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１．はじめに
我が国では，2015 年にスポーツ庁が設立され，
東京オリンピックに向けた競技力を高めるため
のスポーツ情報処理の施策が推進されてきた．
これまでは，監督・コーチの経験に基づく定性
な判断による指導が主であったが，今後はデー
タに基づく定量的な指南が求められつつある．
例 え ば ，映 像 デー タ から チ ー ムの フ ォー メー
ションや選手の位置関係を俯瞰画像上に可視化
して，戦術分析に活かす研究[1]が行われている．
しかし，戦術分析に関する研究では，選手位置
に主眼を置いたものが大半で，選手位置と密接
な関係があるボールの位置情報を可視化するま
では至っていない．ボールの移動速度と方向の
変化からボールとその保持者の抽出を行ってい
る研究[2]も見受けられるが，映像の連続性を加
味した選手とボールの追跡を行っていないため，
ボールの保持判定の正確さに課題がある．そこ
で，本研究では，学習データから RGB 値の特徴
量を自動的に抽出して，その情報を時系列デー
タを考慮する RNN（Recurrent Neural Network）に
適応してボール保持者の推定を試みる．これに
より，ボール支配率やパスの成否，選手とボー
ルの位置関係などの高度な分析支援を目指す．
２．研究の概要
本提案手法の概要を図 1 に示す．本システムは
学習データ生成機能とボール保持者推定機能で
構成される．入力データはサッカーの試合映像
とし，出力は保持者の推定結果とする．
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図 1 研究概要の処理フロー
２．１ 学習データ生成機能
本機能では，試合映像を入力としてボール保
持者を推定するためのモデルを構築する．選手
とボールの位置取得処理では，100 シーンのプ
レー映像から，選手とボールの位置情報を手動
により取得する．学習画像生成処理では，取得
した選手とボールの位置情報を基に，各フレー
ム画像を俯瞰画像に変換し，ボールを中心とし
て縦横 300pixel で切り出した画像を学習データと
して生成する．学習データは画像上の選手の数
だけ作成し，CNN（Convolutional Neural Network）
により特徴量を抽出する．保持者学習処理では，
RNN を用いて生成した学習データ（特徴量）を
学習し，ボール保持者推定モデルを構築する．
２．２ ボール保持者推定機能
本機能では，構築したボール保持者推定モデル
を参照し，サッカーの試合映像からボール保持
者を推定する．選手とボールの位置取得処理で
は，YOLOv3[3]を用いて，選手とボールの位置情
報を自動で取得する．推定画像生成処理では，
学習画像生成処理と同様にボールを切り出した
画像を生成する．また，各画像が保持者である
かの判定は目視で確認する．保持者推定処理で
は，構築したボール保持者推定モデルを参照し，
各プレー映像の選手がボール保持者であるかの
確率を算出し，その数値が最も高い選手をボー
ル保持者とする．
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３．検証実験
３．１ 実験内容
本実験では，RNN より生成したボール保持者
推定モデルと推定用の試合映像を用いて，誰が
ボール保持者であるかの推定結果を出力する．
その結果と試合映像を確認することで，本提案
手法の有効性を検証する．推定用の試合映像は，
映像中の選手が 2 人のシーンを 3 つ，選手が 3 人
のシーンを 2 つ用意する．なお，各シーンは 40
フレームの映像とする．
３．２ 結果と考察
実験結果を表 1 に示す． 推定用プレー映像に対
して保持者推定処理を行った結果，5 シーン中 3
シーンが正しい推測結果となった．失敗例と成
功例の推定画像を図 2 と 3 に示す．各図は，時刻
t の切り出し画像であり，白点をボール，緑点を
推定対象選手，赤点を他の選手とする．失敗例
の図 2 では，目視によるボール保持者は選手 C で
あったが，推定の結果は選手 B と誤判定した．こ
れは，時刻 t=1 で確認できた選手 C が時刻 t=10 で
は確認できなくなったことで，映像中に連続的
に確認することができた選手 B の推定の結果が選
手 C の推定の結果を微小に上回ったことが原因で
ある．また，成功例の図 3 では，目視によるボー
ル保持者は選手 C であり，ボール付近に選手 C が
一定フレーム出現しているため，選手 C が選手 B
より 0.084 上回ったことで正しい判定になった．
以上の結果から，位置情報取得手法の改善や，
学習時に選手とボールの距離や移動ベクトルな
どの画像内の特徴量を増加することで精度が向
上すると考える．
４．おわりに
本研究では，RNN を用いて動画像からボール
保持者の推定を行った．そして，検証実験によ
り，本提案手法のボール保持者の推定は改善の
余地があることがわかった．今後は，RNN によ
るボール保持者推定のアルゴリズムを改善し，
より高精度にボール保持者推定を目指す．
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表 1 実験結果
シーン
番号

1

2
3
4

5

推定対象選手

保持者の
推定結果

選手 A

0.315

選手 B

0.987

選手 C

0.983

選手 A
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選手 B

0.763

選手 A
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選手 B

0.857

選手 A
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選手 B
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選手 A
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選手 B

0.745

選手 C

0.829
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図 2 失敗例（シーン 1）
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