
プログラムは，Angle=< 末梢側セグメント , 中枢

側セグメント , 算出目的の角度の軸・計測課題中に

角度変化が小さい軸・残った軸 > とすることが最

適と判断した．つまり，たとえ単関節の運動であっ

たとしても複数方向の角度を分析対象とする場合

は，一つのプログラムを用いて第１回転を屈伸，

第２回転を内外転などと捉えるのではなく，運動

方向に応じて個別のプログラムを用いることが望

ましいと考える．

　今回は足関節回内外角度を例に挙げて算出対象

としたが，この検討の主旨は運動学的角度を算出

するプログラム記述の方法を明らかにした点であ

り，本検討で示された運動学的に最適なプログラ

ムの記述の方法は他の関節にも適用できると考え

られる．ただし，今回の計測課題は下腿ブロック

と足部ブロックの単軸回転であり，実際の身体運

動では三次元的なより複雑な運動が生じる．特に

インサイドキック動作時の股関節角度やピッチン

グ動作時の肩関節角度などは，X・Y・Z 軸の全て

において大きな角度変化を生じることが予想され

る．このような場合，どのようにプログラムを記

述しても第２回転に設定する軸まわりにおいて大

きな回転が生じることを避けられないため，算出

目的となる第１回転の角度は運動学的に表現され

る角度から乖離する可能性が高いと考えられる．

こうした問題やジンバルロックの存在は固定角お

よびオイラー角を用いた角度計算の限界であると

考えられるため，計測動作への適応の可否を十分

に吟味することが必要である．

■検討 2：歩行時の下肢関節角度のプログラム間相

違

　本検討により，BodyBuilder を用いて歩行時の下

肢関節角度を計算する際，適用するプログラムに

よっては，特に膝関節や足関節角度は運動学的に

想定される値と大きな乖離を生じる可能性が高い

ことが示された．一方で，今回，正常歩行におい

て運動学的表現との乖離が小さいと想定して設定

したプログラムにより得られた関節角度は，教科

書的に認知されている正常歩行時の関節角度 13,14) と
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使って末梢側のセグメントが回転すると捉えれば

良いと推論される．

　その上で，座標系を回転させる軸の順序の決め

方についてである．プログラム３は，下腿セグメ

ントの軸を使って足部セグメントを YXZ の順に回

転させる．回転前の状態において，第１回転軸で

ある下腿セグメントのＹ軸は足部セグメントのＹ

軸と一致しており，この軸まわりの回転は今回の

算出目的である足関節回内外である．そして，第

２回転となるＸ軸まわりは底背屈であり，今回は

下腿回旋と足部回内外に伴う副次的な動きであり

角度変化は小さいと予想される．第３回転となる

Ｚ軸まわりは内外転であり，今回は下腿を回旋さ

せたため大きな角度変化が予想される．このこと

から，軸の回転順序は，第１回転を算出目的の軸

とし，第２回転には残る２つの軸のうちで角度変

化がより小さい軸を選び，第３回転は残った軸と

することが望ましいと推論される．

　この理由は，第１回転の角度は第２回転の影響

を受けるためであり，オイラー角表現で考えると

理解しやすい．座標系を XYZ の順に回転させて実

際の身体セグメントの姿勢に到達する場合を想定

し，第１回転後の座標系を X1Y1Z1，同様に第２回

転後を X2Y2Z2，第３回転後を X3Y3Z3 とすると，

各軸まわりの回転角度は以下のように説明できる．

まず，第１回転のＸ軸まわりでは X1-Z1 平面上に

Z3 軸が位置する角度まで回転させ，この状態から

第２回転の Y1 軸まわりで Z2 軸が Z3 軸と一致す

る角度まで回転させ，最後に第３回転の Z2 軸まわ

りで X2 軸・Y2 軸がそれぞれ X3 軸・Y3 軸と一致

する角度まで回転させる．これに対して第２と第

３回転の軸を入れ替えて，XZY の順に回転させる

場合を想定すると，第１回転のＸ軸まわりでは

X1-Y1 平面上に Y3 軸が位置する角度まで回転させ

ることになるため，前述した XYZ の順に回転させ

る場合とは第１回転のＸ軸まわりの角度は異なる

値となる．この相違が運動学的に適切なプログラ

ムとその他のプログラムによる計算値の差になる．

　以上のことから，BodyBuilder における角度計算

zxy> の第 3 回転）のみであった．これらはセグメ

ントの親子関係を入れ替え，かつ軸の回転順序を

逆にした関係にあるため，計算値は必然的に等価

となる．プログラム作成や算出角度の妥当性を検

討する際に，セグメントの回転をイメージするこ

とは重要であるが，２つの軸での回転を経た後の

第３回転を正確にイメージすることは容易ではな

い．したがって本研究では，第３回転を用いるプ

ログラム 11 よりも第 1 回転を用いるプログラム３

の方が実用性に優れており，最適であると判断し

た．なお，プログラム３は，下腿セグメントの軸

を使って足部セグメントを YXZ の順に回転させる

際の第１回転の計算値である．この結果から，運

動学的に最適なプログラム記述の方法について以

下に考察する．

　まず，セグメントの親子関係の決め方について

である．プログラム３は足関節に対して中枢側の

下腿セグメントの軸を使って末梢側の足部

セグメントを回転させる．このことから，

Angle=<segmentC,segmentP,xyz> の segmentC は

末梢側セグメント，segmentP は中枢側セグメント

とすることによって，中枢側のセグメントの軸を

10）では角度変化を生じないものを適切と判断し

た．

■検討 2：歩行時の下肢関節角度のプログラム間相

違

　検討１と同様の計測システム環境で過去に計測

され，匿名加工情報である健常者１名（34 歳・男性）

の歩行データを用いて，プログラム間における下

肢関節角度の計算値の相違を調べた．反射マーカー

の貼付位置は，両側の上前腸骨棘・下前腸骨棘・

股関節中心（上前腸骨棘と大転子を結ぶ線の下

1/3）・大腿骨内側上顆・大腿骨外側上顆・内果・外果・

踵・第１中足骨頭・第５中足骨頭であり，Body

Builder を用いて骨盤・大腿・下腿・足部に局所座

標系を定義した（図３）．そして，検討 1 で用いた

12 種類のプログラム（表２）に準じて，股・膝・

足関節の各運動方向に対しても角度計算パターン

を網羅するように 12種類ずつプログラムを適用し，

一歩行周期における角度変化をグラフ化して視覚

的に比較した．なお，検討１の結果をもとにして，

正常歩行において運動学的表現との乖離が小さい

と予想されるプログラム（表３）の結果のみ参考値

１．はじめに

　身体に貼付したマーカーの位置を複数台のカメラ

で捉えることによって身体運動を計測する光学式三

次元動作解析は，非侵襲的かつ動作条件をほとんど

制約することなくダイナミックな運動を計測できる

ことから 1)，身体運動のバイオメカニクス的解明に

おいて大変有用なツールである．代表的な計測シス

テムの１つである VICON（Vicon motion systems

社製）は，その正確性と拡張性の高さから多くの施

設で導入され，健常者に限らず様々な対象者の運動

分析に用いられている．

　VICON により得られるのはマーカーの空間座標

であり，多くの場合はそこから数学的な計算によっ

て，関節角度や重心位置などのバイオメカニクス

データを求めていく．Vicon Motion Systems 社か

ら提供される Plug-in-Gait model 2) や Oxford foot 

model 3) などのmodel template を用いることによっ

て，こうしたデータ処理の手間を省くこともできる

が，これらはマーカーの貼付位置や計算過程が定め

られているため，算出するパラメータを研究内容に

合わせて変更することは基本的にできない．これに

対して，マーカー位置をもとにしたオリジナルの演

算処理を簡便かつスピーディーに実行可能にするソ

フトが BodyBuilder（Vicon motion systems 社製）4)

である．すなわち，BodyBuilder によって算出する

パラメータをカスタマイズすることで，動作解析の

応用範囲を大きく拡大させることができる．

　BodyBuilder には BodyLanguage と呼ばれるプロ

グラミング機能が備わっており 4)，ユーザーは自由

にコマンド入力が可能である．これは一種のマクロ

群であり，定義式と計算式を書くだけで複雑な計算

を実行できる5)．例えば，膝関節角度を求める場合，

大腿セグメントの定義式，下腿セグメントの定義式，

研究では，運動学的に最適な計算を成すための

segmentC と segmentP の決め方，そして x・y・z

の順番の決め方について検討した．

②計測方法

　赤外線カメラMX-T（Vicon motion systems社製）

８台で構成される光学式三次元動作解析システム

を用いて，カメラ用三脚の回転台に設置した２つ

のブロックの長軸まわりの回転を反復する動きを

計測した（図１）．動きをイメージしやすくするた

めにブロックは右の下腿と足部を擬似するものと

し，反射マーカーは足部ブロックの末端の異なる

面に３点（踵の後端・内側・外側を疑似），下腿ブロッ

クの近位端と遠位端の対面に２点ずつ（脛骨内側

顆・腓骨頭・内果・外果を疑似）貼付した（図２）．

計測はブロックの肢位と運動を組み合わせた 12 条

件で行なった（表１）．肢位条件は 1 度単位で判別

可能な水準器（ミツトモ製作所製）と角度計

（Otto Bock 社製）を用いて絶対空間に対する角度

で表し，運動条件は三脚の回転台の軸まわりの角

度で設定した．運動は各ブロックの長軸まわりの

回転運動とし，２名の実験者が各ブロックを 120 

度反復して回転させた．両ブロックを同時に回転

させる条件においては，ブロックの動きの区別を

容易にするとともに相対角度の変化が単調になら

ないよう，同じ時間内に足部ブロックは３回，下

腿ブロックは４回の回転を反復させた．

　なお，本研究は人を対象としないため，倫理審

査の適応外であった．

③角度計算プログラム

　計測により得られた反射マーカーの位置座標

データをもとに，BodyBuilder を用いて両ブロック

に局所座標系を定義した（図２）．なお，両ブロッ

クとも長軸まわりで回転させたため，この運動を

足部ブロックは回内外（Ｙ軸まわり），下腿ブロッ

クは回旋（Ｚ軸まわり）と捉えた．両ブロックの

相対角度を足関節角度とすると，計測課題は足関

節回内外（下腿に対して足部が回内外）と足関節

内外転（足部に対して下腿が回旋）の複合運動と

捉えることができる．このうち，本研究ではより研

究対象としての需要が高いと思われる足関節回内

外角度を算出対象とした．

　BodyBuilder において適用した角度計算プログラ

ムは，以下のように２セグメントの相対角度の計

算パターンを全て網羅する 12 種類とした（表２）．

すなわち，セグメントの回転の親子関係を足部ブ

ロックと下腿ブロックで入れ替えた２条件，そし

て座標系の X・Y・Z 軸の回転順序を入れ替えた６

条件を組合せることで，12 種類のプログラムを用

いた．なお，オイラー角を用いた角度表現には X・

Y・Z 軸全てを用いる x-y-z 系と，第１回転と第３

回転に同じ軸を用いる x-y-x 系があるが，Body

Builder で用いられるのは x-y-z 系のみであること

から，この 12 種類によって計算パターンは網羅さ

れたことになる．

④グラフの視覚的分析

　各プログラムにより計算された足関節角度をグ

ラフ化し，運動学的表現と一致する回内外角度を

算出するものを視覚的に判断した．前述のとおり，

運動学的に適切な角度とは，関節の三次元的な肢

位に関わらず末梢側セグメントの軸まわりの角度

であるため，今回算出対象とした足関節回内外角

度の場合は，下腿ブロックの肢位や運動および足

部ブロックの肢位に関わらず，120 度の足部回内外

を反復して生じるものと捉えられる．すなわち，

下腿ブロックの回旋の有無に関わらず，足部ブロッ

クを回転させた条件（条件 2・3・5・6・8・9・

11・12）では 120 度の角度変化を３回反復して生じ，

足部ブロックを回転させない条件（条件１・４・７・

替え，かつ軸の回転順序を逆にした場合の第１回

転と第３回転が一致）．

　今回，正常歩行において運動学的表現との乖離

が小さいと想定して区別したプログラム（表３）は，

以下のように設定した．まず，股関節角度は骨盤

セグメントの軸を使って大腿セグメントを回転さ

せ，膝関節角度は大腿セグメントの軸を使って下

腿セグメントを回転させ，足関節角度は下腿セグ

メントの軸を使って足部セグメントを回転させた．

そして，股・膝関節の屈伸と足関節の底背屈角度

は XZY の順，股関節内外転・膝関節内外反・足関

節回内外角度は YZX の順，股・膝関節の内外旋と

足関節内外転角度は ZYX の順に座標系を回転させ

るコマンドにおいて，各々第１回転の計算値とし

て求めた．

４．考察

■検討1：運動学的な角度計算プログラムの検討

　本検討において運動学的に適切な角度を算出し

たのは，プログラム３（Angle=< 足部 , 下腿 ,yxz>

の第１回転）とプログラム 11（Angle=< 下腿 , 足部 ,

概ね一致しており，計算の妥当性が支持された．

運動学的に適切でない計算値をもとにした考察は

誤った結論を導き出す恐れがある．本検討は

BodyBuilder を用いた角度計算において，十分考慮

してプログラムを記述する必要があることを実証

する結果となった．

５．結論

　

　本研究により，BodyBuilder における関節角度計

算プログラムは，Angle=< 末梢側セグメント , 中

枢側セグメント , 算出目的の角度の軸・計測課題中

に角度変化が小さい軸・残った軸 > と記述するこ

とが運動学的に最適であると判断された．つまり，

このプログラムは運動学的に表現される関節角度

に最も近い計算値を得るものであった．一方で，

歩行時の下肢関節角度の計算値は，適用するプロ

グラムによって大きな乖離があることが明らかに

なった．BodyBuilder を用いた関節角度計算には，

本研究の推奨を参考にしたプログラム入力が望ま

れる．ただし，セグメントの座標系の全ての軸ま

わりで関節が大きく回転するような計測課題にお

ける解析は，BodyBuilder を用いた関節角度計算の

弱点であることから，慎重に吟味することが必要

であると推論された．

参考文献

桐山善守 , 名倉武雄 , 他 (2014). 人間工学のため

の計測手法－動作計測 (1): 光学式モーションキャ

プチャによる動作計測－. 人間工学 , 50(4), 

172-181.

Plug-in Gait Product Guide (Vicon Motion 

Sys t ems  L td ;  c 1 984 - ) .  Ava i l ab l e  f r om :  

https://www.vicon.com/downloads/documentati

on/plug - in -ga i t -product -gu ide .  [updated 

undefined; cited 2018 Oct 4].

Oxford Foot Model Product Guide. (Vicon 

Motion Systems Ltd; c1984-). Available from: 

https://www.vicon.com/downloads/models-and-

scripts/oxford-foot-model. [updated undefined; 

cited 2018 Oct 4].

BodyBuilder manual. (Vicon Motion Systems 

L t d ;  c 1 9 8 4 - ) .  A v a i l a b l e  f r o m :  

http://www.biomech.uottawa.ca/english/teachi

ng/apa6905/lectures/bodybuilder_v1_2.pdf. 

[updated undefined; cited 2019 Feb 7].

江原義弘 (2008). 使いたい VICON. バイオメカニ

ズム学会誌 , 32(2), 107-111.

石田明允 (2002). 身体運動の解析と計測 . 日本顎

口腔機能学会雑誌 , 9(1), 62-65.

鈴木一良 , 玉木保 (1993). 三軸リンク機構角度計

の運動学的検討 . 日本機械学会論文集 (A 編 ), 59

(564), 2011-2016.

臨床歩行分析研究会 (2017). 座談会（第 38 回臨

床歩行分析研究会定例会演題より）【演題】「片

脚接地時の姿勢が膝関節へ与える影響」. 臨床歩

行分析研究会誌 , 4(1), 35-44.

日本整形外科学会 (1995). 関節可動域表示ならび

に測定法 . 日本整形外科学会雑誌 , 69, 240-250.

日本リハビリテーション医学会 (1995). 関節可動

域表示ならびに測定法 . リハビリテーション医

学 , 32, 207-217.

建内宏重 (2017). 股関節の運動学 : 股関節の能動

的制御 . 市橋則明（編）, 「身体運動学 : 関節の

制御機構と筋機能」(pp. 201-210), メ ジカル

ビュー .

Neumann D.A. (2018). 股関節 : 股関節の筋機能 . 

Andrew P.D., 有馬慶美 , 他（監訳）, 「筋骨格系

のキネシオロジー 原著第 3 版」(pp. 544-564), 医

歯薬出版 .

Kaufman, K.R., and Sutherland, D.H. (2005). 

Kinematics of normal human walking. In Rose, 

J., and Gamble, J.G. (Eds), Human walking 3rd ed. 

(pp. 33-52), Philadelphia, Lilliams & Wilkins.

Perry, J., and Burnfield, J.M. (2010). Gait Analysis 

2nd ed. (pp. 51-120), NJ, Slack.

ていたことから，運動学的には適切でない計算を

成すものであった．

　結果の参考例として，計測条件 12 における運動

学的に適切な計算結果とそうでない計算結果の一

部を図４に示す．

■検討 2：歩行時の下肢関節角度のプログラム間相

違

　各 12 種類のプログラムによる計算結果を図５に

示す．股関節屈伸角度においてはどのプログラム

を用いても大きな相違はなかったが，それ以外の

角度においてはいずれも明らかな相違が認められ

た．特に，膝関節内外反角度や内外旋角度および

足関節回内外角度においては，波形の特徴が全く

異なるグラフがあり，顕著な時には 20 度から 40

度もの相違が認められた．膝関節屈伸角度や足関

節底背屈角度においては，波形の特徴は類似する

ものの，時期によっては 10 度程度の相違が認めら

れた．なお，得られたグラフは２本ずつが重なる

６種の形状であった（セグメントの親子関係を入れ

として区別して表示した（設定の詳細は結果で述

べる）．また，セグメントの親子関係を入れ替える

と算出される角度の極性も逆になるため，これを

統一する処理を施したうえで比較した．

３．結果

■検討1：運動学的な角度計算プログラムの検討

　全ての肢位および運動条件において足関節回内

外角度を運動学的に適切に算出したのは，プログ

ラム３（下腿セグメントの軸を使って足部セグメ

ントをYXZの順に回転させる「Angle=<足部,下腿,

yxz>」の第１回転の計算値）と，プログラム 11（足

部セグメントの軸を使って下腿セグメントを ZXY

の順に回転させる「Angle=< 下腿 , 足部 ,zxy>」の

第３回転の計算値）のみであった．これ以外のプ

ログラムは，足部ブロックを回転させない条件に

おいても角度変化を算出し，かつ足部ブロックを

回転させた条件においても不整な角度変化を算出し

　本研究では，演算処理ソフト“BodyBuilder”を用いた関節角度計算において，運動学的に最適なプログ

ラムの記述方法を明らかにし，さらに歩行時の下肢関節角度のプログラム間相違を示した． 単軸回転模型の

運動データに対して網羅的に適用した 12 のプログラムの中で，運動学的基準と一致する角度を得たのは，2 

つのみであった．そのうちで最適と判断されたのは，関節の中枢側セグメントの座標系の軸を使って末梢側

セグメントを，算出目的の角度の運動軸・角度変化が小さい軸・残った軸の順に回転させる場合の第 1 回転

を用いるプログラムであった． また，健常成人の歩行データおいて，膝および足関節角度はプログラム間の

相違が大きく，特に留意してプログラムを設定すべきと示唆された． 
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【要　旨】



プログラムは，Angle=< 末梢側セグメント , 中枢

側セグメント , 算出目的の角度の軸・計測課題中に

角度変化が小さい軸・残った軸 > とすることが最

適と判断した．つまり，たとえ単関節の運動であっ

たとしても複数方向の角度を分析対象とする場合

は，一つのプログラムを用いて第１回転を屈伸，

第２回転を内外転などと捉えるのではなく，運動

方向に応じて個別のプログラムを用いることが望

ましいと考える．

　今回は足関節回内外角度を例に挙げて算出対象

としたが，この検討の主旨は運動学的角度を算出

するプログラム記述の方法を明らかにした点であ

り，本検討で示された運動学的に最適なプログラ

ムの記述の方法は他の関節にも適用できると考え

られる．ただし，今回の計測課題は下腿ブロック

と足部ブロックの単軸回転であり，実際の身体運

動では三次元的なより複雑な運動が生じる．特に

インサイドキック動作時の股関節角度やピッチン

グ動作時の肩関節角度などは，X・Y・Z 軸の全て

において大きな角度変化を生じることが予想され

る．このような場合，どのようにプログラムを記

述しても第２回転に設定する軸まわりにおいて大

きな回転が生じることを避けられないため，算出

目的となる第１回転の角度は運動学的に表現され

る角度から乖離する可能性が高いと考えられる．

こうした問題やジンバルロックの存在は固定角お

よびオイラー角を用いた角度計算の限界であると

考えられるため，計測動作への適応の可否を十分

に吟味することが必要である．

■検討 2：歩行時の下肢関節角度のプログラム間相

違

　本検討により，BodyBuilder を用いて歩行時の下

肢関節角度を計算する際，適用するプログラムに

よっては，特に膝関節や足関節角度は運動学的に

想定される値と大きな乖離を生じる可能性が高い

ことが示された．一方で，今回，正常歩行におい

て運動学的表現との乖離が小さいと想定して設定

したプログラムにより得られた関節角度は，教科

書的に認知されている正常歩行時の関節角度 13,14) と
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使って末梢側のセグメントが回転すると捉えれば

良いと推論される．

　その上で，座標系を回転させる軸の順序の決め

方についてである．プログラム３は，下腿セグメ

ントの軸を使って足部セグメントを YXZ の順に回

転させる．回転前の状態において，第１回転軸で

ある下腿セグメントのＹ軸は足部セグメントのＹ

軸と一致しており，この軸まわりの回転は今回の

算出目的である足関節回内外である．そして，第

２回転となるＸ軸まわりは底背屈であり，今回は

下腿回旋と足部回内外に伴う副次的な動きであり

角度変化は小さいと予想される．第３回転となる

Ｚ軸まわりは内外転であり，今回は下腿を回旋さ

せたため大きな角度変化が予想される．このこと

から，軸の回転順序は，第１回転を算出目的の軸

とし，第２回転には残る２つの軸のうちで角度変

化がより小さい軸を選び，第３回転は残った軸と

することが望ましいと推論される．

　この理由は，第１回転の角度は第２回転の影響

を受けるためであり，オイラー角表現で考えると

理解しやすい．座標系を XYZ の順に回転させて実

際の身体セグメントの姿勢に到達する場合を想定

し，第１回転後の座標系を X1Y1Z1，同様に第２回

転後を X2Y2Z2，第３回転後を X3Y3Z3 とすると，

各軸まわりの回転角度は以下のように説明できる．

まず，第１回転のＸ軸まわりでは X1-Z1 平面上に

Z3 軸が位置する角度まで回転させ，この状態から

第２回転の Y1 軸まわりで Z2 軸が Z3 軸と一致す

る角度まで回転させ，最後に第３回転の Z2 軸まわ

りで X2 軸・Y2 軸がそれぞれ X3 軸・Y3 軸と一致

する角度まで回転させる．これに対して第２と第

３回転の軸を入れ替えて，XZY の順に回転させる

場合を想定すると，第１回転のＸ軸まわりでは

X1-Y1 平面上に Y3 軸が位置する角度まで回転させ

ることになるため，前述した XYZ の順に回転させ

る場合とは第１回転のＸ軸まわりの角度は異なる

値となる．この相違が運動学的に適切なプログラ

ムとその他のプログラムによる計算値の差になる．

　以上のことから，BodyBuilder における角度計算

zxy> の第 3 回転）のみであった．これらはセグメ

ントの親子関係を入れ替え，かつ軸の回転順序を

逆にした関係にあるため，計算値は必然的に等価

となる．プログラム作成や算出角度の妥当性を検

討する際に，セグメントの回転をイメージするこ

とは重要であるが，２つの軸での回転を経た後の

第３回転を正確にイメージすることは容易ではな

い．したがって本研究では，第３回転を用いるプ

ログラム 11 よりも第 1 回転を用いるプログラム３

の方が実用性に優れており，最適であると判断し

た．なお，プログラム３は，下腿セグメントの軸

を使って足部セグメントを YXZ の順に回転させる

際の第１回転の計算値である．この結果から，運

動学的に最適なプログラム記述の方法について以

下に考察する．

　まず，セグメントの親子関係の決め方について

である．プログラム３は足関節に対して中枢側の

下腿セグメントの軸を使って末梢側の足部

セグメントを回転させる．このことから，

Angle=<segmentC,segmentP,xyz> の segmentC は

末梢側セグメント，segmentP は中枢側セグメント

とすることによって，中枢側のセグメントの軸を

10）では角度変化を生じないものを適切と判断し

た．

■検討 2：歩行時の下肢関節角度のプログラム間相

違

　検討１と同様の計測システム環境で過去に計測

され，匿名加工情報である健常者１名（34 歳・男性）

の歩行データを用いて，プログラム間における下

肢関節角度の計算値の相違を調べた．反射マーカー

の貼付位置は，両側の上前腸骨棘・下前腸骨棘・

股関節中心（上前腸骨棘と大転子を結ぶ線の下

1/3）・大腿骨内側上顆・大腿骨外側上顆・内果・外果・

踵・第１中足骨頭・第５中足骨頭であり，Body

Builder を用いて骨盤・大腿・下腿・足部に局所座

標系を定義した（図３）．そして，検討 1 で用いた

12 種類のプログラム（表２）に準じて，股・膝・

足関節の各運動方向に対しても角度計算パターン

を網羅するように 12種類ずつプログラムを適用し，

一歩行周期における角度変化をグラフ化して視覚

的に比較した．なお，検討１の結果をもとにして，

正常歩行において運動学的表現との乖離が小さい

と予想されるプログラム（表３）の結果のみ参考値

相対角度の計算式，そして出力命令という，わずか

４行で計算が可能である．このように，BodyBuilder

を用いることによって複雑な角度計算が簡単に可

能となるが，それ故に計算の仕組みが十分考慮さ

れずに用いられている例は少ないとは言えない現

状があると考える．

　BodyBuilder におけるセグメントの三次元的な角

度計算の方法は，固定角もしくはオイラー角で表

現される 4)．どちらの角度表現もセグメントに定義

された座標系の各軸まわりの３つの回転を用いて

おり，固定角の３つの回転とその逆の順序で回転

するオイラー角は等しくなる．したがって，これ

らは分野による慣例的な使い分けはあるものの計

算過程の表現上の違いでしかない．BodyBuilder の

プログラム記述において重要なのは，これらが回

転する軸の順序を変えると３つの角度の組み合わ

せが変化するという順序依存性を有する点である 6)．

この特徴を考慮せずに作成されたプログラムを用

いると運動学的に表現される関節角度とは乖離し

た計算値を出力する恐れがある 7)．こうした問題は

本誌においても過去に議論されており 8)，運動学的

表現と一致する関節角度を得るプログラム記述方

法を示すことは BodyBuilder ユーザーにとって有

益な情報になると考える．

　運動学的な関節角度表現とは，日本整形外科学

会・日本リハビリテーション医学会の制定する関節

可動域表示ならびに測定法（以下，可動域測定法）9,10)

を基準にすることが一般的である．しかしながら，

この可動域測定法は運動の面を規定して角度を表

現するため，動作中の三次元的な関節運動を表す

際にそのまま当てはめることができない場合も多

い．例えば，股関節回旋角度の場合，可動域測定

法は股・膝関節屈曲 90 度かつ内外転 0 度の肢位に

規定されているため，動作時には非常に限定的な

条件となり実用的ではない．このため，動作中の

股関節回旋角度は屈伸・内外転の肢位に関わらず

大腿骨軸まわりの角度として表現するのが一般的

である11,12)．つまり，運動学的な関節角度表現とは，

関節の三次元的な肢位に関わらず，末梢側セグメン

トに定められた軸まわりの角度と捉えることがで

きる．

　したがって，本研究では算出目的とする運動学

的角度や肢位条件をあらかじめ規定できる模型の

運動解析を行い，BodyBuilder のプログラム全種類

の中から運動学的表現との乖離が最も小さい角度

を算出するプログラムを同定する実証実験を行っ

た（検討１）．これを通じて，運動学的に適切な関

節角度計算のためのプログラム記述方法を示すこ

とを本研究の目的とした．さらに，頻繁に動作解

析の対象となる歩行において，プログラムの違い

によって計算される下肢関節の角度にどの程度の

差があるかを検討した（検討２）．BodyBuilder で

の計算の詳細は，論文にほとんど記載されること

がないため，研究者のみぞ知るブラックボックス

と化すことが多い．こうした背景から，運動学的

に適切なプログラム記述のための実証的根拠を得

るべく本研究を行った．

２．対象および方法

■検討1：運動学的な角度計算プログラムの検討

①BodyBuilder における角度計算プログラムの記

述方法

　前述のとおり BodyBuilder による角度計算には

固定角またはオイラー角を用いる．したがって，

２つのセグメントの相対角度を求める場合，どち

らのセグメントの軸を使ってどちらのセグメント

を回転させるか，そして座標系の３つの軸をどの

順序で回転させるかを定義する必要がある．具体

的には，以下のようにコマンドを記述し，固定角

表現で説明される（BodyBuilder manual より）4)．

　Angle=<segmentC,segmentP,xyz>

　segmentC は 子 ま た は 移 動 セ グ メ ン ト，

segmentP は親または固定セグメント，そして xyz

はセグメント座標系の角度が計算される回転軸の

順序である．したがって，このコマンドからは

segmentP の軸を使って segmentC を X 軸，Y 軸，

Z軸の順に回転させる３つの角度が算出される．本

研究では，運動学的に最適な計算を成すための

segmentC と segmentP の決め方，そして x・y・z

の順番の決め方について検討した．

②計測方法

　赤外線カメラMX-T（Vicon motion systems社製）

８台で構成される光学式三次元動作解析システム

を用いて，カメラ用三脚の回転台に設置した２つ

のブロックの長軸まわりの回転を反復する動きを

計測した（図１）．動きをイメージしやすくするた

めにブロックは右の下腿と足部を擬似するものと

し，反射マーカーは足部ブロックの末端の異なる

面に３点（踵の後端・内側・外側を疑似），下腿ブロッ

クの近位端と遠位端の対面に２点ずつ（脛骨内側

顆・腓骨頭・内果・外果を疑似）貼付した（図２）．

計測はブロックの肢位と運動を組み合わせた 12 条

件で行なった（表１）．肢位条件は 1 度単位で判別

可能な水準器（ミツトモ製作所製）と角度計

（Otto Bock 社製）を用いて絶対空間に対する角度

で表し，運動条件は三脚の回転台の軸まわりの角

度で設定した．運動は各ブロックの長軸まわりの

回転運動とし，２名の実験者が各ブロックを 120 

度反復して回転させた．両ブロックを同時に回転

させる条件においては，ブロックの動きの区別を

容易にするとともに相対角度の変化が単調になら

ないよう，同じ時間内に足部ブロックは３回，下

腿ブロックは４回の回転を反復させた．

　なお，本研究は人を対象としないため，倫理審

査の適応外であった．

③角度計算プログラム

　計測により得られた反射マーカーの位置座標

データをもとに，BodyBuilder を用いて両ブロック

に局所座標系を定義した（図２）．なお，両ブロッ

クとも長軸まわりで回転させたため，この運動を

足部ブロックは回内外（Ｙ軸まわり），下腿ブロッ

クは回旋（Ｚ軸まわり）と捉えた．両ブロックの

相対角度を足関節角度とすると，計測課題は足関

節回内外（下腿に対して足部が回内外）と足関節

内外転（足部に対して下腿が回旋）の複合運動と

捉えることができる．このうち，本研究ではより研

究対象としての需要が高いと思われる足関節回内

外角度を算出対象とした．

　BodyBuilder において適用した角度計算プログラ

ムは，以下のように２セグメントの相対角度の計

算パターンを全て網羅する 12 種類とした（表２）．

すなわち，セグメントの回転の親子関係を足部ブ

ロックと下腿ブロックで入れ替えた２条件，そし

て座標系の X・Y・Z 軸の回転順序を入れ替えた６

条件を組合せることで，12 種類のプログラムを用

いた．なお，オイラー角を用いた角度表現には X・

Y・Z 軸全てを用いる x-y-z 系と，第１回転と第３

回転に同じ軸を用いる x-y-x 系があるが，Body

Builder で用いられるのは x-y-z 系のみであること

から，この 12 種類によって計算パターンは網羅さ

れたことになる．

④グラフの視覚的分析

　各プログラムにより計算された足関節角度をグ

ラフ化し，運動学的表現と一致する回内外角度を

算出するものを視覚的に判断した．前述のとおり，

運動学的に適切な角度とは，関節の三次元的な肢

位に関わらず末梢側セグメントの軸まわりの角度

であるため，今回算出対象とした足関節回内外角

度の場合は，下腿ブロックの肢位や運動および足

部ブロックの肢位に関わらず，120 度の足部回内外

を反復して生じるものと捉えられる．すなわち，

下腿ブロックの回旋の有無に関わらず，足部ブロッ

クを回転させた条件（条件 2・3・5・6・8・9・

11・12）では 120 度の角度変化を３回反復して生じ，

足部ブロックを回転させない条件（条件１・４・７・

替え，かつ軸の回転順序を逆にした場合の第１回

転と第３回転が一致）．

　今回，正常歩行において運動学的表現との乖離

が小さいと想定して区別したプログラム（表３）は，

以下のように設定した．まず，股関節角度は骨盤

セグメントの軸を使って大腿セグメントを回転さ

せ，膝関節角度は大腿セグメントの軸を使って下

腿セグメントを回転させ，足関節角度は下腿セグ

メントの軸を使って足部セグメントを回転させた．

そして，股・膝関節の屈伸と足関節の底背屈角度

は XZY の順，股関節内外転・膝関節内外反・足関

節回内外角度は YZX の順，股・膝関節の内外旋と

足関節内外転角度は ZYX の順に座標系を回転させ

るコマンドにおいて，各々第１回転の計算値とし

て求めた．

４．考察

■検討1：運動学的な角度計算プログラムの検討

　本検討において運動学的に適切な角度を算出し

たのは，プログラム３（Angle=< 足部 , 下腿 ,yxz>

の第１回転）とプログラム 11（Angle=< 下腿 , 足部 ,

概ね一致しており，計算の妥当性が支持された．

運動学的に適切でない計算値をもとにした考察は

誤った結論を導き出す恐れがある．本検討は

BodyBuilder を用いた角度計算において，十分考慮

してプログラムを記述する必要があることを実証

する結果となった．

５．結論

　

　本研究により，BodyBuilder における関節角度計

算プログラムは，Angle=< 末梢側セグメント , 中

枢側セグメント , 算出目的の角度の軸・計測課題中

に角度変化が小さい軸・残った軸 > と記述するこ

とが運動学的に最適であると判断された．つまり，

このプログラムは運動学的に表現される関節角度

に最も近い計算値を得るものであった．一方で，

歩行時の下肢関節角度の計算値は，適用するプロ

グラムによって大きな乖離があることが明らかに

なった．BodyBuilder を用いた関節角度計算には，

本研究の推奨を参考にしたプログラム入力が望ま

れる．ただし，セグメントの座標系の全ての軸ま

わりで関節が大きく回転するような計測課題にお

ける解析は，BodyBuilder を用いた関節角度計算の

弱点であることから，慎重に吟味することが必要

であると推論された．
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ていたことから，運動学的には適切でない計算を

成すものであった．

　結果の参考例として，計測条件 12 における運動

学的に適切な計算結果とそうでない計算結果の一

部を図４に示す．

■検討 2：歩行時の下肢関節角度のプログラム間相

違

　各 12 種類のプログラムによる計算結果を図５に

示す．股関節屈伸角度においてはどのプログラム

を用いても大きな相違はなかったが，それ以外の

角度においてはいずれも明らかな相違が認められ

た．特に，膝関節内外反角度や内外旋角度および

足関節回内外角度においては，波形の特徴が全く

異なるグラフがあり，顕著な時には 20 度から 40

度もの相違が認められた．膝関節屈伸角度や足関

節底背屈角度においては，波形の特徴は類似する

ものの，時期によっては 10 度程度の相違が認めら

れた．なお，得られたグラフは２本ずつが重なる

６種の形状であった（セグメントの親子関係を入れ

として区別して表示した（設定の詳細は結果で述

べる）．また，セグメントの親子関係を入れ替える

と算出される角度の極性も逆になるため，これを

統一する処理を施したうえで比較した．

３．結果

■検討1：運動学的な角度計算プログラムの検討

　全ての肢位および運動条件において足関節回内

外角度を運動学的に適切に算出したのは，プログ

ラム３（下腿セグメントの軸を使って足部セグメ

ントをYXZの順に回転させる「Angle=<足部,下腿,

yxz>」の第１回転の計算値）と，プログラム 11（足

部セグメントの軸を使って下腿セグメントを ZXY

の順に回転させる「Angle=< 下腿 , 足部 ,zxy>」の

第３回転の計算値）のみであった．これ以外のプ

ログラムは，足部ブロックを回転させない条件に

おいても角度変化を算出し，かつ足部ブロックを

回転させた条件においても不整な角度変化を算出し

臨床歩行分析研究会誌Vol.6, No.1，2019

－ 12 －



プログラムは，Angle=< 末梢側セグメント , 中枢

側セグメント , 算出目的の角度の軸・計測課題中に

角度変化が小さい軸・残った軸 > とすることが最

適と判断した．つまり，たとえ単関節の運動であっ

たとしても複数方向の角度を分析対象とする場合

は，一つのプログラムを用いて第１回転を屈伸，

第２回転を内外転などと捉えるのではなく，運動

方向に応じて個別のプログラムを用いることが望

ましいと考える．

　今回は足関節回内外角度を例に挙げて算出対象

としたが，この検討の主旨は運動学的角度を算出

するプログラム記述の方法を明らかにした点であ

り，本検討で示された運動学的に最適なプログラ

ムの記述の方法は他の関節にも適用できると考え

られる．ただし，今回の計測課題は下腿ブロック

と足部ブロックの単軸回転であり，実際の身体運

動では三次元的なより複雑な運動が生じる．特に

インサイドキック動作時の股関節角度やピッチン

グ動作時の肩関節角度などは，X・Y・Z 軸の全て

において大きな角度変化を生じることが予想され

る．このような場合，どのようにプログラムを記

述しても第２回転に設定する軸まわりにおいて大

きな回転が生じることを避けられないため，算出

目的となる第１回転の角度は運動学的に表現され

る角度から乖離する可能性が高いと考えられる．

こうした問題やジンバルロックの存在は固定角お

よびオイラー角を用いた角度計算の限界であると

考えられるため，計測動作への適応の可否を十分

に吟味することが必要である．

■検討 2：歩行時の下肢関節角度のプログラム間相

違

　本検討により，BodyBuilder を用いて歩行時の下

肢関節角度を計算する際，適用するプログラムに

よっては，特に膝関節や足関節角度は運動学的に

想定される値と大きな乖離を生じる可能性が高い

ことが示された．一方で，今回，正常歩行におい

て運動学的表現との乖離が小さいと想定して設定

したプログラムにより得られた関節角度は，教科

書的に認知されている正常歩行時の関節角度 13,14) と
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使って末梢側のセグメントが回転すると捉えれば

良いと推論される．

　その上で，座標系を回転させる軸の順序の決め

方についてである．プログラム３は，下腿セグメ

ントの軸を使って足部セグメントを YXZ の順に回

転させる．回転前の状態において，第１回転軸で

ある下腿セグメントのＹ軸は足部セグメントのＹ

軸と一致しており，この軸まわりの回転は今回の

算出目的である足関節回内外である．そして，第

２回転となるＸ軸まわりは底背屈であり，今回は

下腿回旋と足部回内外に伴う副次的な動きであり

角度変化は小さいと予想される．第３回転となる

Ｚ軸まわりは内外転であり，今回は下腿を回旋さ

せたため大きな角度変化が予想される．このこと

から，軸の回転順序は，第１回転を算出目的の軸

とし，第２回転には残る２つの軸のうちで角度変

化がより小さい軸を選び，第３回転は残った軸と

することが望ましいと推論される．

　この理由は，第１回転の角度は第２回転の影響

を受けるためであり，オイラー角表現で考えると

理解しやすい．座標系を XYZ の順に回転させて実

際の身体セグメントの姿勢に到達する場合を想定

し，第１回転後の座標系を X1Y1Z1，同様に第２回

転後を X2Y2Z2，第３回転後を X3Y3Z3 とすると，

各軸まわりの回転角度は以下のように説明できる．

まず，第１回転のＸ軸まわりでは X1-Z1 平面上に

Z3 軸が位置する角度まで回転させ，この状態から

第２回転の Y1 軸まわりで Z2 軸が Z3 軸と一致す

る角度まで回転させ，最後に第３回転の Z2 軸まわ

りで X2 軸・Y2 軸がそれぞれ X3 軸・Y3 軸と一致

する角度まで回転させる．これに対して第２と第

３回転の軸を入れ替えて，XZY の順に回転させる

場合を想定すると，第１回転のＸ軸まわりでは

X1-Y1 平面上に Y3 軸が位置する角度まで回転させ

ることになるため，前述した XYZ の順に回転させ

る場合とは第１回転のＸ軸まわりの角度は異なる

値となる．この相違が運動学的に適切なプログラ

ムとその他のプログラムによる計算値の差になる．

　以上のことから，BodyBuilder における角度計算

zxy> の第 3 回転）のみであった．これらはセグメ

ントの親子関係を入れ替え，かつ軸の回転順序を

逆にした関係にあるため，計算値は必然的に等価

となる．プログラム作成や算出角度の妥当性を検

討する際に，セグメントの回転をイメージするこ

とは重要であるが，２つの軸での回転を経た後の

第３回転を正確にイメージすることは容易ではな

い．したがって本研究では，第３回転を用いるプ

ログラム 11 よりも第 1 回転を用いるプログラム３

の方が実用性に優れており，最適であると判断し

た．なお，プログラム３は，下腿セグメントの軸

を使って足部セグメントを YXZ の順に回転させる

際の第１回転の計算値である．この結果から，運

動学的に最適なプログラム記述の方法について以

下に考察する．

　まず，セグメントの親子関係の決め方について

である．プログラム３は足関節に対して中枢側の

下腿セグメントの軸を使って末梢側の足部

セグメントを回転させる．このことから，

Angle=<segmentC,segmentP,xyz> の segmentC は

末梢側セグメント，segmentP は中枢側セグメント

とすることによって，中枢側のセグメントの軸を

10）では角度変化を生じないものを適切と判断し

た．

■検討 2：歩行時の下肢関節角度のプログラム間相

違

　検討１と同様の計測システム環境で過去に計測

され，匿名加工情報である健常者１名（34 歳・男性）

の歩行データを用いて，プログラム間における下

肢関節角度の計算値の相違を調べた．反射マーカー

の貼付位置は，両側の上前腸骨棘・下前腸骨棘・

股関節中心（上前腸骨棘と大転子を結ぶ線の下

1/3）・大腿骨内側上顆・大腿骨外側上顆・内果・外果・

踵・第１中足骨頭・第５中足骨頭であり，Body

Builder を用いて骨盤・大腿・下腿・足部に局所座

標系を定義した（図３）．そして，検討 1 で用いた

12 種類のプログラム（表２）に準じて，股・膝・

足関節の各運動方向に対しても角度計算パターン

を網羅するように 12種類ずつプログラムを適用し，

一歩行周期における角度変化をグラフ化して視覚

的に比較した．なお，検討１の結果をもとにして，

正常歩行において運動学的表現との乖離が小さい

と予想されるプログラム（表３）の結果のみ参考値

研究では，運動学的に最適な計算を成すための

segmentC と segmentP の決め方，そして x・y・z

の順番の決め方について検討した．

②計測方法

　赤外線カメラMX-T（Vicon motion systems社製）

８台で構成される光学式三次元動作解析システム

を用いて，カメラ用三脚の回転台に設置した２つ

のブロックの長軸まわりの回転を反復する動きを

計測した（図１）．動きをイメージしやすくするた

めにブロックは右の下腿と足部を擬似するものと

し，反射マーカーは足部ブロックの末端の異なる

面に３点（踵の後端・内側・外側を疑似），下腿ブロッ

クの近位端と遠位端の対面に２点ずつ（脛骨内側

顆・腓骨頭・内果・外果を疑似）貼付した（図２）．

計測はブロックの肢位と運動を組み合わせた 12 条

件で行なった（表１）．肢位条件は 1 度単位で判別

可能な水準器（ミツトモ製作所製）と角度計

（Otto Bock 社製）を用いて絶対空間に対する角度

で表し，運動条件は三脚の回転台の軸まわりの角

度で設定した．運動は各ブロックの長軸まわりの

回転運動とし，２名の実験者が各ブロックを 120 

度反復して回転させた．両ブロックを同時に回転

させる条件においては，ブロックの動きの区別を

容易にするとともに相対角度の変化が単調になら

ないよう，同じ時間内に足部ブロックは３回，下

腿ブロックは４回の回転を反復させた．

　なお，本研究は人を対象としないため，倫理審

査の適応外であった．

③角度計算プログラム

　計測により得られた反射マーカーの位置座標

データをもとに，BodyBuilder を用いて両ブロック

に局所座標系を定義した（図２）．なお，両ブロッ

クとも長軸まわりで回転させたため，この運動を

足部ブロックは回内外（Ｙ軸まわり），下腿ブロッ

クは回旋（Ｚ軸まわり）と捉えた．両ブロックの

相対角度を足関節角度とすると，計測課題は足関

節回内外（下腿に対して足部が回内外）と足関節

内外転（足部に対して下腿が回旋）の複合運動と

捉えることができる．このうち，本研究ではより研

究対象としての需要が高いと思われる足関節回内

外角度を算出対象とした．

　BodyBuilder において適用した角度計算プログラ

ムは，以下のように２セグメントの相対角度の計

算パターンを全て網羅する 12 種類とした（表２）．

すなわち，セグメントの回転の親子関係を足部ブ

ロックと下腿ブロックで入れ替えた２条件，そし

て座標系の X・Y・Z 軸の回転順序を入れ替えた６

条件を組合せることで，12 種類のプログラムを用

いた．なお，オイラー角を用いた角度表現には X・

Y・Z 軸全てを用いる x-y-z 系と，第１回転と第３

回転に同じ軸を用いる x-y-x 系があるが，Body

Builder で用いられるのは x-y-z 系のみであること

から，この 12 種類によって計算パターンは網羅さ

れたことになる．

④グラフの視覚的分析

　各プログラムにより計算された足関節角度をグ

ラフ化し，運動学的表現と一致する回内外角度を

算出するものを視覚的に判断した．前述のとおり，

運動学的に適切な角度とは，関節の三次元的な肢

位に関わらず末梢側セグメントの軸まわりの角度

であるため，今回算出対象とした足関節回内外角

度の場合は，下腿ブロックの肢位や運動および足

部ブロックの肢位に関わらず，120 度の足部回内外

を反復して生じるものと捉えられる．すなわち，

下腿ブロックの回旋の有無に関わらず，足部ブロッ

クを回転させた条件（条件 2・3・5・6・8・9・

11・12）では 120 度の角度変化を３回反復して生じ，

足部ブロックを回転させない条件（条件１・４・７・

替え，かつ軸の回転順序を逆にした場合の第１回

転と第３回転が一致）．

　今回，正常歩行において運動学的表現との乖離

が小さいと想定して区別したプログラム（表３）は，

以下のように設定した．まず，股関節角度は骨盤

セグメントの軸を使って大腿セグメントを回転さ

せ，膝関節角度は大腿セグメントの軸を使って下

腿セグメントを回転させ，足関節角度は下腿セグ

メントの軸を使って足部セグメントを回転させた．

そして，股・膝関節の屈伸と足関節の底背屈角度

は XZY の順，股関節内外転・膝関節内外反・足関

節回内外角度は YZX の順，股・膝関節の内外旋と

足関節内外転角度は ZYX の順に座標系を回転させ

るコマンドにおいて，各々第１回転の計算値とし

て求めた．

４．考察

■検討1：運動学的な角度計算プログラムの検討

　本検討において運動学的に適切な角度を算出し

たのは，プログラム３（Angle=< 足部 , 下腿 ,yxz>

の第１回転）とプログラム 11（Angle=< 下腿 , 足部 ,

概ね一致しており，計算の妥当性が支持された．

運動学的に適切でない計算値をもとにした考察は

誤った結論を導き出す恐れがある．本検討は

BodyBuilder を用いた角度計算において，十分考慮

してプログラムを記述する必要があることを実証

する結果となった．

５．結論

　

　本研究により，BodyBuilder における関節角度計

算プログラムは，Angle=< 末梢側セグメント , 中

枢側セグメント , 算出目的の角度の軸・計測課題中

に角度変化が小さい軸・残った軸 > と記述するこ

とが運動学的に最適であると判断された．つまり，

このプログラムは運動学的に表現される関節角度

に最も近い計算値を得るものであった．一方で，

歩行時の下肢関節角度の計算値は，適用するプロ

グラムによって大きな乖離があることが明らかに

なった．BodyBuilder を用いた関節角度計算には，

本研究の推奨を参考にしたプログラム入力が望ま

れる．ただし，セグメントの座標系の全ての軸ま

わりで関節が大きく回転するような計測課題にお

ける解析は，BodyBuilder を用いた関節角度計算の

弱点であることから，慎重に吟味することが必要

であると推論された．
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ていたことから，運動学的には適切でない計算を

成すものであった．

　結果の参考例として，計測条件 12 における運動

学的に適切な計算結果とそうでない計算結果の一

部を図４に示す．

■検討 2：歩行時の下肢関節角度のプログラム間相

違

　各 12 種類のプログラムによる計算結果を図５に

示す．股関節屈伸角度においてはどのプログラム

を用いても大きな相違はなかったが，それ以外の

角度においてはいずれも明らかな相違が認められ

た．特に，膝関節内外反角度や内外旋角度および

足関節回内外角度においては，波形の特徴が全く

異なるグラフがあり，顕著な時には 20 度から 40

度もの相違が認められた．膝関節屈伸角度や足関

節底背屈角度においては，波形の特徴は類似する

ものの，時期によっては 10 度程度の相違が認めら

れた．なお，得られたグラフは２本ずつが重なる

６種の形状であった（セグメントの親子関係を入れ

として区別して表示した（設定の詳細は結果で述

べる）．また，セグメントの親子関係を入れ替える

と算出される角度の極性も逆になるため，これを

統一する処理を施したうえで比較した．

３．結果

■検討1：運動学的な角度計算プログラムの検討

　全ての肢位および運動条件において足関節回内

外角度を運動学的に適切に算出したのは，プログ

ラム３（下腿セグメントの軸を使って足部セグメ

ントをYXZの順に回転させる「Angle=<足部,下腿,

yxz>」の第１回転の計算値）と，プログラム 11（足

部セグメントの軸を使って下腿セグメントを ZXY

の順に回転させる「Angle=< 下腿 , 足部 ,zxy>」の

第３回転の計算値）のみであった．これ以外のプ

ログラムは，足部ブロックを回転させない条件に

おいても角度変化を算出し，かつ足部ブロックを

回転させた条件においても不整な角度変化を算出し
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表1　計測課題の肢位および運動条件

図1　足部と下腿を擬似した模型の運動計測風景

図2　マーカー貼付位置と局所座標系の定義
足部ブロックはY軸回り（回内外に相当），下腿ブロックは
Z軸回り（回旋に相当）の回転を反復させた．　　　　　



プログラムは，Angle=< 末梢側セグメント , 中枢

側セグメント , 算出目的の角度の軸・計測課題中に

角度変化が小さい軸・残った軸 > とすることが最

適と判断した．つまり，たとえ単関節の運動であっ

たとしても複数方向の角度を分析対象とする場合

は，一つのプログラムを用いて第１回転を屈伸，

第２回転を内外転などと捉えるのではなく，運動

方向に応じて個別のプログラムを用いることが望

ましいと考える．

　今回は足関節回内外角度を例に挙げて算出対象

としたが，この検討の主旨は運動学的角度を算出

するプログラム記述の方法を明らかにした点であ

り，本検討で示された運動学的に最適なプログラ

ムの記述の方法は他の関節にも適用できると考え

られる．ただし，今回の計測課題は下腿ブロック

と足部ブロックの単軸回転であり，実際の身体運

動では三次元的なより複雑な運動が生じる．特に

インサイドキック動作時の股関節角度やピッチン

グ動作時の肩関節角度などは，X・Y・Z 軸の全て

において大きな角度変化を生じることが予想され

る．このような場合，どのようにプログラムを記

述しても第２回転に設定する軸まわりにおいて大

きな回転が生じることを避けられないため，算出

目的となる第１回転の角度は運動学的に表現され

る角度から乖離する可能性が高いと考えられる．

こうした問題やジンバルロックの存在は固定角お

よびオイラー角を用いた角度計算の限界であると

考えられるため，計測動作への適応の可否を十分

に吟味することが必要である．

■検討 2：歩行時の下肢関節角度のプログラム間相

違

　本検討により，BodyBuilder を用いて歩行時の下

肢関節角度を計算する際，適用するプログラムに

よっては，特に膝関節や足関節角度は運動学的に

想定される値と大きな乖離を生じる可能性が高い

ことが示された．一方で，今回，正常歩行におい

て運動学的表現との乖離が小さいと想定して設定

したプログラムにより得られた関節角度は，教科

書的に認知されている正常歩行時の関節角度 13,14) と
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使って末梢側のセグメントが回転すると捉えれば

良いと推論される．

　その上で，座標系を回転させる軸の順序の決め

方についてである．プログラム３は，下腿セグメ

ントの軸を使って足部セグメントを YXZ の順に回

転させる．回転前の状態において，第１回転軸で

ある下腿セグメントのＹ軸は足部セグメントのＹ

軸と一致しており，この軸まわりの回転は今回の

算出目的である足関節回内外である．そして，第

２回転となるＸ軸まわりは底背屈であり，今回は

下腿回旋と足部回内外に伴う副次的な動きであり

角度変化は小さいと予想される．第３回転となる

Ｚ軸まわりは内外転であり，今回は下腿を回旋さ

せたため大きな角度変化が予想される．このこと

から，軸の回転順序は，第１回転を算出目的の軸

とし，第２回転には残る２つの軸のうちで角度変

化がより小さい軸を選び，第３回転は残った軸と

することが望ましいと推論される．

　この理由は，第１回転の角度は第２回転の影響

を受けるためであり，オイラー角表現で考えると

理解しやすい．座標系を XYZ の順に回転させて実

際の身体セグメントの姿勢に到達する場合を想定

し，第１回転後の座標系を X1Y1Z1，同様に第２回

転後を X2Y2Z2，第３回転後を X3Y3Z3 とすると，

各軸まわりの回転角度は以下のように説明できる．

まず，第１回転のＸ軸まわりでは X1-Z1 平面上に

Z3 軸が位置する角度まで回転させ，この状態から

第２回転の Y1 軸まわりで Z2 軸が Z3 軸と一致す

る角度まで回転させ，最後に第３回転の Z2 軸まわ

りで X2 軸・Y2 軸がそれぞれ X3 軸・Y3 軸と一致

する角度まで回転させる．これに対して第２と第

３回転の軸を入れ替えて，XZY の順に回転させる

場合を想定すると，第１回転のＸ軸まわりでは

X1-Y1 平面上に Y3 軸が位置する角度まで回転させ

ることになるため，前述した XYZ の順に回転させ

る場合とは第１回転のＸ軸まわりの角度は異なる

値となる．この相違が運動学的に適切なプログラ

ムとその他のプログラムによる計算値の差になる．

　以上のことから，BodyBuilder における角度計算

zxy> の第 3 回転）のみであった．これらはセグメ

ントの親子関係を入れ替え，かつ軸の回転順序を

逆にした関係にあるため，計算値は必然的に等価

となる．プログラム作成や算出角度の妥当性を検

討する際に，セグメントの回転をイメージするこ

とは重要であるが，２つの軸での回転を経た後の

第３回転を正確にイメージすることは容易ではな

い．したがって本研究では，第３回転を用いるプ

ログラム 11 よりも第 1 回転を用いるプログラム３

の方が実用性に優れており，最適であると判断し

た．なお，プログラム３は，下腿セグメントの軸

を使って足部セグメントを YXZ の順に回転させる

際の第１回転の計算値である．この結果から，運

動学的に最適なプログラム記述の方法について以

下に考察する．

　まず，セグメントの親子関係の決め方について

である．プログラム３は足関節に対して中枢側の

下腿セグメントの軸を使って末梢側の足部

セグメントを回転させる．このことから，

Angle=<segmentC,segmentP,xyz> の segmentC は

末梢側セグメント，segmentP は中枢側セグメント

とすることによって，中枢側のセグメントの軸を

10）では角度変化を生じないものを適切と判断し

た．

■検討 2：歩行時の下肢関節角度のプログラム間相

違

　検討１と同様の計測システム環境で過去に計測

され，匿名加工情報である健常者１名（34 歳・男性）

の歩行データを用いて，プログラム間における下

肢関節角度の計算値の相違を調べた．反射マーカー

の貼付位置は，両側の上前腸骨棘・下前腸骨棘・

股関節中心（上前腸骨棘と大転子を結ぶ線の下

1/3）・大腿骨内側上顆・大腿骨外側上顆・内果・外果・

踵・第１中足骨頭・第５中足骨頭であり，Body

Builder を用いて骨盤・大腿・下腿・足部に局所座

標系を定義した（図３）．そして，検討 1 で用いた

12 種類のプログラム（表２）に準じて，股・膝・

足関節の各運動方向に対しても角度計算パターン

を網羅するように 12種類ずつプログラムを適用し，

一歩行周期における角度変化をグラフ化して視覚

的に比較した．なお，検討１の結果をもとにして，

正常歩行において運動学的表現との乖離が小さい

と予想されるプログラム（表３）の結果のみ参考値

研究では，運動学的に最適な計算を成すための

segmentC と segmentP の決め方，そして x・y・z

の順番の決め方について検討した．

②計測方法

　赤外線カメラMX-T（Vicon motion systems社製）

８台で構成される光学式三次元動作解析システム

を用いて，カメラ用三脚の回転台に設置した２つ

のブロックの長軸まわりの回転を反復する動きを

計測した（図１）．動きをイメージしやすくするた

めにブロックは右の下腿と足部を擬似するものと

し，反射マーカーは足部ブロックの末端の異なる

面に３点（踵の後端・内側・外側を疑似），下腿ブロッ

クの近位端と遠位端の対面に２点ずつ（脛骨内側

顆・腓骨頭・内果・外果を疑似）貼付した（図２）．

計測はブロックの肢位と運動を組み合わせた 12 条

件で行なった（表１）．肢位条件は 1 度単位で判別

可能な水準器（ミツトモ製作所製）と角度計

（Otto Bock 社製）を用いて絶対空間に対する角度

で表し，運動条件は三脚の回転台の軸まわりの角

度で設定した．運動は各ブロックの長軸まわりの

回転運動とし，２名の実験者が各ブロックを 120 

度反復して回転させた．両ブロックを同時に回転

させる条件においては，ブロックの動きの区別を

容易にするとともに相対角度の変化が単調になら

ないよう，同じ時間内に足部ブロックは３回，下

腿ブロックは４回の回転を反復させた．

　なお，本研究は人を対象としないため，倫理審

査の適応外であった．

③角度計算プログラム

　計測により得られた反射マーカーの位置座標

データをもとに，BodyBuilder を用いて両ブロック

に局所座標系を定義した（図２）．なお，両ブロッ

クとも長軸まわりで回転させたため，この運動を

足部ブロックは回内外（Ｙ軸まわり），下腿ブロッ

クは回旋（Ｚ軸まわり）と捉えた．両ブロックの

相対角度を足関節角度とすると，計測課題は足関

節回内外（下腿に対して足部が回内外）と足関節

内外転（足部に対して下腿が回旋）の複合運動と

捉えることができる．このうち，本研究ではより研

究対象としての需要が高いと思われる足関節回内

外角度を算出対象とした．

　BodyBuilder において適用した角度計算プログラ

ムは，以下のように２セグメントの相対角度の計

算パターンを全て網羅する 12 種類とした（表２）．

すなわち，セグメントの回転の親子関係を足部ブ

ロックと下腿ブロックで入れ替えた２条件，そし

て座標系の X・Y・Z 軸の回転順序を入れ替えた６

条件を組合せることで，12 種類のプログラムを用

いた．なお，オイラー角を用いた角度表現には X・

Y・Z 軸全てを用いる x-y-z 系と，第１回転と第３

回転に同じ軸を用いる x-y-x 系があるが，Body

Builder で用いられるのは x-y-z 系のみであること

から，この 12 種類によって計算パターンは網羅さ

れたことになる．

④グラフの視覚的分析

　各プログラムにより計算された足関節角度をグ

ラフ化し，運動学的表現と一致する回内外角度を

算出するものを視覚的に判断した．前述のとおり，

運動学的に適切な角度とは，関節の三次元的な肢

位に関わらず末梢側セグメントの軸まわりの角度

であるため，今回算出対象とした足関節回内外角

度の場合は，下腿ブロックの肢位や運動および足

部ブロックの肢位に関わらず，120 度の足部回内外

を反復して生じるものと捉えられる．すなわち，

下腿ブロックの回旋の有無に関わらず，足部ブロッ

クを回転させた条件（条件 2・3・5・6・8・9・

11・12）では 120 度の角度変化を３回反復して生じ，

足部ブロックを回転させない条件（条件１・４・７・

替え，かつ軸の回転順序を逆にした場合の第１回

転と第３回転が一致）．

　今回，正常歩行において運動学的表現との乖離

が小さいと想定して区別したプログラム（表３）は，

以下のように設定した．まず，股関節角度は骨盤

セグメントの軸を使って大腿セグメントを回転さ

せ，膝関節角度は大腿セグメントの軸を使って下

腿セグメントを回転させ，足関節角度は下腿セグ

メントの軸を使って足部セグメントを回転させた．

そして，股・膝関節の屈伸と足関節の底背屈角度

は XZY の順，股関節内外転・膝関節内外反・足関

節回内外角度は YZX の順，股・膝関節の内外旋と

足関節内外転角度は ZYX の順に座標系を回転させ

るコマンドにおいて，各々第１回転の計算値とし

て求めた．

４．考察

■検討1：運動学的な角度計算プログラムの検討

　本検討において運動学的に適切な角度を算出し

たのは，プログラム３（Angle=< 足部 , 下腿 ,yxz>

の第１回転）とプログラム 11（Angle=< 下腿 , 足部 ,

概ね一致しており，計算の妥当性が支持された．

運動学的に適切でない計算値をもとにした考察は

誤った結論を導き出す恐れがある．本検討は

BodyBuilder を用いた角度計算において，十分考慮

してプログラムを記述する必要があることを実証

する結果となった．

５．結論

　

　本研究により，BodyBuilder における関節角度計

算プログラムは，Angle=< 末梢側セグメント , 中

枢側セグメント , 算出目的の角度の軸・計測課題中

に角度変化が小さい軸・残った軸 > と記述するこ

とが運動学的に最適であると判断された．つまり，

このプログラムは運動学的に表現される関節角度

に最も近い計算値を得るものであった．一方で，

歩行時の下肢関節角度の計算値は，適用するプロ

グラムによって大きな乖離があることが明らかに

なった．BodyBuilder を用いた関節角度計算には，

本研究の推奨を参考にしたプログラム入力が望ま

れる．ただし，セグメントの座標系の全ての軸ま

わりで関節が大きく回転するような計測課題にお

ける解析は，BodyBuilder を用いた関節角度計算の

弱点であることから，慎重に吟味することが必要

であると推論された．
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ていたことから，運動学的には適切でない計算を

成すものであった．

　結果の参考例として，計測条件 12 における運動

学的に適切な計算結果とそうでない計算結果の一

部を図４に示す．

■検討 2：歩行時の下肢関節角度のプログラム間相

違

　各 12 種類のプログラムによる計算結果を図５に

示す．股関節屈伸角度においてはどのプログラム

を用いても大きな相違はなかったが，それ以外の

角度においてはいずれも明らかな相違が認められ

た．特に，膝関節内外反角度や内外旋角度および

足関節回内外角度においては，波形の特徴が全く

異なるグラフがあり，顕著な時には 20 度から 40

度もの相違が認められた．膝関節屈伸角度や足関

節底背屈角度においては，波形の特徴は類似する

ものの，時期によっては 10 度程度の相違が認めら

れた．なお，得られたグラフは２本ずつが重なる

６種の形状であった（セグメントの親子関係を入れ

として区別して表示した（設定の詳細は結果で述

べる）．また，セグメントの親子関係を入れ替える

と算出される角度の極性も逆になるため，これを

統一する処理を施したうえで比較した．

３．結果

■検討1：運動学的な角度計算プログラムの検討

　全ての肢位および運動条件において足関節回内

外角度を運動学的に適切に算出したのは，プログ

ラム３（下腿セグメントの軸を使って足部セグメ

ントをYXZの順に回転させる「Angle=<足部,下腿,

yxz>」の第１回転の計算値）と，プログラム 11（足

部セグメントの軸を使って下腿セグメントを ZXY

の順に回転させる「Angle=< 下腿 , 足部 ,zxy>」の

第３回転の計算値）のみであった．これ以外のプ

ログラムは，足部ブロックを回転させない条件に

おいても角度変化を算出し，かつ足部ブロックを

回転させた条件においても不整な角度変化を算出し

図3　マーカー貼付位置と局所座標系の定義

表3　歩行計測において運動学的表現との乖離が
小さいと想定したプログラム

表 2　角度計算プログラム

足関節回内外角度を計算するために用いられるプログラムを
網羅する12 種類のプログラムを適用した．
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プログラムは，Angle=< 末梢側セグメント , 中枢

側セグメント , 算出目的の角度の軸・計測課題中に

角度変化が小さい軸・残った軸 > とすることが最

適と判断した．つまり，たとえ単関節の運動であっ

たとしても複数方向の角度を分析対象とする場合

は，一つのプログラムを用いて第１回転を屈伸，

第２回転を内外転などと捉えるのではなく，運動

方向に応じて個別のプログラムを用いることが望

ましいと考える．

　今回は足関節回内外角度を例に挙げて算出対象

としたが，この検討の主旨は運動学的角度を算出

するプログラム記述の方法を明らかにした点であ

り，本検討で示された運動学的に最適なプログラ

ムの記述の方法は他の関節にも適用できると考え

られる．ただし，今回の計測課題は下腿ブロック

と足部ブロックの単軸回転であり，実際の身体運

動では三次元的なより複雑な運動が生じる．特に

インサイドキック動作時の股関節角度やピッチン

グ動作時の肩関節角度などは，X・Y・Z 軸の全て

において大きな角度変化を生じることが予想され

る．このような場合，どのようにプログラムを記

述しても第２回転に設定する軸まわりにおいて大

きな回転が生じることを避けられないため，算出

目的となる第１回転の角度は運動学的に表現され

る角度から乖離する可能性が高いと考えられる．

こうした問題やジンバルロックの存在は固定角お

よびオイラー角を用いた角度計算の限界であると

考えられるため，計測動作への適応の可否を十分

に吟味することが必要である．

■検討 2：歩行時の下肢関節角度のプログラム間相

違

　本検討により，BodyBuilder を用いて歩行時の下

肢関節角度を計算する際，適用するプログラムに

よっては，特に膝関節や足関節角度は運動学的に

想定される値と大きな乖離を生じる可能性が高い

ことが示された．一方で，今回，正常歩行におい

て運動学的表現との乖離が小さいと想定して設定

したプログラムにより得られた関節角度は，教科

書的に認知されている正常歩行時の関節角度 13,14) と
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使って末梢側のセグメントが回転すると捉えれば

良いと推論される．

　その上で，座標系を回転させる軸の順序の決め

方についてである．プログラム３は，下腿セグメ

ントの軸を使って足部セグメントを YXZ の順に回

転させる．回転前の状態において，第１回転軸で

ある下腿セグメントのＹ軸は足部セグメントのＹ

軸と一致しており，この軸まわりの回転は今回の

算出目的である足関節回内外である．そして，第

２回転となるＸ軸まわりは底背屈であり，今回は

下腿回旋と足部回内外に伴う副次的な動きであり

角度変化は小さいと予想される．第３回転となる

Ｚ軸まわりは内外転であり，今回は下腿を回旋さ

せたため大きな角度変化が予想される．このこと

から，軸の回転順序は，第１回転を算出目的の軸

とし，第２回転には残る２つの軸のうちで角度変

化がより小さい軸を選び，第３回転は残った軸と

することが望ましいと推論される．

　この理由は，第１回転の角度は第２回転の影響

を受けるためであり，オイラー角表現で考えると

理解しやすい．座標系を XYZ の順に回転させて実

際の身体セグメントの姿勢に到達する場合を想定

し，第１回転後の座標系を X1Y1Z1，同様に第２回

転後を X2Y2Z2，第３回転後を X3Y3Z3 とすると，

各軸まわりの回転角度は以下のように説明できる．

まず，第１回転のＸ軸まわりでは X1-Z1 平面上に

Z3 軸が位置する角度まで回転させ，この状態から

第２回転の Y1 軸まわりで Z2 軸が Z3 軸と一致す

る角度まで回転させ，最後に第３回転の Z2 軸まわ

りで X2 軸・Y2 軸がそれぞれ X3 軸・Y3 軸と一致

する角度まで回転させる．これに対して第２と第

３回転の軸を入れ替えて，XZY の順に回転させる

場合を想定すると，第１回転のＸ軸まわりでは

X1-Y1 平面上に Y3 軸が位置する角度まで回転させ

ることになるため，前述した XYZ の順に回転させ

る場合とは第１回転のＸ軸まわりの角度は異なる

値となる．この相違が運動学的に適切なプログラ

ムとその他のプログラムによる計算値の差になる．

　以上のことから，BodyBuilder における角度計算

zxy> の第 3 回転）のみであった．これらはセグメ

ントの親子関係を入れ替え，かつ軸の回転順序を

逆にした関係にあるため，計算値は必然的に等価

となる．プログラム作成や算出角度の妥当性を検

討する際に，セグメントの回転をイメージするこ

とは重要であるが，２つの軸での回転を経た後の

第３回転を正確にイメージすることは容易ではな

い．したがって本研究では，第３回転を用いるプ

ログラム 11 よりも第 1 回転を用いるプログラム３

の方が実用性に優れており，最適であると判断し

た．なお，プログラム３は，下腿セグメントの軸

を使って足部セグメントを YXZ の順に回転させる

際の第１回転の計算値である．この結果から，運

動学的に最適なプログラム記述の方法について以

下に考察する．

　まず，セグメントの親子関係の決め方について

である．プログラム３は足関節に対して中枢側の

下腿セグメントの軸を使って末梢側の足部

セグメントを回転させる．このことから，

Angle=<segmentC,segmentP,xyz> の segmentC は

末梢側セグメント，segmentP は中枢側セグメント

とすることによって，中枢側のセグメントの軸を

10）では角度変化を生じないものを適切と判断し

た．

■検討 2：歩行時の下肢関節角度のプログラム間相

違

　検討１と同様の計測システム環境で過去に計測

され，匿名加工情報である健常者１名（34 歳・男性）

の歩行データを用いて，プログラム間における下

肢関節角度の計算値の相違を調べた．反射マーカー

の貼付位置は，両側の上前腸骨棘・下前腸骨棘・

股関節中心（上前腸骨棘と大転子を結ぶ線の下

1/3）・大腿骨内側上顆・大腿骨外側上顆・内果・外果・

踵・第１中足骨頭・第５中足骨頭であり，Body

Builder を用いて骨盤・大腿・下腿・足部に局所座

標系を定義した（図３）．そして，検討 1 で用いた

12 種類のプログラム（表２）に準じて，股・膝・

足関節の各運動方向に対しても角度計算パターン

を網羅するように 12種類ずつプログラムを適用し，

一歩行周期における角度変化をグラフ化して視覚

的に比較した．なお，検討１の結果をもとにして，

正常歩行において運動学的表現との乖離が小さい

と予想されるプログラム（表３）の結果のみ参考値

研究では，運動学的に最適な計算を成すための

segmentC と segmentP の決め方，そして x・y・z

の順番の決め方について検討した．

②計測方法

　赤外線カメラMX-T（Vicon motion systems社製）

８台で構成される光学式三次元動作解析システム

を用いて，カメラ用三脚の回転台に設置した２つ

のブロックの長軸まわりの回転を反復する動きを

計測した（図１）．動きをイメージしやすくするた

めにブロックは右の下腿と足部を擬似するものと

し，反射マーカーは足部ブロックの末端の異なる

面に３点（踵の後端・内側・外側を疑似），下腿ブロッ

クの近位端と遠位端の対面に２点ずつ（脛骨内側

顆・腓骨頭・内果・外果を疑似）貼付した（図２）．

計測はブロックの肢位と運動を組み合わせた 12 条

件で行なった（表１）．肢位条件は 1 度単位で判別

可能な水準器（ミツトモ製作所製）と角度計

（Otto Bock 社製）を用いて絶対空間に対する角度

で表し，運動条件は三脚の回転台の軸まわりの角

度で設定した．運動は各ブロックの長軸まわりの

回転運動とし，２名の実験者が各ブロックを 120 

度反復して回転させた．両ブロックを同時に回転

させる条件においては，ブロックの動きの区別を

容易にするとともに相対角度の変化が単調になら

ないよう，同じ時間内に足部ブロックは３回，下

腿ブロックは４回の回転を反復させた．

　なお，本研究は人を対象としないため，倫理審

査の適応外であった．

③角度計算プログラム

　計測により得られた反射マーカーの位置座標

データをもとに，BodyBuilder を用いて両ブロック

に局所座標系を定義した（図２）．なお，両ブロッ

クとも長軸まわりで回転させたため，この運動を

足部ブロックは回内外（Ｙ軸まわり），下腿ブロッ

クは回旋（Ｚ軸まわり）と捉えた．両ブロックの

相対角度を足関節角度とすると，計測課題は足関

節回内外（下腿に対して足部が回内外）と足関節

内外転（足部に対して下腿が回旋）の複合運動と

捉えることができる．このうち，本研究ではより研

究対象としての需要が高いと思われる足関節回内

外角度を算出対象とした．

　BodyBuilder において適用した角度計算プログラ

ムは，以下のように２セグメントの相対角度の計

算パターンを全て網羅する 12 種類とした（表２）．

すなわち，セグメントの回転の親子関係を足部ブ

ロックと下腿ブロックで入れ替えた２条件，そし

て座標系の X・Y・Z 軸の回転順序を入れ替えた６

条件を組合せることで，12 種類のプログラムを用

いた．なお，オイラー角を用いた角度表現には X・

Y・Z 軸全てを用いる x-y-z 系と，第１回転と第３

回転に同じ軸を用いる x-y-x 系があるが，Body

Builder で用いられるのは x-y-z 系のみであること

から，この 12 種類によって計算パターンは網羅さ

れたことになる．

④グラフの視覚的分析

　各プログラムにより計算された足関節角度をグ

ラフ化し，運動学的表現と一致する回内外角度を

算出するものを視覚的に判断した．前述のとおり，

運動学的に適切な角度とは，関節の三次元的な肢

位に関わらず末梢側セグメントの軸まわりの角度

であるため，今回算出対象とした足関節回内外角

度の場合は，下腿ブロックの肢位や運動および足

部ブロックの肢位に関わらず，120 度の足部回内外

を反復して生じるものと捉えられる．すなわち，

下腿ブロックの回旋の有無に関わらず，足部ブロッ

クを回転させた条件（条件 2・3・5・6・8・9・

11・12）では 120 度の角度変化を３回反復して生じ，

足部ブロックを回転させない条件（条件１・４・７・

替え，かつ軸の回転順序を逆にした場合の第１回

転と第３回転が一致）．

　今回，正常歩行において運動学的表現との乖離

が小さいと想定して区別したプログラム（表３）は，

以下のように設定した．まず，股関節角度は骨盤

セグメントの軸を使って大腿セグメントを回転さ

せ，膝関節角度は大腿セグメントの軸を使って下

腿セグメントを回転させ，足関節角度は下腿セグ

メントの軸を使って足部セグメントを回転させた．

そして，股・膝関節の屈伸と足関節の底背屈角度

は XZY の順，股関節内外転・膝関節内外反・足関

節回内外角度は YZX の順，股・膝関節の内外旋と

足関節内外転角度は ZYX の順に座標系を回転させ

るコマンドにおいて，各々第１回転の計算値とし

て求めた．

４．考察

■検討1：運動学的な角度計算プログラムの検討

　本検討において運動学的に適切な角度を算出し

たのは，プログラム３（Angle=< 足部 , 下腿 ,yxz>

の第１回転）とプログラム 11（Angle=< 下腿 , 足部 ,

概ね一致しており，計算の妥当性が支持された．

運動学的に適切でない計算値をもとにした考察は

誤った結論を導き出す恐れがある．本検討は

BodyBuilder を用いた角度計算において，十分考慮

してプログラムを記述する必要があることを実証

する結果となった．

５．結論

　

　本研究により，BodyBuilder における関節角度計

算プログラムは，Angle=< 末梢側セグメント , 中

枢側セグメント , 算出目的の角度の軸・計測課題中

に角度変化が小さい軸・残った軸 > と記述するこ

とが運動学的に最適であると判断された．つまり，

このプログラムは運動学的に表現される関節角度

に最も近い計算値を得るものであった．一方で，

歩行時の下肢関節角度の計算値は，適用するプロ

グラムによって大きな乖離があることが明らかに

なった．BodyBuilder を用いた関節角度計算には，

本研究の推奨を参考にしたプログラム入力が望ま

れる．ただし，セグメントの座標系の全ての軸ま

わりで関節が大きく回転するような計測課題にお

ける解析は，BodyBuilder を用いた関節角度計算の

弱点であることから，慎重に吟味することが必要

であると推論された．
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ていたことから，運動学的には適切でない計算を

成すものであった．

　結果の参考例として，計測条件 12 における運動

学的に適切な計算結果とそうでない計算結果の一

部を図４に示す．

■検討 2：歩行時の下肢関節角度のプログラム間相

違

　各 12 種類のプログラムによる計算結果を図５に

示す．股関節屈伸角度においてはどのプログラム

を用いても大きな相違はなかったが，それ以外の

角度においてはいずれも明らかな相違が認められ

た．特に，膝関節内外反角度や内外旋角度および

足関節回内外角度においては，波形の特徴が全く

異なるグラフがあり，顕著な時には 20 度から 40

度もの相違が認められた．膝関節屈伸角度や足関

節底背屈角度においては，波形の特徴は類似する

ものの，時期によっては 10 度程度の相違が認めら

れた．なお，得られたグラフは２本ずつが重なる

６種の形状であった（セグメントの親子関係を入れ

として区別して表示した（設定の詳細は結果で述

べる）．また，セグメントの親子関係を入れ替える

と算出される角度の極性も逆になるため，これを

統一する処理を施したうえで比較した．

３．結果

■検討1：運動学的な角度計算プログラムの検討

　全ての肢位および運動条件において足関節回内

外角度を運動学的に適切に算出したのは，プログ

ラム３（下腿セグメントの軸を使って足部セグメ

ントをYXZの順に回転させる「Angle=<足部,下腿,

yxz>」の第１回転の計算値）と，プログラム 11（足

部セグメントの軸を使って下腿セグメントを ZXY

の順に回転させる「Angle=< 下腿 , 足部 ,zxy>」の

第３回転の計算値）のみであった．これ以外のプ

ログラムは，足部ブロックを回転させない条件に

おいても角度変化を算出し，かつ足部ブロックを

回転させた条件においても不整な角度変化を算出し

図4　計測条件12における計算結果（一部）

(a) 適切なプログラムでは120度の振幅で回内外を反復している．
(b) a に対してセグメントの親子関係を入れ替えたプログラムでは，回内外の波形に乱れが生じる．
(c) a に対して第 2回転と第 3回転の軸を入れ替えたプログラムでは，第1回転である回内外の波形にも乱れが生じる．
(d) a に対して軸の回転順序をX・Y・Zの順としたプログラムでは，回内外の反復角度が120度ではない．
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プログラムは，Angle=< 末梢側セグメント , 中枢

側セグメント , 算出目的の角度の軸・計測課題中に

角度変化が小さい軸・残った軸 > とすることが最

適と判断した．つまり，たとえ単関節の運動であっ

たとしても複数方向の角度を分析対象とする場合

は，一つのプログラムを用いて第１回転を屈伸，

第２回転を内外転などと捉えるのではなく，運動

方向に応じて個別のプログラムを用いることが望

ましいと考える．

　今回は足関節回内外角度を例に挙げて算出対象

としたが，この検討の主旨は運動学的角度を算出

するプログラム記述の方法を明らかにした点であ

り，本検討で示された運動学的に最適なプログラ

ムの記述の方法は他の関節にも適用できると考え

られる．ただし，今回の計測課題は下腿ブロック

と足部ブロックの単軸回転であり，実際の身体運

動では三次元的なより複雑な運動が生じる．特に

インサイドキック動作時の股関節角度やピッチン

グ動作時の肩関節角度などは，X・Y・Z 軸の全て

において大きな角度変化を生じることが予想され

る．このような場合，どのようにプログラムを記

述しても第２回転に設定する軸まわりにおいて大

きな回転が生じることを避けられないため，算出

目的となる第１回転の角度は運動学的に表現され

る角度から乖離する可能性が高いと考えられる．

こうした問題やジンバルロックの存在は固定角お

よびオイラー角を用いた角度計算の限界であると

考えられるため，計測動作への適応の可否を十分

に吟味することが必要である．

■検討 2：歩行時の下肢関節角度のプログラム間相

違

　本検討により，BodyBuilder を用いて歩行時の下

肢関節角度を計算する際，適用するプログラムに

よっては，特に膝関節や足関節角度は運動学的に

想定される値と大きな乖離を生じる可能性が高い

ことが示された．一方で，今回，正常歩行におい

て運動学的表現との乖離が小さいと想定して設定

したプログラムにより得られた関節角度は，教科

書的に認知されている正常歩行時の関節角度 13,14) と
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使って末梢側のセグメントが回転すると捉えれば

良いと推論される．

　その上で，座標系を回転させる軸の順序の決め

方についてである．プログラム３は，下腿セグメ

ントの軸を使って足部セグメントを YXZ の順に回

転させる．回転前の状態において，第１回転軸で

ある下腿セグメントのＹ軸は足部セグメントのＹ

軸と一致しており，この軸まわりの回転は今回の

算出目的である足関節回内外である．そして，第

２回転となるＸ軸まわりは底背屈であり，今回は

下腿回旋と足部回内外に伴う副次的な動きであり

角度変化は小さいと予想される．第３回転となる

Ｚ軸まわりは内外転であり，今回は下腿を回旋さ

せたため大きな角度変化が予想される．このこと

から，軸の回転順序は，第１回転を算出目的の軸

とし，第２回転には残る２つの軸のうちで角度変

化がより小さい軸を選び，第３回転は残った軸と

することが望ましいと推論される．

　この理由は，第１回転の角度は第２回転の影響

を受けるためであり，オイラー角表現で考えると

理解しやすい．座標系を XYZ の順に回転させて実

際の身体セグメントの姿勢に到達する場合を想定

し，第１回転後の座標系を X1Y1Z1，同様に第２回

転後を X2Y2Z2，第３回転後を X3Y3Z3 とすると，

各軸まわりの回転角度は以下のように説明できる．

まず，第１回転のＸ軸まわりでは X1-Z1 平面上に

Z3 軸が位置する角度まで回転させ，この状態から

第２回転の Y1 軸まわりで Z2 軸が Z3 軸と一致す

る角度まで回転させ，最後に第３回転の Z2 軸まわ

りで X2 軸・Y2 軸がそれぞれ X3 軸・Y3 軸と一致

する角度まで回転させる．これに対して第２と第

３回転の軸を入れ替えて，XZY の順に回転させる

場合を想定すると，第１回転のＸ軸まわりでは

X1-Y1 平面上に Y3 軸が位置する角度まで回転させ

ることになるため，前述した XYZ の順に回転させ

る場合とは第１回転のＸ軸まわりの角度は異なる

値となる．この相違が運動学的に適切なプログラ

ムとその他のプログラムによる計算値の差になる．

　以上のことから，BodyBuilder における角度計算

zxy> の第 3 回転）のみであった．これらはセグメ

ントの親子関係を入れ替え，かつ軸の回転順序を

逆にした関係にあるため，計算値は必然的に等価

となる．プログラム作成や算出角度の妥当性を検

討する際に，セグメントの回転をイメージするこ

とは重要であるが，２つの軸での回転を経た後の

第３回転を正確にイメージすることは容易ではな

い．したがって本研究では，第３回転を用いるプ

ログラム 11 よりも第 1 回転を用いるプログラム３

の方が実用性に優れており，最適であると判断し

た．なお，プログラム３は，下腿セグメントの軸

を使って足部セグメントを YXZ の順に回転させる

際の第１回転の計算値である．この結果から，運

動学的に最適なプログラム記述の方法について以

下に考察する．

　まず，セグメントの親子関係の決め方について

である．プログラム３は足関節に対して中枢側の

下腿セグメントの軸を使って末梢側の足部

セグメントを回転させる．このことから，

Angle=<segmentC,segmentP,xyz> の segmentC は

末梢側セグメント，segmentP は中枢側セグメント

とすることによって，中枢側のセグメントの軸を

10）では角度変化を生じないものを適切と判断し

た．

■検討 2：歩行時の下肢関節角度のプログラム間相

違

　検討１と同様の計測システム環境で過去に計測

され，匿名加工情報である健常者１名（34 歳・男性）

の歩行データを用いて，プログラム間における下

肢関節角度の計算値の相違を調べた．反射マーカー

の貼付位置は，両側の上前腸骨棘・下前腸骨棘・

股関節中心（上前腸骨棘と大転子を結ぶ線の下

1/3）・大腿骨内側上顆・大腿骨外側上顆・内果・外果・

踵・第１中足骨頭・第５中足骨頭であり，Body

Builder を用いて骨盤・大腿・下腿・足部に局所座

標系を定義した（図３）．そして，検討 1 で用いた

12 種類のプログラム（表２）に準じて，股・膝・

足関節の各運動方向に対しても角度計算パターン

を網羅するように 12種類ずつプログラムを適用し，

一歩行周期における角度変化をグラフ化して視覚

的に比較した．なお，検討１の結果をもとにして，

正常歩行において運動学的表現との乖離が小さい

と予想されるプログラム（表３）の結果のみ参考値

研究では，運動学的に最適な計算を成すための

segmentC と segmentP の決め方，そして x・y・z

の順番の決め方について検討した．

②計測方法

　赤外線カメラMX-T（Vicon motion systems社製）

８台で構成される光学式三次元動作解析システム

を用いて，カメラ用三脚の回転台に設置した２つ

のブロックの長軸まわりの回転を反復する動きを

計測した（図１）．動きをイメージしやすくするた

めにブロックは右の下腿と足部を擬似するものと

し，反射マーカーは足部ブロックの末端の異なる

面に３点（踵の後端・内側・外側を疑似），下腿ブロッ

クの近位端と遠位端の対面に２点ずつ（脛骨内側

顆・腓骨頭・内果・外果を疑似）貼付した（図２）．

計測はブロックの肢位と運動を組み合わせた 12 条

件で行なった（表１）．肢位条件は 1 度単位で判別

可能な水準器（ミツトモ製作所製）と角度計

（Otto Bock 社製）を用いて絶対空間に対する角度

で表し，運動条件は三脚の回転台の軸まわりの角

度で設定した．運動は各ブロックの長軸まわりの

回転運動とし，２名の実験者が各ブロックを 120 

度反復して回転させた．両ブロックを同時に回転

させる条件においては，ブロックの動きの区別を

容易にするとともに相対角度の変化が単調になら

ないよう，同じ時間内に足部ブロックは３回，下

腿ブロックは４回の回転を反復させた．

　なお，本研究は人を対象としないため，倫理審

査の適応外であった．

③角度計算プログラム

　計測により得られた反射マーカーの位置座標

データをもとに，BodyBuilder を用いて両ブロック

に局所座標系を定義した（図２）．なお，両ブロッ

クとも長軸まわりで回転させたため，この運動を

足部ブロックは回内外（Ｙ軸まわり），下腿ブロッ

クは回旋（Ｚ軸まわり）と捉えた．両ブロックの

相対角度を足関節角度とすると，計測課題は足関

節回内外（下腿に対して足部が回内外）と足関節

内外転（足部に対して下腿が回旋）の複合運動と

捉えることができる．このうち，本研究ではより研

究対象としての需要が高いと思われる足関節回内

外角度を算出対象とした．

　BodyBuilder において適用した角度計算プログラ

ムは，以下のように２セグメントの相対角度の計

算パターンを全て網羅する 12 種類とした（表２）．

すなわち，セグメントの回転の親子関係を足部ブ

ロックと下腿ブロックで入れ替えた２条件，そし

て座標系の X・Y・Z 軸の回転順序を入れ替えた６

条件を組合せることで，12 種類のプログラムを用

いた．なお，オイラー角を用いた角度表現には X・

Y・Z 軸全てを用いる x-y-z 系と，第１回転と第３

回転に同じ軸を用いる x-y-x 系があるが，Body

Builder で用いられるのは x-y-z 系のみであること

から，この 12 種類によって計算パターンは網羅さ

れたことになる．

④グラフの視覚的分析

　各プログラムにより計算された足関節角度をグ

ラフ化し，運動学的表現と一致する回内外角度を

算出するものを視覚的に判断した．前述のとおり，

運動学的に適切な角度とは，関節の三次元的な肢

位に関わらず末梢側セグメントの軸まわりの角度

であるため，今回算出対象とした足関節回内外角

度の場合は，下腿ブロックの肢位や運動および足

部ブロックの肢位に関わらず，120 度の足部回内外

を反復して生じるものと捉えられる．すなわち，

下腿ブロックの回旋の有無に関わらず，足部ブロッ

クを回転させた条件（条件 2・3・5・6・8・9・

11・12）では 120 度の角度変化を３回反復して生じ，

足部ブロックを回転させない条件（条件１・４・７・

替え，かつ軸の回転順序を逆にした場合の第１回

転と第３回転が一致）．

　今回，正常歩行において運動学的表現との乖離

が小さいと想定して区別したプログラム（表３）は，

以下のように設定した．まず，股関節角度は骨盤

セグメントの軸を使って大腿セグメントを回転さ

せ，膝関節角度は大腿セグメントの軸を使って下

腿セグメントを回転させ，足関節角度は下腿セグ

メントの軸を使って足部セグメントを回転させた．

そして，股・膝関節の屈伸と足関節の底背屈角度

は XZY の順，股関節内外転・膝関節内外反・足関

節回内外角度は YZX の順，股・膝関節の内外旋と

足関節内外転角度は ZYX の順に座標系を回転させ

るコマンドにおいて，各々第１回転の計算値とし

て求めた．

４．考察

■検討1：運動学的な角度計算プログラムの検討

　本検討において運動学的に適切な角度を算出し

たのは，プログラム３（Angle=< 足部 , 下腿 ,yxz>

の第１回転）とプログラム 11（Angle=< 下腿 , 足部 ,

概ね一致しており，計算の妥当性が支持された．

運動学的に適切でない計算値をもとにした考察は

誤った結論を導き出す恐れがある．本検討は

BodyBuilder を用いた角度計算において，十分考慮

してプログラムを記述する必要があることを実証

する結果となった．

５．結論

　

　本研究により，BodyBuilder における関節角度計

算プログラムは，Angle=< 末梢側セグメント , 中

枢側セグメント , 算出目的の角度の軸・計測課題中

に角度変化が小さい軸・残った軸 > と記述するこ

とが運動学的に最適であると判断された．つまり，

このプログラムは運動学的に表現される関節角度

に最も近い計算値を得るものであった．一方で，

歩行時の下肢関節角度の計算値は，適用するプロ

グラムによって大きな乖離があることが明らかに

なった．BodyBuilder を用いた関節角度計算には，

本研究の推奨を参考にしたプログラム入力が望ま

れる．ただし，セグメントの座標系の全ての軸ま

わりで関節が大きく回転するような計測課題にお

ける解析は，BodyBuilder を用いた関節角度計算の

弱点であることから，慎重に吟味することが必要

であると推論された．
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ていたことから，運動学的には適切でない計算を

成すものであった．

　結果の参考例として，計測条件 12 における運動

学的に適切な計算結果とそうでない計算結果の一

部を図４に示す．

■検討 2：歩行時の下肢関節角度のプログラム間相

違

　各 12 種類のプログラムによる計算結果を図５に

示す．股関節屈伸角度においてはどのプログラム

を用いても大きな相違はなかったが，それ以外の

角度においてはいずれも明らかな相違が認められ

た．特に，膝関節内外反角度や内外旋角度および

足関節回内外角度においては，波形の特徴が全く

異なるグラフがあり，顕著な時には 20 度から 40

度もの相違が認められた．膝関節屈伸角度や足関

節底背屈角度においては，波形の特徴は類似する

ものの，時期によっては 10 度程度の相違が認めら

れた．なお，得られたグラフは２本ずつが重なる

６種の形状であった（セグメントの親子関係を入れ

として区別して表示した（設定の詳細は結果で述

べる）．また，セグメントの親子関係を入れ替える

と算出される角度の極性も逆になるため，これを

統一する処理を施したうえで比較した．

３．結果

■検討1：運動学的な角度計算プログラムの検討

　全ての肢位および運動条件において足関節回内

外角度を運動学的に適切に算出したのは，プログ

ラム３（下腿セグメントの軸を使って足部セグメ

ントをYXZの順に回転させる「Angle=<足部,下腿,

yxz>」の第１回転の計算値）と，プログラム 11（足

部セグメントの軸を使って下腿セグメントを ZXY

の順に回転させる「Angle=< 下腿 , 足部 ,zxy>」の

第３回転の計算値）のみであった．これ以外のプ

ログラムは，足部ブロックを回転させない条件に

おいても角度変化を算出し，かつ足部ブロックを

回転させた条件においても不整な角度変化を算出し

図5　歩行時の下肢関節角度におけるプログラム間の計算値の相違
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プログラムは，Angle=< 末梢側セグメント , 中枢

側セグメント , 算出目的の角度の軸・計測課題中に

角度変化が小さい軸・残った軸 > とすることが最

適と判断した．つまり，たとえ単関節の運動であっ

たとしても複数方向の角度を分析対象とする場合

は，一つのプログラムを用いて第１回転を屈伸，

第２回転を内外転などと捉えるのではなく，運動

方向に応じて個別のプログラムを用いることが望

ましいと考える．

　今回は足関節回内外角度を例に挙げて算出対象

としたが，この検討の主旨は運動学的角度を算出

するプログラム記述の方法を明らかにした点であ

り，本検討で示された運動学的に最適なプログラ

ムの記述の方法は他の関節にも適用できると考え

られる．ただし，今回の計測課題は下腿ブロック

と足部ブロックの単軸回転であり，実際の身体運

動では三次元的なより複雑な運動が生じる．特に

インサイドキック動作時の股関節角度やピッチン

グ動作時の肩関節角度などは，X・Y・Z 軸の全て

において大きな角度変化を生じることが予想され

る．このような場合，どのようにプログラムを記

述しても第２回転に設定する軸まわりにおいて大

きな回転が生じることを避けられないため，算出

目的となる第１回転の角度は運動学的に表現され

る角度から乖離する可能性が高いと考えられる．

こうした問題やジンバルロックの存在は固定角お

よびオイラー角を用いた角度計算の限界であると

考えられるため，計測動作への適応の可否を十分

に吟味することが必要である．

■検討 2：歩行時の下肢関節角度のプログラム間相

違

　本検討により，BodyBuilder を用いて歩行時の下

肢関節角度を計算する際，適用するプログラムに

よっては，特に膝関節や足関節角度は運動学的に

想定される値と大きな乖離を生じる可能性が高い

ことが示された．一方で，今回，正常歩行におい

て運動学的表現との乖離が小さいと想定して設定

したプログラムにより得られた関節角度は，教科

書的に認知されている正常歩行時の関節角度 13,14) と
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使って末梢側のセグメントが回転すると捉えれば

良いと推論される．

　その上で，座標系を回転させる軸の順序の決め

方についてである．プログラム３は，下腿セグメ

ントの軸を使って足部セグメントを YXZ の順に回

転させる．回転前の状態において，第１回転軸で

ある下腿セグメントのＹ軸は足部セグメントのＹ

軸と一致しており，この軸まわりの回転は今回の

算出目的である足関節回内外である．そして，第

２回転となるＸ軸まわりは底背屈であり，今回は

下腿回旋と足部回内外に伴う副次的な動きであり

角度変化は小さいと予想される．第３回転となる

Ｚ軸まわりは内外転であり，今回は下腿を回旋さ

せたため大きな角度変化が予想される．このこと

から，軸の回転順序は，第１回転を算出目的の軸

とし，第２回転には残る２つの軸のうちで角度変

化がより小さい軸を選び，第３回転は残った軸と

することが望ましいと推論される．

　この理由は，第１回転の角度は第２回転の影響

を受けるためであり，オイラー角表現で考えると

理解しやすい．座標系を XYZ の順に回転させて実

際の身体セグメントの姿勢に到達する場合を想定

し，第１回転後の座標系を X1Y1Z1，同様に第２回

転後を X2Y2Z2，第３回転後を X3Y3Z3 とすると，

各軸まわりの回転角度は以下のように説明できる．

まず，第１回転のＸ軸まわりでは X1-Z1 平面上に

Z3 軸が位置する角度まで回転させ，この状態から

第２回転の Y1 軸まわりで Z2 軸が Z3 軸と一致す

る角度まで回転させ，最後に第３回転の Z2 軸まわ

りで X2 軸・Y2 軸がそれぞれ X3 軸・Y3 軸と一致

する角度まで回転させる．これに対して第２と第

３回転の軸を入れ替えて，XZY の順に回転させる

場合を想定すると，第１回転のＸ軸まわりでは

X1-Y1 平面上に Y3 軸が位置する角度まで回転させ

ることになるため，前述した XYZ の順に回転させ

る場合とは第１回転のＸ軸まわりの角度は異なる

値となる．この相違が運動学的に適切なプログラ

ムとその他のプログラムによる計算値の差になる．

　以上のことから，BodyBuilder における角度計算

zxy> の第 3 回転）のみであった．これらはセグメ

ントの親子関係を入れ替え，かつ軸の回転順序を

逆にした関係にあるため，計算値は必然的に等価

となる．プログラム作成や算出角度の妥当性を検

討する際に，セグメントの回転をイメージするこ

とは重要であるが，２つの軸での回転を経た後の

第３回転を正確にイメージすることは容易ではな

い．したがって本研究では，第３回転を用いるプ

ログラム 11 よりも第 1 回転を用いるプログラム３

の方が実用性に優れており，最適であると判断し

た．なお，プログラム３は，下腿セグメントの軸

を使って足部セグメントを YXZ の順に回転させる

際の第１回転の計算値である．この結果から，運

動学的に最適なプログラム記述の方法について以

下に考察する．

　まず，セグメントの親子関係の決め方について

である．プログラム３は足関節に対して中枢側の

下腿セグメントの軸を使って末梢側の足部

セグメントを回転させる．このことから，

Angle=<segmentC,segmentP,xyz> の segmentC は

末梢側セグメント，segmentP は中枢側セグメント

とすることによって，中枢側のセグメントの軸を

10）では角度変化を生じないものを適切と判断し

た．

■検討 2：歩行時の下肢関節角度のプログラム間相

違

　検討１と同様の計測システム環境で過去に計測

され，匿名加工情報である健常者１名（34 歳・男性）

の歩行データを用いて，プログラム間における下

肢関節角度の計算値の相違を調べた．反射マーカー

の貼付位置は，両側の上前腸骨棘・下前腸骨棘・

股関節中心（上前腸骨棘と大転子を結ぶ線の下

1/3）・大腿骨内側上顆・大腿骨外側上顆・内果・外果・

踵・第１中足骨頭・第５中足骨頭であり，Body

Builder を用いて骨盤・大腿・下腿・足部に局所座

標系を定義した（図３）．そして，検討 1 で用いた

12 種類のプログラム（表２）に準じて，股・膝・

足関節の各運動方向に対しても角度計算パターン

を網羅するように 12種類ずつプログラムを適用し，

一歩行周期における角度変化をグラフ化して視覚

的に比較した．なお，検討１の結果をもとにして，

正常歩行において運動学的表現との乖離が小さい

と予想されるプログラム（表３）の結果のみ参考値

研究では，運動学的に最適な計算を成すための

segmentC と segmentP の決め方，そして x・y・z

の順番の決め方について検討した．

②計測方法

　赤外線カメラMX-T（Vicon motion systems社製）

８台で構成される光学式三次元動作解析システム

を用いて，カメラ用三脚の回転台に設置した２つ

のブロックの長軸まわりの回転を反復する動きを

計測した（図１）．動きをイメージしやすくするた

めにブロックは右の下腿と足部を擬似するものと

し，反射マーカーは足部ブロックの末端の異なる

面に３点（踵の後端・内側・外側を疑似），下腿ブロッ

クの近位端と遠位端の対面に２点ずつ（脛骨内側

顆・腓骨頭・内果・外果を疑似）貼付した（図２）．

計測はブロックの肢位と運動を組み合わせた 12 条

件で行なった（表１）．肢位条件は 1 度単位で判別

可能な水準器（ミツトモ製作所製）と角度計

（Otto Bock 社製）を用いて絶対空間に対する角度

で表し，運動条件は三脚の回転台の軸まわりの角

度で設定した．運動は各ブロックの長軸まわりの

回転運動とし，２名の実験者が各ブロックを 120 

度反復して回転させた．両ブロックを同時に回転

させる条件においては，ブロックの動きの区別を

容易にするとともに相対角度の変化が単調になら

ないよう，同じ時間内に足部ブロックは３回，下

腿ブロックは４回の回転を反復させた．

　なお，本研究は人を対象としないため，倫理審

査の適応外であった．

③角度計算プログラム

　計測により得られた反射マーカーの位置座標

データをもとに，BodyBuilder を用いて両ブロック

に局所座標系を定義した（図２）．なお，両ブロッ

クとも長軸まわりで回転させたため，この運動を

足部ブロックは回内外（Ｙ軸まわり），下腿ブロッ

クは回旋（Ｚ軸まわり）と捉えた．両ブロックの

相対角度を足関節角度とすると，計測課題は足関

節回内外（下腿に対して足部が回内外）と足関節

内外転（足部に対して下腿が回旋）の複合運動と

捉えることができる．このうち，本研究ではより研

究対象としての需要が高いと思われる足関節回内

外角度を算出対象とした．

　BodyBuilder において適用した角度計算プログラ

ムは，以下のように２セグメントの相対角度の計

算パターンを全て網羅する 12 種類とした（表２）．

すなわち，セグメントの回転の親子関係を足部ブ

ロックと下腿ブロックで入れ替えた２条件，そし

て座標系の X・Y・Z 軸の回転順序を入れ替えた６

条件を組合せることで，12 種類のプログラムを用

いた．なお，オイラー角を用いた角度表現には X・

Y・Z 軸全てを用いる x-y-z 系と，第１回転と第３

回転に同じ軸を用いる x-y-x 系があるが，Body

Builder で用いられるのは x-y-z 系のみであること

から，この 12 種類によって計算パターンは網羅さ

れたことになる．

④グラフの視覚的分析

　各プログラムにより計算された足関節角度をグ

ラフ化し，運動学的表現と一致する回内外角度を

算出するものを視覚的に判断した．前述のとおり，

運動学的に適切な角度とは，関節の三次元的な肢

位に関わらず末梢側セグメントの軸まわりの角度

であるため，今回算出対象とした足関節回内外角

度の場合は，下腿ブロックの肢位や運動および足

部ブロックの肢位に関わらず，120 度の足部回内外

を反復して生じるものと捉えられる．すなわち，

下腿ブロックの回旋の有無に関わらず，足部ブロッ

クを回転させた条件（条件 2・3・5・6・8・9・

11・12）では 120 度の角度変化を３回反復して生じ，

足部ブロックを回転させない条件（条件１・４・７・

替え，かつ軸の回転順序を逆にした場合の第１回

転と第３回転が一致）．

　今回，正常歩行において運動学的表現との乖離

が小さいと想定して区別したプログラム（表３）は，

以下のように設定した．まず，股関節角度は骨盤

セグメントの軸を使って大腿セグメントを回転さ

せ，膝関節角度は大腿セグメントの軸を使って下

腿セグメントを回転させ，足関節角度は下腿セグ

メントの軸を使って足部セグメントを回転させた．

そして，股・膝関節の屈伸と足関節の底背屈角度

は XZY の順，股関節内外転・膝関節内外反・足関

節回内外角度は YZX の順，股・膝関節の内外旋と

足関節内外転角度は ZYX の順に座標系を回転させ

るコマンドにおいて，各々第１回転の計算値とし

て求めた．

４．考察

■検討1：運動学的な角度計算プログラムの検討

　本検討において運動学的に適切な角度を算出し

たのは，プログラム３（Angle=< 足部 , 下腿 ,yxz>

の第１回転）とプログラム 11（Angle=< 下腿 , 足部 ,

概ね一致しており，計算の妥当性が支持された．

運動学的に適切でない計算値をもとにした考察は

誤った結論を導き出す恐れがある．本検討は

BodyBuilder を用いた角度計算において，十分考慮

してプログラムを記述する必要があることを実証

する結果となった．

５．結論

　

　本研究により，BodyBuilder における関節角度計

算プログラムは，Angle=< 末梢側セグメント , 中

枢側セグメント , 算出目的の角度の軸・計測課題中

に角度変化が小さい軸・残った軸 > と記述するこ

とが運動学的に最適であると判断された．つまり，

このプログラムは運動学的に表現される関節角度

に最も近い計算値を得るものであった．一方で，

歩行時の下肢関節角度の計算値は，適用するプロ

グラムによって大きな乖離があることが明らかに

なった．BodyBuilder を用いた関節角度計算には，

本研究の推奨を参考にしたプログラム入力が望ま

れる．ただし，セグメントの座標系の全ての軸ま

わりで関節が大きく回転するような計測課題にお

ける解析は，BodyBuilder を用いた関節角度計算の

弱点であることから，慎重に吟味することが必要

であると推論された．
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ていたことから，運動学的には適切でない計算を

成すものであった．

　結果の参考例として，計測条件 12 における運動

学的に適切な計算結果とそうでない計算結果の一

部を図４に示す．

■検討 2：歩行時の下肢関節角度のプログラム間相

違

　各 12 種類のプログラムによる計算結果を図５に

示す．股関節屈伸角度においてはどのプログラム

を用いても大きな相違はなかったが，それ以外の

角度においてはいずれも明らかな相違が認められ

た．特に，膝関節内外反角度や内外旋角度および

足関節回内外角度においては，波形の特徴が全く

異なるグラフがあり，顕著な時には 20 度から 40

度もの相違が認められた．膝関節屈伸角度や足関

節底背屈角度においては，波形の特徴は類似する

ものの，時期によっては 10 度程度の相違が認めら

れた．なお，得られたグラフは２本ずつが重なる

６種の形状であった（セグメントの親子関係を入れ

として区別して表示した（設定の詳細は結果で述

べる）．また，セグメントの親子関係を入れ替える

と算出される角度の極性も逆になるため，これを

統一する処理を施したうえで比較した．

３．結果

■検討1：運動学的な角度計算プログラムの検討

　全ての肢位および運動条件において足関節回内

外角度を運動学的に適切に算出したのは，プログ

ラム３（下腿セグメントの軸を使って足部セグメ

ントをYXZの順に回転させる「Angle=<足部,下腿,

yxz>」の第１回転の計算値）と，プログラム 11（足

部セグメントの軸を使って下腿セグメントを ZXY

の順に回転させる「Angle=< 下腿 , 足部 ,zxy>」の

第３回転の計算値）のみであった．これ以外のプ

ログラムは，足部ブロックを回転させない条件に

おいても角度変化を算出し，かつ足部ブロックを

回転させた条件においても不整な角度変化を算出し
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プログラムは，Angle=< 末梢側セグメント , 中枢

側セグメント , 算出目的の角度の軸・計測課題中に

角度変化が小さい軸・残った軸 > とすることが最

適と判断した．つまり，たとえ単関節の運動であっ

たとしても複数方向の角度を分析対象とする場合

は，一つのプログラムを用いて第１回転を屈伸，

第２回転を内外転などと捉えるのではなく，運動

方向に応じて個別のプログラムを用いることが望

ましいと考える．

　今回は足関節回内外角度を例に挙げて算出対象

としたが，この検討の主旨は運動学的角度を算出

するプログラム記述の方法を明らかにした点であ

り，本検討で示された運動学的に最適なプログラ

ムの記述の方法は他の関節にも適用できると考え

られる．ただし，今回の計測課題は下腿ブロック

と足部ブロックの単軸回転であり，実際の身体運

動では三次元的なより複雑な運動が生じる．特に

インサイドキック動作時の股関節角度やピッチン

グ動作時の肩関節角度などは，X・Y・Z 軸の全て

において大きな角度変化を生じることが予想され

る．このような場合，どのようにプログラムを記

述しても第２回転に設定する軸まわりにおいて大

きな回転が生じることを避けられないため，算出

目的となる第１回転の角度は運動学的に表現され

る角度から乖離する可能性が高いと考えられる．

こうした問題やジンバルロックの存在は固定角お

よびオイラー角を用いた角度計算の限界であると

考えられるため，計測動作への適応の可否を十分

に吟味することが必要である．

■検討 2：歩行時の下肢関節角度のプログラム間相

違

　本検討により，BodyBuilder を用いて歩行時の下

肢関節角度を計算する際，適用するプログラムに

よっては，特に膝関節や足関節角度は運動学的に

想定される値と大きな乖離を生じる可能性が高い

ことが示された．一方で，今回，正常歩行におい

て運動学的表現との乖離が小さいと想定して設定

したプログラムにより得られた関節角度は，教科

書的に認知されている正常歩行時の関節角度 13,14) と
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使って末梢側のセグメントが回転すると捉えれば

良いと推論される．

　その上で，座標系を回転させる軸の順序の決め

方についてである．プログラム３は，下腿セグメ

ントの軸を使って足部セグメントを YXZ の順に回

転させる．回転前の状態において，第１回転軸で

ある下腿セグメントのＹ軸は足部セグメントのＹ

軸と一致しており，この軸まわりの回転は今回の

算出目的である足関節回内外である．そして，第

２回転となるＸ軸まわりは底背屈であり，今回は

下腿回旋と足部回内外に伴う副次的な動きであり

角度変化は小さいと予想される．第３回転となる

Ｚ軸まわりは内外転であり，今回は下腿を回旋さ

せたため大きな角度変化が予想される．このこと

から，軸の回転順序は，第１回転を算出目的の軸

とし，第２回転には残る２つの軸のうちで角度変

化がより小さい軸を選び，第３回転は残った軸と

することが望ましいと推論される．

　この理由は，第１回転の角度は第２回転の影響

を受けるためであり，オイラー角表現で考えると

理解しやすい．座標系を XYZ の順に回転させて実

際の身体セグメントの姿勢に到達する場合を想定

し，第１回転後の座標系を X1Y1Z1，同様に第２回

転後を X2Y2Z2，第３回転後を X3Y3Z3 とすると，

各軸まわりの回転角度は以下のように説明できる．

まず，第１回転のＸ軸まわりでは X1-Z1 平面上に

Z3 軸が位置する角度まで回転させ，この状態から

第２回転の Y1 軸まわりで Z2 軸が Z3 軸と一致す

る角度まで回転させ，最後に第３回転の Z2 軸まわ

りで X2 軸・Y2 軸がそれぞれ X3 軸・Y3 軸と一致

する角度まで回転させる．これに対して第２と第

３回転の軸を入れ替えて，XZY の順に回転させる

場合を想定すると，第１回転のＸ軸まわりでは

X1-Y1 平面上に Y3 軸が位置する角度まで回転させ

ることになるため，前述した XYZ の順に回転させ

る場合とは第１回転のＸ軸まわりの角度は異なる

値となる．この相違が運動学的に適切なプログラ

ムとその他のプログラムによる計算値の差になる．

　以上のことから，BodyBuilder における角度計算

zxy> の第 3 回転）のみであった．これらはセグメ

ントの親子関係を入れ替え，かつ軸の回転順序を

逆にした関係にあるため，計算値は必然的に等価

となる．プログラム作成や算出角度の妥当性を検

討する際に，セグメントの回転をイメージするこ

とは重要であるが，２つの軸での回転を経た後の

第３回転を正確にイメージすることは容易ではな

い．したがって本研究では，第３回転を用いるプ

ログラム 11 よりも第 1 回転を用いるプログラム３

の方が実用性に優れており，最適であると判断し

た．なお，プログラム３は，下腿セグメントの軸

を使って足部セグメントを YXZ の順に回転させる

際の第１回転の計算値である．この結果から，運

動学的に最適なプログラム記述の方法について以

下に考察する．

　まず，セグメントの親子関係の決め方について

である．プログラム３は足関節に対して中枢側の

下腿セグメントの軸を使って末梢側の足部

セグメントを回転させる．このことから，

Angle=<segmentC,segmentP,xyz> の segmentC は

末梢側セグメント，segmentP は中枢側セグメント

とすることによって，中枢側のセグメントの軸を

10）では角度変化を生じないものを適切と判断し

た．

■検討 2：歩行時の下肢関節角度のプログラム間相

違

　検討１と同様の計測システム環境で過去に計測

され，匿名加工情報である健常者１名（34 歳・男性）

の歩行データを用いて，プログラム間における下

肢関節角度の計算値の相違を調べた．反射マーカー

の貼付位置は，両側の上前腸骨棘・下前腸骨棘・

股関節中心（上前腸骨棘と大転子を結ぶ線の下

1/3）・大腿骨内側上顆・大腿骨外側上顆・内果・外果・

踵・第１中足骨頭・第５中足骨頭であり，Body

Builder を用いて骨盤・大腿・下腿・足部に局所座

標系を定義した（図３）．そして，検討 1 で用いた

12 種類のプログラム（表２）に準じて，股・膝・

足関節の各運動方向に対しても角度計算パターン

を網羅するように 12種類ずつプログラムを適用し，

一歩行周期における角度変化をグラフ化して視覚

的に比較した．なお，検討１の結果をもとにして，

正常歩行において運動学的表現との乖離が小さい

と予想されるプログラム（表３）の結果のみ参考値

研究では，運動学的に最適な計算を成すための

segmentC と segmentP の決め方，そして x・y・z

の順番の決め方について検討した．

②計測方法

　赤外線カメラMX-T（Vicon motion systems社製）

８台で構成される光学式三次元動作解析システム

を用いて，カメラ用三脚の回転台に設置した２つ

のブロックの長軸まわりの回転を反復する動きを

計測した（図１）．動きをイメージしやすくするた

めにブロックは右の下腿と足部を擬似するものと

し，反射マーカーは足部ブロックの末端の異なる

面に３点（踵の後端・内側・外側を疑似），下腿ブロッ

クの近位端と遠位端の対面に２点ずつ（脛骨内側

顆・腓骨頭・内果・外果を疑似）貼付した（図２）．

計測はブロックの肢位と運動を組み合わせた 12 条

件で行なった（表１）．肢位条件は 1 度単位で判別

可能な水準器（ミツトモ製作所製）と角度計

（Otto Bock 社製）を用いて絶対空間に対する角度

で表し，運動条件は三脚の回転台の軸まわりの角

度で設定した．運動は各ブロックの長軸まわりの

回転運動とし，２名の実験者が各ブロックを 120 

度反復して回転させた．両ブロックを同時に回転

させる条件においては，ブロックの動きの区別を

容易にするとともに相対角度の変化が単調になら

ないよう，同じ時間内に足部ブロックは３回，下

腿ブロックは４回の回転を反復させた．

　なお，本研究は人を対象としないため，倫理審

査の適応外であった．

③角度計算プログラム

　計測により得られた反射マーカーの位置座標

データをもとに，BodyBuilder を用いて両ブロック

に局所座標系を定義した（図２）．なお，両ブロッ

クとも長軸まわりで回転させたため，この運動を

足部ブロックは回内外（Ｙ軸まわり），下腿ブロッ

クは回旋（Ｚ軸まわり）と捉えた．両ブロックの

相対角度を足関節角度とすると，計測課題は足関

節回内外（下腿に対して足部が回内外）と足関節

内外転（足部に対して下腿が回旋）の複合運動と

捉えることができる．このうち，本研究ではより研

究対象としての需要が高いと思われる足関節回内

外角度を算出対象とした．

　BodyBuilder において適用した角度計算プログラ

ムは，以下のように２セグメントの相対角度の計

算パターンを全て網羅する 12 種類とした（表２）．

すなわち，セグメントの回転の親子関係を足部ブ

ロックと下腿ブロックで入れ替えた２条件，そし

て座標系の X・Y・Z 軸の回転順序を入れ替えた６

条件を組合せることで，12 種類のプログラムを用

いた．なお，オイラー角を用いた角度表現には X・

Y・Z 軸全てを用いる x-y-z 系と，第１回転と第３

回転に同じ軸を用いる x-y-x 系があるが，Body

Builder で用いられるのは x-y-z 系のみであること

から，この 12 種類によって計算パターンは網羅さ

れたことになる．

④グラフの視覚的分析

　各プログラムにより計算された足関節角度をグ

ラフ化し，運動学的表現と一致する回内外角度を

算出するものを視覚的に判断した．前述のとおり，

運動学的に適切な角度とは，関節の三次元的な肢

位に関わらず末梢側セグメントの軸まわりの角度

であるため，今回算出対象とした足関節回内外角

度の場合は，下腿ブロックの肢位や運動および足

部ブロックの肢位に関わらず，120 度の足部回内外

を反復して生じるものと捉えられる．すなわち，

下腿ブロックの回旋の有無に関わらず，足部ブロッ

クを回転させた条件（条件 2・3・5・6・8・9・

11・12）では 120 度の角度変化を３回反復して生じ，

足部ブロックを回転させない条件（条件１・４・７・

替え，かつ軸の回転順序を逆にした場合の第１回

転と第３回転が一致）．

　今回，正常歩行において運動学的表現との乖離

が小さいと想定して区別したプログラム（表３）は，

以下のように設定した．まず，股関節角度は骨盤

セグメントの軸を使って大腿セグメントを回転さ

せ，膝関節角度は大腿セグメントの軸を使って下

腿セグメントを回転させ，足関節角度は下腿セグ

メントの軸を使って足部セグメントを回転させた．

そして，股・膝関節の屈伸と足関節の底背屈角度

は XZY の順，股関節内外転・膝関節内外反・足関

節回内外角度は YZX の順，股・膝関節の内外旋と

足関節内外転角度は ZYX の順に座標系を回転させ

るコマンドにおいて，各々第１回転の計算値とし

て求めた．

４．考察

■検討1：運動学的な角度計算プログラムの検討

　本検討において運動学的に適切な角度を算出し

たのは，プログラム３（Angle=< 足部 , 下腿 ,yxz>

の第１回転）とプログラム 11（Angle=< 下腿 , 足部 ,

概ね一致しており，計算の妥当性が支持された．

運動学的に適切でない計算値をもとにした考察は

誤った結論を導き出す恐れがある．本検討は

BodyBuilder を用いた角度計算において，十分考慮

してプログラムを記述する必要があることを実証

する結果となった．

５．結論

　

　本研究により，BodyBuilder における関節角度計

算プログラムは，Angle=< 末梢側セグメント , 中

枢側セグメント , 算出目的の角度の軸・計測課題中

に角度変化が小さい軸・残った軸 > と記述するこ

とが運動学的に最適であると判断された．つまり，

このプログラムは運動学的に表現される関節角度

に最も近い計算値を得るものであった．一方で，

歩行時の下肢関節角度の計算値は，適用するプロ

グラムによって大きな乖離があることが明らかに

なった．BodyBuilder を用いた関節角度計算には，

本研究の推奨を参考にしたプログラム入力が望ま

れる．ただし，セグメントの座標系の全ての軸ま

わりで関節が大きく回転するような計測課題にお

ける解析は，BodyBuilder を用いた関節角度計算の

弱点であることから，慎重に吟味することが必要

であると推論された．
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ていたことから，運動学的には適切でない計算を

成すものであった．

　結果の参考例として，計測条件 12 における運動

学的に適切な計算結果とそうでない計算結果の一

部を図４に示す．

■検討 2：歩行時の下肢関節角度のプログラム間相

違

　各 12 種類のプログラムによる計算結果を図５に

示す．股関節屈伸角度においてはどのプログラム

を用いても大きな相違はなかったが，それ以外の

角度においてはいずれも明らかな相違が認められ

た．特に，膝関節内外反角度や内外旋角度および

足関節回内外角度においては，波形の特徴が全く

異なるグラフがあり，顕著な時には 20 度から 40

度もの相違が認められた．膝関節屈伸角度や足関

節底背屈角度においては，波形の特徴は類似する

ものの，時期によっては 10 度程度の相違が認めら

れた．なお，得られたグラフは２本ずつが重なる

６種の形状であった（セグメントの親子関係を入れ

として区別して表示した（設定の詳細は結果で述

べる）．また，セグメントの親子関係を入れ替える

と算出される角度の極性も逆になるため，これを

統一する処理を施したうえで比較した．

３．結果

■検討1：運動学的な角度計算プログラムの検討

　全ての肢位および運動条件において足関節回内

外角度を運動学的に適切に算出したのは，プログ

ラム３（下腿セグメントの軸を使って足部セグメ

ントをYXZの順に回転させる「Angle=<足部,下腿,

yxz>」の第１回転の計算値）と，プログラム 11（足

部セグメントの軸を使って下腿セグメントを ZXY

の順に回転させる「Angle=< 下腿 , 足部 ,zxy>」の

第３回転の計算値）のみであった．これ以外のプ

ログラムは，足部ブロックを回転させない条件に

おいても角度変化を算出し，かつ足部ブロックを

回転させた条件においても不整な角度変化を算出し
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プログラムは，Angle=< 末梢側セグメント , 中枢

側セグメント , 算出目的の角度の軸・計測課題中に

角度変化が小さい軸・残った軸 > とすることが最

適と判断した．つまり，たとえ単関節の運動であっ

たとしても複数方向の角度を分析対象とする場合

は，一つのプログラムを用いて第１回転を屈伸，

第２回転を内外転などと捉えるのではなく，運動

方向に応じて個別のプログラムを用いることが望

ましいと考える．

　今回は足関節回内外角度を例に挙げて算出対象

としたが，この検討の主旨は運動学的角度を算出

するプログラム記述の方法を明らかにした点であ

り，本検討で示された運動学的に最適なプログラ

ムの記述の方法は他の関節にも適用できると考え

られる．ただし，今回の計測課題は下腿ブロック

と足部ブロックの単軸回転であり，実際の身体運

動では三次元的なより複雑な運動が生じる．特に

インサイドキック動作時の股関節角度やピッチン

グ動作時の肩関節角度などは，X・Y・Z 軸の全て

において大きな角度変化を生じることが予想され

る．このような場合，どのようにプログラムを記

述しても第２回転に設定する軸まわりにおいて大

きな回転が生じることを避けられないため，算出

目的となる第１回転の角度は運動学的に表現され

る角度から乖離する可能性が高いと考えられる．

こうした問題やジンバルロックの存在は固定角お

よびオイラー角を用いた角度計算の限界であると

考えられるため，計測動作への適応の可否を十分

に吟味することが必要である．

■検討 2：歩行時の下肢関節角度のプログラム間相

違

　本検討により，BodyBuilder を用いて歩行時の下

肢関節角度を計算する際，適用するプログラムに

よっては，特に膝関節や足関節角度は運動学的に

想定される値と大きな乖離を生じる可能性が高い

ことが示された．一方で，今回，正常歩行におい

て運動学的表現との乖離が小さいと想定して設定

したプログラムにより得られた関節角度は，教科

書的に認知されている正常歩行時の関節角度 13,14) と
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使って末梢側のセグメントが回転すると捉えれば

良いと推論される．

　その上で，座標系を回転させる軸の順序の決め

方についてである．プログラム３は，下腿セグメ

ントの軸を使って足部セグメントを YXZ の順に回

転させる．回転前の状態において，第１回転軸で

ある下腿セグメントのＹ軸は足部セグメントのＹ

軸と一致しており，この軸まわりの回転は今回の

算出目的である足関節回内外である．そして，第

２回転となるＸ軸まわりは底背屈であり，今回は

下腿回旋と足部回内外に伴う副次的な動きであり

角度変化は小さいと予想される．第３回転となる

Ｚ軸まわりは内外転であり，今回は下腿を回旋さ

せたため大きな角度変化が予想される．このこと

から，軸の回転順序は，第１回転を算出目的の軸

とし，第２回転には残る２つの軸のうちで角度変

化がより小さい軸を選び，第３回転は残った軸と

することが望ましいと推論される．

　この理由は，第１回転の角度は第２回転の影響

を受けるためであり，オイラー角表現で考えると

理解しやすい．座標系を XYZ の順に回転させて実

際の身体セグメントの姿勢に到達する場合を想定

し，第１回転後の座標系を X1Y1Z1，同様に第２回

転後を X2Y2Z2，第３回転後を X3Y3Z3 とすると，

各軸まわりの回転角度は以下のように説明できる．

まず，第１回転のＸ軸まわりでは X1-Z1 平面上に

Z3 軸が位置する角度まで回転させ，この状態から

第２回転の Y1 軸まわりで Z2 軸が Z3 軸と一致す

る角度まで回転させ，最後に第３回転の Z2 軸まわ

りで X2 軸・Y2 軸がそれぞれ X3 軸・Y3 軸と一致

する角度まで回転させる．これに対して第２と第

３回転の軸を入れ替えて，XZY の順に回転させる

場合を想定すると，第１回転のＸ軸まわりでは

X1-Y1 平面上に Y3 軸が位置する角度まで回転させ

ることになるため，前述した XYZ の順に回転させ

る場合とは第１回転のＸ軸まわりの角度は異なる

値となる．この相違が運動学的に適切なプログラ

ムとその他のプログラムによる計算値の差になる．

　以上のことから，BodyBuilder における角度計算

zxy> の第 3 回転）のみであった．これらはセグメ

ントの親子関係を入れ替え，かつ軸の回転順序を

逆にした関係にあるため，計算値は必然的に等価

となる．プログラム作成や算出角度の妥当性を検

討する際に，セグメントの回転をイメージするこ

とは重要であるが，２つの軸での回転を経た後の

第３回転を正確にイメージすることは容易ではな

い．したがって本研究では，第３回転を用いるプ

ログラム 11 よりも第 1 回転を用いるプログラム３

の方が実用性に優れており，最適であると判断し

た．なお，プログラム３は，下腿セグメントの軸

を使って足部セグメントを YXZ の順に回転させる

際の第１回転の計算値である．この結果から，運

動学的に最適なプログラム記述の方法について以

下に考察する．

　まず，セグメントの親子関係の決め方について

である．プログラム３は足関節に対して中枢側の

下腿セグメントの軸を使って末梢側の足部

セグメントを回転させる．このことから，

Angle=<segmentC,segmentP,xyz> の segmentC は

末梢側セグメント，segmentP は中枢側セグメント

とすることによって，中枢側のセグメントの軸を

10）では角度変化を生じないものを適切と判断し

た．

■検討 2：歩行時の下肢関節角度のプログラム間相

違

　検討１と同様の計測システム環境で過去に計測

され，匿名加工情報である健常者１名（34 歳・男性）

の歩行データを用いて，プログラム間における下

肢関節角度の計算値の相違を調べた．反射マーカー

の貼付位置は，両側の上前腸骨棘・下前腸骨棘・

股関節中心（上前腸骨棘と大転子を結ぶ線の下

1/3）・大腿骨内側上顆・大腿骨外側上顆・内果・外果・

踵・第１中足骨頭・第５中足骨頭であり，Body

Builder を用いて骨盤・大腿・下腿・足部に局所座

標系を定義した（図３）．そして，検討 1 で用いた

12 種類のプログラム（表２）に準じて，股・膝・

足関節の各運動方向に対しても角度計算パターン

を網羅するように 12種類ずつプログラムを適用し，

一歩行周期における角度変化をグラフ化して視覚

的に比較した．なお，検討１の結果をもとにして，

正常歩行において運動学的表現との乖離が小さい

と予想されるプログラム（表３）の結果のみ参考値

研究では，運動学的に最適な計算を成すための

segmentC と segmentP の決め方，そして x・y・z

の順番の決め方について検討した．

②計測方法

　赤外線カメラMX-T（Vicon motion systems社製）

８台で構成される光学式三次元動作解析システム

を用いて，カメラ用三脚の回転台に設置した２つ

のブロックの長軸まわりの回転を反復する動きを

計測した（図１）．動きをイメージしやすくするた

めにブロックは右の下腿と足部を擬似するものと

し，反射マーカーは足部ブロックの末端の異なる

面に３点（踵の後端・内側・外側を疑似），下腿ブロッ

クの近位端と遠位端の対面に２点ずつ（脛骨内側

顆・腓骨頭・内果・外果を疑似）貼付した（図２）．

計測はブロックの肢位と運動を組み合わせた 12 条

件で行なった（表１）．肢位条件は 1 度単位で判別

可能な水準器（ミツトモ製作所製）と角度計

（Otto Bock 社製）を用いて絶対空間に対する角度

で表し，運動条件は三脚の回転台の軸まわりの角

度で設定した．運動は各ブロックの長軸まわりの

回転運動とし，２名の実験者が各ブロックを 120 

度反復して回転させた．両ブロックを同時に回転

させる条件においては，ブロックの動きの区別を

容易にするとともに相対角度の変化が単調になら

ないよう，同じ時間内に足部ブロックは３回，下

腿ブロックは４回の回転を反復させた．

　なお，本研究は人を対象としないため，倫理審

査の適応外であった．

③角度計算プログラム

　計測により得られた反射マーカーの位置座標

データをもとに，BodyBuilder を用いて両ブロック

に局所座標系を定義した（図２）．なお，両ブロッ

クとも長軸まわりで回転させたため，この運動を

足部ブロックは回内外（Ｙ軸まわり），下腿ブロッ

クは回旋（Ｚ軸まわり）と捉えた．両ブロックの

相対角度を足関節角度とすると，計測課題は足関

節回内外（下腿に対して足部が回内外）と足関節

内外転（足部に対して下腿が回旋）の複合運動と

捉えることができる．このうち，本研究ではより研

究対象としての需要が高いと思われる足関節回内

外角度を算出対象とした．

　BodyBuilder において適用した角度計算プログラ

ムは，以下のように２セグメントの相対角度の計

算パターンを全て網羅する 12 種類とした（表２）．

すなわち，セグメントの回転の親子関係を足部ブ

ロックと下腿ブロックで入れ替えた２条件，そし

て座標系の X・Y・Z 軸の回転順序を入れ替えた６

条件を組合せることで，12 種類のプログラムを用

いた．なお，オイラー角を用いた角度表現には X・

Y・Z 軸全てを用いる x-y-z 系と，第１回転と第３

回転に同じ軸を用いる x-y-x 系があるが，Body

Builder で用いられるのは x-y-z 系のみであること

から，この 12 種類によって計算パターンは網羅さ

れたことになる．

④グラフの視覚的分析

　各プログラムにより計算された足関節角度をグ

ラフ化し，運動学的表現と一致する回内外角度を

算出するものを視覚的に判断した．前述のとおり，

運動学的に適切な角度とは，関節の三次元的な肢

位に関わらず末梢側セグメントの軸まわりの角度

であるため，今回算出対象とした足関節回内外角

度の場合は，下腿ブロックの肢位や運動および足

部ブロックの肢位に関わらず，120 度の足部回内外

を反復して生じるものと捉えられる．すなわち，

下腿ブロックの回旋の有無に関わらず，足部ブロッ

クを回転させた条件（条件 2・3・5・6・8・9・

11・12）では 120 度の角度変化を３回反復して生じ，

足部ブロックを回転させない条件（条件１・４・７・

替え，かつ軸の回転順序を逆にした場合の第１回

転と第３回転が一致）．

　今回，正常歩行において運動学的表現との乖離

が小さいと想定して区別したプログラム（表３）は，

以下のように設定した．まず，股関節角度は骨盤

セグメントの軸を使って大腿セグメントを回転さ

せ，膝関節角度は大腿セグメントの軸を使って下

腿セグメントを回転させ，足関節角度は下腿セグ

メントの軸を使って足部セグメントを回転させた．

そして，股・膝関節の屈伸と足関節の底背屈角度

は XZY の順，股関節内外転・膝関節内外反・足関

節回内外角度は YZX の順，股・膝関節の内外旋と

足関節内外転角度は ZYX の順に座標系を回転させ

るコマンドにおいて，各々第１回転の計算値とし

て求めた．

４．考察

■検討1：運動学的な角度計算プログラムの検討

　本検討において運動学的に適切な角度を算出し

たのは，プログラム３（Angle=< 足部 , 下腿 ,yxz>

の第１回転）とプログラム 11（Angle=< 下腿 , 足部 ,

概ね一致しており，計算の妥当性が支持された．

運動学的に適切でない計算値をもとにした考察は

誤った結論を導き出す恐れがある．本検討は

BodyBuilder を用いた角度計算において，十分考慮

してプログラムを記述する必要があることを実証

する結果となった．

５．結論

　

　本研究により，BodyBuilder における関節角度計

算プログラムは，Angle=< 末梢側セグメント , 中

枢側セグメント , 算出目的の角度の軸・計測課題中

に角度変化が小さい軸・残った軸 > と記述するこ

とが運動学的に最適であると判断された．つまり，

このプログラムは運動学的に表現される関節角度

に最も近い計算値を得るものであった．一方で，

歩行時の下肢関節角度の計算値は，適用するプロ

グラムによって大きな乖離があることが明らかに

なった．BodyBuilder を用いた関節角度計算には，

本研究の推奨を参考にしたプログラム入力が望ま

れる．ただし，セグメントの座標系の全ての軸ま

わりで関節が大きく回転するような計測課題にお

ける解析は，BodyBuilder を用いた関節角度計算の

弱点であることから，慎重に吟味することが必要

であると推論された．
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ていたことから，運動学的には適切でない計算を

成すものであった．

　結果の参考例として，計測条件 12 における運動

学的に適切な計算結果とそうでない計算結果の一

部を図４に示す．

■検討 2：歩行時の下肢関節角度のプログラム間相

違

　各 12 種類のプログラムによる計算結果を図５に

示す．股関節屈伸角度においてはどのプログラム

を用いても大きな相違はなかったが，それ以外の

角度においてはいずれも明らかな相違が認められ

た．特に，膝関節内外反角度や内外旋角度および

足関節回内外角度においては，波形の特徴が全く

異なるグラフがあり，顕著な時には 20 度から 40

度もの相違が認められた．膝関節屈伸角度や足関

節底背屈角度においては，波形の特徴は類似する

ものの，時期によっては 10 度程度の相違が認めら

れた．なお，得られたグラフは２本ずつが重なる

６種の形状であった（セグメントの親子関係を入れ

として区別して表示した（設定の詳細は結果で述

べる）．また，セグメントの親子関係を入れ替える

と算出される角度の極性も逆になるため，これを

統一する処理を施したうえで比較した．

３．結果

■検討1：運動学的な角度計算プログラムの検討

　全ての肢位および運動条件において足関節回内

外角度を運動学的に適切に算出したのは，プログ

ラム３（下腿セグメントの軸を使って足部セグメ

ントをYXZの順に回転させる「Angle=<足部,下腿,

yxz>」の第１回転の計算値）と，プログラム 11（足

部セグメントの軸を使って下腿セグメントを ZXY

の順に回転させる「Angle=< 下腿 , 足部 ,zxy>」の

第３回転の計算値）のみであった．これ以外のプ

ログラムは，足部ブロックを回転させない条件に

おいても角度変化を算出し，かつ足部ブロックを

回転させた条件においても不整な角度変化を算出し
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Abstract
The purpose of this study is to determine the optimum kinesiological program for the calculation of joint 
angle using the arithmetic processing software “BodyBuilder” and to determine the difference in the 
calculated values during normal gait between 12 programs.
Of these programs that consider all calculation conditions and are adapted to the motion of the single 
axis rotation model, only two programs yielded results that are consistent with the kinematic criteria. 
Among them, the program was determined to be optimal that is rotation of the distal segment using the 
axis of the proximal segment, then this rotation should be performed according to the order of the axis 
of rotation to be calculated, small rotation axis and remaining axis. 
It was concluded that any program used to calculate the knee and ankle joint angles should be 
developed with due diligence because the calculated angles obtained from the gait data of healthy 
adults differ between programs.

Key words: BodyBuilder, joint angle, euler angles, rotation order, calculation program
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