
近年，ピラティス（＝モーターコントロール）を用い

た運動療法が注目されている。われわれヒトの骨格は，

安定性を必要とする関節と可動性を必要とする関節が交

互に並んでいる（＝Joint by Joint Theory）。ピラティス

による運動療法のねらいは，過可動となりがちな頸椎と

腰椎の安定性を向上させ，低可動となりがちな胸椎と股

関節の可動性を向上させることで，脊柱のニュートラル

ポジション（＝生理的弯曲）を獲得・保持することであ

る。脊柱の長軸方向の伸長（axial elongation : AE）と分

節的な動き（spine articulation : SA）を意識したピラティ

スによる動的・静的制御を習慣化することで患部の安定

化を図ると同時に，隣接する身体部位の可動性が高まる。

また，ピラティスの専用器具を用いると動作を多段階で

アシストできるため比較的早期にリハビリへ導入でき，

また，姿勢を容易に単純化・複雑化できるため，日常生

活からスポーツまで幅広い動作のパフォーマンス向上が

期待できる。

はじめに

骨，筋，関節，神経など運動器に対する局所的なメカ

ニカルストレスが主因で生じる外傷，障害の予防・治療

法として，西良ら１）のジャックナイフストレッチをはじ

めさまざまな運動療法が推奨されている。腰痛診療ガイ

ドライン２０１９（改訂第２版）２）のClinical Question４「腰痛

に運動療法は有用か？」に対して，エビデンスの強さは

B：効果の推定値に中程度の確信がある，推奨の強さは

１：強い（行うことを強く推奨する）とされている。た

だし，これは慢性腰痛に限定されたものであり，急性・

亜急性腰痛に対する運動療法のエビデンスレベルは低く，

慢性腰痛においても現時点で効果的な運動療法の種類ま

で明確に示す論文は少なく，長期的な効果は明らかに

なっていない。

こうした中，近年，運動器疾患に対する運動療法とし

てモーターコントロール（運動制御：MC）が注目され

ている。MC とは「運動の幹的メカニズムを統制もしく

は指揮する能力」と定義されており，また，「運動するた

めに必要なさまざまな機構を調整する能力」とされてい

る３）。この MC 向上に有効かつ具体的な運動療法の種類

として期待されているのがピラティス（Pilates）である。

ピラティスとは

ピラティスとは，リハビリテーション医学の概念がな

い１９００年代初頭に J.H.Pilates 氏が創った “Contrology”

（コントロール学）である４）。Contrology とは “control”

に，接尾語 “‐logy”（理論）を加えた Pilates 氏の造語

で，「身体」「心」「精神」を自分自身でコントロールす

ることを学ぶ万人に対する身体教育学である。また，ピ

ラティスは単なる体幹トレーニングだけではなく，呼吸，

有酸素性運動，ストレッチング，バランストレーニング，

コーディネーショントレーニングなど多彩な要素を含ん

だ総合的なアプローチ法である。

人の機能を車に例えるとエンジン性能（馬力）＝筋

力・パワー，サスペンション＝骨格・柔軟性，燃費＝全

身持久力，そして運転技術＝MC といえるが，どんなに
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エンジン性能，サスペンション，燃費が良い高性能な車

でも，運転技術が悪いと事故を起こしてしまう。これと

同じように，ヒトの体もどんなに筋力・パワー，柔軟性，

全身持久力が優れていても，MC が悪いと体を痛めてし

まう。この MC 向上にアプローチするのがピラティス

である。

ピラティスと日常生活との関わり

わが国においてもトップアスリートがコンディショニ

ングにピラティスを取り入れるようになってきたが，ピ

ラティスは決してアスリートだけの特別なトレーニング

法ではなく，以下のような理由から，むしろ運動器疾患

予防運動として広く非アスリートに普及させるべきエク

ササイズである。

厚生労働省が３年毎に公表する国民生活基礎調査５）に

自覚症状のある者の割合（有訴者率）が示されているが，

男女いずれも１位と２位は腰痛か肩こりである（図１）。

この要因として，日常生活や運動において無意識に悪い

姿勢や動作を繰り返すことで自分の体を痛めている可能

性が考えられる。例えば，姿勢の違いによる腰（第３腰

椎椎間板）への負担の大きさについて Nachemson６）は，

立位を１００％とした時，座位では１４０％，座位で前傾する

と１８５％になると報告している（図２）が，一般に立位

より座位が楽に感じるため，座位の方が腰への負担も軽

いと考えられやすい。また，現代社会においては長時間

座ったままパソコンに向かって仕事や勉強する機会も多

いが，姿勢の違いによる首（頸椎）への負担の大きさに

ついて Hansraj７）は，頸椎全体の屈曲角度が３０度だと約

３倍，６０度だと約５倍の負荷が頸椎に掛かることを，シ

ミュレーションモデルを用いて明らかにした（図３）。

残念ながら，このような姿勢の違いによる腰や首への

負担の違いを学校や職場において教わる機会はほとんど

ないだろう。ピラティスの習慣化による MC 向上が正

しい姿勢や動作の獲得につながり，その結果，腰や首へ

の負担が軽減し運動器疾患を予防・軽減できる可能性が

あることを，多くの一般市民に知って頂く必要がある。

ピラティスの運動療法

われわれヒトの骨格は，安定性（stability）を要する

関節と，可動性（mobility）を要する関節が交互に並ん

でいる（Joint by Joint Theory）８）（図４）が，さまざま

な姿勢や動作において過可動（本来の可動域以上に動こ

うとする）となりがちな頸椎や腰椎は「安定性の向上」

により，低可動（本来の可動域を十分に使えていない）

となりがちな胸椎や股関節は「可動性の向上」により，

脊柱のニュートラルポジション（生理的弯曲）を獲得・

図１．自覚症状のある者の割合（有訴者率）
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保持する，それがピラティスによる運動療法のねらいと

なる。具体的には，ピラティスを行う際に，脊柱の長軸方

向の伸長（axial elongation : AE）と分節的な動き（spine

articulation : SA），さらに筋・筋膜スリング（連結）に

よる全身の統合（integration）を意識した動的・静的な

MC を習得し習慣化することで，腰椎や頸椎などの安定

性と胸椎や股関節など隣接部位の可動性が高まり，その

結果，局所へのメカニカルストレスが分散・軽減される。

また，ピラティス専用器具を用いると，軽強度から高強

度まで負荷を多段階に調整できるため比較的早期にリハ

ビリテーションへ導入できるとともに，姿勢や動作を容

易に単純化・複雑化できるため日常生活からスポーツま

で幅広い動作のパフォーマンス向上が期待できる。

なお，ピラティスを行う際は，脊椎の各々の動きにお

いて不耐の疾患（その動きを避けることが望ましい疾患）

が原則的に分類されている４）（表）。例えば椎間板ヘル

図３．姿勢の違いによる首への負担の大きさ

図２．姿勢の違いによる腰への負担の大きさ
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ニアに対しては屈曲動作が，脊柱管狭窄症に対しては伸

展動作が禁忌となる。その上で臨床上は個々の症例に応

じた対応が必要である。

ピラティスによる運動療法の具体例

〔股関節分離運動〕
図５‐a は，背筋を正しく伸ばして（軸の伸長を意識

して）行う股関節分離運動の例である。ピラティス専用

機器のリフォーマー上で仰臥位になり脊柱や骨盤を安定

させて軽負荷で行うことができるため腰椎に負荷が掛か

らず，術後の比較的早い段階から実施可能である。一方，

図５‐b は脊柱と骨盤の正しい姿勢を常に保ったまま片

脚立位でバランスを取り，スプリングの抵抗に応じても

う一方の下肢を屈伸させる必要があるため，アスリート

など上級者向けのエクササイズである。

〔胸椎伸展運動〕
図６‐a は腰椎に過剰な負担が掛からないよう胸椎を

反らせる（伸展させる）エクササイズである。肩甲骨を

上手くコントロールする（肩甲骨を内側に少し寄せてお

尻の方に下げる）ことが動作の鍵となる。一方，図６‐b

は上肢～体幹～下肢まで全身をコントロール（統合）す

る必要があり，野球の投球，バレーボールやテニスのサー

ブなどさまざまなスポーツに応用可能な上級者向けのエ

クササイズである。

〔胸椎側屈運動〕
図７‐a は腰椎に過剰な負担が掛からないよう胸椎を

横に傾ける（側屈させる）エクササイズである。腰から

横に傾けるのではなく，できるだけ背筋を長く伸ばして

（軸の伸長）両方の座骨を着けたまま，みぞおち辺りか

ら胸椎をしなやかに側屈させるよう意識する。一方，図

７‐b は側屈側がスプリングの抵抗を受けるため，相反

神経抑制により反対側の体幹側部の柔軟性向上が期待で

きる。表．脊柱の動きにおける不耐の疾患カテゴリーの基本例

椎間板ヘルニア，骨粗鬆症， 神経緊張屈曲

文献４）より引用改変

脊柱管狭窄症， 脊椎すべり症，脊椎分離症

椎間板ヘルニア，骨粗鬆症
椎間関節症， 脊柱管狭窄症，骨粗鬆症

回旋
側屈
伸展

図４．Joint by Joint Theory
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図６．ピラティスによる運動療法の例〔胸椎伸展運動〕

図７．ピラティスによる運動療法の例〔胸椎側屈運動〕

図５．ピラティスによる運動療法の例〔股関節分離運動〕
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おわりに

これまで，非特異的慢性腰痛者を対象としたシステマ

ティックレビューにおいて，ピラティスの有効性が示唆

されている９，１０）が，他のエクササイズより優れていると

までは言及されていなかった。最近，Hayden ら１１）はネッ

トワークメタアナリシスを用いて１１種類のエクササイズ

を比較し，ピラティスとマッケンジー体操が他のエクサ

サイズと比較して，痛みの軽減や身体機能の向上に有効

であると報告している。

このようにピラティスによる運動療法の有効性に関す

るエビデンスは徐々に蓄積されつつあるが，わが国にお

ける研究は決して十分とは言えない。そこで，２０２１年１１

月より徳島大学大学院医歯薬学研究部運動機能外科学お

よび徳島大学病院整形外科・リハビリテーション部を中

核に，連携４病院（稲次病院，美摩病院，田岡病院，き

たじま田岡病院）にピラティス専用機器を設置し，ピラ

ティスによる運動療法の推進とそのための指導者養成を

行うとともに，四国大学（整形外科・スポーツ医学研究

室），徳島文理大学（理学療法学科）の協力を得てピラ

ティスの有効性を検証するプロジェクトを始動させた

（図８）。この取り組みをきっかけに，徳島県が運動器

疾患における日本一の高度先進リハビリテーション都市

になることを目指していきたい。

文 献

１）Sairyo, K., Kawamura, T., Mase, Y., Hada, Y., et al . :

Jack-knife stretching promotes flexibility of tight ha-

mstrings after４weeks : A pilot study. Eur J Orthop

Surg Traumatol.，２３（６）：６５７‐６３，２０１３

２）日本整形外科学会, 日本腰痛学会：腰痛診療ガイド

ライン２０１９．（日本整形外科学会診療ガイドライン

委員会，腰痛診療ガイドライン策定委員会 編），

改訂第２版，南江堂，東京，２０１９，pp.５３‐５５

３）Anne Shumway-Cook・Marjorie H.Woollacott：モー

ターコントロール. 研究室から臨床実践へ（田中繁・

蜂須賀研二監訳），原著第５版，医歯薬出版，東

京，２０２０，pp.３‐２２

４）ジョセフ．H．ピラティス：Return to Life Through

Contrology．ピラティスで，本来のあなたを取り戻

す！（日本ピラティス研究会訳，武田淳也翻訳監修・

編著），現代書林，東京，２０１０，pp.３９‐４２，pp.６２‐６３

５）厚生労働省：２０１９年国民生活基礎調査の概況．

https : / /www.mhlw.go. jp / toukei / saikin / hw/k-

tyosa/k-tyosa19/index.html（２０２２年２月２日検索）

６）Nachemson, A. : The lumbar spine. An orthopaedic

challenge. Spain.，１：５９‐７１，１９７６

７）Hansraj, K. K. : Assessment of stresses in the cervi-

cal spine caused by posture and position of the head.

図８．ピラティスによる運動療法の推進および効果検証のためのプロジェクト

藤 谷 順 三 他３２



Surg Technol Int.，２５：２７７‐２７９，２０１４

８）倉持梨恵子：Joint by Joint Theory-mobility joint と

stability joint. 臨床スポーツ医学，３８（３）：２４８‐２５３，２０２１

９）Paolucci, T., Attanasi, C., Cecchini, W., Marazzi, A., et

al . : Chronic low back pain and postural rehabilita-

tion exercise : a literature review. J Pain Res.，１２：
９５‐１０７，２０１９

１０）Byrnes, K., Wu, P-J., Whillier, S . : Is Pilates an effective

rehabilitation tool? A systematic review. J BodywMov

Ther.，２２：１９２‐２０２，２０１８

１１）Hayden, J. A., Ellis, J., Ogilvie, R., Stewart, S. A., et

al . : Some types of exercise are more effective than

others in people with chronic low back pain : a

network meta-analysis. J Physiother.，６７（４）：２５２‐

６２，２０２１

ピラティス：モーターコントロールで運動器疾患予防 ３３



Pilates：Preventing musculoskeletal diseases through motor control

Junzo Fujitani１）, Ken Tomonari２）, and Koichi Sairyo３）
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SUMMARY

In recent years, exercise therapy using Pilates（= motor control）has been attracting attention.
In the human skeleton, stability joints and mobility joints are arranged alternately（Joint by Joint
Theory）. The aim of Pilates exercise therapy is to improve the stability of the cervical and lumbar
spine, which tend to be over-mobile, and to improve the mobility of the thoracic spine and hip joints,
which tend to be under-mobile, in order to achieve and maintain a neutral position（physiological
kyphosis）of the spinal column. Dynamic and static control of the spine through Pilates, with an
awareness of axial elongation（AE）and spine articulation（SA）, can be used to stabilize the affected
area and increase the mobility of adjacent body parts. In addition, the use of specialized Pilates
equipments can be introduced to rehabilitation at a relatively early stage because it can assist in
multiple levels of movement. It can easily simplify and complicate posture ; thus, it can be expected
to improve performance in a wide range of activities from daily life to sports.

Key words : pilates, motor-control, axial elongation, spine articulation

藤 谷 順 三 他３４




