
　三次元動作解析分野において適切な関節中心位置を知ることは，正確な動作分析を行う上で重要である．

これが本来の位置からずれていると，関節角度や関節モーメントなどの値に多大な誤差を生じさせる．股関

節中心位置は軟部組織で覆われた奥深くに存在しているため，触診による特定が困難であるので回帰式に

被験者の身体パラメータを入力する Predictive-method と，算出動作を行い最適値を求める Functional-

method が用いられている．本研究では先行研究での問題点を修正した新たな Functional-method と，

SCoRE の手法を２つの評価法で評価した．真値との距離で評価した際には本研究手法で 1.99mm，SCoRE

で 1.48mm 以下の誤差，動作中の関節中心位置の動きを標準偏差から評価した結果では本研究手法では各方

向で 1.00mm以下，SCoREでは各方向で 0.85mm以下という結果となった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Key Words：股関節中心，三次元動作解析装置，Functional-method，動作分析

股関節中心位置を算出する機能的手法の評価

【報　告】

臨床歩行分析研究会誌Vol.6, No.1，2019

－ 5 －

井上　捷太1　江原　義弘1,2

1 新潟医療福祉大学大学院，2 新潟医療福祉大学

　

【要　旨】

1.　はじめに

　三次元動作解析分野において算出された関節中心

位置が本来の位置からずれていると，関節角度や関

節モーメントなどの値に多大な誤差を生じさせる1）. 

関節中心位置は主に触診によって得られた骨突起部

を参考とする．歩行分析で観察対象となる下肢関節

の中では股関節中心位置は触診による特定が困難で

ある．股関節中心位置は一般的に大腿骨頭中心と言

われており，軟部組織で覆われた奥深くに存在して

いるため，他の関節のように体表面の骨突起を参考

にしづらい．そのため三次元動作解析分野では大き

くわけて二種類の推定手法にて股関節中心位置を算

出してきた．

　一つは予め求められた回帰式に被験者の身体パラ

メータを入力する手法（以下，Predictive-method）

である．Davis 2）の手法のように，ある特定の人種

からパラメータを求めている場合，体型が異なる他

の人種では精度が悪くなりやすい．また臨床歩行分

析研究会が考案した DIFF モデル3）については，赤

外線反射マーカーを比較的移動しやすい軟部組織上

に貼付するために，歩行時などにおいては正確性が

損なわれる．ただし股関節の可動域が少ない対象者

に対してはこの Predictive-method を用いるのが適

当である．もう一つは計測時に関節中心算出動作を

行い， 関節中心位置の最適値を求める手法である

（以下 ，Functional-method）．この手法は決められ

た動作を行うことで Predictive-method よりも適切

な関節中心位置を知ることができるが，可動域が少

なくなると精度が悪化する傾向にあるため，可動域

を十分にとることができる対象者であればその真髄

を発揮する．この手法には従来から Symmetrical 

CoR Estimation 法 5）  （以下 SCoRE）という手法が

ある．SCoRE では大腿座標系と骨盤座標系のそれ

ぞれからみた動作中の動きが少ない関節中心位置を

線形最小二乗法にて求め , それらの平均を関節中心

位置として定義している．

　筆者らは主成分分析を応用したFunctional-method
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図１．左． 20mm反射球の設置箇所
　　　右．作成した球関節模型とマーカー貼付箇所

を考案した 4）．屈伸動作，内外旋動作，内外転動作

の３施行のデータから軸を抽出し，その軸を組み

合わせ，交点を股関節中心位置とする手法である．

この手法を屈伸動作の軸を求める際で説明すると，

純粋な屈伸動作を行った場合，動きの変位の大き

さは前後方向，上下方向，左右方向の順で大きく

なると考えられる．この動作に対し主成分分析を

行うと第一主成分が前後方向，第二主成分が上下

方向，第三主成分が左右方向となる．この第三主

成分の向きを回転軸とした．しかし外転動作が複

合したような動作になると，上下方向の変位より

も左右方向の変位が大きくなる．そのため第一主

成分は前後方向から変わらずに，第二主成分が左

右方向，第三主成分が上下方向へと変わることで，

実際に想定している回転軸の向きと異なる向きに

算出される現象が見られた．その結果，求まる関

節中心位置が想定外の箇所に算出されてしまうと

いう問題があった．そのため本研究ではこの主成

分分析を応用した手法での問題を修正し，動作の

仕方に捉われない手法を新たに考案した．本研究

にて考案した手法と SCoRE に基本的にどの程度の

精度があるかを確認することを本研究の目的とし

た． 今回の報告では最初のステップとして , 股関節

を模した球関節模型を用いて精度を検討した．

2.  方法

2.1  計測機器

　赤外線カメラ 12 台を含む三次元動作解析装置

VICON MX（Vicon Motion Systems Ltd.,UK）と

赤外線反射マーカーが直径 9 mm のものを７個，

直径 20mm の鋼球に赤外線反射シールを貼付した

もの（以下 , 20mm反射球）を１個使用した．

2.2  計測

　本研究では関節中心位置の算出・評価のために，

球関節模型を作成した．構成は直径 35mm，長さ

1m の丸棒の下端に大腿骨頭中心となる直径 20mm

の金属製の球を取り付け，これを大腿部と見立てた

（図 1 右）．台座を骨盤部と見立て，内径 16mm の

金属製のパイプを埋め込み，これを骨盤の臼蓋と

見立てた．骨盤部に図１のように反射マーカーを

４箇所貼付し，骨盤座標系を構成した．動作の前

に骨盤部を床面におき，臼蓋部に 20mm 反射球を

おいて位置座標を VICON カメラで獲得した（図 1

左）．その 20mm 反射球の中心の骨盤座標系上での

座標値を下記の評価Ⅰの真値とした．その後

20mm 球を取り除いた．大腿部には図１ 右のよう

に３個の反射マーカーを取り付けた．大腿部の金

属球を骨盤部の臼蓋部に押し付けながら回転させ

ることで球関節とした（図２）．

　鉛直から約 40°傾けた状態でのぶん回し動作（以

下，Normal）を１試行，鉛直から約 25°傾けたぶん

回し動作（以下 Narrow） を１試行，次に Normal

の範囲のぶん回し動作（以下Test）を 25 試行行い，

計 27 試行行った．この 27 試行を１回として，２

回計測した．それぞれ Set1，Set2 とした．

3.　関節中心位置の算出

　計算処理は数値演算処理ソフト Matlab（R2017b, 

The MathWorks,Natick,USA）を使用した．関節

中心位置の算出の際には Test 以外の Normal, 

Narrow のそれぞれ２試行のデータを用いた．
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図3．関節中心位置算出のイメージ

図2．球関節模型のぶん回し動作（Normal 時）

3.1  関節中心位置の算出手順

　骨盤上のマーカー４個を大腿座標系における位

置座標に変換することで大腿を基準とした骨盤の

動きを捉えた．変換されたマーカーで骨盤座標系

を作成した．これにより骨盤座標系が動いている

ような計算になる．骨盤座標系が動いた際にこの

骨盤座標系の中で大腿座標系の変位の標準偏差を

評価の基準とし，これが最小となる点を非線形計

画法（Matlab の fminsearch 関数）にて求め，その

点を関節中心位置とした（図３）．

3.2  評価Ⅰ

　評価Ⅰでは骨盤座標系で表現した 20mm 反射球

の座標位置を真値と見なした．Normal，Narrow

の２試行で算出された関節中心位置座標および，

その真値座標との距離を求め，その距離をその手

法がもつ正確さの基準として定義した．

3.3  評価Ⅱ

　評価Ⅱでは動作中に関節中心位置がどの程度動

いているかを動きの標準偏差から評価した．

Normal，Narrow の２試行で算出された骨盤座標

系上での関節中心位置を算出に用いていない Set1，

Set2 のそれぞれの Test の 25 試行のデータ，計 50

試行分データの大腿座標系に変換した．この点の

前後方向，左右方向，上下方向の位置の標準偏差

を計算し，この標準偏差を精度の基準と定義した．

4.　結果

4.1  評価Ⅰにおける評価結果 

　骨盤座標系から見た真値の座標位置及び，本研

究手法と SCoRE で得られた Normal， Narrow の関

節中心位置の真値との距離をそれぞれ表１に示す．

真値との距離について最も悪いもので正確さを表

現すると評価Ⅰにおいて本研究手法の正確さは

1.99mm程度，SCoREの正確さは 1.48mm程度とい

うことが分かった．これらの値はいずれも Narrow

の場合であった．

4.2  評価Ⅱにおける評価結果

　Normal，Narrow で得られた骨盤座標系上の本

研究手法と SCoRE の関節中心位置を大腿座標系に

変換した際の前後方向，左右方向，上下方向の位

置の標準偏差の 25 試行分のうちの最大値を表１に

示す．関節中心位置の動きの標準偏差について最

も悪いもので精度を表現すると本研究手法の精度

は前後方向 0.77mm，左右方向 0.81mm，上下方向

1.00mm 程度であった．SCoRE の精度は前後方向

0.70mm，左右方向 0.85mm，上下方向 0.81mm程度



表1　評価Ⅰ及び評価ⅡにおけるSet1,Set2 での本研究手法とSCoREの結果（mm）
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ているように見えるわけであるが，その骨盤上の

ある点が関節中心であるなら骨盤が動いてもその

点は動かないはずである．仮にその点が関節中心

位置から 1mm ずれているとすると，骨盤の変位角

が±30°であるなら（今回はNormal で約±40°），

その点の動く範囲はおおよそ 1mm 程度となる．し

たがってこの値が関節中心からのずれの目安とな

ると考えられる．評価Ⅱにおける今回の値では本

研究手法で 1.00mm，SCoRE で 0.85mm であった．

従って両者ともカメラ自体の誤差から考えてこれ

以上の結果は得られない正確さで関節中心位置を

算出できていると考える．同時にこの結果は評価

Ⅰの結果と矛盾するものではないと考えている．

評価Ⅰ，評価Ⅱから総合的に評価すると 25°程度

のぶん回し運動をする Functional method では皮膚

によるマーカーの移動がなければ約 2mm 程度の誤

差で関節中心位置を算出できることがわかった．

6.　今後の課題

　本研究では先行研究である主成分分析を応用し

た手法の問題を修正し，新たな手法を考案した．

それと既存の Functional method である SCoRE も

ということが分かった．

5.　考察

　まず実験に先立って骨盤部に貼付した静止時の

マーカー位置を計測した場合の標準偏差は最大で

0.13mm であった．これはマーカー計測の偶然誤差

の目安となると思われる．従ってこの計測システ

ムの認識精度は 0.13mm 程度と考えられる．次に

700mm 間隔でマーカーを貼付した棒を計測空間で

移動させた場合の距離の誤差は 1.42mm 以下であっ

た．これはマーカー計測の系統誤差の目安となる

と思われる．

　評価Ⅰでは真値とみなされる値との差は本研究

手法で 1.99mm，SCoREで 1.48mmであった．マー

カー計測の系統誤差 1.42mm から見て，真値そのも

のに 1.42mm 程度の誤差が含まれていると考えると

本研究手法・SCoRE ともにカメラの性能限度に迫

る正確さで関節中心位置が算出されたと考える．

　いま述べたように真値そのものに誤差があるこ

とを考慮して評価Ⅱでは別の観点から関節中心位

置の正確性を評価した．考え方は以下のとおりで

ある．今回の実験において計算上では骨盤が動い
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合わせて精度を確認した．本研究では皮膚に貼付

された反射マーカーから生じるアーティファクト

を最小限に抑えるために剛体の球関節模型を用い

た．今後生体で研究を行う際には皮膚の移動によ

るアーティファクトやノイズを抑制することが一

つの課題となる．今後何らかの処置を施し，生体

での計測を行いたい．またそのようにして生体で

算出された股関節中心位置を実際の股関節中心位

置と比較するために MRI 画像等を用いたいと考え

ている．
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