
1. 緒言

平成 29 年３月に改訂告示された小学校学習指導要領
（文部科学省，online）の体育の項目には，各種の運動
の行い方を理解するとともに，その動きを身に付けるよ
うにすると記されている。また，走運動および陸上運動
では体を巧みに操作しながら，合理的で心地よい動きを
身に付けることが求められている。すなわち，小学生の
走運動や陸上運動の習得には，その行い方の理解を促進
させることが必要であると考えられる。

これまでの先行研究において，疾走能力には大腰筋，
ハムストリングス，内転筋群が強く関連することが報告
されている（星川ほか，2006；狩野ほか，1997；勝田ほ
か，1993；久野ほか，2001）。一方，疾走能力に関する
その他の要因として，足指筋力が挙げられる。足指筋力
は，「短母指屈筋，長母指屈筋，虫様筋，短指屈筋，長
指屈筋の作用により起こる複合運動であり，手の握力に
相当するものである」（村田と忽那，2004）と定義され
ており，足指筋力と疾走能力の関連についての先行研究

がいくつか見受けられる（片平と田中，2017；大森ほか，
2011；関ほか，2014；山田と須藤，2015）。例えば，山
田と須藤（2015）の先行研究では，男子体育学生 101 名
を対象とした単相関分析の結果，足指筋力と 50m 走疾
走速度との間に有意な正の相関が認められている。また，
片平と田中（2017）は，小学５・６年生 87 名を対象と
した調査を実施し，足指筋力と 25m 走タイムとの関連
について単相関分析を用いて検討した結果，有意な負の
相関を有することを報告している。すなわち，これまで
の先行研究において，年齢を問わず足指筋力が強いほど
疾走能力も高いことが明らかにされている。しかしなが
ら，小学生を対象とした場合，発育とともに足指筋力も
疾走能力も向上するため（関ほか，2014；スポーツ庁，
online），発育が交絡因子となっている可能性がある。
よって，発育の影響を調整したうえで両者の関連を述べ
る必要がある。発育の影響を考慮したうえで，足指筋力
と疾走能力の関連性を検討することは，走運動や陸上運
動指導時において，足指筋力が疾走能力にどのように関
連するのかについての理解を促進させるための有益な知
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見となると考えられる。すなわち，発育の影響を考慮し
ても足指筋力と疾走能力が有意に関連していれば，「足
指筋力が疾走能力に直接的に関わっている」という指導
が可能となるが，発育が交絡因子となっているならば，
前述の指導は必ずしも適切でなくなる可能性がある。

そこで本研究は，小学１～６年生の足指筋力と疾走能
力を測定するとともに，発育に関わる因子を調整した上
で，両者の関連性を明らかにすることを目的とした。

2. 方法

2.1. 被験者

E 県の公立小学校１校で行事形式の測定会を実施し
た。参加人数は，測定会欠席者ならびに要養護者（16 名）
を除いた，１年生 42 名（男子 27 名，女子 15 名），２年
生 58 名（男子 31 名，女子 27 名），３年生 54 名（男子
27 名，女子 27 名），４年生 44 名（男子 27 名，女子 17 名），
５年生 49 名（男子 26 名，女子 23 名），６年生 52 名（男
子 23 名，女子 29 名）の計 299 名であった。

なお，本研究の実施に際しては，同志社大学の「人を
対象とする研究」に関する倫理審査委員会の承認を得た

（申請番号：17076）。

2.2. 測定項目

2.2.1. 月齢および身体計測
生年月を調査し，測定日における月齢を算出した。加

えて，対象者の発育に関わる因子として，身長および体
重を測定した。

2.2.2. 足指筋力
関ほか（2014）の方法を参考に，足指筋力測定器

（T.K.K.3364b，竹井機器工業株式会社，新潟）を使用し
て測定した。対象者を股関節および膝関節が 90°屈曲
位となるよう椅子に座らせ，測定中は手を膝の上に置き，
椅子を握らないよう指示した。利き足の母指の付け根と
測定器の把持バーが一致するように踵位置を調整し，約
５秒間最大努力で足指を屈曲させた。その際，踵は測定
器から離さないこと，姿勢を崩さないことを指示した（図
１）。１回の練習を実施した後に，本測定を１回のみ行っ
た。

2.2.3. 握力
握力は児童期から思春期および青年期にいたるまでの

全身筋力を反映することが報告されている（Wind et al.,  
2010）ことに加え，新体力テストの実施項目である（文
部科学省，online）ため，測定手技の巧拙の影響が少な
いと考えられる。また，筋力は筋の断面積に比例し，ど
ちらも発育期に急激に増加する（樋口，2012）。したがっ
て，握力は全身筋力および発育を反映する指標として測
定した。新体力テスト実施要項（６～ 11 歳対象）（文部
科学省，online）に基づき，測定にはスメドレー式デジ
タル握力計（T.K.K.5401，竹井機器工業株式会社，新潟）
を用いた。練習は実施せず，測定回数は利き手で１回の
みとした。

2.2.4. 20m走
短距離走の記録は，風などの天候の影響で結果が変わ

る可能性がある（Moinat et al., 2018）ことから，20m
走は体育館で測定した。計測方法は新体力テスト実施要
項（６～ 11 歳対象）（文部科学省，online）に基づき，
50m 走と同様の方法で実施した。スタート地点から
25m 地点まで全力で走ることを指示し，その 20m 地点
までを計測に用いた。また，練習は実施せず，１回のみ
測定を行った。

疾走速度変化からみた小学生の 50m 走における局面

図１．足指筋力測定の様子
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構成を分析した先行研究（篠原と前田，2016）によれば，
20m 地点は最大疾走速度到達地点前後に該当し，加速
局面と疾走局面（最大疾走速度の 98% 以上を維持）の
一部を含んでいる。また，小学生から大学生を対象とし
た研究により，最大疾走速度が短距離走タイムの大きな
要因であることが報告されている（小木曽と天野，
1994）。したがって，20m 走は，新体力テストに用いら
れている 50m 走の距離には至らないものの，疾走能力
を反映し得る指標であると判断した。

2.3. 統計分析

身長，体重，足指筋力，握力，および 20m 走の男女
別の学年差については，一元配置分散分析を行った後，

Tukey の多重比較を実施した。また，学年別の男女差
については Student の t 検定を用いた。足指筋力および
握力を独立変数に，20m 走タイムを従属変数とした単
相関分析には，Pearson の積率相関係数を用いた。さら
に，足指筋力と 20m 走タイムとの関連については，制
御変数を身長，体重，月齢，握力とした偏相関分析も実
施した。なお，統計ソフトには IBM SPSS Statistics 
25.0（IBM Corp., Armonk, NY）を使用し，統計的有意
水準は５% 未満とした。

3. 結果

対象者の身体特性と測定項目の，記述統計および学年
差を表１（男子）・表２（女子）に示した。身長は，男

表１．男子における測定項目の学年差

F p 多重比較

身長
（cm）

120.2 ± 5.4 126.0 ± 5.7 131.3 ± 5.9 133.7 ± 5.0 140.8 ± 7.1 151.8 ± 10.0 69.8 < 0.001 小1 < 小2 < 小3，小4 < 小5 < 小6

体重
（kg） 23.3 ± 3.7 27.7 ± 7.0 30.8 ± 7.1 32.5 ± 5.9 37.4 ± 10.2 45.8 ± 10.8 25.7 < 0.001 小1 < 小3，小4，小5 < 小6

小2，小3 < 小5，小6

足指筋力
（kgf） 6.1 ± 2.8 9.2 ± 3.1 10.6 ± 4.0 11.3 ± 3.3 13.7 ± 4.5 13.9 ± 5.2 14.9 < 0.001

小1 < 小2，小3，小4，小5，小6
小2 < 小5，小6
小3 < 小5

握力
（kgf） 9.5 ± 1.9 11.7 ± 2.6 13.1 ± 3.1 13.7 ± 2.7 17.1 ± 4.5 21.0 ± 7.5 25.2 < 0.001 小1 < 小3，小4 < 小5 < 小6

小2 < 小5，小6

20m走

タイム
（秒）

4.9 ± 0.2 4.9 ± 0.5 4.7 ± 0.3 4.7 ± 0.4 4.6 ± 0.5 4.4 ± 0.3 7.7 < 0.001 小1，小2 > 小5，小6
小3，小4 > 小6

小学6年生小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生

表２．女子における測定項目の学年差

F p 多重比較

身長
（cm）

117.8 ± 5.5 124.7 ± 6.5 130.0 ± 5.5 136.4 ± 7.7 143.9 ± 5.8 147.7 ± 6.2 74.6 < 0.001 小1 < 小2 < 小3 < 小4 < 小5，小6

体重
（kg） 22.6 ± 4.6 25.9 ± 5.1 29.1 ± 5.8 31.8 ± 5.6 36.9 ± 5.6 42.1 ± 7.6 33.5 < 0.001

小1 < 小3，小4，小5 < 小6
小2 < 小4，小5，小6
小3 < 小5，小6

足指筋力
（kgf） 6.4 ± 2.6 8.9 ± 3.2 9.8 ± 3.0 9.4 ± 2.9 14.0 ± 4.1 14.1 ± 4.8 16.8 < 0.001 小1，小2，小3，小4 < 小5，小6

握力
（kgf） 8.8 ± 2.0 10.8 ± 2.2 12.0 ± 2.5 13.4 ± 2.8 17.3 ± 3.6 18.5 ± 4.4 33.4 < 0.001 小1 < 小3，小4，小5，小6

小2，小3，小4 < 小5，小6

20m走

タイム
（秒）

5.2 ± 0.5 5.1 ± 0.3 4.8 ± 0.3 4.7 ± 0.2 4.6 ± 0.3 4.5 ± 0.3 15.0 < 0.001
小1 > 小3，小4，小5，小6
小2 > 小4，小5，小6
小3 > 小6

小学6年生小学1年生 小学2年生 小学3年生 小学4年生 小学5年生
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女とも進級とともに高くなる傾向にあったが，男子にお
いては３・４年生の間に，女子においては５・６年生の
間に有意な学年差は認められなかった。体重についても，
男女とも進級とともに重くなる傾向にあったが，男子に
おいては１・２年生，２・３年生，２・４年生，３・４
年生，４・５年生の間に，女子においては１・２年生，２・
３年生，３・４年生，４・５年生の間には有意な学年差
は認められなかった。足指筋力は，男女とも低学年は高
学年より低値を示す傾向にあるが，男子では４年生以降
に，女子では５年生以降に有意な差は認められなかった。
握力の進級による変化は，男女とも４・５年生間に有意
差が認められたこと，女子において２・４年生と５・６
年生間に有意差が認められなかったこと以外は，体重の
変化と同様であった。20m 走タイムは，男女とも進級
とともに速くなる傾向にあったが，男子においては１・
２年生，１・３年生，１・４年生，２・３年生，２・４
年生，３・４年生，３・５年生，４・５年生，５・６年
生の間に，女子においては１・２年生，２・３年生，３・
４年生，３・５年生，４・５年生，４・６年生，５・６
年生の間には有意な学年差は認められなかった。各身体
特性および測定項目の学年別男女差については，全ての
項目において有意な差は確認されなかった。

図２に足指筋力と 20m 走タイムの関連を，図３に握
力と 20m 走タイムの関連をそれぞれ示した。単相関分
析の結果，足指筋力（図２）および握力（図３）ともに
20m 走タイムと有意な負の相関が認められた。

足指筋力を独立変数，20m 走タイムを従属変数とし，
身長，体重，月齢，および握力を制御変数とした偏相関
分析の結果を表３に示した。どの制御変数の条件におい
ても有意な負の相関が認められたが，握力を制御変数に
投入した場合に偏相関関係が弱くなる傾向にあった。

図２．足指筋力と 20m 走タイムの単相関分析結果
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図３．握力と 20m 走タイムの単相関分析結果
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表３．足指筋力と 20m 走タイムの偏相関分析結果

独立変数：足指筋力
従属変数：20m走タイム

r

制御変数

　身長 -0.229 < 0.001
　体重 -0.367 < 0.001
　月齢 -0.263 < 0.001
　握力 -0.159 0.006
　身長，体重 -0.265 < 0.001
　身長，月齢 -0.223 < 0.001
　身長，握力 -0.138 0.018
　体重，月齢 -0.294 < 0.001
　体重，握力 -0.181 0.002
　月齢，握力 -0.128 0.029
　身長，体重，月齢 -0.258 < 0.001
　身長，体重，握力 -0.135 0.021
　身長，月齢，握力 -0.131 0.025
　体重，月齢，握力 -0.144 0.014
　身長，体重，月齢，握力 -0.130 0.027

p
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4. 考察

被験者の身長・体重について，発育速度が男子に比べ
女子の方が早期に訪れる（佐竹，2012）という特徴が本
研究においても同様に確認された。すなわち，女子では
５年生辺りで成長が緩やかとなっていた。また，学年経
過に伴う握力の向上は，体重の推移と類似していた。握
力は発育期における最も信頼性の高い筋力指標である

（太田，2012）ことから，体重増加に伴う骨格筋量増加
が握力の向上に影響したものと推察される。一方，握力
と同じく筋力指標である足指筋力は，体重とはやや異な
る推移を示していた。対象者全体の握力および足指筋力
の変動係数を算出したところ，それぞれ 0.36 と 0.42 で
あり，足指筋力の変動係数の方がわずかに高値であった。
足指筋力の測定結果のばらつきが大きかったために，握
力の推移と足指筋力の推移に違いが生じたのかもしれな
い。本研究における足指筋力測定では，１回の練習の後
に本測定を１回実施する形式を用いたが，練習回数や本
測定回数については，今後も引き続き検討すべき課題で
あると考えられる。

本研究では，足指筋力および握力が 20m 走タイムに
関連しているのか否かを明らかにするために，足指筋力
および握力を独立変数に，20m 走タイムを従属変数に
した単相関分析を実施した。その結果，足指筋力と握力
の両方が 20m 走タイムと有意な負の相関を有していた。
しかしながら，握力は児童期から思春期および青年期に
いたるまでの全身筋力を反映する指標である（Wind et 
al., 2010）ことから，発育に伴う全身の筋力増加が，
20m 走タイムの速さと関連していた可能性がある。す
なわち，単相関分析によって観察された足指筋力と疾走
能力の関連は，全身筋力を反映する握力が交絡因子とし
て介在しているとも考えられた。

したがって，本研究では足指筋力と 20m 走タイムの
関連について，身長，体重，月齢，握力を制御変数とし
た偏相関分析も併せて実施した。その結果，各制御変数
を投入したところ，関連の有意性は認められたものの，
足指筋力と 20m 走タイムの関連は弱くなった。特に，
握力を制御変数として投入した場合の偏相関係数はいず
れも -0.1 台であり，全身筋力を反映する指標である握力
の影響を除外すると，足指筋力と 20m 走タイムの関連
性は強いものではなかった。

本研究において，発育に関わる因子を調整してもなお，
足指筋力と 20m 走タイムの関連がわずかに残存した。
山田と須藤（2018）は足指筋力発揮時の筋活動量を表面
筋電図によって計測したところ，足部内在筋である母趾

外転筋や短趾屈筋に加え，足関節周囲筋である前脛骨筋
においても，足指筋力と有意な正の相関を認めたことを
報告している。さらに，長距離トップランナーを数多く
輩出するカレンジン族の子どもを対象とした研究におい
て，裸足を習慣とする対象者は，靴を履く対象者と比較
して有意に高い足指筋力を示しており，丈夫な足の構造
や機能，高いバランス能力を有していることが述べられ
ている（Aibast et al., 2017）。これらのことを考え合わ
せると，足指筋力は，足部および足関節の機能やバラン
ス能力の高さを通じて，疾走能力に貢献していることが
示唆される。

以上のことから，小学生に対する走運動や陸上運動の
指導に際しては「足指筋力を向上させれば疾走能力も向
上する」という提言は必ずしも適切ではないと推察され
る。本研究の知見は「強い足指筋力を有することは，足
部および足関節の機能やバランス能力の高さに関与し，
その結果として疾走能力に貢献し得る」ということを念
頭に入れた指導に生かすべきであると考えられる。

5. 結論

本研究では，小学１年～６年生の足指筋力と疾走能力
を測定するとともに，足指筋力を独立変数，20m 走タ
イムを従属変数とし，発育に関わる因子として，身長，
体重，月齢，および握力を制御変数とした偏相関分析を
実施した。その結果，足指筋力と 20m 走タイムとの間
に有意な負の関連が認められた。しかしながら，握力を
制御変数として投入した場合に偏相関関係数が弱くなる
傾向が確認され，その値は -0.1 台であった。以上の結果
から，小学生において，足指筋力と疾走能力は関連し得
るものの，その影響は必ずしも強くないことが示唆され
る。
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