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第1章
序論

1

第1章
1-1

序論
研究の背景

高齢者にとって健康で自立した生活を送ることは極めて重要であり，そのた
めに歩行能力の維持は必須である．しかしながら，歩行能力は加齢に伴い低下す
る(Guralnik et al.，1993)．Christ et al. (1992) の研究によると，筋力は加齢と共に
低下するが，その低下率は足の底屈力において顕著に表れることが示されてい
る．また，Devita and Hortobagyi (2000)

は高齢者と若年者の間で，足関節周りの

筋群の稼働率について研究した結果，高齢者の股関節伸筋群の使用率は若年者
の 279％であったが，足の底屈筋群の使用率は若年者の 29％と少なかったこと，
さらに，高齢者の歩幅は 4％短く，歩調が４％速かったことを報告している．こ
れらの報告から，高齢者は若年者とは異なる歩行運動様式を取ることが分かる．
すなわち，高齢者は底屈筋群をあまり使用せず，そのため，さらなる底屈筋群の
筋力低下を招き，歩行全体に影響が及ぶという悪循環が起こると考えられる．ま
た，Schmitz et al. (2009) の研究によると，高齢者と若年者の歩行の違いは歩行
速度が上がるほど顕著にみられるとし，高齢者のヒラメ筋使用率は若年者と比
較し，速歩時では 20％少なかったとしている．

以上のように筋力は加齢に伴い低下するが，一方で，トレーニングにより改善
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がみられることも事実である．たとえば，バレエトレーニングでは，
「ポワント
（つま先を伸ばす動作）」が頻繁に要求される．ポワント動作時には足関節底屈
に必要な腓腹筋やヒラメ筋のみならず，つま先底屈筋群（長母趾屈筋，長趾屈筋，
短母趾屈筋，短趾屈筋等）が動員される．とくに，ポワントシューズ（つま先立
位のための専用バレエシューズ）を着用した場合，通常の立位姿勢から中足骨頭
を経由し，つま先立位姿勢をとるため，ポワントシューズを使用しない時よりも
さらにつま先底屈屈筋群が使用されることとなる．12 週間のバレエトレーニン
グを受けたバレエ群はトレーニングを受けていない対照群と比較し，下腿後部
筋厚に有意な増加がみられ，この結果から，底屈筋群の筋力増加が推察されてい
る（小室，2012）.

この研究では，下腿後部に位置する足関節底屈筋の肥大が

確認されたが，バレエトレーニングの内容から，つま先底屈筋の活性化に伴う筋
力増加が推察される．以上の先行研究に基づき，本研究ではつま先の底屈力
（Strength of Toe Plantar Flexion: STPF）について研究することとした．

1-2

つま先ならびにその底屈力の解剖学的定義

Lambrinudi

(1932)

は中足骨頭以遠部をつま先と定義している．本研究にお

いても，つま先は中足趾節（metatarsophalangeal: MTP）関節以遠の足趾

(基節

骨：Proximal phalanx，中節骨：Middle phalanx，末節骨：Distal phalanx) 領域とする

3

（Fig. 1）．つま先の運動機能は歩行の安定化であり（Lambrinudi, 1932, Hughes et
al., 1990），つま先は荷重負荷領域を広げる効果を有するとされる (Hughes et al.,
1990). すなわち，歩行立脚終期では片足支持となり，踵は挙上されつま先は MTP
関節で背屈するが，このとき，全体重は中足骨頭とつま先にかかる(Lambrinudi,
1932)．MTP 関節のつま先背屈は，拮抗筋となるつま先屈筋群により調整される
ため安定性が制御される（ペリー, 2007）．つま先の長屈筋群（長母趾屈筋，長趾
屈筋）
・腱は，中足骨頭下を通過してつま先先端の末節骨に付着し，筋収縮する
ことで中足骨頭－末節骨の支点領域をサポートする(Lambrinudi, 1932)．

Toe

① Distal phalanx
② Middle phalanx
③ Proximal phalanx
MTP Joint

Fig. 1.

Bones of the toe: Distal phalanx, Middle phalanx,

Proximal phalanx. MTP Joint: Metatarsophalangeal Joint.
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底屈（Toe plantar flexion）とは足部の下方への運動（ペリー, 2007），言い換えれ
ば，足部の背側が脛骨から離れていく運動であり（Houglum and Bertoti, 2013），
本研究ではつま先の底屈とは，MTP 関節におけるつま先の足部下方運動と定義
した（Fig. 2）．

Hip Joint

Knee Joint

MTP Joint
Ankle Joint

Toe plantar flexion

Fig. 2. Toe plantar flexion. This diagram shows the movement
of toe plantar flexion. MTP Joint: Metatarsophalangeal Joint.

5

つま先の底屈に関わる関節には MTP 関節，ならびに，それより遠位にある近
位趾節間関節（ Proximal interphalangeal Joint：PIP Joint） ，遠位趾節間関節（ Distal
interphalangeal Joint：DIP Joint），趾節間関節（Interphalangeal Joint：IP Joint）がある（Fig.

3）．それらの関節は，関節をまたぐ屈筋群の収縮によりつま先を足部裏面方向に
回転させる．

IP Joint

DIP Joint
PIP Joint
MTP Joint

Fig. 3. Joints of toe. MTP joint: Metatarsophalangeal Joint. PIP
Joint: Proximal interphalangeal Joint. DIP joint: Distal
interphalangeal Joint. IP Joint: Interphalangeal Joint.
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つま先底屈を引き起こす代表筋としては，長母趾屈筋（Flexor hallucis longus），
長趾屈筋（Flexor digitorum longus），短母趾屈筋（Flexor hallucis brevis），短趾屈
筋（Flexor digitorum brevis），小趾外転筋（Abductor digiti minimi），短小趾屈筋
（Flexor digiti minimi brevis）などが挙げられる．それらの筋肉は起始部と停止部
に基づき，足関節をまたぐ足の筋群を足の外在筋（Extrinsic）と呼び，また，足
関節をまたがず足内に起始と停止がある筋群を足の内在筋（Intrinsic）と呼ぶ
（Houglum and Bertoti, 2013）．足の内在筋は足の細かな動きを生じさせる．また，
足の外在筋は MTP 関節のみならず足関節もまたぐため両関節に作用する（二関
節筋）
．つま先の屈筋群（Toe flexors）は Table 1 のように外在筋と内在筋に分類
される．

Table 1.

Intrinsic and Extrinsic flexor muscles of the toe.

type

muscle

Intrinsic / Extrinsic

Toe flexors

Intrinsic

Flexor hallucis brevis, Flexor digitorum brevis，
Abductor digiti minimi, Flexor digiti minimi brevis

Extrinsic

Flexor hallucis longus, Flexor digitorum longus
（Smith et al., 1996）
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また，つま先底屈にかかわる屈筋群（Toe flexors）は，母趾に底屈作用を引き
起こす母趾屈筋群（Hallux flexors）と，第 2 趾から第 5 趾に底屈作用を引き起こ
す母趾以外の足趾屈筋群（Flexors of the 2nd-5th

phalanges）の二つに分けられる

（Table 2）．

Table 2.

Toe flexor muscles of hallux and the other phalanges.

Phalanges

Muscles

Phalanges

Toe flexors

Hallux

Flexor hallucis longus，Flexor hallucis brevis

The 2nd-5th phalanges

Flexor digitorum longus，Flexor digitorum brevis，
Flexor digiti minimi brevis, Abductor digiti minimi
(河合，2009)

つま先底屈力とは，つま先を底屈させる力（Strength of toe plantar flexion: STPF）
のことである．つま先が底屈した時の状況を Fig. 4 に示した．本研究では，STPF
計測時につま先裏面全体を剛性板にて固定することとした．これによりつま先
底屈の回転は妨げられ，底屈時につま先裏面の剛性板が下方向に押されること
となる（すなわち，等尺性収縮：isometric contraction となる）．この時の板を押
し下げる力を STPF と定義した（Fig. 5）．
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Toe plantar flexion

Fig. 4. Diagram of toe plantar flexion when there is nothing in contact with the back
of the foot.

Fig. 5.

Diagram of toe plantar flexion when there is a plate at the back of the foot.
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つま先底屈力 STPF が低下する要因として，以下に４点述べる．

（1）加齢
STPF は加齢による影響を受ける（Menz et. al., 2006, Spink et al., 2010, Endo et
al., 2002）．Menz et al.（2006）は健康な高齢者（平均年齢 74.6 ± 5.7 歳）40 名（男
女各 20 名）ならびに健康な若年者（平均年齢 20.8 ± 2.2 歳）40 名（男女各 20 名）
の STPF を，足圧分布計測計とペーパーグリップテストにより計測した（計測方
法の詳細については後述）．その結果，高齢者は若年者と比べ，母趾底屈力
（Strength of hallux plantar flexion：SHPF）は 32％，母趾以外の足趾底屈力は 27％
小さかったと報告している．Spink et al. (2010)は手持ち計測器を使用し，36 名
（男性 17 名，女性 19 名）の高齢者（平均年齢 77.1 ± 5.7 歳）ならびに同人数の
若年者（平均年齢 23.2 ± 4.3 歳）の母趾と母趾以外の足趾の底屈力を計測した．
その結果，高齢者は若年者と比べ，SHPF では 36.5％，母趾以外の足趾底屈力で
は 23.7％小さかったと報告した．Endo et al. (2002) は床反力計を使用し，高齢者
（男性 10 名, 65 - 80 歳，女性 10 名, 68 - 84 歳）ならびに健康若年者（男性 10
名,19 - 26 歳，女性 10 名, 18 - 24 歳）のつま先底屈力を計測した．その結果，高
齢者の底屈力は若年者と比べ 28.9％小さかった．以上の研究からも，STPF は加
齢とともに低下することがわかる．
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（2）足部疾患
STPF は足底筋膜症などの足部疾患によっても低下する．Allen and Gross（2003）
は 18 歳から 60 歳までの片足足底筋膜症群（男性 4 名，平均年齢 41.5 ± 12.8 歳，
女性 16 名，平均年齢 45.8 ± 8.4 歳）ならびに同人数の対照群（男性平均年齢 40.5
± 9.9 歳，女性平均年齢 43.7±7.7 歳）の STPF を計測した．その結果，筋膜に炎
症を伴う足の STPF は炎症を持たない足の底屈力より有意に小さく（p < 0.05），
また，足底筋膜症群の STPF は対照群よりも有意に小さかった（p < 0.05）こと
を見出している．

（3）足に影響を及ぼす疾患
STPF は足自体の疾患のみならず，その他の疾患の影響を受け低下する．De Win
et al. (2002) は 496 名のハンセン病患者群と 170 名の対照群の母趾と母趾以外
の足趾の底屈力をペーパーグリップテストを用いて計測した．その結果，ペーパ
ーグリップテストの失敗率はハンセン病患者群において，母趾 35.9％，母趾以外
の足趾 49.6％であった（ペーパーグリップテスト失敗は STPF が低下しているこ
とを示す）
．一方，対照群の失敗率は母趾 7.1％，母趾以外の足趾 17.6％であり，
つま先全体では，ハンセン病群の失敗率は対照群と比較し有意に大きかった（p
< 0.01）と報告している．このように STPF 低下は足部以外の疾患からも影響を
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受けることがわかる．

（4）足趾の変形
STPF は足趾の変形によっても低下する．Hida et al. (2017) は外反母趾群（女
性 25 名）ならびに同年齢の対照群（女性 13 名）の歩行時における足圧分布を計
測した．その結果，外反母趾群における母趾の最大 STPF（57.63 ± 37.18 N）は，
対照群（96.78 ± 36.42 N）より有意に小さかった（p＝0.011）と報告している．
また，Mickle et al. (2009) は 60 歳から 90 歳までの高齢者 312 名（男性 158 名，
女性 154 名）を対象に立位で STPF を計測した．その結果，中～重度の外反母趾
症（36 名）やその他の足趾変形症（74 名）を持つ足趾変形群の底屈力は，足趾
の変形を持たない対照群と比較し有意に小さかった（各 p < 0.01）と報告してい
る．

つま先底屈力低下の影響
次につま先底屈力が低下した時に生じる影響について 2 点述べる．

（1）転倒リスク
歩行周期の片足支持末期においては，つま先に全体重がかかり (Lambrinudi,
1932)，つま先は MTP 関節で背屈するが，その背屈はつま先屈筋群の収縮により
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安定調整されている（ペリ－, 2007）．そのため，STPF 低下によりつま先屈筋群
がその背屈を制御できなくなると転倒傾向となると考えられる．Laughton et al.
2003 は転倒経験のある高齢者，転倒経験の無い高齢者，ならびに，健常成人の
静止立位時のバランス能力について研究した．その結果，転倒経験のある高齢者
は健常成人と比較し，立位姿勢を保持している間の足圧中心の前後の揺れが有
意に大きかったことを報告した．また，Du Pasquier et al.（2003）は，25 歳から
83 歳までの 50 名を対象に静止立位バランス機能を調査した結果，加齢に伴い足
圧中心の前後（Anterior-Posterior）方向の移動速度は増加し，その傾向は 60 歳以
上で顕著であったことを報告している.

これらの研究から高齢者は STPF の低

下により正中面内の揺れが大きくなることが分かる．

Mickle et al. (2009)

は転倒歴について，転倒歴が確認された転倒群（107 名）

と転倒歴を持たない対照群（196 名）に分けたうえで，1 年間のコホート研究を
行った．転倒群の多くには重度の外反母趾と母趾以外の足趾変形が確認され，母
趾と母趾以外の足趾における底屈力はそれぞれ有意に小さかった（各 p < 0.01）．
Menz et al. (2006) らも高齢者 176 名（男性 56 名，女性 120 名，平均年齢 80.1 歳）
の STPF をペーパーグリップテストで計測し，同時に，過去一年間の転倒歴を調
査した．176 名のうち，転倒群は 71 名，非転倒群は 104 名であった．転倒群に
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おけるペーパーグリップテストの失敗率は非転倒群と比較し高く，とくに母趾
以外の足趾で有意に高かった（p < 0.01）と報告している．この研究から母趾以
外の足趾の底屈力が転倒リスク回避に影響を与えていることが分かる．また，ペ
ーパーグリップテスト結果と静止立位バランス機能との関係を調査したところ，
母趾と母趾以外の足趾のペーパーグリップテストに失敗した被験者は姿勢の揺
れ，最大バランス範囲，姿勢制御において有意に低いスコアであったと報告して
いる（Menz et al., 2005）．

（2）歩行速度の低下
一般的なヒト正常歩行における床接地期間の研究では，全歩行周期における
単下肢支持期の割合は 40％であるとされ（Murray et al., 1964），また，歩行速度
が低下するとこの単下肢支持期は短くなる（ペリー，2007）とされる．STPF が
低下した高齢者は，この単下肢支持期における背屈動作を足趾屈筋群により適
切に制御できないため，直ぐに両下肢支持となり，従って，単下肢支持期が短く
なる．その結果，前方への足の繰り出し距離も少なくなり，歩行速度も低下する．
さらには，単下肢支持期が消失すると，いわゆる「すり足」状態となる．Péter et
al. (2015) は 11 名の男性被験者（24.7 ± 3.7 歳）の右足の長母趾屈筋について以
下の調査を行った．筋活動計測として，筋電図計を使用した．また，歩行中の床
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反力計測にはカスタムメイド床反力計を使用し，足圧計測には靴中敷き型足圧
計測システムを使用した．その結果，長母趾屈筋の筋活動は SHPF と歩行スピー
ドに比例したことを報告している.

1-3

本研究の目的

つま先底屈力 STPF は，歩行の安定性維持と身体の前進に関与し，その低下は，
転倒リスクを高める．とくに高齢者の転倒は寝たきりになる危険性が高く，自立
生活を脅かす．そのため定期的な STPF 計測により，その低下を早期に発見する
必要があると考える．計測に際しては，最終的には，ひとりで家庭でも計測でき
るよう機材や手法を含めて開発することが適切と考える．そのために，本研究の
目的を，STPF 計測が一人でできるような簡易 STPF 計測方法を確立するととも
に，簡便に利用が可能な軽量計測デバイスとして設計製作し評価すること，とし
た．本研究でのつま先底屈力計測デバイスに求められる仕様としては，
①軽量小型（持運び可能な大きさと重量）
②老若男女どの足サイズにも対応（どの足サイズでも使用できるデバイス
ならば，多くの人々が使用でき経済的である）
③装着が容易（手軽に計測できるデバイスが求められる）
④足裏に確実に固定できること（最大 STPF 出力時にも足部とデバイスが
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ずれることなく，確実に足裏に固定できるデバイスであること）
⑤十分な剛性を有すること（つま先が足裏のセンサシートを押すことで足圧
を計測するため，デバイスは十分な剛性を要する）
とした．また，デバイスの評価方法には変動係数（coefficient of variation: CV）％
を用いることとした．すなわち，CV％は，標準偏差を平均値で除することで求
められ，値が高いほど，個々のデータのバラつきが大きいことを示す．得られた
データ全体の CV（％）は，被験者間（inter participants）の個人差を示す．CV％
は計測する対象によっても異なる．例えば，2018 年度の政府統計（e - Stat）によ
ると若年女性の握力（20 - 24 歳）の CV％は 19％，上体起こしは 26％であった．
また，高齢女性（65 - 69 歳）の握力の CV％は 16％，上体起こしは 67％であっ
た．先行研究における CV（％）は，若年女性の母趾底屈力，母趾以外の足趾の
底屈力ともに 53％，高齢女性の母趾底屈力は 49％，母趾以外の足趾の底屈力は
52％であった（Menz et al., 2006）．この研究に基づき，本研究での STPF の CV％
は 50％を基準とし評価することとした．

1-4

先行研究におけるつま先底屈力計測時の姿勢

STPF 計測時の姿勢は計測に影響を与えるため重要な検討要素であり，先行研
究でも様々な姿勢が提案されている（坐位：seated，立位：standing，長坐位：long
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leg，仰臥位：supine など，Table 3）．ここでは，それらの姿勢について計測信頼
性・簡便性との関連を述べる．

Table 3.

Method and Posture of the previous studies.

Author

Method

Posture

Péter et al. (2015)
Goldmann et al. (2013)
Saeki et al. (2015)
Saeki et al. (2017)
Ridge et al. (2017)
Goldmann et al. (2015)
de Win et al. (2002)
Menz and Morris (2006)

In shoe pressure sensor
Custom-made dynamometer
Custom-made dynamometer
Custom-made dynamometer
Custom-made dynamometer
Custom-made dynamometer
Paper grip test
Paper grip test

long leg
seated
seated
seated
seated
seated
seated
seated

Menz et al. (2006)
Healy et al. (2018)
Nihal et al. (2002)
Allen and Gross (2003)
Misu et al. (2014)
Kurihara et al. (2014)
Yoshimoto et al. (2017)
Suwa et al. (2017)
Endo et al. (2002)

Paper grip test above a pressure mat
Paper grip test above a pressure mat
Pressure sensor
Strain-gauge scale
Toe-grip dynamometer
Toe-grip dynamometer
Toe-grip dynamometer
Toe-grip dynamometer
Force plate

seated
seated
seated
seated
seated
seated
seated
seated
standing

Mickle et al. (2009)
Mickle et al. (2016)
Senda et al. (1999)
Spink et al. (2015)
Blażkiewicz et al. (2015)
Hida et al. (2017)

Pressure mat
Pressure mat
Custom-made dynamometer
Hand-held dynamometer
Hand-held dynamometer
In shoe pressure sensor

standing
standing
supine
supine
supine
walking

Randolph et al. (2000)

In shoe pressure sensor

walking

17

（1）坐位
STPF を計測する先行研究においては多くの実験が坐位で実施されている
（Table 3）．
Allen and Gross（2003）は 18 歳から 60 歳までの片足底筋膜炎を持つ患者と足
底筋膜炎を持たない対照群の STPF を電子歪ゲージ秤で計測した．計測中，被験
者の姿勢としては，坐位で膝関節を 90°に維持し，足関節は伸展・屈曲のない 0°
（足関節 90°）に維持した．つま先は秤から下がっている計量バーの上に載せ，
大腿，下腿，足首は固定器に紐で拘束された．また，計測中は踵を浮かさないよ
う指示された．Nihal et al. (2002) はダンサー群 24 名（男性 6 名，女性 18 名：平
均年齢 21 ± 2 歳）と対照群 29 名（男性 13 名，女性 16 名：平均年齢 27 ± 3 歳）
の等尺性 STPF を Flexi Force システム（Tekscan Inc., USA）を使用して坐位姿勢
で計測した．被験者は高さを調整できる椅子に座し，足関節，膝関節，股関節を
それぞれ 90°に保った．実験補助者は計測中，片手を被験者の踵の後ろに置き，
踵が床から挙上しないように確認した．また，もう一方の手は被験者の大腿の上
に載せ大腿四頭筋の活動がないか，また，脚が挙上していないか確認した．Healy
et al. （2018）は糖尿病性神経障害を持つ患者 69 名（女性 27 名，男性 42 名）の
SHPF を坐位姿勢で計測した．計測中，被験者は椅子に坐位し，股関節，膝関節，
足関節を 90°とした．計測足は足圧計 MatScan® (Tekscan, USA)
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に載せ，その上

でペーパーグリップテストを行った．計測者は被験者の踵が足圧計上にあるこ
とを確認しつつ，親指下に置いた紙を引き抜いた．

上記の３点の先行研究のように，坐位で STPF を計測する際には，ストラップ
による拘束や人の手による拘束など， STPF を計測するために多くの労力が費
やされ煩雑さの要因となることが分かる．

（2）立位
Nihal et al.（2002）は立位姿勢で STPF を計測している．計測時には計測助手
が踵が上がらないよう踵の後部を押さえるとともに，被験者は前傾姿勢となら
ないよう指示された．足趾の変形と転倒歴について研究を行った Mickle et al.
(2009) も STPF を立位で計測している．被験者は被計測足を足圧計測マットの
上に置き，つま先全体でマットを強く押す，ないし，親指だけでマットを押す，
ことによる計測方法であった．また，年齢と性の違いが STPF に及ぼす影響につ
いて研究した Endo et al. (2002) も STPF を立位姿勢で計測している．被験者は片
足を床反力計の上に載せ，できるだけ前傾姿勢となり 1～2 秒間静止した時の
STPF を計測した．静止立位で前傾姿勢となることは STPF の計測に誤差影響（過
大評価傾向）を及ぼすため，姿勢の調整が難しいと考えられるが，Endo et al.
(2002)

は前傾姿勢を利用し最大前傾姿勢時のモーメントを求める計測方法で
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あった．

（3）長坐位
長坐位は膝関節を 180°に進展したまま坐位する姿勢である．伸展した足が固
定面に接している場合，つま先を底屈することで全体的な姿勢が変化すること
が考えられる．また，被験者の椅子に背もたれがある場合はさらに影響を受ける
可能性がある．これらの姿勢変化は容易に計測誤差に繋がると考えられる．Péter
et al. (2015) は 11 名の男性被験者（24.7 ± 3.7 歳）の右足の長母趾屈筋について
SHPF を調査した．筋活動は筋電図計 a telemetric system（Noraxon Inc.）を使用
し，歩行中の床反力はカスタムメイド床反力計を使用し，足圧は靴中敷き足圧計
測システム，Pedar-X（Novel, Munich, Germany）を使用した．等尺性収縮性底屈
力はカスタムメイドの動力計を使用した．計測中の股関節，膝関節，足関節，第
一中足趾節関節の角度はそれぞれ 120°，0°，90°，0°に設定した．足は確実に器
材に紐で拘束された．また，計測中に踵が挙上しないようシートを出来る限り足
の固定器に近づけた．この姿勢による計測も煩雑であることが分かる．

（4）仰臥位
仰臥位はベッドに仰向けで横たわる姿勢であり，手持ち計測器を用いて STPF
を計測する際に採用される姿勢である．Spink et al. (2010)は手もち計測器を使用
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し，36 名（男性 17 名，女性 19 名）の高齢者（平均年齢 77.1 ± 5.7 歳）と同人数
の若年者（平均年齢 23.2 ± 4.3 歳）の脚と足趾の筋力を計測した．実験は仰臥位
で行われ，足はベッドの外に出るよう（空中に出るよう）設定した．被験者は股
関節，膝関節を伸ばし，下腿は足関節近位で計測者により固定された．さらに，
STPF 計測時は，足関節は足関節屈筋群の共収縮を防ぐため，被験者の足は受動
的に計測者の片手で最大底屈位に固定された．計測者は手持ち計測器を他方の
手で持ち，被験者はそれに対し足趾の底屈を行った．この計測方法では，STPF
に対抗する熟練された手持ち計測器の固定手技が要求されると考えられる．

以上のように先行研究では様々な姿勢で STPF の計測が実施されているが，そ
の多くが坐位で行われている．坐位の場合，つま先の長屈筋群は，足関節と MTP
関節の両方に対し底屈作用を持つため，STPF 計測には足関節底屈作用を制御し
つつ（抑制しつつ），MTP 関節のみ底屈させなければならない．従って，つま先
以外の下肢の拘束条件が必要となり，被験者も足関節を底屈させずに MTP 関節
だけを底屈させるという高い巧緻性が求められる．
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1-5

先行研究におけるつま先底屈力計測機器

以下では先行研究で用いられている各種つま先底屈力計測機器について述べ
る．

（1）足圧分布計測機
各種の足圧分布計測機について述べる．

マット式足圧分布計測機
足部機能と歩行分析のための静的および動的足圧力計測データ取得，静止立
位バランス機能評価，姿勢データを評価するための薄型圧力感知マットであり，
足部機能分析，歩行分析，姿勢安定性，体動揺分析などに使用される． Menz et
al.（2006）は，健康高齢者（平均年齢 74.6 ± 5.7 歳）40 名（男女各 20 名），なら
びに，健康若年者（平均年齢 20.8 ± 2.2 歳）40 名（男女各 20 名）を対象に，STPF
をペーパーグリップテストと同時にマット式足圧分布計測機である MatScan®
（Tekscan, USA) を使用し比較した．その結果，ペーパーグリップテストに合格
した被験者は不合格の被験者と比較し，母趾とその他の足趾の底屈力はそれぞ
れ有意に大きかった（各 p < 0.001）．

靴中敷き式圧分布計測機
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靴中敷き式圧分布計測機は，靴の中に敷くことで歩行中の足圧分変化を計測
するためのセンサシステムである．計測対象者の体重がセンサシートに加えら
れると，圧力が加わっているセンサセルの電気抵抗値が変化する．このセンサセ
ルごとの電気抵抗値を読み取ることで，加えられた圧力の分布と大きさを検出
する．
Hida et al. (2017) は外反母趾が歩行中の親指に及ぼす影響を調べるため，外
反母趾群（女性 25 名）と同年齢の足の変形を持たない対照群（女性 13 名）の
足圧分布を F-schan（Tekscan, USA）を用いて比較した．その結果，外反母趾群
における母指の最大底屈力（57.63 ± 37.18 N）は対照群（96.78 ± 36.42 N）と比
較し有意に小さいことを示した（p＝0.011）．また，Randolph et al.（2000）は圧
センサの計測信頼性を調査するため，被験者 10 名に対し 4 セットの F-Scan セ
ンサシート使用し，各シートから出力される歩行中ピーク圧力を計測比較し
た．その結果，4 セットから得られたピーク圧力値は，シート間に有意な差は
見られなかったとしている．

圧力計測フィルム（プレスケール，富士フィルム株式会社，日本）
圧力計測フィルムとはフィルム面に圧力を印加することで，フィルムに含ま
れる発色剤（無色染料）が顕色剤と化学反応を起こし赤く発色する仕組みである．
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その発色濃度を，事前に用意されている標準色見本と照らし合わせ，目視にて圧
力を読み取る（したがって単回利用・使い捨てとなる）．プレスケール圧力画像
解析システム FPD - 8010J を使用することで定量的な圧力解析も可能である．フ
ィルムは計測目的に合わせ，計測範囲の異なる９種類が用意され，0.006-300 MPa
の圧力領域に対応する．精度は±10％以下（周囲温度 23℃，湿度 65%RH），使用
推薦温度は 20～35℃，使用推薦湿度は 35%～80%RH である．微圧印加状態では
計測終了時間は 5 秒であり，計測保持時間は 5 秒の合計 10 秒である（その間に
圧力値を読み取る）．安価であること，また，おおよその圧力が瞬時にわかると
いう利点がある．Patterson et al. は計測を終えた圧力計測フィルムを異なる４つ
の保存方法でその保持時間を調査した．即ち，①保護テープでフィルムをカバー
し蛍光灯に光の下に曝す，②フィルムをカバーせずに蛍光灯の光の下に曝す，③
保護テープでフィルムをカバーし暗室に保管，④フィルムをカバーせずに暗室
に保管，の４条件である．その結果，カバーせずに光にさらされたフィルムで発
色した色濃度は２時間で薄くなったことを報告している．本フィルムの利用に
際し留意すべき結果と考える．

（2）手持ち計測器
手持ち計測器は，計測者が計測器を手で持ち，それに対し被験者が力を加える
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ことで筋力計測する最もシンプルな計測器である．さまざまな状況下で最大随
意収縮（MVC）が計測可能という特徴があり，ほぼすべての臨床関連筋群に使
用可能である（CITEC user guide）．Spink et al.（2010）は手持ち計測器を使用し，
36 名（男性 17 名，女性 19 名）の高齢者（平均年齢 77.1 ± 5.7 歳）
，ならびに，
同人数の若年者（平均年齢 23.2 ± 4.3 歳）の母趾と母趾以外の足趾の底屈力を計
測した．手持ち計測器の信頼性を調査すると共に，高齢者と若年者の底屈力を比
較することを目的とした．計測者は 2 名で，それぞれすべての被験者を連続 3 回
計測した．また，再現性を調査するため，1 週間後に再度計測を実施した．その
結果，データの再現性は高く，高齢者の STPF は若年者と比較し有意に低いこと
を示した（母指，母指以外の足趾：各 p < 0.001）．Healy et al. (2018) は 69 名の
糖尿病性神経障害を持つ被験者の母趾底屈力をペーパーグリップテストならび
に手持ち計測器を使用して計測し，ペーパーグリップテストの妥当性について
調査した．ペーパーグリップテストで合格した（すなわち，十分な STPF を示し
た）被験者は，手持ち計測器で計測された底屈力値も有意に大きかった．また，
男性の底屈力は女性よりも大きかった．ペーパグリップテストと手持ち計測器
には中程度の相関がみられたとしている．

（3）ペーパーグリップテスト
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計測に際し，紙片を床上，被計測者の足趾下に置き，その紙片を計測者が引っ
張ることで STPF を評価する最も単純な評価方法（スクリーニング法）である．
すなわち，被験者は紙が引き抜かれないように足趾で押さえることで STPF を評
価する．本テストでは，紙片が引き抜かれなければ成功（すなわち STPF が高い），
引き抜かれれば失敗（すなわち STPF が低い）とする．被験者がその紙を押さえ
られたか否か，また，押さえられた回数で筋の強さを計測する方法である．本テ
ストを足圧計測機上で行うこともあり，その場合は，足圧も同時に計測可能であ
る．

Menz et al. (2006) はつま先の足底屈力をペーパーグリップテストを使用して
計測した．被験者は坐位で，腰，膝，足首を 90°に維持した．被験者は，紙（280
g / m2 の非ラミネート紙：85 × 55 mm 標準名刺サイズ）をつま先の筋肉で押さえ
るように指示された．実験では，計測者が足首と前足部を押さえつつ，被験者の
つま先下の紙を引きぬこうとした．テストは母趾とそれ以外の足趾において各 3
回ずつ実行された．各試行の時間は約 3～4 秒であった．3 回の試行ですべて成
功，あるいは失敗 1 回の場合をパスとした．ペーパーグリップテストは足圧分
布計測機の上で行われ，若年群と加齢群間，また，男性群と女性群間で比較する
ことを目的として実施された．さらに，ペーパーグリップテストの結果と足圧分
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布計測機で計測された足趾の底屈力を比較し，ペーパーグリップテストの有効
性を比較することを目的とした. また，Menz et al. (2005) は高齢者 176 名（男性
56 名，女性 120 名，平均年齢 80.1 歳）の STPF をペーパーグリップテストで計
測した．また，その結果とバランス能力との関係を調査した．その結果，母趾と
母趾以外の足趾のペーパーグリップテストに失敗した被験者は立位姿勢動揺
（Postural sway），最大傾斜立位姿勢（the maximum balance range test），姿勢調整
力（coordinated stability test）において有意に低いスコアであった．また，一年間
以内の転倒調査では 176 名のうち，転倒群は 71 名，非転倒群は 104 名であった．
転倒群におけるペーパーグリップテストの失敗率は，非転倒群と比較し高かっ
た．とくに，母趾以外の足趾で有意に高かったとしている（p < 0.01）．

（4）床反力計
床反力とは，歩行などの運動に際し，足底を通じて床から身体に加わる反力で
あり，実際に接地している足底面に分布する力の集合である（山本澄子，1997）．
Endo et al. (2002) は床反力計を使用し，医師の診察を受けた高齢者（男性 10 名，
65 - 80 歳，女性 10 名, 68 - 84 歳）と健康若年者（男性 10 名,19 - 26 歳，女性 10
名, 18 - 24 歳）の STPF を計測した．その結果，若年者の STPF は高齢者と比べ，
39.1％大きいことを示している．

27

（5）筋電計
収縮時に筋繊維に生じる電気信号を記録する機器であり，筋力の推定が可能
（ペリー，2007）である．また，筋電図とは筋電位を記録し表したものであり
（Kizuka et al., 2006），筋活動の大きさを計測するために使用される．Péter et al.
(2015) は 11 名の男性被験者（24.7 ± 3.7 歳）の右足の長母趾屈筋について収縮時
の筋電信号を調査した．筋活動は筋電計を使用して計測された．また，歩行中の
床反力計測にはカスタムメイド床反力計を使用し，足圧計測は靴中敷き足圧計
測システムを使用した．等尺性底屈力の評価についてはカスタムメイドの動力
計を使用した．その結果，長母趾屈筋の筋活動は母指の底屈力と歩行スピードに
比例して増加した．また，歩行中の母指底屈力の絶対ピーク値は歩行スピードと
相関があった．すなわち，長母趾屈筋の強化は歩行スピードの増加につながるこ
とを明らかにした．
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1-6

本論文の構成

本論文は全 6 章からなる．
第 1 章では，研究背景，研究目的，つま先底屈力についての基本的な説明とその
機能，ならびに，先行研究におけるつま先底屈力計測時の姿勢と計測機器につい
て述べた．
第 2 章では，本論文で提案するオリジナルな計測方法である，つま先底屈力計
測デバイスの設計・製作について述べる．
第 3 章では，本研究で開発された新つま先計測方法の被験者計測評価について
述べる．
第 4 章では，つま先底屈力に対する母趾底屈力の寄与割合について述べる．
第 5 章では，本手法の社会実装に向けた考察について述べる
第 6 章では，本研究の結論を述べる．
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第 2 章 つま先底屈力計測デバイスの設計・製作
2-1

計測仕様

本研究では，計測助手の補助や被験者の巧緻性を必要とせず，かつ，機械的拘
束が不要な計測方法として，つま先を挙上させて STPF を計測する手法を考案し
た．つま先を挙上する方法，すなわち，足の遠位端を自由にする方法は，第 1 章
で述べた先行研究におけるつま先底屈力計測時の姿勢のうち，立位姿勢とその
ほか 3 計測姿勢（坐位姿勢，長坐位姿勢，仰臥位姿勢）でも工夫次第で可能であ
った．すなわち，坐位姿勢の場合は，ベッド，テーブル，高椅子などに座り足部
を地面から離す，長坐位姿勢の場合は，ベッド，テーブルなどの上に座り，膝を
伸ばし，足関節以遠を端から出す，仰臥位姿勢の場合もベッドに仰向けに横にな
り足関節以遠をベッドの端から出す，などである．立位姿勢の場合は，足を挙上
することで足の遠位端を自由にすることができ，高椅子，ベッド，テーブルなど
の什器は不要である．そこで，本研究での STPF 計測は，立位姿勢，脚挙上，膝
関節伸展，足関節底屈の姿勢条件のもとで，つま先底屈を行うこととした．

本研究における STPF 計測では，足部先端を床（地面）に固定せず，離床させ
て計測する．そのため，軽量である必要がある．第 1 章の先行研究で使用されて
いる計測機器のなかで，挙上された足の STPF 計測が可能な計測機器としては，
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靴中敷き式圧力分布計測機，圧力計測フィルム，手持ち計測器，筋電計である．
手持ち計測器は，被験者の足趾に接しており，底屈力が発揮された場合でも，計
測者は計測器が動かないよう保持しなければならない．そのため計測に熟練性
が求められることから選択肢から除いた．次に，筋電計であるが，計測に際し，
足の筋の特定に超音波計を使用する必要があり，簡便でなくなることからやは
り不適と考えた．また，圧力計測フィルムは，色の濃淡から足圧を評価する方法
であり，将来的には一般ユーザが定期計測を行う際に活用可能と考えるが，計測
方法とデバイスの定量評価には不適と考えた．それらの計測法に対し，靴中敷き
式圧力分布計測機は，足全体の足圧データからつま先部の足圧を分割計算する
ことが可能であり，さらに，軽量であるため，足裏に計測シートを取付け挙上す
る動作には適すると考えた．目指すデバイスは，軽量であることは勿論のこと，
計測者の熟練度に関わらず足圧が数値化できることが求められる．本研究目的
は，足を挙上して行う STPF 計測方法とカスタムメイドのデバイスを使用して，
安定したデータが取集できるかを確認することである．以上から，本研究では，
靴中敷き式圧力分布計測機を使用することとした．靴中敷き式圧力分布計測機
には，その信頼性が報告されている（Randolph et al., 2000），F-Scan II システム
（ニッタ株式会社，日本）を使用した．F-Scan II システムのセンサシートは厚さ
約 0.15 mm の超薄型フィルム状シートで，圧力センサシート内部に縦列電極と
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横列電極が一定間隔で配置され，これらの交点が個別圧力検出点（センサセル）
となる．Fig. 6 に示すように，1 枚のセンサシートには 960（最大）のセンサセ
ルがあり多様な足サイズに対応可能である．

Fig. 6.

The sensor sheet of F-Scan II system (Nitta Co., Japan).

センサを足裏面に固定するための固定器は一枚の剛性板とした．一枚の板で
あれば，多様な足形やサイズに対応できると考えた．足を挙上しても STPF 計測
デバイスが落下しないよう MTP 関節の固定にはストラップを使用した．足関節
は本デバイスにより固定されることがなくフリーであるため，つま先の長屈筋
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群を含む十分な最大 STPF 発揮を実行することができると考えた．
固定器の素材に関しては，木製の板は反りがあること，また，経時的に歪みが
出てくる可能性があるため，樹脂ないし金属素材とした．炭素繊維板は軽量で強
度も高いものの表面に凹凸があるため選択肢から外した．最終的に，軽量，剛性，
凹凸がなく，加工が容易であることから，アクリル材を選択し（縦 300 mmｘ横
120 mmｘ厚さ 5 mm），試作器を製作した（Fig. 7a）．固定器の上に靴中敷き式圧
力分布計測機を載せデバイスを製作した．デバイスの装着例を Fig. 7b に示した．

(a)

(b)
Fig. 7. Photographs of the device: (a) Photograph of the
rigid acrylic resin plate with adjustable straps for the
device. (b) Photograph of the device attached to the foot.
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2-2

センサ固定器の平面板曲げ解析

STPF 計測に際しては，つま先で固定器を押下げるため，固定器に十分な剛性
が求められる．以下では，固定器に求められる負荷荷重条件を定めることを目的
に，有限要素法（Finite Element Method: FEM）を用いた平面板曲げ解析を実施し
た．平面板曲げ解析ソフトウェアには FEM8（キャデナス・ウェブ・ツー・キャ
ド株式会社）を使用した．FEM 解析の対象とした固定器サイズ・素材は以下の
３種（合計６パターン）である．なお，記載した縦断性係数は目安である．
アクリル板：厚さ各 5 mm，8 mm，10 mm，縦弾性係数 約 3 GPa
アルミ板：厚さ 5 mm，縦弾性係数 69 GPa
チタン板：厚さ各 2 mm，4 mm，縦弾性係数 106.33 GPa
また，FEM 解析の際の諸条件（全てのパターンで統一）を以下に示す(Fig.8)．
板サイズ：250 mm × 120 mm
変形条件の固定場所：縦 180 mm（中足趾節関節位置で回転許容）
圧力印加（つま先）位置：縦 10 mm (底辺より縦 220mm – 230mm を足趾がデバ
イスに接する縦幅とした)，幅 80 mm (左横端から 20mm – 100mm を第 1－第 5 足
趾がデバイスに接する幅とした)
印加力（押下）：60 N ＊若年女性の平均 STPF 値を参照（Mentz et al., 2006 ）
評価項目：最大変位距離（板先端の変位量）
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変位図：変位量を 100 倍に拡大して表示

20

80

20
20
10

40

180

Fig. 8. Conditions of FEM Analysis.
2-3 結果と考察
アクリル板（5 mm，8 mm，10 mm），アルミニウム 5 mm 板，ならびに，チタ
ン板（2 mm，4 mm）の有限要素法による解析結果を図に示した（Fig. 9，順に Fig.
9a～9f）．最大変位が最も小さかったのは，アルミニウム 5 mm 板，チタン 4 mm
板であり，そのつま先部の下方変位値は 0.02 mm であった．

最大変位が最も

大きかった板は，アクリル 3 mm 板で，1.55 mm であった．同素材の変位角度は
約 1.3°であった．その他の素材の変位解析結果を Table 4 に纏めた．
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Fig. 9. Displacements by the materials: (a) Acrylic resin 5mm displacement. (b) Acrylic resin
8 mm displacement. (c) Acrylic resin 10 mm displacement. (d) Aluminum 5 mm
displacement. (e) Titanium 2 mm displacement. (f) Titanium 4 mm displacement.
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Table 4 Rotational angle by materials.
Materials

Thickness
（mm）

Elastic
Modules
(GPa)

Force
(N)

Displacement
(max)
(mm)

Rotational
angle
(degree)

acrylic resin

3

3

60

1.55

1.265

acrylic resin

5

3

60

0.38

0.311

acrylic resin

8

3

60

0.11

0.090

acrylic resin

10

3

60

0.06

0.049

aluminum*

5

69

60

0.02

0.016

titanium*

2

106.33

60

0.14

0.115

titanium*

4

106.33

60

0.02

0.016

* アルミニウム素材とチタン素材に関しては，将来設計のための参考データである．

丹波の研究によれば，肘関節における短縮性収縮筋力（等尺性収縮）は 90°の
時に最大となり，それを超えると筋力は低下する（丹波，1970）．肘角度が 90°の
時の平均筋力は 27.6 kg 重であり，これを 10°伸展した時の平均筋力は 26.1 kg 重
であった（5.4％減）．このことから，STPF 計測時の等尺性収縮にともなう MTP
関節回転角度もコントロールする必要がある（すなわち，加圧により固定器が下
に撓み，MTP 関節角度が 180 度を超えると，等尺性筋収縮が減少する）．FEM シ
ミュレーション実験を通じて，アクリル板 5 mm における関節変位角度は 0.311°
であったことから，関節周りの角度変位による STPF の減少は微量と考えられ，
STPF 計測に求められる固定器の剛性は十分と判断した．以上から，最大変位角
度 1°未満を許容範囲とした．強いつま先底屈力が想定される被験者等を計測す
る場合は，高度剛性素材であるチタンを使用する．チタン板のサイズは縦 250
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mm

× 横 120 mm × 厚さ 4 mm（※厚さについては，2 mm 厚の板を 2 枚重ねて

いる）とし，上板（Fig. 10a），下板（Fig. 10b）
，変位図（Fig. 10c）を各図に示し
た．また，完成品外観写真を Fig. 10d に示した．

(b)

(a)

(c)

(d)

Fig. 10. The design of titanium plate: (a) Titanium upper plate (2 mm). (b) Titanium
bottom plate (2 mm). (c) Displacement of titanium (4 mm) : 2 Titanium plates (2
mm) were combined. (d) Photograph of the designed titanium plate (4 mm).
Photograph of the designed titanium plate (4 mm).
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新計測方法の特徴は，①足部先端を固定しないため，下肢の機械的拘束が少な
い（デバイスを取り付けること以外の拘束が無い），②計測が簡易であり一人で
も計測可能（計測はデバイスを足に装着し挙上し底屈するだけである）の 2 点
である．これらの特徴を備えた計測方法は STPF 計測を容易にし，介入等での計
測に対処することができると考える．
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第 3 章 新つま先底屈力計測方法の被験者計測評価
3-1

背景ならびに目的

新 STPF 計測方法では，下肢遠位端を離床させるという極めてシンプルな発想
により，系統誤差要因となる機械的拘束や労力を省くことを考案した．さらには，
新計測方法に合わせて，軽量で装着が簡単，一人でも計測が可能なデバイスとし
て構築した．本実験の目的は，下肢遠位端を地面に固定しない簡易 STPF 新計測
方法によって，従来の足部を地面に固定する手法と比較し，精度の高いデータが
得られるか被験者計測を通じて確認することであった．

3-2

方法

計測機材
F-Scan II システム（ニッタ株式会社，東京，日本）を使用した．圧力データの
較正に際してはポイントキャリブレーション（使用するセンサシートの上に重
りを載せ，その重さと Raw 値の関係を割り出す）を実施した．記録パラメータ
は計測時間 50 秒，全フレーム数：1000，フレーム間隔：0.05 秒，ノイズ除去レ
ベル：3 N であった．

被験者
被験者は健康で足部疾患がない若年女性 13 名（年齢 24 ± 4 歳，身長 160 ± 5
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cm, 体重 50 ± 5 kg）であった．本実験の目的は男女差／年齢差を調査するもの
ではないため，大学生を中心とする若年女性とした．実験開始前に被験者に対し
実験概要について説明を実施し同意を得た．

計測方法
（1）つま先底屈力計測方法
固定器の上に置かれたセンサの上に右足を載せ，センサをストラップで強固
に足裏に固定した．被験者は立位姿勢をとり，手は自然に体幹の横に位置し，目
線は頭部前方の壁に設置した目印を見るよう指示した．計測動作はメトロノー
ム（速度は１秒１回に設定）に合わせて検者がカウント数を口頭で発声すること
で，以下のように実施された．

立位姿勢で，センサを取り付けた足部を，股関節を屈曲させることで，空中に
10 ㎝ほど挙上し，足関節を最大底屈させた状態で，つま先底屈力を最大発揮さ
せ，センサを押し下げた（カウント 1～5，5 秒間）．その後，脚全体を地面に下
し休憩した（カウント 6～10，5 秒間）．以上のカウント 1～10 までを 1 セット
とし，5 セット連続で計測を行った（Fig. 7b）．

（2）簡易坐位つま先底屈力計測方法（先行研究としての比較対照計測）
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被験者は椅子に座し，手は胸で交差し，股関節，膝関節，足関節は 90°に保た
せた．目線は頭部前方の壁に設置した目印を見るよう指示した．センサは床の上
におき，その上に片足を置く．口頭による指示のみで，紐や人力による拘束は実
施しない．床上のセンサをつま先で押す（カウント 1～5）．坐位のまま休憩（カ
ウント 6～10）．カウント 1～10 までを 1 セットとし，5 セット連続で行う．両
計測方法の間，被験者は充分な休憩を取った．それぞれの実験前には計測方法の
説明と練習を行い，被験者の準備が出来た後に実験を開始した（Fig. 11）．

Fig. 11. Photograph of measurement scenery with
the seated approach.

データ解析
計測中の足圧変化とその分布は F-Scan II システムで記録された．STPF データ
は全圧力分布図から，つま先領域分のみを多角形で囲むことで計算した．正規分
布性については Shapiro-Wilk 検定により確認した．また，連続 5 回の再現性につ
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いては変動係数（coefficient of variation: CV）%で評価した．CV とは，平均に対
するデータのばらつきの大きさの比率を示し，CV％が小さいことはばらつきが
少ないことを示す．二つの計測手法間の比較は，対応のある t 検定または
Wilcoxon の符号付ランク検定を使用して実行された．すべての統計処理は SPSS
（ver. 25, IBM）を使用した．p < 0.05 で有意差ありとした．なお，本章以下にお
ける被験者実験は，お茶の水女子大学生物医学倫理委員会の承認を得て実施し
た（承認番号 2018 - 06）．

3-3

結果

両計測方法による STPF 平均値を Fig. 12 に示した．新つま先計測方法で得ら
れた STPF 値は，坐位計測方法の 126％であった．5 回計測における被験者の CV
（％）では（intra participant），13 名の平均値は両計測方法ともほとんど同程度
に小さかった（Fig.13）． また，被験者間（Inter participants）の変動係数（Coefficient
of Variation: CV）では，新計測方法の方が坐位計測方法より小さかった（Fig.14）．
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Average: 59 ± 23 (N)

Average: 47 ± 33 (N)

Fig. 12. Average of strength of toe plantar flexion using the new and the seated
approaches. N = newtons. CV = coefficient of variation.
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(participants)

Average of coefficient of variation (%) for intra participant (5

times measurements of strength of toe plantar flexion) using the new and the
seated approaches. CV = coefficient of variation.
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Fig. 14. Average of coefficient of variation (%) for inter participants (13
people) at each STPF measurement using the new and the seated approaches. CV
= coefficient of variation.

3-4

考察
先行研究において採用度の高い坐位計測方法はストラップや人力による足

部拘束を伴うため，計測には大きな装置，あるいは人的労力が必要となり，それ
が STPF 計測の普及を妨げる要因の一つと考えた．そこで，本実験では，足を空
中離床させた状態で底屈するという極めて単純な STPF 計測方法を，どこでも持
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ち運びができる軽量で，一人でも装着ができる簡易デバイスとして開発した．被
験者が複数回計測した時の STPF 値の CV（％）（intra participant）は，複数回計
測で得られたデータのばらつきを示し，すなわち，データの再現性を示している
と考える．新計測方法の 5 回の計測データの CV（％）は低く，したがって，開
発されたデバイスは再現性は高かったことが分かった．また，簡易坐位計測方法
で得られた STPF 数値（絶対値）は，立位姿勢の新計測方法で得られた数値と比
べると減少する傾向がみられた．これは，簡易坐位計測方法は，股関節，膝，足
関節を 90°に姿勢保持しつつ，足関節底屈機能を合わせ持つ長母趾屈筋や長趾屈
筋を最大限収縮させるという巧緻性が求められる計測方法であるため，充分な
力発揮がなされなかったためと考えた．また，被験者の巧緻性に委ねられた計測
方法のため，被験者間のばらつきが新計測方法よりも大きくなったと考える．本
実験に関する第一のリミテーションとしては，足関節角度の角度規定を行わな
かった点がある．Goldmann and Brüggemann

(2012）によると，足関節が 0°から

10°背屈，MTP 関節が 25°から 45°背屈の時に最大 STPF が出現すると報告してい
る．この実験は坐位で，足が地面についた状態で実施されているため，従って，
つま先以外の下肢の拘束が必要となっている．本研究の目的は足の拘束の少な
い簡易計測方法の考案であった．足関節を十分に底屈させて，ロックをかけた状
態で MTP 関節を底屈させることで，再現性が図れると考えた．第二のリミテー
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ションとしては，被験者は健康な若年女性のみであったことである．本章の実験
は安定したデータ収集の確認が目的であった．安定したデータが得られること
が確認できたため，今後は，この新計測方法を高齢者などの計測に利用できると
考える．第三に，新計測方法は，５秒という短時間ではあるが片足立位姿勢とな
るため，高齢者等，立位片足姿勢を保持することが難しい場合を想定すると改良
する必要があると考える（詳細は第７章で述べる）．今後の課題としては，本研
究で使用されているシステムは価格があげられる．前述したプレスケールなど
のような，使い捨てですぐに結果が分かる，より安価な計測方法への変更も検討
する必要があると考える．
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第 4 章 つま先底屈力に対する母趾底屈力の寄与割合

4-1

背景ならびに目的

Table 2 に示したように，母趾と母趾以外の足趾にはそれぞれ異なる筋が付着
し動きを支配している．従って，つま先の状態や機能発揮を詳しく調べるために
は，各足趾の筋力発揮を別々に見ていく必要がある．本章の目的は最大 STPF が
発揮された時の SHPF（母趾底屈力の割合）を新計測方法と坐位計測方法とで比
較するとともに，母趾と母趾以外の足趾の筋力発揮状態を調査することである．

4-2

底屈力計測方法

第 3 章で得られたデータから，最大 STPF 発揮時における SHPF を抽出し，最
大 STPF に対する SHPF の割合を算出する．SHPF データは，最大 STPF 発揮時
の足圧分布図において，母趾領域を多角形で囲むことで計算した．正規分布性に
ついては Shapiro - Wilk 検定を使用して確認した．二つのアプローチ間の比較は，
対応のあるｔ検定または Wilcoxon の符号付ランク検定を使用して実行された．
すべての統計処理は SPSS（ver. 25, IBM）を使用した．p < 0.05 で有意差ありと
した．
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4-3

計測結果

Fig.15a に示したように，新計測方法では最大 STPF が発揮された時の足圧分
布図において，ほぼすべての足趾の足圧を捉えることができた．しかし，Fig.15b
に示したように，坐位計測方法では，母趾以外で捉えることが出来たのは一部の
足趾に限られた．また，Fig. 16a に示したように，新計測方法においては，SHPF
/ STPF の割合が平均 45％であったのに対し，Fig.16b に示したように，坐位計測
方法では 65％であった．従って，坐位計測方法の場合の最大 STPF は SHPF によ
り大きく影響を受けることが分かった．両計測の SHPF / STPF の割合間には有
意差がみられた（p < 001）．

(b)

(a)

(N/㎠)

Fig.15. Samples of the distribution of toe plantar flexion with the new approach (a) and the seated
approach (b). By outlining the entire toe and hallux areas (arrows), the strength of toe plantar flexion
and strength of hallux plantar flexion were evaluated. Then, the ratio of the two values was
calculated.
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Fig.16. The graph of strength of the maximum toe plantar flexion and
strength of hallux using the new approach (a) and the seated approach
(b). STPF: Strength of toe plantar flexion. SHPF: Strength of hallux
plantar flexion.
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4-4

考察

つま先底屈筋群は，母趾底屈筋群とその他の足趾底屈筋群とに大きく二つに
分けられる．両筋群は合わせてつま先の底屈作用を生じさせる．最大 STPF が出
力された時の SHPF の割合は，新計測方法では，平均 45％であり，一方，坐位
計測方法では 65％であり，坐位で得られた STPF の過半数以上は SHPF である
ことが分かった．長母趾屈筋腱，長趾屈筋腱は足の後面から足関節を経由し，足
の内側から足裏に伸びている．母趾は足の内側にあるため，長母趾屈筋腱は比較
的直線的に伸びる．母趾以外の足趾は母趾よりも外側にあるため，長趾屈筋腱は
足の内側からカーブしてそれぞれの足趾へと伸びる．そのため，長趾屈筋腱の収
縮により足部が内がえしとなる動きをすることが想定される．本計測に際し足
が接地している場合には，この動きが生じないように被験者は収縮を抑制した
可能性が考えられる．坐位計測方法では，足関節角度を 90 度に維持したままつ
ま先の底屈を行わなければならないため，内がえしの動きを起こさない母趾底
屈に集中したと考えられる．つま先には MTP 関節の支点領域を広げる役割があ
り，１本の足趾よりも５本の足趾で MTP 関節の支点を支える方が，より支持面
が広がり歩行の際などで安定性する．１本の足趾だけに筋発揮が集中すれば，支
持面拡大による安定化が減少するだけでなく，当該足趾の疲労も蓄積する．高齢
者においては，STPF の低下に加え，支持面縮小は転倒の危険性を増すこととな
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る．Menz et al., 2006 によると，ペーパーグリップテストで足趾力が弱く失敗し
た群の一年間の転倒率は，成功群よりも高かった．とくに，母趾以外の足趾に対
するテスト失敗群の転倒率が高かった．したがって，つま先全体の底屈力が計測
可能である新つま先計測方法は，母趾以外の足趾の底屈力評価に有用と考える．
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第5章

本手法の社会実装に向けた考察

本論文において前章までで提案した STPF 計測デバイス／計測プロシージャ
は，従来法の欠点であった機械拘束条件の複雑さに由来する誤差要因混入の可
能性を低減させ，計測信頼性を向上させたと考える．実際に，新 STPF 計測方
法とそのデバイスを用いた被験者実験を通じて，CV 値などからも信頼性の高
いデータが得られ，かつ，足趾全体の STPF が適切に把握可能であることも確
認できた．今後は本手法を用いることで，高齢者などの歩行機能低下の課題に
対し，積極的な介入に踏み込むことの可能性が示唆された．ただし，あくま
で，歩行はつま先のみならず，身体全体が協調することで行われる動作である
こと，また，歩行に使用される筋活動は年齢によっても異なる（Devita and
Hortobagy, 2000）ことなどを踏まえるならば，歩行機能改善の介入に際して
は，全体の身体機能のバランスを見ながら適切に行われる必要があることは言
うまでもない．従って，論文冒頭で掲げた目標（アウトカム）である高齢者の
歩行機能改善／転倒予防に向けて，つま先を対象とする本手法のみに基づいて
介入を実現していくには様々な課題がある．すなわち，現状では，本研究の成
果を直ちに介入に結び付けることが可能とは考えておらず，今後，様々な観点
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から考察・修正・改良が必要と考える．これらの点に関し，本章では以下の 4
つの観点，

①高齢者介入を想定した場合の技術仕様の考察（デバイスの設計評価）
②スマートシューズの活用に関する考察
③高齢者に対する介入を考えた場合の計測法の改善
④具体的な介入実現に向けたロードマップ

に基づき考察を加える．

5-1 介入観点からの技術仕様評価

本節では，本研究の技術仕様が，圧センサ，足裏固定器，計測デバイスによる
足部固定方法，その他計測機器全体に関して， 介入観点から適切であるかに
ついて考察を行う．
（1）圧センサに関して
本研究で計測に使用した F-Scan II センサシートは，長さ約 300 mm，幅約 100
mm，厚さ 0.15 mm であり，シート上に最大 960 個のセンサセル（セルサイ
ズ：約 5 ㎜×5 ㎜）を有する仕様であった．また，圧計測の A/D 分解度は 8 bit
（256 レベル）であった．記録パラメータは計測時間 50 秒，フレーム数：
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1000，フレーム間隔：0.05 秒であった．高齢者を計測する場合，筋力と共に筋
持久力も低下していると想定されるため，最大 STPF を逃さないためにも，サ
ンプリング周波数をあげたほうが良いかと考える．計測に際しては，ノイズ除
去レベルをメーカ推奨値である 3Ｎに設定したが，高齢者の STPF は低いこと
が想定されるため，介入での計測ではこの設定値を下げるべきであると考え
る．また，本シートは，任意の靴の中に入れても使用できるようセンサシート
を裁断して使用することが可能であるが，本研究では，一枚のシートで異なる
足サイズが測定できるよう裁断することなく使用した．センサシートは，つま
先の前後部位において STPF 計測に支障のない箇所に両面テープで固定板に取
り付けたが，つま先底屈時にセンサシートが多少縒れて皺が寄ることも見られ
た．しかし，それらの個所は加圧つま先領域とは無関係の領域であり，STPF
計測に際し特段の支障はないと考える．したがって，底屈力の計測には本シー
トは充分であったと考える．今回，センサの代替候補としている圧力計測フィ
ルム プレスケールの最小分解能は専用解析ソフトを使用した場合 0.125 mm
角であること，また，つま先のサイズに合わせて切り取ることができるため，
コンパクトかつ多様な足型に対応ができると考える．プレスケールは F-Scan II
とは異なり圧の時系列データを連続的に測定することはできないが，筋発揮中
の最大値を取得することが本計測の目的であるため，問題はないと考える．
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プレスケール以外にも個別の圧センサを５個配置することも可能であると考え
る．この場合，足趾の底屈力発揮位置に置く必要があると考える．また，セン
サが足趾より小さい場合，センサ周囲に足趾がかかることで STPF が小さくな
ることが想定されるため，センサと周囲を切り離す工夫が必要であると考え
る．介入における STPF 計測では，足部に疾患のない健康な高齢者が対象とな
るため，片方の足だけでも介入効果を確認できると考える．

（2）足裏固定器に関して

足裏固定器は STPF を計測するための十分な剛性を有した上で，同時に，足
部挙上のため軽量であることを設計仕様とした．剛性に関しては，つま先底屈
力による固定器の変位（曲げによる変位）が本研究で基準と考えた角度 1°以上
となる素材では，STPF が有意に減少すると考え，設計上不可とした．若年女
性の STPF 計測に対しては 5 mm 厚のアクリル板はこの設計仕様を満たしたと
考える．ただし，固定器の外寸に関しては， F-Scan II センサシートのサイズ
（男性 28 ㎝サイズ）にあわせて製作したため，外形寸法としては不必要に大
きくなってしまった．STPF 計測に求められる足裏固定板のサイズ要件は，つ
ま先，MPT 関節と踵が接することで安定した計測ができることから，今後，不
要な個所は除去しサイズを小さくすること（SLM サイズ）が可能と考える．第
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2 章では，FEM による平面板曲げ解析を実施しており，これらの解析を通じ
て，被験者集団ごとに，必要十分な足裏固定器のサイズを定めることが可能と
考える．すなわち，印加力 200N を固定器（5 ㎜アクリル板）に加えた場合に
は，上記の STPF 計測の基準としている変位角度余裕（1°）を超えることが分
かっており，仮に，トレーニングを日常的に行っている若年男性などを計測対
象とする場合は，より厚いアクリル板にする，もしくは，その他のヤング率の
高い素材の利用を検討する必要があると考える．

（3）計測デバイスによる足部固定方法に関して

本研究で試作したデバイスは MTP 関節のみを固定し，足首（足関節）を拘
束することがなく，最大つま先底屈の発揮を可能にすることを目的としてい
る．デバイスは足部のみに装着することとしたため，したがって，足首の拘束
性は解消した．この設計により，つま先底屈筋である長母趾屈筋，長趾屈筋の
最大収縮を可能にし，計測目的は達成されたと考える．デバイスの装着は容易
であり，実際に，ストラップの使用により簡易装着が容易に実現できた．ただ
し，装着時にストラップが絡まることが見られたため，その点を改良する余地
があると考える．また，ストラップの端皮で皮膚を傷つけないような配慮とし
て，たとえば，皮膚とテープの間に緩衝材を挟むことなどが必要と考える．
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（4）計測機器全体に関して

本計測機の製作に際しては，研究室内の計測のみならず，計測場所を選ぶこ
となく STPF 計測が可能な小型軽量計測機器の製作を目的としている．靴中敷
き式圧力分布計測システムは小型筐体に収まり，PC とデバイスと共に持ち運
びが可能ではあった．しかし，全体的に高額なシステムであることは否めず，
今後，STPF 計測の普及のためには，家庭でも購入可能な値段設定ですべてが 1
つの筐体に収まるような小型の計測機器を検討する必要があると考える．

5-2 スマートシューズについて
現在，生体計測の IoT 化が進んでおり，足圧の無拘束計測が可能なシューズ
が多く開発されてきている（Saito et al., 2011, Nakajima et al., 2014, Anzai et al.,
2014, Dian Ren et al., 2020）．Saito et al. (2011) は，7 つの圧力センサを靴の中敷
きに使用し，歩行中の足圧を計測した．この靴にはワイヤレスデータ送信装置
が備えられおり，拘束されていない状態での歩行機能の測定を可能にした．若
年者と比較し，歩行中高齢者は，踵部下の圧が小さいと報告している．
Nakajima et al. (2014) は，98 名の被験者（健康被験者 39 名，高齢非転倒群 44
名，高齢転倒群 15 名）に歩行の足圧と転倒とのかかわりについてワイヤレス
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データ送信機能を持つ足圧計測靴を使用して調査した．その結果，転倒群は非
転倒群より，踵の振り下ろしとつま先の蹴り出し力が小さいことが確認され
た． Anzai et al. (2014) は，靴型足圧計測靴を使用し，高齢者の土踏まずの構
造と姿勢制御の関係について調査した（2014）．Dian Ren et al. (2020) は，靴型
足圧計測靴を使用し，足底圧から人間行動認識についての研究を行った
（2020）．加速度を測る kinematics 型スマートシューズは事例が多いが，これら
の４点の先行研究のように足圧を測定する kinetics 型は多くは見られない．こ
れらの kinetics 型スマートシューズにおいても適切な計測システム構成をとる
ことで，STPF の計測は十分可能と考えられる．ただし，考慮する点としてソ
ールの剛性がある．すなわち，スマートシューズは，一般的に日常生活やスポ
ーツ時における足圧分布とその時間変化の計測を目的とするため，中敷圧力セ
ンサ下の素材（すなわち，靴自体のソール素材）は必ずしも十分な剛性を有し
ているとは言えない．その場合，つま先が発揮する力による靴ソール部の変位
（曲げ）が本研究で基準と考えた角度 1°以上となる可能性があり，STPF が過
小評価されることが想定される．仮に STPF 計測器をスマートシューズ型とし
て製作した場合は，データの取り扱いの際にこの点に留意する必要がある．加
えて，足趾下のセンサの位置と大きさが，力発揮がなされる足趾部分を適切に
とらえているかにも注意を払う必要があると考える．今後，靴の IoT 計測デバ
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イス化は一層進むと考えられることから，それらの開発動向には常に着目する
必要があると考える．

5-3 本技術の高齢者に対する介入に関して

本研究では第一に，STPF の低機械的拘束計測法の信頼性向上の達成を目的
としたため，対象とした被験者はすべて若年女性であった．この目的達成に関
しては問題はない．今後は本研究の結果に基づき，高齢者介入を進めていく考
えであるが，そのためには以下の諸点を考慮する必要がある．

（1）

想定される介入対象者の選定基準について

脚筋力の低下は 25 歳～30 歳頃に始まり，その後，加齢と共に減少し，60 歳
頃には 20 歳代の約半分の筋力となる（池上，1987）．筋繊維数や筋横断面積の
減少も同時に進行する．80 歳代の総筋繊維数は 20 歳代と比較し約半数に，ま
た，速筋の筋繊維断面積も約 3 分の 2 程度に減少する（Lexell et al., 1988）．
STPF に関しても同様に，加齢に伴い低下することが先行研究で報告されてい
る（Menz et. al., 2006, Spink et al., 2010, Endo et al., 2002）．高齢者とは，世界保
健機構（WHO）の定義では 65 歳以上とされる．また，厚生労働省でも 65 歳以
上とし，さらに，前期高齢者は 65 歳～74 歳，後期高齢者は 75 歳以上に分けら
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れている．これらのことから，本研究成果に基づく介入対象者はつま先底屈筋
の低下が顕著にみられる 65 歳以上の高齢者が第一適応と考える．具体的な介
入基準としては，STPF と歩行速度の関係を調査した上で，杖などの補助器を
使用せずに 5 m 歩行が可能であり，かつ，足部疾患による医学的治療を受けて
いない人をまずは対象とすることが適切と考えらる．加えて，つま先の底屈筋
は随意筋であるものの，認知症レベルによっては，自らの意志で筋を動かすこ
とが困難な場合も考えられる．そこで，長谷川式認知症スケール等を使用する
ことで，STPF の計測対象となり得る被介入者を選定することも適切と考えら
れる．本スケールは 30 点満点の質問事項から成り，20/21 点以下の場合は認知
症である可能性が高いとされる（Imai and Hasegawa, 1994）．従って，計測対象
となる被験者はおおよそ長谷川式認知症スケールで 21 点以上のスコアを示す
高齢者が適当と考える．

（2）計測時の被験者の姿勢に関して
論文中で提案した STPF 計測姿勢は立位姿勢であり，計測時には片足立位と
なるため，高齢者を計測対象とした場合，バランスを崩し転倒する危険性が直
ちに考えられる．本計測手法では，信頼性の高い STPF 計測要件（機械的低拘
束性）のため「足を地から離して計測」することとしたが，機械的低拘束性の
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実現のためには，必ずしも立位姿勢のみならず，端坐位（Fig. 17a），長坐位
（Fig. 17b），ないし，仰臥位（Fig. 17c）であっても当該条件を満たす．それぞ
れの長所短所について述べる．端坐位は，ベッドの端になどに座るだけで，計
測ができるが，ベッドの高さは足を底屈しても地面につかない高さが必要であ
る．長坐位は長椅子やベッドに膝を伸ばして座り，足関節以遠だけをベッドや
長椅子から外に出しておく姿勢で，脚の位置が安定するが，通常，腰を 90 度
にして測定するため，柔軟性がないと膝が曲がってしまうと考えられる．仰臥
位の場合は，ベッドに仰向けに横になり，足関節以遠はベッドに外に出してお
く姿勢である．ベッドに横になることで上肢下肢共に安定するが，横になるこ
とに抵抗がある，あるいは，眠くなることで脱力してしまうなどが想定され
る．今後，計測安全性や実施の容易さの観点から，それらの測定方法（姿勢）
を再検討する必要があると考える．
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（a）

（b）

（c）
Fig. 17. 高齢者のためのつま先底屈力計測時における姿勢例
（a）端坐位，（b）長坐位，（c）仰臥位．

（3）計測データの処理手順に関して
現状では，計測用の圧センサシートは足裏全体を覆っており，足裏全面の足
圧値が計測データとして PC に格納される．ただし，これらの圧力データのう
ち，STPF 計測に必要な情報は前足部のデータのみであることから，足圧分布
データからつま先領域のみを多角形で囲み STPF を取り出す手間と時間が掛か
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る作業が必要となる．今後は，計測後の測定データに対して直ちに当該領域の
STPF 値が自動で計測されるようなソフトウェアシステムを構築することが必
要と考える．もしくは，足裏全体の圧力を計測するのではなく，つま先の足圧
のみが計測できるような領域が限定されたセンサを活用することで，この手間
のない簡便・高速なデータ収集システムが構築可能と考える．

（4）価格に関して
本研究で使用した圧センサシステム／シートは，必ずしも安価とは言えず，
購入可能なユーザ，もしくは，団体は限定される．したがって，本計測法の社
会実装に向けては，より安価な計測手法／ソフトウェアが必要と考える．

例えば，圧力計測フィルム（プレスケール，富士フィルム株式会社，日本）
などに基づく計測手法は比較的安価であり，実践導入し易い圧計測手段と考え
られる．この計測フィルムシステムは発色剤と顕色剤の化学反応により，加圧
に伴って赤色を発色させ，その濃淡を標準色見本に照らし合わせることで，お
およその圧力を得る計測手法である．同フィルムの具体的な圧力計測仕様（範
囲）としては，超微圧用フィルムとして 0.015MPa～0.050MPa，微圧用フィル
ムとして 0.05MPa～0.2MPa とされている．また，その測定時間は約 10 秒（5
秒かけて加圧，5 秒保持）であり，計測精度は±10％以下とされる（温度
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23℃，湿度 65％RH の環境下での精度）．同社の圧解析ソフトウェアを使用した
場合は，圧力有効率，加圧面積（mm²）平均圧力（MPa），最大圧力（MPa），
荷重（N），測定面積（mm²）が求められる．最小分解能は 0.125 mm 角であ
る．圧力は，計測時の温度，湿度により容易に変化するため，加圧後には速や
かに PC にデータを保管する必要がある．また，ボタンセンサなどもより安価
に STPF の計測ができると考える．使用に際しては，荷重を感圧面に均一にか
けるようにする，加重する範囲が感圧面よりも大きい場合は，感圧面よりも小
さい円盤状の固い板を感圧面の上に置いてから圧をかけるなどの注意が必要で
ある（ニッタ株式会社）．以上の簡便な方法を採用することで，本計測法が普
及するものと考えられる．

5-4 本手法の社会実装に向けたロードマップに関して

政策科学を対象にロジックモデルという設計評価手法が提案されている
（Fig. 18）．ロジックモデルはケロッグ財団によって提案された概念であり，研
究や開発などのアイデアを社会実装する場合に，生起する一連のステップごと
にロードマップを分割し，各ステップごとに入出力を定めて評価することで，
社会変革への一連のプロセスを関係者で共有理解するための有効な手法と考え
られる．一般論として，社会変革を目指す技術研究に関していえば，技術を完
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成させただけでは，社会変革が実現されたと言うことはできず，技術によりア
ウトカム（技術に基づく特定集団や社会への介入成果）として何が得られるか
を計量可能な評価数値に基づいて仮説検証実験を行う必要がある．さらにはア
ウトカムの先に繋がるインパクト（社会変革）に関しても同様である．本研究
を振り返ってみると，現状は，計測アイデアを実現するための基本的な計測技
術が確定されたアウトプットが完了した段階であり，今後，先に連なる，アウ
トカム／インパクトを設計していく必要があると考える．

インプット
（投入）

アクティビティ

アウトプット

アウトカム

インパクト

（活動）

(結果）

（成果）

（社会変革）

Fig. 18. ロジックモデル

このロジックモデルに基づいて高齢者介入に向けた現実的なロードマップを考
えた場合，以下のステージ進行が考えられる．

Stage 1

被計測者単独で計測可能な手法の確立と計測デバイスの設計製作

本研究では，従来の坐位計測方法で必要とされた足の機械的拘束や労力を軽
減する新 STPF 測定方法を考案した．本計測方法は立位姿勢で足を挙上しつま
先底屈をおこなうことで STPF を計測する手法であった．また，この計測方法
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に必要なデバイス（固定器とセンサ）の製作を行った．センサは F-Scan II を使
用し，固定器の素材はアクリル板（5 ㎜）を使用した．

Stage 2

考案された計測方法と計測器に基づいた計測データの安定性の確認

Stage1 で考案された STPF 計測方法とデバイスを使用し，データの安定性を
確認するために被験者実験を行った．坐位計測方法と比較をすると CV 値が減
少し，ばらつきの少ないデータが収集できることが確認できた．また新計測方
法では足趾全体が計測できることが確認できた（坐位測定方法では母趾以外の
足趾は一部計測不能であったことも判明した）．本研究は，現時点でここ
Stage2 に位置すると考える（ロジックモデルで言えばアウトプットが終了した
段階である）
．この段階では，高齢者介入に向けた計測方法の改良，すなわ
ち，より簡便安価な計測器の選定のための考察はほぼなされているが，アウト
カム段階としての Stage 4 に入る前に Stage 3 として代替計測器等によるテスト
実験が必要と考える．

Stage 3

高齢者介入に向けた計測方法の改良，ならびに，デバイスの試作

本研究で提案した足部を地面に固定しない新 STPF 計測方法は，被験者単独
で計測が可能であること，また，データの信頼性についても Stage 2 で確認さ
れたが，片足立位姿勢で計測するため，筋力低下が想定される高齢者介入のた
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めにはさらなる改善が必要である．そこで，前述のように，端坐位で足を設置
しない姿勢，長坐位で足首以遠を固定し空中に浮かした姿勢，ないし，仰臥位
で足首から先をベッドから空中に出した姿勢で計測することなどを検討する必
要がある．加えて，F-Scan II システムのセンサと比し，安価に計測できる圧力
計測フィルムを使用することも検討する必要がある．固定器に関しては，現在
使用しているものを利用することも可能と判断するが，計測フィルムはつま先
領域のみに置かれるため，今後は，より小型の固定器に改良することも検討す
る必要があろう．

ここまでは，基本的にはアウトプットの内容をアウトカム評価実験に繋ぐた
めの技術仕様の変更と考える．これらを実現した上で，引き続き，以下の，ア
ウトカム指標を目的とした臨床現場での検討が必要である．

Stage 4

改良された計測手順と計測器を使用した高齢者施設での介入実験

STPF は歩行速度や歩行中の安定性と有意な相関があることが文献的に明ら
かにされていることから，介入に際しては下記 3 項目を計測し評価することが
適切と考えられる．

1項

本手法に基づく STPF の計測
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2項

5 m 速歩時間の計測

3項

Timed Up and Go (TUG)時間の計測

ここで，3 項の TUG の計測手順は以下の①～③の通りである．
①椅子に深く座る．ひじ掛けのない椅子では手を腿の上において計測開始の準
備をする．
②被験者に無理のない自然な速さで，前方 3 m 先の目印を折り返し歩行する．
③椅子に座りスタート姿勢に復する．

なお，TUG は歩行能力，バランス，下肢の筋力，転倒リスクなどの日常生活機
能との関連があるとされている（Podsiadlo et al., 1991, 島田ら，2006）．

この各項から得られたデータの相関を分析することで，STPF と歩行や日常
生活機能との関係が明らかになると考える．

歩行機能が低下した高齢者に対する介入の案としては，簡便な STPF トレー
ニングとして，ショートフットトレーニング（踵を接地した状態でつま先をカ
ールさせずに地面に押し付け，足のアーチを持ち上げる動作）やヒールレイズ
トレーニング（踵を挙上させ保持する動作）が検討可能である．そのほか，先
行研究ではラバーバンドを使用したトレーニング（ラバーバンドを踵から足趾
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まで足裏につけ，ラバーバンドの両端を持っての引き延ばす．その力に対し
て，足関節を動かさずに足趾を屈曲させる）も紹介されており長期介入では検
討に値する（Mickle et al., 2016）．長期間運動から遠ざかっていた高齢者におい
ては，複雑なトレーニングを行うよりも，STPF 計測動作と類似した簡単なト
レーニングが適当と考える．

例えば，Goldmann ら（2013）の研究では，15 名の若年男性に対しつま先の
最大随意等尺性筋収縮（Maximal voluntary isometric contraction: MVIC）トレー
ニングを 7 週間行い，そのトレーニング効果について調査した．トレーニング
の負荷は MVIC の 90％であった．トレーニングは同一デバイスを使用し，MTP
関節 25°で底屈動作が行われた．被験者は，週に 4 日，1 回 4 セット（20 収
縮）：1 セット＝5 回（3 秒収縮＋3 秒休み）のトレーニングを実施した．その
結果，STPF はトレーニング前と比較し有意に増加した．計測は毎週行い，4 週
間のトレーニングの終了の直前では底屈力はトレーニング前の数値よりも 40%
増加した．この Goldmann ら（2013）のトレーニングフローに倣うならば，高
齢者介入実験のための 7 週間のトレーニングプログラムを以下のように設計す
ることが適切と考えられる．
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1 トレーニング前の計測（計測事項：STPF，5 m 速歩，TUG）
2 つま先トレーニング（1 週間）
（5 days/week, 3 times/day, 5 contractions/time）
3 中間計測（STPF）
4 つま先トレーニング（2 週間）
5 中間計測（STPF）
6 つま先トレーニング（2 週間）
7 中間計測（STPF）
8 つま先トレーニング（2 週間）
9 最終計測（計測事項：STPF，5m 速歩，TUG）

つま先トレーニング内容はつま先領域の屈曲動作であり，その点に関しては
トレーニング動作は計測動作はほぼ同一である．たとえば，プレスケールのフ
ィルムを使用した場合のトレーニングは，「5 秒間，徐々に強くつま先で地面を
押す＋5 秒保持する」を 1 セットとして，5 セット実施する（5 収縮）などとな
ろう．この時，踵を挙げないように注意する．なお，つま先トレーニングは自
発的に行ってもらうものであるが，施設職員などによる声掛けも必要な場合あ
ると考えられる．
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Stage 4 の段階以降は，複数の高齢者施設で介入実験を実施し，STPF 計測に
関する認知度を広めることも重要と考える．すなわち，ある高齢者施設で介入
実験を実施し，そこでの結果を個人が特定できない方法で報告する．もしく
は，その他の施設にそれらの結果を紹介し介入実験を実施する．あるいは，高
齢者を対象に体力測定等を実施している団体等と連携し，測定項目の一つに
STPF 計測を組みむよう働きかけるなど，着実に STPF 計測について広めていく
ことが肝要である．このように計測数が蓄積されることで高齢者の標準値も設
定できると考える．STPF 計測の認知度が上がること，また，その必要性が周
知されれば，第 5 段階に進むと考える．

Stage 5

高齢者施設における普及と被験者自身による計測方法の確立

高齢者施設において歩行改善効果が確認され，計測介入の導入が決定された
場合について考察する．仮に計測に圧力フィルムを導入した場合の必要機材と
しては，以下の 4 項目となろう．

1

圧力フィルム（発色剤フィルム＋顕色剤フィルム）

フィルムは事前に足サイズに合わせてカットしておく．ただし，2 枚を貼り合
わせるのは計測直前とする．
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2

固定器（ストラップ付）
当面は本研究で開発した固定器の貸し出しも可能であるが，小型でより安価

な固定器を製作することで，ユーザが購入可能なようにすることも必要であ
る．
3

標準色見本または解析ソフト
標準色見本は圧力フィルムの購入時に同梱される．解析ソフトを使用する場

合には指定されたスキャナーが必要となる．スキャンされたデータをもとに，
つま先の圧力面積や最大圧力（MPa）などが表示される．
4

撮影カメラ

発色済みフィルムと標準色見本を写真として保存する場合に必要となる．

上記の評価を終え，本手法をさらに被験者自身でも利用可能な介入とするた
めには，計測機器は説明書を一読するだけで使用できるよう簡便なものとする
必要がある．また，STPF 向上のための，在宅でも実行できる STPF トレーニン
グ方法の説明書とチェックシートを用意することも必要である．

Stage 6

社会への影響（インパクト評価）

多数の人々に対する STPF 計測ならびに強化トレーニングの普及により，転
倒リスクが減少し，国民の自立した歩行生活が延長することをインパクトの仮
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説として掲げたい．実際に，拇趾底屈力が体重の 1％増加すると，転倒リスク
が 6.7％減少するという報告がある（Mickle et al., 2009）．その社会的効果とし
ては，QOL の上昇，転倒による入院にかかる医療費の個人的負担，また公的補
助の削減などにも貢献できると考える．
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第6章
結論
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本研究の目的は，計測者の労力と計測部位以外の拘束を省いた簡易かつ高信
頼性 STPF 計測方法を確立するとともに，その計測方法を実現するための計測デ
バイスを設計製作し評価することであった．そのために，①足の遠位端を固定せ
ず，かつ，機械的拘束のない立位姿勢で行う新しい STPF 計測方法を考案した．
また，②装着が簡易な軽量デバイスの設計・製作をした．その計測方法とデバイ
スを使用して，データが確実に収集できるかを確認するために実験を行った．そ
の結果，新 STPF 計測方法は，①坐位計測方法よりも，データのバラつきが少な
く，また，②全足趾の STPF が計測出来ることが分かった．本研究の計測方法と
デバイスの開発により STPF を計測者ひとりで計測ができるようになったと考
える．そして，計測を継続することで STPF 低下を早期に発見し，転倒リスクの
減少，より長い歩行生活のために貢献することを期待する．
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元岡

展久

先生

厚く御礼申し上げます．

副指導員並びに論文審査委員として貴重ご意見と温かいご指導を賜りました
奈良女子大学 研究院工学系准教授

佐藤

克成

先生

深く御礼申し上げます．

論文審査委員として懇切丁寧なご指導を賜りました
お茶の水女子大学

基幹研究院自然科学系教授

お茶の水女子大学

基幹研究院自然科学系准教授，

東北大学大学院
お茶の水女子大学

工学研究科准教授

長澤

夏子

仲西

基幹研究院自然科学系准教授
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正

先生

先生
Tripette Julien 先生

厚く御礼申し上げます．

お茶の水女子大学

基幹研究院研究員

溝添

倫子先生には，いつも相談にの

っていただきました．在籍中には苦楽を共にし，また，惜しみなく協力してくだ
さった中山 祐里さん，Dian Ren さんをはじめ，太田研究室の皆様は，私の大き
な支えとなりました．また，太田研究室のみならず，生活工学共同専攻の皆様に
は被験者として，協力して頂きました．ここにすべての名前を記すことは出来ま
せんが，皆様に心より感謝いたします．
最後に，長い間，私の研究を温かく見守り，支えてくれた家族に感謝の意を表し
ます．
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2021 年
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小室

有子
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