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3D Reconstruction of Femoral Shape Using a Two 2D Radiographs and Statistical
Parametric Model
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Nobuhiko SUGANO††† , Tsuyoshi KOYAMA††† , Yumi IWASHITA† ,
and Tsutomu HASEGAWA†
あらまし X 線 CT や MRI は短時間，非接触で生体の内部構造が得られる反面，従来の X 線撮影と比較して
装置が大型かつ高価，撮影や準備に時間がかかり緊急性を要する救急時の骨折診断などでは利用しづらい，など
の問題が指摘されている．そこで本論文では，より安価で手軽な X 線撮影装置によって得られる少数の X 線投
影像を用いて，特に人工関節手術や骨折治療においてニーズの高い大腿骨近位部の三次元形状を復元する手法を
提案する．本手法は，まず多数の大腿骨サンプルの三次元形状から，主成分分析により平均形状と数個の形状パ
ラメータからなる統計的形状モデルを構築する．次に患者の X 線投影像に対し，股関節像と統計的形状モデルの
輪郭線を二次元距離場を用いて比較し，最適な形状パラメータを推定する．本論文では，51 例の患者のデータか
ら作成した大腿骨の統計的形状モデルを用い，CT により得られた大腿骨形状から人工的に作成した X 線投影像，
及び実際の乾燥大腿骨の X 線投影像に対して三次元形状の復元実験を行い，提案手法の基本性能を確認する．
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影や準備に時間がかかり緊急性を要する救急時の骨折

1. ま え が き

診断などでは利用しづらい，などの問題が指摘されて

X 線 CT（Computed Tomography）や MRI（Magnetic Resonance Imaging）は，生体の内部構造を短

いる．そこで手間のかかる CT 画像を撮影することな

時間かつ非接触で取得できるため，大規模な病院施設

X 線投影像を用いて，生体の内部構造，例えば骨格形

を中心に導入が進められている．しかし高い精度が得

状が三次元復元できれば，コスト，手間，X 線被曝な

く，より手軽な X 線撮影装置によって得られる複数の

られる X 線 CT は，一方で従来の X 線撮影と比較し

どの観点からメリットが大きい．特に大腿骨に関して

て装置が大型かつ高価なため，設置施設は大規模な医

は，人工関節手術（関節機能を代用する人工部品を設

療機関に限られる，データ量が多く解析が難しい，撮

置する手術）や骨折治療において，CT 画像なしでの
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一方，二次元の X 線投影像からの三次元形状の復
元は基本的に ill-posed な問題であり，通常十分に多
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数枚の画像，あるいは形状に対する何らかの拘束が必

波エコー画像などに重ねて提示する，2D-3D レジスト

要である．しかし人体の骨形状はある一定のパターン

レーションの手法が数多く提案されている [23]〜 [28]．

があり，それが多数のサンプルからモデル化できれば，

例えば CT 画素値の投影方向への積算から擬似的な二

少数の X 線投影像からの三次元形状復元が可能とな

次元投影像（Digitally Reconstructed Radiographs，

ると考えられる．

DRRs）を作成し，それと実際の X 線投影像の画素間

そこで本論文では大腿骨の三次元形状の復元問題に
着目し，多くの骨形状データから作成した大腿骨統計

の比較から X 線投影像中の三次元対象形状の位置，姿
勢を推定する方法が開発されている [23]〜[25]．

的形状モデルを用い，異なる 2 視点から撮影した 2 枚

一 方 ，変 形 を 伴 う 三 次 元 物 体 の 位 置 姿 勢

の大腿骨 X 線投影像から，大腿骨の位置，姿勢，三次

推 定 手 法（ 非 剛 体 レ ジ ス ト レ ー ション ）は ，

元形状を推定する手法を提案する．本手法は，Level

特 に 医 療 分 野 に お け る soft tissue の 同 定 問

Set Method の一手法である Fast Marching Method
を用いて X 線投影像内の大腿骨輪郭線から二次元距

題 と し て ，類 似 度 [12]，ア フィン [13]，ジ オ メ ト

離場を構築し，それを用いて三次元統計的形状モデル

リック ハッシ ン グ [14]，quadric/superquadric [15]，
displacement-field-based transformation [16] などの

と二次元大腿骨像の位置合せ，統計的形状モデルの形

手法が提案されている．また，パラメータ化された三

状パラメータ推定を行うものである．

次元物体の形状を推定する手法としては，レーザレン

本論文では臼蓋形成不全や骨頭の壊死などを除外し

ジファインダを用いた数理幾何モデルのパラメータ推

た正常な 51 例のデータから作成した大腿骨統計的形

定手法 [17]，複数の断面像と統計的形状モデルの照合

状モデルを用いる．本論文では，特に提案する手法の

による形状復元を行ったもの [18] などがある．しかし

応用対象の疾患として骨折を想定している．臨床現場

これらは三次元モデル同士のレジストレーション，あ

において骨折の整復を行う際，骨折をしていない反対

るいは十分多数の断面像を用いたものであり，提案手

側大腿骨の鏡像形状を整復計画の参照形状としたいと

法のように 2 枚の二次元投影像から変形を伴う三次元

いう要望があり，正常大腿骨においても三次元復元の

モデルの位置，姿勢，形状を同定する手法はこれまで

臨床的有用性は見込める．次に CT 画像から得られた

に見られない．

10 人の患者の大腿骨形状に対して，X 線投影像を模
した二次元画像を作成して位置姿勢及び形状パラメー

3. 統計的形状モデルの構築

タの推定を行った結果を示し，提案手法の基本性能を

3. 1 大腿骨形状モデルの生成

確認する．更に実際に乾燥大腿骨の X 線投影像と CT

本研究では岡田ら [19] によって提案されている統計

画像から構築された三次元骨形状を用いた実証実験を

的骨形状モデルを用いる．この手法は，多数の骨形状

行い，提案手法の臨床応用の可能性を検討する．

サンプルの三次元形状から，解剖学的特徴を考慮した

2. 関 連 手 法

統計的手法により，一般的な骨形状をある一つの平均
形状と数個の形状パラメータからなる三次元統計的形

二次元画像から変形を伴わない三次元物体の位置姿

状モデル [20] で記述するものである．本手法による大

勢を推定する手法は，実画像を三次元モデルに重ね

腿骨の統計的形状モデルの生成手順を以下に示す．詳

て表示するテクスチャマッピングを実現する手法とし
て，これまでに，（1）二次元画像と三次元幾何モデル
のそれぞれにおいて，特徴点やエッジなどの特徴量を
抽出，比較し，相対位置姿勢を推定する手法 [1]〜[3]，
（2）三次元物体の形状取得に用いられる多くのレンジ
センサにおいて，距離画像の付加的な情報として得ら

細については [19] を参照されたい．
［step 1］ 表 1，図 1 に示す大腿骨の解剖学的特徴を
自動あるいは手動により取得する．
［step 2］ 取得した特徴をもとに大腿骨を四つの領域
（骨頭部，頚部，大転子部，骨幹部）に分割し，各領域
に円筒または球面座標系を定義する．

れるリフレクタンス画像（反射強度画像）を用いる手

［step 3］ 各領域で設定された座標系において，均等

法 [4]〜[7]，
（3）三次元幾何モデルのシルエット画像や

に設定された直線や平面と骨表面上の交点（表面形状

輪郭線と二次元画像を比較する手法 [8]〜[11] などが提

データ点）を探索し，その三次元座標を取得する．

案されている．また医療画像の分野においても，CT

［step 4］ 多くの骨形状に対して step 1〜3 を行い，

や MRI から得られた三次元形状を X 線投影像や超音

主成分分析により平均形状と形状パラメータを得る．
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表 1 大腿骨の解剖学的特徴
List of antomical features of femur.

Table 1

VHc
AP
AN
PNc
VGt
VLt
VLp
LR
LV

特徴
部位
点
骨頭中心
直線
大腿骨の主軸
直線
頸部軸
面
頸部中心断面
点
大転子の頂点
点
小転子
点
腸骨大腿靱帯付着部
曲線
大転子の屋根線
曲線
大転子の谷線

図 2 統計的形状モデルに対する形状パラメータの
累積寄与率
Fig. 2 Conrtibutions of parametric model.

撮影した，臼蓋形成不全や骨頭の壊死などを除外した
正常な 51 例の大腿骨形状から統計的形状モデルを構
築し，後述する形状パラメータの推定実験を行った．
図 2 に構築した統計的形状モデルに対する各形状パラ
メータの累積寄与率を示す．
(a) Front

4. 大腿骨三次元形状の復元方法

(b) Back

図 1 大腿骨の解剖学的特徴の位置
Fig. 1 Antomical features of femur.

本章では，まずはじめに任意の位置，方向から撮影
された X 線投影像内の二次元大腿骨像と三次元統計

3. 2 統計的形状モデル

的形状モデルの位置合せ手法について説明し，次に X

上記の手法により得られた 51 人の大腿骨形状モデ

線投影像を用いた形状パラメータの推定手法について

ルに対し，同一の番号が付けられた表面形状データ点

述べる．両手法とも，Level Set Method の一手法で

の三次元座標を比較し，表面形状データ点の平均位置

ある Fast Marching Method により X 線投影像上に

とそれぞれの変位量を求める．次に変位量を主成分分

構築された二次元距離場を利用し，二次元画像–三次

析し，上位 50 個の主成分と主成分ベクトルを抽出す

元モデルの位置合せ，及び形状パラメータ推定を行う

る．これより，それぞれの大腿骨の三次元形状は，位

ものである．X 線投影像は静止画であることから，本

置姿勢及びスケールを正規化した平均形状モデルと，

手法では一度二次元距離場が構築されれば，以降の計

主成分と主成分ベクトルの積の線型和によって表現で

算は最近傍点探索などを行うことなく高速に実行でき



きる．具体的には，一般的な表面形状データ点 x は，

る [8]．

平均形状モデル上の点 x と，それぞれの主成分に対応

位置合せと形状パラメータの推定を同時に行う場

する形状パラメータ（si , i = 1〜50）により，以下の

合，視点からの奥行と三次元モデルのスケールは，原

式 (1) で表される．

理的に分離不可能である．そこで提案手法では，異な

x = x +



s i · σi · e i

る 2 視点から撮影した 2 枚の X 線投影像を用いる．

(1)

i

また本論文では，大腿骨の統計的形状モデルは，表面
形状データ点を結んで作成される，均等で十分に多数

ただし σi ，ei はそれぞれ主成分 i に対応した標準偏

の三角パッチにより記述されているとする．より具体

差と主成分ベクトルである

的には，統計的形状モデルは，固有の頂点番号をもつ

これより，一般的な大腿骨の統計的形状モデルは，

•

平均形状モデルと主成分の標準偏差，及び主成

分ベクトル

•

頂点の三次元座標 xi （1 ≤ i ≤ N ，N は全頂点数）
と，各三角パッチを構成する 3 頂点の頂点番号のリス
ト oj = (l, m, n)（1 ≤ l, m, n ≤ N ，1 ≤ j ≤ M ，M

複数個（最大 50 個）の形状パラメータ

は全パッチ数），及び各頂点ごとに定義された形状パ

の組合せで記述できる．本論文では，CT 装置により

ラメータ si ，標準偏差 σi ，主成分ベクトル ei からな
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る．また形状パラメータの変更により，三次元モデル

して Step 3 から Step 6(a) を行い，力，モーメント

の各頂点 xi は式 (1) に従って xi に移動するが，本論

の総和を求める．また得られた力，モーメントの総和

文では，形状パラメータが変化しても各三角パッチを

に応じて，三次元統計的形状モデルの位置姿勢を更新

構成する頂点の組合せは変化しないものとし，形状パ
ラメータに応じて図 8 (c) に示されるような三次元形
状が復元される．

4. 1 二次元大腿骨像と三次元統計的形状モデルの
位置合せ手法

する．
［step 8(a)］ Step 3 から Step 7(a) を力，モーメン
トの総和が十分小さくなるまで繰り返す．

4. 1. 2 位置合せ処理の詳細
Step 5(a) から 7(a) で用いられる各三角パッチに加

4. 1. 1 位置合せ手順

える力，及びロバスト M 推定法を用いた三次元統計

二次元距離場を利用した X 線投影像内の二次元大

的形状モデル重心回りの力とモーメントの計算方法を

腿骨像と三次元統計的形状モデルの位置合せ手順を以
下に示す [8]．
［step 1］ まず，動的輪郭モデル（後述の実験では

Level Set Method [8], [21]）を用い，X 線投影像から
大腿骨輪郭線を抽出する．
［step 2］ Level Set Method の 一手 法 で ある Fast

以下に示す．
まず，Step 4 で得られた三次元モデルのシルエット
輪郭線上の点 (s, t) に対応する三角パッチを i とし，そ
の投影点での距離場の値を Di とする．すなわち，

Di = Ds,t

(2)

Marching Method [22] を用い，得られた X 線投影像
の輪郭線からの二次元距離場を構築する．図 3 に大腿

であり，Du,v は，二次元画像上の座標 (u, v) での距離

骨画像に対して求められた距離場の例を示す．

下の式で計算される力 fi を加える（図 4，図 5）．

場の値である．次に，三角パッチ i の重心に対し，以

［step 3］ 大腿骨の三次元統計的形状モデルを適当な
初期位置に配置し，二次元 X 線投影像上に投影する．

fi = Di

［step 4］ 二次元 X 線投影像上に投影された三次元統

∇Di
|∇Di |

(3)

計的形状モデルに対し，そのシルエット画像の輪郭線

ただし ∇Di は，座標 (s, t) での距離場の一次微分ベ

を求め，輪郭線に対応する三角パッチを求める．これ

クトルである．

らは後述のように，OpenGL の機能を利用して計算す
ることができる．
［step 5(a)］ 得られた輪郭線上の三角パッチに対し，
距離場に応じて計算される力を加える．
［step 6(a)］ ロバスト推定法の一手法である M 推定

更に，これらパッチに加わる力の総和として，三次
元モデル全体に加わる力と重心周りのモーメントを求
める．しかし実際の二次元画像において，ノイズやオ
クルージョンの発生などで，抽出した二次元画像の境
界と三次元モデルの輪郭線が一致しない場合がある．

法を用いて，すべての輪郭線上の三角パッチに対して，

そこで，二次元画像上に対応する輪郭線が存在しない

加えられた力の和と三次元統計的形状モデル重心回り

三次元モデル上の三角パッチの影響を低減するために，

のモーメントを求める．
［step 7(a)］ 異なる視点から得られた複数の画像に対

図 3 大腿骨画像に対する距離場
Fig. 3 Distance map on femoral image.
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ロバスト M 推定法を採用した．具体的には，三次元
モデル全体に加わる力の総和 F とモーメント M は

Fig. 4

図 4 輪郭線上の三角パッチへ加える力 f
Applying force f to patches on contour line.
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4. 2. 2 形状パラメータ推定処理の詳細
Step 5(b) から 7(b) で行う形状パラメータの推定で
は，まず三次元モデルの位置，姿勢を固定し，そのと
きの二次元画像中の大腿骨像の輪郭線と三次元モデル
を投影したシルエット輪郭線の距離の総和を最小化す
る形状パラメータを求める．すなわち，パラメータ推
定を行う時点での三次元モデルの位置，姿勢 P を p と
し，誤差関数 E(S) を以下の式で定義する．
(a)

E(S) =

(b)

図 5 重心周りの力とモーメント
Fig. 5 Force and moment around the center of gravity.



Di |P =p

(6)

i

ただし，S = {si } は三次元形状モデルの複数の変形
パラメータである．本論文では，E(S) を最小にする

S を共役こう配法により求める．

以下のように求められる．

F =



ψ(fi )

(4)

i

M=



ψ(ri × fi )

なお，三次元モデルの位置，姿勢 P ，及び形状パラ
メータ S を共役こう配法などにより同時に推定するこ
とも可能であるが，予備実験の結果，位置，姿勢の推

(5)

i

ただし，ri は重心から輪郭線上の三角パッチ i へのベ
クトルである．また ψ(z) は適当な影響力関数であり，
後述する実験ではローレンツ関数を用いた．この力，

定と形状パラメータの推定を分離して交互に行った方
が良い収束結果が得られたことから，本論文ではこれ
らを分離して行うこととする．

4. 3 三次元幾何モデルの高速な輪郭線抽出手法
三次元モデルのシルエット画像輪郭線に対応する三

モーメントに応じて三次元モデルの位置，姿勢を変更

角パッチを検出する手法を以下に示す．まず，三次元

することで，X 線投影像内での大腿骨像と三次元モデ

幾何モデルを構成するすべての三角パッチに異なる色

ルの位置合せを行うことができる．

を定義し，OpenGL のレンダリング機能を用いて二次

4. 2 三次元統計的形状モデルの形状パラメータ推
定手法

元画像上での投影像を作成する．次に，その二次元投
影像をラスタースキャンして輪郭線を求め，更にその

4. 2. 1 形状パラメータ推定手順

輪郭線上の画素の色を求めることで，対応する三次元

次に三次元統計的形状モデルに対する形状パラメー

モデル内の三角パッチを特定する．

タの推定手順を示す．本手法においても，前項で構築
した X 線投影像内の大腿骨像輪郭線の二次元距離場
を用いる．
具体的には，前項の step 4 の後，以下の手順で最適
な形状パラメータを推定する．

5. 2 枚の画像を用いた大腿骨形状の推定
実験
5. 1 合成画像によるシミュレーション実験
提案手法による大腿骨形状の基本的な推定精度を評

［step 5(b)］ 得られた輪郭線上のすべての三角パッチ

価するために，三次元統計的形状モデルの構築に用い

に対し，その投影像における距離場の値の総和を誤差

た大腿骨形状 5 例（modeldata 1〜5）と，モデルの

E と定義する．

構築に用いなかった大腿骨形状 5 例（testdata 1〜5）

［step 6(b)］ 誤差 E が最小となるように，共役こう
配法を用いて形状パラメータ値を変更する．
［step 7(b)］ 得られた形状パラメータ値に応じて，三
次元統計的形状モデルを更新する．

の計 10 例に対し，X 線投影像を模した二次元合成画
像を 2 枚作成して，提案手法により画像内での位置姿
勢と形状パラメータを推定する実験を行った．ただし
二次元画像は実際に X 線撮影が可能な方向を考慮し，

［step 8(b)］ Step 3 から Step 7(b) を，異なる視点

図 6 に示すように，視線が垂直に交わるように大腿骨

から得られた複数の画像に対して行い，誤差 E が十分

の主軸 AP 周りに 90 度回転した正面，真横位置から

小さくなるまで繰り返す．

の 2 枚の画像を作成した．作成した画像の例を図 7 に
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Fig. 6

図6 撮影方向
Bearings of exposure axes.
図 9 推定パラメータ数に対する距離誤差の比較
Fig. 9 Estimation errors for various numbers of
parameters.

Front view

Side view

図 7 合成した X 線投影像
Fig. 7 Synthesized radiographs.

(a) 平均形状

(b) 実対象形状

(c) 推定された形状

図 8 パラメータ推定に用いた大腿骨モデル
Fig. 8 Femoral models for parameter estimation.

示す．また使用したすべての大腿骨に対して CT 撮影
を行い，それぞれの正確な三次元形状を取得した．
まず，推定する形状パラメータを主成分の上位から
選択し，その数を 0 から 10 まで変化させて提案手法
により画像上での位置姿勢，及び形状パラメータを推

図 10 大腿骨モデルに対する距離誤差の比較（主成分数 5）
Fig. 10 Estimation errors for femoral models.
(number of parameters is 5)

定した．ただし，二次元大腿骨像の位置合せと形状パ
ラメータの推定は交互にそれぞれ独立に行った．一例

位置姿勢での誤差である．これより推定する形状パラ

として，testdata 4 に対し，平均形状と実対象形状，

メータ数が増加するにつれて推定誤差は減少するが，

及び推定された形状を図 8 に示す．更に推定された形

推定パラメータ数が 5 程度で誤差が一定値に収束し，

状と CT 撮影により得られた実際の形状の誤差を，推

それ以上は誤差には大きな変化が見られないことが分

定形状の表面形状データ点から実対象形状の三角パッ

かった．

チ表面に下した垂線を求め，それに沿った距離の平均

また図 10 に，推定パラメータ数が 5 の場合に対し

値として求めた結果を図 9 に示す．ただし三角パッ

て，以下に示す 3 種類の平均誤差を計算した結果を示

チの大きさは，各辺の長さの平均 3.8 mm，標準偏差

す．更に，このときの 10 例のデータに対する誤差の

1.5 mm，最大 12.2 mm，最小 0.5 mm であった．
ただし横軸 0 は平均形状モデルと実対象形状の初期

平均，標準偏差，最大値，最小値を表 2 に示す．
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［平均誤差 1］ 平均形状モデルと実対象形状の初期位
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表 2 すべての大腿骨モデルの平均距離誤差 [mm]
Table 2 Average of estimation errors [mm].
平均誤差 1
平均誤差 2
平均誤差 3（testdata）
平均誤差 3（modeldata）

平均
1.69
0.90
0.91
0.81

標準偏差
0.54
0.13
0.15
0.07

最大
2.52
1.06
1.08
0.90

最小
0.90
0.60
0.66
0.71

置姿勢での平均誤差
［平均誤差 2］ CT 画像から得られた実際の三次元形
状と統計的形状モデルを比較し，両者の三次元距離の
総和が最小になるように最適な形状パラメータを推定
した場合の平均誤差
［平均誤差 3］ 2 枚の画像から位置姿勢と形状パラメー
タの推定を交互に繰り返した場合の平均誤差（提案
手法）
これより，推定された形状の実対象形状との平均誤
差は最大で 1.1 mm 以下であり，提案手法により 2 枚

図 11

キャリブレーション物体と乾燥大腿骨の X 線投影
像（Light Speed Plus，GE Yokogawa Medical
Systems）
Fig. 11 Radiographs of calibration markers and
phantom femur.

の異なる方向から得られた大腿骨像を用いるだけで，
三次元形状を直接比較した場合と同等の推定精度が得
られることが分かった．また，統計モデルの構築に用
いたデータと用いなかったデータ間で優位な差は見ら
れないことも確認された．

5. 2 乾燥大腿骨の X 線投影像を用いた実験
次に乾燥大腿骨を用いて X 線投影像を撮影し，形
状推定実験を行った．実験では，周囲 190 度の範囲
で任意に撮影方向を決定できる X 線撮影装置（シー
メンス社製，Siremobil ISO-C）を用いた．本装置は，

C-Arm と呼ばれる旋回機構と C-Arm 先端に取り付
けた X 線管，ディテクタにより，ある軸周りの任意の
方向から対象物の X 線投影像を撮影できる．しかし
対象物は C-Arm 内の任意の位置におくことができる
ため，対象物の位置と X 線管，ディテクタの位置関係
は未知である．また姿勢も，アームのたわみなどによ
り C-Arm への指令値には誤差が含まれ，更に X 線撮

図 12

測定された X 線投影像（Siremobil ISO-C）
Fig. 12 Measured radiographs.

影装置の内部パラメータは未知である．そこで図 11
左に示す九つのマーカ球からなるキャリブレーション

部パラメータを推定した．なお，CT データはサイズ

物体を製作し，キャリブレーションを行った．まずこ

512 × 512，解像度 72 dpi，スライス間隔は 1.25 mm
であり，また X 線画像のサイズは 512 × 512，解像度
95.5 dpi を用いた．
次にキャリブレーション物体の代わりに図 11 右に

のキャリブレーション物体を，X 線撮影装置の角度を
変えて，周囲 50 箇所から連続的に撮影した．次にこ
のキャリブレーション物体を CT 装置（Light Speed

Plus，GE Yokogawa Medical Systems）により撮影

示すように乾燥大腿骨を置き，同様に周囲 50 箇所か

し，マーカ球の正確な相対位置を測定した．その後，

ら撮影して 50 枚の投影像を得た．またこの乾燥大腿

このキャリブレーション物体の形状とその投影像か

骨を CT 装置により撮影し，正確な三次元形状を測定

ら，Tsai の方法 [29] により X 線撮影装置の内部，外

した．その後，得られた投影画像から 2 枚を選び，提
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図 13 X 線投影像（4 番，24 番）
Fig. 13 Radiographs. (No.4 and No.24)
Fig. 15

図 14 推定パラメータ数に対する平均誤差の比較
Fig. 14 Estimation errors for numbers of parameters.

図 15 形状，姿勢推定の様子
Process of shape and pose estimation.

図 16 推定された大腿骨形状
Fig. 16 Estimated shapes of the femur.

表 3 推定パラメータ数に対する平均誤差の比較 [mm]
Table 3 Average of estimation errors for numbers of
parameters [mm].
パラメータ数
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

平均
1.798
1.806
1.412
1.022
1.039
0.983
0.899
1.005
0.966
1.000
0.975

標準偏差
1.180
1.186
1.036
0.795
0.823
0.781
0.698
0.783
0.771
0.802
0.790

最大
5.107
5.089
4.462
3.620
3.680
3.501
3.387
3.596
3.723
3.918
3.844

最小
0.006
0.002
0.000
0.004
0.001
0.001
0.001
0.000
0.000
0.001
0.002

図 17 様々な角度から撮影した投影像と推定誤差
Fig. 17 Estimation errors for various pairs of
radiographs.

案した手法で乾燥大腿骨の三次元形状を推定した．そ

する投影像を変えて同様に推定パラメータ数を 10 と

れぞれの位置で撮影されたマーカ球と乾燥大腿骨の投

して実験を行ったときの，推定精度の一覧を図 17 に

影像を図 12 に示す．

示す．ただし，表左側の数字は C-Arm への指令値で

図 13 に示すように，使用する二つの X 線投影像

ある．これらより，実際の X 線投影像を用いた場合で

として，4 番（C-Arm への指令値 15.2 度）と 24 番

も，撮影方向を適切に選択すれば，提案手法により平

（同 91.2 度）を用いた場合の，推定するパラメータ数

均精度 1.2 mm 以下で形状推定が可能であることが確

と大腿骨形状の平均誤差の関係を図 14，表 3 に，推
定パラメータが 10 の場合の処理過程を図 15 に，推
定された形状を図 16 に示す．計算時間は，Level Set

Method による輪郭抽出とパラメータ推定を合わせて，
約 1 分（Pentium IV，3.2 GHz）であった．また使用
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認できた．

6. む す び
異なる 2 視点から撮影した 2 枚の大腿骨 X 線投影
像から，三次元統計的形状モデルを用いて，大腿骨の

論文／2 視点からの二次元 X 線投影像と統計的形状モデルを用いた大腿骨形状の三次元復元
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