
健康的な動きと脊柱に対する理解 

まず、体のセルフチェックをします。身体が硬いですか?リラックスしていますか?何か挟まれている感覚、凝っ てい

る感覚はありますか?痛みは?歪んでいる?今の身体の状態は 10 段階中、どこに位置していますか?  

I. なぜ脊柱が重要? 

- 骨格全体を支えている 

- 脳と体をつないでいる 

- 構造上最大限の安定性と可動性を提供している  

脳と体/可動性とのこの接続は、脊柱を介して意識の次元へのアクセスを提供します-これを考慮するために、脊柱 

の解剖学的構造を調べる必要があります。  

「頭、首、背骨の関係は、人体の最適な機能を発揮するための最も基本的なものである」 by Alexander Technique  

脊柱の解剖学  

A. 湾曲  

- S 字カーブ 「エネルギーを供給する波」 

- 「一次湾曲 」と 「二次湾曲」 胸椎および仙骨の湾曲は、胎児に存在し、成人になっても同じままであるべきであ

るため、一次湾曲と呼ばれてい ます。子供が直立し始め、位置が定まってくると同時に、二次湾曲(頚椎および腰

椎)は成長します。二次湾曲は、 最小限の筋肉の努力で下肢にかかる上半身の重さのバランスをとることを可能

にします。二次湾曲がなければ、長 時間直立していることは困難となります。  

 



評価:  

鏡を見て自己評価するか、パートナーと一緒に、脊椎の「正常な」S 字カーブがあるかどうかさまざまな位置を確 

認します。 頸椎の過剰な湾曲/過伸展/ストレートがないかチェックしましょう。 次に、胸椎が正常なカーブを描い

ているかチェックします。(四つん這いが一番みやすいです)。腰椎も同様にチ ェックしましょう。  

B. 特定の椎骨構造*:  

- 棘突起、横突起、椎弓板+椎弓根=椎骨弓 -椎間関節 

- 椎体  

 



棘突起と横突起の関係は、その関節でどのくらいの回旋動作を可能にするかに影響し、それによって動きの種類と 

質が変わります。(トーマス・マイヤーズ)  

*注:椎骨は下から積み重なっているわけではありません。彼らは筋膜で吊り下げられています。健康な筋膜を持 

つことは、椎骨の回旋能力を保つための基本です。  

頭蓋骨 - 脳を収容し、4.5~5.5kg の重さがあります。 

 

図は、屈曲角度が 60 度となると、頭部にかかる重量が 4.5~5.5kg から 27kg に増加していることを示していま 

す。  

頸椎-頚椎は構造上、屈曲、伸展、回転の ROM が大きくなります。 病理学: 

- 「ミリタリーネック」 - 頸椎の湾曲消失 

- 脊椎症(関節炎)  

- フォワードヘッド -上部頚椎で伸展、下部頚椎で屈曲 

-椎間関節症候群 

- サブラクゼーション 

注:1 インチ(2.5cm)ごとに頭部が前方に移動すると、頭部の重量が 10 ポンド(4.5kg)増加し、肺活量を 30%減

少 させてしまいます。  

練習:  

チンタック+クラウンリフト ローテーション(フラットボールまたはフォームローラーでアシスト) モビライゼーション ウ

ィズ タオル 

側屈 

ブレスワーク  

胸椎 - 頸椎よりも大きく、腰椎よりも小さいです。腰椎に近づくにつれサイズが大きくなります。胸郭と胸骨がく っ

ついているため、胸椎は屈曲/伸展/回旋においてあまり可動性がありません。各胸椎は約 3°回転することがで 

きます。胸椎全体としては、左右、30~35°の間に回旋できます。(Neumann, 2010).  



注:胸椎に適切な可動性を伴っていない場合、T12-L1 と C7-T1 の接合部で過大に代償されることがあります。こ 

れは、スワン、バックベンド、ツイストなどのエクササイズで見られます。各腰椎は、約 2°回旋し、全体として はそ

れぞれの側で 10°回旋できます。胸椎腰椎の回旋は、各方向に約 45°見られます。 胸椎が回旋に制限がある場

合、腰椎はより多くの回旋を余儀なくされ、関節面と椎間板の損傷を含む腰痛や怪我の 原因となる可能性があり

ます。  

病理学 

-カイフォーシス/フラットバック 

- 肩甲骨のウインギング(翼状肩甲骨) 

- 呼吸時の横隔膜下降の制限 

- 交感神経系の活動亢進 

- 腰椎過前弯/骨盤前傾の増加-腰痛 -肩甲骨胸郭リズムの変化による肩の機能不全 - 骨粗鬆症 

- 脊椎症 

- 脊柱管狭窄症、側弯 

- サブラクゼーション  

実践:  

ブレスワーク 

キャット&カウ 

スレッドザニードル(針に糸を通す) ソラシックエクステンション/胸椎進展(スワンプレップ) 側屈(テールワグ) 

プッシュアップ プラス 

スキャプション  

腰椎 - 最大の安定性と上半身の体重支持の大部分を可能にする最も厚い/最も密度の高い椎骨。腰椎は構造

上、回 旋はあまり得意としないが、屈曲・伸展は可能である。 

病理: 

- 脊椎症  

- 脊椎すべり症 

- 椎間板ヘルニア 

- 変性円板 

- サブラクゼーション  

仙骨(Sacrum)  

聖なる骨(Sacred Bone) - 哲学的に、仙骨はあなたの体の中で最も重要な場所です。仙骨からは、血液、臓器、筋 

肉を含むエネルギーすべてのチャンネルを目覚めさせることができます。  

- 体幹と下肢を接続し、体幹から骨盤と下肢への体重移動を可能にします。 

- 非常に大きく、密度が高い - 2 つの腸骨を後側で一緒にロックし、骨盤と交差するように脊柱の土台をサポート 

するためです。 

- 骨盤のキーストーンのような働きをします。  



- 股関節のいくつかの重要な筋肉との関連性が深いです:大臀筋、腸骨筋、梨状筋は、仙骨の表面に起始を持って 

おり、仙骨中心に筋肉を引っ張り脚を動かします。 

- 仙骨の角度は、 梨状筋と大腰筋によってコントロールされています。 

- 脊髄神経が体幹から骨盤を通って脚へと移動する際に、脊髄神経を取り囲むようにし、保護します。  

- 腹腔内の臓器を支え、保護し、骨盤腔の形成を助け、出産時に胎児が通るスペースを確保します。 

 

図 152-2 骨盤のキーストーン構成は、脊柱から骨盤へ、そし て最終的には下肢への体重移動を可能にします。  

尾骨:尾骨は、多くの骨盤底筋群とつながっています。これらの筋肉は肛門を支え、排便を助け、女性の場合は膣 

を支えます。また、歩行、ランニング、足を動かすサポートもします。  

実践(Svaroopa® by Swami Nirmalananda) "自己を見つけるために身体を解放する" 

https://yogainternational.com/article/view/svaroopa-yogas-magic-four-poses  

 



「マジック 4」のやり方  

1a スローモーションダイブ  

・椅子に座る。 ・つま先を内側に向けて脛骨を垂直にして平行にし、足の外側を内側に向けるか、平行にする。 ・

肘を膝の上に乗せ、両手を膝の間にぶら下げた状態で体幹を前に倒す ・頭を前に垂れさせて首の後ろを長くし、

肩を柔らかくし、胸椎を内側に沈めます。 

・最短 45 秒、最長で 3 分まで保持します。  

1b ・膝の間に腕を下向きにリラックスさせ、体幹をゆっくりと前に沈め、頭と腕を下に垂れさせ、足の親指を 床に

固定したまま(内側に向けたまま)にして、呼吸をします。 

・最短 45 秒、最長で 3 分まで保持します。  

2a Crook't Knee のポーズ  

・足をそろえて始めます 

・足を 5 センチ前にスライドさせます。 ・左足首を右膝の上に乗せます(そのままの姿勢で 2~3 回呼吸)。 ・足首

の骨を太ももの上に置き、股関節に向かって足首をスライドさせます。 ・椅子の背もたれにもたれて、肩を柔らかく

保ち、あごを胸の方に引いていきます。 ・ポーズを柔らかく保ちます。 

・最短 45 秒、最長で 3 分まで保持します。  

3 ランジ ・片膝立ちになり、左足を前に出します。両手の間、手の前に足を置きます。左足は真っ直ぐになるように 

します。 

・左手をおへその位置に、腰の下あたりに置きます。 ・背骨の方に向かって指をお腹に深く押し込みます。お腹と

背骨を横にずらして、左の太ももの上で休むよ うにします。 ・左手を肋骨の下部にスライドさせ、肋骨を膝に向か

って前方に移動させ、背骨を長く伸ばします。 ・両手を床に置きます(手が床に完全に置けない場合は、ヨガブロッ

クで支えます)。 ・前膝の前で頭を垂れ下げます。 ・後ろの膝の位置をキープしたまま、できるだけ力を入れずに

ゆっくりと前に進みます。 かかとが膝の真下にあり、すねが垂直になるように前足を再配置します。 ・お腹は太も

もの上に乗っかるようにし、両手に体重が均等にかかっていることを確認します。 ・頭部の力を抜き、顎を軽く引

き、呼吸をします。 

・最短 45 秒、最長で 3 分まで保持します。 ・頭を垂れたままポーズからゆっくり解放し、反対側も同様に繰り返

します。  

4a リクライニングスパイナルツイスト  

・仰向けで横になり、膝を胸に近づけます。  

・手で膝を押さえ、脚の力を抜いていきます。そこで 2~3 回呼吸をします。 4b ・手のひらを上にして、床に沿って

腕を横に伸ばします。  

・脚と腰を右に倒していきます。  

・右脚を完全に床につける時に、左肩が上がっていても問題ありません。 (上の足の力が抜けていない場合は、枕

やタオルを使用して支えましょう。)  



・右手首が右膝に触れるまで脚を右腕に向けてスライドさせ、腰から下にかけての背骨を楽にさせます。  

・A の字のように右腕の角度に合わせて左腕を下にスライドさせ、手のひらを上に向けます。 (左肘が床につかな

い場合は肘を曲げて左手のひらを左腰に当てても大丈夫です)。  

4c ・足を外側に動かし、上の足を下の足の上に置きます。 ・首と頭を膝の方に回し、左の首と顎だけでなく、左の

肩と鎖骨の前を意識し長く伸ばします。(このポー ズでは心臓の後ろの椎骨にフォーカスします)。 

・呼吸をしながら 全身が柔らかくなるように感じます。 

・最短 45 秒、最長で 5 分まで保持します。 

・反対側でも同様に繰り返します。 

・4a の時と同じように、膝を胸につけていきます。身体と心がエクササイズの余韻を感じ取れるまで、片 側に転が

って数回呼吸をし、身体を休めます。  

休憩  

II. サブラクセーション(私たちにとっての) 一つの関節が次の関節との関係でずれている場合 原因:  

- 身体的ストレス(動きのパターンの悪さ/事故など、外傷) - 感情的ストレス 

- 化学的ストレス(薬物、アルコール、環境汚染物質)  

サブラクセーションが発生すると、以下のような経験します。 

- 可動域の減少 

- 脊椎のズレは神経に影響を与え、痛みを引き起こす可能性があります。 

- 影響を受けた神経は、それらの神経によって制御される臓器や組織に問題を引き起こす可能性がありま す。 

o 頸椎を出ている神経は、頭、胸上部と腕に向かいます。 

o 胸椎を出ている神経は、胸と腹部にいきます。 

o 腰椎から出る神経は、脚、腸、膀胱に行きます。 これらの神経は、相互に作用しながら、体内の全ての器官や

部位を制御し、筋肉の制御を可能にします。  

従って椎骨がずれると、身体的、感情的、精神的なトラブルが複数生じることがあります。また、その逆の 場合も

あります。  

III. 髄核*-椎間板の内側に存在するコアの部分。髄核は、主に水とコラーゲン線維の緩いネットワークからなる、 

ゼリー状の物質で構成されています。弾性のある内部構造により、椎間板は圧縮やねじれの力に耐えることが で

きます。年齢とともに、椎間板は脱水して硬くなり、椎間板が圧縮に適応できなくなります。椎間板の保護 層である

線維輪という層を通って、椎間板の隙間から髄核が漏れ出し、椎間板の隣にある神経根に炎症を起こ してしまうこ

とがあります。  

*注:髄核は筋膜です。  

実践:  

水分補給をしっかり行う  

緩やかに捻る(ジェントルソー/スパインツイスト)  

緩やかで、リズミカルに跳ねる  



IV. 筋膜ライン(トーマス・マイヤーズの Anatomy Trains より) ディープフロントライン(deep front Line)  

 



スーパーフィシャルバックライン(Superficial Back Line)  

 



アームライン(Arm Lines)  

 

 
 

 

 

筋膜に支えられている棘突起 脊柱管内の軟部組織と硬組織の交互帯  

 

 

 



胸腰筋膜  

- 全体の長さの 75%滑走できる必要がある 

- 滑走性が増すと痛みは軽減する?あるいは痛みにより滑走性が減少するか? 

- どちらにしても、筋膜を健康に保つには十分な水分を含んでいることが必要です。  

 

 

従って、脊柱や背面の問題を修正しようとするとき、私達は必ず筋膜の状態を考慮する必要があります。 動きの

欠如は、筋膜を脱水させます。 「年を取るので、動くことをやめてはいけません。動くことをやめるから年をとるので

す」by Thomas Myers  

休憩  

V. ファンクショナルムーブメント・トレーニング  

ファンクショナルトレーニングは、関節機能を向上させる動作を通して、筋持久力、柔軟性、コア機能、静的 バラン

ス、動的バランスを改善し、姿勢の安定性と可動性、正しい運動連鎖を確立、または再構築することに フォーカス

しています。  

A. 主な機能的動作(日常生活動作など)には次のようなものがあります:曲げる・持ち上げる、片足のバラン ス(歩

行、階段)、押す・引く・捻る 身体にはストレッチ-アクティベートシステムがあります(身体の一部分が収縮すると、

反対側の部位が伸張さ れます)。  

B. 目標  

- 腰椎を安定させる(コア)=近位安定【エクササイズ from ベーシックマットピラティス】 - 胸郭可動域(屈曲・伸展・

側屈・回旋) 

- 肩甲骨胸郭の安定感 [前鋸筋、菱形筋、ディープフロントライン] 

- 遠位部の安定性と可動性 [スキャプション、ベーシック、ベーシック+]  

 

 

 

 



VI. 呼吸 - 「何よりも、正しく呼吸することを学ぶこと」by Joseph Pilates  

「横隔膜は体の中で最も重要な筋肉で生理学的にも全身に影響を与える」 by Tom Myers  

- 頚椎:胸式呼吸は、射角筋緊張を増長させ、放射状の痛みを引き起こす可能性があります。逆に、首の痛み が

あることで、呼吸のメカニズム自体が悪くなることもあります。 

- 呼吸がどのように脊柱を修正するのか。(胸椎の資料を参照) 

- 学び:ヘッドフォワード姿勢で肺活量が 30%減る  

A. 胸郭がお尻から持ち上がると、肋骨がわずかに分離します。この動作は、背骨を伸ばし、体幹の筋肉を強化 

し、椎間板への圧力を軽減するのに役立ちます。 

B. 深い呼吸による背骨の規則的な伸張は、最終的には関節間の空間を広げることになります。これにより、背 骨

のねじれ、前屈、伸展、側屈の能力が向上します。  

例)スレッドザニードル(針に糸を通す) 

C. 深い呼吸をし、肺の能力をフルに使うことで、背骨の自然なカーブを強化します。これにより、上半身の 首、肩、

背中が最適な位置に来る可能性が高くなります。これは、上半身の緊張を軽減し、姿勢の改善をする のに役立ち

ます。 

D. 適切な呼吸は、体の前部と後部のバランスを作ります。 

E. 他の筋肉と同じように、横隔膜も使わない(座りっぱなしの生活習慣や姿勢の悪さ)ことで筋力が低下し、 形が

崩れます。健康な横隔膜は 13-15cm(5-6 インチ)動くはずです。形が悪いと、横隔膜は 2.5-7.5cm(1-3 インチ)し

か動かなくなってしまいます。 

F. 横隔膜が動かないと、交感神経駆動(SNS)の増加を含む多くの問題につながります。  

 



注:心臓は横隔膜の上面に筋膜により接続されているため、私たちが呼吸をするときには、心臓が呼吸により ヨー

ヨーのように跳ね返ることになります。 横隔膜は胸郭の高い位置にあるので、横隔膜の収縮はすべての臓器をマ

ッサージします。 

*肺の 60%は正中線よりも後方にある。 *体の前側が開くと、後ろ側が閉じてしまう(胸郭扁平化)ので注意が必

要。  

*筋膜は筋肉の 6~10 倍の感覚神経を持っている  

V. 要約  

- 頭、首、背骨の関係は、あなたの身体を最適に機能させるための基本的な部分です。 

- 健康的な脊柱の湾曲は最適な機能を提供します。 

- 脊椎の椎骨は形も機能も様々です。私たちが望む動きをガイドしています。 

- 仙骨を解放することは、仙骨の上と下の両方の痛みを軽減するための鍵となります。 

- 椎骨は互いに積み重なっているわけではありません。健康な脊柱では、椎骨は筋膜によって支えられています。 

- 筋膜のラインを理解することで、痛みの原因を突き止め、痛みを取り除くことができます。  

- 機能的に動くということは、関節機能を向上させる動作を通して、筋肉の持久力、柔軟性、コア機能、静的バラ ン

ス、動的バランスを改善し、姿勢の安定性と可動性、運動連鎖を確立することを意味します。 

- 上記の全ての問題を解決するために最も重要な動きの一つは、「正しく呼吸をする」ことです。  

ムーブメントレビュー  

再評価:身体をチェックします。身体が硬いですか?リラックスしていますか?何か挟まれている感覚、凝ってい る感

覚はありますか?痛みは?歪んでいる?今の身体の状態は 10 段階中、どこに位置していますか?  
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