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【要

旨】

競技スポーツ場面で偶発的に発生する動作を撮影して３次元的に分析する際には，煩雑な通常のキャリブ
レーションではなく，競技エリア全体を計測範囲とする簡便なキャリブレーションが望まれる．競技エリア
には，位置が既知である特徴点が複数含まれる．これらをコントロールポイントに用いたキャリブレーショ
ンを行う DLT 法は，３次元座標を十分な再現精度で算出可能であるが，計測空間内で再現精度が一様でない，
カメラの設置位置によって再現精度が変化するなどの特徴を有している．これらを考慮して利用すれば，特
徴点をコントロールポイントとしたキャリブレーションは，競技スポーツ場面において，簡便に競技エリア
全体を計測可能とする方法となり得る．また，この方法にコンピュータビジョンを適用することによって，
３次元座標の再現精度の改善が期待できる．
Key Words：DLT 法，特徴点，コントロールポイント，カメラ台数，カメラ位置，コンピュータビジョン
1. ３次元動作分析と DLT 法，その問題点

CP）を撮影に使用する全てのカメラで撮影し，CP

近年，ヒトが行う動作を撮影して３次元的に分析

の撮影映像上での座標（以下，２次元計測座標）と

する際には，光学式モーションキャプチャシステム

実空間での座標（以下，実空間座標）とを対応させ

が用いられることが多くなり，容易にデータ取得が

るキャリブレーションを行い，変形した共線条件式

可能になった．しかし，その計測範囲は，解像度，

によって求めた DLT パラメータを用いて，分析対

LED の光量，マーカーの大きさなどのハードウェ

象点の３次元座標を推算する．

ア性能に制限され，ラボ内（システムによっては屋

DLT 法では，数学的な解法上，計測空間内に６

外）の限定された範囲における実験試技の分析に適

点以上の CP を配置する必要があり（池上ほか ,

用されることが大半である．

1991），CP の数が少ない場合やその配置が偏ってい

競技スポーツ場面において，ベストパフォーマン

る場合には，３次元座標の再現精度が不安定となり

スや傷害は偶発的に発生する．その際の動作を分析

やすい（小野 , 2013）．そのため，通常は，計測点

しようとすると，前述のシステムは適用できず，ビ

を複数含んだ箱状や棒状のコントロールオブジェク

デオカメラ等の複数の撮影機器を用いて対象とする

トを用い，計測空間内に 30 から 40 点の CP を偏る

動作を撮影し，動作解析ソフト等によって手動で分

ことなく配置する．しかし，計測空間が広範な場合

析することが必須となる．このような分析方法の際

には，CP を精度よく配置することが困難であるこ

には，座標既知点を与えて標定計算する後方交会法

とが指摘されている（藤井 , 2002）．

の 解 法 の 1 つ で あ る direct linear transformation

競技スポーツ場面での計測では，競技が実施され

method（DLT 法 ; Abdel-Aziz & Karara, 1971）が

る場所や時間の制約により，先述した煩雑な作業を

よく用いられる．DLT 法では，計測空間内での位置

伴うキャリブレーションが実施できないことも多い．

が既知である計測点（以下，コントロールポイント，

また，広範な競技エリアの一部を計測範囲として
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キャリブレーションを行ったとしても，範囲外で
対象とする動作が起こる場合もある．よって，競
技スポーツ中のベストパフォーマンスや傷害が生
じた際の動作を分析する際には，競技エリア全体
を計測範囲とする簡便なキャリブレーションが望
まれる．
競技スポーツの多くでは，競技を実施するエリ
アの大きさ，ゴールや支柱などの備品の長さや高
さ，それらの位置がルールで明確に規定されてい
る．このことは，競技エリアには，実空間座標が
既知である特徴を有する点（以下，特徴点）が複
数存在することを意味している．これまでも，こ

図1

バレーボールコート内の特徴点１４点（ライン交点
１０点 , アンテナ上の点４点）とカメラ２台の位置

れらの特徴点を CP としてキャリブレーションに用
い，競技スポーツ中の対象者の分析点の３次元座
標を DLT 法によって推算する方法が提案されてき
た．しかしながら，競技エリアの特徴点のように
大きく偏って配置された CP が３次元座標の算出に
どのような影響を与えるのか，CP として用いる特
徴点の数や組み合わせ，撮影に使用するカメラの
台数や設置位置が変わることによって，求められ
る３次元座標がどのように変化するのかについて
はよく知られていない．本稿では，このような方
法における３次元座標の再現精度の特徴やそれら

図2

を高める取り組みについて紹介する．
2. 特徴点をＣＰとして用いたキャリブレーションによる
３次元座標の再現精度の特徴

カメラ２台の場合の基準点８４点の誤差

元座標空間を再構築して解析する場合，３次元座
標の誤差は，計測範囲に対して２％以内が許容範

中井ほか（2017）は，特徴点を含むバレーボー

囲としており，前述の方法では，許容範囲内の誤

ルコートおよびコート内に配した基準点を２台の

差で３次元座標が算出されている．しかし，３次

カメラで撮影し（図１参照），特徴点を CP として

元座標の誤差は計測空間内で一様ではなく，外側

用いたキャリブレーションを行い，DLT 法によっ

に位置する基準点ほど誤差が大きくなる傾向や，

て基準点の３次元座標を算出して実空間座標との

鉛直位置が上方ほど中央部で誤差が小さく，外側

誤差を求めた．その結果，基準点全体での平均誤

で誤差が大きくなる傾向（図２参照）は，基準点

差は，X 座標が 2.5 cm，Y 座標が 3.0 cm，Z 座標

の多くが CP に対して上方かつ内側に位置して CP

が 1.2 cm であり，エンドライン長，サイドライン長，

から遠隔していたこと，中央上部に位置する基準

アンテナ上端高を各座標軸方向の基準長とすると，

点がアンテナ上の CP に近接していたことに起因し

X 座標は基準長の 0.28%，Y 座標は 0.16%，Z 座標

ており，CP と分析点との距離が３次元座標の再現

は 0.39% の誤差であったことを報告している．

精度に影響を及ぼすことを指摘している．

Wood and Marshall（1986）は，撮影映像から３次
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て も，通 常 の キ ャ リ ブ レ ー シ ョ ン に 関 す る 報 告
（Chen et al., 1994; Hinrichs & McLean, 1995）と 同
様の傾向であったと結論している．
4. カメラの台数や設置位置を変えた場合の
３次元座標の再現精度の変化
4.1. カメラ台数を増加した場合
DLT 法で３次元座標を算出するには，同一計測
点を最低２台のカメラで撮影することが必須とな
る．２台のカメラで撮影する場合，動作中に計測
図3

バスケットボールコート内の特徴点１２点と

点が一方のカメラの死角に入ると，２次元計測座

カメラ２台の位置

標が欠損し，３次元座標の算出が不可能となる．
これを防ぐ方法の１つとして，撮影に使用するカ

3. 特徴点の数や組み合わせを変えた場合の

メラの追加が考えられるが，カメラ台数が増加し

３次元座標の再現精度の変化

た場合に３次元座標の再現精度がどのように変化

中井（2016a）は，バスケットボールコート半面

するかについてはあまり注目されていない．

とその中に規定した基準点をカメラ２台で撮影し

中井（2016b）は，図１に示した２台のカメラの

（図３参照），特徴点を CP に用いた DLT 法により

中間位置にカメラ１台を追加して撮影を行い，得

基準点の３次元座標を算出し，CP とする特徴点の

られた２次元計測座標から DLT 法によって基準点

数や組み合わせによって，算出される３次元座標

の３次元座標を算出し，実空間座標との誤差を求

の誤差がどのように変化するか検討した．そして，

めた．そして，基準点全体での平均誤差は，X 座

キャリブレーションに用いる特徴点の数が増加す

標が 2.0 cm，Y 座標が 2.8 cm，Z 座標が 1.3 cm で

るにつれて，基準点の Y 座標の誤差が顕著に減少

あり，カメラ２台よりも３台の方が，X 座標の誤

したのに対して，X 座標および Z 座標の誤差は大

差が幾分減少したが，Y 座標および Z 座標では同

きく変化しなかったことを報告している（表１参

程度の誤差であったことを報告している．基準点

照）．また，CP が一定以上の数になると，求めら

ごとでは，カメラ台数の増加により，計測空間内

れる３次元座標の誤差は減少しなくなること，計

での位置に応じて，X 座標および Z 座標の誤差が

測範囲内側の CP の数を増加することが必ずしも３
次元座標の誤差の減少につながらないことを指摘
し，特徴点を CP としたキャリブレーションにおい
表1

CP として用いた特徴点の組み合わせと
基準点 90 点の平均誤差

図4
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増減したのに対して，Y 座標の誤差はほぼ変化しな
かったことから（図２および図４参照），追加する
カメラの設置位置によっては，カメラ台数の増加が
３次元座標の再現精度の向上につながらない可能
性があることを示唆している．
4.2. カメラの設置位置を変えた場合
高見ほか（1999）は，カメラ２台を用いて通常
のキャリブレーションを行う DLT 法の場合，俯角
が 15 度以下かつ光軸の交差角が 60 度以上の条件
でカメラを設置すれば，Wood and Marshall が示
した許容範囲内の誤差で３次元座標が算出される
と述べている．しかし，特徴点を CP としたキャリ
ブレーションの場合，カメラの設置位置が３次元
座標の再現精度にどのような影響を及ぼすのかは
知られておらず，カメラ設置の適切な条件は示さ
れていない．
中井（2017）は，バレーボールコートを模した
10 分の１の縮小モデルとその上に配した基準点を，
２台のカメラの俯角を固定して光軸の交差角のみ
を変化させて撮影し，特徴点を CP に用いてキャリ

図5

俯角 (a)10 度 , (b)20 度 , (c)30 度の場合の光軸の
交差角の各条件での基準点全体での平均誤差

ブレーションを行う DLT 法によって基準点の３次
元座標を求め，実空間座標との誤差の変化を検討

手動によって取得されていることに加え，撮影に

した．その結果，カメラの俯角が 10 から 30 度，

使用するカメラのレンズ周辺部の画像の歪みが３

光軸の交差角が 60 から 120 度の範囲では，基準点

次元座標の算出に与える影響については考慮され

の３次元座標の誤差は，各座標軸方向とも基準長

ていない．コンピュータビジョンは，２次元画像

の 0.6% 以内であり，許容範囲内の誤差であったと

を静止画または動画として入力し，その画像に含ま

している．また，カメラの設置位置の変化によって，

れる物体に関する情報をデータとして出力する処理

誤差は基準点全体で一様に変化するのではなく，

を行う．前述の課題の解決には，「機械の目」と称

基準点ごとあるいは座標ごとに異なる変化を示し

されるコンピュータビジョンの適用が有効と考え

ており（図５参照），光軸の交差角の変化に伴う各

られる．

座標軸方向の空間分解能の変化が３次元座標の誤
差に影響したと考察している．

筆者は，コンピュータビジョンのうち，画像に
含まれる直線や図形を検出する手法である一般化
Hough 変 換（Duda & Hart, 1972），あ る い は

5. コンピュータビジョンを用いた３次元座標の

Zhang（2000）が提唱したカメラキャリブレーショ

再現精度の改善の取り組み

ンの方法を適用して２次元計測座標を推算し，手

これまで述べた筆者ほかの研究（中井，2016a,

動取得による場合との比較を行った．中井（2017）

2016b; 中井 , 2017; 中井ほか , 2017）では，DLT 法

で使用されたバレーボールコートの縮小モデルの

での計算に用いる CP や基準点の２次元計測座標が

映像に対して，2 値化，エッジ検出，一般化 Hough
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としたキャリブレーションは，競技スポーツ場面

表 2 各方法による基準点全体での平均誤差

において，煩雑な通常のキャリブレーションの代
替となり，競技エリア全体を計測範囲とする簡便
な方法として利用可能である．そして，この方法
に一般化 Hough 変換やカメラキャリブレーション
などのコンピュータビジョンを適用することに
変換の各処理を行って直線を検出した後，得られ

よって，3 次元座標の再現精度を改善することがで

た直線の交点の座標を特徴点の２次元計測座標と

きる．

して用い，DLT 法により３次元座標を求めて実空
間座標との誤差を算出した．加えて，同一映像に
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Zhang のカメラキャリブレーションの方法を適用
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歪みのパラメータを用いて，映像のレンズ歪みの
影響を除去した後，前述の一般化 Hough 変換を用
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