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サッカー映像解析のための遮蔽にロバストな複数選手追跡手法 
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Robust Football Players Tracking Method for Soccer Scene Analysis 

Non-Member,Hirokatsu Kataoka＊, Member,Yoshimitsu Aoki＊＊ 
 

For the analysis of soccer videos, positional information of players and ball is very essential. In order to obtain trajectories of the players, 
robust tracking for multiple players is highly required. In this paper, we propose a method to track multiple players in a soccer video which 
is captured by a single camera. In the case of capturing the video from a single view, there might be a lot of occluded situations of players. 
In order to overcome this problem, we propose a robust tracking method for multiple players by combining Particle Filter and Real 
AdaBoost Classifier. First, each target player is tracked by using Particle Filter. Next, an occluded situation is automatically detected by 
checking a distance between the target players. Then we resample the center of the gravities by classifier’s detection after Particle Filter 
tracking. We show the experimental results and effectiveness of our proposed method. 
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1.  はじめに 

近年，サッカーコンテンツを生成するための研究が盛ん

におこなわれている．その例として，試合中のサッカー選

手がどのような挙動をしたかを記録する戦術解析や，取得

した軌跡上に三次元モデルを動かす三次元映像再現(2)(4)(5)が

挙げられる．しかし，これらのコンテンツを実現するため

には，サッカーの試合映像から選手やボールの位置などの

情報を抽出しなければならない(1)-(6)．当初，選手の移動軌跡

は映像から人手により抽出していた．しかし，サッカー選

手の軌跡を手動で取り出すのは膨大な労力とコストがかか

る．そこで，選手やボールの自動追跡が行われ，現在まで

に様々な追跡手法が提案されている． 

初期の映像追跡では，固定カメラで撮影された映像から

テンプレートマッチングや背景差分などの単純な方法によ

り追跡が試みられてきた(6)．テンプレートマッチングはモデ

ル画像と入力画像を比較することで対象物体を探索する手

法である．探索時間や追跡精度の問題も挙げられてきたが，

これまでに探索方法の改良が繰り返され，徐々に改善され

てきた(7)(8)．背景差分においても，動的に背景を更新して常

に動く物体のみを抽出する手法(9)や，確率モデルを適用した

同物体抽出方法(10)などが提案されている．しかし，複雑な

背景状況や，複数の対象物体によるオクルージョンが生じ

たときには領域を区別するのは困難であるという問題点が

ある． 
また，多数のカメラをスタジアムの屋根上や電光掲示板

の最上部，またはグラウンドの周囲に取り付け多視点で撮

影し，複数の映像から選手追跡をおこなう手法も考案され

ている(2)(4)(5)．複数台のカメラで様々な角度から撮影できる

ため，選手同士の重なりは少なくなり，精度の良い追跡が

可能になった．しかし，スタジアムの高い位置やグラウン

ドの周囲に多数のカメラを取り付けることにより，コスト

面や撮影できるスタジアムが限られるといった問題が挙げ

られる． 
一方で，追跡手法の高度化とともに，それらをサッカー

映像の解析に適用する研究も増えている．Mean-Shift(11)や

Particle Filter(12)による追跡により追跡精度が著しく向上し

ている．これらの手法は追跡対象の特徴量モデルをベース

として，類似度の高い方へ重心を移動させていくため，背

景との区別が容易である．しかし，背景に同じような特徴

が混在している状況や，追跡対象が複数ある場合には誤追

跡が発生してしまう．この問題を解決するために複数の特

徴量を組み合わせることで追跡精度を上げている例(18)(19)も

あるが，サッカー選手追跡においては，同じユニフォーム

の選手が接近した場面では追跡が困難である． 
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以上のことから，どのような環境でも撮影可能で，オク

ルージョン発生時にも追跡可能な技術が求められている． 
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本研究では，単眼カメラで撮影した映像からグラウンド

上の選手軌跡を取得する手法を提案する．一台の単眼カメ

ラではグラウンド全体の撮影は困難であるため，カメラを

水平にスイングさせ，サッカーボールや選手群など，プレ

ーを詳細に撮影した映像を得る(Fig.1 参照)．また，オクル

ージョンも数多く発生するために，選手が密集した状況で

も追跡できるようにしなければならない． 

 

本稿では追跡に Particle Filter を適用しているが，やはり

同じユニフォームの選手が接近した場面での追跡は困難で

ある．そこで，映像中で選手同士のオクルージョンの発生

が予測される状況を検出し，Particle Filter における追跡対象

選手の Particle 群の重心を再配置することでオクルージョン

への対応を試みる．  

Fig.1 Camera motion and images 

本稿の構成を次に示す．2 章では提案手法の流れを簡単に

説明する．3 章では提案手法の詳細をグラウンド領域推定，

追跡手法と重心再配置方法に分けて述べる．4 章では実際の

試合映像において本手法を適用した結果と考察を行い，最

後に 5 章で本稿をまとめる． 
 

2.  処理の流れ 

提案手法の流れを Fig.2 に示す．まず，撮影された映像か

らフレームごとにグラウンド領域を推定する．本稿の提案

では，追跡処理の改良であるため，選手の多くがフレーム

アウトせずに追跡可能な短い映像区間を処理単位とし，先

頭フレームに映っている選手を対象として追跡を行うこと

とする．短い映像区間とは，例えばスローインからどのよ

うにボールを運んでシュートを打つか，といった場面の事

である．グラウンド領域の推定は，映像中の選手追跡を行

う上での処理領域を限定するために行う．映像中の選手軌

跡の取得には，色ヒストグラムを特徴量とした Particle Filter
を適用している．しかし，色ヒストグラムを特徴とした

Particle Filter では，違うユニフォームを着た選手は区別でき

ても，同じチームのユニフォームを着た選手のオクルージ

ョンには対応できない．そこで本稿では，Real AdaBoost に
より生成された識別器によりオクルージョンが生じた領域

内でより細かく選手を検出し，Particle 群の重心を再配置す

ることで誤追跡を避ける． 

Fig.2 Proposed method 

 

3.  追跡手法 

3.1  グラウンド領域推定 

3.2 映像中の選手軌跡取得 

選手の追跡には Particle Filter(13)を用い，オクルージョン発

生時の重心再配置には Real AdaBoost(14)により生成した識別

器により選手を検出する． 
選手追跡で適用する Particle Filter は，推定に基づく時系

列解析方法であり，尤度と運動モデルを持つパーティクル

を用いる．運動モデルと尤度の観測方法を自由に設定でき

るということ，多数のパーティクルの平均で物体の状態を

観測・推定することから，追跡対象を見失いにくいという

利点がありサッカー選手の追跡に有効である．手順を以下

に示す． 
Step.1 初期設定 
初期設定では追跡対象選手の位置を指定し，その周囲 30

×30 にパーティクルを均等に配置する．状態推定で使用す

る運動モデルの設定や，尤度計算で使用する色ヒストグラ

ムの計算もここで設定する．また，選手を追跡するための

パーティクル数は一人当たり 70 個に設定している． 

色情報を用いてグラウンド領域を抽出した後に，グラウ

ンドの上下の y 座標を取得する．まず画像の表色系を RGB
から HSV に変換する．そのうち，色相 H，彩度 S の閾値処

理，論理積によりグラウンドの領域を抽出する(Fig.3 参照)． 
二値化した画像に対して，画像の中央から横方向にスキ

ャンしていき，グラウンド領域の上端，下端を推定する(Fig.4
参照)．  
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表題を簡略化した題 
 

 

 

 

 
Fig.4 Pitch area estimation : we scanned binarized image horizontally

Fig.3 Extracting pitch area : we divided hue and saturation images and 

binarized from these two images 

Fig.5 Likelihood calculation : comparison of color histograms 
 

Step.4 尤度評価 
尤度評価では，対象物体の重心を求める．Step.3 の尤度観

測で求めたパーティクルの尤度と位置座標を掛け合わせる

ことにより重心を算出する． 

Step.2 状態推定 
次フレームの選手位置を推定してパーティクルを動か

す．パーティクルの運動モデルは等速直線運動を適用して

いる．ここではさらに，選手の方向転換や，カメラの水平

スイング動作などの不規則な動作に対応するため，選手の

位置・速度それぞれにノイズをランダムに付加する．ここ

では，位置ノイズとして-5-+5pixels，速度ノイズとして

-3-+3pixels のノイズを与えた．以下に運動モデルを示す． 

)yw,xw(=)g,g( ∑∑
n

1=i
ii
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iiyx 　　     (3) 

：位置：尤度　：重心　 y,xwg  

重心算出後は，Step.2 の状態推定に移り，次の選手位置を

推定する．ここで使用する動画像は 30fps なので，フレーム

間の選手移動距離は微小である．よって，局所的な選手の

移動に着目し，パーティクルの存在範囲は重心を中心とし

た 30×30pixels の矩形領域内とする(Fig.6 参照)．矩形外では

パーティクルの尤度を 0 にすることにより追跡対象から外

すこととする． 
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Particle Filter では Step.1 で初期状態を設定し，Step.2～4
を繰り返すことにより追跡を行っている． Step.3 尤度観測 
 あらかじめ用意した選手画像から取得した色ヒストグラ

ムと，サッカー試合映像中のパーティクル周辺から取得し

た色ヒストグラムを比較する(Fig.5 参照)．色空間は HSV 変

換の Hue(色相)を用い，ヒストグラムのビン数は 180 とした．

比較には Bhattacharyya 係数を用い，計算された類似度をパ

ーティクルの尤度としている．Bhattacharyya 係数は，あら

かじめ用意した 15×30pixels の選手画像から取得した色ヒ

ストグラムと，入力画像のパーティクル周辺 15×30pixels
から取得したヒストグラムの類似度を計算している．二つ

のヒストグラムの内積を取り，完全に一致するときに最大

値 1 を取る． 

3.3 オクルージョン領域内の重心再配置 
色情報を特徴とした Particle Filter のみの追跡では，同じ

チームの選手のオクルージョンが発生した場合に誤追跡し

てしまう．そのため，オクルージョン発生領域を判断し，

(Fig.7 参照)重心を再配置する処理を加える． 
Particle Filter による選手追跡後にそれぞれの重心の距離

を確認し，Particle Filter の存在範囲を侵害するようであれば

オクルージョン領域とみなし，重心の再配置を行う． 
重心の再配置には，Real AdaBoost(14)により生成された識

別器を用いて，オクルージョン領域内を詳細に探索する．

Real AdaBoost は AdaBoost(15)を発展させた学習方法であり，

多数の画像を学習させることにより複数の識別器を生成す

る．この学習により得られた識別器を組み合わせて学習す

るため，対象物体を高精度に検出する手法として知られる． 

∑
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Fig.7 Occluded area : This area is decided by distance between playersFig.6 The range of player position presumption 

+ is center of gravity, the rectangle is existence range of particle 
機械学習では，画像から取り出す特徴量を設定する必要

が あ る ． こ こ で は ， 人 物 検 出 に よ く 用 い ら れ る

HOG(Histograms Oriented Gradients)特徴量を適用した(16)(17)．

HOG は，輝度の勾配方向をヒストグラム化した特徴量のこ

とで，物体の大まかな形状で対象物体かどうかを判断する

ことが可能である．ここでは，人の形状を Real AdaBoost に
より学習することでサッカー選手の検出を行っている．

HOG 特徴量を取り出すために，cell と block に分割する．cell
は 5×5pixels，block は 3×3cells の領域である．分割した様

子を Fig.8 に示す． 

一般に，Boosting では正解クラスと非正解クラスの境目，

つまり誤検出の可能性がある部分に対して重みを高くし，

検出の誤りを最小にしている．さらに，AdaBoost と Real 
AdaBoost の違いは，弱識別器の評価値の出力である．

AdaBoost では，閾値処理により 0 か 1 であったが，Real 
AdaBoost では，確率密度により正解/非正解の確からしさを

計算する．効果的に評価値を算出することで，さらに高精

度な識別器が生成可能である．Real AdaBoost の学習の流れ

を以下に示す． 
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画像サイズを統一した画像から，以下に示す式により，

輝度の勾配と強度を算出する．ここで，I(x,y)は画像の輝度

値を，m(x,y)，g(x,y)はそれぞれ輝度の強度，勾配を示す． 

))y,x(fx/)y,x(fy(tan=)y,x(g

)y,x(fy+)y,x(fx=)y,x(m
1-

22

  (4) 

)1-y,x(I-)1+y,x(I=)y,x(fy
)y,1-x(I-)y,1+x(I=)y,x(fx

 

ピクセルごとに計算した輝度勾配・強度をヒストグラム

に投票していく．ここでは勾配方向は考える必要がないた

め，0～180°の勾配を 9 分割し，これをヒストグラムのビ

ン数とする．その後，ヒストグラムを正規化することで，

特徴量を取り出す．3×3 のブロックをずらし，オーバーラ

ップさせながら正規化を行っていく． 

)1=(
+h

h
='h

∑ 2
i

k
0=i

ε　　
ε

    (5) 

h は HOG のヒストグラムを，k はブロックの HOG 特徴量

の次元数を表す．ここでは，30×40pixels の画像から HOG
特徴量を取り出しているため，1944 次元もの特徴を取り出

した．検出は芝生領域を除去したマスク画像に対して行い，

検出ウインドウを走査して，ウインドウの中心位置を重心

とする．処理領域をグラウンド領域のみに限定し，生成し

た識別器を試合中の画像に適用し，選手を検出し矩形と重

心を示した例を Fig.9 に示す．Fig.9 から，選手同士が接近し

ていても検出可能であることが分かる．検証では，20pixels
前後の距離でも選手を分類可能であった． 
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表題を簡略化した題 
 

 

 

Fig.8 Image divide into blocks and cells 
 

 

 
(c) Real AdaBoost Detection 
After Tracking 

(b) Real AdaBoost Detection
After Tracking 

(a) Particle Filter Tracking 

(d) Particle Filter Tracking 

Fig.10 Resampling center of gravity in occluded area 
 

 
4. 実験及び評価 

サッカースタジアムで撮影した，カメラの水平スイング

動作があるサッカー試合映像から，本手法を検証するため

の実験を行った．撮影したカメラは，簡易的かつ低コスト

での実運用を意識し，市販のディジタルビデオカメラを使

用した．動画スペックは画像サイズ 640×480pixels，30fps，
カメラは水平スイング動作のみで，ズームはしないものと

する．サッカー試合映像は， 19:00～21:00 に撮影した．試

合時の天候は曇り，ナイター設備の中で行われた． 

Fig.9 Soccer player detector (HOG + Real AdaBoost) 

オクルージョン領域内では，HOG を特徴量として，Real 
AdaBoost により学習し生成された識別器により選手を検出

する．検出対象領域は選手のオクルージョン領域内であり，

領域内でスキャンして選手を検出している．オクルージョ

ン領域は，パーティクルフィルタの尤度発生領域に複数の

選手が存在する場合に選手を囲むように設定する．Particle 
Filter は一人の選手につき一つ割り当てられているので，オ

クルージョン領域内の人数は既知である．よって，与えら

れた人数と領域内で検出した人数が一致したときのみ重心

を再配置する．ここで，過検出への対応として，検出され

たウインドウ内を尤度観測で使ったヒストグラムによりチ

ェックする．尤度が低い場合には検出対象から外している．

また，一人の選手を重ねて検出しないように一度検出され

ている領域周辺は特徴量を取らないようにしている．追跡

から重心再配置の様子を Fig.10 に示す．ここで，重心を円

で示す(b,c は再配置された重心を示す)．重心が離れている

場合は Particle Filter の追跡を(Fig.10(a))，選手が近付いて

Particle Filter 同士が侵害しあうときには重心算出後に Real 
AdaBoost による重心の再配置を行う(Fig.10 (b)(c))．重心の

距離が離れたら再び Particle Filter による追跡を行う

(Fig.10(d))．ここでは同じユニフォームの選手について追跡

するので，重心距離の判断は同色の物体が近付いてきたと

きとする．Fig.10(b)，(c)のオクルージョン領域内においては，

Real AdaBoost で検出後，ヒストグラムで比較して違う色の

選手を検出対象から外す． 

追跡の際に用いる色ヒストグラムはチームごとに用意し

た(Fig.11 参照)．また，Real AdaBoost では，正解画像 3500
枚，非正解画像 7600 枚(Fig.12 参照)を学習させ，弱識別器

50 個を得た．実験に用いた計算機のスペックは Quad Core 
Intel Xeon 2.66GHz，メモリ 3.25GB であった． 

実験では，混雑時を想定して，オクルージョンのある場

面でどの程度追跡できるかを試みた．全 100 パターンの交

錯シーンにおいて，追跡精度を検証した．追跡前後で，一

人の選手につき一つの重心が割り当てられていれば追跡成

功としている．また，従来の色ヒストグラムを用いた Particle 
Filter による追跡(Method1)(13)や，追跡対象が複数ある場面で

も誤検出の少ない手法として考案された色ヒストグラムと

エッジ特徴を組み合わせた Particle Filter による追跡

(Method2)(18)(19)とも精度を検証した． 
使用する動画像は，カメラの水平スイング動作を含む試

合中のある場面である．この動画像に対して従来手法と本

手法を適用した結果を Table.1 に示す． 
Table.1 Tracking experiment  

 Method1 Method2 Proposed 
Method 

Number of 
successful tracking 

29/100 45/100 83/100 

Rate 29% 45% 83% 
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Method1 では，色相ヒストグラムを特徴とした Particle 

Filter により追跡している．そのため，同チームの選手が重

なって離れるときに一人の選手の尤度が高くなり，一人の

選手に複数のフィルターが配置される場合が多い．Method2
では物体同士が接近した場合にも対応するため，色特徴と

選手のエッジ形状による尤度計算を行っている．エッジ形

状も考慮して追跡をしているため，Method1 よりも選手が接

近した場面においての追跡が可能になったが，完全に選手

が重なってしまうとエッジ形状がうまく出ないため，オク

ルージョンの前後においては Method1 と同様の問題が残っ

てしまう． 
本手法では，色相ヒストグラムを特徴とした Particle Filter

を適用しているが，オクルージョン領域内では HOG + Real 
AdaBoost による選手検出と重心再配置を行っている．この

選手検出と，重心再配置によりオクルージョン発生時にも

高い精度で重なった選手を分離して検出できるので，フィ

ルターを個々の選手に正確に配置可能である．Fig.14 に提案

手法と従来手法の比較を示す．Method1 では複数選手のオク

ルージョン(図中左)や接近する選手(図中右)に対応できてい

ない．Method2 ではエッジ形状を考慮するため，接近する選

手には対応可能であるが，オクルージョンに対しての追跡

は困難である．提案手法では重心の再配置を行うため追跡

が成功している． 
しかし，選手が多数集まる場面(Fig.13 参照)やカメラから

遠く離れた位置ではオクルージョン領域内の輝度勾配がう

まく出ないため，HOG 特徴量の取得がうまくいかず，重心

の再配置に失敗する場合があった．選手が多数集まる場面

では，オクルージョン領域内に何人の選手がいるかを判断

し，その領域から選手が抜け出すときに重心を配置するこ

とで解決する．カメラからの距離がある場合は，画像上の

 
Fig.11 Color histograms of players used for Particle Filter 

Fig.13 Case of miss tracking (Complicated situation)  
 
選手が小さくなっているので，奥行きに応じて画像の正規

化をすることで，スケールの変化に対応できる． 
また，カメラのスイング動作が激しい場合においても，

誤追跡する場面があった．これは，画像全体のフローが大

きくなったときに Particle の運動モデルを変更することで，

急激な変化にも対応できる． 
 

5.  おわりに 

サッカースタジアムの観客席に取り付けた，水平スイン

グ動作のある単眼カメラにより撮影されたサッカー試合映

像から選手軌跡を取得した．更に，Particle Filter と Real 
AdaBoost を組み合わせることにより，オクルージョン発生

時での追跡精度を高めることができた． 

Fig.12 Learning dataset (Upper : Positive images 

Lower : Negative images) 

今後の課題としては，選手が密集する場面で重心の再配

置を行うことである．オクルージョン領域内で，輝度勾配

の検査だけでなく，選手領域の分離を見ることで，さらに

精度を高めることが考えられる．これにより，サッカー映

像解析において，困難であると考えられてきたセットプレ

ー時の選手追跡ができることが期待できる．また，今回は

無かったが，グラウンド領域推定においては上下 y 座標を

取得しているので，選手が芝生領域以外にかかってしまう

場面では追跡精度が低下する可能性もあると考えられる．

追跡処理の全自動化を目指すためには画面から出ていく選

手の消滅や，画像上に入り込んでくる選手や初期フレーム

で重心配置をする必要がある．これについては，性能の良

い選手領域検出手法として本論文で導入した HOG + Real 
AdaBoost の手法を初期フレームへ適用することにより実現

可能と考える．また，カメラの水平スイングを含む試合映

像中からグラウンド上の選手位置を特定するには，カメラ

がどの程度動作したかを取得しなければならない．映像中

から効果的に特徴点を取り出し，画像間で対応付けること

により解決できると考えられる．その他，試合の理解にお

いて非常に重要な要素として，サッカーボールを追跡する

ことが挙げられる． 
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