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1．緒言 
ヒトの足底にあるアーチ構造は大きく分けて、内

側縦アーチ、外側縦アーチ、前足部横アーチがある。
足アーチは足底に加わる体重負荷を分散支持し、着
地の際の衝撃を吸収したり、足底にある神経や血
管・筋肉が体重によって押しつぶされないようにス
ペースを確保したりしている。著しく足アーチが低
い扁平足や逆に高すぎるハイアーチでは、前述の機
能が劣るために、走・高・跳など継続的な運動負荷
に対し、シンスプリントやランニング障害につなが
りやすいと言われている1)。一方、膝部は歩行で体
重の 2～3倍、走行時は 5倍以上もの負担がかかる
場合があると言われている。このように、体重支持
において大きな役割を担っている膝だが、著しく内
反傾向にある内反膝（O脚）、逆に外反傾向が著し
い外反膝（X脚）なども取り上げられることが多く、
井上1)や山本2)による研究では、ランニング障害に大
きく関係していると報告されている。 
これらのように、同じ下肢にあり、ランニング障

害と関係の深い 2つだが、その関連性についての研
究は見当たらない。そこで本研究では、内側縦アー
チ（以下足アーチとする）に注目し、内外反膝の度
合いが、ランニング前後の足アーチ構造にどのよう
な影響を及ぼすか検討することを目的とした。 
 
2． 研究方法 
2-1 対象 
 茨城大学男子サッカー部員 28名を対象とした。
被験者の年齢、身長、体重、競技歴平均は、それぞ
れ、20.8±1.5歳、174.3±5.7cm、67.7±5.9kg、11.1±2.6
年であった。また、学年構成は 4年生 6名、3年生
6名、2年生 7名、1年生 9名であった。 
2-2 測定方法 
2-2-1 内外反膝の測定 
両側大腿骨内側顆間、両側脛骨内果間の距離を指

数幅と距離で測定した。下腿長は腓骨頭から外果最
突出点までの距離を測定し、下腿の長さに影響を受
けないよう規格化し、その値を彎曲指数とした2、3)。 
2-2-2 足アーチ高・足アーチ長の測定 
（1）足アーチ高・足アーチ長（図１） 
足アーチ高は、足アーチのほぼ頂点にある舟状骨

最突出点を触診・マーキングし、その点から床まで
の距離とした。足アーチ長は、第一中足骨頭の下端
部から踵までの長さとした1、2、6)。 
（2）足アーチ高率 
足アーチ高を足アーチ長で除したものを足アー

チ高率とし、足長による規格化をした2、4、5)。 
（3）足アーチ沈降度 
 ランニング前後の足アーチ高率の差を足アーチ
沈降度とした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-2-4 ランニングについて 
 ランニングには、竹井機器工業社製のトレッドミ
ル（TYPEⅢ）を用いた。被験者には、用意した同
一メーカーの靴の中から普段履いているサイズの
靴を選んでもらい、靴紐をしっかり縛り履くように
指示した。ウォーミングアップは、130m/分の速度
で任意の時間ランニングをおこない、その後、各自
ストレッチをおこない、180m/分で 30分間ランニン
グをおこなった。終了後直ちに、足アーチ高・足ア
ーチ長・足アーチ高率を同位置、同条件で測定した。
また、速度や運動時間に関しては、安陪ら4)の先行
研究と予備実験から設定した。 
2-3 分析方法 
 得られたデータを、分析ソフトを用いて統計処理
を行った。ランニング前後の足アーチについては対
応のあるt検定、内外反膝と足アーチ構造について
は相関分析をおこなった。また、尾形らの研究6)を
参考に体重と顆（果）間距離（以下、顆間距離とす
る）･彎曲指数についても相関分析をおこなった。
有意確率は 5％とした。 
 
3．結果と考察 
3-1 ランニング前後の足アーチについて 
 ランニング前後で両足平均 2.0mmの足アーチ高
の低下が認められ、先行研究2、4、5)を支持する結果
となり、有意な低下が見られた（右足：p<0.01、左
足：p<0.01）。足アーチ長については、ランニング
前後で両足平均 1.59 mm増大し、こちらも先行研究
を支持する結果となり、有意な増大が見られた（右
足：p=0.03、左足：p=0.001）。足アーチ高率も有意
な差が見られた（右足：p<0.01、左足：p<0.01）。
また、すべての項目において左右脚差が見られたが、
有意ではなかった。 
先行研究4、5）ではランニングにオールウェザー式
公認陸上競技場のトラックを使用しており、トレッ
ドミルを用いていない。トラック走では、カーブを
繰り返すことにより、身体は内傾し、足部の回内に
伴い、足アーチの扁平化が生じ、足アーチの支持筋
や足底筋膜は伸張され、足アーチ高、足アーチ高率
に有意な変化があらわれると考えられる2、4、5)。し
かし本研究において、トレッドミルを用いても同様
の結果が得られたことは、カーブの際の過回内の反
復のみだけではなく、ランニングに伴う回内も足ア
ーチ高の低下に大きく関係していると考えられる。
また、他の原因として、測定の直立立位姿勢の際の
被験者の足底部荷重と、足指の背屈に伴うウィンド
ランス機構も考えられる。 
 足アーチ長の増大については、足部の温度上昇に
伴う血管拡張による肥大4)と、それとは全く相反す
るものとなるが、足部の血行不良に伴う水分の蓄積
が原因とされるむくみが考えられる。 
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図２ 足アーチの変化（＊＊：p＜0.01、＊p＜0.05） 
図１ 足アーチ高・足アーチ長2）
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3-2 彎曲指数と足アーチの関係 
 彎曲指数とランニング前後の足アーチについて、
有意な相関関係は見られなかった。しかし、有意で
はなかったものの、彎曲指数と足アーチ沈降度・足
アーチ高の差について、相関係数が右足で正、左足
で負の値となり、左右足で符号の異なる相関係数と
なった（右：r=0.26、p=0.18>0.05、左：r=-0.17、
p=0.40>0.05）。特に、足アーチ高の差については弱
い相関がえられた（右：r=0.36、p=0.06>0.05、左：
r=-0.37、p=0.05≧0.05）（図２）。内外反膝の度合
いが、運動前後の足アーチ構造に影響を及ぼすか検
討したが、彎曲指数と足アーチについて有意な相関
は見られなかった。これは、下肢を形成している骨
と、それに付随する筋・腱や歩行、ランニングのメ
カニズムなど、数多くの事象が複雑に絡み合ってお
り、内外反膝の度合いのみがそのまま足底部に関係
してくるのではなく、膝部、足関節、足部のそれぞ
れのアライメント不良が絡み合い、大きく関係して
いると考えられる。 
彎曲指数と足アーチ沈降度、ランニング前後の足
アーチ高の差において、原因として考えられるもの
に利き足の問題がある。下肢は機能足としての作用
と、支持足としての作用に区別できる7)。支持足は
機能足に比べ荷重時での負荷が大きくなり、支持足
側がより発達していると報告されている。本研究で
は機能足が右足で、支持足が左足の被験者が大半で、
ランニング動作の際に下肢の彎曲度合いと機能足、
支持足の間に何らかの関係が見られたのではない
かと推測できる。また被験者すべてがサッカー部と
いうこともあり、キック動作の際の軸足となる支持
足が、長年行われてきた急激な踏み込み動作の反復
に伴い筋力や関節可動域に左右脚差が生じ、今回の
ような結果を招いたとも推測される。 
3-3 体重と彎曲指数、顆間距離、足アーチの関係 
 体重とランニング前後の足アーチについてはそ
れぞれ有意な相関関係は見られなかった。しかし、
ランニング前後の足アーチ長に関しては、体重と有
意な正の相関関係が見られた（ランニング前、右：
r=0.43、p=0.02<0.05、左：r=0.45、p=0.02<0.05、ラ
ンニング後、右：r=0.52、p=0.005<0.01、左：r=0.45、
p=0.02<0.05）。また、体重と彎曲指数、顆間距離に
ついては先行研究同様6）、それぞれ有意な負の相関
関係が見られた（r=-0.44、p=0.02<0.05）（r=-0.43、
p=0.02<0.05）。体重が増加するにつれて内反度合い
が小さくなり、外反傾向になるという先行研究の結
果を支持するものとなった。 
体重とランニング前後の足アーチ高・足アーチ高
率・足アーチ沈降度においては、有意な相関関係が
見られなかった。しかし、トラックを用いたランニ
ングでは、違う見解が得られたかもしれない。それ
は、トラックのカーブの際に遠心力の関係から身体
を内傾して走行しなければいけなく、このとき走者 
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図３ 彎曲指数とランニング前後の足アーチ高差 

には、F=mV２/Rで求められる遠心力が掛かる。Fは
遠心力、mは体重、Vは走速度、Rは曲率半径を指す。
カーブでは、遠心力に対抗するための向心力を確保
するために、足アーチはランニング自体の負担に加
え、向心力に相当する負担を強いられることになり、
その程度の差異が足アーチ構造に影響を及ぼし、ま
た体重の増加が遠心力をさらに高め、影響を与える
と考えられる。 
 体重と足アーチ長に関しては、ランニング前後の
左右足で有意な正の相関が見られ、体重が増加する
につれて足アーチ長も増大するという結果をえた。
尾田8）によると、体重が大きく、肥満度の高い人ほ
ど十分な足部筋力を有しておらず、体重の増加によ
り接地面積は増加しやすいと報告しており、本研究
もそれを示唆する結果となった。 
 
4．まとめ 
本研究は、内外反膝の度合いが、ランニング前後
の足アーチ構造に及ぼす影響をについて検討し、以
下の結果が得られた。 
• ランニング前後で、足アーチ高・足アーチ高率に
有意な低下が見られた。 

• ランニング前後で、足アーチ長は有意な増大が見
られ、その原因として足部温度上昇に伴う血管拡
張による肥大、疲労の蓄積やシューズの紐の締め
すぎなどによる血行不良に伴う足部のむくみが考
えられた。 

• 彎曲指数と足アーチ構造には、有意な相関は見ら
れなかったが、彎曲指数とランニング前後の足ア
ーチ高差で、右足に弱い正の相関、左足に弱い負
の相関関係が見られた。これは膝部の内外反が、
機能足、支持足になんらかの影響を与えたと考え
られる。 

• 体重とランニング前後の足アーチ長で、有意な正
の相関関係が見られた。 

• 体重と彎曲指数、顆間距離でそれぞれ有意な負の
相関が見られた。これは先行研究3、4)を支持する結
果となり、体重が増加するにつれて内反度合いが
小さくなり外反傾向になるというものであった。 
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