「エンタテインメントコンピューティングシンポジウム (EC2015)」2015 年 9 月

ドローンを用いたサッカーゲーム撮影支援システムの開発
斉藤 直矢1

新井 イスマイル2

概要：近年，スポーツ中継において任意の視点の映像を得るために自由視点映像やドローンを手動操縦す
るシステムの提案がされているが，前者は設置コスト，後者は操作の難易度が問題となっている．本研究
では固定カメラとドローンを用いて，ボールの位置に自動追従した自律撮影を行うシステムを開発する．
ボールの位置は 1 台の固定カメラ映像から推定し，ドローンの位置は GPS から取得する．開発した手法
を用いて，移動するボールの軌跡を平均 0.64[m] の誤差で追跡することができた．

A Development of a Drone Aided Soccer Game Shooting System
Saito Naoya1

Arai Ismail2

Abstract: In recent years, ample studies have been demonstrated those like 3D video and system using
drone for getting optical viewpoint in broadcasting of sports. However, the former system has a problem of
initial cost, and the latter one has a problem of the diﬃculty of operating a drone. In this paper, we develop
an autonomous soccer game shooting system which utilizes a fixed camera for tracking a ball and a drone
with GPS to shoot anything from anywhere. As a result of the experiment, the proposed system achieved a
ball tracking error 0.64m.

1. はじめに

が望む映像の視点は多岐に渡る．サッカーについて例を挙
げると，パサーやシューターの後ろの視点，またはパスの

近年，撮影技術や撮影機材の機能・性能，映像加工技術

受け手やゴールの後ろの視点から見たい人もいれば，コー

の発展に伴って，映画などの撮影だけでなくスポーツ中継

トの真上から見たい人，もしくは足元付近から見たい人が

においても視聴者が望むような映像を提供することが可能

いると考えられる．現状の撮影手法ではその全てに対応す

となっている．例としては，陸上競技やサッカー等におけ

ることができない．

るゴールシーンなど重要な場面でのスーパースロー映像

現状，最も目的に見合いそうな自由視点映像 [2] は，人

や，ロンドン五輪でシンクロナイズドスイミングの撮影に

物のちらつきが頻発し，また全般的に画質が低い，必要な

使用された，TWINS CAM[1] と呼ばれる，プールの断面

機材を多く設置するためのコストが高い，といった問題点

図を見るように撮影することができる手法が存在する．

があり実用に至っていない．他に，任意の視点から撮影で

しかし，カメラの設置可能場所が限られており大掛かり

きる方法として，近年普及が進んでいるカメラを搭載した

な施設でのみ撮影が可能であるといった物理的な制約や，

ドローンを手動で操作することがあげられる．しかし，移

必要台数が多い，カメラの単価が高いといったコスト面の

動物体を操作し撮影し続けることは撮影者の高い操作技術

制約があるために，どうしても撮影することができない場

が必要であり，この手法を普及させることは難しい．

合もまた存在する．特にスポーツ映像においては，視聴者

そこで本研究では，少ない台数のカメラでサッカーコー
ト内のボールを認識・追跡し，それに基づいてドローンを
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移動させることでボールを追跡，撮影を行うシステムを提
案する．また，事前にシステムにサッカーコートの位置を
入力することでゴール裏，センターサークル付近といった
特徴的なポイントからの定点撮影も可能とする．また，ス
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表1

にあらかじめサンプルイベントを観察してもらい，その時

関連研究と要件の対応

Table1 A comparison among conventional methods.

の視点位置から観察者の好みを判定することで，それ以降

固定カメラ

自由視点映像

飛行撮影

のイベントにおいて観察者の好みにもっとも近い映像を生

設備コスト

◯

×

○

成して提供する手法も提案されている．この手法は，視聴

自由視点

×

○

×

者が視点を自由に選択することができ，カメラ操作も容易

画質

×

×

○

である．しかし，合成画像の画素数が低く低画質で，また
プレイヤーの認識ミスにより人物のちらつきが発生するな

タジアムのような大掛かりな施設以外においても任意視点

ど挙動が安定していない．さらに，このシステムを構築す

での撮影を行うことができる．本論文では，ボールの位置

るためには多数のカメラを被写体の上方周辺に設置する必

を認識・追跡するための座標変換方式として極座標方式と

要があり，撮影可能な場所が限定される．

射影変換方式の 2 通りを提案し，それぞれボール追跡精度

他に，Flying Eyes[4] と言われる，ドローンを用いて自律

を確認した．その結果，ボール位置推定実験では，平均誤

的に映像を撮影する方法が提案されている．カメラが搭載

差が極座標方式で 3.73[m]，射影変換方式では 1.32[m] と

されたドローンを使用し，カメラ映像を画像処理すること

なった．ボール軌跡推定実験では，極座標方式では平均誤

によって対象者を自動追従しながら撮影するものである．

差が 2.31[m]，射影変換方式では平均誤差 0.64[m] となっ

この手法は必要機材がドローン 1 台と操作用 PC1 台のみ

た．ドローン制御実験では，平均実行時間が地点 A → B

であるために低コストで運用が可能である．さらに，他の

（距離 10[m]）のとき 54.28[s]，地点 A → C（距離 23[m]）の

撮影手法に比べて場所を選ばずに撮影することができ，さ

とき 45.32[s] となった．最後に，ボール追跡撮影における

らに自動追従であるので操作が不要である．しかし，プレ

ボール撮影割合は，極座標方式で 28.9[%]，射影変換方式

イヤーが複数存在するサッカーにおいては，この手法を

では 34.4[%] となった．

サッカーゲーム撮影にそのまま応用することができない．

2. 関連研究とその課題
本研究におけるサッカーゲームの撮影についての要件は
以下の 3 つにまとめられる．

( 1 ) 低設備コスト
導入を容易にし，撮影環境によらずに撮影可

( 2 ) 自由視点
プレイヤーの真後ろ等，視聴者が望む視点の撮影

( 3 ) 高画質
プレイヤーや背番号，ボールが明瞭であること
表 1 に，関連研究と要件の対応をまとめ，考察を以下に述
べる．

また，サッカー中継で求められるカメラワークは特定人物
の追従のみではなく，ボールの追従や定点撮影などのカメ
ラワークを実現する必要がある．

3. ボール自動追従システムの提案手法
前節での考察の通り，既存研究においては低い設備コス
ト，自由視点，高画質であることを満たしたサッカーゲー
ムの撮影手法は存在していない．しかしこれらをすべて満
たすことで，導入の敷居を低下させ，高い満足度を得る映
像を撮影することができると考えられる．
そこで本研究では，カメラが搭載されたドローンを用い
て自動でカメラワークを生成し，サッカーゲームの撮影を

まず，一台の固定カメラでコート全体を撮影し，選手と

支援する手法を提案する．ドローンを用いることで任意の

ボールの動きのルール化に加えてペナルティキックやフ

視点から撮影が可能となり，カメラ台数や設置にかかる手

リーキックのようなイベントを自動検出することで，それ

間を減少させることによって設置コストを下げられる．さ

らのイベントに合わせて固定映像から画像をクリッピング

らに高画質カメラの小型化が進んだことによってドローン

し，仮想的にパンやズームを実現してサッカーの映像を自

に搭載可能なカメラでも十分に高画質な映像が撮影でき，

動生成するシステム [3] が提案されている．この手法は一

先に述べた要件を満たしている．

台の固定カメラのみを使用すれば実現が可能なために，低

また，各サッカーシーンにおける視聴者の視点位置は

コストでシステムを構築することができる．また，カメラ

( 1 ) イベントの仕手となる選手の後方から観る位置

操作が不要であり自動で編集が可能である．しかし，視点

( 2 ) イベントの受け手の後方から観る位置

が固定されているために一方向からの映像しか生成するこ

( 3 ) フィールド全体を俯瞰する位置

とが出来ない．また，画像の一部分を取り出すことで映像

の三箇所にほぼ集約できることが知られている [2]．この

を生成しているため，画質は低下する．

中で，(1) と (2) についてはこれらのイベントはボールを起

次に，自由視点映像と言われる，多数の視点から撮影さ

点にして行われているので，ボールの位置を適切に認識・

れた映像を三次元解析し合成することで，カメラを設置し

追跡し，それに追従したドローンの制御を行うことで達成

ていないような箇所も含んだ自由な視点位置からの映像を

できる．(3) については，事前にサッカーコートの位置を

生成・提示する研究 [2] を取り上げる．その中で，観察者

システムに入力しておき，これを元に該当位置に移動する
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徴量も用いるべきではあるが，本論文では実装の都合上，
コートや選手と異なる色を持つ単色のボールを想定する．
パーティクルフィルタとは以下の順で行い，初回のみ (1)
希望処理

を実行し (2) から (5) までを繰り返すことによりボールの
追跡を行う．

ボール追跡撮影
パーティクルフィルタを用いた
ボールの追跡

( 1 ) 事前に追跡対象の色情報を入力しておく．初期状態で
はパーティクルを画面全体にランダムに配置する．
特定位置からの
定点撮影

ボールの緯度・経度算出

( 2 ) 運動モデルに等速直線運動モデルを使用し，これにし
たがってパーティクルを動かす．

( 3 ) 処理画像を色情報を用いて 2 値化し，最大輪郭を検出，
その重心を算出する．検出できなかった場合や，理論
的に不可能な位置に移動した場合，前回の重心値を保

目標に対するドローンの制御

持する．

( 4 ) パーティクルと重心との距離を尤度とし，これを計算
する．
図 1 本システムのフローチャート

Fig.1 A flowchart of the proposed system.

ようドローンを制御することで達成できる．図 1 に，本シ
ステムの概要を表したフローチャートを示す．

( 5 ) パーティクルの尤度とその位置座標の積を用いて，追
跡対象の推定値を算出する．

3.2 固定カメラによる追跡を元にした対象の緯度・経度
算出

以降，ボール追跡手法を 3.1 節で，ボールの緯度・経度

追跡したボールに対して GPS を搭載したドローンを追

算出方法を 3.2 節で，ドローンの制御手法を 3.3 節にて提

尾させるためには，ボールの画像座標を座標変換し緯度・

案する．

経度を算出する必要がある．本論文では，ボール位置推定
のための手法として極座標方式と射影変換方式を提案し，

3.1 パーティクルフィルタを用いたボール追跡
前述のシステムを実現させるためには，ボールを確実に

比較検討を行う．

3.2.1 極座標方式

追跡し，位置を推定する必要がある．既存の研究では，サッ

1 つ目は，固定カメラを地面に設置し，ボールの緯度・

カーコートにおいて物体追跡を行うために複数のカメラを

経度を，カメラの緯度・経度を基準とした極座標系として

用いる場合が多い [5][6]．しかし複数のカメラを用いると，

ボールの角度と距離から推定する手法（以後，極座標方式

設置コストが上がるだけでなく，複数画像の処理をするこ

と呼ぶ）である．極座標方式による変換のイメージを図 2

とによる計算コストが上昇するために，ドローンのリアル

に示す．

タイム制御に支障が出る可能性があり，計算リソースを十

各値の算出式を示す．前提として，固定カメラから得ら

分に用意するにはさらなるコストの増大が必要となり好ま

れる画像の最大幅を wmax [pixel]，カメラの緯度・経度を

しい事態とはいえない．一方で，単眼動画像を用いたシス

(λc , ϕc )，使用するカメラの画角を cangle [deg]，カメラからの

テムも多数提案 [7][8] されており，認識率，処理速度の双

距離 1[m] あたりの撮影対象ボールの大きさを bdia [pixel] と

方において十分にリアルタイム制御が可能な結果が報告さ

おく．また，1[m] あたりの緯度・経度は 1.10362×10−5 [deg]

れている．よって，今回のシステムでは，1 台の固定カメ

として計算を簡略化する．

ラを用いてコート内を撮影し，画像処理によってボールを
追跡する方法を採用する．

カメラ位置を原点とし，画像の中心を 0[deg] としたボー
ル位置の角度 θ[deg] が一定の時，ボールの距離にかかわら

画像処理を用いたボールの追跡方法としては，テンプ

ず画像の x 座標も一定であるため，これのみで算出が可能

レートマッチングや，背景差分とノイズ除去を用いたボー

である．したがって，パーティクルフィルタを用いて推定

ル領域抽出手法などが提案されているが，これらのみでは

されたボールの座標 (px, py) について，

混戦などの状況に陥ることによるオクルージョンの発生に
対応することができない．

θ = (px −

wmax cangle
)
2
wmax

(1)

よって今回は，オクルージョンに強い追跡を行うため，

となる．ただし，画像座標は画像の左上を原点とし，x 軸

映像内の特徴量抽出によるパーティクルフィルタを用いる．

は右向きを，y 軸は下向きを正とする．また，カメラから

推定に用いる特徴量は色を抽出することによる 2 値化画像

ボールまでの距離 ri [m] は，パーティクルフィルタ処理時

を用いた．なお，本来は選手の衣服の色なども考え他の特

に取得した最大輪郭 boutline [pixel] を用いて
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カメラ

wmax
極座標方式によるボールの緯度・経度算出開始
boutline
ボールの画像座標と大きさからボールの距離と角度を算出

(px, py)

ボールの距離計算結果を平滑化

コート

ボールの距離と角度から緯度・経度を算出
(λ, φ)
極座標方式によるボールの緯度・経度算出終了

ri

図3

θ

極座標方式のフローチャート

Fig.3 A flowchart of the polar method.
cangle

(λc, φc )
図2

(λ3, φ3 )

(λ4, φ4 )

極座標方式の変換イメージ

Fig.2 A coordinate transformation from cartesian coordinates
of a camera image to polar coordinates.

ri =

(λ1, φ1 )

bdia

(2)

boutline

(λ2, φ2 )

(λ3, φ3 ), (x3, y3 )

射影変換
(λ4, φ4 ), (x4, y4 )

より得られる．
ここで，最大輪郭の解像度の問題を考慮し，ri を重み付

(x, y )→ (λ, φ )

け移動平均によって平滑化する．式としては，直前の ri を
(λT, φT )

ri−1 とすると
ri = 0.9ri−1 + 0.1ri

(3)

とすればよい．以上より，求める対象の緯度・経度 (λ, ϕ)
は，ゴールライン（撮影方向向かって垂直方向）における
緯度・経度の傾きを a1 とおくと
−5

λ = λc + (ri × 1.10362 × 10

−5

ϕ = ϕc + (ri × 1.10362 × 10

(λ1, φ1 ),(x1, y1 )
図4

) cos(θ − tan
) sin(θ − tan

−1

−1

a1 ) (4)
a1 ) (5)

とできる．

(λ2, φ2 ), (x2, y2 )

射影変換方式の変換イメージ

Fig.4 An overview of projective transformation.

する位置にカメラを設置し，得た映像を射影変換すること
によって実際のコートの形状に補正，画像座標からボール

以上の極座標方式のフローチャートを図 3 に示す．

の緯度・経度を推定する手法（以後，射影変換方式）であ

この手法は，設置場所が地面であるために設置コストが

る．射影変換方式による変換のイメージを図 4 に，フロー

非常に少なく，手軽な撮影が可能だが，主にカメラ，ボー
ル間の距離の測定が使用するカメラの分解能に大きく左右

チャートを図 5 に示す．
映像上でのコートのコーナーの画像座標は事前に取得し，

され，撮影角度は画角に左右されることから追跡の精度と

射影変換を行う．射影変換前と射影変換後の画像を図 6 に

範囲が低いことが予想される．

示す．この画像は変換前画像における 4 つの黒点部分を基

3.2.2 射影変換方式

準とし，長方形に補正したものである．画像上部の黒点が

2 つ目のボール位置推定手法は，高所からコートを俯瞰
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T2 = (T1 − λ1 )a1 + ϕ1
)
(
y − y1
+ T2
ϕ = (ϕ3 − ϕ1 )
y2 − y1
ϕ − T2
λ =
+ T1
a2

射影変換方式によるボールの緯度・経度算出開始

固定カメラ映像を射影変換しコートを長方形に補正

(7)
(8)
(9)

として算出できる．ただし，T1 , T2 はタッチライン上の内
分点である．

（パーティクルフィルタによるボール追跡）

この手法は，高所から撮影するために実際のコートに近
い形での撮影が可能であり，比較的高い精度での追跡が予
想される．しかし，ボールの追跡において射影変換による

ボールの画像座標から緯度・経度を算出

ボールの歪みの影響による誤差が考えられ，また高所での
撮影のため極座標方式に比べて設置コストがかかる．

射影変換方式によるボールの緯度・経度算出終了

3.3 GPS 位置情報を用いた目標地点へのドローン制御
図5

望み通りの位置にドローンを移動させるためには，ド

射影変換方式のフローチャート

Fig.5 A flowchart of the projective transformation.

ローン自身の位置情報と目標地点の位置情報を比較しつつ
目標地点への制御を正確に行う必要がある．ドローン制御
のアルゴリズムを図 7 に示す．なお，平滑化の式は (3) 式
と同様である．

変換前画像

ドローンの向いている方位の取得には，ドローンに搭載
した 3 軸地磁気センサを用いる．地磁気センサのデータか
ら方位 D を求めるには

D = tan−1

Ye
Xe

(10)

とすればよい．ただし，Xe [mG] はドローンの前後方向の
地磁気の値，Ye [mG] は左右方向の地磁気の値であり，計算
結果は北方向を 0 とし西側を正，東側を負とした値である．

GPS を用いて取得したドローンの現在地点と目標地点ま

変換後画像

での距離の算出にはヒュベニの公式を，方位の算出にはこ
の応用を使用する．ヒュベニの公式とは，2 点間の距離を緯
度経度データから導く公式である．M は子午線曲率半径，

N は卯酉線曲率半径であり，∆lat は 2 点間の緯度差，∆lon
は 2 点間の経度差，e は第一離心率である．また，本研究
では世界測地系 GRS80 に基づいて定数を用いた．赤道半
径 a は 6378137.000[m]，極半径 b は 6356752.314140[m] で

図6

射影変換による画像の変化

Fig.6 A result of the projective transformation.

射影変換後の画像をパーティクルフィルタにかけ，得
られたボールの重心の画像座標 (x, y) より，求める対象の
緯度・経度は，撮影対象となるサッカーコートの各コー
ナーの位置をそれぞれ (λ1 , ϕ1 ), (λ2 , ϕ2 ), (λ3 , ϕ3 ), (λ4 , ϕ4 )，
各 コ ー ナ ー の 緯 度・経 度 に 対 応 す る 画 像 座 標 を

(x1 , y1 ), (x2 , y2 ), (x3 , y3 ), (x4 , y4 ) とおくと
x − x1
T1 = (λ2 − λ1 )
+ λ1
x2 − x1
c 2015 Information Processing Society of Japan
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(6)

ある．以上より，距離 i と方位 d は
√
i = (∆lat · M )2 + (∆lon · N cos µlat )2 [m]
∆lon · N cos µlat
d = tan−1
∆lat · M
λ1 + λ2
µlat =
2
√
a2 − b2
e=
a2
√
W = 1 − e2 sin2 µlat

a(1 − e )
W3
a
N=
W

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

2

M=

(16)
(17)

として求められる．
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<<device>>

目標地点へのドローン制御開始

AR. Drone 2.0

UDP（無線）

<<computer>>
VPCSA3AJ

USB

USB

<<device>>

ドローンの緯度・経度・方角の取得

<<device>>
HD Pro Webcam C920t

3D GPS フライトレコーダー

図8

方角にローパスフィルタを適用

目標方角と目標までの距離を算出

方角 : 15[deg]〜

配置図

Fig.8 A deployment diagram of the proposed system.

動作呼び出し

ドローン制御

ドローンのセンサ

ボール追跡

ボール位置算出

距離 :4[m]〜 距離 :1.5〜4[m]

目標地点へ

向くように回転

目標へ直進

減速して直進
図9

コンポーネント図

Fig.9 A component diagram of the proposed system.

目標地点へのドローン制御終了

図 10 に，本システムのシーケンス図を示す．各カメラ，
センサ類からデータを取得した後，撮影者が動作を選択す
る．ボール追跡命令を出した時，パーティクルフィルタか

図7

ドローン制御のフローチャート

Fig.7 A flowchart of drone contorolling.

ら緯度・経度算出オブジェクトに移行し，その結果を元に
ドローン動作命令を出す．特定位置移動命令を出した場
合，そのままドローン動作命令に移行する．

以上より，D と d の差と i の値からドローンの行動を決
定する．

4. サッカーゲーム撮影支援システムの実装
4.1 サッカーゲーム撮影支援システムの実装概要

4.2 サッカーゲーム撮影支援システムの実装詳細
本システムの実装には，CV Drone*1 と呼ばれる C++
ライブラリを使用した．これは，AR. Drone 2.0 の動作・
センサ取得などの主要機能が簡単に使えるようになってお

本システムでは AR. Drone 2.0 と呼ばれるドローンを用

り，また取得可能な画像形式が画像処理ライブラリである

いた．AR. Drone 2.0 とは 2 つのカメラと 3 軸加速度計，

OpenCV*2 との親和性も高い，導入が非常に容易であるこ

3 軸ジャイロスコープ，気圧計，3 軸地磁気センサ，対地

とから，効率的な実装が可能となるためである．また，マ

面の高度測定用超音波センサーを搭載し，比較的安価でプ

ルチプラットフォーム化がされているため，使用する OS

ログラミングによる動作も可能なクアッドコプターであ

によらず動作が可能である．

る．Ar. Drone2.0 の位置把握用 GPS モジュールには同じ

ボール追跡撮影については，以下の処理を順に高速に

く Parrot 社製の 3D GPS フライトレコーダーを使用した．

ループさせることでドローンの適切な制御を実現する．

また，固定カメラには Logicool 社製の HD Pro Webcam

4.2.1 事前処理

C920t を，処理用 PC には Ubuntu14.04 を搭載した SONY
製 VPCSA3AJ を用いた．
図 8 に，本システムの配置図を示す．本システムは，

射影変換方式では，固定カメラ映像について OpenCV
の getPerspectiveTransform 関数を用いて射影変換を求め，

warpPerspective 関数を用いて射影変換を行う．このとき，

VPCSA3AJ を中心に 3 つのデバイスを接続することで成

射影変換前と射影変換後における各コーナーの画像座標は

り立っており，3D GPS フライトレコーダー，AR. Drone

事前に取得しておくとする．

2.0 間と VPCSA3AJ，HD Pro Webcam C920t 間は USB

4.2.2 ボール追跡部の実装

で，VPCSA3AJ，AR. Drone 2.0 間は LAN で接続されて
おり UDP によって通信する．

固定カメラ映像からパーティクルフィルタを用いてボール
の追跡を行う．前回の推定値を中心に入力画像の 70×70[px]

図 9 に，本システムのコンポーネント図を示す．動作呼

の範囲について処理を行う．なお，推定値の初期値は手動

び出しを開始地点とし，緯度・経度を入力することで直接

で行った．本節では OpenCV を使用し，パーティクルフィ

ドローンを制御するか，ボール追跡を介してドローンを制
御するかを選択する．

c 2015 Information Processing Society of Japan
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https://github.com/puku0x/cvdrone
http://opencv.jp/
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HD Pro Webcam

GPS モジュール

AR. Drone 2.0

緯度・経度

撮影者

動作呼び出し

パーティクルフィルタ

緯度・経度算出

各センサ値
撮影映像
動作選択
ボール追跡命令
特定位置移動命令

コート映像
ボール位置

ボール緯度・経度
動作命令

図 10

シーケンス図

Fig.10 A sequence diagram of the proposed system.

ルタのために用意された状態構造体 CvConDensation を用

システムにおける要件を満たしたものである．

いて実装を行った．前述のパーティクルフィルタのアルゴ
リズムの中で，極座標方式について実験するときは最大輪

5.1 ボール位置推定実験

郭の取得時にボールの輪郭の内部面積からカメラ・ボール

静止したボールの緯度・経度推定手法の精度について実

間の距離を，ボールの x 座標からボールの角度をそれぞれ

験を行う．まず，極座標方式，射影変換方式のそれぞれに

算出しておく．

ついて使用するコートの広さと位置を，使用カメラの画角

4.2.3 緯度・経度算出部の実装

と各方式の撮影位置を考慮し設定する．コート内で 5[m]

極座標方式時には，前節で取得したボールの距離・角度

間隔のます目状にポイントをとり，その場で 5 秒間ボール

のうち，距離に対して重み付け移動平均によって平滑化し，

を静止させ，その間撮影を行う．それぞれ緯度・経度を推

緯度・経度を算出する．

定し，真値との距離を評価する．図 11 に，極座標方式と

射影変換方式時には，前節で取得した画像座標を用いて

射影変換方式の設定されたコートを示す．なお，カメラ i

緯度・経度を算出する．

は極座標方式で，カメラ ii は射影変換方式で使用し，射影

4.2.4 ドローン制御部の実装

変換方式時のカメラの高さは 4.45[m] であった．また，極

前節で算出した目標地点の緯度・経度と，AR. Drone 2.0
に搭載した 3D GPS フライトレコーダーからリアルタイ

座標方式ではカメラの画角の都合上，図 11 における 5 行
目から 7 行目のみ使用する．

ムに取得した緯度・経度を比較し，目標地点までの距離と
方位を算出する．その後，同じくドローンの向いている方
位にローパスフィルタを適用したものと比較し，比較結果
に応じた動作を行う．

5.2 ボール軌跡推定実験
運動しているボールの追跡精度について実験を行う．ま
ず，5.1 節で設定したコートを使用し，それぞれ 4 回ずつ

また，プレイヤーに当たりにくいかつ臨場感を失わない

対角線上でサッカー経験者がパスを行う．その間撮影を行

高さを想定し，AR. Drone 2.0 の高度センサから取得した

い，ボールの緯度・経度の軌跡を推定する．正確なボール

高度を元にドローンの高度を 2.5[m] に保つ．

の軌跡の真値は取得が困難なため，パスを行った始点と終

5. サッカーゲーム撮影実験および評価方法

点を設定し，これを結んだ直線を真値とした．推定した緯
度・経度と直線の最も近い距離を評価する．

5.1 節にてボール位置推定実験について，5.2 節にてボー
ル軌跡推定実験について，5.3 節にてドローン制御実験につ

5.3 ドローン制御実験

いて，5.4 節にてサッカーゲーム撮影実験についてそれぞ

ボールの追跡撮影だけでなくサッカーコート中の特定位

れ述べる．なお，各実験で使用したボールはペレーダ 4000

置における定点撮影も目的とした，あらかじめ取得した

（型番：F5P4000，製造会社：molten，カラー：オレンジ，

緯度・経度へのドローン移動制御について実験を行う．ま

サイズ：5）である．これは，グラウンドで識別しやすいよ

ず，図 11 における地点 C4 をスタート地点とし，地点 E4

うに着色された単色のボールであり，3.1 節にて述べた本

を目標点としてドローンの飛行を行う．目標地点に近づき

c 2015 Information Processing Society of Japan
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A

B

20[m]
C
D

表2

E

極座標方式によるボール位置推定実験結果

Table2 The positioning error of the polar method.

2
3
30[m] 4

表3

A

B

C

D

E

5

3.25

4.18

5.05

-

7.22

6

1.23

1.69

2.84

-

6.36

7

2.34

1.82

2.99

-

5.76

射影変換方式によるボール位置推定実験結果

Table3 The positioning error of the projective method.

5
i

B

C

D

E

6

1

1.50

2.01

1.53

2.42

2.13

2

1.44

0.70

0.59

1.49

2.00

7

3

1.40

1.13

1.08

1.70

2.17

4

1.71

1.41

1.20

1.57

2.14

5

1.48

1.46

1.50

1.53

1.84

6

1.12

0.97

0.84

1.07

1.21

7

0.67

0.75

0.68

0.72

0.99

ii
図 11

A

極座標方式と射影変換方式におけるコートとカメラの配置図

Fig.11 A camera layout for each method around a soccer court.

い，歪み補正を実行することで誤差を減少させらせると考
えられる．

一定地点におけるホバリングが安定した時点で飛行を終了

また，7 行よりも 5 行の誤差が大きいことがわかる．こ

し，次は地点 C4 → A7 を目標点として同様に実験を行う．

れは，固定カメラ設置時にやや 7 行寄りへ設置したこと

これを交互に 7 回繰り返す．飛行終了までにかかった時間

による系統誤差の可能性が考えられる．より正確にカメラ

と，目標地点と着地地点の距離を測定し，それぞれについ

を設置することや，カメラ手前コーナー部分にマーカーを

て評価を行う．

設置し，映像の中心を補正することで改善される可能性が
ある．

5.4 ボール追跡撮影実験

さらに，カメラからの距離が遠い位置では，比較的誤差

ボール追跡部とドローン制御部のシステムを統合し，実

の少ない 6 行を含め 5[m] から 7[m] ほどの誤差が発生して

際にサッカーの撮影実験を行う．サッカーコートとしては，

いる．これの原因としては，固定カメラの解像度が挙げら

固定カメラの画角と AR. Drone 2.0 の映像取得範囲を考慮

れる．2 値化画像の最大輪郭の直径を計算に使用するため，

し，極座標方式，射影変換方式ともに図 11 における 5 行目

映像の解像度は距離の誤差に直結する．事前に行った予

から 7 行目を使用する．各方式 2 回ずつ 5.2 節と同様にパ

備実験では，20m 離れたボールの直径はおよそ 8[pixel] で

スを行い，ボールの位置を推定，算出された緯度・経度を

あった．実験で使用した機材では，これ以上距離が離れる

元にドローンを制御することで，ボール追跡撮影の精度を

と追跡が困難になることが予想される．

測定する．ドローンによって撮影された映像の中で，ボー

次に，射影変換方式について考察する．表 3 より，誤差

ルが画面内に存在する地点から実験を終了するまでの映像

は概ね 2[m] 以内であり，十分に精度の高い結果であると

を対象とし，その中でボールが撮影された映像を計測，こ

いえる．しかし，1 行では 5 要素中 3 要素で誤差 2[m] 以内

れの割合を評価する．

となった．これは，射影変換時のボールのひずみで正確な

6. サッカーゲーム撮影実験結果と考察
6.1 ボール位置推定実験結果および考察

ボールの画像座標が取得できなかったことが考えられる．
対策としては，さらに高い位置から撮影することが有効で
あると考える．

極座標方式によるボール位置推定実験結果を表 2 に，射
影変換方式によるボール位置推定実験結果を表 3 にそれぞ
れ示す．なお，実験の不備により表 2 の D 列を取得するこ
とができなかった．
極座標方式の実験結果を考察する．表 2 より，基本的に
は 5, 7 行よりも角度のない 6 行においてより良い結果が出

6.2 ボール軌跡推定実験結果および考察
極座標方式，射影変換方式によるボール軌跡推定実験結
果を表 4 に示す．また，表 4 における各ボール軌跡推定値
を図 12 に示す．ある基準点からの距離をそれぞれ縦軸横
軸としている．

ていることがわかる．原因としては，カメラの歪みによる

極座標方式について考察する．表 4 より，誤差の平均は

誤差が考えられる．事前にカメラキャリブレーションを行

2.31[m] と良好な結果である．しかし，図 12(a)，図 12(d)
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図 12

10
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(g) 射影変換方式 3 回目

[m]

ボール軌跡推定結果

Fig.12 Inferred trajectories of a ball.
表4

表5

ボール軌跡推定実験結果

Table4 The errors of inferring trajectories of a ball.

ドローン制御実験結果

Table5 The results of the drone controlling.

誤差 [m]

実行時間 [s]

極座標方式

射影変換方式

地点 C4 → E4

地点 C4 → A7

1 回目

1.76

0.51

1

44.42

48.59

2 回目

2.01

0.60

2

58.47

67.39

3 回目

2.01

0.60

3

45.64

32.24

4 回目

2.53

0.89

4

95.97

38.40

平均値

2.31

0.64

5

55.36

40.22

6

44.83

43.55

7

35.29

46.81

平均値

54.28

45.32

を見ると，全体的にやや北よりにずれていることがわかる．
この原因としては，そもそも真値として設定している値の
精度が悪いことや，6.1 節と同じく固定カメラの設置角度

できるが，飛行距離が短いとそれが行えず，飛行区間と減

がややずれたことが考えられる．

速区間，減速区間と停止区間の境目で安定を失う場面が多

射影変換方式について，表 4 より誤差の平均が 1[m] 以内

く存在した．

と非常に正確な値が出ていることがわかる．図 12(e)〜(h)

今後は，移動距離に応じた閾値の調整を進めながら，よ

を見ても真値とほぼ一致した軌跡を描いており，精度の高

り高速に目的地に到達させるアルゴリズムを考案，実行す

い追跡を行えていることがわかる．真値とずれた部分の原

る必要がある．

因としては，極座標方式と同じく真値として設定している
値の精度が悪いこと，そしてボールがバウンドしたことに
よってボールの座標に誤差が生じたことが考えられる．

6.4 ボール追跡撮影実験および考察
ボール追跡撮影実験結果を表 6 に示す．両方式の撮影平
均割合を比較すると，極座標方式は 28.9[%]，射影変換方

6.3 ドローン制御実験結果および考察
各ドローン制御実験結果を表 5 に示す．この実験では，
全ての飛行について最終的に設定位置に到達したことを確

式は 34.4[%] と大きな変化は見られず，これらはドローン
がボールを追いかける動作は見られたもののボール追跡撮
影としてはやや低い結果となった．

認した．各要素を比較すると，地点 C4 → E4 より地点 C4

原因としては，まずドローンの回転速度が遅いことがあ

→ A7 が距離が長いにもかかわらず，実行時間は 10[s] 程

げられる．今回の実験では回転速度を 0.5[rad/s] としてい

度地点 C4 → A7 の方が早いことがわかる．理由としては，

る．これは，PC から制御命令を送信後ドローンがその命

飛行距離が短いと飛行中に GPS の精度が向上せず，不安

令を実行するまでに若干のタイムラグがあるために，こ

定になってしまうことが考えられる．地点 C4 → A7 にだ

れ以上回転速度を上昇させると図 7 における角度の閾値

と長い飛行中に軌道修正しながら目的地に移動することが

±15[deg] 内に制御できない可能性が上がるためである．し
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表6

ボール追跡撮影実験結果

[4]

Table6 The results of a ball tracking.
極座標方式

1 回目

2 回目

射影変換方式

1 回目

対象映像時間 [s]

144

125

61

96

ボール撮影時間 [s]

43.9

34.2

28.0

22.0

撮影割合 [%]

30.5

27.3

45.9

22.9

撮影割合平均 [%]

28.9

[5]

2 回目

[6]

34.4

たがって，現状この問題点の改善は難しい．また，ドロー
ンの高度とボールへの距離の関係も原因として考えられ

[7]

る．前述のとおり，ドローンの高度はおよそ 2.5[m] に保っ
ているが，ドローンが必要以上にボールに近づくと撮影範
囲の外に対象が移動するために撮影することができない．
これは，定点撮影時のドローン停止区間とボール追跡撮影

[8]

樋口啓太, 石黒祥生, 暦本純一. Flying eyes:飛翔型撮影プ
ラットフォームにおける自律撮影の提案. インタラクティ
ブシステムとソフトウェアに関するワークショップ, 2012.
増田哲朗, 深井寛修, 徐剛.
フィールドスポーツにおける同期多カメラを用いた複数
移動物体の実時間追跡. 映像情報メディア学会技術報告,
Vol. 35, No. 33, pp. 91–94, aug 2011.
山崎綾哉, 増田哲朗, 深井寛修.
フィールドスポーツにおける同期多カメラを用いた複数
選手のチーム識別と背番号認識による実時間個人識別. 映
像情報メディア学会技術報告, Vol. 36, No. 34, pp. 59–62,
sep 2012.
片岡裕雄, 青木義満. 単眼カメラを用いたサッカー戦術解析
のための複数選手とボールの追跡. 画像電子学会誌, Vol. 41,
No. 2, pp. 152–159, 2012.
三須俊彦, 高橋正樹, 藤井真人, 八木伸行.
パーティクルフィルタによる単眼動画像からのサッカー
ボール 3 次元軌道推定. 情報科学技術レターズ, Vol. 5, pp.
167–170, aug 2006.

時のドローン停止区間を別に調整することで改善が見込ま
れる．

7. おわりに
本論文では，サッカーゲーム撮影において望み通りの視
点から撮影するために，固定カメラを用いたボールの追跡
と緯度・経度への変換，ならびにドローンを特定の緯度・経
度地点へ移動させるアルゴリズムを提案し，実験を行った．
ボール軌跡推定について，極座標方式では誤差平均

2.31[m] と，追跡に十分な値が出ていることが明らかになっ
た．射影変換方式では，誤差平均が 0.64[m] と非常に正確
な推定が行えていた．ドローン制御実験では，距離 23[m]
に対し平均到達時間 45.32[s] と，現状のアルゴリズムでは
大きく時間がかかることが分かった．ボール追跡撮影実験
では，撮影時間が極座標方式で 28.9[%]，射影変換方式で

34.4[%] と，けっして高いとは言えない結果であった．
今後の課題としては，パーティクルフィルタにおいてさ
らに有用な特徴量を追跡に用いることで，同系色の物体
にかかわらず追跡を行えるようにすることである．また，

GPS を用いたドローンの目標地点までの制御アルゴリズ
ムのさらなる検討・改良をし，より高速に各動作を実行で
きるようにする必要がある．
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