解析については，生波形を
全波整流し，筋電図積分値（以下，iEMG）を求めた．
分析試技については，上記の採用試技の筋活動における
3秒間の中で波形が安定している 1秒間を選定し，各筋
における iEMG値を解析した．
各測定項目の値は，平均値 ± 標準偏差で示した．統

計処理はエクセル統計 2010にて行った．足把持力と各
筋活動量との関係について Peasonの単相関分析を行っ
た．有意水準は 5％をもって有意とした．

III．結　果

足把持力については，22.0 ± 6.4 kgであり，体重あ
たりの足把持力については，0.330 ± 0.093 kg/kgであっ
た．各筋活動量の iEMG値については，前脛骨筋 0.136 

± 0.213 mV，腓腹筋外側頭 0.015 ± 0.013 mV，母趾外
転筋 0.021 ± 0.015 mV，短趾屈筋 0.062 ± 0.033 mVで
あった（表 1）．
足把持力と各筋活動量との関係については，足把持力
と前脛骨筋，母趾外転筋，短趾屈筋の間にそれぞれ有意
な正の相関関係が認められた（表 2）．

IV．考　察

近年になって足で物を掴む力である足把持力が注目さ
れ始め，高齢者の転倒予防や運動能力との関係性などに
ついて研究がされている．また，筋活動の計測について
も進められてきている．しかしながら，被験筋について
は下腿三頭筋などが中心であり，足関節周囲筋の測定は
少ない．そこで，足把持力と足関節周囲筋の筋活動との
関係性について検討することは，足把持力の新たな知見
を広げるうえで重要であると考えられる．
本研究の結果から，足把持力と前脛骨筋，母趾外転筋
および短趾屈筋との間にそれぞれ正の相関関係が認めら
れた．前脛骨筋においては，足把持時に前脛骨筋が働く
ことによって，足関節を背屈させる作用がある．足趾屈

筋群は足関節底屈の補助筋であり 14)，足把持動作は足
関節を底屈させる動きがあり，前脛骨筋の足関節背屈に
より足関節の安定性が向上し，足把持動作を行いやすく
なることが考えられる．先行研究 15)においても，前脛
骨筋と足把持力との間に正の相関関係が認められること
が報告されており，本研究においても同様の結果が得ら
れた．また，腓腹筋外側頭については，先行研究 15)に
おいても関係性が認められず，足把持力には大きな影響
を及ぼさない可能性が示唆された．
母趾の屈曲に働く母趾外転筋と第 2趾から第 5趾の屈
曲に働く短趾屈筋ともに足把持力と正の相関関係が認め
られたことから，足把持力は母趾から第 5趾を用いて把
持されていることが明らかになった．母趾外転筋は，超
音波測定によって筋厚や筋断面積の計測が行われるよう
になり，超音波測定の信頼性について検討されてい
る 19,20)．また，MRIを用いて足関節周囲筋の筋断面積
を計測し，足把持力との関係について検討している研究
では，母趾外転筋の筋断面積と足把持力との間に正の相
関関係が認められている 22)．このことからも母趾外転
筋は足把持力に影響する筋の一つであることが考えられ，
長母趾屈筋や短母趾屈筋などに比べ足部の表層に位置す
ることからも筋電図測定において，足把持力を評価する
筋の一つとして有効であると考えられた．
足把持動作に作用する筋には，その他に虫様筋や長趾
屈筋などがあるが，深層の筋であることから表面筋電図
での測定は困難であると考えられる．短趾屈筋は母趾以
外の足趾の屈曲に働くとされ，足底の最外層に位置する
ことから，表面筋電図での測定が可能であると考えられ
る．本研究の結果からも短趾屈筋と足把持力との間に正
の相関関係が認められ，足把持力における第 2趾から第
5趾までの筋活動について評価する筋として有効である
と考えられた．
以上のことから，足把持力と足関節周囲筋の筋活動量

表 2　足把持力と各筋活動量との相関関係

前脛骨筋 腓腹筋外側頭 母趾外転筋 短趾屈筋

0.8769** –0.2231 0.936*** 0.8626**

**：p＜0.01，***：p＜0.001．

表 1　足把持力と各筋活動量

足把持力（kg） 22.0 ± 6.4
足把持力 /体重（kg/kg） 0.330 ± 0.093
前脛骨筋（mV） 0.136 ± 0.213
腓腹筋外側頭（mV） 0.015 ± 0.013
母趾外転筋（mV） 0.021 ± 0.015
短趾屈筋（mV） 0.062 ± 0.033

平均値 ± 標準偏差．

清水政則

清水政則

清水政則



186 理学療法科学　第33巻　第1号

との間に正の相関関係が認められ，母趾から第 5趾まで
の全ての趾が足把持力に影響していることが明らかにな
り，足把持力の筋電図測定についての基礎的な知見を得
ることができた．しかし，本研究の対象者は過去に運動
部に所属していた男子大学生 8名であったことから，高
齢者や女性および運動習慣のない異なる対象者を増やし
筋電図測定が有効であるのかについて検討する必要が
ある．
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