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姿勢と美容の関係性 
- シセイカルテを用いた姿勢改善がもたらす美容効果をご紹介 -
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はじめに 

デジタルデバイスの普及やコロナウイルス感染症の蔓延によるリモートワークの促進により、在宅で座りがち

な生活から生じる不良姿勢が一つの問題となっています。 

そのため現在、「猫背改善」「骨盤矯正」を打ち出した治療院は増加してきており、我が国において「姿勢改善」

を目的とした治療院運営のニーズは近年、増えてきています。 

この不良姿勢は外見の問題のみならず、内臓機能やメンタルヘルスへの影響など 

美容面への悪影響も報告され始めています。 

このように姿勢改善は「美容」を考える上での基礎と言っても過言ではありません。 

本資料では　　 

• 不良姿勢がなぜ問題なのか 

• 姿勢改善を行うことで生じる美容効果 

について簡単にご紹介していきます。 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前額面矢状面

正常姿勢とは 

そもそも、正常姿勢とはどのような姿勢のことなのでしょうか。 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耳垂(耳たぶ付近) 

↓ 

肩峰 

↓ 

大転子(太もも付近) 

↓ 

膝蓋骨後面(膝の後方) 

↓ 

外果の前方(外くるぶし) 

矢状面と前額面においてランドマークが一直線であることが正しい姿勢です。 

後頭隆起 

↓ 

椎骨棘突起 

↓ 

殿裂 

↓ 

両膝関節内側の中心 

↓ 

両内外果の中心 



不良姿勢とは 

対して不良姿勢とは、正常姿勢のランドマークがズレているもののを言います。 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以下の要因が不良姿勢を助長させている可能性があります。 

例えば） 

筋力低下

日常生活のくせ
（頬づえをつく、常に片方の肩で鞄をもつ …）

座りがちな生活

猫背

ストレートネック

反り腰

スマートフォンの見過ぎ

長時間のパソコン使用

スウェイバック

日常生活においてどの動作が不良姿勢の関連要因なのかしっかり把握してフィードバックを行う必要があります。 

不良姿勢のまま放置すると、痛みが出現するだけなく、美容への悪影響も出現します。 

巻き肩



姿勢改善による美容効果　- 外見 - 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不良姿勢は他者からの評価も異なります。 

日本の500名の女性の画像をBMI、メリハリ度、姿勢で分類し男性5名が各画像に対しての 

評価を感性用語として抽出（KJ法による質的研究） 

 

直立姿勢は美麗度が高く、脱力姿勢、後傾姿勢、上半身の傾きは美麗度が低い結果であった。 

（菅原 他，日本感性工学会論文誌；2018）  

見た目から不良姿勢であることは、他者からの美容イメージも異なる結果となります。 

すなわち、「姿勢が良い」ことは、他者からポジティブなイメージを与えるということでもあります。 



姿勢改善による美容効果　- メンタルヘルス - 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不良姿勢はメンタルヘルスにも悪影響を及ぼす可能性があります。 

78名の不良姿勢の者を「テープを使用して正常姿勢へ矯正した群」、「不良姿勢のままの群」 

の2群に分け、精神心理的項目を比較。（ランダム化比較試験） 

 

姿勢改善した群は自尊感情の向上、肯定的な気分の向上、恐怖感情の低下が認められた。 

（Nair S et al ，Journal of Health psychology；2015）  

姿勢が良くなることは、自尊感情やポジティブな気分の向上に繋がります。 

これは、自身の身体に自信がつき、表情変化やさらなる美意識の向上にも寄与します。 



姿勢改善による美容効果　- 基礎代謝 - 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不良姿勢は内臓機能や代謝にも悪影響を及ぼす可能性があります。 

33名の健常成人に対して、頭頸部の前傾姿勢と呼吸機能の関連を比較（横断研究） 

頭頸部が前傾（すなわち円背傾向）している者は肺活量が低下している可能性が認められた。 

（Kim MS et al ，Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation；2015）  

肺活量の低下は基礎代謝の低下にも直結します。 

姿勢が悪いことは、肺活量低下により酸素摂取量が低下して不良姿勢が加速するのみならず、 

痩せにくい身体を生み出してしまう可能性も考えられます。 



姿勢改善による美容効果　- 筋骨格機能 - 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不良姿勢は筋骨格機能にも悪影響を及ぼす可能性があります。 

42人の健常成人に対して姿勢アライメントと体幹筋の持久力を比較（横断研究） 

不良姿勢は体幹筋力の低下と有意に関連していることが認められた。 

（Ozyurek S et al ，Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation；2018）  

体幹筋力の低下は基礎代謝を下げ、肥満との関連も報告されています。 

体幹筋力の低下と不良姿勢が関連するのであれば、すなわち、良い姿勢を取ることにより、 

体幹筋力も向上する可能性が考えられます。 



姿勢改善による美容効果　- まとめ - 

姿勢を改善することにより美容効果として得られる可能性がある 

04

02　 　メンタルヘルスや自尊感情が向上し、気分が高揚する。 

04　 　呼吸機能が高まり、頭頸部にある呼吸筋の活動が高まることで、顔面血流が増加して美肌となる。 

どの身体部位に問題があって姿勢が乱れているのかを可視化して 

動作観察や分析を簡単に捉えたいと思いませんか？  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アプリを用いた姿勢分析や施術効果を可視化すると、結果を分かりやすく伝えることができます。 

画像上のランドマークも分かりやすく、正常姿勢からどの程度逸脱しているか簡単に判断できます。 

03　 　心肺機能や筋骨格機能の向上により、基礎代謝を高め、痩せやすい身体を作る。 

01　 　他者からの身体の見られ方が変わる。 

姿勢改善を行うことで多くの美容効果が得られますが、そもそも不良姿勢を捉えることは難しいです。 



分析結果データを蓄積し、身体の状態が改善されていく様子を継続的に目で見て確認でき

るため、施術やトレーニングの効果をより実感しやすくなり、継続のモチベーションUPにつ

ながります。

姿勢分析システムを導入するメリット 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■客観的なデータによる分析でお客様からの信頼度UP 

■スタッフの教育・レベル感統一ができ、顧客満足度UP

■身体の改善がデータで確認でき、継続のモチベーションUP 

システムによる数値や客観的なデータによる分析結果を使用することで、口頭や写真だけ

では説明することが難しい姿勢の状態を分かりやすく伝えることができ、お客様からの信頼

度UPにつながります。

システムによる分析結果が確認できるため、新しく現場に入ったスタッフでもお客様への説

明がしやすくなります。また、誰でも同じ指標で分析ができるため、新人・ベテランに関わら

ず同じレベルでの分析ができ、顧客満足度がUPします。
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姿勢の専門知識を持っていないお客様にも理解してもらうためには、直感的でわかりやすい分析結果画面が必

要です。姿勢の歪みを数値で表したり、アバターのように視覚的に確認できるイメージが表示できたりするシステ

ムを選ぶと、お客様がスムーズに分析結果を理解できます。

よくある失敗例と、導入する際のポイント 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失敗例①  分析結果がお客様にうまく伝わらない 

お客様は姿勢についての専門知識をもっていない場合がほとんどです。このため、鏡や写真

のみを用いた姿勢分析だと施術者の頭の中にある理想の姿勢や改善イメージを共有しきれ

ず、折角分析をしても結果を十分に理解してもらえないというケースは珍しくありません。ま

た、システムを導入したものの、分析結果画面の内容が専門的すぎてお客様に内容がうまく

伝わらないことも多いです。 

理解しやすい分析結果表示か？ 

ポイント 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よくある失敗例と、導入する際のポイント 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失敗例②  前回の分析結果を確認できない 

施術やトレーニングの効果を実感してもらうためには、これまでの姿勢の状態と比較する

必要がありますが、鏡を用いた口頭での説明のように記録を残さないかたちでの分析だと

前回の分析結果を確認できず、施術やトレーニングの効果を十分に伝えることができませ

ん。システムを使用する際もデータの保存ができない場合や保存期間・データ量の制限が

ある場合があるため、注意が必要です。

お客様に身体の改善の様子を確認してもらうために、過去データを蓄積して確認できる機能は必須です。そのた

め、過去データの蓄積や確認はできるのか、できる場合は来客数や分析頻度にあったデータ量と保存期間での

利用ができるかを確認しましょう。

過去のデータも確認可能か？ 

ポイント 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前回と分析指標がずれてしまう 

よくある失敗例と、導入する際のポイント 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失敗例③ 

システムを用いずに分析をする場合、お客様の服装や担当者によって分析の指標がずれて

しまうことも多いです。そうすると、前回の分析結果と同じ条件での比較ができないため、施術

の効果をお客様に正確に伝えられません。 

また、システムで分析する場合も自分で指標に合わせる必要があるものや自動で認識された

指標ポイントの位置を修正できないものだとずれてしまうことがあります。

同じ指標で分析結果を積み重ねていくことで、施術の効果をより正しく伝えることができます。姿勢分析システム

の中にはずれにくく分かりやすいガイドのあるものや高精度で指標のポイントを自動認識してくれるものもあり、

手間をかけずに正確な分析結果を得られます。

同じ指標で前回の分析結果との比較が可能か？ 

ポイント 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よくある失敗例と、導入する際のポイント 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失敗例④  操作方法が難しく使いこなせない 

「導入したけれど、操作方法が分からず結局使わなくなってしまった」などということも少なくありま

せん。操作が複雑で使用方法が分からないまま放置してしまったり、一部のスタッフしか使えず使

用を取りやめてしまうことも・・・。 

折角お金をかけて導入したシステムも、使用しなければ無駄なものになってしまいます。 

マニュアル無しでも簡単に操作できるシステムであれば、現場のスタッフも積極的に使用してくれます。新しいシ

ステムの導入時にかかる教育コストも少なく済むだけでなく、経験に関わらず同じレベルでの分析結果を提供で

きるため、サービスの質の向上にもつながります。

簡単に使用できるか？ 

ポイント 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よくある失敗例と、導入する際のポイント 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失敗例⑤  分析や準備に時間がかかり、現場の負担が大きい 

特別な機器の装着が必要なシステムの場合、分析前の準備に時間がかかり現場スタッフの負

担が大きくなってしまい、なかなか使用してくれないというケースもあります。 

また、なんとか使用してくれるようになっても、1回あたりの施術にかかる時間が 

延びてしまい結果的に業務の効率が下がってしまい、定着しないなどということも。

定期的に使用するシステムの場合、現場スタッフへの負担や一回の分析にかかるコストはできるだけ小さく抑え

ることが必要です。システムを選ぶ際には、準備も含め、分析にどれくらいの時間や労力がかかるのかを忘れず

にチェックするようにしましょう。 

分析に手間・時間がかかり過ぎないか？ 

ポイント 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よくある失敗例と、導入する際のポイント 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失敗例⑥  ロジックが古い昔のもののまま 

買い切りのシステムは維持費がかからない代わりに、初期導入時の機器やアプリケーション

をそのまま使い続けることになります。初期導入費のみの負担でよいため、長く使えば料金

が少なく済むというメリットもありますが、ロジックが古くなり最新のシステムとの精度差が大き

くなる、システムが壊れた場合買い直しが必要となり結果的により大きな金額が必要になると

いうデメリットも。

システムは日々進化しており、精度の高い製品もどんどん出てきます。 

最近はアプリケーションのアップデートを継続的に行うサブスクリプション型のシステムも登場しており、常に最新

の姿勢分析ロジックで分析を行えるようになっています。

分析ロジックやアプリケーションは更新されるか？ 

ポイント 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どのように業務に組み込んだらよいのかわからない 

よくある失敗例と、導入する際のポイント 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失敗例⑦

姿勢分析システムを活用するには、お客さんに施術の効果を上手く伝えられるようなタイミン

グやトークを考慮した業務への適切な組み込みが重要です。 

組み込みのイメージが湧かないまま何となく導入してしまうと「どのタイミングで姿勢分析の案

内をすればよいか分からない」「どう伝えれば施術の効果実感につながつのか分からない」な

どの理由で結局使用しないという状態に陥ってしまいます。

姿勢分析システムを使用する際は、接客時どのタイミングで、どのようにご案内するかの具体的なイメージができ

るシステムを選ぶ必要があります。自分で考えるのが難しい場合は、導入サポートをしてくれるサービスのあるシ

ステムを選択するのも手段のひとつです。

接客フローへの組み込みイメージが湧くか？ 

ポイント 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シセイカルテなら！ 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体の歪みの数値化や３Dアバターでの未来姿勢の表示など、直感的に理解しやすい分

析結果画面で、専門知識のないお客様でも容易に分析結果を理解できます。 

①理解しやすい分析結果表示か？ 

過去のデータは期間や人数の制限なく蓄積が可能。 

長期間にわたる施術やトレーニングによる身体の変化をしっかりと記録に残し、いつで

も確認できます。

②過去のデータも確認可能か？
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シセイカルテなら！ 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AIが自動で指標ポイントを正確に検知し、客観的なデータとブレない基準で分析を実施。 

同じ指標での分析はもちろん、わかりやすい比較画面で前回からの変化も一目瞭然です。

③同じ指標で前回の分析結果との比較が可能か？

©2021 Sapeet, Inc.



シセイカルテなら！ 07

操作はとてもシンプル！ 

画面に表示されるガイドに沿って写真を6枚撮影するだ

けです。難しい操作は一切なく、デジタルツールに不慣

れな方でも簡単に高度な姿勢分析が行うことができま

す。 

④ 簡単に使用できるか？

準備から分析まではたったの3分！ 

必要なのはiPadのみで手軽に分析が可能です。特別な

器具の装着や準備も不要なため、手間がかからず現場

のスタッフもノンストレスで導入することがきます。 

専任のエンジニアが日常的にロジック・機能をアップデー

ト。 

常に最新バージョンのシステムを利用でき、新しい機能

がリリースされた際も追加の料金不要でご利用いただけ

ます。 

分析ロジックやアプリケーションは更新されるか？ 

 

現場での活用マニュアルをご用意している他、専任ス

タッフが接客フローへの組み込みやお客様へご案内する

際のトーク内容までしっかりサポート。導入成功企業様

による共同セミナーで様々な活用方法もご紹介していま

す。

⑥ 接客フローへの組み込みイメージが湧くか？⑦ 

分析に手間・時間がかかり過ぎないか？⑤
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シセイカルテの導入実績 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シセイカルテは治療院やスポーツジム、歯科医院など様々な業界の姿勢のプロにご愛用いただいています。新規顧

客獲得や継続率アップを始めとし、経営面での嬉しいインパクトを実感いただいております。

SNSで新規顧客獲得！

体験者のSNS投稿を見て、新規顧客が来店！ 

わかりやすく納得できる分析結果で既存顧客の満足

度もアップし、回数券の売上も導入前から25%アップし

ました。

株式会社ウィステリア 

代表取締役 

中村哲也 様 

整骨院 
信頼できる充実のサポート体制

トライアルの時からしっかりとサポートしてくれ、安心し

て使用することができました。使用イメージや活用方

法の相談もしやすく、導入後もスムーズに業務に組み

込みこめました。

GHG FIT BASE

代表 

高橋 基樹 様 

スポーツジム

その他の導入事例はこちら ©2021 Sapeet, Inc.

https://www.shisei-karte.com/case


AI姿勢分析セミナーのご案内 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 AI姿勢分析の概要はわかったけれど、実際の操作画面や  
 写真撮影方法、分析画面などが気になる。 
 
 そのようにお考えの皆様に、シセイカルテが毎週開催する 
「かんたんにわかる AI姿勢分析セミナー」を開催しております！ 
 
 実際の運用イメージを持ちたいといった方から、 
 具体的な導入まではお考えでない方にもオススメです！ 
 
 ぜひAI姿勢分析を知るきっかけとなれば幸いです！ 

https://www.shisei-karte.com/seminar 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お申し込みはこちらから！ 

かんたんにわかる 

AI姿勢分析！ 

○ 基本機能・導入事例のご紹介

○ オンラインデモ

オンラインセミナー

無料

https://www.shisei-karte.com/seminar?utm_source=wp_latest_info_AI_postural_analyses_2021&utm_medium=wp&utm_campaign=sk
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シセイカルテについては、以下よりお気軽にお問い合わせください。

https://www.shisei-karte.com/ 

©2021 Sapeet, Inc.

https://www.shisei-karte.com/contact
https://app.hubspot.com/documents/7390236/preview/2376647
https://www.shisei-karte.com/

