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【要

旨】

股関節中心位置の特定については Davis の方法と Data Interface File Format(DIFF) モデルの 2 種類の主
流な方法が使用されている．しかしこれらはあらかじめ決められた算出式に各被験者の体格を入力して股関
節中心位置を推定するものであり，実際の関節中心位置とは異なる可能性がある．そのため先行研究では個々
の被験者の股関節中心位置を求める方法を考案したが，精度については十分ではなかった．本研究では算出
手法を改善し，主成分分析を用いて股関節中心位置を求めた．単軸構造模型にて行った精度検定では，後方
に 1.9±0.3 mm，上方に 1.5±1.2 mm であった．球関節構造の模型においては，前後方向 1.8 mm，左右方向
1.3 mm，上下方向 4.4 mm という結果となり，先行研究より，よい結果となった．生体においては DIFF，
Davis とは異なる結果が得られた．
Key Words：股関節，関節中心，3 次元動作解析装置，主成分分析，バイオメカニクス
1.

はじめに

を加えた場合，屈曲モーメントが 22％減少し，後
方に 30mm 加えた場合屈曲モーメントから伸展モー

股関節は大腿骨頭と骨盤の寛骨臼で構成されてい
る球関節である．大腿骨頭中心を関節中心とみなし

メントに変わるタイミングが 1 周期の 25％遅れる
ことなどが報告されている 4)．

た場合，３次元動作解析装置を用いた動作解析の分

そこで関らは個々の被験者に合わせた股関節中心

野では，股関節中心位置の特定について，Davis の

位置を求める方法を考案した 5)．関らの算出方法は

方 法（以 下，Davis）1) と 臨 床 歩 行 分 析 研 究 会 の

股関節の屈伸動作，内外旋動作の各動作の時間フ

Data Interface File Format モデル（以下，DIFF）

レーム毎で瞬間回転軸を算出し，それらの複数の瞬

の２種類の主流な方法が使用されている．

間回転軸の交点として，線形最小二乗法により算出

2)

これらの方法は特定のパラメータを用いた算出式
から股関節中心位置を推定するものである．Davis

した点を下肢セグメント上での股関節中心位置とし
た．
しかし関らの研究では瞬間回転中心を求める方式

では，平均的な白人の身体パラメータを用いており，
日本人などでは下肢長や骨突起部の位置関係などが

であるため短い時間内の点群で計算処理をする必要

大きく異なるため股関節中心位置の算出にズレが生

があり精度が十分でなかった．そこで今回比較的長

じる可能性がある．DIFF も同様に特定のパラメー

い時間内で点群に統計的な処理を施し，その時間内

タを用いている 3) ので個々の被験者の股関節中心位

での平均的な回転軸の向きと回転中心位置を算出す

置が正しく計測されていない可能性がある．

るために主成分分析を活用する手法を開発した．そ

股関節中心位置の算出にズレが生じていた場合，

れを用いて単軸構造，球関節模型を用いた計測で精

股関節の角度やモーメントなどの値に影響を与える

度を確認した．また DIFF を原点とした際の Davis

ことになる．股関節中心位置より前方に 30mm 誤差

と本研究手法を , 健常者を被験者として比較した．
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このように運動学的観点より個々の被験者の股

に示す．模型を床面に置き，可動部を他動的に伸

関節中心位置を算出することで，動作解析の分野

展 35 度から屈曲 90 度へ約 1 秒間で運動を行った．

では股関節の角度やモーメントなどの値の誤差を

この動作を 1 往復行い , これを 1 試行として計 8 試

少なくし，今後の動作解析分野，ならびに医療分

行行った．

野の発展に寄与することを目的とした．
2.

方法

2.1. 計測機器
赤外線カメラ 12 台を含む３次元動作解析装置
図 1．単軸構造模型とマーカーの貼付箇所

VICON MX（Vicon Motion Systems Ltd.，UK）
と直径 9 mm の赤外線反射マーカーは単軸構造模
型で 11 個，球関節模型で 14 個，生体で 12 個を使
用した．
2.2. 対象者
実験を行うにあたり，男性と女性で骨盤の形状

図 2．回転軸の評価方法

は異なるため，今回は男性に限定し実験を行った．
被験者は実験内容を十分に説明し同意を得られた

本研究手法により算出した回転軸は，単軸構造

健常成人男性 5 名（表１）とした．被験者 5 名の

模型の可動部分の回転軸を基準とし評価した．図

平均値と標準偏差は表のとおりである．

２に示す回転軸が図に示した側面の平面を貫く点
をそれぞれ MA 点，LA 点とした．単軸構造模型の

表 1 ．被験者情報

回転軸位置と MA 点，LA 点の差を評価した．
2.4. 球関節模型による計測
本研究手法では算出された複数の回転軸の交点
から回転中心を算出するので回転中心位置の精度
確認するために，球関節模型（図３）を製作し精
度確認を行った．赤外線反射マーカーの貼付位置
は生体の骨盤，下肢に相当するような箇所（後述）
2.3. 単軸構造模型による計測

に貼付した．また主成分分析で使用したマーカー

本研究手法は最初に回転軸を算出する手法であ

(N) も同様に示す．

る . その回転軸の精度確認するために，事務用品の

計測は模型を床に置き，骨盤部を床面と接触さ

強力パンチ（カール事務株式会社 HD-530，以後単

せ下肢部に相当する部分を屈伸動作，内外旋動作，

軸構造模型）を用いた．台座を骨盤，可動部を下

内外転動作で他動的に運動させた ( 図４ ). 運動範囲

肢部，可動部の回転軸を股関節の屈伸軸に見立て

は概ね内外転，屈伸動作では 30°，内外旋動作で

た．赤外線反射マーカーの貼付位置は生体の骨盤，

は 180°とした．それぞれ５往復を１試行として各

下肢に相当するような箇所（後述）に貼付した（図

動作３試行，計９試行計測した．この９試行を１

１）．
また主成分分析で使用したマーカー (M) も同様

セットとして２セット計測した．
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(E，F)，下腿部に巻いた石膏包帯上の膝蓋骨頭中心
(G)，同一レベルの外側の AP 径の中心 (H) と後面の
ML 径の中心 (I)，遠位の前面 (J)，外側 (K)，後面
(K) の計 12 箇所に貼付した（図５）．その際，石膏
包帯上のマーカーは瞬間接着剤によって固定し，
左右の ASIS，左右の PSIS のマーカーは骨突起上
に両面テープで固定した．また，筋肉の膨隆によ
るずれの誤差を無くすため左脚 ( 支持脚 ) の下に
7cm の台を置き計測肢である右脚は非荷重状態に

図 3．木製の球関節模型とマーカーの貼付箇所

して動作を行った．

図 4．球関節模型の動作の様子 ( 内外転時 )
図 5．生体におけるマーカー貼付箇所

これによって得られた屈曲伸展の軸，内転外転

課題動作は計測肢の股関節屈伸運動と股関節内

の軸，内旋外旋の軸の回転軸を組み合わせてそれ

外旋運動，股関節内外転運動をそれぞれ 5 往復行い，

らの交点を本研究手法での回転中心位置とした．
本研究手法により算出した回転中心位置と関ら

これを 10 試行としそれぞれの動作につき 3 試行ず

の手法により算出した回転中心位置の比較を行っ

つ，計 90 試行行った．赤外線カメラのサンプリン

た．台座の４つの側面上の球の中心にマーカーを

グ周波数は 100 Hz とした．

貼付し，対角にあるマーカー同士を結んだ線の交
2.6. 倫理

点を球関節模型の回転中心位置として定義した．

本研究は新潟医療福祉大学の倫理規程に沿って
2.5. 生体による計測

行った．

本研究では骨盤を基準とし，大腿骨の回転運動
の中心を股関節中心位置とした．マーカーのずれ

3.

回転中心位置の算出

を無くすため，被験者には後述する貼付箇所を覆
わない，タイツ生地のパンツを着用させた．右脚

3.1. 計測データの前処理

を計測肢と統一し大腿部と下腿部をひとつの剛体

各部位内でのマーカー位置関係の変位を最小と

とみなすため，膝関節を完全伸展させた状態で石

するため，霜鳥 6) が作成した静止立位時の各マー

膏包帯を巻いた．

カーの局所座標位置の平均値を基準として，動作

直径 9mm の赤外線反射マーカーの貼付位置は，

時のマーカーについて平均値から最も外れたマー

左右の ASIS(A，B)，左右の PSIS(C，D)，左右の

カーの位置を補正するプログラムを使用し補正を

ASIS から大転子間を直線で結んだ遠位 1/3 の位置

行った．
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3.2 骨盤座標系への変換

評価関数 b=( 第１主成分 )+(¦ 第３主成分 ¦*k)

骨盤上のマーカーを使用して骨盤座標系を作成
し，全てのマーカーを骨盤座標上における位置座

評価関数 a が最大となるデータを点 A とし，評価
関数 b が最小となるデータを点 B とした．

標に変換することで骨盤を基準とした下肢の動き
を捉えた．
3.3. 使用する位置データの抽出
動作中の動きが大きく，想定される軸から遠い
マーカーを１点選んだ．具体的には単軸構造模型

図6

では M のマーカー，球関節模型では N のマーカー，

データから三点の抽出

生体では K のマーカーを使用した．それぞれのマー

次に第３主成分が０に近く，同時に第１主成分

カーの動きのデータから極力散らばった位置デー

が先ほどの２点の平均値に近い点（点 O）を抽出

タのみを抽出するため，マーカーの位置を微分し

した．抽出にあたっては以下の評価関数が最小の

速度を求め，最高速度の 10 ％以上のデータを抽出

点とした．

し，さらにそれらの平均値以上の位置データのみ

評価関数 c

を抽出した．

=¦ 第１主成分−( 点 A,B 中点 )¦+¦ 第３主成分 ¦*k*0.5

このようにして一箇所に固まったデータが，主
成分分析に大きな影響を与えないように留意した．

このように選んだ３点は第１主成分軸と第２主成
分軸によってつくられる運動平面上の近くにあり，
互いに離れた３点である．

3.4. 主成分分析
抽出した位置データを主成分分析し，どちらの

3.6. 外心の算出

方向に最も変化が大きいか（第１主成分の軸），２
番目に変化が大きい方向はどちらか（第２主成分

その３点で作られる外接円から以下のように外
心（点 C）を求めた．

の軸），３番目に変化が大きい方向はどちらか（第
３主成分の軸）を求めた．下肢のマーカーは円弧
状に運動する．微視的に見れば，運動平面は時々
刻々と変化するが，本研究では第１主成分の軸と
第２主成分の軸で形成される面が平均的な運動面
であるとみなした．運動面が決まれば，これに垂
直な方向が回転軸の方向なので第３主成分の軸の
方向を回転軸方向とした．
3.5. データから３点の抽出
外心を求めるために以下の方法により，運動平
面上の近くでかつ互いに離れた３点を抽出した ( 図
６)．抽出にあたり，以下の評価関数を用いた．
以下で k=( 第１主成分の範囲 )/( 第３主成分の範囲 )
とし，絶対値を ¦

¦ として表した．

評価関数 a=( 第１主成分 )−(¦ 第３主成分 ¦*k)

このようにしてできた連立方程式を解き，得られ
た s，t の値
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このように求まった外心は主成分座標系上の点で

精度である．

あるため，これを元の座標系に戻した．
4.2. 球関節模型における計測結果
3.7. 回転軸の算出

模型の中心位置と真値との計算結果との差を表

回転軸は先ほどの外心（点 C）を通り，第三主成

２に示す．真値との距離は set1 では 1.4 mm，set2

分の方向を持つベクトルである．このようにして

では 4.8 mm であった．同じデータで関らの手法で

１動作の回転軸を求めた ( 図７)．

算出した結果を表３に示す．真値との距離は set1
では 6.2 mm，set2 では 6.8 mm であった . 本研究
手法の方が関らの結果 5) より良い結果となった．
表 2．球関節模型における本研究手法の結果
右方 , 前方 , 上方が正
（mm）

図7

回転軸の算出
表 3．球関節模型における関らの手法の結果
右方 , 前方 , 上方が正
（mm）

3.8 股関節中心位置の算出
股関節屈伸時，内外旋時，内外転時のそれぞれ
において前述の方法で回転軸を求めた．この回転
軸 の 方 向 ベ ク ト ル（a，b，c）と 軸 上 の 任 意 の 点
（X0，Y0，Z0）で空間における直線の方程式（8）を

4.3. 生体における計測結果

作成した．
4.3.1 本研究手法と DIFF の比較
本研究で得られた被験者５名の股関節中心位置
を図８，９に示す．図８は前額面，図９は矢状面

この方程式から連立方程式を組んだ．

での股関節中心位置である．また，表４は被験者
５名の股関節中心位置を表している．被験者５名
の DIFF を基準とした時の本研究の股関節中心位
この（9）式と同様な式を複数の回転軸から作成し，

置の平均値 ± 標準偏差は後方に 28.1±14.6 mm，

これらをまとめて連立方程式を作成した．この式

内側に 19.9±19.4 mm，下方に 22.6±13.7 mm であっ

から線形最小二乗法により，算出した X0，Y0，Z0

た．

を下肢セグメント上での股関節中心位置とした．
4.3.2 DIFF と Davis の比較
4.

結果

Davis で得られた被験者５名の股関節中心位置も同
様に図８，９に示す．また表５は被験者５名の股

4.1. 単軸構造模型による計測結果

関節中心位置を表している．被験者５名の DIFF

８試行分のデータについて LA 点の平均値 ± 標

を基準とした時の Davis の股関節中心位置の平均

準偏差は後方に 1.9±0.3 mm，上方に 1.5±1.2 mm

値 ± 標 準 偏 差 は 後 方 に 10.1±8.8 mm，内 側 に

であった．MA 点の平均値は前方に 0.2±0.4 mm，

28.9±9.8 mm，下方に 29.9±10.4 mm であった．

下方に 1.2±0.7 mm であった．真値との差は最大で
3.6mm であった．上述の結果が本研究手法による
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表 4．DIFF を基準とした本研究の股関節中心位置
前方，内側，上方が正 （mm）

5.

考察

5.1. 本研究手法の精度と信頼性
単軸構造模型について LA 点の平均値 ± 標準偏差
は後方に 1.9±0.3 mm，上方に 1.5±1.2 mm であっ
た．MA 点の平均値は前方に 0.2±0.4 mm，下方に
1.2±0.7 mm であった．球関節の模型において誤差
表 5．DIFF を基準とした Davis の股関節中心位置
前方，内側，上方が正 （mm）

は最大で前後方向に 1.8 mm，左右方向に 1.3 mm，
上下方向に 4.4 mm であった．なお真値との差は最
大で本研究手法で 4.8mm，先行研究手法で 6.8mm
となり , 先行研究 5) より良い結果となった．このこ
とから本研究手法では精度が 4.8mm 以内であるこ
とが考えられた．
単軸構造模型と球関節模型の使用したマーカー
(M，N) の軌跡を比較すると，単軸構造模型は綺麗
な円弧を描いていたが，球関節模型では綺麗な円
弧となっていなかった．球関節模型は各動作を５
往復行い , これを１試行としてひとつの回転軸を算
出していたが動作を１往復行うたびに下肢部が動
作方向と直交する方向に変位し別の運動平面上を
動くことが観察できた．これは回転軸を算出する
際に悪影響を及ぼし正しい運動平面を求められな
い可能性がある．

図 8．前額面における DIFF を原点とした際の
本研究手法と Davis の股関節中心位置
■，□ 被験者 A ●，○ 被験者 B
▲，△ 被験者 C ★，☆ 被験者 D
◆，◇ 被験者 E
黒：本研究 白：Davis

また生体による計測において，当初屈伸動作で
は，可動域が小さい場合において第２主成分と第
３主成分が入れ代ってしまう現象がみられた．こ
れは可動域が小さいうえに繰り返し動作を行った
ため，動くたびに左右位置が大きく変位し，上下
方向の変位より左右方向の変位が大きくなってし
まったためと考えられた．そこで５往復のデータ
を，屈曲を１動作，伸展を次の１動作に分割し，
10 動作に分割して主成分分析を行った．その結果，
第２主成分と第３主成分が入れかわることはなく
なった．

図 9．矢状面における DIFF を原点とした際の
本研究手法と Davis の股関節中心位置
■，□ 被験者 A ●，○ 被験者 B
▲，△ 被験者 C ★，☆ 被験者 D
◆，◇ 被験者 E
黒：本研究 白：Davis

5.2. 本研究と DIFF
本研究による股関節中心位置は，DIFF による股
関節中心位置に対し，後方に 28.1±14.6 mm，内側
に 19.9±19.4 mm，下方に 22.6±13.7 mm であった．
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DIFF を基準とした際には関らと同様に DIFF より

の位置関係については先行研究 3) と同様な考察をす

も内側，後方，下方に算出された結果となった．

ることに留まり，どちらの手法が正しいのか現時

矢状面において DIFF よりも後方にかつ下方に算

点では断定できない．

出されたことについては，計測時，赤外線反射マー

それは生体における股関節中心位置を確認する

カーを貼付する際に大転子中央と上前腸骨棘を結

ことが非常に困難であるからである．生体を対象

んだ線上の 1/3 の箇所の特定がしづらいことが考

とした場合の精度は MRI や CT 画像など用いて股

えられる．また Ahego ら 7) が行った研究によれば，

関節中心位置である大腿骨頭を撮影し，算出され

下肢関節モーメントの仕事と位置エネルギーの値

た股関節中心位置と比較したいと考えている．
本研究の生体の計測において膝関節を固定し，

がおおよそ一致する箇所は DIFF の推奨する股関
節中心位置よりも後方 25 mm から 30 mm の間に

下腿部のマーカーを使用したが，臨床において実

位置することがわかっている．このことから本研

用的ではない．今後は本研究手法の信頼性・正確

究によって算出された股関節中心位置は Ahego ら

性を高めるために大腿部のマーカーから算出する

の結果と比較的近い位置に存在していることがわ

手法を検討すること，性別や観察肢を限定せず被

かった．

験者数を増やすことなどを視野に入れ研究を行う．
本研究手法のようにマーカーを用いる方法では動

5.3. 本研究と Davis

作中に皮膚が骨格の上を滑るために誤差が生じる

本研究による股関節中心位置は，Davis を基準と

という問題がある．この誤差を最小限に抑える工

した際に，後方に 17.9±14.7 mm，外側に 9.0±16.6

夫をする必要がある．本研究は新潟医療福祉大学

mm，上方に 7.3±15.0 mm であった．

の卒業研究の内容を再編集したものであり，第 38

本研究による股関節中心位置と Davis の股関節
中心位置においては内外側方向，上下方向では 10

回臨床歩行分析研究会定例会で発表した内容であ
る．

mm 程度の差に収まったが，前後方向においては
大きな差がみられた．またどの方向においても 15

7.

謝辞

mm 程度のばらつきがみられた．これは Davis の

本研究を実施するにあたり，被験者として実験

股関節中心位置算出方法が骨盤のランドマークに

にご協力いただきました新潟医療福祉大学義肢装

つけたマーカーの位置関係と下肢長や骨盤傾斜角

具自立支援学科の学生の皆様，プログラム作成に

度などのパラメータから股関節中心位置を推定す

関してご指導いただきましたインターリハ株式会

る方法であることが関係していると考えられる．

社の霜鳥大希様に深謝いたします．

また Davis が用いているパラメータは被験者が白
人の場合で求めたものであり，日本人とは体型が
大きく異なることも原因のひとつと考えられた 2 )．
6.

今後の課題
本研究では主成分分析を用いて動作から回転軸・

回転中心位置を算出する手法を考案し，それを用
いて既存の股関節中心位置算出手法との比較を
行った．剛体である模型においての精度は確かめ
たが，生体における精度は真値が知られていない
ため，確かめていない．また Davis と本研究手法

− 29 −

臨床歩行分析研究会誌 Vol.4, No.2，2017

参考文献
1）Roy B. DavisⅢ,Sylvia Õunpuu et al (1991).
A gait analysis data collection and reduction
technique, Human Movement Science,
10,575-587.
2）鈴木陽介 , 原和彦

他 (2014). 剛体リンクモデル

の違いによる推定股関節の回転中心位置の比較
と起立動作における関節角度への影響 , 理学療
法 ,21,36-40.
3）臨床歩行分析研究会 ,(1992). 歩行データ・イン
ターフェイス・ファイル活用マニュアル 歩行
データフォーマット標準化提案書

改訂版 Ver.

1992. 06.
4）Stagni,R.,Leardini,A.,Cappozzo,A. ,Benedetti, M.
G. , et al (2000). Eﬀects of hip joint centre
mislocation on gait analysis results,
J. Biomechanics,33,1479-1487.
5）関友輝 , 小澤良太 , 江原義弘 (2015). 3 次元動作解
析装置を用いた股関節の回転中心位置の算出 ,
義肢装具自立支援学 ,6(1),44-49.
6）霜鳥大希 (2016). 3 次元動作解析装置を用いた底
背屈動作における足関節運動軸の算出 , 新潟医
療福祉大学大学院 , 修士論文 .
7）Aduayom Ahego Akouetevi, 江原義弘 (2014). 関
節モーメントの力学的仕事に関する考察−関節
モーメントの信頼性の評価−, 第 14 回

新潟医

療福祉学会学術集会 , 47.
＜著者連絡先＞
井上

捷太

新潟医療福祉大学院
〒950-3198

新 潟 県 新 潟 市 北 区 島 見 町 1398 番 地

TEL 025-257-4455
E-mail：ham17002nuhw.ac.jp

− 30 −

臨床歩行分析研究会誌 Vol.4, No.2，2017

Accuracy of the new method to ﬁnd the hip joint center location using
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Abstract
Davis model and DIFF (Data Interface File Format) model have been two mainstream methods to ﬁnd
the hip joint center location. However, these methods estimate the hip joint center location with the
information of each subject

s body parameters and predetermined calculation formula. So, there is an

anxiety of being diﬀerent from actual hip joint center location. Therefore one of the authors tried to locate
the hip joint center by looking at the motion of each subject in previous study. But the accuracy of the
previous method was not good enough. In this study, the hip joint center location was calculated with the
thigh motion by using three models: ﬁrst the single-axis model, second the ball joint model and then
application on human body. The principal component analysis was applied to improve the accuracy. In the
accuracy test performed with the single-axis model, the maximum error was 1.9 ± 0.3 mm in the
rear-direction, and 1.5 ± 1.2 mm in the upper-direction. In the ball joint model, the error was 1.8 mm in
the front-back direction, 1.3 mm in the left- and right direction and 4.4 mm in the vertical direction. For
the measurement on the human subject, our results diﬀered from that of the DIFF model and the Davis
model.
Key words: Hip joint，Joint center，Three-dimensional-motion analysis，Principal-component-analysis，
Biomechanics
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