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球技スポーツにおける画像処理を用いた

座標取得とアスリー ト支援への活用例

村田 宗紀*,松
本  実**,森

下 義隆**,尾
崎 宏樹**

I.背  景

サツカーや野球,ラ グビー,槍投げ,砲丸投げ,バ ド

ミントン, アルティメットなど,ス ポーツにはさまざま

な形状の用具を打ったり投げたりし.得点や順位を競う

競技が多 くある これらの競技において,選手は風など

外的要因の影響や戦略的な用具の移動軌跡を考慮 し,用

具に的確な初速度と回転を与えることが求められる.用

具に作用する力や トルクは,選手の身体運動に,[二 因する

ことから,サ ]具 の kinematicsは 選手のパフオーマンス

を評価する重要な要素と言える そのため,ス ポーッバ

イオメカニクスの分野においても.移動させた用具の挙

動を正確に観察するための方法論に関する研究が盛んに

行われてきた 19oo年 代初頭から,カ メラによる写真

撮影手法を工夫 し,飛翔する用具の速度や軌跡を観察す
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る試みがあった Verwiebeら r.は ,野球のビッチング

マウンドとホームベースの間に 6枚のスクリーンを設置

し, スクリーンを通過するボールを写真撮影することで

ボールの軌跡の観察 を可能に した また,1971年 に

Abdel― Azizと Karararが .複数のビデオカメラで撮影

された画像か ら 3次元座標 を再構築する DLT法 (Di―

rect Linear TranshrmatiOn methOd)に ついて報告 して

から,映像による用具の分析 も3次元分析が主流となっ

た 近年では.野球ボールの表面に張 り付けた目印の動

きを基に,ボールの回転数だけでなく回転軸の向きも算

出するなど¨,用具の挙動を知るための方法論は現在も

発展 している

前述の通 り,用具の運動の分析で頻繁に用いられる 3

次元 DLT法では.画像上での任意点の座標から実空間

座標を算出する そのため.下処理として専用のソフ ト

ウェアを用い.画像に映る用具 Lの 特徴点をマウスでク

リックし、座標を取得する作業 (デ イジタイズ)を行う

デイジタイズは撮影 した全てのフレーム (画像)に対 し

て行うため,実際には長時間に渡る作業となる場合が多

い 例えば 2台 のハイスピー ドカメラである物体を撮影

し,物体上の 3点 についてデイジタイズする場合.画像

上の特徴点 3点 を全てのフレームについてクリックする

必要がある また.高速な移動を伴う用具は高いサンプ

リング周波数で撮影することも多 く (こ こでは 500ゎ s

を仮定),用 具の挙動をカメラ 2台で 1秒問分析 した場
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合,合計で 3000回 クリックする必要がある (3点 ×500

フレーム×2台)な お,実際の トップアスリー トを対

象とした活動のほとんどは,精度向上のためにカメラ台

数を増やすことや,試合を通 じたデータ取得であるため

試技数が飛躍的に増加 (数百試技)する.さ らに,ア ス

リー ト支援の現場では迅速なフイー ドバックが求められ

ることかい,デ ィジタイズ作業を迅速かつ正確に実施す

ることが要求される.こ れまでは,そ の要求に対 して昼

夜を問わない作業や人足の増員など,も っばら人的資源

を増やすことで対応 してきた.そのため,急激な進歩を

遂げている画像処理.特にデ イープラーニングを使った .

自動デイジタイズ技術が近年脚光を浴びている.こ れら

の技術は.こ れまでの作業者の負担を大 きく軽減するだ

けでなく,よ り正確なデータの算出に貢献すると期待さ

れている 一方で.こ れらの技術を用いることで,我 々

スポーツバイオメカニス トが求める値が自動的に完全な

状態で得られる訳ではない 画像処理技術の革新的な進

歩をもってしても 現時点ではいくつかの考慮すべき制

約がある ましてや トップアスリー トを対象とする測定

環境には.H寺 間的.空間的制約 も多い そのため,我 々

には最新の技術の長所と限界をよく理解 し,合 |」 的的に

活用するための知識が求められている 本稿では,ス

ポーツにおける用具の自動デ イジタイズに利用できる画

像処理の手法 (1執筆担当 :松 本).そ れを実空間座標に

変換 し 選手のパフォーマンスについての議論をする際

に必要となるカメラキャリブレ~ン ヨン法 1執筆担当 :

付出)についてまとめた また,実際の トップアスリー

トヘの支援においてこれらの技術を活用した事例 (執筆

担当 :尾崎[と 森
~F)を

紹介する

Ⅲ.画像処理による自動ディジタイズ

(座標取得 )

ボールなどのユーザーが指定 した対象 (以下,本章で

はオブジェクトとする)の映像上における位置座標の取

得は,画像処理を使用することで自動化・半自動化でき

る場合がある.座標取得を可能にする画像処理の手法は

デイジタル画像処理やコンピュータ・ビジョンの分野で

よく研究されている スポーツの分野において画像処理

を応用 した座標取得の手法を提案 している研究には,卓

球のボール16),バ ドミントンのシャトル14),ス ピ_ド ス
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時間

図 1

ケー トの選手位置
1‐ 'な どがある これ いの研究では

,

競技特性,撮影環境,カ メラの性能などの条件に合わせ

て複数の画像処理や数値処理の手法を組み合わせている

画像処理による座標取得を行うには、その手法の特性を

良く理解 して,分析対象の映像の種類や目的に合わせて

適切に選択する必要がある

本節では,画像処理の基本と,座標取得に利用できる

0差分法.0オ ブジェク ト追跡,0デ イープラーニン

グを使った画像処理の手法を紹介する なお.紹介する

手法の中には OpenCV(www.opencv.orgiや 公開され

ているソフ トウェアを使うことで,複雑なアルゴリズム

を実装することなく実行できる場合もある 是非お持ち

の映像を使って試されたい

A.画像処理の基本

撮影された動画は一定の時間間隔 (フ レーム率)で記

録された静止画 (フ レーム)の連続として保存されてお

り,各 フレームは縦横に任意のサイズで格子状に配置さ

れた数値データ (画素)と して保存されている.一般的

なビデオカメラでは,それぞれの画素は RGB(赤,緑 ,

青)の 3色の輝度それぞれを 256段階の値 (8ビ ット3

チャンネル)で保持 している (図 1)こ れらの画素の

数値に対 して何 らかの計算を行うことで,画像処理は行

われる.

以下で紹介する座標取得の手法を利用するにあたり,

画像の前処理や後処理も必要になる これには,画像サ

イズ変換,ト リミング,色空間変換, ノイズ除去,ぼか

し処理,闘値処理,画像重心の計算などがあり,適宜選

択 して使用する必要がある.

フレームを構成する RCB値 のイメージ



B.差分法

差分法は,映像中の動いているオブジェクトを抽出す

る手法である スポーツの分野においては,卓球のボー

ルL,ス ピー ドスケー トの選手位 置19な どが採用 して

いる.こ の手法は.固定されたカメラで撮影された映像

の場合,1呵素値の変化が背景部分ではほとんど小さく.

動いているオブジェクト (前景)では大きいという特性

を利用 している 差分法には,基準となる背景の設定方

法によって背景差分法 (background subtraction meth_

odり ,フ レーム間差分法 (flame subtraction methOd).

統計的背景差分法 (statistical background subtractiOn

method)がある. なおこの手法の特性上,オ ブジェク

トの動きが小さい場合, オブジェク トが背景と同系色の

場合,カ メラの振動などによって背景画像が揺 いぐ場合

などでは適用が菫|た しい

図 21a)に 統計的背景差分法を使ったボールの座標取

得の一例を示 した 上段は.一般的なビデオカメラで

す1最 影 されたカラー映像から各フレームを抽出し,前処

理 としてグレーースケールに変換 している 中段では.

グレースケール画像に対 して統計的背景差分法を適用 し

た ものである 1処理 には OpenCVで 実装 されている
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BackgroundSubstructionMOG2を 使用 した)差 分法で

は動いているもの全てを抽出するので,投球者も抽出さ

れており,ま た照明に由来するノイズも抽出されている

下|‐支は,後処理として投球者部分 (上段黒枠)の マスキ

ングとクロージング処理によるノイズ除去を行い,最終

的に画像の重心を求めることでボール位置の座標を求め

ている (上段白マーク)

C.オ ブジェク ト追跡

オブジェク ト追跡 (Obicct Tracking)は ,最初のフ

レームでオブジェク ト位置を指定することで.続 くフ

レームのオブジェク トを追跡 し,そ の位置を出力するも

のである オブジェクト追跡の手法は,多 くの手法が提

案されているので,詳細は先行研究を参照されたい・

図 2(b)は OpenCVで 実 装 さ れ て い る CSRT

Trackerを 使ってボールを追跡 した結果である 最初の

フレームでオブジェク トの位置を矩形で指定 し ,図左 )

続 くフレームでオブジェクト位置を示す矩形が出力され

る (図 中右).な お,ボ ールの中心座標 を求めるには
,

矩形から中心を求めるなどの処理が必要になる.

(a)差分法による処理の例

(b)ト ラッキングの例

図 2 差分法による処理とトラッキングの例
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D.デ ィープラーニ ングを使 った方法

デイープラーニングは 近年急速に発展 した機械学習

の手法の 1つ でH,こ れまでコンピュータにとって難 し

い課題であった画像認識を可能にした 骨格推定にも

デイーープラーニングを使った方法が研究されてお り,画

像中の人物の頭部.肩 ,腰_膝,足部などの骨格の位置

座標を自動で推定するものである5ヽ1 この骨格推定は
,

人手によって各身体部位をラベリング (デ ィジタイズ)

したものを教師データとして学習することで可能になる.

多くの研究では独自にラベリングは行わず,公開されて

いるデータセット2121を
教師データとして学習 している

公開されている骨格推定の教師データは,ス ポーツの科

学的分析を日的に構築 されていないことから,関節位置

の定義が科学的分析に適合 しない場合が多 く,ま たボー

ルや用具などは対象として含まれていない このため
,

デ イープラーニングを使って位置座標の取得をする際 .

分析者が独自で教師データを構築する必要がある場合が

多い

DeepLabCutl・ は.マ ーカーレスでオブジェクト追跡

を行うオープンソースのソフ トウェアツールボックスで
,

Web上 からダウンロー ドして使用することができる

一般にデイープラーニングを使って座標取得を行うには.

前述の教師データの構築に加えて,モ デルの作成,デー

タセ ットを使ったモデルの学習.モ デルの新規データに

対 す る適 用 な どの煩 雑 な作 業 が 必 要 に な るが .

DeepLabCutで はこの一連の作業を簡使に行う方法を提

供 している.DcepLabCutは ,元 々動物の行動分析を行

うことを目的として開発されたが,ス ポーツの分析など

にも応用可能である このソフトウェアでは.映像の少

数のフレーム (ヽ 200フ レーム)で オブジェクト位置を

手作業 によってデ ィジタイズ し,そ の結果 を使って

デ イープラーニングのモデルを学習することで.新たに

入力 されたフレームにおいてオブジェク トの座標を出力

するものである.詳 しい使用法などは DeepLabCutの

Webサ イ ト (www mousemotorlab org/deeplabcut)を

参照されたい

なお,本稿で紹介するバレーボールとソフトボールの

事例では,国立スポーッ科学センターで独 自に開発を

行っている,競技スポーツの分析に特化 したデ イープ

ラーニングを使った半自動座標取得ソフ トウェアを使用

している
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Ⅲ.実長換算とキャリブレーション

前章では,分析対象の画像上の座標を自動取得する方

法について解説 した 前述の通 り、指導現場における

フイー ドバ ックの多 くでは,速度や力などの物理量を用

いることが多い すなわち,画像平面 11の 2次元座標か

ら実空間座標に実長lil算 する必要がある カメラで撮影

した画像平面上の 2次元座標 と実空間座標の関係は.以

下のような透視変換に対応する

hf i,uug" - Pin. P",, r,"or

ここで,rin…eは 画像平面上の 2次元座標,Pintは カ

メラの内部パラメータ,P。.は カメラの外部パラメータ
,

rre」 は 3次元の実空間唯標,hは スケールフアクタであ

る 画像の歪みなどを無視すると,カ メラの内部パラ

メータは 3つ (焦 点ilF離 1つ ,光軸と画像平 [E日 の交点の

座標 2つ ).カ メラの外部パラメータは 6つ (カ メラの

姿勢 3つ .カ メラの 3次元空間 卜_で の位置 3つ ).合計

9つ のカメラパラメータで構成されている なお.Pint

と Pexlを 1つ の行列にまとめて 11個の DLTパ ラメー

タとすることも多い すなわち,実長換算を行うために

は これらのパラメータを事前に推定 (カ メラキャリブ

レーション)する必要がある.本節では,ス ボーツハイ

オメカニクス分野において行われている 1求 々なカメラ

キャリブレ~ン ヨン法をいくつか紹介する なお,各手

法の詳細は文献に譲る.

A,ス タティックキャリブレーション法

スタテイックキャリブレ~ン ヨン法11は ,実空間上の

座標が既知かつ同一平面に存在しない校正点を6点以上

準備し (精度の関係上,実際には十数点から数十点用い

ることが多い),各点のデイジタイズ座標から最小二乗

法によって DLTパ ラメータを推定する スポーツバイ

オメカニクス分野において,本手法は利用頻度が高い手

法であり.こ れまでにも本手法を解説した論文はいくつ

かある.ま た,実長換算が行えるディジタイズソフト

ウェアでは,ほ ぼ本手法を用いることができる 本手法

の利点は.1校正点の実座標が正確に測定することが

できれば.比較的容易に精度の良いデータを算出できる

こと ②前述の通 り実装済みのパッケージソフトが多



いことなどが挙げるれるだろう.一方,欠点は ①撮影

空間への立ち入 りが必要であること ②校正点の実座

標が必要であることか島,計測空間への立ち入 りが比較

的長時間に及ぶことや,不幸地での利用が難 しいことな

どが挙げられる また.キ ャリブレーションには, カメ

ラ設定に対する校正点を撮影 した画像が必要であるが
,

専用のキャリブレーションポールなど (図 3(a)),試 技

中には存在 しない校 ||:点 を利用することが多いため,試

技中や試技間にカメラの設定が変化 した場合 (カ メラが

動 くなど),改めて校正点を撮影 しなおす必要がある.

したがって,実際の競技現場では観客がカメラを動かし

てしまうなどの トラブルにより,再校正が必要となる場

合に対処ができない可能性 もある また,立ち入り許可

が 10分程度 しかなく,校正点の実空間座標の測定も含

めると.作業を完了するのが困難な場合などには適さな

い.し かし,実験室における測定など,校正点の撮影に

融通が利 く場合には簡便で有効な方法と言える

B.ダ イナミックキャリブレーション法

図 3(b)に 示 したように,ダ イナ ミックキャリブ

レ~ン ヨン法は2点間距離が既知の校正器を分析空間上

でランダムにサンプリングし (実際には,原点を決定す

る校正点も必要),DLTパ ラメータを最適化計算によっ

て推定する方法である 近年ではモ~ン ヨンキヤプチヤ
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のカメラキャリブレーションに採用されることが多い

藤井]は ,本手法とスタテイックキャリブレ~ン ヨンを

比較 し,同程度の精度で DLTパ ラメータを推定できる

ことを報告 している.本手法の利点は,実空間が既知の

座標が分析空間の座標系を定義するための 3点 (原 点校

正用)の みでよいため,計測空間への立ち入 りが短時間

でよいことである 一方,欠点として ([)必 要な校正点

数が多 く, デイジタイズに時間がかかること (藤 井・ の

報告では,約 400フ レーム程度か ら精度が安定 してい

る),10計算過程で,複数台のカメラから算出した校正

器の実空間における 2点 間距離を算出していることから,

カメラ同十の同期が完全でない場合はその影響を受ける

こと,10市販のデ イジタイズソフ トウェアに実装 され

ておらず (筆 者 らの知る限 りでは見当たらない,,プ ロ

グラムを自作する必要があることなどが挙げられる し

かし.不整地での計測や,計測空間への立ち入 り時間が

限られている場合,さ らに計測空間内に国印となる既知

座標が存在 しない場合などに有効な方法であるといえる

C.チ ェッカーボー ド法

チェッカーボー ド法は.図 3(Cり のようなチェッカー

ボー ドパターンを画像に映しこみ,長 さが既知の白い四

角と黒い四角の交点からカメラバラメータを推定する方

法である 本手法の利点は,|● チェッカーボー ドのみ

(a)ス タテイックキャリブレ~ン コン法 (b)ダ イナ ミックキャリブレ~ン ヨン法

(c)チ ェッカーボード法           (d)カ メラキャリレ~ン ヨン法

図 3 各種キャリブレーションの様子
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でキャリブレ~ン ヨンができることから必要な機材が少

ない事,0公 開 され て い る プ ロ グ ラ ム (例 え ば
,

Bouguet・ )が利用できること.(3,チ ェッカーボー ドの

交点の読み収 りが自動化されてお り,後処理の手間が少

ないことなどがある 一方,欠点として.ダ イナミック

キャリブレ~ン ヨン法と同様,市販のデイジタイズソフ

トウェアに実装されていない (筆者らの知る限りでは見

当たらない)本 手法はキャリブレーションポールなの

で準備が必要なく,必要となる機材の持ち運びが少ない

また短時間でキャリブレ~ン ヨンが行えることから, ダ

イナミックキャリブレーション法と同様に,不整地や計

測空間への立ち入り時間が限られている場合に有効であ

ろう

D.カ メラキャリブレーション法

カメラキャリブレ~ン ヨン法15,は ,最小 3点の既知

座標 (平面でも可能)か らカメラパラメータを最適化計

算によって推定する方法である (図 3(d),図 中では校

正点を8点用いている)し たがって,1競技場やコー ト

上の既知点 (レ ギュレ~ン ヨンで寸法が定められたコー

ト11の ラインなど)を 用いてキヤリブレ~ン ヨンを行う

ことができる なお,そ の測定精度は,ス タテ イック

キャリブレ~ン ヨン法と大差がないことが報告されてい

る!' 本手法を用いる利点は,C既知の校正点が最小 3

点であり.さ らに平面上の点でもよいことから,競技場

やコート上の既知点が利用できることが多く,計測空間

の立ち入りを必要としないこと |||113キ ャリブレ~ン ヨ

ンポールやチェッカーボードなど.校正用の機材を必要

としないことなどがある 一方,欠点として 0本手法

が実装されているパッケージソフトが少ないこと (筆者

が知る限り
「

rame―DIAS6.DKH社 製のみ)な どがあげ

られる 本手法は計測空間の立ち入りを必要としないた
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(左 :ハ イスピードカメラからの画角 右 :撮影時)

図 4 ハイスピー ドカメラ設置の様子

め競技場への立ち入 り許可が不要であること.万が一測

定中にカメラが動いても計測空間上の特徴点から再校正

ができるなど,競技現場の測定に有効であろう 前章と

本章では,画 像処理による座標取得 とカメラキャリブ

レ~ン ヨンの手法をい くつか紹介 した 次章以降では.

これらを現場へのフイー ドバ ックに活用 した事例を紹介

する

Ⅳ.画像処理技術を用いた実際の活用例

(バ レーボール)

バレーボールでは,意図的にボールに回転を与えない

ことでボールの軌道を不規則に変化 させるサーブ (フ

ローターサーブ)が.近年女子選手を中心に盛んに用い

られている.日 本バレーボール協会の依頼を受け,日立

スポーツ科学センターでは 2017年度よりそのメカニズ

ム解明のため.国際大会や味の素ナショナル トレーニン

グセンターでの合宿時において,高 速度カメラによる

サーブ動作の分析や 3次元ボール軌跡の算出等を行い
,

世界の一流選手 と日本人選手 とのサーブ技術の比較を

行ってきた ここでは、2018年 に実施 した国際大会で

の支援活動を例に,画像処理技術を用いたボールの 3次

元軌跡の算出方法について述べる

A.デ ータ収集 ・分析

横浜アリーナで開催 された世界選手権 (2018年 9月

26日 ～10月 4日 )の 14試 合において.サ ーブ動作の撮

影を行った.詳細は省略するが,1司 アリーナ 2階観客席

最上段 3カ 所に時間同期 した 3台 のハイスピー ドカメラ

(サ ンプリング周波数 200ゎs)を 設置 した (図 4)撮

影対象は,試合中に行われたすべてのサーブ動作 とし
,

14試合で行われた 2262回 のサーブ動作をすべて撮影 し



た なお,分析を行ったのはそのうち,不 ットとなった

試技などを除いた 1794試 技であった 本活動では,日

本バレーボール協会の全面的なバックア ップにより,テ

レビ放送があったにもかかわらず,ほ とんどの試合日に

おいて,最終試合終了後にコー ト内への立ち入 りが許 F」

~

された また, コー トは幣地であ り,キ ャリブレーショ

ンに必要なキャリブレ~ン ヨンポールの持ち込みが可能

であったことから,信頼性の高いスタテ イックキャリブ

レ~ン ヨン法 (Ⅲ 章 A節参照)を 採用 した ただ し
,

決勝ラウンドは別会場で開催されたため、予選ラウンド

最終日は試合終了後即座にコー トが撤去される可能性が

あった そのため,予 選最終 日はカメラキヤリブレー

ンヨン法 (Ⅲ 章 D節参照)を 採用 し,コ ー トに立ち入

ることなく活動を終えることができた 得 られた画 |'i

データから,デ ィープラーニングを用いた手法 (Ⅱ 章

D節参照)で画像上のボール座標を取得 し.ボールの 3

次元座標を再構築 した 得られたバレーボールの 3次元

軌跡か弓,国別のサーブ動作時のインパクト位置.ボー

ルのブレ幅,レ ン~ブ位置,ボール初速度等の値を算出

した なお.日 本人選手および各国のキープレイヤーに

関しては.1国 人の傾向を知るために個別に L記の項 |」 を

集計 し.監督.コ ーチ.ア ナリス トヘ共有した

B.分析結果の活用

バレーボール女了‐代表チームでは.日 常的にゲーム分

析ソフト (データバレー)を用いたゲーム分析を行って

いる 本活動で対象となった試合もすべて分析 されてい

た そのため,ボールの軌跡から求められた値とゲーム

分析の結果を併せて検言」し,フ ローターサーブが試合展

開に及ぼす影響などについて議論 された フローター

サーブは,サ ーブを行う選手にとっても上下左右のどち

ら方向にどの程度ボールがブレるか予測がつかないため
,

ボールが上方向にブレた場合にコー トにボールが収まら

ないリスクが大 きい また,強豪国のインパク ト高や

ボール初速度が大 きかったことなどから,JISSか らは
,

「サーブ時,な るべ く高い打点から打ち下ろすように速

いサーブを打つことが好ましい」という提案をした そ

の後,ト レーニングにおいてジャンプ高を高めるための

トレーニングが積極的に行われ,ジ ャンプ高の測定を定

期的に実施 している.AIに よるディジタイズの効率化

によって,こ れまででは考えられなかった数の映像分析

スポーツにおける画像処理を用いた座標取得 51

が可能となった結果,多 くの選手や国の傾向を明いかに

することができ,そ れを基に トレーニングの提案をする

ことができた一例であった.

V.ソ フ トボール競技における活用事例

これまで野球やソフ トボールにおける投手の分析は
,

スピー ドガンを用いた球速の計測に加えて,投 じられた

ボールのコースや球種などがアナリス トの主観に基づい

て行われていた.し かし近年,ア メリカのメジャーリー

グや日本のプロ野球では,ほ ぼ全ての球団が TrackMan

と呼ばれる ドップラーレーダー式のボール弾道計測器を

球場に設置 し,試合中のボールの軌道を全て トラッキン

グしている3,.こ の計測器では,投 じられたボールの球

速は勿論のこと,回転数,ボールリリースやホームベー

ス上での位置なども計測することが可能である また
,

ボールの回転数や回転軸の影響によるボール軌道の曲が

り具合を表す指標 (ボール変化量)も 算出されている.

投球だけではなく打球についても,ス ピー ド,方向,飛

距離などが記録されてお り,球場内のボールの運動から

選手のパフォーマンスが質的に評価されるようになって

きた.し かしながら,ソ フトボールの試合 (日 本リー

グ)では,こ のような計測は行われておらず,従来通り

の分析が行われているのが現状である.世界各国の投手

が投じているボール軌道の特徴を定量化することは,ソ

フトボールの投手育成の観点において重要である.ま た
,

このような分析から得られた知見は,2020年の東京オ

リンピックを間近に控える中,対戦国の投手を打ち崩す

ことや,日 本人投手の投球技能の評価に活用することが

できる.こ のような背景から,国立スポーッ科学セン

ターでは,日 本ソフ トボール協会からの依頼を受け,

2016年度からトップレベルの女子ソフトボール投手が

投 じているボールの球質分析を開始 した.こ こでは
,

2018年度の研究支援活動におけるデータ収集・分析お

よびその活用についての概略を紹介する.

A.デ ータ収集 。分析

トップレベルのソフトボール投手が投 じるボール軌道

の映像を収集するため.2018年 に国内で開催された国

際大会 (日 米対抗,ジ ャパンカップ)の全試合 16日 間

計 11試合)に おいて撮影を行った 本活動は事前に大
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(左 から3塁側, バック不ット裏,1塁側)

図 5 ハイスピー ドカメラの設置位置の例

会主催者である日本ソフトボール協会に学術研究のため

にビデオ撮影をすることを中請 し,大会中の撮影許可を

書面で得た上で実施 した 撮影には時間同期 された

2ヽ 3台 のハイスピー ドカメラ (サ ンプリング周波数 300

ゎsIを 用いた カ メラ 3台 で撮影す る場合,1台 は

バ ックネット裏の観客席上段に設置し.残 りの 2台 はそ

こから左右に約 50 1ln離 れた地点 (1塁側 と3塁側の観

客席上段)に それぞれ設置 した (図 5)カ メラ 2台で

撮影する場合は,バ ックネット裏のカメラを除いたが
,

これはカメラの設置場所に制約があったためである 画

角は投手枚からホームベース付近までのボール軌道が映

るように設定 し.対象とした試合の全ての投球を撮影 し

た 撮影 した全投球のうち分析 した投球は 2277試技で

あった なお,本撮影は計測空間 |グ ラウンド内)に立

ち入ることが許可されていたことかい.試合の前後どち

らかに撮影範囲の 3次元空間を構築するためのコン ト

ロールポイント (42点 )の撮影を行った (Ⅲ 章 A節参

[I〔 り 得られた映像からデ イジタイズ範囲を設定するた

めに,ボールのリリース時とインパク ト時 (イ ンパクト

がない試技はボールがホームベースを通過する時点)の

フレームを分析者の目視によって特定 した.ボール中心

のデイジタイズは先述の独自開発の手法を用いた (Ⅱ 章

D節参照)具 体的には.学習データとして 3～5試技

をランダムで選択 し,そ の試技における各カメラの映像

においてボール中心を数フレームデ ィジタイズした た

だし,屋外の試合では天候によって映像の明るさが試技

ごとに異なるため.様 々なボールの映 り方を学習できる

ように試技を選択 した そして,そ の位置の画像パター

ンを学習させた後.残 りの全フレームを
「 1動認識により

ボール中心の座標を得た.デ ィジタイズ作業を手動で

行った場合、1試技分のデ ィジタイズを行 うのに約 10

ИZ

V軸 ― 実際のポール瞳

―一―菫力・抗力のみのボール軌道(投球方向)

X軸

(3曇方角)

図6 ボール変化量の定義

分を要するが,こ の技術 を用いたことでその時間が 10

分の 1程度まで短縮することができた.こ うして取得 し

た 2次元座標は DLT法を用いて 3次元座標に変換 した

分析では,6つのパラメータ (① リリース位置,②初

速,③終速,④飛翔時間,⑤到達位置,⑥ ボール変化

量)を算出した ①はボールリリース時のボール中心

座標,⑤ はボールがホームベースの捕手側の角に到達

した際のボール中心座標とし,④ はリリース時から

ホームベースを通過する時点までの時間とした.ま た
,

②はリリース直後のボールスピード,③ はボールが

ホームベースの捕手側の角に到達した際のボールスピー

ドとして算出した.⑥ は神事ら10)を 参考に,① と②で

算出したリリース位置とボール速度を用いて,重力と抗

力のみが作用する条件でボール軌道をシミュレートした

際のホームベースの捕手側の角におけるボール座標と⑤

との差 (∠ X,ノ Z)を 算出した (図 6).

B.分析結果の活用

算出したバラメータは投手ごとに集計 し.球種ごとに

平均値と標準偏差を算出した また.日 本人投手にはそ

Z犠
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れぞれ自身の結果と全投手の平均値を掲載 した帳票を作

成 した.外国人投手の分析結果は.女子ソフトボールロ

本代表チームの全選手 とコーチングスタッフに向けて

フィー ドバックを行った 日本人投手の分析結果は,作

成 した帳票をもとに,当該投手,ヘ ッドコーチ, アナリ

ストに対 して,他選手との違いを踏まえた球質の特徴に

ついて説明した これらのデータは,野手では打撃練習

において.打者国身がイメージする外国人投手のボール

軌道とのギャップを埋め,変化球の見極めや狙い球を選

定する作業などに活用された.ま た,東京オリンピソク

で対戦が予想される投手のデータは,VR映像による打

撃練習にも用いわれた VR映 像は NTTと 日本ソフ ト

ボール協会との共同実験において NTTが作製 したもの

である 投手では,自 身が投 じているボールがイメージ

通 1,の 変化をしているかの確認や打たれた原因を議論す

るための材料として利用された また,球質を改善する

ための投球練習にも利用された

アスリー ト支援における分析結果のフイー ドバックで

は,選手やコーチが有する感覚と算出されたデータとを

照合させる作業があ り,それによってデータの解釈が促

進され,感覚をアップデー トすることに役立つと考えら

れる しかし 選手が実際にブレーした時期からフィー

ドバ ックまでの時期が長過ぎると.選手の感覚が薄れて

しまい.こ の作業が困難になる 本活動では Alに よ

るデ イジタイズ手法を用いたことでフイー ドバックまで

の期間を大幅に短縮することができたため,よ り有効な

フイー ドバックに繋がったと言えるだろう

V.ま と め

本稿では,画像処理による座標取得の手法を紹介 した

また,測定環境によって選択可能なキャリブレ~ン ヨン

法についても紹介した バレーボールとソフ トボ ―ヽルの

例でも示された通 リ ハイパフォーマンススポーツにお

ける撮影環境は、日照条件や気温,被写体との距離.そ

の速度などの他に.テ レビ放映.1玉1際競技団体.会場責

任者.大会主催者などから求められる制約によって理想

的なものにな弓ないことが多い.こ のような中において

もなお,実用的な精度でのデータを取得することが,ハ

イパフォーマンススポーツにおけるサービスプロバイ

ダーの責務と言えよう 本稿で紹介したデイープラーニ
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ングのような「最新知見」は,1年後にはもはや「最

新」ではなかろう.こ こで重要なことは, lヽ ップアス

リー トを支援する者として,常に最新の技術の動向を把

握するとともに,そ の利点と限界を理解したうえで,与

えられた撮影環境の中でより良い方法を決め,よ り良い

データをフィードバックすることであろう.本稿が,読

者の皆様のアスリート支援活動の参考となれば幸いであ

る
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