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トラッキングデータを可視化した
サッカーの戦略分析支援システム
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概要：本研究ではサッカーの戦略分析会議に注目する．近年試合中のサッカー選手のフィールド上の位置
のログであるトラッキングデータが利用可能となってきており，プロのサッカーチームなどで戦略分析の
際のデータとして用いられている．またサッカーの戦略分析会議は，複数人が一連のプレイの流れの中で
空間情報を認識し，互いに意見を述べ合いながら議論が進む．空間情報を認識するためには俯瞰視点と個
別視点という 2 つの視点を同時に利用することが有効であるため，それを利用した研究が進んでいる．し
かし複数視点を提示するシステムでは，静止場面を再現することしかできていない．そこで本研究では，
仮想空間内のオブジェクトが時間軸情報と同期して動く複数視点環境を提案する．これによって，ユーザ
により現実に近い試合のイメージを持たせ，有用な戦略分析を支援する．評価実験により，従来の戦略分
析方式に比べて，提案システムがユーザが一連の流れからプレイを正しく認識できることが確認された．
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Abstract: This paper presents the design, implementation, and evaluation of a soccer tactics analysis system. In the tactics analysis meeting of soccer, shared understanding of spatial situation among participants
is critically important. Previous study used both the overhead view and the individual view of the field at
the same time to better support this shared understanding. Meanwhile, professional soccer players’ log on
the field has become available and has been used in tactics analysis recently. Thus unlike the conventional
systems that only display static images of the players, the proposed system shows the player moving in a
manner similar to a game in virtual space that reproduces the pitch, so user is able to have realistic image
of game. Conducted experiments confirmed user could better recognize spatial situation by the proposed
system.
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1. はじめに
サッカーの世界では，複数人が集まり，各選手の動的な
動きをシミュレーションすることで戦略の有効性を議論
する．現在サッカーの戦略分析のデジタル化が進んでい
る [1], [2]．特に選手やボールのトラッキングの研究が進ん
でおり，実際の試合における選手・ボールの移動やパスの
成功率など多様なデータを，画像分析の技術を用いてデー
タ化し分析するというシステム・ソフトウェアが世界各国
の代表チームやヨーロッパのクラブチームなどで実用に供
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されている [3], [4], [5]．現場では，試合中・試合後など様々
なシーンにおいて，これらのデータを基に，次回以降の試
合に向けた戦略を立てる．しかしこれらのシステムはパソ
コンやタブレットなど，個人用のデバイスで操作を行うた

略分析ソフトウェアなどを用いて議論が行われている [1]．

3. 関連研究
3.1 サッカーのデータトラッキング手法

め，複数人で戦略分析を行うことには適しておらず，複数

実際のサッカーの試合からデータを取得する技術とし

人で作業できる環境が必要だと考えられる．またこれらの

て，次の研究が報告されている．たとえばフィールド内の

システムは，1 カ所からの視点（主にフィールドを上から

選手の位置を記録する方法としては，選手に GPS をつけ

見下ろす俯瞰視点）しか提供していないため，試合中の選

て移動を計測する方法 [10] があげられる．それ以外にも，

手のイメージを持ちにくい．戦略分析では選手視点から状

Spidercam [11] と呼ばれるスタジアムの最上段から張れた

況を確認することが重要であることが確認されている [6]．

ワイヤによって移動できるカメラを用いて試合を俯瞰的に

しかし選手視点を同時に見ることのできるシステムでは動

撮影し，その映像を基に画像処理によって選手の移動距離

的な場面を再現していない．そこで本研究では，仮想空間

を算出する方法などが存在する．これらの技術によって得

内のオブジェクトがトラッキングデータと連動して動く複

られたトラッキングデータは，試合中のすべての時間での

数視点を表示するシステムを提案する．本システムは，動

選手やボールの位置を示すことができるため，試合を振り

的な仮想空間を複数視点で提示し，ユーザに正しく選手・

返るのに有効である．またこれらの技術によって得られた

ボールの動きを認識させ，動的なシミュレーションができ

トラッキングデータを基に，様々なアルゴリズムをあては

る環境を提供することで，有用なサッカーの戦略分析を支

めることで，“だれがどこにパスを出したか”，“この時間

援する．提案システムの有用性を評価するために評価実験

はだれがドリブルしていたか” といった細かい情報を自動

を行い，動的な空間情報提示によってユーザが正確にプレ

的に取得することができる [12], [13], [14]．

イを認識できることを確認した．
本稿の構成は本章以降，2 章ではサッカーの戦略策定に

3.2 サッカーの戦略分析ソフト

ついて説明し，3 章ではサッカーの戦略策定支援と空間情

現在，サッカーの戦略分析ソフトが多く市販されてい

報の提示手法についての関連研究を紹介する，4 章では

る．ニュートン・ジャパン社が販売している Tactics View

複数視点を利用したサッカーの戦略支援システムの提案，

は，タブレット端末で再生した試合の動画にタッチ操作で

5 章で提案システムの実装，6 章で評価実験を述べ，最後

矢印などを書き込み，サッカーの戦略ボードのように使え

に 7 章で結論を述べて結びとする．

2. サッカーの戦略分析作業
会議とは情報伝達，創造，調整，決定を行うための重要

るソフトウェアである [15]．e-spor 社が販売しているソフ
トウェアは，実際の試合の映像から，パストラフィックな
どのデータを可視化し，また試合における時間進行に合わ
せて選手・ボールの移動の軌跡を再生するなどの機能を備

なプロセスであり [7]，複数人で行う協調作業である．協

えている [16]．また Prozone 社の PROZONE3 はスタジア

調作業においては，情報・作業・意識の共有が不可欠であ

ム内に設置された 8〜12 台のカメラで撮影した映像を基に

る [8] といわれ，本研究で注目するサッカーの戦略会議の

ソフトウェア内で分析し，2D アニメーションや試合中の

環境においてもまず複数人が同時に情報を共有し作業する

プレイヤごとの細かいデータなどを提示し，戦略分析に活

ことができる環境が必要となる．そのため実際のサッカー

用している．しかしこれらのソフトウェアは，操作デバイ

の戦略会議ではこれまで，戦略ボードと呼ばれるフィール

スがパソコンやタブレットなど個人向けであるため，複数

ドのミニチュアとなるホワイトボードのようなものを用い

人の作業には適さない．またシステム内の選手オブジェク

て，駒を動かしたり，矢印を描いたりすることで，選手な

トが時間と同期して，試合と同様に動くが，ビデオ映像と

どの動きをシミュレーションし，戦略の議論・共有が行わ

同じようにある 1 カ所からの視点の情報しかユーザに提供

れてきており，現在も幅広くこの方法が用いられている．

することができないため，実際の試合のイメージを持ちに

サッカーでは “状況に応じて味方から見てパスを出しや

くい．またオブジェクトを直接操作することができないの

すい動きをすること” や，“フィールドを俯瞰的にとらえて

で，駒などを実際に動かしてシミュレーションを図示する

選手配置のバランスを考えること” などを考えることが重

戦略ボードのように，会議者の意図するシミュレーション

要である [1], [9]．そのため戦略会議においても，ある時間

を視覚化しながら議論を行うことができない．

における個人の動きとチーム全体の選手配置の双方を議論
しなければならない [6]．このとき，たとえば “パスを出し

3.3 戦略分析を支援する 2 つの視点用

やすい動き” というのは，静止している場面だけでは分から

2 章で述べたようにサッカーの戦略分析作業では空間情

ず，実際のプレイの中での一連の動きを把握する必要があ

報を把握することが重要である．人は空間認識をする際

る．そのため実際の会議の際には，試合のビデオ映像や戦

に，性質の異なる 2 種類の視点を利用する．そのうち 1 つ

c 2014 Information Processing Society of Japan


9

情報処理学会論文誌

デジタルコンテンツ

Vol.2 No.1 8–15 (Feb. 2014)

は，空間を俯瞰的に見る視点である．もう 1 つは，空間内

動きを反映させる．また自動で動く選手オブジェクトに対

に存在する人や物などのオブジェクトからの視点である．

して操作を行えるようにする．本提案ではプレイの一連の

この 2 つの視点を同時に利用することで空間情報の認識を

流れを，複数視点で提供しユーザがより現実に近い試合の

促進できるため [17]，サッカーの戦略分析にも適用できる

イメージを持つことができるように支援する．またユーザ

と考えられる．このような考えから，テーブルトップ型の

が戦略を分析した結果，実際にプレイする際の最善手を導

ディスプレイにはサッカーのフィールドを上から見た俯瞰

き出せるようにする．

視点，壁型のディスプレイにはフィールド内の選手からの
視点である個別視点を提示し，両視点からの情報を連動さ
せることで，サッカーの習熟度を問わず，ユーザの空間認

5. 実装
5.1 システム構成

識を促進するという研究がある [5]．この研究はユーザの

本システムでは，テーブル型のタッチパネルと壁面型の

空間認識を促進しており，仮想空間内の選手オブジェクト

ディスプレイを利用しそれぞれに俯瞰視点と個別視点で

等を動かすことはできるが，それらが自動で動くことはな

とらえた空間情報を提示することで，複数人の作業者が直

い．つまり 2 章で述べたような実際の試合のビデオ映像を

感的に空間情報の認識や操作を行うことができる．テー

用いて戦略を分析するというタスクには適しておらず，動

ブル型タッチパネルには複数人の接触を同時に認識可能

きを持った仮想空間を複数視点で提示する必要があるとい

な MERL 社の Diamond Touch を利用した [19]．Diamond

える．また家庭用のテレビゲームでは，プレイを様々な視

Touch には，空間を上から俯瞰的にとらえた様子を提示す

点から見ることができる機能を持ったソフトがある [18]．

る．そして，個別視点を表示する壁面ディスプレイには，

これらは仮想空間内のオブジェクトを直接操作することは

電子黒板の一種である SMART Board を利用した [20]．提

でき，仮想空間内をオブジェクトが任意の時間で移動する

案システムはユーザに対し，個別視点の表示にはタッチパ

ことはできるが，現実にあった試合，現実に起きたプレイ

ネルで用い，オブジェクトの移動操作を可能にすることに

を議論するという用途には使用できない．

よって，個別視点目線からの戦略の議論が行える（図 1）
．

4. 提案

これらの 2 種類の視点で表示する情報をつねに同期させ
ることで，作業者は両視点を同時に利用して空間情報を確

2 章で述べたように，サッカーの戦略分析では選手やボー

認することができる．また，俯瞰視点ではタッチパネルに

ルの動的な動きをシミュレーションし，様々な条件を変更

直接触れることで，作業者はオブジェクトの移動や回転な

しながら議論していくことが重要である．3.2 節で述べて

どの操作を行うことができる．これらのデバイスを図のよ

いるような既存のソフトウェアは，サッカーのフィールド

うに配置することで，複数人で同時にオブジェクト情報の

を上から見下ろす俯瞰視点からユーザに動きをシミュレー

認識・操作を行うことが可能な作業環境を構築した．

ションさせる．しかしこれらのソフトウェアは，操作端末
がパソコンやタブレットであるため，複数人での作業に適

5.2 実装機能

しておらず，ユーザに提示する視点が 1 つであるため，選

DiamondTouch 上に表示されている俯瞰視点は，Java を

手目線のイメージを持たせにくいこと，表示画面内のオブ

利用して作成したイメージで表示しており，SMART Board

ジェクトを直接操作することができないため，ユーザの意

上に表示している個別視点は Java3D を利用した仮想空間

図するシミュレーションをすべて再現することができない

で表現した（図 2）．これらの別環境で用意された空間や

という課題がある．また 3.3 節で述べたように，戦略分析
作業において，選手個別の視点から状況を確認できること
も重要であると確認されている．だがその研究では動きの
ある仮想空間を再現できていない．そのため，より正確に
戦略分析を行うために，時間軸情報に対応した動きを複数
視点環境で再現し，シミュレーションできる環境が必要と
なる．そこで本研究では，トラッキングデータを可視化し
たサッカーの戦略分析支援システムを提案する．2 章で述
べたように，サッカーの戦略分析で用いられる空間情報と
は，ある時間に誰がどこにいたかということである．この
ことから，テーブルトップインタフェース上に選手のいる
仮想空間の俯瞰視点，壁型のディスプレイに選手オブジェ
クトの個別視点を表示し，試合における選手のトラッキン
グデータを用いて時間軸情報に沿って現実の試合と同様の
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図 1

システム概要

Fig. 1 System overview.
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画面構成（左：俯瞰視点，右：個別視点）

Fig. 2 Screen display (Left: Overhead view, right: First-person
view).

オブジェクトの情報は，選手・ボールのトラッキングデー
タをデータベースとして呼び出している．どちらかの視点
内でオブジェクトの操作が行われた際は，位置情報がト
ラッキングデータに上書きされ，もう一方の視点イメージ
に反映される．そのため各視点で情報認識時にギャップを

図 3 視界イメージの選手の変更操作

感じずに直感的に空間情報を把握して作業を進めることが

Fig. 3 First-person view’s setting (Above: Overhead view, Be-

できる．

low: First-person view).

5.2.1 再現した仮想空間について
フィールドの大きさや選手のサイズは現実世界での大き
さと比例させ，図 2 のように構成した．具体的には，フィー
ルドの大きさは国際大会の基準範囲である 105 m × 68 m
を，そして選手の身長は日本人男子 20〜24 歳の平均身長
とされる 171 cm をそれぞれ同比率でスケールダウンして
仮想空間内に配置した [21]．また個別視点の視野角は，映
像により運動感覚を誘発する際にその感覚が飽和するとさ
れている 110 度に設定した [22]．

5.2.2 俯瞰・個別視点内からのオブジェクト操作
本システムで再現している仮想空間内の選手・ボールオ
ブジェクトの操作は，俯瞰視点側からはテーブル型タッチ
パネル画面内のオブジェクトの指によるドラッグによって
行う．個別視点からは SMART Board に付属するペンによ
る，ドラッグによって行う．個別視点に表示される選手の
視界イメージは，俯瞰視点から視界イメージを表示したい
選手オブジェクトにダブルタッチすることで，ユーザが任
意に変更可能である．個別視点に表示する視界イメージは
選手 2 人分までで，チームを問わずすべての選手を選択可
能である．たとえばユーザ 1 が俯瞰視点上の赤の 4 番の選
手にダブルタッチすると，俯瞰視点は図 3 上のように扇形
が表示され，それにともない個別視点では，赤の 4 番の選
手の位置，扇形の角度を読み込み，図 3 下のように視界イ
メージを表示する．扇形の色と個別視点の背景色，扇形の
中心角は選手の視野角とそれぞれ対応させており，俯瞰視
点から扇形をドラッグすることで視界イメージを操作する
ことができる．前述のとおり，空間やオブジェクトの情報
はつねに同期しており，一方の視点から操作が行われた際
は両視点内で適した位置にオブジェクトが自動的に移動す
るため，各視点どうしで情報認識時にギャップを感じずに
直感的に空間情報を把握して作業を進めることができる．
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図 4

俯瞰視点の時間遷移

Fig. 4 Time transition on the overhead view.

5.2.3 トラッキングデータの可視化
本システムでは，選手・ボールのトラッキングデータを，

2 つの視点で再生することができる．これはトラッキング
データから各選手・ボールオブジェクトの座標データを読
み込み，時間情報と対応させて仮想空間内に表示すること
で実現した．仮想空間内の各オブジェクトの再生・停止な
どの操作は俯瞰視点下部に設置された再生ボタンやタイ
ムラインへのアクションによって行う．本システムでは，
試合の映像をコマ送りにして，手動で位置をプロットした
ものをトラッキングデータとして用いている．この操作に
よって図 4 のように実際の試合と同様に，選手オブジェク
トが移動する．これにより，試合などのイメージをよりリ
アルに近づけることができる．またこのとき，タイムライ
ン上のポインタや再生・停止の操作によって，会議者の任
意の場面を選択することができるようにすることで，会議
者が論点をステップバックしたり，別の論点へと切り替え
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表 1

比較環境の特徴

Table 1 The conditions of experiment environment.
提案方式

従来方式 (1)

従来方式 (2)

複数視点

○

×

○

動きの有無

○

○

×

てもらった．シナリオは，サッカー経験者 4 人との事前協
議によって一般化した次の 4 つの失点パターンのどれかを
満たすものを採用した．

• 失点のパターン
( 1 ) 攻撃側・守備側同数時の攻撃側の崩しからの失点
( 2 ) 攻撃側の個人の力による突破からの失点
図 5

動きのシミュレーションの例

Fig. 5 An example of the simulation.

( 3 ) 守備側が数的有利な状況下の攻撃側のカウンター
攻撃からの失点

( 4 ) 守備側の選手のミス（怠慢）による失点
たりすることが容易になる．

5.2.4 動的な動きのシミュレーション
再生中に俯瞰・個別視点で選手やボールのオブジェクト
をドラッグすると，選手の動きをユーザの操作に対応して
上書きできる．たとえば図 5 左のように，黒の実線のとお
りに動いていたオブジェクトに，黄色の破線のように入力
するとトラッキングデータが更新され，以後図右のように

事前協議を行ったサッカー経験者は，それぞれ異なるポ
ジションの経験があり，様々な視点から判断をしているの
で，失点の 4 パターンおよびシナリオの妥当性は十分であ
ると考える．
また被験者には，シナリオについて以下の 5 項目につい
て回答してもらった．

• 戦略の誤りについて

黄色の実線の矢印のとおりに動くようになる．この機能に

( 1 ) どの場面が誤っていたか（時間で解答）．

よって，ユーザが考えた選手の移動や配置をアニメーショ

( 2 ) 誰が誤っていたか（背番号で解答）．

ンとして共有画面に再現できるため，動的なシミュレー

( 3 ) どういった内容の誤りか（4 つの候補から選択し

ションが可能となり効果的な戦略分析を支援できる．また
俯瞰視点の下部に設置したリセットボタンをタッチするこ

て解答）．

• 改善策について（自由記述）

とで，初期のトラッキングデータに戻すことができるので，

( 1 ) 誰が，

何度でもアニメーションの更新を行うことができる．この

( 2 ) どうしていればよかったか（( 1 )，( 2 ) 合わせて

ようにユーザに俯瞰・個別視点で再現されている動的な仮

自由記述）
．

想空間とのインタラクションを提供することで，ユーザは
動的な場面でも戦略ボードを使うように意図を示しながら
会議を行うことができ，動的な場面の戦略分析を効率良く
行えるようになると考えられる．

6. 評価実験
提案システムが，複数視点から一連の流れを提示し動的
なシチュエーションを協議できる環境をユーザに提供する
ことで，ユーザに対して実際のサッカーの試合のプレイを
イメージさせて，有効な戦略を導き出せるかどうかの検証
を行った．

6.2 比較環境
「複数視点であること」，
「動きに再現すること」という

2 点の特徴を評価するため，次の 3 つの環境で比較実験を
行った．

• 比較環境
( 1 ) 提案方式：試合のビデオ映像と提案システムを用
いて分析した場合

( 2 ) 従来方式 (1)：試合のビデオ映像のみで分析した
場合

( 3 ) 従来方式 (2)：複数視点環境 [6] で分析した場合
3 つの比較環境の特徴をまとめると表 1 のようになる．

6.1 実験内容
本実験では，実際の試合で起きた失点の場面（以降シナ

本評価実験では，提案システムを使うことによる効果を
検証するために，提案システムと従来方式 (1) を比較した．

リオ）を分析の対象とし，本システムを用いて 2 人組の被

また戦略ボードシステムにおいて動きを再現することの

験者に戦略分析を行ってもらい，議論した結果を示しても

効果を検証するために，提案システムと先に提案されてい

らった．具体的には，15〜20 秒ほどのシナリオを見て，複

る，同じ複数視点を提供するが，動きの再現がないシステ

数人で議論してもらい，戦略の誤りおよび改善策を回答し

ム（従来方式 (2)）を比較した．また従来方式 (1) につい
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て，パソコンからの試合のビデオ映像という環境で行った
のは，この環境が比較環境に求める「複数視点ではなく動
きのあるシステム」という要素を十分満たしていると考え
たからであり，3.2 節においてあげたような戦略分析ソフ
トでないものの，従来方式 (1) としては十分妥当なものと
判断した．

6.3 実験 1：提案システムの効果の評価
提案方式と従来方式 (1) で比較実験を行った．被験者は
中高のクラブ活動などでサッカーのプレイ経験のある大
学・大学院生 24 人であり，2 人 1 組の合計 12 組に作業を
行ってもらった．まず，今回の実験題材とするシナリオを

4 つ準備し，また，システムの機能をまとめたプリント，議
論をするためのメモ用紙，解答用紙を用意し配布資料とし
て準備した．この資料を被験者に配布し，今回の実験内容

図 6

提案方式と従来方式 (1) の正答率（n = 12）

Fig. 6 Accuracy rate compared with conventional method 1
(n = 12).
表 2

アンケート結果（n = 24）

Table 2 Questionaire results (n = 24).

について説明を行った．このとき，“何が原因で点を取ら
質問

平均

実際の試合をイメージできたか

3.46

提案システムは戦略分析に役立つか

4.67

提案システムを 5 分間操作してもらうことで，操作に慣れ

操作は直感的か

4.67

てもらった．そしてオフサイドをはじめとするサッカーの

選手の移動操作は簡単か

3.96

ルールについて誤った認識がないか確認した．以上の説明

選手の視点操作は簡単か

3.46

れてしまったのか” ということを考えるようにと被験者に
は伝えた．次に提案システムに関して説明を行い，実際に

を終えたあと，被験者の 2 人組には合計 4 つのシナリオの
ビデオ映像を見てもらい，各環境でそれぞれのシナリオの

るような映像よりも真上から見た画（俯瞰視点）で選手・

戦略を分析してもらった．環境による差をなくすため，全

ボールオブジェクトの動きが再現されているほうがプレイ

12 グループのうち，半数は 1，2 つ目のシナリオ分析を提

のイメージが湧きやすい」
，
「大きいテーブルで囲んだほう

案手法，3，4 つ目のシナリオ分析を従来手法 (1) で行い，

が話をしやすい」というコメントがあったことなどからも，

残る半数は 1，2 つ目のシナリオ分析を提案手法，3，4 つ

提案システムがユーザのプレイの認識を支援し，複数人で

目のシナリオ分析を従来手法 (1) で行ってもらった．被験

作業を行うことに適しているといえる．

者には，シナリオごとに解答用紙に分析結果を記入しても
らった．1 つのシナリオごとに最大 10 分間という制限時間
を設けた．全 4 回の分析を行ったあと，被験者 1 人ずつを

6.4 実験 2：動きの再現の戦略分析への効果の評価
提案方式と従来方式 (2) で比較実験を行った．被験者は

対象に，システムに関するアンケートに答えてもらった．

サッカーのプレイ経験のある大学・大学院生 16 人（2 人 1

アンケート結果は 5 段階評価で，5 が “良い”，1 が “悪い”

組の合計 8 組）であり， すべて実験 1 を経験した人を対

とした．

象とした．まず，実験 1 とは異なるシナリオを 4 つ準備し

6.3.1 実験結果

た．次にシステムの機能をまとめたプリント，解答用紙を

シナリオ別，および全シナリオ平均の戦略分析結果の正
答率を図 6，アンケートの結果を表 2 にそれぞれ示す．
ま た 正 答 率 に つ い て ， χ2 乗 検 定 を 行 っ た と こ ろ ，

用意し配布資料として準備した．この資料を被験者に配布
し，実験 1 と同様の説明を行った．このとき，“何が原因
で点を取られてしまったのか” ということを考えるように

χ2 = 3.95 > 3.84（自由度 1，有意水準 5%）となり，有意

と被験者には伝えた．以上の説明を終えたあと，被験者の

差を得た．

2 人組には合計 4 つのシナリオのビデオ映像を見てもらい，

6.3.2 考察

各環境でそれぞれのシナリオの戦略を分析してもらった．

図を見ると，従来方式 (1) と定めた「試合の映像のみを

環境による差をなくすため，全 8 グループのうち，半数は

用いて分析した場合」に比べ，すべてのシナリオにおいて，

1，2 つ目のシナリオ分析を提案手法，3，4 つ目のシナリ

提案システムを利用したほうの正答率が高いということが

オ分析を従来手法 (2) で行い，残る半数は 1，2 つ目のシナ

分かる．このことから提案システムを用いることで，ユー

リオ分析を提案手法，3，4 つ目のシナリオ分析を従来手法

ザが複数視点から空間情報を把握し，どのようなシチュ

(2) で行ってもらった．被験者には，シナリオごとに解答

エーションであっても正しく戦略の誤りを見つけて修正で

用紙に分析結果を記入してもらった．1 つのシナリオごと

きるといえる．また被験者から，
「テレビ中継で放映され

に最大 10 分間という制限時間を設けた．
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タル化が進んでいる．特に選手やボールのトラッキングの
研究はめざましく，世界のナショナルチームやヨーロッパ
のクラブチームではすでに一部実用に供されている．実際
のサッカーの戦略分析作業はトラッキングデータや実際の
試合のビデオ映像を基に様々な戦略分析システムを用いて
行われている．しかしこれらのシステムは，パソコンやタ
ブレットなどの端末から操作を行うため，複数人での作業
には適さない．また 1 カ所からの視点（主にフィールドを
上から見下ろす俯瞰視点）しか提供していないため，試合
のイメージを持ちにくいということ，ソフトウェア内の選
図 7 提案方式と従来方式 (2) の正答率（n = 8）

Fig. 7 Accuracy rate compared with conventional method 2
(n = 8).

手・ボールオブジェクトを操作できないため，戦略ボード
で実際に駒を動かすときのように，シミュレーションを可
視化することには適していない．また戦略分析では選手視
点から状況を確認することが重要であることが確認され

6.4.1 実験結果

ているが，選手視点を同時に見ることのできるシステムで

シナリオ別，および全シナリオ平均の戦略分析結果の正
答率を図 7 に示す．

は動的な場面を再現していない．以上のことから，シミュ
レーションを可視化できる動的な複数視点の会議環境が必

実験 1 同様，正答率について，χ 乗検定を行ったとこ

要であるといえる．そこで本研究では，仮想空間内のオブ

ろ，χ = 2.58 < 3.84（自由度 1，有意水準 5%）となり，

ジェクトがトラッキングデータと連動して動く複数視点会

有意差は得られなかった．

議環境を作成した．本システムは，動的な仮想空間を複数

6.4.2 考察

視点で提示し，ユーザに正しく選手・ボールの動きを認識

2

2

図を見ると従来方式 (2) と比べ，有意差を得ることはで

させ，動的なシミュレーションができる環境を提供するこ

きなかったものの，すべてのシナリオにおいて，提案シス

とで，有用なサッカーの戦略分析を支援する．そして評価

テムを利用したほうの正答率が高いということが分かる．

実験として，実際に本提案システムを用いてサッカーの戦

このことから提案システムが動きのある仮想空間を提示す

略分析を行った．評価実験を通して，提案システムを用い

ることによって，ユーザに一連のプレイを把握させ，どの

た場合，ユーザが正しく戦略の誤りを発見・修正すること

ような状況も正しく戦略の誤りを見つけて修正させるとい

を確認した．この結果から提案システムが，ユーザに実際

える．

のプレイのイメージを持たせ，効果的な戦略を導き出すこ
とを支援したといえる．以上の結果より，提案システムが

6.5 課題・展望
表 2 のアンケート結果では，
「実際の試合をイメージで
きたか」
，
「選手の視点操作は簡単か」という 2 項目が他に

サッカーの戦略分析に有効であると実証できた．
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