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スポーツアナリティクスにおけるデータとAI活用
谷岡　広樹＊

Data and Artificial Intelligence Utilization Required  
for Sports Analytics

Hiroki Tanioka*

Tokyo 2020 Olympic Games has been postponed until 2021. Most of the 33 sports still planned for the 
Olympic Games in 2021 will use data. The sports data gathered using various method is analyzed by experts. 
The experts also called sports data analysts have been developed various systems and methods using the sports 
data and Artificial Intelligence to improve competition results. In this paper, data collections in some sports are 
explained, and the trends in research on the use of data analysis models in these fields, in particular, some studies 
using machine learning and our research are introduced. Additionally, future issues in this field are summarized.

キーワード： スポーツアナリティクス，データサイエンス，Artificial Intelligence（AI），機械学習

1.　はじめに

本来ならばオリンピックイヤーであった2020年（1）

は，スポーツのあらゆる種目でデータの活用が進んで

おり，かつては経験・勘・根性といったものが主役で

あった姿からは一変し，データを用いた科学的な分析

や深層学習などの機械学習を用いたデータ分析が行

われている（2）（3）．スポーツアナリティクス（Sports 

Analytics: SA）と呼ばれるデータ分析は，統計学を背

景とした手法が用いられ，スポーツ統計（4）とも呼ば

れており，データサイエンス（Data Science: DS）と

も密接な関わりを持つ．

このようなスポーツにおけるデータ活用は，1960

年代の米国のプロ野球リーグ（Major League Base-

ball：以下，MLB）を舞台に展開された映画「マネー・

ボール」の題材となったセイバーメトリクス（Society 

for American Baseball Research Metrics: SABR met-

rics）が 1970 年代に提唱されて以降，急速に広まっ

たが，そのデータ活用の歴史は，1861 年に Henry 

Chadwick が Beadle’s Dime Base Ball Player（5）におい

て，野球のプレーを分析するためには，統一された方

法でデータを収集しなければならないことを述べたこ

とから始まる．その後の 1885 年に The Lawn Tennis 

Manual（6）では，テニスプレイヤーのパフォーマン

ス分析を行った．1900 年代に入り，アメリカンフッ

トボール，ラグビー，サッカーでも，試合から客観的

なデータを収集し，記事として掲載されるようになっ

ていった．1922 年には The Science of Baseball（7）で

野球データの記法が確立したといわれている．1930

年代以降には，欧州のプロサッカーチームや米国の

MLB，アメリカンフットボールリーグ（American 

Football League: AFL）ナショナルホッケーリーグ

（National Hockey League: NHL），ナショナルバスケッ

トボールリーグ（National Basketball Association: 

NBA）でアナリストを採用するようになった．このよ

うに，スポーツアナリティクスの歴史は，スポーツの

商業面での貢献を目的として発展し，2000 年以降は，

スポーツデータ分析を専業とする企業（8）～（12）も国内
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外に存在する状況となっている．

オリンピック競技のように，商業面よりも競技成

績に重きを置く競技においても，データ分析や AI を

活用した戦略や戦術の変更，選手の起用などが盛んに

行われるようになっている（13）（14）．このとき，対戦

競技においては戦術論とは別に，各選手の能力向上の

ためのトレーニングにデータを活用することも盛んに

行われるようになってきた．野球であれば投球フォー

ム，打撃フォームなどの改善に選手の体の動きをデー

タ化したものが利用される場面も増加している．ま

た，水泳や体操のような個人競技や演技種目において

も，同様のデータ分析の手法を用いることによる成績

の向上が期待されている（15）（16）．

本稿では，2章でスポーツにおけるデータ収集の方

法について紹介したうえで，3章でデータ分析手法に

関する研究動向，4章でデータ分析の活用事例とデー

タ活用に関する課題などについてまとめる．

2.　スポーツにおけるデータ収集の方法

本章では，スポーツデータの収集方法に関する状況

について概説する．スポーツ競技で競技成績を向上す

るためには，表 1に示すデータのうち，情報システ

ムによって収集・分析が可能なものを対象とし，選手

個人のデータ，対戦競技の場合はその対戦相手のデー

タ，球技の場合は球に関するデータ，団体競技の場合

は味方チームの選手の位置データ，相手チームの選手

の位置データなどの収集が必要となる．

2.1　IoT センサ・GPS データ

競技中の戦術変更やトレーニンングへのフィード

バックのために必要となるデータを，どのように収集

するかについては，各競技においてさまざまな工夫

がなされている．本節では，モノのインターネット

（Internet of Things: IoT）センサや全地球測位システ

ム（Global Positioning System: GPS）データを用いて

収集可能なデータを，トレーニングに活用する事例に

ついて紹介する．

2.1.1　IoT センサ

IoT センサは，ウェアラブルのものと，観測対象か

ら離れた位置に設置されるものに分類できる．ウェア

ラブルセンサには，次項で紹介する GPS データを検

出可能なもの（17）のほか，加速度，脈拍，酸素濃度，

筋電位，さらには血糖値も測れるデバイス（18）（19）が

登場してきており，トレーニングや試合の前後，ト

レーニング中に加えて，規定が許せば試合中のデータ

まで得ることが可能となり，選手の体調管理はもちろ

んトレーニングメニューや戦術に活かすことが可能で

ある．

観測対象から離れた位置に設置される IoT センサに

は，Light Detection and Ranging（LIDAR）技術など，

3Dレーザーセンサを用いて選手の姿勢データや位置

データを正確に把握するもの（20）や，バットやボール

にセンサを内蔵するもの，競技場自体に圧力センサや

超音波センサを配置することで，さまざまな競技デー

タを収集する試み（21）もある．これらは大会規定が許

せば，競技中にリアルタイムにフィードバックするシ

ステムによってデータ分析を行うことができるが，規

表 1　データの分類

カテゴリ 対象 変数例

人物 競技者 身長，体重，体温，脈拍，
姿勢，座標，方向，速度

対戦者 身長，体重，体温，脈拍，
姿勢，座標，方向，速度

審判 座標，方向，速度

オブジェクト ボール サイズ，座標，方向，速度

バット サイズ，座標，方向，速度

ラケット サイズ，座標，方向，速度

ネット サイズ，座標

ゴール サイズ，座標

器具 サイズ，材質

床面 サイズ，材質，床反力

水 水量，深さ，温度，水流

衣類 材質，重量，形状

環境 気象条件 屋内外，温度，湿度， 
気圧，風向，風速

建物 サイズ，材質

観客席 サイズ，座席数，距離



194

スポーツアナリティクスにおけるデータと AI 活用

定により採用不可な場合もある．

2.1.2　モーションキャプチャデータ

選手の姿勢や体重移動など，選手の動きに着目した

データを収集する方法の一つに，モーションキャプ

チャがある．この方法では，全身にマーカーを付け

てマーカーの座標を測定するモーションキャプチャ技

術（22）のほかに，Microsoft 社の Kinect や LIDAR 技

術を採用したレーザーセンサなどを用いたマーカーレ

スの方法（23）や，次節で詳しく説明する深層学習を

用いた手法も利用可能である．

2.1.3　GPS データ

集団競技の場合は，骨格の検出よりも人物やオブ

ジェクトの座標データとトラッキングデータが重要

となるケースがある．このような場合は，Catapult

社（24）などの GPS センサを選手に着用させることで

正確な位置データやトラッキングデータを取得する方

法が考えられ，2015 年から国際サッカー連盟（以下，

FIFA と呼ぶ），2016 年から J リーグでも試合での着

用が認められている．

2.2　動画データ

マーカーレスのモーションキャプチャ技術を実現す

るには，Kinect や LIDAR 技術を採用したレーザーセ

ンサなどの特別な機材を用いる方法のほかに，画像か

ら OpenPose（25）や PoseNet（26）などの深層学習を用

いて特徴点を抽出する方法（27）がある．これらの技

術は，画像の中の人物の骨格を検出し，高い精度で各

部位のベクトルから姿勢データを得ることができるた

め，特別な機材を用いずに選手の姿勢や動きを認識す

ることが可能となる．

集団競技の場合に重要となる座標データとトラッキ

ングデータを得るために，GPS データを用いずに，カ

メラ動画から検出する方法もある．ChyronHego 社の

TRACAB（28）は，FIFA や J リーグでも採用されている

光学式トラッキングシステムであり，複数のカメラを

用いて選手やボールの座標を正確にデータ化すること

が可能である．このほか，単眼カメラ 1 台の映像か

ら YOLOv3 などの深層学習と画像解析技術を用いて

図 1のように人物の座標やトラッキングデータを抽

出する手法（29）～（31）も提案されており，この手法を

用いると複数の機材を会場に設置することや，対戦相

手に機器着用の同意を得る必要がない．

3.　スポーツにおけるデータ分析

3.1　スポーツデータと統計データ

スポーツデータは，IoT センサやビデオカメラなど

で得られた未加工の生データのままでは，データ分析

が困難である．そのため，この生データから統計デー

タ（Statistics: Stats）の形にフィルタリングや加工を

施す必要がある．Shih は，動画データから Stats を抽

出する場合の方法について詳しくまとめている（32）．

このなかで，生データには競技そのものの情報以外

に，観客や動物乱入などのシーンが含まれているた

め，不要な情報の除去も必要であると述べている．

3.2　スポーツデータとデータ分析

Stats を得た後，データ分析者は目的を達成するた

めの課題を競技やチームごとに定義し，統計的な分析

を行う．加藤は Jリーグでのサッカーチームにおける

チーム強化のためのゲーム分析について紹介（33）し

ている．一方，課題自体が曖昧な場合もある．このよ

うな場合は，あらゆる角度から統計的に予測モデルを

構築して回帰分析を行う手法や，データマイニングの

ツールを用いる手法（34）（35）が考えられる．

3.3　スポーツデータと人工知能

急速に発達した深層学習の技術を用いた人工知能

によるデータ分析も進みつつある（13）～（16）．オブジェ

クト検出等の分野で SotA（State of the Art）を達成

している深層学習（36）を用いたデータ分析は，従来

法と比較して高速かつ高精度に Stats を得ることがで
図 1 YOLOv3 で抽出された人物候補領域

（図は文献（31）より引用）
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き， 再現率（Recall）， 適合率（Precision），ROC 曲

線（Receiver Operating Characteristic Curve）や AUC

（Area Under the Curve）などの指標で比較して，高

い予測精度でモデルを推定することが可能である．

4.　スポーツにおけるデータ活用とその課題

この章では，スポーツにおけるデータ活用の事例を

紹介する．4.1 節では選手の能力評価，4.2 節では集

団競技における戦術分析について紹介し，4.3 節では，

データの品質に関する課題，4.4 節では権利問題につ

いて述べる．

4.1　ボールトラッキングデータによる能力評価

文献（37）は投球トラッキングデータと SABR 

metrics を用いてMLB の投手のパフォーマンスの予

測を試みている．文献（38）では，打球トラッキン

グデータを用いてロジスティック回帰分析を行うこと

により，日本野球機構（NPB）の打者の評価を試みて

いる．

4.2　選手トラッキングデータによる戦術分析

文献（39）は，NBA の選手とボールのトラッキン

グデータを用いて戦術分析を行い，戦術選択を正しく

学習できるシステムとそれを用いたトレーニングの方

法を提案している．文献（40）では，欧州のプロサッ

カーリーグの Stats に基づいて，期待得点（expected 

Goals: xG）を定義している．

4.3　データの品質に関する課題

スポーツにおけるデータ活用のためには，データそ

のものの品質の問題について注意する必要がある．選

手やチームの状況を正確に把握し，統計的に意味のあ

る予測モデルを構築するためには，十分なデータをバ

ランスよく収集する必要がある．収集したデータが一

部の選手や特定の条件下のものしかないような不均衡

データであった場合，正しく統計分析を行うことは困

難である．

データの取得条件に，環境情報が含まれることもあ

る．観測対象の競技場の形状はもちろん，観測対象と

機材の距離や角度，気象条件や日照状態の変化によっ

ても，選手や競技内容とは無関係にばらつきが現れ

る．このような環境の動的な変化に対して対策を講じ

る必要がある．

運良く理想的なデータが得られた場合，よりよい分

析結果や予測モデルを得るために，われわれ研究者は

複雑な予測モデルや人工知能の技術を採用することが

あるだろう．このとき，考慮すべき問題の一つに，モ

デルの説明可能性が挙げられる．人工知能のシステム

が採用するほとんどの機械学習アルゴリズムでは，学

習結果として得られるモデルについて，解釈不可能な

場合が少なくない．その結果，構築された予測モデル

はブラックボックスとなり，なぜそのような予測が得

られるかについて説明できないという事態に陥る．こ

の問題を回避するため，回帰モデルを利用する場合

は，線形回帰モデルやロジスティック回帰モデルを利

用すること，機械学習を利用する場合は，決定木やラ

ンダムフォレストのような説明変数の寄与度を算出可

能なアルゴリズムを用いるとよい．

4.4　スポーツデータと権利

スポーツデータは，大会の主催者や放映権を持つ事

業者などに権利がある．そのため，自由にデータ分析

を行うためには，データの権利者から利用許諾を得る

か，自ら収集するしかない．スポーツデータ解析コン

ペティション（4）参加を対象に研究目的で公開される

データ，StatsBomb Open Data（41），NBA Stats（42）な

どが公開されているが，利用範囲に注意が必要である．

5.　おわりに

本稿では，スポーツにおけるデータ活用の目的，

データ収集の方法，データ分析の手法，人工知能や機

械学習の活用方法の研究動向や今後の課題について概

説した．

近年の深層学習を用いた機械学習の発展は，スポー

ツデータの解析や予測モデルの構築に大きな影響を

与えつつある．しかしながら，4章で述べたように，

データの品質の問題や，権利の問題から，自由に利用

できるデータは十分とはいえず，競技成績の向上や選

手の能力向上に資するシステムを構築し，活用するた

めには，より可用性の高いシステムの開発と，さらな
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るルール改正や実践事例の蓄積が必要である．
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