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あらまし 近年，スポーツ界では ICT を活用したトレーニング，戦術分析の導入が進んでおり，画像認識技術
を用いた試みも行われているが，ラグビーでは試合に出場する選手の数が 1 チーム 15 人と多く，接触/密集プ
レーが頻繁に発生するため，画像による分析は技術的にハードルが高く，これまで積極的に取り組まれていない．
筆者らは，特徴量設計方式によるボール検出/追跡と，ディープラーニング方式による選手検出/追跡を行うハイ
ブリッド型映像解析により，一つのカメラ映像からボール/選手の移動軌跡を精度良く二次元フィールド上にマッ
ピングする技術を開発した．また，ディープラーニングによる自動的なプレー分類を行い，これまで人手で行わ
れていた主要プレーのタグ付け作業の自動化を検討した．本技術は，ラグビーに限らず様々なスポーツへの活用
が可能である．
キーワード

スポーツ ICT，映像解析，ディープラーニング，選手検出，プレー推定

Recognition Challenge) で，Krizhevsky らの多層 NN

1. ま え が き

(Neural Network) [1] が，従来手法をベースにした 2

ICT (Information and Communication Technol-

位以下の手法に大きな差をつけて 1 位を獲得したこと

ogy) の発展により，近年，スポーツ界では ICT を活

が大きなインパクトとなり，ディープラーニングを用

用したトレーニング，戦術分析の導入が進んでいる．

いた画像認識技術の研究開発が盛んに行われている．

特に，2019 年ラグビーワールドカップ日本大会，2020

筆者らは，ラグビーを対象とした画像認識による戦

年東京オリンピック/パラリンピックと，世界的なス

術分析システムの開発を進めている．システムのメイ

ポーツのビッグイベントが相次いで日本で開催される

ン画面例を図 1 に示す．

ことを受け，これまでスポーツには関連が少なかった

ラグビーは試合に出場する選手の数が 1 チーム 15

さまざまな企業がスポーツビジネスへの参入を検討し

人と多く，接触/密集プレーが頻繁に発生するため，画

始めるなど，産業界でもスポーツへの関心が大いに高

像による分析は技術的にハードルが高く，これまで積

まってきている．

極的に取り組まれてこなかった．2015 年ラグビーワー

一方，2012 年 9 月に開催された一般物体認識コ
ン テ ス ト ILSVRC (ImageNet Large Scale Visual
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Fig. 1

図 1 ラグビー映像解析システム
Video analysis system for rugby games.
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ルドカップイングランド大会における日本代表チーム

らかじめ同システムを設置した競技場でしか利用でき

の活躍や，2019 年にワールドカップが日本で開催され

ない．また，追跡結果やフォーメーションの特徴を用

ることで国内のラグビーに対する注目度が上がってい

いたプレーの認識などには対応しておらず，アナリス

るだけでなく，上述のような競技特性をもつラグビー

トが映像を見ながら，例えば SPORTSCODE [8] な

を対象に精度良く解析可能な基盤技術を開発するこ

どのスポーツ専用分析ソフトを使って必要なタグを手

とにより，他のスポーツへの活用や，産業分野などス

動で入力（あるいは手動入力したデータを購入）して，

ポーツ以外の用途への展開も目論んでいる．

戦術分析を行っているのが現状である．他にも，4 台

今回，特徴量設計方式によるボール検出/追跡と，

の HD カメラをフィールド全体が撮影できるように，

ディープラーニング方式による選手検出/追跡を行う

あらかじめ競技場に設置した上で，サッカーの映像解

ハイブリッド型映像解析により，一つのカメラ映像か

析を行う取り組みもある [9]．

らボール/選手を精度良く検出/追跡し，真上から見た

サッカー以外には，アメリカンフットボールを対象

仮想二次元フィールド上にその移動軌跡をマッピング

とした映像解析の取り組みがある [10]．サッカーより

する技術を開発した．また，ディープラーニングによ

も密集が多く，かつボールは選手に隠れている場合が

り自動的なプレー分類にも取り組み，これまで人手で

多い（ボールを隠して走るなど）ことが特徴の競技で

行われていた主要プレーのタグ付け作業の自動化を検

あるため，ボールの検出は直接行わず，ボール保持者

討した．本論文では，これまでのスポーツへの ICT 活

を推定してボールの軌跡を推定している．

用事例を概観するとともに，開発したシステム及び各
要素技術の詳細について述べる．

本論文で対象としているラグビーについては，1. に
述べたとおり，1 チームの選手の数が 15 人と他のス

2. スポーツへの ICT 活用事例

ポーツよりも多く，接触/密集プレーが頻繁に発生す

ICT の発展に伴い，スポーツ界でも ICT を活用し

ため，限定的なシーン推定に取り組んだ事例 [11] を除

たトレーニング，戦術分析の導入が進んでいる．

るため，映像解析の対象としては技術的な課題が多い
いては，これまでほとんど取り組まれてこなかった．

最も普及が進んでいるのは，ランニング/自転車向

しかしながら，国の代表チームやプロの強豪チームで

けである．GPS などのセンサを内蔵したリストバン

は，ICT を活用したチーム強化の試みが積極的に進め

ド型センサを（オプションで心拍センサ内蔵の胸ベル

られている．特に，例えば GPSports 社などの GPS

ト型センサも）装着し，スマートフォンアプリと連携

内蔵デバイス（加速度センサも内蔵）[12] の背中上部

して走行距離，ラップタイム，心拍数などをモニタリ

への装着が試合中も可能になり，試合中も一部の選手

ングして，ランナー個人の日々のトレーニングを手軽

がデバイスを身に付けてプレーし，その選手の走行

に管理できる [2]〜[4]．また，これらをログとして管

距離，加速/減速の回数など，フィットネスに関連す

理するだけでなく，リアルタイムにランニングのペー

るデータを連続的に取得可能となり，S&C（Strength

ス調整をアドバイス [5] したり，インラインスケート

& Conditioning）コーチ向けのデータとして活用され

におけるフォーム改善をアドバイス [6] したりする手

ている．日本代表チームも GPS データを積極的に活

法の研究も進められている．これらはいずれもセンサ

用して 2015 年ワールドカップで好成績を収めた [13]．

を装着あるいは携行し，個人のトレーニングを支援す

ただし，GPS の位置精度が十分でなく，また，データ

ることを目的としたものである．

を取得するためにはいったんデバイスを取り外してク

一方，より大規模ビジネス化しているボールを用い

レードル経由で取り込む必要があるため，チーム全体

たチームスポーツでは，個人のログだけでなく，試合

の戦略分析には活用できておらず，サッカーと同様に，

におけるチームとしてのフォーメーション，戦術を把

スポーツ専用分析ソフトでタグを手動で入力して戦術

握/分析し，統計データに基づいた戦略立案が求められ

分析を行っているのが現状である．また，相手チーム

ている．例えば，欧州サッカー，J リーグなどで導入

の GPS データは取得できないため，相手チームの分

されている ChyronHego 社の TRACAB [7] というト

析には利用できない．これらに対し，筆者らは，セン

ラッキングシステムは，複数台のカメラをフィールド

サを装着せずに映像のみからラグビーのプレーを解析

全体が撮影できるように設置し，選手，ボールの動き

し，戦術分析に役立てることが可能な映像解析システ

を追跡しデータ化するものであるが，価格が高く，あ

ムの開発を目的としている．
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3. ラグビー映像解析システム
3. 1 目 標 設 定
ラグビーを対象とした映像解析システムを開発す
るに際して，前章に述べた従来の課題と，国内の強豪
チームの一つである東芝ブレイブルーパス [14] のコー
チ，アナリストらへのニーズヒヤリングを通して，実
現を目指す主要機能を下記のとおり設定した．

(1) 入力は 1 台のカメラ映像のみ
複数台のカメラを事前にフィールド全体が撮影でき
るように各カメラの位置/角度の初期設定も行った上で

Fig. 2

図 2 タグに基づくプレー検索
Play search by automatically annotated tags.

設置すれば，その競技場においては安定して全体を俯
瞰可能になるが，設置の際の作業，システム全体のコ

ボールを検出・追跡し，その位置を推定して図 1 右側

スト，扱うデータ量など，広く普及を目指すためには

の仮想二次元フィールド上にマッピングすることによ

課題が多い．既に多くのチームで使用している一般的

り，プレー中の両チーム選手とボールの動きを連続的

な家庭用ビデオカメラ 1 台の映像のみを入力画像とし

に記録することを可能にした．また，ボール保持チー

た映像解析を可能にすれば，その用途は，トップチー

ムの推定も行い，どちらのチームが攻撃しているかも

ムの公式戦だけでなく，練習時や，アマチュアチーム

合わせて記録する．

の分析も含め，大きく広がると考えられる．

• プレー推定による自動タグ付け機能

(2) 選手とボールの移動軌跡を記録

入力映像からその時点その時点のプレー内容を推定

試合におけるチームとしてのフォーメーション，戦

し，推定結果のゆう度が高い場合は自動でタグとして

術の把握のために，選手とボールの移動軌跡を把握し

記録する機能を開発した．プレー推定処理は毎秒 1 回

たいという現場のニーズは 1. に述べたとおりである．

行い，推定結果とゆう度は，画面左下に上位 2 候補を

これまで複数カメラを用いた高価なソリューションと

表示して確認できるようにした．尚，必要とされるタ

して（サッカーなどラグビー以外のスポーツで）実現

グは，チームの強化方針，アナリスト個人によって異

されていたものと同等の機能を 1 台のカメラで実現で

なる場合があることが事前のヒヤリングで確認された

きれば，コストやデータ量の大幅な削減が期待できる．

ため，ユーザごとのカスタマイズを容易にすることが

(3) プレー推定を行い自動でタグ付け

今後求められる．

現状は，戦術分析に必要なプレーのタグを手動で入

• タグに基づくプレー検索機能

力（あるいは手動入力したデータを購入）しており，

自動タグ付け機能によりつけられたタグを手がかり

その作業量（コスト）が課題となっている．映像から

に，所望のプレーを検索することを可能にした．図 2

プレー推定を行い，自動でタグ付けする機能が実現で

は「ラインアウト」のシーンを検索した結果の一例で

きれば，これらの課題解決が期待できる．

ある．これまではタグ付け作業を手動で行うか，手動

3. 2 システム概要

入力したデータを購入するしかなかったため，試合の

上述した主要機能の実現を目指して，図 1 に示した

現場で試合中にタグを使った分析を行うことは困難で

ラグビー映像解析システムの開発を進めている．入力

あった（現場で手動タグ付けを行うことは負荷が高く，

は左側に表示されている 1 台のカメラで撮影した試合

作業中は他の分析ができなくなるため，試合後に作業

映像のみで，他のセンサは使用しない．今回は一般的

することが多い）が，これを自動化することで手間を

なチームでも使用されている家庭用ビデオカメラで撮

省くだけでなく，例えばハーフタイムに前半の気にな

影した HD 映像（1280 × 720pixels，30fps）を用いた．

るプレーを重点的に確認し，後半の戦略に活用するこ

本システムで実現した各機能の概要は，以下のとお
りである．

• 選手/ボールの移動軌跡記録機能
入力映像から両チームの選手（チームも識別）と

となども可能になる．

• ボール移動軌跡に基づく手書き検索機能
選手/ボールの移動軌跡記録機能により，ボール保
持チームを推定した上でボール移動軌跡を記録する．
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この移動軌跡から，図 3 右上のように「赤チームがこ

は通常はできない．映像からこれらを推定可能にすれ

のあたりをこの方向に攻めたシーン」のような直感的

ば，センサを装着することなく，自チームだけでなく，

な検索を手書きのクエリーで行うことを可能にした．

相手チームの選手のデータを分析することも可能に

赤チームが自陣右側付近を矢印の方向に攻めたシーン

なる．

として，図 3 右下のサムネイルに示す三つのシーン
が検索された例を示している．尚，この機能は，手書
きタブレット向けの手書きスケッチによる資料検索技
術 [15] を活用した．

• 走行距離・スピード推定機能

4. 要 素 技 術
前章で説明した機能を実現するために開発した各要
素技術について説明する．

4. 1 ハイブリッド型映像解析

選手の検出・追跡，及びその位置推定において，現

映像から選手/ボールを検出・追跡し，その位置を

時点では個人の識別までは行っていないが，着目した

推定して仮想二次元フィールド上にマッピングする機

い選手を選択した場合に，その選手を追跡している間

能は，特徴量設計方式によるボール検出と，ディープ

は，二次元フィールド上の推定位置のフレーム間の差

ラーニング方式による選手・密集領域検出を組み合わ

分をもとに，走行距離と現在のスピードを推定する．

せたハイブリッド型映像解析により実現した．

図 4 にその一例を示す．画面左下に着目した選手の走
行距離とスピードが表示されている．

ボールは，大きさ，形状，色が決まっており，その
検出に適した特徴量を設計して検出する．一方，選手・

GPS 内蔵のデバイスを装着することで，同様のデー

密集領域は，大きさ，形状，姿勢，色など様々に異な

タを取得することは可能であるが，データを取り出す

るため，事前にある程度の数の選手・密集領域の教示

にはいったん取り外してクレードルに接続する必要が

画像を学習してディープラーニングにより検出を行う．

あり，また相手チームの選手のデータを取得すること

検出後，フィールド上の白線を頼りにグラウンド上の
位置と対応付けを行い，それぞれの位置をマッピング
する．全体の処理の流れを図 5 に示す．

(1) ボール検出
入力映像に映るラグビーボールは図 6 のように白色
でサイズが小さく単純なだ円/円形状であるため，大
きさ，形状，色情報からボールの検出を行う．
まず，観客席などのフィールド外での誤検出を防

Fig. 3

図 3 ボール移動軌跡に基づく手書き検索
Search of play scenes based on ball trajectory
by handwritten query.

Fig. 5

Fig. 4
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図 4 走行距離・スピード推定
Running distance and speed estimation.

図 5 ハイブリッド型映像解析
Overview of hybrid type video analysis.

Fig. 6

図 6 ボール画像の例
Examples of rugby ball image.
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ぐため，フィールド領域の抽出を行う．具体的には，

ボールを保持していたり，密集領域内にあったりして

フィールド領域はほぼ同じ色であることを利用し，あ

連続的にボールを検出できないシーンに対しては，最

らかじめ取得した HSV 色空間における色相と彩度の

後にボールを検出した位置の最近傍の選手若しくは密

しきい値によりフィールドに近い色を取り出し，その

集領域をボール保持者/位置としてボール保持者/密集

中で最も大きい面積を選択することでフィールド領域

領域の検出矩形の中心を現在フレームにおけるボール

としての矩形を取得する．

位置とすることとした．

次に，フィールド領域外をマスクし，フィールド内
でフィールドの色以外を上記しきい値で抽出して前景

(2) 選手・密集領域検出
選手・密集領域の検出には，ディープラーニングを用い

を得る．ここで前景とは，ボール，選手などのオブジェ

た物体検出手法の一つである Faster R-CNN (Region-

クトを指す．前景に対して連続した画素ごとに同じ番

based Convolutional Neural Networks) [18] を用い

号を割り振り，それぞれに対してボールとの類似度を

る ．選 手 の 検 出 に は ，ま ず Visual Object Classes

計算する．

Challenge 2012 (VOC2012) [19] で公開されている

大きさは事前にラグビーの試合を撮影した複数の映

11,540 枚，27,450 オブジェクト（人，動物，乗り物な

像についてボールが取り得る大きさを調査し，30〜

ど 20 クラスが教示済）を学習したベース辞書を作成

300pixels を探索対象とした．形状は，ラグビーボール

し，複数のラグビー映像から任意に選択した 500 枚の

はだ円球であるが，映像には図 6 に示すようにだ円だ

画像に対してラグビー選手を人手で教示したデータを

けでなく円に近い形状で映り込むことから，形状の単

用いて転移学習することにより性能向上を試みた．転

純さを表す指標として式 (1) に示す Compactness [16]

移学習なしの場合と，転移学習ありの場合とで，ラグ

C を用いる．ここで，A は面積，Ig は慣性モーメン

ビー映像中の選手の検出性能を評価した結果，図 7 に

トである．

示すように大幅な性能向上効果が確認できた．図 8 は

C=

同一のシーンにおける転移学習前後の選手検出結果の

A2
2πIg

(1)

比較であるが，転移学習後に選手の検出精度と矩形の
位置精度が改善していることが確認できる．

色情報は，HSV 色空間の色相と彩度から 64 次元

これにより，大量のデータで汎用のベース辞書を作

のヒストグラムによる比較を行う．事前に複数のラグ

成しておき，ターゲットのドメインに応じて人手で教

ビー映像から取得しておいた代表的なボールの色相

示できる程度の数の教示データで転移学習することで，

と彩度のヒストグラムと，前景のヒストグラムとの類
似度を計算する．ヒストグラムの比較には，二つの確
率分布の類似性を測る距離である Bhattacharyya 距
離 [17] を用い，Bhattacharyya 距離が 0.6 以上となる
前景を探索する．正規化されたヒストグラム p，q 間
の Bhattacharyya 距離 B は式 (2) で計算される．

B=

n

√

pi qi

(2)

i=1

これらの大きさ，形状，色情報を組み合わせてボー

Fig. 7

図 7 転移学習による選手検出性能向上
Improvement of player detection by transfer
learning.

ルを検出する．しかし，ラグビーではボールが選手や
密集領域内に隠れることが多いため，ボール検出のみ
で連続的にボール位置を推定することは困難である．
そこで，一時的にボールを検出できないシーンに対し
ては，処理フレームの前後 5 フレームのボール検出
結果を用い，時系列的な外れ値を除去した上で，4 フ
レーム以上検出されている際にその区間を線形補間
することによりボール位置を推定する．一方，選手が

図 8 転移学習前（左）と転移学習後（右）の検出結果例
Fig. 8 Examples of players detection (Left: before,
Right: after).
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そのドメインに対する性能が大きく向上することが示
された．この知見は，スポーツ以外にも広く活用でき
ると考えられる．
選手が密着し重なり合う密集領域は，選手単体を検
出することは困難であるため，密集領域全体として検
出する．スクラム，ラインアウト，モール，ラック，そ
の他の 5 クラスの密集領域を定義し，Faster R-CNN
で検出する．密集領域はクラス別に学習するが，少な
い教示コストで多くのデータを学習するために，画像
の垂直軸に対して左右反転した画像や，矩形を拡大し
た画像を生成して学習データの水増しを行った．検出
時に各クラスの領域が重なり合う場合は，重なり率が

Fig. 9

図 9 提案手法の構造
Structure of proposed method.

高い領域矩形について non-maximum suppression に
より検出スコアが最も高い矩形以外を除去することと

チーム識別を行う．具体的には，事前に両チーム選手

した．

の矩形から前景のみを抽出し，色相と彩度の 64 次元

(3) 周辺情報を利用した検出

のヒストグラムを取得する．前景を抽出した上で選手

選手・密集領域を検出する際に，それらの矩形内の

追跡を行い，得られた矩形に対してヒストグラム間の

情報だけでなく矩形外の周辺情報を利用することによ

Bhattacharyya 距離を用いて類似度が高いチームに識

る性能向上を検討した．例えば，密集領域を検出する

別する．どちらのチームに対しても類似度が低い場合

際に検出矩形外の選手の位置が把握できれば密集領域

はその他の人物と判定する．例えば，図 3 において，

の判別に有用と考えられる．

チーム識別の結果として，赤チームの選手が赤の矩形

周辺情報を利用する従来手法としては，CNN の代
わりに格子状に RNN (Recurrent Neural Network)
素子を配置し，垂直方向と水平方向に走査することに
よって画像全体の情報を学習する ReNet [20]，畳み込

で，黄チームの選手が黄の矩形で，審判などどちらの
チームでもない人物が青の矩形で表示されている．

(4) 二次元フィールド座標系への変換
上述した手法で検出したボールや選手・密集領域を，

みによって得られた特徴マップを垂直方向と水平方向

入力映像の座標系から，フィールドを真上から見た仮

の RNN に入力することで検出矩形の周辺情報を特徴

想二次元フィールド座標系へ射影変換して，試合中の

として用いる Inside-Outside Net [21] などがある．

選手/ボールの移動軌跡を二次元フィールド座標系で

本システムでは，選手・密集領域検出に使用している

Faster R-CNN のネットワークには VGG16 [22] を用
いているが，VGG16 の 5 段目の 3 層目の特徴マップ
に対して垂直方向と水平方向に 1 次元の LSTM (Long

Short Term Memory) [23] を走査する ReNet Layer
を導入した．提案手法の概要を図 9 に示す．

ReNet Layer 後の特徴マップに対して RPN (Re-

記録する．この際の射影変換は，式 (3) の射影変換行
列を推定することで得られる．

⎛ ⎞ ⎛
x
h1
⎜ ⎟ ⎜
∼
y
h
⎝ ⎠ ⎝ 4
1
h7

h2

h3

⎞⎛

xc

⎞

h5

⎟⎜ ⎟
h6 ⎠⎝ yc ⎠

h8

h9

(3)

1

ここで，座標 (xc , yc ) は変換前の入力映像のフレー

gion Proposal Network) により候補矩形を推定する．

ム座標，座標 (x, y) は変換後の二次元フィールド座標

そして，候補矩形から VGG16 の 3 段目の 3 層目，4

を表している．射影変換行列は上記 h1 · · · h9 の九つ

段目の 3 層目，5 段目の 3 層目，ReNet Layer に対し

の要素からなるが，定数倍の不定性により自由度は 8

て RoI (Regions of Interest) pooling を行い，L2 正

となるため，画像間の対応関係が 4 点以上得られれば

規化して結合したものを全結合層に入力することで検

推定可能である．図 10 に入力映像座標系から二次元

出を行う．

フィールド座標系へ射影変換した例を示す．

選手の検出結果に対しては，オクルージョンにロバ

本システムでは入力を 1 台のカメラ映像としており，

ストな人物追跡手法である DIET [24] を用いて追跡

パンやズームにも対応させる必要があるため，射影変

を行い，矩形内の色ヒストグラムの類似度を用いて

換行列を逐次推定する．最初に画像中の 4 点の対応付
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図 10 二次元フィールド座標系への射影変換
Fig. 10 Projective transform to 2D ﬁeld coordination
system.

図 12 LSTM を用いたプレー推定
Fig. 12 Play Classiﬁcation using LSTM.

対応付けと射影変換行列の推定を繰り返し行うことで
誤差を最小化する．

Fig. 11

図 11 白線の対応付け
Correspondence of white lines in input video
image and virtual 2D ﬁeld.

⎧
 2 2
⎪
⎪
⎨ 1− d
W
w(d) =
⎪
⎪
⎩
0

(|d| ≤ W )

(4)

(|d| > W )

4. 2 プレー推定
タグ付け自動化のためのプレー推定には，系列データ

けを行うことで最初の射影変換行列を推定し，その後，

を扱うための LSTM の活用を検討した．図 12 に示す

パンやズームによる誤差量を入力映像と二次元フィー

とおり，切り出した静止画を 1 枚ずつ CNN (VGG19)

ルドの白線の対応関係から射影変換行列を推定するこ

で特徴量にし，全結合層で 512 ノードにして LSTM

とで補正する．画像からの白線検出には，高速かつ誤

に入力する．LSTM の出力を全結合層で 4 ノードにし

検出の少ない線分検出器である LSD (Line Segment

た後，この 4 ノードの平均により，ラベル付け（例：

Detector) [25] を用いる．両座標系の白線対応付けの

スクラム，ラインアウト）の確率分布を算出する．静

概要を図 11 に示す．

止画を次々に LSTM に入力し，各ラベル付けをした

緑の線が基準となる二次元フィールド座標の線分で

確率の和を Softmax cross entropy で示し，正解との

あり，赤の線が入力映像の現フレームにおける線分で

差 Loss が小さくなるように Backpropagation で学習

ある．まず，前フレームで推定された射影変換行列を

する．

用いて，二次元フィールド座標へ線分を射影する．次

4. 3 精 度 評 価

に，射影した線分に対して等間隔でサンプル点を取

(1) 選手検出

り，サンプル点と二次元フィールド座標上の線分との

図 13 のように選手・密集領域を教示した 1,500 枚

距離がしきい値以下となる直線を探索し，射影した線

の画像を学習したモデルを用い，学習に使用していな

分と二次元フィールド座標上の線分間の角度差が 20◦

い複数の試合映像から計 1,000 フレーム分の映像を抽

以下となる点とを対応付ける．この複数の対応点か

出して選手・密集領域検出の精度評価を行った．

ら normalized DLT [26] により射影変換行列を推定す

ディープラーニングを用いずに CoHOG 特徴量 [28]

る．ただし，対応点には誤対応や外れ値が含まれるた

を SVM (Support Vector Machine) で識別する手法

め，ロバスト推定法である Biweitht 推定法 [27] によ

と，4. 1 で述べた Faster R-CNN，周辺情報も利用す

る重みづけにより外れ値の影響を抑えて推定する．重

る Faster R-CNN+ReNet の 3 手法について，検出器

み w(d) を式 (4) により計算する．ここで，d は対応

のしきい値を変更しながら FPPI (False Positive per

点間の距離，W は考慮する最大の距離を表す．この

Image) と miss rate を測定した結果を図 14 に，チー
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Fig. 13

図 13 教示画像の例
Example of annotated images.

図 15 フレーム単位のボール位置推定精度
Fig. 15 Estimation accuracy of ball position in each
frame.

Table 2

Fig. 14

図 14 選手検出精度
Accuracy of players detection.

Table 1

表 1 選手検出精度
Accuracy of players detection.

表 2 全フレームでのボール位置精度 [m]
Average estimation accuracy of ball position [m].

た計 1,350 枚の画像を用いた．対象の画像には二次元
フィールド上におけるボールの位置を人手で教示し，
正解データとした．これに対するユークリッド距離比
較で，以下の 3 手法を評価した．


1 ボール検出のみ（未検出区間は線形補間）

2 ボール検出 + 選手検出（未検出区間はボール保
持者位置を推定）


3 ボール検出 + 選手・密集領域検出（未検出区間
はボール保持者・密集領域を推定）
ム識別を行って選手を検出した際の Precision，Recall，

F 値を表 1 に示す．
図 14 から，提案手法である Faster R-CNN+ReNet
は，FPPI が 0.1 のときの miss rate が CoHOG+SVM

尚，未検出区間のボール位置は，ボールがあると推
測されるボール保持者あるいは密集領域の矩形の中心
位置とした．また，キックによりボールが画面外に出
たシーンは，誤差量の計算から除外した．

と比べて約 60 ポイント，Faster R-CNN と比べて約

フレーム単位での誤差を算出した結果を図 15 に，全

10 ポイント改善していることがわかる．表 1 の比較

フレームにおける誤差の平均を表 2 にそれぞれ示す．

からも提案手法により性能向上していることが確認で

尚，図 15 にて背景が橙色の区間はボールが見えてい

きる．CoHOG+SVM では，選手が様々な姿勢をとる

ないシーンである．

ため未検出が多くなる傾向があるが，Faster R-CNN

ボール検出のみでは，ボールが見えていないフレー

は選手の様々な姿勢を学習できており，未検出及び過

ムでの誤差が大きくなっているのに対し，ボール検

検出が少なくなるため全体として性能が向上した．

出 + 選手検出，ボール検出 + 選手・密集領域検出で

(2) ボール位置推定

は，ボールが見えていないフレームにおいてもボール

ボール検出・追跡及び位置推定の評価は，ボールが

保持者/密集領域検出により，全体的に誤差が小さい

見えないシーンも含まれる一連のプレーを対象とし

ことが確認できる．また，選手検出のみの場合は，ス
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クラム等の密集状態の際にボール位置を正確に推定で

に導入され始めているが，本システムは 1 台のカメラ

きない．データ全体としての有意差は確認できなかっ

で同様の映像解析が実現できるため，サッカーなど他

たが，ボール検出 + 選手検出と比較するとボール検

のスポーツへの展開，更には産業分野への幅広い応用

出 + 選手・密集領域検出によるボール位置推定を行っ

も期待される．

た方が，密集プレーの際（図 15 の 400 フレーム前後）
の推定誤差が小さくなることが確認できた．

(3) プレー推定
現時点では，スクラム，ラインアウトなど密集や選

6. む す び
本論文では，1 台のカメラで撮影したラグビー映像
を対象に，特徴量設計方式によるボール検出/追跡と，

手の並び方に特徴があるプレーについては 8 割程度

ディープラーニング方式による選手検出/追跡を行う

の精度（幾つかの間違いは人手で修正して運用可能な

ハイブリッド型映像解析により，ボール/選手を精度

レベル）で推定可能であるが，モール，ラック，パス，

良く検出/追跡し，真上から見た仮想二次元フィール

タックルなどについては，まだまだ実用には不十分で

ドにその移動軌跡をマッピングする技術を開発した．

ある．密集領域検出の際の認識結果の併用や，ボール

また，ディープラーニングを用いた自動的なプレー分

や選手の移動軌跡の活用も今後検討が必要である．

類にも取り組み，これまで人手で行われていた主要プ

5. 応

用

レーのタグ付け作業の自動化を検討した．
今後は，各要素技術の更なる性能向上はもちろん必

1. に述べたとおり，ラグビーは試合に出場する選手

要であるが，試合現場での実証を進めながら実際に使

の数が 1 チーム 15 人と多く，接触/密集プレーが頻繁

えるシステムとしての完成度を高めていく．特に，現

に発生するため，画像による分析は技術的にハードル

場で即座に解析結果を得るためには，一連の処理の高

が高いとされてきたが，本論文で開発したラグビー映

速化が必要である．

像解析システムによりそれを可能にした．ラグビーを

4K 映像など特別な高解像度映像でなく，一般の家

対象に精度良く解析可能な基盤技術を開発することに

庭用ビデオカメラ 1 台のみの映像を解析対象としてい

より，他のスポーツへの活用も期待される．

るため，これからの試合だけでなく，過去に撮影した

ラグビー同様にフィールド上の球技であるサッカー

大量の試合映像をデータ化することも可能である．

を対象に，本システムで開発した各要素技術を適用し

ラグビー向けに更に各要素技術を磨くとともに，他

てみた．選手とボールの検出に際して，サッカー選手

のスポーツへの展開，更には防犯カメラ映像中の人物

の新たな教示は行わず，4. で述べたラグビー向けの

のより高度な理解など，スポーツ以外の産業分野への

ボール検出手法と，ラグビー選手を追加学習させた辞

幅広い応用を検討していく．
文

書をそのまま適用した結果の一例を図 16 に示す．
サッカー映像に対しても精度良くボールと選手を検
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