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スポーツアナリティクスにおけるデータと AI活用
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Data and Artificial Intelligence utilization required for sports analytics 
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Tokyo 2020 Olympic Games has been postponed until 2021. Most of the 33 sports still planned for the 

Olympic Games in 2021 will use data. The sports data gathered using various method is analyzed by 

experts. The experts also called sports data analysts have been developed various systems and 

methods using the sports data and Artificial Intelligence to improve competition results. In this 

paper, data collections in some sports are explained, and the trends in research on the use of data 

analysis models in these fields, in particular, some studies using machine learning and our research 

are introduced. Additionally, future issues in this field are summarized. 
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1. はじめに

本来ならばオリンピックイヤーであった 2020 年(1)

は，スポーツのあらゆる種目でデータの活用が進んで

おり，かつては経験・勘・根性といったものが主役で

あった姿からは一変し，データを用いた科学的な分析

や深層学習等の機械学習を用いたデータ分析が行われ

ている(2)(3)．スポーツアナリティクス（Sports Analytics，

SA）とよばれるデータ分析は，統計学を背景とした手

法が用いられ，スポーツ統計(4)とも呼ばれており，デ

ータサイエンス（Data Science，DS）とも密接な関わ

りを持つ． 

このようなスポーツにおけるデータ活用は，1960

年代の米国のプロ野球リーグ（Major League 

Baseball，以下 MLB）を舞台に展開された映画「マ

ネー・ボール」の題材となったセイバーメトリクス

（Society for American Baseball Research metrics，

以下SABR metrics）が1970年代に提唱されて以降，

急速に広まった． 

データ活用の歴史は，1861年にHenry Chadwick

がBeadle’s Dime Base Ball Player(5)において，野球の

プレーを分析するためには，統一された方法でデータ

を収集しなければならないことを述べたことから始ま

る．その後の1885年にThe Lawn tennis manual(6)

では，テニスプレイヤのパフォーマンス分析を行った．

1900年代に入り，アメリカンフットボール，ラグビー，

サッカーでも，試合から客観的なデータを収集し，記

事として掲載されるようになっていった．1922年には

The Science of Baseball(7)で野球データの記法が確立

したといわれている．1930年代以降には，欧州のプロ

サッカーチームや米国の MLB，アメリカンフットボ

ールリーグ（American Football League，AFL）ナシ

ョナルホッケーリーグ（National Hockey League，

NHL），ナショナルバスケットボールリーグ（National 

Basketball Association，以下NBA）でアナリストを
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採用するようになった．このように，スポーツアナリ

ティクスの歴史は，スポーツの商業面での貢献を目的

として発展し，2000年以降は，スポーツデータ分析を

専業とする企業(8)(9)(10)(11)(12)も国内外に存在する状況と

なっている． 

オリンピック競技のように，商業面よりも競技成績

に重きを置く競技においても，データ分析や AI を活

用した戦略や戦術の変更，選手の起用等も盛んに行わ

れるようになっている(13) (14)．このとき，対戦競技にお

いては戦術論とは別に，各選手の能力向上のためのト

レーニングにデータを活用することも盛んに行われる

ようになってきた．野球であれば投球フォーム，打撃

フォーム等の改善に選手の体の動きをデータ化したも

のが利用される場面も増加している．また， 水泳や体

操のような個人競技や演技種目においても， 同様のデ

ータ分析の手法を用いることによる成績の向上が期待

されている(15) (16)． 

本稿では，2 章でスポーツにおけるデータ収集の方

法について紹介した上で，3 章でデータ分析手法に関

する研究動向，4 章でデータ分析の活用事例とデータ

活用に関する課題等についてまとめる． 

 

表1 データの分類 

カテゴリ 対象 変数例 

人物 競技者 身長，体重，体温，脈拍，

姿勢，座標，方向，速度 

対戦者 身長，体重，体温，脈拍，

姿勢，座標，方向，速度 

審判 座標，方向，速度 

オブジェ

クト 

ボール サイズ，座標，方向，速度 

バット サイズ，座標，方向，速度 

ラケット サイズ，座標，方向，速度 

ネット サイズ，座標 

ゴール サイズ，座標 

器具 サイズ，材質 

床面 サイズ，材質，床反力 

水 水量，深さ，温度，水流 

衣類 材質，重量，形状 

環境 気象条件 屋内外，温度，湿度，気圧，

風向，風速 

建物 サイズ，材質 

観客席 サイズ，座席数，距離 

2. スポーツにおけるデータ収集の方法 

本章では，スポーツデータの収集方法に関する状況

について概説する．スポーツ競技で競技成績を向上す

るためには，表１に示すデータのうち，情報システム

によって収集・分析が可能なものを対象とし，選手個

人のデータ，対戦競技の場合はその対戦相手のデータ，

球技の場合は球に関するデータ，団体競技の場合は味

方チームの選手の位置データ，相手チームの選手の位

置データ等の収集が必要となる．  

2.1 IoTセンサ・GPSデータ 

競技中の戦術変更やトレーニンングへのフィードバ

ックのために必要となるデータを，どのように収集す

るかについては，各競技において様々な工夫がなされ

ている．本節では，モノのインターネット（Internet of 

Things，以下 IoT）センサや全地球測位システム

（Global Positioning System，以下GPS）データを

用いて収集可能なデータを，トレーニングに活用する

事例について紹介する． 

2.1.1 IoTセンサ 

IoT センサは，ウェアラブルのものと，観測対象か

ら離れた位置に設置されるものに分類できる．ウェア

ラブルセンサには，次項で紹介する GPS データを検

出可能なもの(17)の他，加速度，脈拍，酸素濃度，筋電

位，さらには血糖値も測れるデバイス(18)(19)が登場して

きており，トレーニングや試合の前後，トレーニング

中に加えて，規定が許せば試合中のデータまで得るこ

とが可能となり，選手の体調管理はもちろんトレーニ

ングメニューや戦術に活かすことが可能である． 

観測対象から離れた位置に設置される IoTセンサに

は，Light Detection and Ranging（以下LIDAR）技

術等，3D レーザーセンサを用いて選手の姿勢データ

や位置データを正確に把握するもの(20)や，バットやボ

ールにセンサを内蔵するもの，競技場自体に圧力セン

サや超音波センサを配置することで，様々な競技デー

タを収集する試み(21)もある．これらは大会規定が許せ

ば，競技中にリアルタイムにフィードバックするシス

テムによってデータ分析を行うことができるが，規定

により採用不可な場合もある． 



2.1.2 モーションキャプチャデータ 

選手の姿勢や体重移動等，選手の動きに着目したデ

ータを収集する方法の1つに，モーションキャプチャ

がある．この方法では，全身にマーカーを付けてマー

カーの座標を測定するモーションキャプチャ技術(22)

の他に，Microsoft社のKinectやLIDAR技術を採用

したレーザーセンサ等を用いたマーカーレスの方法

(23)や，次節で詳しく説明する深層学習を用いた手法も

利用可能である． 

2.1.3 GPSデータ 

集団競技の場合は，骨格の検出よりも人物やオブジ

ェクトの座標データとトラッキングデータが重要とな

るケースがある．このような場合は，Catapult 社(24)

等の GPS センサを選手に着用させることで正確な位

置データやトラッキングデータを取得する方法が考え

られ，2015年から国際サッカー連盟（以下，FIFAと

よぶ），2016年からJリーグでも試合での着用が認め

られている． 

2.2 動画データ 

マーカーレスのモーションキャプチャ技術を実現す

るには， Kinect や LIDAR 技術を採用したレーザー

センサ等の特別な機材を用いる方法の他に，画像から

OpenPose(25)や PoseNet(26)等の深層学習を用いて特徴

点を抽出する方法(27)がある．これらの技術は，画像の

中の人物の骨格を検出し，高い精度で各部位のベクト

ルから姿勢データを得ることができるため，特別な機

材を用いずに選手の姿勢や動きを認識することが可能

となる． 

集団競技の場合に重要となる座標データとトラッキ

ングデータを得るために，GPSデータを用いずに，カ

メラ動画から検出する方法もある．ChyronHego社の

TRACAB(28)は，FIFAやJリーグでも採用されている

光学式トラッキングシステムであり，複数のカメラを

用いて選手やボールの座標を正確にデータ化すること

が可能である．このほか，単眼カメラ1台の映像から

YOLOv3 等の深層学習と画像解析技術を用いて図 1

のように人物の座標やトラッキングデータを抽出する

手法(29)(30)(31)も提案されており，この手法を用いると複

数の機材を会場に設置することや，対戦相手に機器着

用の同意を得る必要がない． 

 

 

 

 

図1 YOLOv3で抽出された人物候補領域 

（図は(31)より引用） 

3. スポーツにおけるデータ分析 

3.1 スポーツデータと統計データ 

スポーツデータは，IoT センサやビデオカメラ等で

得られた未加工の生データのままでは，データ分析が

困難である．そのため，この生データから統計データ

（Statistics，以下 Stats）の形にフィルタリングや加

工を施す必要がある．Shihは，動画データからStats

を抽出する場合の方法について詳しくまとめている

(32)．この中で，生データには競技そのものの情報以外

に，観客や動物乱入等のシーンが含まれているため，

不要な情報の除去も必要である． 

3.2 スポーツデータとデータ分析 

Stats を得た後，データ分析者は目的を達成するた

めの課題を競技やチームごとに定義し，統計的な分析

を行う．加藤はJリーグでのサッカーチームにおける

チーム強化のためのゲーム分析について紹介(33)して

いる．一方，課題自体が曖昧な場合もある．このよう

な場合は，あらゆる角度から統計的に予測モデルを構

築して回帰分析を行う手法や，データマイニングのツ

ールを用いる手法(34)(35)が考えられる． 

3.3 スポーツデータと人工知能 

急速に発達した深層学習の技術を用いた人工知能に

よるデータ分析も進みつつある(13)(14)(15)(16)．オブジェク

ト検出等の分野でSotA（State of the Art）を達成し

ている深層学習(36)を用いたデータ分析は，従来法と比

較して高速かつ高精度に Statsを得ることができ，再

現率（Recall），適合率（Precision），ROC曲線（Receiver 



Operating Characteristic Curve）や AUC（Area 

Under the Curve）等の指標で比較して，高い予測精

度でモデルを推定することが可能である． 

4. スポーツにおけるデータ活用とその課題 

この章では，スポーツにおけるデータ活用の事例を

紹介する．4.1節では選手の能力評価，4.2節では集団

競技における戦術分析について紹介し，4.3 節では，

データの品質に関する課題，4.4 節では権利問題につ

いて述べる． 

4.1 ボールトラッキングデータによる能力評価 

文献  (37)は投球トラッキングデータと SABR 

metrics を用いて MLB の投手のパフォーマンスの予

測を試みている．文献(38) では，打球トラッキングデ

ータを用いてロジスティック回帰分析を行うことによ

り，日本野球機構（NPB）の打者の評価を試みている． 

4.2 選手トラッキングデータによる戦術分析 

文献(39)は，NBA の選手とボールのトラッキングデ

ータを用いて戦術分析を行い，戦術選択を正しく学習

できるシステムとそれを用いたトレーニングの方法を

提案している．文献(40)では，欧州のプロサッカーリー

グのStatsに基づいて，期待得点（expected Goals，

xG）を定義している． 

4.3 データの品質に関する課題 

スポーツにおけるデータ活用のためには，データそ

のものの品質の問題について注意する必要がある．選

手やチームの状況を正確に把握し，統計的に意味のあ

る予測モデルを構築するためには，十分なデータをバ

ランスよく収集する必要がある．収集したデータが一

部の選手や特定の条件下のものしかないような不均衡

データであった場合，正しく統計分析を行うことは困

難である． 

データの取得条件に，環境情報が含まれることもあ

る．観測対象の競技場の形状はもちろん，観測対象と

機材の距離や角度，気象条件や日照状態の変化によっ

ても，選手や競技内容とは無関係にばらつきが現れる．

このような環境の動的な変化に対して対策を講じる必

要がある． 

運良く理想的なデータが得られた場合，より良い分

析結果や予測モデルを得るために，我々研究者は複雑

な予測モデルや人工知能の技術を採用することがある

だろう．このとき，考慮すべき問題の1つに，モデル

の説明可能性が挙げられる．人工知能のシステムが採

用するほとんどの機械学習アルゴリズムでは，学習結

果として得られるモデルについて，解釈不可能な場合

が少なくない．その結果，構築された予測モデルはブ

ラックボックスとなり，なぜそのような予測が得られ

るかについて説明できないという事態に陥る．この問

題を回避するため，回帰モデルを利用する場合は，線

形回帰モデルやロジスティック回帰モデルを利用する

こと，機械学習を利用する場合は，決定木やランダム

フォレストのような説明変数の寄与度を算出可能なア

ルゴリズムを用いるとよい．  

4.4 スポーツデータと権利 

スポーツデータは，大会の主催者や放映権を持つ事

業者等に権利がある．そのため，自由にデータ分析を

行うためには，データの権利者から利用許諾を得るか，

自ら収集するしかない．スポーツデータ解析コンペテ

ィション(4)参加を対象に研究目的で公開されるデータ，

StatsBomb Open Data(41)，NBA Stats(42)等が公開さ

れているが，利用範囲に注意が必要である．  

5. おわりに 

本稿では，スポーツにおけるデータ活用の目的，デ

ータ収集の方法，データ分析の手法，人工知能や機械

学習の活用方法の研究動向や今後の課題について概説

した． 

近年の深層学習を用いた機械学習の発展は，スポー

ツデータの解析や予測モデルの構築に大きな影響を与

えつつある．しかしながら，4 章で述べたように，デ

ータの品質の問題や，権利の問題から，自由に利用で

きるデータは十分とはいえず，競技成績の向上や選手

の能力向上に資するシステムを構築し，活用するため

には，より可用性の高いシステムの開発と，さらなる

ルール改正や実践事例の蓄積が必要である． 
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