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Apple Watch を用いたバスケットボール審判補助システム
の提案
谷地 卓1,a)

古川 泰地

星島 佑哉

清水 哲也1,b)

概要：バスケットボールの試合では，選手ごとにカウントするパーソナル・ファウルや，チームごとにカ
ウントするチーム・ファウルなど，複数のファウルの種類がある．コートにいる審判は，得点やファウル
数などのデータを記録する T.O に確認しなければならない．そのため，審判が常に状況を把握する事は難
しく，ミスの原因になる．そこで本論文では，ウェアラブル端末の Apple Watch を用い，審判が試合の
データを確認できるシステムを提案する．

Basketball referee support system using Apple Watch
Tanichi Taku1,a)

Furukawa Taichi

Hoshijima Yuya

Shimizu Tetsuya1,b)

Abstract: In a basketball game, there are a lot of foul kinds, so those are complicated. A referee has to
confirm the situation of the game to the Table Oﬃcials who count score and number of foul. So, It s diﬃcult
to gras the situation of the game in real time. It causes a mistake. In this paper, we propose a system that
they can be grasped using apple watch.

1. はじめに
バスケットボールのゲームではファウルの種類が多く，
試合の状態を常に正確に把握し，正しい判断を行うことは
容易ではない．1972 年に行われたミュンヘンオリンピッ

考えた．そこで，審判の行動を再現し，Apple Watch にて
情報を得ることが可能かを実験し，運動時における Apple

Watch の有用性を確認した．
本論文では，まず次章でバスケットボールのルールや，
審判を行う上での問題点を示す．3 章では，提案するシステ

ク，男子バスケットボールの決勝，アメリカ対ソ連の一戦

ムの設計について述べる．4 章では審判を行う上で Apple

では，審判の誤審によってソ連が逆点，優勝してしまった．

Watch が適切な端末であるかの検証実験を行い，５章でそ

[1] この例から，バスケットボールにおける誤審は勝敗に

の結果を示す．最後に本研究のまとめと今後の課題を示す．

大きな影響を与えると言える．そこで，本論文では，バス
ケットボールのゲーム中に審判の情報把握を支援するシス
テムを提案する．

2. バスケットボールのルールについて
2.1 ゲームについて

また，ゲームの多くは主審と副審の 2 人によって審判が

バスケットボールは，それぞれ 5 人ずつの選手からなる

行われ，T.O と呼ばれる審判の補助員がコートサイドで

2 チームによって行われる．縦 28m，横 15m のコートで行

得点やファウル数を記録・提示している．審判はコート内

われる．ゲームの競技時間は 10 分ごとに区切られ，それ

をボールと共に移動するため運動量が多くなる．そのため

ぞれをピリオドと呼ぶ．ゲーム全体では第 1 ピリオドと第

審判の利用する端末として Apple Watch が適していると

2 ピリオドを前半，第 3 ピリオドと第 4 ピリオドを後半と
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は 2 分間のインターバルが設けられ，前半と後半の間には

呼び，4 つのピリオドがある．それぞれのピリオドの間に
1
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2.2 ファウルについて
バスケットボールでは，プレイヤーごとに数えられるプ
レイヤー・ファウルと，チームごとに数えられるチーム・
ファウルが存在する．
プレイヤー・ファウルには，パーソナル・ファウル，テ

なり，誤った方法で試合を再開してしまうことがある．

3. 審判支援システムの提案
3.1 システムの概要
テーブルオフィシャルズで更新されたデータをサーバで

クニカル・ファウル，アンスポーツマンライク・ファウル，

受け取り，サーバ内でファウル数のデータを蓄積する．ク

ディスクォリファイティング・ファウルなどの種類がある．

ライアントではそのデータをリアルタイムに同期し，ファ

これらは選手ごとにカウントされ，どのファウルかに関わ

ウル後の対応が変わるプレイヤー・ファウルの 5 回，もし

らず，同一の選手に 5 つのプレイヤー・ファウルが課され

くはチーム・ファウルの 4 回のときに審判に通知を行うシ

た場合，その選手は交代しなければならない．従って，こ

ステムを設計する．

れらのファウルは選手ごとにカウントする必要がある．
チーム・ファウルとは，ピリオドごとのチームの全選手
のプレイヤー・ファウルの合計である．チーム・ファウル
が 4 回記録されると，相手チームにフリースローが与えら
れる．このように，バスケットボールでは今までのファウ
ル数によって，試合の再開方法が変わってくる．

図￣ 1 ファウル数の表示器具

図￣ 2

2.3 審判について

システム構成図

審判は，死角のないようにコート内を動き回る．そのた

審判は現在 3 人制と 2 人制がある．

め，審判に通知を行う端末として，スマートフォンは現実

3 人制は現在，FIBA 主催の国際大会や，NBA でとられ

的ではない．そこで Apple Watch の利用を考えた．

ている．日本においても JBL などの上級の大会では採用

また，通信方法は WebSocket を選択した．

されている．
それ以外のゲームでは 2 人制が取られている．それに伴
い，審判一人当たりの負担は多くなる．

3.2 WebSocket 通信の利用
本システムにおいて，情報の送受信にリアルタイム性
があり，コンピュータや今回利用する iPhone をはじめと

2.4 現在の問題点
ゲーム中，コート外では審判の補佐を行うテーブル・オ

したスマートフォンにおいて利用ができる方法として，

WebSocket と呼ばれる規格を採用した．これにより，デー

フィシャルズが試合の記録を行っている．テーブル・オ

タの更新においてリアルタイムに処理を行うことが出来る．

フィシャルズはファウルがあるごとに，そのプレイヤーの

WebSocket[4] ではまず，サーバとクライアント間でコネ

ファウル数とチーム・ファウル数を示す．しかし，審判が

クションを開く．コネクションが開かれると，ヘッダ情報

プレーに集中していることや，審判のカウントがテーブル・

の送信が行われる．こうして開かれたコネクション上で通

オフィシャルズのカウント違っていたりすることが原因と

信を行うことにより，毎回ヘッダ情報を付加したデータを
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送信する HTTP による通信とは異なり，データの送受信

歩いている時で 95 パーセント，ランニングの最中で 93

にヘッダ情報が必要ないため，オーバーヘッドの少ないリ

パーセント，ダッシュをしている最中でも 75 パーセント

アルタイムな通信を行うことができる．このの通信はコネ

の割合で通知に気づく事が確認できた．

クションが閉じるまで任意のタイミングでデータの送受信
を行うことができる．

6. おわりに
今回の実験でランニングをはじめとする運動中にも Ap-

ple Watch のタップティックによる通知に気づく事ができ

3.3 Apple Watch とは
Apple Watch とは，Apple 社が開発した腕時計型のウェ

る事が確認できた．また，ダッシュなどの激しい運動中に

アラブル端末である [5] ．心拍数計測機能が搭載されてい

でも通知に気づけることが確認できた．従って，バスケッ

ることや，デフォルトで歩数計，消費カロリーを計測する

トボールの審判において，十分に利用が可能であると考え

アプリケーションがインストールされていることから，運

られる．

動中での使用も考えられたデバイスである．タプティック
と呼ばれる振動アクチュエーターでは，使用者の肌に直接

今後は，実際のゲームでこのシステムを利用し，有効性
の確認を行うことが課題として挙げられる．
また，本論文で運動中でのウェアラブル端末の利便性が

感触で通知を知らせることが出来る．
現在，Apple Watch 単体での使用は出来ず，iPhone と
連携することでインターネットへの接続や，GPS の利用が

高いことが実証できたため，他のスポーツでも活用するこ
とが出来ると考えられる．

可能である．本システムにおいても Apple Watch と連携
した iPhone がサーバと通信し，サーバから取得したデー
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証する．

4.2 実験方法
バスケットボールの審判の動きを歩き・ランニング・ダッ
シュの 3 つに分類する．それぞれの動きをしている被験
者に対し，Apple Watch の通知システムを利用し，任意
のタイミングでタップティックによる通知を行う．被験者
は通知に気がついたときに，それを実験者に伝える．タプ
ティックによる通知にどれだけ気づく事ができるかの割合
を求める．

5. 結果
複数人で検証を行った結果を以下に示す．

表￣ 1

測定結果

Table ￣ 1 Measurement result
回数 (認識回数/試行回数)

割合 (％)

A

B

C

A

B

C

合計

歩き

29/32

14/14

15/15

91

100

100

95

ランニング

48/50

12/14

9/10

96

86

90

93

ダッシュ

11/16

10/11

6/9

69

91

33

75
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