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2020 年に東京で開催されるオリンピック・パラリンピック競技大会（以下「2020 年東京大会」）に向けて，
スポーツ関連の各種インフラ整備や選手強化が進められています．総務省発行の平成 27 年版情報通信白書
では，2020 年東京大会が「我が国の 2020 年以降の持続的な成長の実現に向けた非常に重要な機会であり，
世界各国への我が国先端 ICT の貴重なショーケースの場となる」としており，2020 年東京大会において最
先端の ICTの利活用が期待されています．では，スポーツと ICTにはどのような関わりがあるでしょうか？
まず，「技術向上や記録更新のための ICT」があります．例えば，戦術検討やトレーニングにおける ICT

の活用が挙げられます．IoT（Internet of Things）デバイスをはじめとした各種 ICT機器により選手の様々
な情報を簡単に取得できるようになりました．また，機械学習などにより取得したデータの自動解析も現実
のものとなってきています．スポーツにおける技術向上や記録更新の裏には，ICT に根差したスポーツ科学
の進展があると言えるでしょう．ほかにも，「チーム運営や観戦のための ICT」があります．例えば，チーム
スポーツにおいては，選手管理や資金運用を効率的に行うことが求められます．また，私たちの多くはテレ
ビ中継を通してスポーツを観戦します．御存じのように，家に居ながらにしてスタジアムで観戦しているよ
うな臨場感を得るためには，映像・音声情報の保存・再生技術に加えて通信ネットワーク技術の進展が欠か
せません．
本小特集では，2020 年東京大会を前に，「技術向上や記録更新のための ICT」及び「チーム運営や観戦の

ための ICT」に関する話題を幅広く御紹介頂きます．まず，2020 年東京大会に向けた政策的な観点からオリ
ンピック・パラリンピックと ICT の関わりについて解説して頂きます．次に，「技術向上や記録更新のため
の ICT」として，競技スポーツにおける ICT 活用のニーズを考慮した各種機器の開発，人間拡張工学に基づ
いた新しいスポーツであるサイバスロン，IoT ／センサ技術を用いたスポーツ分析とスポーツ医学への展開
について解説して頂きます．更に，「チーム運営や観戦のための ICT」として，トラッキングデータとセイバー
メトリクス指標を用いた米国のメジャーリーグ（野球）における投手の能力評価手法，スポーツ中継におけ
る映像制作技術や 4K・8K放送技術について解説して頂きます．
スポーツ科学の進展により，スポーツと ICT は切っても切り離せない関係になっています．また，スポー

ツ競技を盛り上げるためにも ICT の利活用は欠かせません．2020 年東京大会に向けて，改めてスポーツに
おける ICT の役割を考えてみてはいかがでしょうか．本小特集がスポーツと ICT との関わりについて考え，
現代スポーツへの理解を深める一助となれば幸いです．

小特集の発行にあたって
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1 2020年に向けた社会全体の
ICT化推進

「2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大
会」（以下「2020 年東京大会」）は，我が国全体の祭典
であるとともに，ICT（情報通信技術）を世界に発信す
る絶好のチャンスとして期待されている．

総務省では，2020 年東京大会及び 2020 年以降の我
が国の持続的成長も見据えて，社会全体の ICT 化推進

のため，2014 年 11 月から「2020 年に向けた社会全体
の ICT 化推進に関する懇談会」（座長・岡　素之住友商
事相談役）を開催している．

2015 年 7 月には，本懇談会において，2020 年東京
大会を盛り上げるとともに，大会を契機に日本の最高水
準の ICT 環境を世界に発信し，更に大会以降の日本の持
続的成長を促すことを目的とした「2020 年に向けた社
会全体の ICT 化アクションプラン（第一版）」を取りま
とめ，公表した．本アクションプランでは，高度な ICT

図1　2020年に向けた社会全体の ICT化アクションプラン　概要
出典：2020年に向けた社会全体の ICT化推進に関する懇談会（第7回）配付資料『【資料7－ 3】アクションプランの進捗状況』

　URL：http://www.soumu.go.jp/main_content/000493128.pdf（閲覧日 2018年 5月 8日）

90

小特集 スポーツと ICT

通信ソサイエティマガジン　No.46  秋号 2018

解　説

ⓒ電子情報通信学会2018

2020 年に向けた
社会全体の ICT 化

 

 飯倉主税　Chikara Iikura　総務省



利活用及び世界最高水準の ICT インフラにより世の中の
「壁」を取り除くことなどを目指す，2.以降に詳述する
八つの分野ごとのアクションプランと，二つの分野横断
的なアクションプランから構成されている（図 1）．

2 分野別アクションプラン
2.1　 ICTを活用した多言語対応（「グローバルコミュ

ニケーション計画」の推進）
訪日外国人対応において課題となっている「言葉の

壁」をテクノロジーで乗り越える取組として，例えば日
本語を吹き込むと，他の言葉に翻訳してくれるような多
言語音声翻訳システムの開発を行っている．このシステ
ムをスマートフォンアプリ「VoiceTra」として一般に
公開し技術を広く試用できる環境を整えているほか，シ
ステム自体の翻訳精度を実用レベルに引き上げ，実際の
社会で利用する上で不可欠な雑音抑圧技術等の研究開発
を，病院，商業施設，観光地等での実証実験を行いなが
ら実施する施策を 2015 年度から実施している．同技術
は広く民間企業等にライセンスをすることで技術移転を
実施しており，個別ニーズに応じてカスタマイズした翻
訳システムやウェアラブル（身に付けられる）翻訳シス
テム等の製品・サービスが生まれるなど，ビジネス化が

進展しつつある．これらの取組を継続し，研究開発では
訪日外国人客が多く使う 10 言語 ＊ 1 で実用レベルの翻訳
精度を実現し，実際の社会で使う上で必要不可欠な各技
術を確立させていくほか，更に広く技術移転を行うこと
で民間企業等による製品・サービス化を促進していく予
定である（図 2）．

2.2　ディジタルサイネージの機能拡大
2020 年東京大会に向けて，訪日外国人に対するきめ

細やかな情報提供が求められており，その情報提供手段
として，ディジタルサイネージの活用が期待されてい
る．総務省では，現状では，同一コンテンツを異なるサ
イネージシステムへ配信することが困難であることなど
を踏まえ，ディジタルサイネージの標準化を推進してい
る．

一般社団法人デジタルサイネージコンソーシアム
（DSC）では，2016 年 4 月に「デジタルサイネージ相
互運用ガイドライン（1.0 版）」を策定した．同ガイド
ラインでは，災害・観光情報等の一斉配信やスマート
フォン連携，言語等の属性に応じた情報提供の機能実装

 ＊1 日本語のほか，英語，中国語，韓国語，タイ語，イン
ドネシア語，ベトナム語，ミャンマー語，フランス語，
スペイン語．

図2　多言語音声翻訳技術の研究開発について　（出典：総務省作成）
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に向けた指針を提示している（図 3）．
2016 年度の「IoT おもてなしクラウド事業」では，

同ガイドラインに基づき設置されたディジタルサイネー
ジにより，複数地域における災害情報等の一斉配信や言
語等の個人の属性に応じた情報提供の実現等の実証を実
施した．DSC では，実証の結果を踏まえ，2017 年 5
月に同ガイドラインの改訂版（第 2 版）を策定した．

今後，同ガイドラインに沿ったディジタルサイネージ
の普及展開を推進するとともに，ITU-T（国際電気通信
連合の電気通信標準化部門）や国際標準化団体 W3C を
通した国際標準化を目指す．

2.3　オープンデータ利活用環境の整備（公共交通事情等）
国，自治体によるオープンデータの推進は，新事業・

新サービスの創出，行政サービスの高度化等を実現し，
地域の経済活性化，課題解決等に寄与するものと期待さ
れている．政府は 2020 年度までに，自治体のオープン
データ取組み率 100％とする政府目標を掲げている．

2020 年東京大会においても，公共交通情報をはじめ
とするオープンデータの利活用により，例えば膨大な数
の訪日外国人や観光客等のスムーズな移動の実現等に大
きく寄与することが期待される．総務省ではこれまで，
2016 年度にオープンデータを活用した訪日外国人への

観光情報等発信モデルの実証事業等を実施するなど，
オープンデータの利活用推進に取り組んでいる．

今後，これまでの取組を踏まえ，「公共交通オープン
データ協議会」や，「一般社団法人オープン＆ビッグ
データ活用・地方創生推進機構」と連携し，オープン
データの利活用を促進する環境の整備等に取り組んでい
く（図 4）．

2.4　放送コンテンツの海外展開の促進
「放送コンテンツの海外展開」は，日本の技術，産業，

図3　ディジタルサイネージによる災害情報発信
出典：2020年に向けた社会全体の ICT化推進に関する懇談会幹事会（第9回）配付資料『【資料9－4】横断的アクションプランの具体化』

URL：http://www.soumu.go.jp/main_content/000450472.pdf（閲覧日 2018年 5月 8日）

図4　東京公共交通オープンデータチャレンジ
出典：東京公共交通オープンデータチャレンジHP

URL：https://tokyochallenge.odpt.org/ から総務省作成．
（閲覧日2018年 5月 8日）
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地方の魅力などを分かりやすく伝
えるだけでなく，周辺産業と連動
して展開することによって，外国
人観光客の誘致，地域経済活性化
への貢献といった様々な分野への
波及効果が期待されている．

総務省では，これまで，放送コ
ンテンツを制作する民間事業者等
と，観光業，地場産業等の関係者
が幅広く協力し，日本の魅力を発
信する放送コンテンツを制作，発
信する取組み等を支援する事業を
実施してきた．

放送コンテンツの海外展開につ
いては，「2018 年度までに放送
コンテンツ関連海外市場売上高を
現在（2010 年度 66.3 億円）の
約 3 倍（約 200 億円）に増加さ
せる」ことを目標としていたが，2015 年度に 3 年前倒
しでこれを達成したことを受け，「2020 年度までに放
送コンテンツ関連海外売上高を 500 億円に増加させる」
ことを新たな目標に掲げ，取組を一層強化している（図
5）．

2.5　無料公衆無線LAN環境の整備
公衆無線 LAN は，2020 年東京大会に向けて増加が

予想される訪日外国人からの Wi-Fi 環境に対するニー

ズが高い，災害時に電話回線がふくそうのために利用で
きない場合でも効果的に情報を受発信できる通信手段と
して有効である，といった側面から，早急な整備が求め
られている．

総務省は，2018 年 1 月に「防災等に資する Wi-Fi 環
境の整備計画」を更新した．この整備計画に基づき，防
災拠点等における無料公衆無線 LAN 環境の整備を推進
し，2019 年度までに，官民が連携しながら，約 3 万箇
所の整備を完了することを目指す（図 6）．

図5　放送コンテンツの海外展開の促進　（出典：総務省作成）

図6　防災等に資するWi-Fi 環境の整備計画（概要）
出典：「防災等に資するWi-Fi 環境の整備計画」（平成30年1月更新）

URL：http://www.soumu.go.jp/main_content/000530300.pdf から総務省作成．
（閲覧日2018年 5月 8日）
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また，総務省が 2016 年 2 月から 4 月に実施した無
料公衆無線 LAN サービスの簡素化・一元化に関する実
証実験の成果を踏まえ，同年 9 月に「一般社団法人公
衆無線 LAN 認証管理機構」が設立され，同機構が実用
化した認証方式を利用したサービスが同年 10 月に関西
広域連合で開始されている．

2.6　第5世代移動通信システム実現に向けた取組
第 5 世代移動通信システム（5G）は，「超高速」だけ

でなく，「多数接続」，「超低遅延」といった特徴を持つ
次世代の移動通信システムであり，本格的な IoT（‘ も
の ’ のインターネット）時代の ICT 基盤として，早期
実現が期待されている．総務省では，2020 年の 5G の
実現に向け，要素技術を確立するための研究開発・総合
実証試験の推進（図 7），国際的な標準化活動を推進す
る観点からの国際連携の強化，5G 周波数の具体化と技
術的条件の策定などに取り組んでいる．2017 年度から
は，5G 実現による新たな市場の創出に向けて，具体的
な利活用を想定した，様々な分野の関係者が参加する六
つの実証プロジェクトを，東京だけでなく地方において

も実施している．総務省としては，
2020 年の 5G 実現を目指し，交
通，医療，防災をはじめ，具体的
な利活用が期待される様々な業界
と連携しながら，これらの取組み
を加速していく．

2.7　4K・8Kの推進
4K・8K の推進にあたっては，

グローバルな市場を創出しなが
ら，国際競争力を持って先導する
ことが必要である．そのような中，
2016 年 8 月から衛星による 4K・
8K 試験放送が開始され，2017
年 1 月には，2018 年 12 月から
の衛星による新 4K8K 衛星放送の
開始に向けて，放送事業者の認定

を行った．中でも 8K については，我が国が世界に先駆
けて放送を行っているものであり，政府としても，
2020 年東京大会における 8K パブリックビューイング
の実施に向けた取組をサポートするなど，超高精細で臨
場感あふれる映像を通して世界に日本の技術力を発信し
ていく．

また，4K・8K の普及を図るためには，魅力的な
4K・8K コンテンツの充実とともに，放送の受信に必要
な機器や視聴方法について，十分な周知・広報を行うこ
とが重要である．そこで，2017 年 4 月 14 日には，関係
団体・事業者と連携して取り組むための新たな枠組みと
して，「4K・8K 放送推進連絡協議会」を設置し，2017
年 11 月 2 日には，「4K・8K 放送に関する周知・広報計
画（アクションプラン）」を取りまとめ，公表した．
2017 年 12 月 1 日には，アクションプランに基づく取
組の一環として「新 4K8K 衛星放送開始 1 年前セレモ
ニー」が開催され，サービス名称やロゴ（図 8）の発表
のほか，推進キャラクターとして女優の深田恭子さんを
任命するなど，メディアを通した周知・広報活動を行っ
た．

加えて，総務省では，全国の過半数の世帯が加入する
ケーブルテレビについて，2017 年度当初予算にて，条
件不利地域等の自治体または第三セクタの事業者に対し
て，大容量の 4K・8K 番組の伝送に必要となるケーブ
ルテレビ網の光化を促進する補助金を新設した．

これらの普及啓発策や支援措置を組み合わせること
により，2020 年に全国の世帯の約 50% で 4K・8K が
視聴可能となることを目指す．

図8　新4K8K衛星放送　ロゴ
出典：一般社団法人放送サービス高度化推進協会（A-PAB）

URL：http://www.apab.or.jp/business/logo.html から引用．
（閲覧日2018年 5月 8日）

図7　5G実現に向けた研究開発・総合実証試験の推進　（出典：総務省作成）
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2.8　世界一安全なサイバー空間の実現
サイバー空間における脅威が悪質化・巧妙化し，その

被害も甚大なものとなっている昨今，官民が一丸となっ
て対策を推進することが必要である．

IoT の普及や 2020 年東京大会を控え，2017 年 10
月には，IoT に関するセキュリティ対策の総合的な推進
に向けて取り組むべき課題を整理した「IoT セキュリ
ティ総合対策」（図 9）を公表し，関係府省と連携して
必要な施策に取り組んでいる．特に，サイバーセキュリ
ティの確保を担う人材の育成については，同年 4 月，
国立研究開発法人情報通信研究機構に「ナショナルサイ
バートレーニングセンター」を組織し，実践的サイバー
防御演習（CYDER），2020 年東京大会の適切な運営に
向けたセキュリティ人材の育成（サイバーコロッセオ），
若手セキュリティ人材の育成（SecHack365）を行って
いる．このほか，2016 年 3 月に設立された一般社団法
人 ICT-ISAC と連携し，IoT 機器に関するぜい弱性調査
等を行っているほか，国内のサイバー攻撃等の情報を
ISP（インターネット接続サービス提供事業者）等の関
係者間で迅速に共有する基盤を構築している．

今後も関係府省・団体・企業の緊密な連携の下，サイ
バーセキュリティ政策を推進し，安心・安全な社会の実
現を目指す．

図10　IoTおもてなしクラウド概要
出典：2020年に向けた社会全体の ICT化推進に関する懇談会

（第7回）配付資料『【資料7－3】アクションプランの進捗状況』
URL：http://www.soumu.go.jp/main_
content/000493128. pdf から総務省作成．

（閲覧日2018年 5月 8日）

図9　IoTセキュリティ総合対策（全体像）　（出典：総務省作成）
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3 分野横断的なアクションプラン
3.1　都市サービスの高度化

2020 年には 4,000 万人と見込まれる訪日外国人が快
適に滞在でき，更には日本人を含め誰もが利便性を実感
できるような「都市サービスの高度化」（図 1）実現を
目指し，交通系 IC カードやスマートフォンとクラウド
基盤等を連携し，言語等をはじめとした個人の属性に応
じた最適な情報・サービスを提供するための「IoT おも

てなしクラウド事業」（図 10）を推進している．
具体的には，クラウド上に旅行者の属性情報を登録し

た上で，１枚あれば電車，バス，タクシー，買い物など
が可能になる交通系 IC カードや，誰もが持ち歩くス
マートフォンなどと，個人の属性情報をひも付け，これ
らをトリガとして，ホテルや百貨店などで，個人に最適
な情報・サービスを提供することを目指す．

2017 年度「IoT おもてなしクラウド事業」では，
2016 年度の事業で構築した IoT おもてなしクラウドの

図11　高度映像配信サービス概要
出典：2020年に向けた社会全体の ICT化推進に関する懇談会幹事会（第10回）配付資料『【資料10－5】

高度な映像配信サービス実現に向けた実証平成28年度事業の成果及び平成29年度事業のご提案』
URL：http://www.soumu.go.jp/main_content/000488897.pdf から総務省作成．

（閲覧日2018年 5月 8日）

図12　スポーツ分野における ICT利活用の方向性（イメージ）
出典：2020年に向けた社会全体の ICT化推進に関する懇談会スポーツデータ利活用タスクフォース

（第1回）配付資料『資料1-3 今後の進め方（案）』
URL：http://www.soumu.go.jp/main_content/000476956.pdf

（閲覧日 2018年 5月 8日）
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機能の高度化を図るとともに，2016 年度にも行った首
都圏での実証に加え，広島県，福島県・会津若松市など
地方におけるおもてなしクラウド活用サービスの実証を
行っている．加えて，クラウド間で連携し属性情報をや
り取りする際に求められる要件や個人情報の取扱いに係
るルールの検討を行い，引き続き IoT おもてなしクラ
ウドの社会実装に向けた取組みを推進する．

3.2　高度な映像配信サービスの実現
2020 年東京大会に向け，4K・8K 及び超高臨場感技

術といった我が国の世界最先端の映像技術を組み合わせ
た高度な映像配信サービスにより，世界各国に対する
ショーケースとなるような，新しい楽しみ方，リアルな
映像体験を実現することを目指す．そして，本技術をレ
ガシーとして，地域の子供やお年寄り等の誰もが，4K・
8K で文化・芸術・伝統芸能等の映像を楽しめる環境の
構築につなげるとともに，映画館，美術館等への 4K・
8K コンテンツ配信に係るビジネス市場の活性化を図る

（図 11）．
2016 年度は，ライブ型配信やストリーミング型配信，

ダウンロード型配信といった配信方法を用いて，スポー
ツや芸術の 4K・8K コンテンツ，擬似 3D 映像を配信す
る実証実験を国内の 10 か所で実施し，BtoB（企業間取
引）の市場の創出及び社会実装に向けた課題解決方策の
検討を行った．

2017 年度は，高度映像配信サービスを構築・提供す
るための技術仕様の策定や，公共施設をはじめとする幅
広い施設において高度映像配信サービスを導入・構築す
る際に参照可能なリファレンスガイドラインの策定と
いった，高度映像配信サービスをビジネスとして開始す
るために必要な環境整備を行い，引き続き高度映像配信
サービスの市場創出及び映像配信プラットホームの社会
実装の促進に向けた取組みを推進する．

4 その他の取組
「2020 年に向けた社会全体の ICT 化推進に関する懇

談会」では，他の関係主体等と連携してアクションプラ
ンを着実に実施していくとともに，2017 年 12 月には，
2020 年東京大会まで 1,000 日を切ったことから，
2020 年にフォーカスした五つの重点テーマ ＊ 2 について

 ＊2 「IoTおもてなしクラウド」による都市サービスの高度
化，「VoiceTra」技術の社会実装（2.1で詳述），サイ
バーセキュリティの確保（東京大会関係者向けの人材育
成），テレワーク/サテライトオフィスの推進，キャッ
シュレス化の促進．

提言を取りまとめる方向で検討を開始している．
また，本懇談会では，2017 年 3 月，スポーツ× ICT

タスクフォースを設け，ICT を利活用することで，ス
ポーツや運動がより身近なものとなり，国民の健康への
意識が醸成されることを目指すとともに，スタジアム・
アリーナをスポーツ観戦だけでなく，多様な世代が集う
地域の交流拠点となるよう，スタジアム・アリーナの機
能向上により，地域の活性化を図るための方策について
検討を行った（図 12）．

本タスクフォースでは，①スタジアム・アリーナの集
客機能・利便性の向上に向けた高速無線 LAN や 4K8K
等の高度な映像技術等の活用が図られるようにするこ
と，②感動の共有や街づくりの観点から，競技会場外で
8K 等の高度な映像技術の活用が図られるようにするこ
と，③ IoT を活用した新たなビジネス展開を促進する
ためには，分野横断的なデータ利活用を促進することが
必要であり，情報通信審議会におけるデータ取引市場・
情報銀行に関する議論の動向を踏まえつつ，スポーツ・
バイタルデータを活用して地域住民の健康増進や街づく
りが図られるようにすること，の三つについて，官民が
連携して取組みを強化することが必要といった議論がな
された．総務省としては，こうした議論を踏まえ，競技
会場の ICT 利活用や高度な映像配信技術に関する実証
等に取り組むこととしている．
（情報は 2018 年 3 月時点のもの）

飯倉主税
1995 郵政省入省．1997 南カリフォ
ルニア大留学．2005和歌山県企画部
IT 推進局情報政策課長．2008 総務
省情報流通行政局地上放送課課長補
佐．2012 総務大臣秘書官．2014 総
合通信基盤局電気通信事業部消費者
行政課電気通信利用者情報政策室長．
2015情報流通行政局地上放送課企画
官．2016情報通信国際戦略局情報通
信政策課調査官（予算担当）．2017情報流通行政局情報通信政
策課調査官（現職）．

解説　2020 年に向けた社会全体の ICT 化 97



98 通信ソサイエティマガジン　No.46  秋号 2018

 1 はじめに
国立スポーツ科学センター（JISS）では，スポー

ツの競技力向上のための医科学研究と，その成果を
生かしたアスリートへの支援活動を行っている．医
科学研究はテクノロジーの支えが前提であると言っ
ても過言ではない．テクノロジーの進歩により，専
門性の高い測定機器を一般の人でも操作することが
可能になっている．その結果，アスリートやコーチ
自身が科学的データを容易に入手できる環境を作り
出していると言え，専門家を経由せず，スポーツの
競技現場に直接コミットする可能性が生まれたこと
を意味している．特に，情報通信技術（ICT）を競
技スポーツの実践現場に導入することは，競技中の
データ収集，分析スタッフからコーチへの情報
フィードバックなど競技会場でのサポート活動を効
率化するために極めて効果的である． 

しかし，競技現場では，ICT が最大限に生かされ
ているとは言えないのが現状である．理由は様々あ
るが，端的に言えば，スポーツ側（ニーズ側），テ
クノロジー側（シーズ側）の相互理解が乏しいこと
が考えられる．そこで，筆者らは，競技現場で生き
る ICT を実現すべく，競技現場での ICT 利用に関
するアンケート調査を実施した．また，トレーニン
グ支援を目的に，本調査を起点とした ICT システ

ムを開発し，競技現場への還元を目指している．
本稿は次の構成となっている．2.にて競技現場

での ICT 活用状況とニーズをアンケート調査の結
果に基づき報告する．3.において， ICT システム
の開発事例とし，JISS が推進する，競技スポーツ
向けウェアラブルセンサ「JISSBAND」の開発を紹
介する．4.では，自動解析機能付きビデオプレー
ヤ「JISSVIZ」の開発を紹介する．

 2  競技現場での ICT利用に関するニーズ調査

競技スポーツの強化やサポート活動において，ど
のような ICT が必要とされ，どのようにそれらを
導入すればよいのかを検討するために，競技スポー
ツ現場での ICT 活用状況とニーズに関する調査を
実施した（1）．

2.1　調査方法
トレーニングや競技会での ICT 利用に関するア

ンケート調査を実施した．調査対象は，競技者，
コーチ，サポートスタッフ，その他競技スポーツ現
場の関係者とした．そして，JISS が主催する各種
セミナーへの参加者，日本オリンピック委員会加盟
団体関係者，体育系大学体育系課外活動団体所属者
から回答を得た．アンケート用紙の配布及び回収は
手渡し，中央競技団体（NF）担当者を通した手渡
し，郵送のいずれかとした．回答者数は 454 名（男
性 310 名，女性 143 名，無回答 1 名）であった．

競技スポーツの実践現場におけるICT活用
Research of ICT Availability in Competitive Sports

相原伸平　Shimpei Aihara†，杉山恵玲奈　Erena Sugiyama †，澤田みのり　Minori Sawada†

松本 実　Minoru Matsumoto†，伊藤浩志　Koji Ito †

Summary 競技スポーツの実践現場における ICTの活用は，競技中のデータ収集，競技会場でのサポート活動を効率
化するために極めて効果的である．しかし，競技現場のニーズと ICTを中心としたシーズにはギャップが

あり，競技現場では，ICTが最大限に生かされているとは言えないのが現状である．そこで筆者らは，競技現場で利用できる
ICT 環境の整備を実現すべく，調査・研究開発を進めている．本稿では，コーチやサポートスタッフ等を対象に実施した，競
技現場での ICT活用状況とニーズに関するアンケート調査結果を報告する．更に，アンケート調査を起点とした，競技スポー
ツ向けウェアラブルセンサ「JISSBAND」と自動解析機能付きビデオプレーヤ「JISSVIZ」の開発を紹介する．

Key Words 競技スポーツ，アスリート，アンケート調査，ビデオプレーヤ，ウェアラブルセンサ

ⓒ電子情報通信学会2018
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調査項目は，トレーニングにおけるスマートデバイ
スの導入状況，映像機器の利用状況，トレーニング
に関連する情報の記録状況，インターネットからの
情報収集に関するものとした．質問数は 43 問であ
り，10 分程度で回答できる内容とした．

回答は競技者とコーチ・サポートスタッフに分
け，それぞれで集計した．また，競技レベルとし
て，国際大会出場レベルと国内大会出場レベルに分
け，回答内容を比較した．複数回答可能な質問は，
回答人数を 100% とした場合の回答数の割合を示
した．

本報告書では誌面の都合上，コーチ，サポートス
タッフ（男性 145 名，女性 44 名，無回答 1 名）
のアンケート結果の一部を掲載する．

2.2　アンケート調査の結果及び考察
2.2.1　スマートデバイスの利用について

スマートフォンなどと連携し，計測したデータが
自動的にデータベースに登録されるスマートデバイ
スの競技現場での利用状況について調査した．図１
～５に，スマートデバイス利用に関する調査結果を
示す．

スポーツ向けスマートデバイスの利用率は全体
で 36% であった．競技レベルごとでは，国内レベ
ルよりも国際レベルの方が利用率は高かった．利用
していない理由に対する回答は，「予算の問題」が
最も多く，次いで「欲しいデータを取れる機器がな
い」，「使い方が分からない」が多かった．スマート
デバイスの利用促進のためには，より安価な製品の
普及が必要であると考えられる．また，「使い方が
分からない」との回答も多いことから，スマートデ
バイスによるトレーニング・コンディション管理に
関する情報提供など，利用促進を目的とした活動も
重要である．「欲しいデータを取れる機器がない」
との回答もあることから，開発メーカなどに競技ス
ポーツが求める機能要件を提供し，新たな製品開発
につなげていくことも重要である．

利用しているデバイスの種類別では「腕時計型」
が多く，利用場面は「トレーニング時」が最も多
かった．そして，利用目的は半数以上が「脈拍測
定」のためであった．持久系トレーニングでは生理
学的運動強度のモニタリング手段として従来から心
拍数が用いられており，簡易的に測れる腕時計型デ
バイスのニーズは高いと考えられる．本結果を踏ま
え，JISS では，競技スポーツ向けウェアラブルセ
ンサ「JISSBAND」の開発を推進している（3.を
参照）．

2.2.2　映像利用について
トレーニングや競技会におけるビデオカメラ等

47.8%

25.5%

48.9%

71.4%

3.3%

3.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

レ ル 92

レ ル 98

用 用

図１　スポーツ向けスマートデバイスの利用状況
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図２　スマートデバイスを利用しない理由
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図３　利用しているスマートデバイス製品
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図４　スマートデバイス製品を利用する場面
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図５　 腕時計型 , シャツ型のスマートデバイスで計測する
データ
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の映像関連機器の利用状況に対する集計結果を図６
～10 に示す．トレーニングや競技会での映像撮影
は，全体で 80% 以上の割合で行われていた．国際
レベルでは 92.4％とほぼ必ず行われている状況で
あるのに対し，国内レベルでは 69.4％と 20% 以上
も低かった．国内レベルでは，撮影しない理由に

「撮影する人がいない」，撮影者は「選手同士で」と
回答する割合が高かったことから，人手不足が利用
の障壁となっていると言える．それを克服するた
め，無人での映像撮影を可能にする自動追尾カメラ
や超高解像度映像からの対象物拡大といった技術は
実用段階にあるが，スポーツ利用に耐える性能や使
いやすさがあるとは言えない．調査結果を踏まえ，
JISS では，自動解析機能付きビデオプレーヤ

「JISSVIZ」の開発を推進している（4.を参照）．
映像閲覧デバイスは，「パソコン」が全体で 67%

と最も多く，「スマートフォン」「タブレット」の利
用も半数以上であった．映像撮影の目的では「動作
の確認」が最も多かった．通常，動作の良否や改善
点の確認はトレーニング中に行われることが多い．
このことより，撮影から閲覧まで，できるだけ手間
なく，素早く行える機器や仕組みが求められている
と考えられる．

2.2.3　トレーニング関連の情報の記録について
トレーニングの実施内容や体調などのコンディ

ション情報の記録実態と，それらの記録作業におけ
る ICT 導入状況に関する集計結果を図 11～14 に
示す．トレーニングに関連する情報の記録は，国際
レベルでは 69.6%，国内レベルは 59.2%，全体で
は 64% の実施率であった．一方で，記録していな
い場合の理由では「手間・時間が掛かる」が最も多
く，国内レベルでは 41.2% と特に多かった．

記録方法について見ると国内レベルでは「手書き
ノート」の利用者が 60.3% と「パソコン」，「ス
マートフォン・タブレット」などディジタル機器の
利用者に対して相対的に高く，国際レベルでは逆の
比率であった．国内レベルのコーチ，スタッフはト
レーニング記録の ICT ツールによる情報に触れる
機会が少ない可能性がある．そのため旧来の「手書
き」による記録が積極的に利用され，記録作業の手
間が掛かるため，記録自体をやめてしまう実態が考
えられる．競技レベルに関係なくトレーニング記録
を数多く蓄積することは，将来のトレーニング理論
の発展のために極めて重要である．

したがって，ICT ツールを活用することにより，
より多くの競技者，コーチ，スタッフがトレーニン

グ記録を効率的に残せるよう情報やサービスを提供
する必要がある．国際レベルでは約半数がディジタ
ル機器を利用してトレーニング記録を行っている
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図６　映像関連機器の利用状況
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図７　映像関連機器を利用しない理由
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図８　映像撮影者
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図９　撮影された映像の閲覧に利用している機器
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が，具体的な方法では，「表計算アプリ」や「メモ
アプリ」が多数であり，手書きノートの記録方法
が，ディジタライズされただけで，データの利活用
という面では不十分である可能性が高い．トレーニ
ング関連情報は記録することが目的ではなく，収集
されたデータを解析，評価しトレーニングの内容を
修正するというデータの活用が重要であるため，ス
マートデバイスなどを利用することでトレーニング
記録を自動化できる仕組みが求められる．また，記
録作業の省力化ができれば，トレーニング記録の実
施率向上も期待される．

 3  競技スポーツ向けリストバンド型ウェアラブルセンサ「JISSBAND」の開発

3.1　開発コンセプト
スマートデバイスの競技スポーツへの応用は，ト

レーニング内容を自動的に定量化し，トレーニング
計画を最適化する手段となる可能性を持っている．
しかし，実態調査により，必要なデータを記録でき
るデバイスの欠如，記録データを用いたトレーニン
グ評価と競技者の「個」に応じた情報提供環境の不
備が，現状の課題として明らかとなった．そこで筆
者らは，トレーニング過程を自動記録するセンサデ
バイスと記録データを用いてトレーニングを評価す
る AI システムを統合した，総合的トレーニング評
価システム（図 15）の構築を推進している．特に，
トレーニング内容と競技成績が定量化しやすく，そ
れらの関係性も比較的，直接的である記録系個人競
技を対象としたシステムを構築し，競技現場への導
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図11　トレーニングに関連する情報の記録状況
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図12　トレーニング情報を記録しない理由
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図13　トレーニング情報の記録方法
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図14　撮影された映像の閲覧に利用している機器

 

図15　総合的トレーニング評価システムの全体像
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入を目指している．これまでに，トレーニング評価
に 必 要 な デ ー タ を 自 動 記 録 す る デ バ イ ス

「JISSBAND」を試作した（2）．なお，一つのデバイ
スを装着するだけで，「24 時間 365 日」，トレーニ
ング及びコンディション情報の取得ができるよう，
装着負荷が少ない腕時計型タイプを採用した．

3.2　JISSBAND試作機の開発
JISSBAND の性能要件を明確にし，実装可能性

を検証するため，試作機を製作した（2）．表 1 に，
JISSBAND に搭載したセンサ種別及び性能を示す．
トレーニングの質的評価のためには，詳細な運動計
測が必要であることから，既存製品の調査結果（3）

を踏まえ，高サンプリングレートの加速度，角速
度，地磁気を含む慣性センサを搭載することとし
た．トレーニング効果を判定するためのコンディ
ション情報として，睡眠，心拍数，心拍変動，酸素
飽和度，皮膚温を計測可能なセンサを搭載した．ま
た，付加的な情報として，トレーニング時の環境情
報の計測を目的に気温，湿度，気圧センサにも対応
した．表 1 に記載の性能を満たすセンサ群やその
他電子部品（マイコン，通信用モジュール，メモ
リ，電池等）を搭載した，腕に装着可能なサイズ

（51×46×14 ㎜）の試作機（図 16）を開発した．

また，詳細なハードウェア仕様は表 2 を参照され
たい．
表 3は試作機に搭載した分析機能を示している．
運動時に用いるエクササイズモードと日常生活時に
用いる通常モードを搭載しており，ユーザはきょう
体の物理ボタンでモードの切換えが可能である．エ
クササイズモードは，筆者らが独自に開発した運動
強度推定手法や既存の脈波解析手法が実装されてお
り，トレーニング中の脈拍数や運動強度の割合，歩
数等を表示できる．通常モードでは，安静時脈拍数，
睡眠時間，睡眠効率，心拍変動，酸素飽和度といっ
たコンディションに関する項目を計測，表示するこ
とが可能である．運動強度推定手法は，試作機内の
慣性センサで取得したデータに，独自に構築した機
械学習モデルを適用することにより，スポーツの基
礎動作であるロコモーション（左右前後の並進動作、
回転動作）の有無を正答率 96.7%で 1秒ごとに判

 

図16　JISSBAND 試作機の製品写真

表3　分析機能の一覧

モード 分析機能 更新周期

エクササイズ

脈拍数 8 秒

皮膚温度 1 秒

歩数 1 秒

力学的運動強度 1 秒

生理学的運動強度 1 秒

通常

歩数 1 分

活動強度 1 分

安静時脈拍数 起床時

睡眠時間 ̶

睡眠効率 ̶

心拍変動 60 分

酸素飽和度 手動

表2　JISSBAND 試作機のハードウェア仕様

項目 仕様

サイズ 36× 26× 10 ㎜（本体のみ）

重量 20g （本体 8g，バンド 12g）

防水 IPX7 準拠

稼働時間 エクササイズモード：6時間以上，
通常モード：3日以上

通信 USB 2.0, Bluetooth LE

その他 1インチ有機ELディスプレイ，
物理ボタン，ミニUSB端子

表1　JISSBAND試作機に搭載されたセンサの性能

計測項目 計測範囲 分解能 計測頻度

3軸加速度 ± 16G 16bit 200Hz

3 軸角速度 ± 2,000dps 16bit 200Hz

3 軸地磁気 ± 4,800µT 16bit 1Hz

皮膚温度 －40～ 125℃ 0.062℃ 1Hz

気圧 300 ～ 1100hPa 0.2hPa 1Hz

湿度 0～ 100%RH 0.008%RH 1Hz

温度 －40～ 1251℃ 0.01℃ 1Hz

照度 0～ 83 Klx 20.48Klx 1Hz

脈波 緑 , 赤 , 赤外 3 波長 LED 200Hz
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定することができる．本手法により，トレーニング
負荷の把握に重要な指標であるスポーツ動作を行っ
ている際の力学的運動強度を求めることが可能であ
る．

3.3　今後の展望
今後は，本試作機を用いてデータを収集し，分析機

能の高精度化に取り組む．また，収集したデータに数
理演算処理や統計処理を適用し，スポーツ科学的視点
からトレーニングを評価可能な AI システムを開発す
る．更に，JISSBAND と AI システムを統合した，ト
レーニング・サイクルにおける「情報収集の自動化」
と「効果の最大化」する総合的トレーニング評価シス
テムを構築し，競技現場への還元を目指す．

 4  自動映像分析機能付ビデオプレーヤ「JISSVIS」の開発

4.1　背景
多くの競技スポーツ種目においてトレーニング

や競技会でビデオ撮影が行われている．撮影された
映像は，動作や戦術の確認に使われており，選手や
コーチにとって欠かせないツールになっている．
競技スポーツにおいて，映像はスポーツアナリス
トや科学者らによって詳細に分析される．それらの
分析により，選手の技術改善に必要な動作データや
チーム戦術の定量的評価値などが映像から抽出され
る．動作データの取得には科学的な手法が用いられ，
身体や用具の変位，速度，力，トルクなどの物理量
を算出することで，パフォーマンスの背後にあるメ

カニズム解明が行われる．また，蓄積された膨大な
数の映像を効率的に視聴するために，特定シーンの
抽出や映像の内容を表すタグ付けなどが行われたり
する．これら詳細な映像分析は，競技スポーツのパ
フォーマンス向上に欠かすことのできない手法であ
るが，その分析には多くの時間や労力を要すること
が多く，実際に科学的，定量的に分析される映像は
限定的である．そのため，多くの映像はコーチやア
ナリストが “目で見る ”ことによる定性的な分析対
象にとどまっているのが現実である．
近年，ディープラーニングに代表される機械学習
の発展は目覚ましく，画像や映像の処理技術により
様々な分野で作業の自動化や省力化が実現されつつ
ある．スポーツ分野においても活用が期待できる．

4.2　「JISSVIS」の概要
JISS では競技スポーツに特化した自動映像分析
機能付ビデオプレーヤである「JISSVIS」の開発を
進めている（4）．JISSVIS の主な機能は，二画面比
較再生など競技スポーツでのニーズが高い映像の視
聴機能，機械学習を含む映像処理技術を活用した自
動分析機能，分析結果を基に映像の拡大などを行う
再生支援機能，及び分析結果を映像と同期しながら
表示する可視化機能である．パフォーマンス分析に
求められる内容は，スポーツ種目や分析の目的など
によって異なる．したがって，自動分析機能は，ア
ドオン形式とし，そのスポーツで求められる分析手
法を任意に追加できる仕組みとなっている．
これまでの JISSVIS の開発においては，機械学
習を使ったオブジェクトの追跡機能を実装した．こ
れは競技中にコーチなどが撮影する映像を対象にプ

図17　JISSVIS の画面キャプチャイメージ
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レーヤ，身体部位や用具などの位置情報を映像から
抽出することを可能にする．これらの自動解析で得
られる情報を基に，映像上にマーカを描画したり（可
視化機能），特定のプレーヤだけを拡大表示（再生
支援機能）したりすることができる（図 17）．今後
は，競技スポーツに特化したシーンの自動抽出や
シーン内容の識別といった分析機能の開発を進めて
いく予定である．

 5 おわりに
アンケート調査に基づき，競技現場での ICT 活

用状況とニーズを報告した．また，実態調査を起点
としたシステム開発の事例を紹介した．本稿が，シー
ズ技術の応用を考える研究者の方，スポーツ分野で
イノベーションを起こしたいと考える企業関係者の
方に対して，特に活動の一助になることを期待する．
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 1 はじめに
近年，ロボティクス，バーチャルリアリティ，

ヒューマンコンピュータインタフェースなどの複合
領域としての「人間拡張工学」と呼ばれる研究分野
が注目を集めている．人間拡張工学 (Human 
Augmentation) は，人が持つ感覚や運動機能や技
術を補てつ・拡張・増強することを目的とする学術
分野である．人間拡張工学で目指すのは，身体の不
自由な要素を補てつするだけでなく，健常者や時に
は鍛え上げたアスリートをも超え得る機能を人に付
与することにある．
2016年 10月，スイスで最先端のアシスト技術を

身にまとうパイロット（大会出場選手）たちによる
スポーツの祭典「サイバスロン（Cybathlon）」が
開催された．義手競技，動力義足，エグゾスケルト
ン，電動車椅子，BCI ゲーム，FES自転車の各競走
から構成されたサイバスロンは，人間拡張工学の目
指すことを体現している．本稿では，サイバスロン
のあらまし，並びに人の身体的運動を支援する身体
的ヒューマンロボットインタラクション技術につい
て概説し，人間拡張工学がひらく世界を展望する．

 2 サイバスロン（Cybathlon）
2016 年 10 月 8 日，第 1 回のサイバスロン

（http://www.cybathlon.ethz.ch/） が ス イ ス・
チューリッヒ郊外のスイスアリーナで行われた（図
1）．スイス連邦工科大学チューリッヒ校（ETH 
Zürich）が主催である．なお，第 2回は 2020 年
に同じ場所で，5 月 2,3 日の 2 日間行われる．
2018 年１月 31 日に，参加チーム募集がアナウン
スされた．また，Cybathlon Experience という，
福祉機器関係の展示会やイベントが行われてきてお
り，ピョンチャン冬季オリンピック・パラリンピッ
クでも開かれた．
主催者の定義によれば，サイバスロンとは，ロ

ボット工学技術を含む，高度なアシスティブデバイ
スを使う障害者の競技大会である .その目的は，新
たなアシスト技術の開発を促進して，バリアを克服
することである．そして単に技術的な進歩を求める
のではなく，日常生活に有用であることを第一義と
している．そのポリシーは，以下に示す競技のレ
ギュレーションに色濃く反映されている．また，人
間とマシン，システムとの高度な連携が重要である
ため，成果については選手とデバイスの開発チーム
が同等にたたえられる．

2.1　サイバスロンの競技内容
競技内容は，義手の制御競技，動力義足による障

害物競走，エグゾスケルトン（Exoskeleton, 動
力外骨格）による障害物競走，電動車椅子による障
害物競走，BCI（Brain Computer Interface）によ

サイバスロンと人間拡張工学
Cybathlon and Human Augmentation
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る レ ー ス ゲ ー ム，FES（Functional Electrical 
Stimulation，機能的電気刺激による筋肉運動で麻
ひ脚を動かす）自転車レースの六つである．障害物
と課題のある競争では，完了時間に加えて，課題が
ポイント加算制となっている．課題を行わなくても
よいが，ポイントは加算されない．

2.2　義手競技
日本では，産業の現場の自動化が進み安全になっ

ているので，以前のように巻き込まれ事故等で上肢
や下肢を切断するということはまれになってきた．
現場では電動義手は少数派であり，動力を持たない
パッシブ義手の方が多く使われている．実用に供さ
れている義手は３本指が多く，見掛けが５本指で
あっても独立しては動かない．複雑なメカニズムに
するほど重く，遅く，信頼性に欠ける．どのくらい
まで自由度が低くても生活や仕事に使えるのか，あ
るいは低自由度をユーザの努力によって補うのか，
いまだ検討すべき点が多い．これを踏まえた上で，
競技の課題を見て頂きたい．

競技内容は，並び替えパズルのほか，日本ではテ
レビ番組で“イライラ棒”として知られている「ワ
イヤループに棒を接触させずに通過させる」など，
以下の日常動作の課題がある：瓶とペットボトルの
蓋を開ける，電球を交換する，物干しロープに洗濯
物をピンチで止める，買い物籠に品物を出し入れす
る．競技ルールは，動力を持つアクティブ義手で
も，パッシブ義手でもよい．競技においては電球の
交換課題にどのチームも苦戦しており，把持力の制
御に加えて，現在のところ実装が少ない手首の回転
について，主催者側が発展を意図していることがう

かがえた．
参加はオランダ，ドイツ，スウェーデン，ロシ

ア，イタリア，カナダ，イギリス，日本からの 10
チームで，㈱メルティン MMI の前田和哉選手が総
合 8 位であった．1 位のオランダ DIPO Power チー
ムの Bob Radocy 選手は２本指の軽量のパッシブ
義手 GRIP 5 Evolution PrehensorTM を使ってい
た．肩や肘関節や，健常側の手を使い，外側に出て
いる細いシャフトを駆動若しくは固定して使用する
義手である．2 位はドイツの Michelangelo チーム
(Ottobock 社製電動義手 ) で，時間は早かったもの
の，課題のポイントは届かず，熟練した Radocy 選
手のパッシブ義手に残念ながら及ばなかった．

2.3　動力義足競走
通常の義足では，膝関節以下は振り子として動か

す．機械化された通常義足では時定数を動的に制御
するためにセンサとメカ部分が入っており，このタ
イプは既に多くが実用に使われている．ここで言う
動力義足（Powered Leg）は，通常は振り子とし
て動かす部分の全部または一部をモータで動かすも
のである．

競技内容は以下のとおり．まず地上高 45cm の
座面のソファからの立ち上がり，高さ 35cm のハー
ドルをまたぎ，そして 150cm 高のバーの下をくぐ
る．次に斜度 15 度の斜面を登り，ドアを開けて通
り，完全に閉め，斜度 20 度の斜面を下る．そして，
200cm×400cm のスペースに置かれた，丸い平面
の“飛び石”の上を歩いた後，様々な角度で傾いた
面の上を歩き，最後は６段の階段昇降．高さは
17cm, 階段の上面の奥行きは 28cm，最上面の長

 図 1　サイバスロン会場全景 . 中心に見えるのが義手競技のセッティング，トラックではFES自転車レースが行われる．
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さは 125cm となっている．階段昇降は２回課せら
れ，最初は手ぶらで，次はコーヒーカップやリンゴ
３個を乗せたお盆を持ってもう一度行う．義手と同
様，アクティブとパッシブの両方の義足が許容され
ている．

日本の㈱ Xiborg 社の真野雄輝選手は，初戦で好
タイムであったものの，ポイントを稼げず，残念な
がら最下位の 12 位であった．義肢装具大手のアイ
スランド Össur 社の膝継手を使っている RHEO 
KNEE チームが 1 位であった．3 位までが同社関連
のアイスランドのチームであり，技術的蓄積の高さ
を見せ付けた．1，2 位はパッシブであるが，3 位
はモータで動くアクティブ継手で，課題ポイントは
1，2 位と同じであったが，時間が遅かった．可動
範囲やコントローラビリティは同等であると言える
ので，各社が取り組むトルク制御の向上により，次
回には動力義足がチャンピオンを取るだろう．

2.4　エグゾスケルトン競走（図2）
近年，非常に話題のエグゾスケルトンである．選

手は，胸部か腰部脊髄の完全損傷であることが条件
なので，必然的に下肢は完全に脱力していることに
なる．つえの使用は認められている．コースは動力
義足と同様の設計だが，ソファの後の障害物は，垂
直のポールを避けて進むことと，最後の階段のパー
トで物を持つことが課せられていない点が異なる．

6 分のタイムリミットが設定されている．ドイツ，
アメリカ，韓国，スイス（2 チーム），メキシコ，
ロシアから 7 チームが参加した．1 位は ReWalk
チーム．ReWalk Robotics はアメリカの会社で ,
同社のエグゾスケルトンは 2014 年に米食品医薬品
局（FDA）の認可を受け，既に実用に使われてい
る．ベルリンにも拠点があり，このチームはドイツ
からの出場となった．2 位はフロリダの研究開発機
関 IHMC のチーム．3 位は韓国の西江大学（Sogang）
発のベンチャーである SG mechatronics チームで
あった．この大学は，既に 15 年以上，リハビリ目
的のロボットを様々な側面から研究開発し続けてき
て，多数の論文を発表している．試合では，支えよ
うとするスタッフを振り切る Kim Byeong-wook
選手の大変な粘りが大きな拍手を受けていた．

このレースでは，最初のソファからの立ち上がり
に，どのチームもかなり苦労していた．選手は下肢
が完全に脱力しているので，立ち上がりの時につえ
をどのように使えるかで，最初に大きく差がついて
いた．明らかに上肢も麻ひしている選手もいて，つ
えの使用も難しいチームもあった．今後は上肢障害
の程度によってルールを変える必要があると思われ
る．また下肢の完全脱力を前提とするレースと，よ
り軽度の障害のレースに分ける必要も感じた．また
介護の現場では，下肢の完全脱力よりも，立ち上が
り困難の方がはるかに多く，これを安価に解決する

 図 2 　エグゾスケルトン競走．韓国の西江大学発のベンチャーであるSG mechatronics チームが飛び石に入ったところ．
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手段が求められている．（安価なリニアアクチュ
エータを用いて補助する手段として （1）など．）

2.5　電動車椅子競走（図3）
電動車椅子は，よく使われていて目にする機会は

多い．安全第一のメカと制御で既に完成度が高いも
のと思われているが，日常生活の場面では，入れな
い，動けない箇所はまだ多い．コース設計にもそれ
が反映されていて，バラエティに富んだ障害物にど
う対処するか，障害物の踏破性重視か，スピード
か，車椅子設計の個性が大きく現れる．レースは，
テーブルに着いたところからのスタートで，大たい
部がテーブルの下に入った状態が要求される．次に
はエグゾスケルトンでのルールと同様のポールを
使ったスラロームがある．傾斜面とドアはエグゾス
ケルトンと同じである．飛び石の代わりに，1cm
から 5cm の高さで，ゴムロールや，様々な形のプ
レートが地面に埋まっている形の障害物の上を走
る．３段の階段昇降があり，その最上面の長さは
293cm となっている．スイス，香港，スロベニア，
日本，ロシア，アメリカ，イギリス，韓国，ギリ
シャから 12 チームが参加した．意外なことに，最
初のテーブルに着くところで手間取るチームが多
かった．通常，高機能な車椅子は高さがあり，テー
ブルの下に大たい部を入れることが難しく，低床に
なる工夫を主催者側が促しているようだ． 香港チー
ムの車椅子は前後二分割のキャタピラ付きクローラ
構造で，階段昇りは優れるが，最後の２段を降りる
ところで難渋していた．電動車椅子の重量ゆえの難
しさであろう．ギリシャチームが使っている
Laddroller は，フレームは一般的な形状だが，径
が大きい前輪に，前後左右に回転が可能な小さいオ
ムニホイールが後輪という変わった構成で，階段昇
降は無理なものの，一般道路では少々の障害物には
強く，一般市場での可能性を感じた．1 位はスイス
の HSR チーム，2 位は香港科学技術大学チーム，3
位はリュブリャナ大学チーム，和歌山大学の RT-
Mover チームは，惜しくも 4 位．他のチームは，
階段を降りるときに危うい挙動であった一方，RT-
Mover は片輪ごとにクロールするように動き，乗
員を水平にキープする．階段の昇りも，降りるとき
も，極めて安定した危なげのない動作を示した RT-
Mover は，車高も低く重量も軽量なため，現状で
はこれが階段と障害物踏破で世界一のメカニズムで
あると思われる．

2.6　 BCI（Brain Computer Interface）ゲーム
競走

BCI によるゲーム競走は，ゲーム画面内で走るア
バタを，脳波でコントロールしてゴールに導くもの
である．ゲームステージは三つあり，回転，ジャン
プ，滑り込みの三つの動作が各ステージで必要とな
る．これらの動作を脳波でトリガしないと，アバタ
が障害物を乗り越えられない． 11 チームが参加し，
地元スイスのチームが 1 位，2 位を取った．この競
技では，信号処理と，トリガするための脳波のパ
ターンを機械学習することが必要である．競技者
は，トリガになるような脳波のパターンを思ったと
おりに出す必要があり，人間のトレーニングと信号
処理，機械学習の両面で発展の余地が大きい．

2.7　 FES（Functional Electrical Stimulation）
自転車競走

FES による自転車競走は，11 チームが参加した．
室内トラックを 7 周し 1,019m を走行する．どの
チームも３輪若しくは４輪のリカンベント型（寝そ
べるか，椅子に腰掛けて座る）自転車を使ってい
た．リカンベントは，背中を押し付け，大たいの筋
肉と腹筋でペダルを蹴飛ばすようにこぐのだが，麻
ひの程度によって，自分の意志で動かすことのでき
る筋肉が全く異なるので，細かく障害ランクに分け
る必要があると思った．また，筋肉を外部から電気
刺激することで下肢を動かしているので，チームに
よっては選手がとてもつらそうで，ペダルから足が
外れる，うまく足を回転できなくなるというトラブ
ルが続発していた．ここにはペダルの下死点をどう
扱うかという力学の問題がある．通常は足関節の回
転で，下死点を回避しているのだが，麻ひがあるの
で，回転ができないことが原因である．レギュレー

 図 3 　 電動車椅子レースのクライマックス．一番手前が和
歌山大学のRT-Mover チーム．



解説論文　サイバスロンと人間拡張工学 109

小特集 スポーツと ICT

ション次第ではあるが，ここは工夫のしがいがあろ
う．1 位はアメリカ，2 位はイギリス，3 位はスイ
スのチームで，猪飼嘉司選手が出場した日本のメル
ティン MMI チームは総合成績 9 位であった．猪飼
選手はメカトラブルもなく笑顔で安定したパフォー
マンスを示し，将来が大いに期待できる．

2.8 　サイバスロンとETHの基礎研究
上に記した，サイバスロンの競技内容は，障害の

程度によって考慮しなければならない部分は多々あ
るものの，アシスティブデバイスの技術的なチャレ
ンジは相当な高いレベルである．サイバスロンを主
催した ETH の Sensory-Motor system lab（感覚
運動システム研究所）は，Robert Riener 教授が所
長を務めている．Riener 教授とスタッフは，以前
は Lokomat という歩行リハビリロボットシステム
を開発して一躍有名になった．歩行訓練は理学療法
士と助手１，２名で患者の身体を支えながら，床に
はいつくばるなどして両足のタイミングを教えるか
なりの重労働である．この歩行訓練をロボットでや
ろうという試みである．既に市販され，日本でも幾
つかのリハビリ専門病棟で使われている．

研究内容は VR(Virtual Reality) 環境での運動ト
レーニング，力覚フィードバック (Peter Wolf, 
Roland Sigrist)，上肢リハビリロボット (Georg 
Rauter, Novak Domen, Varena Klamroth-
Marganska)，運動神経制御の脳科学とアシストロ
ボット（Laura Marchal-Crespo）, 人間工学的側
面からの身体負荷研究（Thomas Läubli）, 筋電図
測 定， 運 動 神 経 制 御 モ デ ル（Cristiano 
Alessandro）と充実している．

サイバスロンと，この研究所の方向性を鑑みる
と，生体信号処理による《入力》，運動制御の神経
制御モデルによる《制御システム》，アシストやリ
ハビリのための《ロボットや義肢義手のハードウェ
アと制御ソフトウェアの製作》，トレーニングへの

《応用》，VR まで含めた統合的なトレーニングシス
テム環境として《現場への導入》，というパッケー
ジを作ろうとする方向性が見えてくる．AI 研究者
はハンガリーやチェコなど東欧，ロボティックスは
ドイツ，脳神経科学はイタリアと，伝統的に強い地
域が隣国にあり，スイスの厚遇で迎え入れることに
よって世界最高を目指すという，国家的取組を是非
参考にしたいものである．

 3  身体的ヒューマンロボットインタラクション

近年開発が盛んな装着型運動アシスト機器は，ア
クチュエータを身体に取り付けることで人の筋によ
る発生トルクに支援力を上乗せする，一種の運動機
能拡張機器と言える．手軽なアシストを実現する技
術は，アシスト技術の応用範囲を広げることを可能
にしており，本稿筆者の一人である広島大学・栗田
のグループは，図 4 に示すように，空気圧人工筋
を用いた歩行支援 （2）を行えるソフトエグゾスケル
トンスーツの開発を行うとともに，バットスイング
支援 （3） （図 5）などのスポーツの拡張にも挑戦して
いる．

ここで，人間または機械が同時に存在し，互いに
影響を及ぼし合う系のことを，人間機械システムと
呼ぶ．人が機械の振舞いを理解し，次の動きを適切

 図 4 　 空気圧人工筋を利用したソフトエグゾスケルトン型
アシスト機器

 図 5 　バットスイングを強化するスーツ
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に予測することができること，すなわち，機械によ
る作用の予測容易性は，人間機械システムの使い勝
手を決める重要な要素である．しかし，機械の性能
が上がり，振舞いが複雑になると，人はその作用を
十分に予測することができず，「思っていたのと違
う」という違和感につながる．

ここで，人に対して物理的・身体的な支援を行う
人間機械システムは，身体的ヒューマンロボットイ
ンタラクション（PHRI: Physical Human-Robot 
Interaction）システムと呼ばれる．パラリンピッ
クやサイバスロンでは，高性能な義肢・装具やアシ
スト機器が利用されているが，これらにおいても
PHRI が発生していると言えよう．PHRI で起こる
人と機械との間の物理的作用を適切に設計していな
い機器は，操作が格段に難しくなる．例えば，人は
操作対象の安定性が悪いと判断すると，意図する／
しないにかかわらず，安定性を高めるために筋を共
収縮させ剛性を高めようとする．力制御を行ってい
る機械では，遅れのある条件で硬い対象物への接触
が起こると，挙動が不安定になりやすいことが分
かっている （4）．これら人と機械の双方の特性が合
わさると，人がこの機械は不安定だと感じる → 筋
を共収縮させ手先剛性を高める → 機械にとっては
対象が硬くなるため不安定になる（振動する） → 人
は更に手先剛性を高める，という悪循環が生じる．
このような問題を解決し，違和感の少ない運動支援
を実現する PHRI システムを開発するには，人の特
性をよく理解し，人間機械システムの制御に取り入
れる必要がある．

例えば，ユーザは機器からのフィードバックに応

じて，自らの反応を変化させている．筆者が体験し
た面白い例を挙げよう．2016 年 9 月に一般社団法
人超人スポーツ協会が開催した超人スポーツハッカ
ソンで，Augmented Style 100 というスポーツが
提案された．どんな機器を装着してもいいから
100m を速く走ればよい，というスポーツ（図 6）
である．あるチームは，市販のジャンピングシュー
ズを，足でなく両手に装着し四脚での走行を試み
た．筆者がその様子を眺めていたところ，最初は大
人用のシューズを使い，両足を前方へ一度に振るカ
エル跳びのような歩行をしていたのが，最終的には
子供用の短いシューズを使って，両足の間に片方の
手がくる，馬における並足のような歩行に変化し
て，スピードも格段に上がった．これは人が道具に
慣れることで，身体の使い方を変化させている好例
であろう．ここで，もし機械が人の動きに対して振
舞いを変えたら，人が道具に慣れるための時間は早
くなるだろうか，それとも遅くなるだろうか？　実
効性のある人間機械システムにするためには，人が
機械に対して慣れることを阻害しない相適応システ
ムのデザインが重要になるだろう．なお，人の運動
における確率的挙動の理解とヒューマンロボットイ
ンタラクションへの応用については，文献 （5）に
解説記事が掲載されているので，参考にして頂きた
い．

以上のような感覚特性を取り入れることは，使い
やすく効果の高い人間機械システムを作る上で有用
な技術であり，人の日常生活の質を向上させられる
人間機械システムが構築できるだろう（図 7）．

 図 6 　 超人スポーツハッカソンで開発されたスポーツの
例．腕を含めた４脚で走行し速さを競う．

 図 7 　 個性を捉え活動の質を向上させる人間機械システム
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 4 おわりに
人間拡張工学の目指す世界の一つは，機械や AI

がユーザの身体的・心理的特性を理解し，状況に応
じた支援を提供することで，どんな境遇の人であっ
てもいつまでも楽しく生きられる社会を実現するこ
とにある．人と機械が融合する PHRI 技術は，人の
適応と進化を加速する可能性を秘めた技術とも言え
る．将来的には，多数の人間機械システムが社会に
共存するような世界がやってくる．一人の人間と 1
台の機械における調和だけでなく，複数の人間機械
システム同士の協調を推進するシステムの技術開発
が望まれる．

■ 文献
（1） S. Ishihara, “Low-cost standing-up aid robot with 

linear actuators,”Gerontechnology, vol.17, 
Supplement, p.180, 2018.

（2） K. Ogawa, C. Thakur, T. Ikeda, T. Tsuji, and Y. 
Kurita, “Development of a pneumatic artificial 
musc le  dr iven by  low pressure  and i t s 
application to the unplugged powered suit,” 
Advanced Robotics, vol.31, no.21, pp.1135-
1143, 2017.

（3） W. Sakoda, A. Vega, K. Ogawa, T. Tsuji,and Y. 
Kurita, “Reinforced suit using low pressure 
driven artificial Muscle for baseball bat swing, ” 
第 3 回超人スポーツ学術研究会 , 2018.

（4） T. Tsumugiwa, R. Yokogawa, and K. Yoshida, 
“Stability analysis for impedance control of robot 
for human-robot cooperative task system,” Proc. 
IEEE/RSJ International Conference on the 
Intelligent Robots and Systems, vol.4, pp.3883-
3888, 2004.

（5） 栗田雄一，上田 淳，“人の運動における確率的挙動
の理解とヒューマンロボットインタラクションへの
応用 ,”日本ロボット学会誌， vol.34, no.6, pp.378-
381, 2016．
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1 要約
大阪大学では 2020 年東京オリンピック・パラリン

ピック競技大会に向けた取組が多岐にわたり進捗してい
る．各プロジェクトで競技特性に応じた計測技術を開発
し，現在は実証運用・評価の時期，段階である（図１）．
開催される様々な競技間において我が国のアスリートの
国際競技力向上に貢献し得るプロジェクト体制を整備
し，2020 年以降も持続可能な研究機関の一翼を担って
いる．メダル獲得のためには，多種多様な要素が絡む．
例えば，サッカーなどの団体球技では個人レベルから集
団レベルといったチームにおける総合力が必要とされ
る．その方策としては，チーム戦術強化が渇望され，各
世代別に必要な能力に応じた体制構築や選手へのサポー
トの確立が急務である．これらを強化することで，ジュ

ニア期からトップレベルへの橋渡しとなる「パフォーマ
ンス」や「スキル」の力が向上していく．個人の基礎練
習や，「4 対 2」でのボール回し，そして紅白戦での各
選手のデータを可視化していくことにより，チーム全体
の総合力向上に寄与できる．そこで，本大学では新たな
ハイパフォーマンス施策となる研究シーズ創出，並びに
スポーツに関する独創的で革新的な研究を実施してい
る．

2 緒言
我が国においては，2020 年東京オリンピック・パラ

リンピック競技大会まで 3 年を切り，経済的に社会的
にも様々な取組みが，官民問わず多角的に行われてい
る．

図1　大阪大学におけるスポーツ研究体制
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その中で，大阪大学ではスポーツ庁採択事業である
SRIP（Sports Research Innovation Project：スポー
ツ研究イノベーション拠点形成プロジェクト）の中で，
種々の研究が進捗中である．

本研究の特徴を端的に述べると，医学，スポーツ科
学，工学，情報科学，栄養学などの研究分野が融合して
いる総合大学としての強みを生かし（図 2），JSC

（Japan Sport Council：日本スポーツ振興センター）・
JISS（Japan Institute of Sports Sciences：国立スポー
ツ科学センター）・他大学と連携を密にしたスポーツ研
究である．

また，研究だけに特化するのではなく民間企業，ス
ポーツ情報解析企業等を含めた革新的な研究成果を創出
する視座も兼備している．これらの目標を達成するため
に SRIP の中では，プロジェクトが細分化されている

（図 1）．医学部統計学チームから成るメディカル・コン
ディショニング情報解析」（PJ １），脳科学やスポーツ
科学を中心とした「パフォーマンス解析」（PJ2~6），情
報学を駆使する「サイバー解析」（PJ7）が，それぞれ
動いている．これらの組織間で情報や研究者を主とした
連携を深く取りながら，ハイパフォーマンス施策となる
研究シーズ創出に向けて取組を行っている．

3 従来研究方法とCPS for 
Sports

我が国においては，従前から競技間における，アス
リートのメディカルチェックや，フィジカルチェック，
メンタルチェックに対する管理をはじめとし，これらに
付随した計測が行われてきた．

例えば，場所の制約なく利用できるという点を考慮す
ると，日々のトレーニングで容易に導入可能なウェアラ
ブルセンサの技術が着目されている（1）,（2）．ウェアラブ
ルセンサは装着するだけで運動やバイタルの状態を計測
することができるため，トレーニング中における選手の
運動強度や走行距離などを，選手本人や指導者が把握す

ることに適している．しかしながら，従来の方法では，
選手や指導者が計測したデータを解釈することが困難
で，実際にデータをトレーニングに活用できていないと
いう課題がある．

また，スタジアムに設置したカメラによる俯瞰画像を
用いた映像分析の導入が，スポーツ現場では進んでいる

（3）．しかし，各プレーに準じた動きや，各プレーにおけ
る意味付けには個人差がある．例えばサッカーであれ
ば，運動負荷が経時的にどのくらい掛かっているのか，
選手が適した位置にポジショニングできているのか．プ
レーに関する概念に差も生じてしまう．そのために画像
データを入手しても解析に多くの時間を割いてしまい，
肝心な当該競技におけるアスリートやコーチへのフィー
ドバックにタイムラグが生じてしまう．　

そこで，本研究では，会得したデータから分かる点を
容易に，スポーツ現場最前線へ「見える化」し，それに
伴う意味付けを解析・解釈できるように独自の工夫を目
指し，画像から見たプレーの自動判別を機械学習で行う
施策や，チームにおける練習の判別を目標としている．

更には運動強度や，各選手の疲労度をリアルタイムに
分析し結果を通知できる仕組みの構築も進捗中である．

また，メディカルやフィジカルそしてメンタル及びパ
フォーマンスに関する計測は，携わる医療チームが違っ
ている場合や，別々の施設における研究解析グループで
行われることが多い．解析を進めていく上で，連続性・
継続性が確保しにくく，アスリートやチームにとって
は，経年的にデータ管理を行うことに関しても，各世代
間で当該選手データの管理が別団体になってしまうな
ど，現状では容易ではない．そして，過去のデータとの
照合も選手が移籍するとチーム状況によっては全て開示
できる可能性も下がり，得られたデータが限局された範
囲内で，個別的に扱われることが多かった．

このような要素に加えて，各選手個人の経年的比較や
競技によるチーム内及びチーム間や，過去の成功事例や
失敗事例との比較に対する分析も不十分になりがちであ
る．例えば，パフォーマンスに関する将来予測は非常に
難易度が高く不透明であった．そこで，これら従来の個
別的，非連続的なスポーツ選手のメディカル情報，及び
パフォーマンス解析の欠点を打開していくことが SRIP
において，大きな目的かつ目標であり，今後のスポーツ
研究の到達点であると考える．

コンセプトとしては近年，社会実装され，各分野で発
達している技術及びアルゴリズム解析（交通情報システ
ムや気象予報システムなど）で実用化されている IoT
技術をスポーツ選手へ適応・応用させていくことを視座
に研究を進捗している．更に，試合の結果をはじめとし
たビッグデータ解析技術の応用等も導入しつつある．

 
 

図2　研究分野の融合スタイル
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これらの体制を構築して応用していくことにより，一
人の選手に対して，またチームに対して，多くのデータ
処理をすることが可能となり，そこから派生する種々の
特徴量をデータ化して活用することで俯瞰的に，また客
観的にスポーツ現場へとフィードバックできる．

また，スポーツ現場の主幹である選手やコーチ，監督
をはじめとした指導者に，リアルタイムにパフォーマン
スデータやフィジカルなどにまつわる状況をフィード
バックするスポーツ界の CPS for Sports（実世界情報
をサイバ空間にアップロードし，コンピューティング能
力と結び付ける）を構築することで，今後のスポーツ研
究を革新的に飛躍させる基盤を構築することができる

（図 3）．例えばバイタルセンサや環境センサ，ウェアラ
ブルセンサといった多次元的かつ多角的な手段を講じる
ことで，解析ベクトルの数も増え個人レベル・チームレ
ベルにおいての競技力向上にリンクする．

4 IoT/ センサ技術を用いた
スポーツ分析

大阪大学のスポーツ研究では，IoT 技術をスポーツ選
手へ適応した（IoT to Athletes）分析を現在，進捗し
ている．

例えば，テニスにおいてはトップレベルの選手に対し
て，パフォーマンスセンサ（球速，ラケットスピード）
に加えて，位置センサや画像から得られる情報を駆使し

ながら，現場にデータをフィードバックしている．
ハンドボールにおいては，力学センサ（足圧による重

心動揺バランス解析），更には可搬性赤外線機器を用い
た位置情報等も駆使して，多岐にわたり様々なデータを
取得している．

これらにも様々な PJ チームが連携して臨んでいる．
従来と比較して新規であり有効なパフォーマンス測定と
して，人手によらない安全で効率的，効果的な定量的測
定を念頭に置き，展開している．現場のニーズに応じた
フィードバックがポイントである．

更に，我々の取組では，開発された原理に基づく測定
解析システムを，IoT 技術を用いることにより，様々な
地域でラボ測定可能な装置開発とデータ共有システムを
構築している．測定から解析，そして現場へのフィード
バックを遠隔地であっても，リアルタイムに可能となる
システムを目指し，研究を推進している．

更に，各種競技において日本代表をはじめとしたトッ
プアスリートに関するパフォーマンス解析を行う中で以
下の点に留意している．

従前までの実施されてきた取組と，本プロジェクトに
よる，革新的パフォーマンス解析の融合性を目標に据え
ている．その達成に向けてソフト・ハード面を充実させ
る点を主な動力源にしながら，包括的に各協力機関，そ
して民間企業等の協力を得て，連携して進めていくコン
セプトを取りデータを取得している．

筆者の携わるプロジェクトでは，リオデジャネイロオ

CPS : Cyber Physical System
実世界（Physical System）のウェアラブル，組込みセンサなどの情報を，
サイバ空間（Cyber System）のコンピューティング能力と結び付け，より
効率のよい高度な社会を実現するためのサービス及びシステム

図3　CPS for Sports
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リンピック・2018FIFA ワールドカップの最終予選メン
バーにも選出されている選手が所属している J1 チーム
と共同研究を行っている。フィジカルコーチ・タクティ
クスコーチ・チームドクターをはじめとした現場サイド
からの意見，そしてチームとしての方向性を吸収しなが
ら研究を進捗している．

例えば，前述したユースチームにおいて紅白戦でウェ
アラブルセンサから得られる加速度情報を比較しての解
析を進めている（4）（図 4）．

特に特徴的な事例としては，疲労予測に関して選手に
よる主観判断ではなく，数値として定量的にデータが得

られるためにオーバワークを防ぐことができつつある．
更にはこれらの手法によりハイパフォーマンスを兼備し
た選手の運動強度の特徴量もつかみかけている段階であ
る．

5 スポーツ医学と IoT/ センサ
技術

本章では，進捗している研究と技術の融合ゴールとし
ての一つの形として，スポーツ医学への連携について述
べていきたい．ここで原点に立ち返り，スポーツの定義

 
 

図4　加速センサを用いた解析事例

図5　スポーツ医学・情報科学から見える今後の展望
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を振り返りたい．
「Sport is understood as all forms of physical 

activity that contribute to physical fitness, mental 
well-being and social interaction.」（5）から，スポー
ツと健康（医学）は密接な関係があると言われており，
健康を維持するためにもスポーツが担う役割は，世代別
に捉えても大きい（6）．

そこで本研究は，限られた範囲内で帰結することな
く，スポーツ医学でのニーズを情報科学が持つシーズと
より良い形で融合していく展望を兼備している（図 5）．
この仕組みを構築することにより，センサ技術から得ら
れる運動強度や位置情報といったリアルタイムデータを
以下のスポーツ医学を構成する四つのポイントのフィル
タを通過させることにより，重要な意義を持つ．「High 
performance」「Injury prevention」「Return to play」

「Health care」の各要素に数値や得られた知見を通過
させることにより，どのような運動場面においても，高
パフォーマンスやけが受傷，更には競技復帰に活用する
ことができる．また，各個人の健康維持につなぐ意味合
いにおいても威力を発揮する．そのためにも日々の練習
や試合での結果や状態を数値化・定量化していくことが
大変重要となってくる．

6 Beyond2020
2020 年に向けて IoT ／センサ技術から得られる科学

的な根拠に基づいた数値，及び客観的な視点を提示し得
る研究を，Beyond2020 という視座を持ちながら，引
き続き展開していきたいと強く考えている（図 6）．
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 1 はじめに
近年メジャーリーグ（MLB）では，収益の増大，

FA 制度の確立などの要因で，選手年俸が異常に高
騰化している．一方で，資金力の乏しい球団は獲得
競争に敗北し，主力選手の流出や他球団の選手の獲
得失敗などが相次いでいる．限られた資金の中で効
果的に優れた選手の確保及び獲得戦略を行う必要が
ある．そのため，選手の能力をより適切に評価する
方法，潜在能力が高く今後の活躍が期待できる選手
の発掘のための評価方法が求められている．

近年，重視されている選手の評価指標としてセイ
バーメトリクスという考え方がある（例えば，文献

（1），（2））．セイバーメトリクスは，野球の様々な
プレーの重要性や価値を数値から分析して，選手の
能力を客観的に評価する．セイバーメトリクスの導
入から，バントや盗塁の効力を否定するなど，従来
の価値観を覆すようなこともある．MLB では，実
際に多くの球団がセイバーメトリクスをチーム運営
や戦略に活用している． 

一方，2008 年から MLB においてトラッキング
システムが全 30 球場で導入され，投球軌道を再現
する試合速報が可能となっている（2），（3）．トラッキ
ングシステムにより，例えば，投球の変化量や速
度，軌道など，主に投球の質に関する詳細なデータ

（トラッキングデータ）が自動的に取得できる．ト
ラッキングデータは MLB 各チームの選手の分析や

スカウト，契約交渉時の客観的データとしても活用
されている．

主に投球の質に関する詳細なデータであるト
ラッキングデータを分析することで，従来の成績指
標には表れない投手能力を評価することが可能にな
ると期待される．一方，投手によって同じ球種で
あっても球速や曲がり方，‘きれ’や‘のび’など
が異なっており，投手それぞれ独自の球質がある．
特に，先発，中継ぎ，抑えなどの投手の役割ごと
に，投球の質の特徴やその特性値の分布が異なる．
したがって，球質の特徴を考慮して分析を行うこと
が必要である．機械学習において，関連しているが
異なる部分もあるデータから，目的の問題にも利用
できる情報・知識だけを取り込んで，より予測精度
の高い規則を得ることを目的とした「転移学習」と
いうものがある．

本研究では，先発，中継ぎ，抑え投手の投球の質
の特徴の違いに対して，転移学習の中でも共変量シ
フトに対応した方法を用いて解析を行う．共変量シ
フトとは，入力に対する出力の生成規則は学習時と
テスト時で変わらないが，入力（共変量）の分布が
学習時とテスト時で異なるという状況であり，共変
量シフト下での機械学習に関する様々な研究が行わ
れている（例えば，Shimodaira（4），杉山（5））．

本研究では，MLB の 2015 年シーズンの投球の
質に関するトラッキングデータを用いて投手の評価
を行う．そのために，共変量シフトに対応した転移
学習を用いて，トラッキングデータからセイバーメ
トリクス指標を予測するモデルを構築する．更に，
構築モデルに基づき，予測値と実測値の差から投手

トラッキングデータとセイバーメトリクス指標に
よるMLB投手の能力評価モデルの構築
Building a Model for Evaluating the Ability of MLB Pitchers Using the Tracking Data and 
Sabermetrics Index

トラッキングデータとセイバーメトリクス指標に
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の能力を検討する．

 2 セイバーメトリクス
近年，MLB を中心にセイバーメトリクスという

考え方が重視されている．セイバーメトリクスは，
野球のデータから様々なプレーの重要性や価値を数
値化して分析し，客観的に選手評価を行い，チーム
運営や戦略に活用することである．セイバーメトリ
クスは，野球ライターで野球史研究家・野球統計の
専門家でもあるビル・ジェームズ（1949～）によっ
て 1970 年代に提唱されたもので，アメリカ野球学
会の略称 SABR（Society for American Baseball 
Research）と測定基準 （metrics）を組み合わせた
造語である（例えば，文献（1），（2））．

野球のデータを活用するにあたって，その人物の
立場によって視点が変わってくる．それを図 1 に
示す．監督，コーチ，スコアラーなどチーム内部の
人は，現状の戦力で目の前の試合をどう勝つかとい
うことが目的であり，作戦，戦術をその場の状況で
考えている．スポーツファンやメディアは，外部か

らあたかも監督のような視点で試合を観戦し，作戦
や戦術を分析して称賛や批判をする立場にいる．
GM やチーム編成部は，現状の戦力を見極めながら
トレードやドラフト等で戦力を変化させることで，
中長期的に戦略を考える．研究者や統計愛好家の人
は，野球のデータ解析をして，戦略考案を楽しむ立
場となる．

セイバーメトリクスは，図 1 の右側部分の立場
の人にとってより重要視される考え方である．理由
としては，セイバーメトリクスは勝てるチームを作
るために必要な選手という視点から生まれているた
め，チーム内でその 1 試合ごとのことを考える短
期的な戦術より，中長期的な戦略的視点で生かしや
すい点がある．しかし，近年はバントや盗塁の効力
を否定するなどの戦術的視点からの分析もされてお
り，様々な立場の人に注目されている．

セイバーメトリクスの根本的な考え方は，「勝利」
を増やすために「得点を増やして失点を減らすこ
と」であり，プレーを得失点に変換して，選手がど
の程度の得点増，失点減に貢献したのかを評価す
る．セイバーメトリクスから分析されたものの例と
して，次のような項目が挙げられる．
①  得点と失点のデータがあれば，チームがおよ
そ何勝するかが分かる．

②  得点を増やすには打率よりも出塁率や長打
率が重要である．

③  打点は他の選手の出塁能力の影響が強いた
め，成績指標として重要ではない．

④  送りバントは状況によっては得点期待値を
下げる．

また，選手の能力を評価する指標として様々な指
標が提案されている．表 1 において，本研究で用
いる投手に関する指標を示す．

 図 1　データ分析のマトリクス

表1　投手に関するセイバーメトリクス指標

名称 意味 式

FIP 「奪三振」「与四球」「被本塁打」といった投手の
責任とされるものから投手個人の能力を測る指標

13×被本塁打＋ 3×（与四球＋与死球－敬遠）－ 2×奪三振
投球回数＋リーグごとの補正値

13×被本塁打＋ 3×（与四球＋与死球－敬遠）－ 2×奪三振
投球回数＋リーグごとの補正値

WHIP 「１イニング当りに許す出塁数」を表す指標 （被安打＋与四球）
（投球回数）

（被安打＋与四球）
（投球回数）

K/9 １試合で奪う三振数 f
奪三振
投球回数

p× 9

HR/9 １試合で打たれる本塁打数 f
被本塁打
投球回数

p× 9

BB/9 １試合で与える四球数 f
与四球
投球回数

p× 9
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 3 トラッキングデータ
トラッキングとは「追尾」という意味で，トラッ

キングシステムとはボールや選手などを追尾するシ
ステムのことを意味する．そのようなシステムから
得られたデータのことをトラッキングデータと呼
ぶ．野球におけるトラッキングデータとは，球場に
設置された専用のカメラから，投球の変化量や打球
角度などの情報を自動的に取得されたデータであ
る．2008 年から MLB において「PITCHf/x」が全
30 球場で導入され，主に投球の質に関するトラッ
キングデータが取得されている．PITCHf/x のイ
メージ図を図 2 に，トラッキングデータを加工して
作成した変数を表 2 に示す．なお，2015 年からは

「トラックマン 3e」というドップラーレーダ式弾道
追尾システムが MLB 全 30 球場で導入され，2017
年からはトラックマン 3e に一本化されている．

トラッキングデータの分析事例として，投手の球
質は投手によって異なっており，投手の基本の球種
であるストレートであっても投手によって変化量が
異なり，様々なタイプがあると言われている．
PITCHf/x のデータ分析により，一般的にストレー
トは「ホップ方向かつシュート方向に曲がる変化
球」と分類され，その変化量は投手によって違いが
あるとされている（2），（3）．また，「‘きれ’のあるス
トレート」や「打者の手元で落ちるフォーク」な
ど，感覚的な言葉でしか表現することができなかっ

た球質について，「ストレートと比べて平均で Xcm
落ちるフォーク」のように明確な言葉と数字で表現
することができる．MLB 公式のオンラインサイト
である「gameday view」でほぼ毎試合公開されて
おり，一球ごとのボールの軌道が表現されている．
フリーの統計解析ソフトウエア「R」において，
gameday データのスクレイピング専用に「pitchRx」
というパッケージがある．そのシステムを活用するこ
とで gameday データを取得することができる（7），（8）．

 4 共変量シフト
本章では，本分析に用いる共変量シフトについて

述べる．共変量シフトとは，与えられた入力に対す
る出力の生成規則は学習時とテスト時で変わらない
が，入力（共変量）の分布が学習時とテスト時で異
なるという状況である（例えば，Shimodaira（4），
杉山（5））．教師あり学習は，入力と出力の組から成
る学習標本を用いて，その後に与えられるテスト入
力に対する出力を予測する問題であるが，このとき
学習標本とテスト標本が同じ規則に従って生成され
るという前提が置かれる．共変量シフト下では，次
式 の 重 み 付 経 験 リ ス ク 最 小 化 法（AIWERM;  
Adaptive Importance Weighted Empirical Risk 
Minimization）が提案されている（4）．

min
θ∈Θ  

1
n  

n

∑
i=1
e

p1（xi）
p0（xi）

o

λ

 l（xi, yi, f̂（xi ;θ ））　　（1）

ここで，xi は学習入力，yi は学習出力である．
p0 （xi）と p1（xi）は，それぞれ学習入力とテスト入
力の確率密度関数である．f̂（xi ;θ ）はパラメータθ
を持つモデル，λ∈［0,1］は重み調整パラメータで
ある．特に，重回帰分析において，損失関数 l（x, y, 
ŷ）は次式のようになる .

l（x, y, f̂（x;θ ））＝（ f̂（x;θ ）-y）2　　　（2）

式 （1）の最小化問題を解くことにより，重み付

 図 2　PITCHf/x のイメージ図（SMT:（6）から）

表2　セイバーメトリクス指標を予測するモデルを構築する際に使用する説明変数一覧

説明変数
投球コース z平均 リリースポイント x平均 リリースポイント z平均

リリースポイント x標準偏差 リリースポイント z標準偏差 初速と終速の差の平均
加速度 x平均 加速度 y平均 加速度 z平均
回転数平均 回転数標準偏差 変化量 x平均
変化量 z平均 変化量 x標準偏差 変化量 z標準偏差
回転軸角度平均 回転軸角度標準偏差 空振り率



120 通信ソサイエティマガジン　No.46  秋号 2018

最小二乗法に基づき，パラメータθ の推定を行う．
このような転移学習の導入により，投手の役割間で
の球質の特徴の違いを考慮して分析を行うことがで
きる．図 3 に示すように，学習データ i の投手の球
質 xi がテストデータの対象の先発投手の特徴的な
球質であるとき，学習データ i の重みを大きくする．
このとき，p1（xi）＞ p0（xi）となり，重み（p1（xi）/
p0（xi））λは 1 より大きくなる．一方，学習データ i
の球質 xi が先発投手の特徴からかい離していると
き，学習データ i の重みを小さくする．このとき，
p1（xi）＜ p0（xi）となり，重み（p1（xi）/（p0（xi））λは
1 より小さくなる．

 5  トラッキングデータによるセイバーメトリクス指標予測モデルの構築

5.1　データの概要
セイバーメトリクス指標を予測するモデルを構

築する際に使用するデータについて述べる．分析の
対象としたデータは，2015 年における MLB の公
式戦全試合の全投球トラッキングデータであり，
pitchRx を用いて収集した．これを投手ごとに集計
した数値を説明変数として用いる．実際に用いた説
明変数を表 2 に，目的変数とするセイバーメトリ
クス指標を表 3 に示す．各投手のセイバーメトリ

クス指標に関するデータは Baseball Reference（9）

を参照した．これらの説明変数を用いて，各セイ
バーメトリクス指標を目的変数とするモデルを構築
する．なお，役割ごとの投手数は，先発が 161 投
手，中継ぎが 120 投手，抑えが 28 投手 , その他が
392 投手である． 

5.2　分析方法
4.で述べた共変量シフトに対応したパラメータ

学習法（AIWERM）を用いて，表 2 で示した説明
変数から表 3 で示した五つのセイバーメトリクス
指標を予測するモデルを構築する．この際，予測モ
デルとして重回帰モデルを用いて，損失関数には二
乗損失を用いる．また，訓練入力とテスト入力の確
率密度関数 p0（xi），p1（xi）は多変量正規分布を仮定
して求めて，重み調整パラメータλは 0～1 間 0.25
刻みの 5 個設定する．投手の役割によって「先発」，

「中継ぎ」，「抑え」，「なし」とデータセットを分け，
一つのデータセットをテストデータとし，残りの三
つのデータセットを学習データとする（図 4）．
AIWERM を組み合わせた重回帰モデルにおいて，

 図 3　本分析における共変量シフトの導入の考え方

表3　目的変数として使用するセイバーメトリクス指標の一覧

目的変数
FIP WHIP K/9 HR/9 BB/9
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調整パラメータλを変えながらパラメータθ を推
定する．それぞれのモデルにテストデータを入力
し，テストデータにおける二乗損失が最も小さくな
るときのλによるテスト出力値を，そのテストデー
タの投手役割におけるセイバーメトリクスの予測値
と決定する．

最後に，セイバーメトリクス指標の実測値と予測
値の差が大きかった選手に注目して，投手の能力の
評価を行う．本分析の流れは図 5 に示すとおりで
ある．本分析において，セイバーメトリクス指標の
実測値は投球の質を表したトラッキングデータに基
づいた予測値が与えられる．例えば FIP（小さい値
ほど良い指標）において，その予測値が実測値を下
回る場合，現状ではその投手が過小評価されている
可能性があり，今後の活躍が期待される．一方，そ
の予測値が実測値を上回る場合，その投手が現状で
は過大評価されている可能性を示唆する．

 6 分析結果

6.1　 共変量シフトに基づくセイバーメトリクス指標
予測モデルの評価

セイバーメトリクス指標予測モデルにおけるテス

ト損失を表 4 に示す．ここで，λ＝ 0 のときは通
常の ERM を用いた重回帰モデル（転移学習なし）
の結果となる．どの役割（先発，中継ぎ，抑え），
セイバーメトリクス指標においても，λ＝ 0.25 ま
たはλ＝ 0.5 における AIWERM を用いた重回帰モ
デルの結果が最もテスト損失が小さいという結果と
なった．本データに対しては，適切なλを用いた転
移学習によって，予測したいデータに対応したモデ
ルが構築できたと言える．一般的に，投手によって

 図 4　本モデル構築に関する学習データとテストデータ

 図 5　本分析法の流れ

表4　セイバーメトリクス指標予測時のテスト損失

（a）先発投手の場合
λ FIP WHIP K/9 HR/9 BB/9
0 1.603 0.105 1.091 0.332 1.659
0.25 1.102 0.076 0.945 0.279 1.009
0.5 1.089 0.096 1.064 0.296 0.961
0.75 1.249 0.109 1.134 0.361 1.043
1 1.470 0.140 1.206 0.475 1.184

（b）中継ぎ投手の場合
λ FIP WHIP K/9 HR/9 BB/9
0 1.627 0.122 2.469 0.641 2.410
0.25 1.351 0.088 2.315 0.484 1.905
0.5 1.984 0.114 2.452 0.555 2.449
0.75 2.718 0.144 2.678 0.632 3.449
1 3.505 0.188 3.127 0.700 4.641

（c）抑えの場合
λ FIP WHIP K/9 HR/9 BB/9
0 1.267 0.078 3.765 0.357 1.299
0.25 0.800 0.060 2.632 0.186 1.200
0.5 0.954 0.075 7.127 0.192 1.599
0.75 1.548 0.078 7.846 0.327 2.289
1 2.253 0.124 8.338 0.606 3.043
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持っている変化球の種類や数は異なっている．同じ
球種であっても球速や曲がり方，‘きれ’や‘のび’
などが異なっていると言われており，トラッキング
データを用いた研究でもこれらのことは実証されて
いる（例えば，文献（10）～（12））．また，投手
の役割間でも，球質の特徴に差がある．本モデルに
おいて，共変量シフトに対応した学習（転移学習）
を導入して，投手の役割ごとに特徴的な球質やタイ
プの投手のデータの重みを大きくすることで，テス
ト損失が小さくなるという効果が得られたと考えら
れる． 

6.2　 セイバーメトリクス指標予測モデルによる先発
投手の能力評価

先発投手に絞り，構築したセイバーメトリクス指
標予測モデルを用いて，セイバーメトリクス指標

（FIP，WHIP，K/9，HR/9，BB/9）の実測値と予
測値の差が大きかった選手に注目して，2015 年の
成績と比べて 2016，2017 年の成績がどのように
なったのかをまとめる．
【FIP】
FIP（小さい値ほど良い指標，表 1）について述

べる．表 5 において，先発投手の FIP の実測値と
予測値の差が大きい選手に着目し，予測値の方が小
さい選手 TOP5 及び WORST5 を示している．ここ
で，高評価選手と低評価選手について，2016 年，
2017 年の成績について，高評価選手は 2015 年の
成績よりも良くなること，低評価選手は 2015 年の
成績よりも悪くなることが予想される．高評価選手

に関しては，Eddie Butler 投手と Jeff Samardzija
投手は予測値ほどまでではなかったが，2016，
2017 年と FIP の成績を向上させたため，妥当な結
果が得られたと言える．他の 3 選手に関してはそ
の後の 2 年間で成績を落としてしまった．これら
を予測できなかった理由として年齢が考えられる．
全盛期に比べて峠を越えた選手であり，衰えが見え
た部分が考えられる．例えば，R.A. Dickey 投手は
MLB の歴史に残る大投手であり，過去にはすばら
しい成績を残した．予測値から見るとそれらの成績
を残したことにも納得できる部分があると同時に，
全盛期に比べて衰えが見える部分も考えられる．一
方で，比較的若い投手に関しては妥当な予測ができ
ており，将来有望な選手を見抜くことに関しては良
い結果が得られたと考えられる．低評価選手に関し
ては，WORST5 の全ての投手がその後の 2 年間で
成績を落としてしまっており，妥当な結果が得られ
たと言える．若い選手からベテランの選手まで良い
結果が得られており，峠を越えた選手や今後の成長
の期待度が低い選手を見抜くことができていると考
えられる．
【WHIP】
WHIP（小さい値ほど良い指標，表 1）について

述べる．先発投手の WHIP 高評価選手，低評価選
手の TOP5 を表 6 に示す．高評価選手に関しては，
予想した結果は得られなかった．要因としては，
WHIP は 1 イニングに許した出塁を示すため，先
発投手に関しては桁違いの実績を残しているような
選手を除いて，毎年安定して結果を残すことは難し

表5　先発投手のFIPの実測値と予測値

（a）高評価選手 TOP5（先発，FIP）
投手情報 FIP

投手名前 投手名字 年齢 所属チーム 実測値 予測値 2016 年 2017 年
Jerome Williams 34 Phillies 5.24 3.05 6.61 登板なし
Kyle Lohse 37 Brewers 5.12 3.55 9.68 登板なし
Eddie Butler 24 Rockies 5.89 4.54 5.44 4.66
Jeff Samardzija 30 White Sox 4.23 2.95 3.85 3.61
R.A. Dickey 41 Blue Jays 4.48 3.59 5.03 4.72

(b) 低評価選手WORST5( 先発 ,FIP)
投手情報 FIP

投手名前 投手名字 年齢 所属チーム 実測値 予測値 2016 年 2017 年
Wandy Rodriguez 36 Rangers 4.33 6.71 登板なし
Eduardo Rodriguez 22 Red Sox 3.92 6.30 4.43 3.97
Robbie Ray 24 D-backs 3.53 6.00 3.76 3.72
Martin Perez 24 Rangers 3.40 5.88 4.49 4.65
Mike Pelfrey 31 Twins 4.00 6.57 5.15 6.35
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いと言われていることが考えられる．低評価選手に
関しては，ある程度妥当な結果が得られたと考えら
れる．
【K/9】
K/9 について，今回対象としているセイバーメト

リクス指標の中では唯一大きい方が良いとされる指
標であり，予測値の方が大きい選手が高評価選手，
予測値の小さい選手が低評価選手となる．2016，
2017 年の成績については，高評価選手は 2015 年
の成績よりも上がることが予想され，低評価選手は
2015 年の成績よりも下がることが予想されると考

えられる．先発投手の K/9 高評価選手，低評価選
手の TOP5 は表 7 のようになった．高評価選手， 
低評価選手共に，おおむね妥当な結果が得られたと
考えられる．理由としては，K/9 はある程度の投球
回数を確保できれば比較的安定した数値になりやす
いという点と，三振を取る能力はその投手の‘きれ
’や‘のび’，球速，コントロールなどの性質に関
する要因が大きいと考えられるため，今回のトラッ
キングデータから学習することに適しているという
点が考えられる．
【HR/9，BB/9】

表6　先発投手のWHIPの実測値と予測値

（a） 高評価選手 TOP5（先発，WHIP）
投手情報 WHIP

投手名前 投手名字 年齢 所属チーム 実測値 予測値 2016 年 2017 年
Jerome Williams 34 Phillies 1.612 1.276 1.615 登板なし
Jeff Samardzija 30 White Sox 1.294 0.948 1.200 1.136
David Buchanan 26 Phillies 1.848 1.468 登板なし
Tim Lincecum 31 Giants 1.480 1.016 2.374 登板なし
Eddie Butler 24 Rockies 1.815 1.250 1.688 1.427

（b） 低評価選手WORST5（先発，WHIP）
投手情報 WHIP

投手名前 投手名字 年齢 所属チーム 実測値 予測値 2016 年 2017 年
Cody Anderson 25 Indians 1.106 1.643 1.615 登板なし
Jesse Hahn 26 Athletics 1.169 1.708 1.640 1.507
Joe Kelly 27 Red Sox 1.444 1.983 1.700 1.190

Eduardo Rodriguez 22 Red Sox 1.290 1.851 1.299 1.282
Mike Leake 28 Giants 1.160 1.893 1.319 1.280

表7　先発投手のK/9の実測値と予測値

（a） 高評価選手 TOP5（先発， K/9）
投手情報 K/9

投手名前 投手名字 年齢 所属チーム 実測値 予測値 2016 年 2017 年
Justin Nicolino 24 Marlins 2.6 4.7 4.2 4.9
Adam Morgan 25 Phillies 5.5 7.4 7.5 10.4
Danny Duffy 27 Royals 6.7 8.5 9.4 8.0
Max Scherzer 31 Nationals 9.6 11.2 11.2 12.0
Garrett Richards 27 Angels 7.3 8.3 8.8 8.8

（b） 低評価選手WORST5（先発， K/9）
投手情報 K/9

投手名前 投手名字 年齢 所属チーム 実測値 予測値 2016 年 2017 年
Tyson Ross 28 Padres 9.4 7.4 8.4 6.6
Andrew Cashner 29 Padres 8.4 6.2 7.6 4.6
Mike Bolsinger 27 Dodgers 8.1 5.9 8.1 8.5
Stephen Strasburg 27 Nationals 11.0 8.7 11.2 10.5
Drew Smyly 26 Rays 10.4 8.1 8.6 登板なし
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HR/9 と BB/9（小さい値ほど良い指標，表 1）
について， それぞれ表 8 と表 9 に示す．両方の指標
とも，低評価選手に関しては，ある程度妥当な結果
が得られたが，高評価選手に関しては安定した妥当
な結果は得られなかった．

 7 おわりに
本研究では，球質を表したトラッキングデータと

セイバーメトリクス指標を用いて投手の年俸の妥当
性の評価を行った．共変量シフトに対応した転移学

習を用いることで，サンプル数が不足していること
や投手による球質の特徴の違いを考慮したモデル構
築を行った．共変量シフトに対応した転移学習を用
いた場合と用いなかった場合のテスト損失を比較
し，その有効性を示した．次に，セイバーメトリク
ス指標の実測値と予測値の差が大きい選手の 2015
年，2016 年のセイバーメトリクス指標の比較を行
い，差に基づく投手の能力評価の妥当性を検証した．

本研究で構築した評価モデルは，主にトラッキン
グデータを活用することで，従来の成績の指標には
表れないような選手の能力の評価を可能とし，チー

表8　先発投手のHR/9の実測値と予測値

（a） 高評価選手 TOP5（先発， HR/9）
投手情報 HR/9

投手名前 投手名字 年齢 所属チーム 実測値 予測値 2016 年 2017 年
Jerome Williams 34 Phillies 1.6 0.6 2.1 登板なし
R.A. Dickey 41 Blue Jays 1.0 0.1 1.5 1.2
Mike Montgomery 26 Mariners 1.1 0.1 0.7 0.7
Hector Santiago 28 Angels 1.4 0.7 1.6 1.9
Noah Syndergaard 23 Mets 1.1 0.4 0.5 0.0

（b） 低評価選手WORST5（先発， HR/9）
投手情報 HR/9

投手名前 投手名字 年齢 所属チーム 実測値 予測値 2016 年 2017 年
Gerrit Cole 25 Pirates 0.5 1.5 0.5 1.4
Edinson Volquez 32 Royals 0.7 1.8 1.1 0.8
Chris Bassitt 26 Athletics 0.5 1.7 1.6 登板なし
Mike Pelfrey 31 Twins 0.5 1.8 1.1 1.9
Tim Lincecum 31 Giants 0.8 2.1 2.6 登板なし

表9　先発投手のBB/9の実測値と予測値

（a） 高評価選手 TOP5（先発， BB/9）
投手情報 BB/9

投手名前 投手名字 年齢 所属チーム 実測値 予測値 2016 年 2017 年
R.A. Dickey 41 Blue Jays 2.5 0.8 3.3 3.2
Carlos Rodon 23 White Sox 4.5 3.4 2.9 4.0
Trevor Bauer 24 Indians 3.8 2.7 3.3 3.1
Eddie Butler 24 Rockies 4.8 3.4 3.0 4.6
Francisco Liriano 32 Pirates 3.4 2.4 4.7 4.9

（b） 低評価選手WORST5（先発， BB/9）
投手情報 BB/9

投手名前 投手名字 年齢 所属チーム 実測値 予測値 2016 年 2017 年
Stephen Strasburg 27 Nationals 1.8 3.8 2.7 2.4
Gerrit Cole 25 Pirates 1.8 3.8 2.8 2.4
Kevin Gausman 25 Orioles 2.2 4.4 2.4 3.4
Michael Pineda 26 Yankees 1.2 3.4 2.7 2.0
Phil Hughes 29 Twins 0.9 3.1 2.0 2.2
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ムを強くするためのトレードやスカウティングを実
行する際に活用できる一つのツールになることが期
待される．
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1 まえがき
スポーツ番組では，家庭に居ながら最適なアングルの

映像を，解説を聞きながら見ることができるだけでな
く，例えば，リプレイやスローモーションなどの演出で
は，実際の観戦では見ることのできない視聴体験を得る
ことができる．多くの人が日常的にテレビ放送でスポー
ツを観戦しており，放送局にとってスポーツ番組は，テ
レビが持つ映像表現能力や即時性といった特徴を効果的
に活用できる重要なコンテンツの一つである．このた
め，スポーツの魅力や面白さを分かりやすくかつ即時性
を持って視聴者に届けることを目指して，スポーツ中継
に関わる放送技術の研究を進めている．

本稿では，スポーツ中継での使用を主目的として研究
を進めている映像制作技術と番組素材伝送技術について
紹介する．

2 スポーツ映像制作技術
俊敏で複雑な動きを伴うスポーツシーンを分かりや

すく伝えることは，スポーツ中継では重要である．この
ため，スポーツ中継での使用を主な目的とした新しい映
像制作技術を検討している．ここでは，スポーツ中継に
おける解説をサポートするような映像制作に関して，選
手の顔の向きを推定する技術，ボールなど被写体の動き
を解析し可視化する技術，様々な方向から撮影した映像
を使った映像表現技術について技術内容と番組での応用
例を紹介する．

2.1　顔向き推定技術
スポーツの試合中に，選手がどこに注目しているかが

分かると，プレーの意味を視聴者が理解しやすくなると
考えられる．そこで，スポーツ中継において，戦術など
の解説に利用することを目的に，広角カメラで撮影した

サッカー映像から，各選手の顔の向きを推定する研究（1）

を進めている．
顔向き推定の処理の流れを説明する．最初に，撮影映

像から選手の顔の領域を検出する．撮影した映像の背景
差分によって選手領域を抽出する．選手は正立している
と仮定して，領域上部にフィッティングさせた円内の画
像を事前に顔 ･ 非顔の画像で学習させた SVM（サポー
トベクトルマシン）で識別させて顔領域を検出する．次
に，顔領域の画像から顔の向きを推定する．元の映像は
広角で撮影されているため，検出された顔領域の画像は
低解像度となり，目・鼻・口など顔の部位の位置を，顔
向きの手掛かりには利用できない．このため，顔領域の
画像から特徴量として，形状に関する Histogram of 
gradients（HOG）（2）と色の分布に関する色ヒストグラ
ムを抽出し，それぞれの特徴量について事前に学習した
識別器の出力結果を統合して，顔向きを 8 方向で推定
する（図 1）．図 2 に顔向き推定結果を扇形のマークで
表示した例を示す．ここでのサッカー画像はデータセッ
ト（Soccer Video and Player Position Dataset）（3）を
使用した．

この技術をスポーツ解説番組で得点シーンの解説に
利用し有効性を確認した．番組では、プレイ中の映像に
推定した選手の顔の向きを扇形のマークで表示すること
で，死角を突いたプレイを視覚的に分かりやすく解説す
ることができた．

2.2　カーリングのストーンの軌跡表示技術
機械学習による物体認識技術をカーリングのストー

ンへ適用（4）した例を紹介する．カーリングでは，ス
トーンが通過した場所は氷の状態が変化するため，選手
はこれまでに投げられたストーンのコースも参考にしな
がら，氷の状態を推測して戦術やストーンを投げるコー
スを判断する．しかし，カメラの映像だけでは氷の状態
を伝えることが困難なため，ストーンの軌跡をコン
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ピュータグラフィックス（CG）でカメラ映像に重畳表
示することで戦術などの解説をサポートするような映像
表現手法を研究している．撮影映像からのストーンの検
出には機械学習を用いる．図 3 に示すように，ストー
ンの進行をコントロールするためのブルーム（ブラシ）
によるスイーピングでストーンが隠れ画像特徴が変化

（オクルージョン）するため，2.1の顔向き推定技術で
用いた，あらかじめ特定の画像特徴を学習しておく事前
学習形の追跡手法では安定した追跡が困難になる．この
ため，近年，追跡対象の画像特徴を逐次的に再学習し，
識別器をフレームごとに更新する逐次形追跡手法が提案
されている．ストーンの追跡では，逐次形追跡手法の一
つである Kernelized Correlation Filter （KCF）を利用
し，スイーピングによる画像特徴の変化に対応した．た
だし，KCF をそのまま適用すると騒音の影響を受けや
すかったため，前処理でストーン領域の候補を抽出する
ことにより，より頑健な追跡手法へと改良した．

この技術を，日本カーリング選手権大会の中継（2017
年 1 月放送）で活用し，ストーンを頑健に追跡できる
ことを確認するとともに，軌跡の表示により，氷の状態
やチームの戦術についての解説をサポートすることがで
きた．図 4 は放送で表示した軌跡の例である．この軌

跡から，右側のコースはストーンが数多く通過したこと
で氷の表面の凹凸が削れ，滑りにくく曲げやすくなるこ
とが分かる． 

2.3　物体の空間解析技術
球技においてボールの位置や動きの情報を可視化で

きると，プレイを視聴者に分かりやすく伝えることがで
きる新しい映像となり得ると考える．また，このような
映像は選手や指導者にとってはトレーニングの支援，競
技主催者にとっては判定の補助など，様々な活用が期待
できる．そこで，複数のカメラで撮影した映像からボー
ルの空間中の位置を解析して，軌跡や速度などの動きの
情報を CG で表示するスポーツ中継用のグラフィックス 図2　多言語音声翻訳技術の研究開発について

図1　顔向き推定技術

図2　サッカー選手の顔向きの描画例

図3　スイーピングにより生じるオクルージョン

図4　ストーンの軌跡の表示例
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システム（5）の開発を進めている．
グラフィックスシステムにおける処理の流れを図 5

に示す．最初に，異なる場所に配置した複数のカメラ
（多視点カメラ）で，市松模様などの校正パターンを撮
影することでカメラ校正（6）を行う．これにより，カメ
ラ雲台から出力されるパン，チルトなどの符号器データ
からカメラの位置，姿勢などのカメラパラメータを算出
できる．次に各カメラで撮影した映像（多視点映像）か
らそれぞれ映像上のボールの位置を検出（7）する．あら
かじめボールの特徴量（ここでは，RGB，HSV 色ヒス
トグラム，LBP（ローカルバイナリーパターン））を学
習させた事前学習形の機械学習を適用することで，バ
レーボールの公式球のような複数の色が混在するボール
を，複雑な背景下で検出する．検出時は，映像から色情
報を基にボール候補となる領域を抽出し，特徴量を学習
させた識別器によりボール位置を決定している．ボール
の探索範囲を，ボールの移動距離などを基に調整するこ
とで，処理の高速化を図っている．各映像上のボールの
位置と，撮影カメラの位置，姿勢などのカメラパラメー
タを使ってボールの三次元位置を毎フレーム算出（8）す
る．算出されたボールの三次元位置情報から軌跡や速度
などを求め，撮影映像に対して軌跡の CG 合成を実現し
ている．CG 合成までの時間は約 0.3 秒で，スポーツ中
継でのリプレイシーンで十分使用可能な遅延時間になっ
ている．撮影映像にボールの軌跡 CG を合成した例を図
6 に示す．

グラフィックスシステムをスポーツ解説番組「スポー
ツイノベーション」（2017 年 10 月 1 日放送）のビーチ

バレーの解説で使用した．ビーチバレーの試合全球の三
次元位置を算出して軌跡を生成した．番組では，ボール
の軌跡映像を解説者の戦術解析を裏付ける映像として活
用した．

2.4　多視点映像表現技術
スポーツでは，一方向から見た映像だけではそのとき

のプレイや演技，技などの状況を伝え切れないことも多
い．このような場合，いろいろな方向から撮影した映像
を提示することができれば，その瞬間の状況をより詳細
に，分かりやすく視聴者に伝えることが可能になる．そ
こで，多視点映像を用いて，ある時点の被写体の周囲を
回り込んで見ているかのような多視点映像表現「ぐるっ
とビジョン」（9）の開発を進めている．

これまでの多視点映像の撮影では，あらかじめ被写体
の方向に向けた複数の固定カメラが使用されていた．こ
のため，フィールド上を移動する選手や点在する選手の
多視点映像を撮影することが困難だった．そこで，連動
する複数台のロボットカメラを使って，一人のカメラマ

図6　撮影映像にボールの軌跡CGの合成例

図5　グラフィックスシステムの処理の流れ

図7　多視点ロボットカメラシステム

（a）多視点ロボットカメラ（a）多視点ロボットカメラ

（b）操作部（カメラマンによる操作）（b）操作部（カメラマンによる操作）
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ンの操作で全てのカメラの方向を同じ被写体に向けるこ
とができる多視点ロボットカメラシステム（図 7）を開
発した．これにより，移動する被写体や広い空間に点在
する被写体の多視点映像が撮影可能になった．

しかしながら，多視点ロボットカメラシステムには，
カメラを動かす電動雲台の制御誤差やカメラ位置等を検
出するカメラ校正の誤差などが生じるため，実際には，
各カメラの光軸は被写体上の 1 点で交差していない．
このため，撮影した多視点映像をそのまま切換表示した
場合，回転の中心となる被写体位置が固定されずに上下
左右に動くために非常に見づらい映像になる．「ぐるっ
とビジョン」では，撮影した多視点映像を，各カメラの
光軸が被写体上の 1 点で交差した状態で撮影した時と
同等な映像になるように画像処理によって補正すること
を特徴とする．この補正した多視点映像によって滑らか
な切換えを実現し，図 8 に示すような，被写体の周囲を
回り込んで見たような多視点映像表現を実現している．
「ぐるっとビジョン」は，フィギュアスケートなどの

スポーツ中継番組で活用されている．また，比較的簡易
なシステム構成で新しい映像表現ができることから，ス
ポーツ番組以外にも「ABU 学生ロボコン世界大会
2017」（2017 年 9 月 18 日放送）やドラマの広報映像
などにも活用している．最近では，「ぐるっとビジョン」
映像に，2.3で紹介したボールなどの解析情報を CG
合成するグラフィックスシステムを組み合わせたシステ
ムの開発も進めている．

3 番組素材伝送用 FPU
スポーツ中継や緊急報道などのライブ放送では，制作

現場の映像や音声の番組素材を放送局まで無線で伝送す
る手段として，ランドラインの FPU（Field Pick Up; 可

搬無線伝送装置）や通信衛星による SNG（Satellite 
News Gathering）システムが用いられている．

FPU は，リアルタイムの映像・音声を遅滞なく途切
れず伝送する必要があるため，伝送レート一定で再送を
行わない単向通信のシステムとしている．図 9 に FPU
のシステムイメージを示す。FPU で使用できる電波の
周波数帯には，ミリ波帯，マイクロ波帯，1.2GHz/2.3GHz
帯があり，それぞれ電波の特性に応じた使い分けを行っ
ている．2020 年に向けてはこれら無線素材伝送装置で
もスーパーハイビジョン（4K・8K）を伝送できるよう
対応が求められている（10）．

本章では，4K・8K 番組素材伝送に向けてそれぞれ周
波数帯の特性に応じて研究開発を行った FPU の伝送技
術について紹介する．

3.1　大容量伝送を実現するミリ波帯FPU
スーパーハイビジョンを放送番組用素材として伝送する

ためには，映像圧縮に標準遅延の HEVC コーデックを用
いた場合でも，8K で 300Mbit/s 程度，4K で 150Mbit/s
程度の映像ビットレートが必要とされている（11）．超低遅
延の素材伝送を想定すると所要ビットレートは 8K で
400Mbit/s 程度になると想定している．そこで，広帯
域を利用できるミリ波帯（42GHz 帯）の電波を用いて，
チャネル帯域幅 125MHz（占有帯域幅 109MHz）と偏
波 MIMO（Multiple-Input Multiple-Output） を 導 入
し て 最 大 で 600Mbit/s（32QAM-OFDM， 符 号 化 率
3/4）の伝送が可能な 4K・8K 用 FPU （図 10）を開発
した（12）．8K コーデックで映像符号化した 8K 信号を渋
谷の NHK 放送センターから砧の NHK 放送技術研究所
間までの距離 8km で無線伝送する実験を行い，晴天時
に 600Mbit/s を伝送可能であることを確認した．更に，
ミリ波帯の弱点である降雨減衰への対策として高出力の

図4　東京公共交通オープンデータチャレンジ

図8　「ぐるっとビジョン」映像
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電力増幅器を開発し，送信機出力を各偏波 0.5W（計
1W）とした．これにより所要ビットレートと想定して
いる 400Mbit/s （32QAM-OFDM，符号化率 1/2）の
8K 信号を降雨強度 20mm/h 時に 5km 無線伝送できる
見込みを得た（13）．

また，スポーツ中継や音楽番組などの制作現場におい
て，機動性が高く自由なカメラワークを生むためにワイ
ヤレスカメラへのニーズは高く，ワイヤレスカメラの
4K・8K 対応も求められており，OFDM（Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing） に 比 べ て PAPR

（Peak to Average Power Ratio）を低くできる SC-FDE
（Single Carrier-Frequency Domain Equalization） を
用いたミリ波帯ワイヤレスカメラの研究も進めている（14）．

3.2　長距離伝送のためのマイクロ波帯FPU
マイクロ波帯の FPU を 4K・8K 伝送に対応させるに

あたっては，既存のマイクロ波帯 FPU と同じチャネル
帯域幅 18MHz と送信電力として既存 FPU と共存でき
るように検討を進めた．伝送容量の拡大のために，超多
値 OFDM 技術と偏波 MIMO を導入し，超多値変調に
より増加した所要 CN 比（Carrier-to-Noise ratio）を
抑えるため，誤り訂正符号に LDPC（Low Density 
Parity Check）符号を導入したマイクロ波帯 FPU（図

11）を開発した（15）．マイクロ波帯 FPU は降雨時でも
200Mbit/s（1,024QAM-OFMD，符号化率 5/6） を回
線設計上 50km 伝送可能である．送信機出力が各偏波
0.1W（計 0.2W）の試作装置を用いて，約 200Mbit/s
に圧縮した 8K 信号を埼玉県の堂平から渋谷の NHK 放
送センターまでの 59km 伝送できることを実証した．

3.3　移動中継用FPUの実現に向けた大容量伝送技術
移動中継用 FPU は，ロードレース中継などの移動伝

搬環境でも途切れることなく伝送できるよう，見通し外
伝搬に強く，マイクロ波帯に比べてドップラー周波数の
低い 1.2G/2.3GHz 帯の電波を用いている．FPU は単
方向通信で伝送レートが一定であり，移動中継では一部
の厳しい伝搬路での伝送破綻を避けるために，変調多値
数や誤り訂正の符号化率を固定的に下げて十分な伝送
マージンを確保して伝送を行っている．移動中継用
FPU を 4K・8K 伝送に対応させるにあたり，FPU に時
分割複信（TDD：Time Division Duplex）による双方
向通信機能を導入して，伝搬路に応じて送信ビームや変
調方式，誤り訂正符号の符号化率を適応的に制御する 4
× 4 TDD-SVD-MIMO （TDD-Singular Value 
Decomposition-MIMO）システム（16）を適用すること
を検討している．試作装置（図 12）による野外実験で

図9　FPUのシステムイメージ

図10　ミリ波帯スーパーハイビジョンFPU試作装置
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は，試作装置が目標とする 100 Mbit/s 以上の伝送レー
トと安定した移動伝送を継続できることを確認した．本
技術を用いた FPU が実用化されれば安定した 4K・8K
のロードレース中継が実現すると期待している．

移動中継用 FPU の研究の一部は，総務省の委託研究
「次世代映像素材伝送の実現に向けた高効率周波数利用
技術に関する研究開発」の一環として実施した．

3.4　標準化動向
FPU については，ARIB（電波産業会）において標準

規格として策定している．ミリ波帯 FPU は，平成 29
年 3 月に改定された ARIB STD-B43 2.0 版において
4K・8K 伝送への対応が行われた．4K・8K 伝送用マイ
クロ波帯 FPU についても，平成 30 年 1 月 22 日に
ARIB STD-B71 として標準規格が策定された．移動中
継用 FPU の 4K・8K 対応についても標準規格として策
定されるよう検討を進めていく．

4 まとめ
NHK 放送技術研究所で研究開発を進めてきた，ス

ポーツシーンを視聴者に分かりやすく伝えることを目指
した映像制作技術と 4K・8K によるスポーツ中継など
のライブ放送を目指した 4K・8K 用 FPU について紹介
した．今後もスポーツ中継における臨場感のある魅力的

な番組作りに寄与する技術の研究開発を進めていく．
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