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あらましあらましあらましあらまし    近年，人工膝関節の置換術が行われていて，術後の人工膝関節の動態を定量的に解析することが求められている．

一般的には，X 線で撮影した映像と人工膝関節の３次元形状モデルをマッチングさせることで，人工膝関節の動態を解析できる．

しかし，撮影装置の制約により，一度に一方向からしか撮影できないため，奥行きの誤差が大きいという問題がある．そこで，

同じ動作を他視点から二度以上撮影するという手法を提案する．本論文では現在行っている予備実験の結果について報告すると

ともに，提案の実現性について議論した． 
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Abstract  Recently, the Total Knee Arthroplasty (TKA) operations were become a routine procedure. The precise 

measurement of TKA kinematics was required. Normally, the measurement was done by matching the monocular fluoroscopic 

image with 3D CAD model of the knee implant. But, the monocular vision has much reduced accuracy for determining 

translation perpendicular to the image plane. This article presents a technique of taking the fluoroscopy from different 

viewpoint at different time. The result of the pre-test is reported, and the realization of this technique is discussed here. 
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1. はじめにはじめにはじめにはじめに  

1.1. 情報工学情報工学情報工学情報工学とととと医学分野医学分野医学分野医学分野のののの連携連携連携連携  

近年，医学分野が抱える問題を情報工学分野の技術

で解決しようとする取り組みは広くなされていて，当

有澤研究室でも，PET 画像を用いたガン自動診断や人

体モデルを用いた動作負荷評価などの研究が行われて

いる．このように医学と情報工学の連携によって成果

を挙げられる話題は数多くあるが，その中でも本論文

では人工膝関節の動作解析という問題に取り組んだ．   

1.2. 人工膝関節全置換術人工膝関節全置換術人工膝関節全置換術人工膝関節全置換術  

1980 年代後半から，長期間の使用等によって軟骨が

磨り減り，膝痛を訴える患者に対して，軟骨と周囲の

骨を切除し人工物と取り替える，人工膝関節全置換術

が一般的に行われるようになった．そういった手術を

行った場合，術後の体内の状態を知ることが必要であ

るが，脱臼を起こしていないか，人工関節は壊れてい

ないかといった定性的な情報は X 線透視投影装置で患

者の膝の部分を撮影することで知ることができる．し

かし，人工膝関節の挙動をもっと詳細に，定量的に知

ることができれば，患者に埋め込まれた人工関節の客

観的かつ詳細な評価を行うことができ，より最適で寿

命の長い人工膝関節の設計，あるいは手術手技の改善



 

 

につながるため，その要望は高い．  

1.3. モデルベースマッチングモデルベースマッチングモデルベースマッチングモデルベースマッチング 

一方，情報工学の分野においては，2 次元の画像と

3次元の形状データをマッチングする手法 (モデルベー

スマッチング )がある．この手法を人工膝関節の動作解

析に適用しようとする試みはこれまでも行われており，

中でも，1990 年代に入ってから，Banks[1]らはテンプ

レートマッチングという手法を提案し，Zuffi[2]らは  

2D/3D レジストレーションという手法を提案した．  

1.4. 問題点問題点問題点問題点  

しかし， X 線透視投影装置は一度に 1 方向からしか

撮影することができないため，画像における左右，上

下の動きの検出精度に対して，前後の動きの精度が悪

くなってしまうという大きな問題点がある． Banks, 

Zuffi ら は こ れ ら の 問 題 を 考 慮 し て お ら ず ， ま た

Dennis[3]らは回転可能な X 線撮影装置を用いて，静止

した膝を異なる時点に 2 方向から撮影することにより，

人工膝関節の 3 次元位置・姿勢情報を取得したが，連

続した動作の解析はできていない．  

そして藤田 [4]らは，2 方向から同時に撮影できる機

器を用いて撮影した映像によって，正常膝関節の 3 次

元動作解析を行ったが，このような機器は一般的では

なく，広く使われている 1 方向撮影機器で同様の解析

を行えるような工夫が必要である．  

1.5. 提案提案提案提案  

そこで，前後の動きの精度が悪い問題点については

2 方向から撮影するという方法で解決する．また，一

般的な 1 方向撮影機器については異なる時点で撮影す

るという方法で解決する．以上，二つの考え方を組み

合わせて，本論文では患者に同じ動作を複数回行って

もらい，視点を変えて，複数回連続 X 線撮影するとい

う手法を提案した．  

以降 2 章では人工関節の動作解析に必要な技術と既

存研究の取り組みについて述べ，問題点を挙げる．３

章では提案手法の全体像を述べ，４章では手法の具体

的な構成を述べる．５章で現在行っている予備実験の

結果，６章でまとめと今後の展望について述べる．  

 

2. 必要必要必要必要なななな技術技術技術技術とととと既存研究既存研究既存研究既存研究    

2.1. 必要必要必要必要なななな Hardware 

これまで行われてきた人工膝関節の動作解析に関

するさまざまな研究では，膝関節という体内の情報を

知るためにさまざまなアプローチがなされてきた．例

えば In Vivo（生体）に対しては，皮膚にマーカーをつ

け，マーカーの位置情報から体内の関節の情報を取得

しようとした手法があるが，皮膚の上についたマーカ

ーから人工膝関節の動きは正確に測定することはでき

ない．一方，In Vitro（死体）に対しては，骨に直接マ

ーカーを着けることができるため，これによって人工

膝関節の動きを正確に測定することができるが，実際

に人工膝関節を使用している患者の解析はできない．  

また，CT・MRI で撮影を行うことで，人体の臓器・

骨格・関節などの 3 次元解析を行うことができる．し

かし，撮影スペースに制限があることで荷重屈曲など

の動作を行うことができなかったり，撮影スピードが

遅いため映像を撮影することができなかったり，金属

を撮影するとアーチファクトが生じるため，関節部分

だけを抽出することができなかったりするといった問

題点があるため，CT・MRI は人工膝関節の 3 次元動作

解析への応用も困難である．  

一方 X 線透視撮影装置なら，患者が運動する十分な

スペースがあること，映像を撮影することができるこ

と，直接人工関節の動作を観察することができること，

金属物体がくっきりと写ることなどの数多くの利点が

あることから，撮影に最適な機器であるといえる．  

2.2. 必要必要必要必要なななな Software 

人工膝関節の動作解析では「モデルベースマッチン

グ」の手法が広く行われている．X 線画像から抽出し

たオブジェクトに対して，人工膝関節の形状・構造デ

ータを照合させることでオブジェクトの位置・姿勢を

決定するという手法である．  

このモデルベースマッチングについて以下に順を

追って述べる．  

2.2.1. 対象対象対象対象オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクトのののの 3    次元的次元的次元的次元的なななな形状形状形状形状，，，，構造構造構造構造モモモモ

デルデルデルデルのののの取得取得取得取得    

まず対象オブジェクトの3 次元的な形状・構造モデ

ルを計算機上に構築することが必要である．オブジェ

クトの形状は，三角形パッチなどのポリゴンデータや，

円筒や超楕円形などによる近似を用いた表現などが使

われることが多い．  

そしてそのようなデータの取得方法としては，人工

関節のような人工物の場合は，CADデータを基に作成

されているため，非常に正確な形状モデルを直接的に

得ることも可能であるし，一方そのようなデータのな

い場合でも，レーザースキャンで形状を取得する方法

もある．  

2.2.2. 画像画像画像画像からのからのからのからのオブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト抽出抽出抽出抽出    

マッチングのためには，撮影画像からオブジェクト

を抽出することが必要である．一般的なカメラ画像に

おいては，背景が変化しない場合なら背景画像を事前

に取得しておき，差分を取ることでシルエットを抽出

する方法や，連続する画像間での差を取り，動きのあ

る部分を抽出する方法など，さまざまな方法が提案さ

れている．  

人工膝関節を撮影したX線透視投影画像の場合は，

カメラ画像と異なりモノクロ画像であるため情報量が



 

 

少ないが，金属部分が鮮明に写ることで簡単な画像処

理を行うことで人工膝関節部分のみを抽出することが

できる．  

2.2.3. オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクトのののの投影投影投影投影，，，，画像画像画像画像とのとのとのとの照合照合照合照合によるによるによるによるオブオブオブオブ

ジェクトジェクトジェクトジェクトのののの位置姿勢位置姿勢位置姿勢位置姿勢のののの取得取得取得取得    

最終段階として，画像から抽出されたオブジェクト

のシルエットと，オブジェクトの形状，構造データを

用いてオブジェクトの位置姿勢の取得を行う．あらか

じめ計算機上に，撮影時に使用したカメラなどの撮像

系を反映したカメラモデルを構築しておく．ここで撮

影機器について説明する．  

 

図1 X線透視投影装置での撮影の仕組み  

 

X線透視投影装置が撮影を行う仕組みを図1に示す．

管球からX線を照射し，まっすぐに進んだX線が検出面

でフィルムに焼き付けられる．このような仕組みの撮

影機器に対しては一般に使われているビデオカメラと

同様のピンホールカメラモデルを適用することができ

る．  

次に，この撮像系中でオブジェクトの形状，構造モ

デルをもとに，オブジェクトにさまざまな位置，姿勢

をとらせ，仮想的にオブジェクトを画面に投影し，シ

ルエットを得る．これと，実際に撮影されたシルエッ

トの一致度を比較し，もっとも一致した位置姿勢をそ

のときのオブジェクトの位置姿勢として出力する．   

2.3. 既存研究既存研究既存研究既存研究  

本節では，これらの技術を用いた既存研究について，

問題点を考察する．  

Banks[1]らの研究では，人工膝関節を投影した投影

像の輪郭形状が，物体の姿勢に応じて変化すること，

また投影像の位置や大きさも，物体の空間的位置に対

応して変化することを利用して，位置・姿勢が既知の

投影像群をライブラリとして用意しておき，位置・姿

勢が未知の投影像をライブラリと照合することで，そ

の位置・姿勢を推定した．  

一方Zuffi[2]らは，X線焦点と投影画像の輪郭点を結

ぶ全投影線が，人工膝関節のCADモデル表面と完全に

接したところが，正確なモデルの位置・姿勢であると

考え，推定を行った．  

しかし前節で述べたように，Banks, Zuffiらの研究は

単方向撮影であるため，与えられる情報はある視点か

らみた2次元の画像のみである．したがって，例えばオ

ブジェクトがカメラの奥行き方向に沿った動作を行っ

たとき，図2の左側の投影平面のように画像上でのシル

エットの形状変化は小さくなるが，単視点撮影ではこ

れを図2の右側のような別角度からの撮影によって補

正することができない．つまり，画像における左右，

上下の動きの検出精度に対して，前後の動きの精度が

悪くなってしまう問題に対して，単方向撮影では解決

することができない．  

 

図2 方向による変化  

 

3. 人工膝関節動作解析人工膝関節動作解析人工膝関節動作解析人工膝関節動作解析システムシステムシステムシステムのののの提案提案提案提案    

以上の問題を解決する手法として，われわれは視点

を変えて複数回 X 線映像の撮影を行うことを提案する． 

3.1. 全体全体全体全体のののの流流流流れれれれ 

 まず，患者に１回目の運動を行ってもらい，それを

任意の方向から撮影する．このとき得られた画像列を

以下シリーズ A とする．そして，もう一度患者に同じ

動作をしてもらい，それを１回目とは別の方向から撮

影する．こうして得られた画像列を以下シリーズ B と

する．  

次にそれぞれ得られた画像列に対してモデルベー

スマッチングを行う．  

 

図 3 閾値処理によるオブジェクト抽出 

 

まず，図 3 のように撮影された画像列に画像処理を

行い，人工膝関節部分だけを抽出したシルエット画像

を作成する．  



 

 

 

図 4 シルエット画像の作成  

 

また一方で，図４のように撮影機器に適切なカメラ

モデルを当てはめることで，コンピュータ上で仮想的

に撮影空間を構築し，人工関節がある位置・姿勢にあ

るときのシルエット画像を作成する．こうして得られ

た二枚の画像を照合することで，推定される人工関節

の位置・姿勢を取得し，この処理を全ての撮影画像に

対して行うことで動作解析を行う．最後に，異なる視

点で解析した結果を用いて，各シリーズのパラメータ

を組み合わせることで，全体的に精度の良い解析結果

が得られる．  

以上の処理を行うことで，提案手法を実現する．   

3.2. 使用使用使用使用するするするする撮影撮影撮影撮影機器機器機器機器とととと CAD データデータデータデータ 

3.2.1. X 線透視撮影装置線透視撮影装置線透視撮影装置線透視撮影装置  

 

図 5  X 線透視撮影装置 

 

本研究で用いた X 線透視撮影装置は東芝社製 FPD

搭載型 X 線 TV システム  DynaDirect Winscope6000 で

ある (図 5)．照射野は FPD34×34ｃｍである．写真で 1

の位置にある管球から X 線を照射し，写真で 2 の位置

にあるインテンシファイアーで X 線量を検出する．   

 

図 6 X 線平面検出器  

 

また，一般的なカメラの場合はレンズによる周辺部

のゆがみなどを考慮することが必要であるが，本研究

で用いた撮影機器の場合は，縦 34×横 34cm 角サイズ

(フィルムの大角相当 )の大視野であり，これまで使わ

れているシステムで失われていた四隅部分も容易に透

視・撮影できることに加えて，中心から周辺部まで歪

み，輝度変化のない安定した画像が得られる（図 6[8]）．

そのため，単純なピンホールカメラモデルの適用だけ

で十分であると考えられる．  

図 7 キャリブレーションボード  

 

実際にキャリブレーションボード (図 7 左 )を置いて

撮影した X 線撮影画像 (図 7 右 )を図７に示す．キャリ

ブレーションボードに描かれた直線が，中心から周辺

部までまっすぐに伸びていることが分かり，ゆがみが

少ない画像を得られていることが確かめられる．  

3.2.2. 人工関節人工関節人工関節人工関節のののの形状形状形状形状データデータデータデータ    

本研究で用いた人工関節の CAD データは，人工関

節等の整形外科分野の医療機器メーカーである， (株 )

日本ストライカーから頂いた．データ中で，人工膝関

節の 3 次元形状は STL 形式で表現されており，実物に

非常に近い正確なデータであると言える．  

 

4. 人工関節人工関節人工関節人工関節のののの動作解析動作解析動作解析動作解析システムシステムシステムシステム    

この章では，３章で述べた人工関節の動作解析シス

テムに関して説明を行う．まずコンピュータ上に撮影

環境をモデル化し，仮想的にシルエット画像を作成す

ることについての説明を行い，次に撮影画像から人工



 

 

関節部分だけを抽出する処理について説明する．  

4.1. コンピュータコンピュータコンピュータコンピュータ上上上上でのでのでのでのシルエットシルエットシルエットシルエット作成作成作成作成  

シルエット作成には撮影機器をモデル化すること

が必要である．これにより，空間中にある一点が，検

出面のどの位置に投影されるかを知ることができ，そ

れを人工関節の全ての頂点について行なえば，コンピ

ュータ上で仮想的にシルエット画像を作成することが

可能となる．  

4.1.1. X 線透視撮影装置線透視撮影装置線透視撮影装置線透視撮影装置ののののモデルモデルモデルモデル化化化化  

撮影された２次元の画像，つまり検出面と，実世界

の３次元情報を関連付けるには，実世界と画像の対応

付けが必要である．ここでは装置の構造を考慮して，

一般的なカメラに対して用いられているモデルと同様

のピンホールカメラモデルを適用した．  

カ メ ラ 座 標 系 に お い て ， 実 世 界 の あ る 一 点 を

),,( ccc ZYX と置き，その点が画像上に投影された点

を )0,,( ii YX とする．このとき，以下のような式が成

り立つ．焦点距離 f は撮影機器の仕様より 1050mm と

した．  

（１）⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅= icc XfZX */  

（２）⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅= icc YfZY */  

一般的なカメラに対してはゆがみを考慮したより

複雑なモデルを当てはめるが，本研究で用いた装置は

その特性上ゆがみが非常に少ないので，この単純なモ

デルのみを適用した．  

以上より，カメラ座標系に存在するある一点が画像

上にどのように投影されるかを計算することができる． 

4.1.2. 座標系座標系座標系座標系のののの設定設定設定設定  

人工関節の CAD データは，CAD データの座標系に

基づいてすべての頂点の位置が記されている．したが

って，前節のような投影を行うには，カメラ座標系に

変換することが必要である．  

CAD データ座標系 ),,( cadcadcad ZYX からカメラ座

標系のある点 ),,( ccc ZYX への変換は回転行列 R と平

行移動行列 T によって行われる．  

（３）
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この変換行列 R,T に含まれる 3 つずつ計 6 つのパラ

メータは，一つの剛体がどのような位置・姿勢にある

かを示す．ここでは人工膝関節が二つの部位によって

成り立っていることから，回転および平行移動行列を

それぞれに設定し，計 12 個のパラメータで人工膝関節

の位置・姿勢を決定する．  

4.1.3. シルエットシルエットシルエットシルエット画像作成画像作成画像作成画像作成    

以上より，12 個のパラメータで決定されたある位

置 ・ 姿 勢 に あ る 人 工 膝 関 節 の あ る 頂 点

),,( cadcadcad ZYX の，画像上での位置 )0,,( ii YX を計

算することができた．これを人工関節のすべての頂点

について行い，内部を塗りつぶすことでシルエット画

像を得ることができる．  

4.2. 撮影画像撮影画像撮影画像撮影画像からのからのからのからの人工関節部分人工関節部分人工関節部分人工関節部分のののの抽出抽出抽出抽出  

金属物質である人工膝関節は，X 線透視投影装置で

撮影すると，非常に鮮明に写り，単純な閾値処理だけ

で容易にシルエットを抽出することができる．しかし

骨部分や X 線防護服なども，人工膝関節と同様に X 線

を透過しにくい物質であるため，単純な閾値処理を画

像全体に施しただけでは，シルエットのみを抽出する

ことができない．そこで本研究では，患者の動作によ

って人工関節が動く範囲は限られていることに着目し

た．動作解析の際に行われる荷重屈曲，屈曲，階段昇

降といった動作は左右方向への動きが大きいのに対し，

上下方向の動きは少ない．そこで，画像中で閾値処理

を施す部分，すなわち人工関節が写っていると考えら

れる部分をあらかじめ切り出しておくことで，人工関

節のシルエットのみを抽出することとした．この範囲

は手動で決定し，シルエットを抽出するための閾値の

設定は経験的に決定した．  

4.3. 最適化処理最適化処理最適化処理最適化処理  

以上より，ある位置・姿勢にある人工膝関節のシル

エット画像と，撮影画像から抽出した人工膝関節のシ

ルエット画像が作成できる．そこで，これらの二枚の

画像の類似度を評価関数，人工膝関節の空間的な位

置・姿勢を決定する 12 のパラメータを変数として，最

適化を行うことで，人工膝関節の位置・姿勢を推定し

た．類似度は二枚のシルエット部分の和を分母，積を

分子として，この値を 1 に近づけるようにした．今回

の問題の特徴として，シルエット画像を作成し，二枚

の画像を走査するという評価値の導出に時間がかかる

ため，最適化は評価関数を呼び出す回数の少ない，

Powell の方法を採用した．  

4.4. 異時点異視点撮影画像異時点異視点撮影画像異時点異視点撮影画像異時点異視点撮影画像のののの統合統合統合統合  

複数視点の映像を取得しようとしたとき，複数台の

ビデオカメラで同時に撮影するという方法が一般的で

ある．しかし，異時点異視点撮影する場合は時点間の

対応と座標系の統合という問題点を解決しなければな

らない．また，患者が全く同じ動作を繰り返すことが



 

 

困難であるので，二度の動作をできるだけ近づけるた

めの，患者に対する工夫が必要となる．  

まず，時点間の対応について述べる．  

 一つ目の考え方として，皮膚にマーカーをつけ，動

作と同時にビデオカメラで撮影することで，マーカー

の位置変化情報を取得し，時点間対応を取るという方

法が挙げられる．X 線透視投影装置の撮影と同時に，

複数台のビデオカメラで患者の膝の部分を撮影し，マ

ーカーの位置から膝の屈曲角度を求める．このように

して取得した屈曲角度に基づいて，1 回目と 2 回目に

撮影された映像の時点間対応を取ることが可能である

と考えられる．  

 二つ目の考え方として，骨に X 線透視撮影装置に写

るマーカーをつけ，マーカーの解析結果から膝関節の

屈曲角度を求め，１回目と２回目の映像の時点間の対

応が見つけることが可能である．しかし患者の負担が

大きいことを考慮する必要がある．  

 

図 8 異時点異視点撮影画像の統合  

 

さらに三つ目の考え方を図 8 に示す．シリーズ A と

シリーズ B の各パラメータは，大腿骨コンポーネント

の脛骨コンポーネントに対する相対位置・姿勢パラメ

ータを表している．撮影方向に対して垂直な方向は高

精度に解析できるので，シリーズ A の X,Y 方向と，シ

リーズ B の Y,Z 方向の値は高精度な結果となる．次に

説明する座標系の統合を行なえば，両シリーズの Y の

値で時点間対応を取り，シリーズ A の X の値とシリー

ズ B の Z の値を組み合わせることで，全体的に精度の

よい解析結果が得られる．  

次に，座標系の統合について述べる．医師の要望は

人工膝関節の各コンポーネントの絶対位置・姿勢では

なく，脛骨コンポーネントに対する大腿骨コンポーネ

ントの位置・姿勢である．このことに着目すれば，両

コンポーネントの解析結果を相対的な位置・姿勢の値

に変換しても問題はない．そして，このような変換を

行うことによって，異なる視点から撮影した異なるカ

メラ座標系での値を，同じ座標系で直接比較すること

ができる．  

最後に，二度の動作をできるだけ近づけるための工

夫について説明する．まず患者の足を機械などに完全

に固定することで，常に同じ動きをするよう強い制限

を加える方法が考えられる．この方法は確実に同じ動

作を繰り返すことが可能であるが，患者の自然な動作

の解析を行うことができないという問題点がある．し

かし自然な動作を行なってもらうために制約を減らす

ことで，患者の動作の速度は異なっても，同じ軌跡を

たどるようにすることができると考える．たとえば階

段昇降の動作では二度の動作で膝がぐらついたりする

ことがあるが，深屈曲動作（地面に膝をついた状態か

ら正座を行なう動作）なら，脛骨の位置が固定される

ため，二度の動作解析結果の統合が可能であると考え

られる．したがってこのような動作に対しては本論文

の提案手法は有効である．  

以上の方法を用いることで，時点・座標系の対応を

取り，異時点に 2 方向から得られた画像に対して，正

確な 3 次元動作が解析できる．  

 

図 9 予備実験結果（斜めから見た映像）  



 

 

5. 予備実験予備実験予備実験予備実験のののの結果結果結果結果  

現在，提案手法を実現するための予備実験を行って

いる．患者に同じ屈曲動作を二度行ってもらい，膝部

分を真横から見た映像と，斜め前から見た映像を取得

した．ここではその解析結果について述べる．  

実験環境は以下のとおりである．  

CPU: Intel® Xeon® CPU 3.00GHz 

メモリ : 2.75GB RAM 

OS: Microsoft Windows XP Professional 

開発環境 : Microsoft Visual C++ .NET 

結果を以下に示す。図 9 は斜めから見た映像の解析

結果の一部，図 10 は横から見た映像の解析結果の一部

である．  

 

図 10 予備実験結果（横から見た映像）  

 

いずれの画像においても，撮影方向に垂直な方向

（つまり画像上での上下，左右の方向）はよく一致し

ていることがわかる．  

一方，精度の検定を行なうため，コンピュータシミ

ュレーションを行なった．実際の膝関節の動作に近い

位置・姿勢パラメータの時系列データを作成し，そこ

から得たシルエット映像に対して解析を行い，正解値

と推定値の誤差を導出した．結果を図 11 に示す．  

位置のパラメータに関しては，左右，上下方向が

5mm 程度，奥行き方向が 8cm 程度の誤差があった．一

方，姿勢のパラメータに関しては，どのパラメータも

10°程度の誤差があった．以上より，奥行き方向の精

度向上の必要性が明らかとなり，二方向の撮影を行な

うことで解析精度の向上が期待できる．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11 精度検定結果  

 

6. まとめとまとめとまとめとまとめと今後今後今後今後のののの展望展望展望展望  

本研究では，単方向撮影による人工膝関節の動作解

析における，撮影方向に関する推定精度を向上させる

ため，複数回連続 X 線撮影するという手法を提案し，

解決の歩みを示した．これにより，広く使われている

一方向 X線撮影機器に対して高精度な解析が期待でき

る．  

今後は，異時点に撮影した複数方向の撮影画像の解

析結果の統合という技術のさまざまな応用に取り組む

とともに，人工膝関節の 3 次元動作解析をより高精度

に行うと考えている．例えば，輪郭を抽出する方法で

ある Snakes[10]を試したり，他のマッチングアルゴリ

ズムを考慮するなど，システムの改良を図っていこう

と考えている．  
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