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概要: スポーツにおいてホームチームが有利というホームアドバンテージがある。要因として，環境の慣れや移動がないなどある

が，歓声も要因の一つである。歓声効果の対象は選手と観察者が考えられるが，本研究では観察者への影響について検討する。同

一のパフォーマンスの映像を，無音(mute)，オリジナル(original)，歓声付け足し(big)の 3 条件で点数をつけてもらい比較した。mute-

original 間では有意な点数差があり，音情報は評価に影響を与えることが示された。また，original-big 間では元々歓声が上がってい

る映像に歓声を付け足した映像の点数の変化は有意でなかったが，もとは歓声が上がっていない映像に歓声を付け足した映像の点

数の変化は有意であった。これより歓声の有無の影響は大きいことが示された。また，点数変化の理由の検討のために，mute と

original の 2 条件下で歓声が上がりそうなタイミングの報告を求め，本来の歓声の位置からのズレの差と点数の差を算出し相関関係

を明らかにした。 
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1. はじめに 

 スポーツにおいて一般的に言われることとしてホームチーム

が有利というものがある。その要因として，ホーム選手は環

境に慣れている，移動の疲れが少ないなど考えられるが，観

客の歓声も大きな要因である。歓声効果の対象として選手と

観察者の 2 つが考えられるが，本研究では観察者への影響に

ついて検討する。実際に，Navill et al(2002)は実験により，サ

ッカーにおいて歓声が観察者の評価に影響を与えうる要因で

あることを示した。そこで，本研究では，審美的な評価が中

心となる採点型競技において，歓声によって観察者の評価が

上がるのか，もし上がるのであれば，どのような要因によっ

て上がるのかを調べるために，歓声の程度，有無を操作して

検討した。 

2. 実験方法 

実験 1-1 及び 1-2 では，18 歳から 25 歳の日本人 32 名が参

加し，実験 2 では 18 歳から 28 歳の日本人 16 名が参加した。

実験 1-1 では，YouTube から採点型競技 5 種目(シンクロナイ

ズドスイミング 8 個，ダンクシュートコンテスト 3 個，新体

操 7 個，オートバイパフォーマンス 4 個，フィギュアスケー

ト 8 個)のトップアスリートの映像をダウンロードし，一部分

を切り取ったものを 30 個(実際に歓声の上がっている映像 20

個，実際に歓声が上がっていない映像 10 個)を刺激として用意

した。これらの映像を実験参加者間で，映像をそのまま用い

た original 条件と映像を無音にして用いた mute 条件の 2 条件

下で，パフォーマンスの美しさ，難易度，すごさの 3 項目を

10～100 点の間で 10 点間隔で評価するよう求められた。実験

1-2 では，実験 1-1 と同じ参加者が，同じ条件で，歓声が上が

り始めるタイミングでスペースキーを押すように求められ

た。実験 2 では，映像にフリー素材の歓声を付け加えた映像

(big 条件)を刺激とし，実験 1-1 と同様の評価をするように求

められた。 

 

3. 実験 1-1 結果 

 まず，実験参加者ごとに 3 項目（美しさ，難易度，すご

さ）それぞれについて点数の平均値を算出した。その後，各

条件（original 条件,mute 条件）における 3 項目それぞれにつ

いて全実験参加者の平均値及び標準誤差を算出した。その結

果を図 1 に示す。 

 

図 1 実験 1-1 original-mute 各条件における点数(エラーバーは

標準誤差を示す) 

美しさ，難易度，すごさの 3 項目それぞれで，original 条件と



mute 条件の平均点数について対応なしの t 検定を行った。ま

ず美しさは，original 条件の平均点数は mute 条件の平均点数よ

りも有意に高いことが認められた(t(30) = 3.37, p < .01)。次に難

易度も original 条件の平均点数は mute 条件の平均点数よりも

有意に高いことが認められた(t(30) = 3.32, p < .01)。最後にすご

さも original 条件の平均点数は mute 条件の平均点数よりも有

意に高いことが認められた(t(30) = 4.44, p < .01)。 

4. 実験 1-2 結果 

 まず，各条件（original 条件，mute 条件）で，映像 20 個そ

れぞれについて，実際の歓声のタイミングと予想された歓声

のタイミングのズレの絶対値をとり全実験参加者の平均を算

出した。そして，mute 条件でのズレの平均から original 条件で

のズレの平均を減算したものを算出して，音の有効性とし

た。ここで算出した差分について，平均値から±2SD を超えた

映像 1 つは外れ値として扱った。また，同じように，映像 20

個それぞれについて，3 項目（美しさ，難易度，すごさ）の点

数の平均を算出した。そして，3 項目それぞれについて，

original 条件での点数の平均から mute 条件での点数の平均を減

算したものを算出して，評価の上昇具合とした。そして，音

の有効性を横軸，評価の上昇具合を縦軸として相関関係を見

た。美しさ，難易度，すごさ全ての項目において，音の有効

性と評価の上昇具合の相関について，ピアソンの無相関分析

を行ったが有意な相関は認められなかった。 

5. 実験 2 結果 

 映像全てについて，実験参加者ごとに 3 項目（美しさ，難

易度，すごさ）それぞれについて点数の平均値を算出した。そ

の後，3 項目それぞれについて全実験参加者の平均値及び標準

誤差を算出した。ここでは，本実験で取得した big 条件と実験

1-1 で取得した original 条件を比較したものを図 2 に示す。 

 

図 2 実験 2 original-big 各条件における点数(エラーバーは標

準誤差を示す) 

美しさ，難易度，すごさの 3 項目それぞれで，original 条件と

big 条件の平均点数について対応なしの t 検定を行った。まず

美しさは，big 条件の平均点数は original 条件の平均点数より

も有意に高いことが認められた(t(30) = 2.08, p < .05)。次に難易

度も big 条件の平均点数は original 条件の平均点数よりも有意

に高いことが認められた(t(30) = 2.07, p < .05)。最後にすごさは

有意な差が認められなかった。 

 次に，元々歓声が上がっていた映像 20 個について同様に対

応なしの t 検定を行ったところ，美しさ，難易度，すごさ全て

の項目で有意な差は認められなかった。 

 次に，もとは歓声が上がっていなかった映像 10 個について

同様に対応なしの t 検定を行った。まず美しさは big 条件の平

均点数は original 条件の平均点数よりも有意に高いことが認め

られた(t(30) = 2.50, p < .05)。次に，難易度も big 条件の平均点

数は original 条件の平均点数よりも有意に高いことが認められ

た(t(30) = 2.37, p < .05)。最後にすごさは有意な差は認められな

かった。 

6. 考察 

 まず実験 1-1 の結果より，美しさ，難易度，すごさ全ての項

目で original 条件と mute 条件では original 条件の方が評価が高

かった。つまり，音声があることによって，観察者の評価は

高くなる傾向があるということである。 

次に実験 1-2 の結果より，音の有効性と評価 (美しさ，難易

度，すごさ)の上昇の相関を見た。結果として，3 項目すべて

で有意な相関は認められなかった。つまり，音があることに

よって盛り上がりのタイミングをより正確に把握できたこと

と点数の上昇具合には関連性がなかったということである。 

最後に実験 2 の結果より，美しさと難易度において big 条件

の方が original 条件より有意に評価が高かった。もともと歓声

があがっている映像に歓声を付け加えた場合，3 項目全てにお

いて有意差が認められなかった。これより，歓声の程度は評

価にそれほど影響を与えないことが示唆された。もともと歓

声があがっていない映像に歓声を付け加えた場合，美しさと

難易度の項目において有意差が認められた。これより，歓声

の有無は評価に影響を与えることが示唆された。今後は，歓

声の選手への影響も検討していきたい。 
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