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Although there are systems that can confirm advanced indicators based on real-time data as numerical values, it

is difficult for spectators who are unfamiliar with baseball to understand what the numerical values represent. In

response to this, research is being conducted to evaluate a player’s ability from batting average and batting average,

and to visualize that information using AR technology, but there are few numerical values used as indicators, and

it is sufficient to visualize the game situation. is notTherefore, in this research, we use a sabermetric index that

statistically analyzes the evaluation of players and teams to visualize the situation from information other than

batting average. In this way, we will build a spectator support system that allows even spectators who are unfamiliar

with baseball to concentrate.

1．はじめに
近年，野球人気の低迷が叫ばれている．野球は，時間の
制限がなく，攻，守，攻，守とほぼ同じテンポで９回表裏
を繰り返す．野球中継で見せ場を見るには、長い時間の余
裕を持って見続けることが必要であるため，野球の知識の
ない人には難しい．また，球場での観戦においては，野球
のルールに疎い観客でも，周りの観客の熱量で試合の状況
が把握しやすい．一方で，映像ではそのような指標に乏し
く，ルールや選手について詳しくない人は観戦に集中しに
くい．
リアルタイムにデータの基づく高度な指標を数値として
理解できるようなシステムも存在するが，野球に疎い観客
にとっては，数値のみで何を表しているのか理解すること
は困難である．これを受け, 打率や被打率から選手の能力
を評価し，AR技術を用いて，その情報を可視化する研究
も行われているが，指標に用いている数値が少なく，試合
状況の可視化として十分ではない [1]．
そこで，本研究では，選手やチームの評価を統計的に分
析するセイバーメトリクス指標を用いて，打率以外の情報
からも状況を AR可視化することで，野球に疎い観客でも
集中できるような観戦支援システムを構築する [2]．
2．先行研究
2.1 野球観戦におけるセイバーメトリクス指標のエフェク
トを用いた AR 可視化
武田らは，独自の指標である勝負強さ指数と選手類似度
の 2つの指標を用いて選手を評価している．そして，選手
の評価を AR 技術でオーラ的表現のエフェクトとして表
現し，可視化した．また，エフェクトを構成するパラメー
タと喚起する印象の関係を実験により明らかにした [1]．
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2.2 従来の評価指標との比較によるセイバーメトリクスの
有効性に関する考察
児玉らは，チームの勝率や選手の年俸などのチーム実績
に関するデータと，従来指標およびセイバーメトリクス双
方の間の相関関係を調査することで，セイバーメトリクス
の有用さを示唆している. また，観戦の質を高めるために
セイバーメトリクスを用いた解説を提案している [2]．　
2.3 連続投球に伴う上肢筋力，肘関節外反動揺性および投
球動作の変化
阿蘇らは，連続投球後において，上肢筋力の低下，肘関
節外反動揺性の増加，投球時の上肢関節角度変化および肘
関節への力学的負荷の増大が生じるという仮説の下，上肢
筋力，肘関節外反動揺性および投球動作に変化が生じるか
調査した．結論として，60 球の連続投球でも肩関節周囲
筋機能に広く影響を及ぼすと示唆している [3]．
3．セイバーメトリクス
以下に本研究で扱うセイバーメトリクス指標について説
明する．
3.1 守備効率 (Defensive Efficiency Ratio)

チーム全体を対象に「本塁打を除いてグランド上に飛ん
だ打球をアウトにした割合」を表す指標である．値が高い
ほど，打球を高い割合でアウトにしている優れた守備陣で
あることになる [4]．
3.2 FIP(Fielding Independent Pitchng)

FIPは，被本塁打数，四球率，奪三振率などを用いた守
備から独立して投手を評価する指標である．ゴロやフライ
などの野手が関与するイベントが評価の対象から外れてい
るため，投手の純粋な能力を測ることができる [4]．
3.3 QS(Quality Start)・HQS(High Quality Start)
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QS，HQSは，先発投手を評価する指標であり，登板ごと
に達成の可否が記録される．QSは，6イニング以上を投
げるかつ自責点を 3失点以内に抑えた場合，HQSは，7イ
ニング以上を投げ，かつ自責点を 2失点以内に抑えた場合
に達成される．QS，HQSの達成数を先発登板数で除算し
た値は，QS率，HQS率とされ，先発投手の安定性を指す
指標となる．
3.4 打撃得点 (Batting Score)

同じ打席数をリーグの平均的な打者が打つ場合に比べて
どれだけチームの得点を増やしたかを表す指標である．平
均との対比な為，劣る打者は負，優れた打者は正の値にな
る [4]．
4．提案手法
4.1 選手の能力に関する指標の作成
試合の中で特に注目されやすい，投手と打者の対決に着
目し，打者の打撃に関する能力を評価する打者指標，投手
のピッチング能力を評価する投手指標を作成した．打者指
標は，直近の打撃得点，得点圏場面においては打点数を考
慮することで勝負強さを表すことにした．得点圏時に打
点数を用いる理由は，打点数が多いと得点圏時に打ってい
る，もしくは長打力があると仮定できるためである．
投手指標に関しては，インプレー中にヒットになった
割合を示すインプレー打率を用いる．インプレー打率は，
運，球場，守備能力，投手能力を用いて算出される．本稿
では，式 (１)のように 運，球場の和を環境値とし，守備
能力には守備効率，投手能力には FIPを用いる [4]．

投手指標＝環境値× 0.55+FIP× 0.28×守備効率× 0.17
(1)

4.2 投手の疲れ具合に関する指標の作成
疲労の蓄積は選手のパフォーマンス低下に直結する．特
に投手は，複数のイニングに渡った投球を行うため，疲れ
が蓄積しやすいと考えられる．そこで，投手の疲れ具合
を，登板間隔や球数を元に式 (2)，(3)を用いて定量化し、
指標の 1つとして扱う．

(前回のイニング数−理想イニング数)

理想登板イニング数 +
(球数−理想球数)

理想球数
(2)

(理想間隔−登板間隔)

理想間隔 +
(直近 3試合の球数−理想球数)

理想球数
(3)

式 (2)は先発投手の疲れ具合を表す．前回の登板イニング
数が理想登板イニング数を超えると疲れが残り，次回の登
板に影響が出ると仮定している．理想投球回数は QS指標
で用いられる 6イニングか，HQSで用いられている 7イ
ニングに設定する. 理想球数は，MLB で交代の基準とさ
れている 100 球に設定する．リリーフ投手の疲れを表す

のは投球イニング数ではなく，連投回数に着目している．
4.3 提案指標を用いたエフェクトの描画
Unityを用いて，提案指標を基に映像に対しエフェクト
を描画した．指標の大きさに対応して，エフェクトの色や
量を 5 段階で変化させる．試合映像上にエフェクトを描
画した例を Figure 1，2に示す．Figure 1は打者指標が増
大するにつれ，エフェクトの濃さが増加している．Figure

2 では，疲れ指標と投手指標を表した 2 層のエフェクト
であり,疲れが溜まっていると内側が黒くなる。これによ
り，選手成績は良いが，疲れが溜まっているといった状況
が可視化できる．

weak← 　→ strong

Figure1. Batter Effect

weak← 　→ strong

Figure2. Pitcher Effect

4.4 評価方法
アンケート方式を取る．エフェクト無しの映像と比べる
他，野球の知識が疎い人に対し，どのエフェクトが盛り上
がりが分かるかどうかや見やすさを計ることで評価して
いく．
5．まとめ
野球に疎い観客にとって，映像のみで試合の状況を判断
し，観戦に集中することは困難である．本稿では，指標の
作成と指標を基にした映像へのエフェクト付与を行った．
今後は，アンケートを用いて観客の盛り上がり度を計測
し．観戦支援システムの評価を行う．これにより，野球に
疎い観客でも試合状況の把握が容易で集中しやすい観戦環
境を検討する．
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