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卓球タスクにおける打球予測：スイング動作からの関連情報抽出
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Abstract: Accurate prediction of ball trajectory is one of the most important factors for a ping-pong communication robot system with human. In this paper, we explore a novel approach for the ball-trajectory prediction
task by focusing on whole-body swing movements. In addition to partial information of the ball state observed
through cameras, we utilize eﬀective information extracted from whole-body swing movements through motion
capture system by Canonical Correlation Analysis (CCA) in ball-trajectory prediction with Gaussian Process
Regression (GPR). It is demonstrated that our approach results in higher prediction accuracy compared with
the naive prediction case without any additional information to ball position and the case with the information
extracted by Principal Component Analysis (PCA).
はじめに

1

ていない．打球の正確な軌道を予測するためには，打

我々は、ヒトの多様な動作や行動にロボットが適応

球位置，速度に加え，回転運動なども計測できること

的に振る舞う機能の実現に向け，卓球タスクを題材と

が望ましいが，現状においてそれらを正確に計測する

した研究開発用プラットフォーム「卓球コミュニケー

ことは困難である．一方，打球に運動を生み出すプレ

ションロボットシステム」を開発している（Fig.1）．

イヤーの全身動作は近年のモーションキャプチャーシ

卓球タスクでは，球や卓球台などの環境モデルは不変

ステムなどを利用して計測可能である．また，熟練者

であるが，ヒトの個性の多様性や，状況に応じて切り

のフォアハンドでのスイング動作では，インパクト前

替わる戦略モデルなどに対してロボットが適応的に振

に，いわゆる力をためる動作を全身で行うと考えられ

る舞う機能が求められる．このような機能の実現こそ

ている [7]．そこで本研究では，複雑な打球の軌道を

が，ヒトとロボットが共生する社会には必要不可欠で

予測するために，打球の重心位置に加えてプレイヤー

あると考えられる [1]．従来より，卓球ロボットの開発

（Fig.1 左側）のスイング動作の情報を利用することを

は知能ロボットの研究 [2, 3] として進められてきたが，

考える．

ヒトとのコミュニケーションを目的として開発された
ものは少ない．

•Multi camera
•Multi-camera

本論文では，卓球タスクにおける打球予測について
考える．力学的なモデルに基づけば，スピンの絡む複
雑な飛行ダイナミクスに加えて卓球台と球の反発特性
を扱わなければならない [4]．Andersson は，力学的な

Ping-pong
Ping
pong communication

モデルに基づく球の状態予測を行ったが，スピンにつ
いては，一般式を示すに止まっており，実験的検証も
行っていない [5]．モデル化しにくい要素を多く含むこ

•Gyroscopic
p
motion capture
system

のような問題には，力学的なモデルを用いるよりも，
ある瞬間における球の位置を入出力データとして蓄積
し，入出力間のマップを学習的に獲得することによっ

•Dual-arm robot
g
with three-finger
hands

Fig. 1: Ping-pong communication robot system

て球の予測を行う方が容易であり，宮崎らによって一
スイング動作に着目した打球予測

定の有効性が示されている [6]．しかしながら，スピン

2

の種類がバックスピンとトップスピンの 2 種類に限定

2.1

されており，その他のスピンについては検証がなされ

手法の概要

プレイヤーのスイング動作には，打球にかかるスピ
ンや速度などを決定づける情報が含まれているが，あ
らゆるスイング動作に共通する情報も多分に含まれて
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いると考えられる．そのため，計測された情報をそのま

ま用いたり，プレイヤーのスイング動作に対して PCA
（Principal Componet Analysis）などにより特徴抽出
を行っても，打球予測に有効な情報が得られるとは限
らない．そこで本研究では，打球位置の変化との相関
に着目し，CCA（Canonical Correlation Analysis）を
用いて，打球位置の変化と相関するスイング動作の特
徴量を抽出することを考える．

Fig.2 に，提案手法の概要を示す．従来は，打球の情
報を入力し，入出力マップを通して打球位置を予測し
ている [4, 6]．一方，提案手法では，打球の情報に加え

のように表される．
[
]
( [
y
K(X, X) + σn2 I
∼ N 0,
f¯∗ (x∗ )
k(x∗ , X)

k(X, x∗ )

])

k(x∗ , x∗ )
(2)
¯
条件付き確率分布から予測された平均値 f∗ (x∗ ) と，そ
れに対応する分散 V (x∗ ) は，次のように表される．

f¯∗ (x∗ ) = k(X, x∗ )T (K + σn2 I)−1 y = k(X, x∗ )α,
V∗ (x∗ ) = k(x∗ , x∗ ) − k(X, x∗ )T (K + σn2 I)−1 k(X, x∗ )
(3)

プレイヤーのスイング動作から抽出される特徴量を入

ここで，α はいわゆる予測ベクトルである．GP のハ

力し，入出力マップを通して打球位置を予測する．た

イパーパラメーターは θ = [σn2 , σf2 , W] であり，それ

だし，全身運動を表すプレイヤーのスイング動作は多

らの特有のデータセットに対する最適値は，ニュート

次元であり多くのノイズを含むと考えられるため，本

ン法など一般的な最適化手法を使って対数尤度を最大

論文では，予め PCA によって低次元化されたスイン

化することで導くことができる [8]．この回帰手法を

グ動作に対して CCA を適用する．なお，入出力マッ

用いて，入出力マップを得る．

プの作成には GP（Gaussian Process）による回帰を

2.3

用い [8]，スイング動作における関連情報としての特
徴量抽出には CCA を用いる [9]．

Canonical Correlation Analysis による特
徴抽出

CCA は，2 つの多変量の線形写像を考え，その間の
相関係数を最大化する空間を求める手法である．つま

Visual information
position
of ball p

Swing movement
Ტwith PCAᲣ

り，x,y（平均はともに 0）の 1 次元への線形写像をそ

Feature extraction
with CCA

関係数

れぞれ u = xT a, v = yT b としたとき，次式に示す相

E[uv]
ρ= √
E[u2 ]E[v 2 ]

Learned map of
input/output with GP

(4)

を最大化するような a, b を得ることが CCA の目的で
Ball trajectory
prediction

Fig. 2: Proposed method.

ある．これにより，x のうち y に関わる情報を u = xT a
により抽出することができる．a と b は一般化固有値
問題の最大固有値に対する固有ベクトルとして得られ
る [9]．

2.2

Gaussian Process による回帰

n 組の学習データ {xi , yi }ni=1 に存在する，入力ベク
トル xi を目的の数値 yi に変換する潜在的な関数 fi (xi )
があると仮定する．yi = fi (xi )+ϵi であり，ϵi は，平均
が 0，分散が σn2 で与えられるガウスノイズである．こ
こで観測される目標値は y ∼ N (0, K(X, X) + σn2 I) と
表現される．X = (x1 , x2 , · · · , xn ) であり，K(X, X)
は共分散行列であり，K の p, q 要素は，ガウスカーネ
ルを用いて次のように表される．
)
(
1
k(xp , xq ) = σs2 exp − (xp − xq )T W(xp − xq )
2
(1)

σs2 は信号の分散であり，W はガウスカーネルの幅を表
している．新しい入力ベクトル x∗ に対する予測 f¯∗ (x∗ )
を得るために，観測値の同時分布と予測関数の値は次

実験システム
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3.1

打球の計測

プレイヤーが打つ球を安定して送球するため，今回
は Fig.1 に示す双腕ロボットではなく，球出しロボッ
トを用いて球出しを行った．以降は球出しロボットを
単にロボットと表記する．球の計測はステレオビジョ
ンによる 3 次元計測により行う．ステレオビジョンを
構成する 2 台のカメラは横，縦のサイズがそれぞれ

640，480[pixel] のカラー画像を 60[FPS] で同期撮影す
る．フレーム毎に直前のフレームとの差分をとること
で打球領域を抽出し，画像内での打球の重心座標を得
る．それぞれのカメラ画像から得られた打球の重心座
標と，予めカメラキャリブレーションによって得られ
ているそれぞれのカメラパラメータ（焦点距離や卓球
台に対するカメラの位置・姿勢などの情報）によって，

3 次元座標系で表現された打球位置を得る．

3.2

スイング動作の計測

コートへ打ち返す，という試行を 470 回行った．この

プレイヤーのスイング動作の計測はジャイロ式モー

試行からランダムに選ばれた 420 回分の計測を GP の

ションキャプチャーシステムにより行った（Fig.3）．

予測パラメータ学習に用い，残りの 50 回をテストデー

全身の関節情報を 60[FPS] で計測でき，全身の 21 関

タに用いた．なお，コートを往復する球が，計測平面

節について，関節ごとに 3 自由度の回転角と，基準と

をどれか 1 つでも通過しなかった試行は除外してある．

なる空間位置 3 自由度の，合計 66 次元の関節情報と

4.1

して，プレイヤーのスイング動作を取得できる．

計測平面の選択

ある 1 平面での打球位置と姿勢情報から，打球位置
の予測に有効な情報をとり出すことは，力学的な観点
から困難であると考えられる．そこで，ある 2 平面に
おける打球位置と，プレイヤーの姿勢情報を入力とし
て，予測平面での打球位置を予測することとした．そ
の 2 つの計測平面を選択するため，計測平面 A〜E か
ら 2 平面を選ぶ（予測平面を除く）すべての組み合わ

D

せについての (y, z) 座標を用いて予測を行い，誤差を

E

Fig. 3: Gyroscopic motion capture system. (a) shows a

比較した．その結果，プレイヤーが打ち返した後の打

player wearing gyroscopic motion capture suit. (b) shows
a player’s skeleton model.

球位置が予測に有効であり，特に計測平面 D での打

3.3

計測平面と予測平面

球位置が最も有効であることがわかった．しかしなが
ら，卓球タスクを実現するためには予測をできる限り

Player

Robot

早い段階で行う方が好ましい．そのため，ロボット側
のコートに打球が入るまでの計測（計測平面 E∼C）を
利用して予測平面での打球位置を予測することを考え，

A

B

C

D

E

以降は計測平面 D，C を選んだときの予測について述
べる．

Ping-pong table

z
x
Origin

y

Fig. 4: Measuring planes.
Fig.4 のように，卓球台上での x 座標について等間
隔に 4 分割したときの，(y, z) 座標による仮想的な平面
を考え，球がそれらの平面を通過した瞬間の，各平面
における (y, z) 座標を利用する．ただし，打球位置は

1/60 秒毎のサンプル時刻において計測されるので，実
際には各平面を通過する前後のサンプル時刻の打球位
置で，その平面の x 座標に近い方の打球位置を利用す
る．仮想平面は，球がロボットから放たれた後，通過
する順に計測平面 A，計測平面 B，計測平面 C，計測
平面 D，計測平面 E とする．球が計測平面 E を通過し
た後，プレイヤーがその球をロボット側のコートに向
かって打ち返すと，その打球は計測平面を E,D,C,B,A
の順に通過する．プレイヤーが打ち返した後の打球が
通過する計測平面 A を打球の予測平面とし，各平面の
うちのある 2 平面を打球が通過した時の打球位置と，

4.2

CCA によるスイング動作からの特徴抽出

Fig.5 に，各計測平面における 66 次元の姿勢情報を
PCA により 10 次元に削減したときの，PCA または
CCA のどちらか一方でも寄与率が 0.17 を超えたもの
について示す．同図中の黒色の棒が PCA の結果であ
り，白色の棒が CCA の結果である．横軸が姿勢の次
元，縦軸が寄与率を示す．各次元と関節の対応はそれ
ぞれ，4,5 が腰，14 が左足，23,24 が右足，39 が左肩，

55，57 が右腕，66 が頭，となっている．PCA では腰
の寄与率のみが高いが，CCA では頭，右腕の順に寄
与率が高く，その他の関節にも寄与率が分散している．
これは，スイング動作では腰の動きが最も大きいが，
打球位置の変化に対応して変化するのは頭や右腕の関
節であることを示している．そして，抽出される特徴
量は，プレイヤーの頭や右腕の動きが深く関係してい
ることを示している．

4.3

予測誤差の比較

打球位置とプレイヤーのスイング動作から CCA に

スイング動作から抽出される各平面での特徴量を利用

よって抽出された特徴量を入力データとして，GP に

して，予測平面での (y, z) 座標を予測する．

よる回帰を用いて打球予測を行った時の結果を，Fig.6

4

実験結果
ロボットから放たれ，プレイヤー側のコート内でワ

ンバウンドした後の球を，プレイヤーがロボット側の

に示す．縦軸が予測誤差，横軸が PCA による次元削
減後の次元数を示す．同図中の GP （青色実線）は 2
つの計測平面での打球位置を入力として予測した結果
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Fig. 5: Results of PCA and CCA applied for swing movements. Each index of DoF (Degrees of Freedom), 4-5, 14,
23-24, 39, 55-57 and 66 are corresponding to hip, left leg,
right leg, left shoulder, right arm and head respectively.
measured in plane C and D
RMS of prediction
iction error (m)

0.145

行ったときの結果と比較し検討することが必要である．
今回は実験での試行回数が少なかったため，Fig.6 に
示すように数値の分散が大きかった．試行回数を増や
して検証することが必要である．スイング動作からの
関連情報抽出に，現在は線形のモデルを用いているが，

0.14

非線形のモデルを用いることで予測精度の改善に貢献

0.135

できるのではないかと考えている．また，プレイヤー

0.13

のスイング動作の情報を，モーションキャプチャーシ
ステムからではなく，カメラなどの非接触型のセンサ

GP
GP with CCA
GP with PCA

0.125

から得ることで，人とロボットの自然なコミュニケー

0.12

1

2

3

4

5

6

7

10 20 40 66

dimension number after PCA

Fig. 6: RMS (Root Mean Square) of prediction errors.
Dashed line shows prediction error by just GP. Solid line
shows prediction error by GP with CCA. Dotted line
shows prediction error by GP with PCA.

ションの実現を図っていきたいと考えている．
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である．同図中の GP with CCA （黒色実線，提案手

に協力をいただいた．

法）は，2 つの計測平面での打球位置に加えて，CCA
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