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単眼カメラを用いたサッカー戦術解析のための複数選手とボールの追跡
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〈あらまし〉 　本稿では，単眼カメラで撮影したサッカー映像から選手とボールを追跡し，グラウン

ド上での挙動を推定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，カメラをパーンさせ，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．そのため，カ

メラの撮影位置や選手によるオクルージョンを考慮して選手とボールを追跡する必要がある．選手の

追跡にはオクルージョン領域内での重心再配置，撮影位置の推定には Homography を用いて問題の

解決を図った．
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〈Summary〉 In this paper, we propose a method to track multiple players and ball in a

football video which is captured by monocular camera. In the case of capturing the video

from a single view, there might be a lot of occluded situations of players. To overcome this

problem, we propose a robust tracking method for multiple players by combining Particle

Filter and Classifier. And more, we apply Homography to extract player’s position on the

pitch.
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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

盛んに行われている．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，

ハイライトシーンの再現などが挙げられる．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)-7)．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掛かる．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．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

“Football Players and Ball Tracking using Monocular Cam-

era for Tactics Analysis” by Hirokatsu KATAOKA, and

Yoshimitsu AOKI, (Member), (Graduate School of Science

and Technology, Keio University).

には領域を区別することが困難である．

追跡手法の向上に伴い，スポーツ映像における追跡精

度も向上している．特に，Particle Filter8)による追跡に

より精度が著しく向上した．Particle Filter では追跡対

象の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，

画像中に同じ特徴を持つ選手が近くにいる場合には誤追

跡をしてしまう．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もある9)．

対象物体が一つの場合には効果的であることが実証され

ているが，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．また，1)

ではパーン動作ありの単眼映像より選手を追跡している．

選手存在領域を推定してから尤度を詳細に評価して追跡

するため，高精度に選手を追跡できるとされている．

また，サッカー映像解析における手法について記述す

る．大田らは，カメラをスタジアムの屋根上や電光掲示板，

グラウンドの周囲に取り付け撮影し，自由視点映像を生

成している2)3)．Beetzらは，Automated Sports Game

Analysis Model (ASPOGAMO) を提案している4)-6)．

どの選手がボールを保有しているかや，全ての選手がグ
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ラウンド上のどこにいるかを特定することが可能になる．

また，ボールの移動履歴や状況理解も可能にしている．

Hamid らの手法においても，選手やボール位置を求め，

選手の移動フローやオフサイドラインを表示している7)．

しかし，これらの手法は複数のカメラをスタジアムの高

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

など，撮影の手間や，環境が限られ通常のユーザには撮

影困難といった問題が挙げられる．

本研究では，単眼カメラで撮影したサッカー映像から

選手とボールを追跡し，グラウンド上の挙動を推定して，

戦術を解析する．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，カメラをパーンさせ，撮影する．その

ため，カメラのパーン動作や選手によるオクルージョン

を考慮してサッカー選手とボールを追跡する必要がある．

本稿では 2章に提案手法の流れとそれぞれの手法につ

いて説明し，3 章では選手とボールの追跡，座標変換の

精度を求め，一連の処理時間を計測する．4 章ではサッ

カー映像解析の例を示し，5 章で本稿の結びとする．

2. 提 案 手 法

　提案手法の流れを図 1 に示す．まず，グラウンド領

域を推定する．選手の追跡には，色ヒストグラムを特徴

とした Particle Filterを適用している．しかし同じチー

ムの選手が接近した場合の追跡は困難であるため，映像

中でオクルージョン領域を判断し，重心を再配置するこ

とで追跡の高精度化を試みる．ボールは領域評価と時系

列対応付けにより追跡している．画像中で微小な領域の

追跡には，領域の評価が効果的であると考えた．

しかし，映像中から得られる軌跡は，映像から得られ

る相対的な移動軌跡であるため，グラウンド上の選手軌

跡を取得することはできない．そこで，映像からグラウ

ンド上へ座標変換することで，グラウンド上の選手位置

を取得可能である．

2.1 グラウンド領域推定

　グラウンド領域を限定するため，入力画像を HSV画

像に変換する．グラウンドは，ほぼ緑の領域であり，値の

変動の少ない色相と彩度の閾値処理により抽出する．色

相，彩度 2つの画像の AND演算を施した二値画像に対

して，画像の中央から上下に走査し，グラウンド領域の

上下座標を得る (図 2)．ここでは，横にスキャンした際

にグラウンド領域 (白画素)が無くなる直前の上下座標を

グラウンド領域としている．

2.2 複数選手追跡とオクルージョン領域内の処理

　選手追跡には Particle Filter8)を用い，オクルージョ

ン発生時の重心再配置には識別器10)により選手を検出す

る．Particle Filter は運動モデルと尤度計算を自由に設

図 1 提案手法の流れ
Fig. 1 The flow of proposed method

図 2 グラウンド領域推定
Fig. 2 Pitch area estimation

定できるため，選手やカメラの複雑な動きに対応できる

が，特徴が類似する物体が接近した場合には追跡精度が

低下する．Real AdaBoostでは選手がオクルージョンし

た状態から離れる際，瞬時に検出可能であり，Particle

Filter の重心を戻すことができると判断した．Particle

Filter の流れを次に示す．

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 × 30pixels の矩形領域にパーティ

クルをランダムに配置させる．

Step.2状態推定・・・次フレームの選手位置を推定しパー

ティクルを動かす．運動モデルには等速直線運動を適用

している．さらに，選手の方向転換や，カメラのパーン動

作などの不規則な動作に対応するため，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～+5 pixels，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．カメラ静

止時には選手の走行動作に見合ったノイズを付加するが，

カメラスイング発生時には，水平方向の速度ノイズを増

大させる．
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xt+1=xt + ut + wx (1)

yt+1=yt + vt + wy (2)

ut+1=ut + wu (3)

vt+1=vt + wv (4)

Step.3 尤度計算・・・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，パーティクル周辺 30 ×

30pixels の矩形領域から取得した色ヒストグラムを比較

する．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．

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．

重心算出後は，状態推定に移り，次フレームの選手位

置を推定する．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する．

次に，Real AdaBoost 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 では，画像から取り出す特徴量を設定する

ことができる．ここでは，人物を高精度に検出可能で

ある CoHOG (Co-occurrence Histograms of Oriented

Gradients) を適用した12)．CoHOG は，離れた位置に

ある 2つの画素から得た勾配方向ペアをカウントしたヒ

ストグラムにより表現する．CoHOGでは単一の画素で

はなく，ペアとして 2つの画素の特徴を同時に記述する

ことにより，過検出を大幅に削減している．これは，頭

部と肩，腰と脚部などの勾配方向を同時に記述できるた

めである．CoHOGの特徴取得ではウインドウを用意し，

画像内をスキャンして特徴量を取得する．中心の画素と

周囲の画素をペアとしてヒストグラムにサンプリングす

る．勾配方向は以下に示す式により画像から計算してい

る．ここで，I(x,y)は画像の輝度値，g(x,y)は勾配方向

を示している．

g(x, y)=tan−1 fy(x, y)

fx(x, y)
(5)

fx(x, y)=I(x + 1, y) − I(x − 1, y) (6)

fy(x, y)=I(x, y + 1) − I(x, y − 1) (7)

CoHOG の特徴は以下のように記述する．p,q は注目

画素での位置，x,y はウインドウ内での位置，i,j は量子

化した勾配の番号 (0 ≦ i,j ≦ 7)，n,m はウインドウの

縦横サイズ，C は共起ヒストグラムを示す．

図 3 選手追跡の流れ
Fig. 3 Flow of player tracking

Cx,y(i, j)=
n∑

p=1

m∑
q=1



1

if 　 d(p, q) = i

&d(p + x, q + y) = j

0

otherwise

(8)

オクルージョンの判断は，Particle Filterにより得た同

色の選手の重心距離が近くなった場合とする．この距離は，

Particle Filter がお互いのパーティクルの有効範囲 (30

× 30pixels) を侵害しないよう設定する．オクルージョ

ン領域内では，CoHOG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し，重

心の再配置を行う．再配置を行う際には，5 フレーム分

の移動方向と平均速度を算出し，検出位置との比較によ

り最終的な重心を決定する．また，オクルージョン領域

内の人数と検出した数が合わない場合には重心再配置は

行わない．Particle Filter による追跡，重心再配置の様

子を図 3 に示す．

選手同士の距離が離れている時には Particle Filterに

よる追跡が可能である．ユニフォームが同色の選手が近

付いた場合には，オクルージョン領域とみなし，追跡を

行った後に Real AdaBoost により生成した識別器で選

手を検出し，重心を再配置する．選手の重心が離れたら，

再び Particle Filterにより追跡する．遮蔽が激しい場合

には重心再配置が機能しないこともあるが，選手が離れ

る直前に速度を考慮した重心再配置をすることで選手番

号を間違えずに追跡できると考える．

2.3 サッカーボール追跡

　画像中において微小なボール追跡について説明する．

ここでのボールは約 3× 3 - 7× 7pixelsの領域であるた

め，テンプレートの比較や，色相ヒストグラムなどの特

徴取得が困難であると考えられる．そこで，色相・彩度に

よる二値化とラべリングによる領域評価，さらに時系列

対応付けにより追跡を行う．ここでは，ラべリングによ
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り領域の画素数と重心座標を取得する．画像の二値化に

ついては，前述の芝生領域抽出と同様に行う．領域の評

価について，画像中で現れるボールのピクセル数を評価

したところ，15～70pixelsの範囲になっていた．Nearest

Neighbor による時系列対応付けと領域数の範囲を満た

すラベルという条件でボールを追跡した．一度ボールを

見失った際には，次に条件を満たす領域が現れるまで追

跡を止めておく．

2.4 Homography 行列を用いた座標変換

　グラウンド上の移動軌跡の取得は，入力画像から得

た選手軌跡を Homography 行列により俯瞰画像上に射

影して獲得する (図 4)．Homography行列の取得により，

カメラの向いている方向と変換行列の対応付けができる．

グラウンド上の移動軌跡の取得には，まず前処理を行

う．前処理として，サイドラインの直線から得られる角

度と，入力画像と俯瞰画像の対応点から得られる変換行

列を対応させる．サイドラインの検出はグラウンドの下

半分から，Canny Edge Detectorと Hough変換を適用

して得ている．領域を限定しているが，画像中では直線

が複数得られるので，全ての直線の平均をその画像の角

度とする．入力画像と俯瞰画像の対応点は手動によりそ

れぞれ 4 点を取得する．

毎フレームの処理としては，前処理と同様に直線を検

出し，角度に対応する変換行列を適用してグラウンド上

の位置を取得する．入力映像中から取得した選手の x，y

座標と，Homography行列 (3× 3行列，h11 - h33)か

ら以下のように俯瞰画像上の x’，y’ に変換される．


x
′

y
′

1

～


h11 h12 h13

h21 h22 h23

h31 h32 h33




x

y

1

 (9)

3. 実験と評価

　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，選手とボールの

追跡手法を検証するための実験をおこなった．さらに，射

影変換の精度検証と提案手法全体の処理時間を検証した．

動画は 640× 480pixels，30fpsで，カメラはパーン動作

のみとする．

3.1 選手追跡実験

　選手追跡について，追跡の際に用いる色ヒストグラ

ムは，チーム別に用意する．また，Real AdaBoost に

図 4 Homography 行列を用いた座標変換
Fig. 4 Coordinate transformation by using Homog-

raphy matrix

よる学習では，正解画像 3500 枚，非正解画像 7600 枚

を学習させ，50個の識別器を得た．選手追跡実験ではオ

クルージョン領域発生時の追跡精度について，従来手法

と提案手法を比較する．また，同じチームの選手同士と

違うチームの選手のオクルージョンについての精度をそ

れぞれ出した．ここで，従来手法には 2種類の Particle

Filter を用いた選手追跡を行った．ひとつは色ヒストグ

ラムのみを特徴量とした尤度計算，もうひとつは尤度を

計算するときにヒストグラムとエッジ特徴量を組み合わ

せたものである．オクルージョンの前後で，選手を見失

わずに追跡した場合に追跡成功とした．実験の結果を表

1 に，実験時の選手追跡画像を図 7 に示す．

表 1 オクルージョン時の複数選手追跡精度
Table 1 Players tracking accuracy in occlusion

違うチーム 同じチーム

Color 98 / 100 (98%) 15 / 100 (15%)

Color + Edge 99 / 100 (99%) 26 / 100 (26%)

SIR Particle Filter 98 / 100 (98%) 68 / 100 (68%)

Proposed method 98 / 100 (98%) 90 / 100 (90%)

違うユニフォームの選手同士のオクルージョン時には，

いずれの場合にも高い追跡精度を実現した．これは，ユニ

フォームの違いにより，追跡対象の色ヒストグラムの区別

が容易にできたためである．カメラからの位置が遠い場

所ではヒストグラム取得が困難なため追跡できなかった

が，エッジを使った手法では追跡可能なシーンがあった．

同じチーム同士がオクルージョンした場合の考察を記

述する．Particle Filter のみの追跡では，尤度の類似す

る物体がある場合に区別することができない．そのため，

ユニフォームが同色の選手が交差した場合には尤度が高

く出る選手に重心が集まってしまう傾向が見られた．ヒ

ストグラムとエッジ特徴を組み合わせて尤度を計算する

Particle Filter では，色だけでなく選手の形状を考慮し

て重心を動かすので，オクルージョン時の精度は向上し

ている．背景に類似する色ヒストグラムが存在する環境
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でも追跡が出来るようになっているが，単一の選手を見

ているに過ぎず，オクルージョンへの対応としては十分

な精度が得られているとは言えない．本手法では，色ヒ

ストグラムを特徴とした Particle Filterにより重心を求

めた後，オクルージョン領域を探索し，Real AdaBoost

により生成した検出器により選手を検出して重心を再配

置する．Particle Filter による追跡後にさらに密に探索

することにより，オクルージョン発生時にも追跡精度を

高めることができた．また，運動方向を推定して重心を

再配置しているので，オクルージョン後にも選手を見失

うことが少なくなったと考えられる．

しかし，選手が多数集まる場面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特徴の抽出

が困難なため，CoHOG 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面があった．選手が多数集ま

る場面では領域内に何人の選手がいるかを判断し，その

領域から選手が一人ずつ抜け出すときに重心を配置する

ことで解決を図る．カメラからの距離がある場合は，画

像上の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，スケールの変換に対応可能と

考えられる．

3.2 ボール追跡実験

　ボールの追跡について，画像中での初期位置はあら

かじめ取得する．特徴取得が必要な手法においては，初

期フレームで求めることとする．ボール追跡実験では，映

像中にボールが存在するときの検出率を計算する．ここ

で，検出率とはボール追跡手法が算出した重心が，ボー

ルの座標を正しく捉えているフレーム数を，対象となる

フレーム数で割った値とする．ボールが完全に隠れてい

るなどして画像中で見えない場合には，対象フレームか

ら除外した．従来手法としては，Particle Filter の色相

ヒストグラムと HOG特徴量11)の組み合わせによる手法，

正規化相互相関法を比較した．ここで，サッカーボール

を追跡した結果を表 2に，ボールを追跡している様子を

図 8 に示す．

表 2 ボール検出率
Table 2 Ball detection rate

成功フレーム 検出率

Color + HOG 636 / 2000 31.8%

ZNCC can’t track —

Proposed method 1664 / 2000 83.2%

Color+HOG による追跡では，ボールが選手と接近す

るシーンにおいて誤追跡が生じる場面があった．これは，

選手とボールの輪郭の区別がつかないために起こったと

考えられる．また，色による追跡においてもボール面積

が小さいため，パーティクル周辺から取り出したヒスト

グラムに芝生の緑色領域が含まれてしまい尤度が適切に

評価できなかった．ボールがカメラから遠く離れてしまっ

たときには色・エッジ両方の特徴量取得が困難であった

ため，ほとんどのフレームで追跡出来ていなかった．正

規化相互相関における追跡においては，正規化した後の

ボールの領域と芝生の境界線情報がほとんど現れないた

め，モデルとなるテンプレートと入力画像のテンプレー

トにおいて尤度の計算ができなかった．そのため，重心

を与えても，追跡が全くできなかったと見られる．

これに対し提案手法では，領域情報を取得し最近傍の

領域から対応付けているため，微小なボール追跡に対し

ては効果的に追跡ができたと考えられる．ボールが選手

から離れている場合には面積閾値と距離による制約によ

り領域が範囲内に存在しても，ほとんど誤追跡すること

がなかった．選手とボールが接近した状態でも，面積の

閾値や近い領域という条件で判断するため，誤追跡する

ことは少ない．しかし，ボールの大部分が選手により遮

蔽された場合や，領域がひとつになった時には追跡が困

難である．ボールが選手から離れた際には追跡できるの

で，ボールと選手を一致させた軌跡にして，ボールが再

検出された場合に通常の軌跡に戻すことで解決する．

3.3 Homography行列を用いた座標変換の検証実験

グラウンド上の選手軌跡は，映像中の選手を追跡して

位置情報を取得した後に射影変換行列により射影して得

る．図 5に提案手法により求めた，ある 1 シーンにおけ

るグラウンド上の選手軌跡取得の結果を示す．1 フレー

ム毎に映像中から俯瞰画像上への射影変換行列を求めて

いるので，単眼カメラでもグラウンド上の軌跡が取得で

きている．また，カメラの水平スイング動作が発生した

状況においても軌跡にずれがなく取得できている．目視

による検査においても，問題なく入力画像中の選手とグ

ラウンド上の選手の対応関係が求められている．複数選

手を俯瞰画像上に投影した結果を図 6 に示す．

次に，提案手法の処理時間について，映像の入力，芝

生領域推定，複数選手追跡，グラウンド上への射影，と

一連の流れを行った結果を表 3 に示す．

表 3 提案手法の処理時間
Table 3 Processing time in proposed method

処理時間 (ms/frame) フレームレート (fps)

4 players 36.39 27.48

11 players 47.96 20.85

処理時間の計測結果から，11人追跡時において 20fps

以上の追跡精度を実現している．これは，十分リアルタ
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図 5 選手軌跡

Fig. 5 Player trajectory

図 6 選手の座標変換
Fig. 6 Player projection

イムでの戦術解析を実現できるレベルであると考えられ

る．Particle Filter の尤度計算には単純な色ヒストグラ

ムを使ったことや，比較的時間を要する識別器において

も，オクルージョン領域内のみに処理を限定したためで

あると考えられる．さらに，前処理として入力画像と俯

瞰画像の対応付けをしたため，フレーム毎の処理では直

線を検出するだけで変換行列を使用できたことが挙げら

れる．

4. サッカー映像解析

　本稿で提案した，単眼カメラにおけるグラウンド上

の選手位置推定方法により，単眼カメラより撮影された

映像中から選手やボールの位置，俯瞰画像上の位置を取

得できた．これらの情報を基に，戦術を解析した結果が図

9 である．全ての選手の速さを抽出し，それらの相対的

な値からアクティブな選手を特定している．選手の速さ

は数フレーム分の平均で算出し，全ての選手の速度平均

との比較によりアクティブに動作する選手を抽出してい

る．また，選手やボールの位置関係から Ball Possessing

/ Pass状態の判定を行い，ボロノイ図を使用することに

より，選手の攻撃/守備の支配領域を判断可能である．

5. まとめと今後の課題

　単眼カメラによるサッカー試合映像中から，高速に

グラウンド上の選手・ボールの位置を特定し，戦術解析を

行った．選手の追跡には Particle Filterを用いているが，

オクルージョン発生領域において選手を検出し，重心を

再配置している．画像中で微小なボール追跡は領域評価

と最近棒探索により高い精度での追跡を実現した．射影

変換によりグラウンド上の選手位置を特定することに成

功した．

今後の課題として，ボールの 3次元追跡を適用し，グ

ラウンド上のボール位置を取得する必要がある．戦術解

析においても，現在ではある 1シーンの解析に留まって

いるが，複数場面を累積してチームや選手個人の特性を

解析する必要がある．
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図 7 選手追跡実験
Fig. 7 Player tracking experiment

図 8 ボール追跡実験
Fig. 8 Ball tracking experiment

図 9 戦術解析

Fig. 9 Tactics analysis
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