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⾃⼰紹介
中窪 美佐緒 プロフィール
ボバース基礎講習会講師
脳卒中認定理学療法⼠
英検１級、英語オンラインコミュニティー主催

⽴命館⼤学⽂学部哲学科⼼理学専攻卒業。
京都⼤学医療技術短期⼤学部 理学療法専攻卒業、理学療法⼠取得。
社会医療法⼈ボバース記念病院勤務21年間勤務ののち、現在は森
之宮病院に⾮常勤勤務（今年はコロナで⾏きません）。
2010年より⼤阪府⽴⼤学⾮常勤講師。
2013年から国際ボバース講師会認定ボバース基礎講習会講師とし
て活動する。
2019年 放送⼤学⼤学院⽣活健康プログラム修⼠号取得、

現在博⼠課程後期に在学中。



講義内容
•姿勢調整の説明での変更について
üShepens&Drewの概念図は使わなくなった。
ü新しく加わった⽤語
(EPA,ASA,APA,CPA etc.)
üシナジーの新しい考え⽅

•課題分析の重要性を考える

•効率的な運動学習のためにできること

•症例検討での確認



Shepens&Drewの
概念図は姿勢調整の説明
に使わなくなったよ…
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先行随伴性姿勢調整
（Anticipatory postural adjustments: APA’s）

• Preparatory APA’s(pAPA’s)
準備的なＡＰＡ：運動が起こる50～300ms前に起こる

•Accompanying APA’s (aAPA’s)
随伴するAPA：運動が起こっているときに起こる

Feedback情報を用いたFeedforward control
環境と自分の間に生じた変化を検知して姿勢を調整する
（視覚・聴覚・前庭・触運動覚）
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姿勢制御とは
日常生活において姿勢制御は、運動の実行 （リーチ、グラスプ、歩行など）
に深く関係している。それは運動課題における全体的な制御の重要な側面
であるが、通常は姿勢と運動の両者が含まれる（Massion et al 2004）

あらゆる課題には姿勢制御が必要である

(Shumway-Cook & Woollacott 2011)

姿勢制御を理解するには、人が立ったり、歩いたり、安全に効率良く環境と
関わることが、様々なメカニズムの上に成り立っている能力であることを考え
なければならない(Sousa et al 2012)

姿勢制御は、ダイナミックな感覚運動過程の相互作用に基づいた複雑な（運
動）スキルである (Horak 2002, 2006, Pollock 2000)



姿勢制御の概念について
確認してみよう！
オリエンテーションって何？
安定性てどうゆうこと？



オリエンテーション
⾝体のアライメントとトーンを
重⼒、⽀持⾯、視覚的環境と内的参
照に合わせて、動的に制御する。

影響する要因：
視覚・体性感覚・前庭システム

⾝体図式

姿勢制御
姿勢制御の定義は

⽅向性と安定性のために
空間での⾝体の位置を制御すること。

複雑な技能（Skill）である。

(Horak,2006; Shamway-Cook & Woollacott, 2011)

安定性
・運動を協調的に制御して
⾃分⾃⾝で起こす、または外⼒から
起こる動揺に対してCOMを安定させ
る。
・外部の姿勢に影響する要因に加え
て、個⼈の期待や⽬標、以前の経験
により変化する。



オリエンテーション

•姿勢オリエンテーション（Postural Orientation）
⾃⼰⾝体と環境と課題の認知が重要

•垂直オリエンテーション（Vertical Orientation）
重⼒受容器からの感覚が重要 → Core Stability

•正中線オリエンテーション（Midline Orientation）
左右における⾃⼰⾝体の認識が重要
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Perception 知覚
Horak, (2006) Massion(1998), Shumway-Cook e Wollacott 2007

基本的には求⼼性（⼊⼒）システム
感覚情報を処理して機能する
体性感覚、重⼒受容器、前庭器、視覚

遠⼼性（出⼒）システム



姿勢オリエンテーション
感覚受容器：重⼒受容器 Graviceptors

• 内臓の重⼒受容器は姿勢の垂直性の知覚に関与する。
(Barbieri et al 2008)

• 体幹からの内臓に関する情報は、垂直性の内部モデルを構築する重要な
役割がある。
(Barra et al 2010)

• 腹内圧を⾼めることで、腸壁や腹腔内の重⼒受容器は刺激される。



Katsumasa Kii

姿勢身体図式
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新しい姿勢調整の⽤語だよ！
ASA、EPA、CPA
ややこしそうだけど、嫌いに
ならないでね…



EPAʼs APAʼs



APAʼs

ASAs
Anticipatory synergy 
adjustments

EPA
Early postural 
adjustments CPA

Compensatory 
postural adjustments



姿勢調整の諸相
ASAs Anticipatory synergy adjustments
素早い⾏動のために安定性を準備する(Latash 2015)
素早い⾏動におけるフィードフォワード
(Latash 2015, Piscitelli 2017)

EPA Early postural adjustments
予測できる外乱に対して準備する
例）ファーストステップの重⼼移動
(Krishnan 2011)

CPA Compensatory postural adjustments
感覚フィードバックによる姿勢の偏倚のあとのCOMの
位置の維持と回復(Aruin 2016)
予測外の偏倚後のバランス回復



シナジーは悪者ではないらし
いよ。
運動の豊富さを⽀える
神経機構なんだって！



“Synergy” シナジーの新しい定義
“Synergy” シナジーはかつて、脳卒中後の神経学的症候をもつ患者
に特にみられる、典型的な筋活動のパターンを表す、⾮常にネガ
ティブな表現であった 。(Bobath, 1978; DeWald et al., 1995).
例）随意運動を阻害する 伸筋シナジー、屈筋シナジー

シナジーは、運動遂⾏の重要な変数を安定させる本質的要素を
神経系が組織化されたもの。
(Latash et al., 2004).

中枢神経系の“principle of abundance：運動の豊富さの原則”に
基づいてシナジーは運動遂⾏の安定性を表す。
(Latash et al., 2007).

シナジーは神経のメカニズムにおいて課題特異的task-specificな
運動の安定性を保障する。
(Latash 2015)



Principle of (motor) abundance
（運動の）豊富さの原則

ある課題を遂⾏する際に、⽬的に合わせて、関節や筋がさまざ
まな組み合わせで協調的に制御されていること。

中枢神経系は、⼀⾒余剰（*redundant）な運動の⾃由度
（DOFs: Degrees of Freedom of Movements ）を減らそうとは
せず、重要な変数（要素）を運動遂⾏に使⽤することで、安定
性を確実にする。

*redundancy 冗⻑性（じょうちょうせい）
冗⻑性：余分な部分が付加されていること。
また、それにより安定性が確保されていること。
特に、コンピューターネットワークで情報が最低限必要以上に
表現されていること。余剰性。リダンダンシー。

Motor Synergies and Their Changes with Practice
(Latash, 2003)



“Synergy” シナジーの新しい定義
ギリシャ語で「共に働く」ことを意味する

Synergy means work together in Greek.

Hence, two requirements have to be met in order 
for the work to be applicable for an action. 
ゆえに、ふたつの条件（安定性と運動性）は
アクションに適応するために合致しなければならな
い
(Latash et al., 2007).



(松永 直⼈, 2018)

Lacquaniti, F.et al.: (2012). Patterned control of human locomotion.The Journal of physiology,590(10), 
2189-2199.

Torricelli, D.et al:. (2016). Muscle synergies in clinical practice: theoretical and practical implications. 
InEmerging Therapies in Neurorehabilitation II(pp. 251-272). Springer International Publishing.

Lacquaniti et al. (2012)は歩⾏の
筋シナジー解析を図の様にイメージ
化した。モジュールは複数の筋の協
調性(筋シナジー)を⽰す

シナジー(synergy)とは協調性を意味し、
運動を機能ごとに分割(モジュール化)し、
その機能を構成する筋群のまとまりを⽰す
ものである。Torricelli et al.(2016)はこの
概念をオーケストラに例えている。

筋シナジーの機能の例



Bernstein問題
ヒトの運動は⾃由度が⾼いという特徴をBernsteinが指摘。

このことから、⾝体の冗⻑性（motor redundancy ⾃由度
が⾼いこと）の問題は“Bernstein問題”と呼ばれている。

そしてBernsteinはこの問題を解決する⼿法として、
中枢神経系は運動を機能的に分類(モジュール化)し
複数の筋を同時に制御していると提唱した(エングラム)。

Bernstein, N. (1966). 
The co-ordination and regulation of movements.

(松永 直⼈, 2018)



Redundancy and Abundance

(松永 直⼈, 2018)



姿勢調整は、

•ヒトにおける姿勢調整は、ある個⼈が、どんな課題を
⾏うかに、密接に関連している。

•したがって、各個⼈と課題の具体的内容に合わせて
調整される。

•⾼度に個別性があり、課題によって異なる。
It is highly individualized and task-dependent.



INDIVIDUAL
個人

ENVIRONMENT
環境

TASK
課題

Postural Control
Movement Control

Shumway Cook & Woollacott, 2011

姿勢制御と運動制御



ワーク１
治療介⼊のときの、姿勢調整について考えましょう。
安定性を確保する⽅法はいろいろあります。

治療場⾯で、環境やハンドリングを使って安定性を作り
出します。

あなたは、どんな場⾯で、どのような⼯夫をしていますか？
「⾃由度を制限する」
“Limit the degrees of freedom of movement”
という視点で考えてみてください。

例）背臥位で⾜部の内在筋のファシリテーションを⾏うとき、
体幹をベルトで固定してコアを維持するようにする。


