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1. 緒言 

近年、健康についての意識の高まりや科学の進

歩により、筋肉や体脂肪、心肺機能等と運動との

関連については注目され、広く研究されている。

筋肉や心肺機能が運動に深く影響を及ぼしていて、

重要な要因であることはいうまでもないが、形態

もまた運動に与える重要な影響要因と思われる。

その中で、ヒトの足は直立することに適合して独

特な形態を持っている（水野，1984）ことや、土

踏まず形成が体重を支持するうえで重要な役割を

果たしている（木村と高井，1971）と示唆されて

いる。 

また、運動は姿勢保持の上に成り立っている

（1984,浅見ら）ことから、足のかたちと重心動揺

との関連について考察する意味は大きいと考える。

重心動揺とは身体のバランス保持の状態を客観的

に表現したもので、三半規官、視覚による情報、

下肢の筋群の 3 つの働きが主に関与していること

が確認されている。動揺の程度には肉体的、精神

的な要因や周囲の環境といった外部からの刺激な

ど、さまざまなものに影響されやすい。このこと

から、立位姿勢を保つ際に支持基底となる足底の

広さやかたちが動揺の程度に影響することは大い

に考えられることである。 

このようなことから、本研究では、足のかたち

が基本的運動のパフォーマンスに影響を与えるか、

また重心動揺には足のかたちのどのような特徴が

影響を及ぼすのかを考察することを目的とする。 
 
2. 研究方法 
2-1 研究対象 

 健康な茨城大学男子学生 19名、女子学生 27名、

計 46 名を被検者とした。運動部に所属しているか

どうかの区別はしない。 

2-2 測定項目 

1) 生体計測、足部計測 

身長(cm)、体重(kg)、足長(cm)、足幅(cm)、ア

ーチ高(cm)、両足最大幅(cm)。 

2) 立位平衡維持機能テスト（開眼、閉眼各 15 秒） 

キスラー社のフォースプレートを用いて両足立

ち、片足立ち、ロンバーグ姿勢（片足立ちで接地

していた側の足を前、あげていた方を後ろにした

状態）で行った。 

3) 運動機能についての測定 

垂直跳び(cm)、反復横跳び(回)。 

4) フットプリント（足圧痕） 

足部計測と同様右足のみ行い、座標検出装置

（Graphtec DT 1000）を用いて演算処理し、アー

チ示数、円形示数を求めた。 

以上の値をすべてエクセルに入力した後、spss、

statview にデータを移して各値の平均値、標準偏

差、相関係数を算出し、差の検定は spss にて t検

定を行った。 
 

3. 結果と考察 
3-1 記述統計 

足部計測値、生体計測値は男子の方が大きい値

を示したのに対し、足長に対する足幅の割合は女

子が大きい値を示した。 

立位平衡維持機能テストでは女子より男子の動

揺距離が顕著に大きかった。姿勢別で比較すると、

閉眼片足立ちで最も大きな差がみられた。(図 1) 
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図 1 男女の重心動揺距離（15秒間） 

 

垂直跳びの平均値は男子 60.4cm、女子 40.2cm、

反復横跳びは男子 59.1 回、女子 50.8 回であった。

被検者の多くが日常的に運動を行っているため、

日本人の体力標準値（垂直跳び男 58.9cm、女子

40.9cm、反復横跳び男 45.8 回、女子 38.8 回）に

比べて高い値を示した。足圧痕（フットプリント）

から得られる値は、すべての項目で男子が女子よ

り大きかった。また、アーチ示数、円形示数は女

子よりも男子で大きい値を示した。これらの示数

はどちらも、値が大きいほど丸みをおびたかたち

であることを意味しているため、女子の足が男子

よりも土踏まずが大きい足圧痕であることが分か

る。 
3-2 足のサイズと運動機能との関連 

 足のサイズと垂直跳びとの間に男女とも相関は

みられなかった。また、反復横跳びとの相関は男

子で足長でのみ有意な負の相関（-0.535）がみら

れたが、女子では相関はみられなかった。これら

の運動は筋力が記録に与える影響が大きく、足の

かたちの影響が顕在化しなかったものと考えられ

る。 

 重心動揺距離は男子では足幅と片足立ち、ロン

バーグ姿勢との間で、アーチ高とロンバーグ姿勢

で弱い負の相関がみられた。通常ヒトは 2本の足

で立っているため、両足立ちでは足の特徴の差が

平衡維持機能の差となって現れにくいが、片足立

ちでは足の接地面積全体と幅が小さくなり、左右

の足を前後にしたロンバーグ姿勢では足の縦の長

さは通常の約 2倍になるのに対し、横の幅が半分

の長さになるために足幅のサイズが動揺距離に影 

響すると考えられる。女子は足幅とロンバーグ姿   

勢で弱い正の相関がみられ、アーチ高と開眼両足 

立ちとの間に有意な負の相関がみられた。 

 



3-3 足のサイズを割合として表した値と運動機

能との関連 

足のサイズは身体の大きさに比例する。そこで

個々の足のかたちとの関連を説明するには足のサ

イズとの比較のみでは不十分であるため、足のサ

イズの身長比、体重比と運動機能の関連に着目す

る。男子では、身長に対する足長の割合、足長に

対する足幅の割合がともに大きいほど動揺距離は

短くなる傾向がみられた。一方女子は片足立ち、

ロンバーグ姿勢では身長に対する足長の割合が大

きいほど動揺距離は小さくなり、両足立ちでは足

長に対するアーチ高と割合との関連に加えて、閉

眼では身長に対する足長の割合が大きいほど動揺

距離は小さくなるという結果となった。運動機能

との関連は足のサイズよりも身長比および足長比

で表した数値との間で多くの相関がみられたこと

から、運動機能に与える影響は足のサイズそのも

の、つまり絶対量よりも身体のサイズに対する足

のサイズの割合が深く関連していると考えること

ができる。 

足のサイズとの比較と同様男女で結果に違いが

現れた。このことに関しては、男女それぞれのサ

ンプル数がつりあっていないことに原因があると

も考えられるため、今後検討が必要であると考え

る。 

3-4 足圧痕示数と運動機能との関連 

垂直跳び、反復横跳びの記録は男女とも足圧痕

示数との有意な相関はみられなかった。足圧痕示

数と重心動揺距離との相関は、女子ではみられな

かったが、男子ではアーチ示数、円形示数の両方

で開眼両足立ちと開眼片足立ちとの間にわずかな

正の相関がみられ、閉眼ロンバーグ姿勢では有意

な正の相関がみられた。 

垂直跳び、反復横跳びでは示数と相関がみられな

かったことから、筋力や瞬発力等の要素が含まれ

る運動について足のかたちとの関連をみることは

困難である。また、重心動揺距離と示数との間で

は男子で正の相関がみられた。示数が大きい値で

あるほど重心動揺距離が長いということになるの

で、土踏まずが大きい足圧痕ほど安定して立って

いることができるということがいえそうである。

女子については、重心動揺距離と示数の間に相関

はみられなかったことから、動揺距離はアーチ示

数、円形示数の影響を受けにくいと考えられる。 
 

4 まとめ 

垂直跳び、反復横跳びの成績が女子に比べて男

子で高い値を示すことは当然であり、本研究でも

同様の結果となった。しかし、立位平衡維持機能

はどの姿勢でも女子の方が総動揺距離、縦方向・

横方向それぞれの動揺距離は短く、安定して立位

状態を保持しているという結果となった。垂直跳

び、反復横跳びでは筋力や持久力の要素が記録に

影響を与えることが考えられることに対し、重心

動揺距離はバランス感覚（平衡維持機能）の関与

が考えられる。平衡維持機能に関しては身体的な

能力（筋力や持久力など）が与える影響が小さい

ことと、女子の方が足長に対する足幅の割合が大

きく、またアーチ示数・円形示数が小さいことが、

重心動揺距離と関連していることが考えられる。

つまり、足幅が広くアーチの構造が男子よりもは

っきりしているということが安定した姿勢保持に

反映していると考えられる。また、女子の動揺距

離が短い理由は重心の位置からも考えられる。ヒ

トの重心位置は、直立姿勢の支持面から身長の 55

～57%の高さにある。そのため男子に比べて身長が

低い女子で重心動揺距離が短くなるという結果が

みられたとも考えられる。しかし、図 2 に示した

ように身長がほぼ同じである男女を比べると、女

子の方が動揺距離は短いことから、動揺距離が重

心位置のみの影響を受けているわけではなく、他

の要因が大きく関与していることが考えられる。 

起立姿勢でバランスを保つためには三半規管、

視覚による情報、下肢の筋群の 3 つの働きが主に

関与するという。筋肉の与える影響が大きいとす

れば男子の重心動揺距離が短くなることが考えら

れるが、女子の動揺距離の方が短くなったことか

ら、起立姿勢では重心動揺に与える筋力の影響は

小さいといえる。筋活動の程度は普通は弱いこと

が多い（1984,浅見ら）と言われていることからも

筋力が重心動揺に与える影響としては小さいと言

ってよい。このようなことから、足幅やアーチ高

と重心動揺距離との間に相関がみられたことは興

味深い。足のかたちが運動の基本となる立位姿勢

に影響を与えていることから、筋力や瞬発力に差

がない集団の実験を行うことで、足のかたちと運

動機能との関連がより明らかになると考えられる。 
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図 2 身長と重心動揺距離の相関 
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