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欧州のプロサッカー選手権である UEFA チャンピオンズリーグ(CL)決勝トーナメントは、

ホーム＆アウェイで試合が行われて２試合の得失点差で勝敗が決まる。お互いにホームで１

試合を行うという意味では公平だが、２試合目をホームで行うと有利だと言われている（セ

カンド・レグ仮説）。ホームアドバンテージ自体がサッカーの試合であることは、広く知ら

れており、学術的にも様々な研究が行われている。しかし、セカンド・レグ仮説についての

統計的な分析は十分に行われておらず、先行研究にはいくつかのクリティカルな問題がある

ことがわかった。	

	 本稿ではこの問題について、2008-09 年シーズン〜2017-18 年シーズンの 10 年間の試合

結果を用いて、プロビット分析により、セカンド・レグ仮説（二試合目にホーム試合開催の

チームが勝利しやすいかどうか）が統計的に支持されるかを計量分析した。分析に際しては、

勝敗を左右しうる対戦チーム間の戦力差、観客の入り具合、気象条件、１試合目終了時点で

の得失点差などをコントロール変数として、様々な感応度分析も行った。また、二試合合計

での得失点差を被説明変数としたOLS推定による推定も副次的に行った。なお、推定の際は、

CL 特有の決勝トーナメント１回戦とそれ以降の組み合わせの決め方の違いも考慮した。分析

の結果、セカンド・レグ仮説の統計的有意性は頑健に確認された。	
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はじめに 

2018 年 6 月、W杯ロシア大会が開催された。日本代表が前評判を覆して決勝トーナメン

トに駒を進め、格上のベルギーとも白熱した試合を繰り広げたことはまだ記憶に新しいだ

ろう。サッカーにさほど興味がない人でも、特にこの W杯についてはよく覚えているに違

いない。だが、サッカーの世界では、そんな有名な W杯より規模も権威も大きい大会があ

る。それが UEFA チャンピオンズリーグ（以下 CL）だ。	

CL とは、UEFA（欧州サッカー連盟）が主催する、ヨーロッパのクラブ No.1 を決める大

会である。ヨーロッパ各国のリーグ王者や人気チーム計 32 チームが優勝を目指し戦う

（CL の仕組みについては補論参照）。現在マンチェスター・ユナイテッドの監督で、この

大会を 2度制したことのあるジョゼ・モウリーニョ氏は、BBC のインタビューに対し「CL

は W杯よりも規模が大きく、レベルが高い大会だ」と答えた1。事実、卓越した選手が集う

CL ではどの試合も大きな盛り上がりをみせるうえ、W杯の優勝国の賞金総額が約 43 億円

8400 万円であるのに対し、昨シーズン優勝したレアル・マドリードが受け取った賞金総額

は約 114 憶 3300 万円と、大会賞金も破格だ2。	

	 各チーム優勝を目指し、様々な対策を講じてくるが、優勝するのは非常に難しい。科学

的な分析に基づく対策もあれば、非科学的と考えられる噂や単なるジンクスなども多く存

在する。だが、そのなかで選手、監督、メディアに広く信じられている俗説がある3。それ

は、「決勝トーナメントにおいて、2nd	leg にホームで試合をした方が有利」との俗説で

ある。とはいえ、UEFA の公式ページでこの説を omen と呼び、大会開始前に特集記事

(Esteva,	2015)を発表するなど、多くの名監督や選手たちが同様の発言をしていることを

踏まえると、一概に俗説と切り捨てるべきではないのかもしれない。例えば、マンチェス

ター・シティのペジェグリーニ元監督は、かつて試合前の会見で、「2試合目をホームで

できる方が好ましい」と発言し、昨年まで 22 年間イングランドの強豪アーセナルのヴェ

ンゲル元監督も「通常、2試合目をホームでやることはわずかばかり有利である」と主張

している。	

	 CL の決勝トーナメントの方式では、1試合目で決着が付くことは 100％なく、必ず 2試

合目で決着が付く。Schwarz	(1977)は 2 つのチームがそれぞれホーム＆アウェーで試合す

る時、ホームとアウェーの試合日程が均衡している場合に、ホームチームの勝率が 50％を

超えることをホームアドバンテージと呼んでいる。これを踏まえると、確かに 2試合目を

                                                
1 BBC	sport	footbol「Champions	League	bigger	than	World	Cup	-	Jose	Mourinho」

2010/5/19	

 http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/europe/8691203.stm 
2 Sportiva	「CL マネーはケタ外れ。決勝のレアルとリバプールはいくら稼ぐのか？	

https://sportiva.shueisha.co.jp/clm/football/wfootball/2018/05/23/cl_14/index.ph

p	
3 2nd	leg（セカンド・レグ）とは、ホーム＆アウェーで 2試合をする時の 2試合目の呼び

方である。 
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地元で行えることにはプラスの効果があるようにも思える。とはいえ、それがプレッシャ

ーとなりマイナスの効果が働く可能性も否定は出来ず、定性的な議論には限界がある。ホ

ームアドバンテージについては、サッカーに限らず様々なスポーツに関して実証研究が行

われている。だが、単に地元で試合が出来ることを意味するホームアドバンテージと 2試

合目にホームで試合をすることは同義ではない。	

	 本稿の問題意識は、「決勝トーナメントの一回戦、準々決勝、準決勝において、2試合

目にホームで試合をした方が有利かどうか（以下、英語表現の home	2nd	leg	advantage

を踏まえて「セカンド・レグ仮説」と呼称）」を統計的に検証することである。	

	 これまで、セカンド・レグ仮説を検証した研究は極めて限られる。更に、CL 故の独特な

仕組みも考慮した上での分析を行う必要がある。本稿では、先行研究の知見を踏まえつ

つ、CL の仕組みを勘案して、セカンド・レグ仮説を統計的に検証する。	

	 本稿の構成は以下の通りである。第 2章でホームアドバンテージに関する先行研究を確

認し、そこからの知見や問題点を明らかにしていく。それら踏まえ、第 3章では、CL	の

仕組み等を考慮した実証分析を行う。第 4章では実証結果から、セカンド・レグ仮説を検

証し、更にその頑健性を確かめるべく、いくつかの感応度分析も行う。 後にまとめを行

い、今後の課題を述べる。	

	

１．先行研究 

	 ホームアドバンテージに関する先駆的研究としては、Courneya	and	Carron	(1992)が挙

げられる。彼らは学習要因、移動要因、観衆要因の 3つがホームアドバンテージの決め手

として重要であるとした。学習要因とは、ホームチームはスタジアムの特徴を知ってお

り、その施設を使い慣れているということである。しかし、その後の実証研究によると、

学習要因が与えるホームアドバンテージは些細であり(例えば、Page	and	Page,	2007)。

かつ、敵であるアウェーチームがそのスタジアムに行ったことがある場合、ホームアドバ

ンテージとしての効果は下がってしまう（例えば原田,1996）ため、勝敗への影響は低い

との研究結果が示されている。	

	 移動要因とは、アウェースタジアムまでの移動時間や距離、それに伴う精神的・肉体的

疲労の差が勝敗に影響を与えることを意味する。しかし、Pace	and	Carron(1992)や

Carron,	Loughead	and	Bray(2005)の実証研究では、これらの要素が試合に与える影響は

実際には低く、交通手段が発達した現在では移動に伴う精神的・肉体的苦痛を選手が感じ

ることは大幅に減ったとされている。	

	 観衆要因とはスタジアムの収容人数、観客数、観客の密度のことであり、CL のような国

境を越えた試合の場合、ホームスタジアムの観客の大半がホームチームのサポーターであ

るため、それがアウェーのチームの戦いに影響を与え、勝敗に影響が出てくることを指

す。例えば Agnew	and	Carron	(1994)の実証研究では、ホームアドバンテージに も影響

を与える要因として、観客の密度をあげている。	



   

 

 4 

	 新の研究では、以上のホームアドバンテージに繋がる 3要因以外にも勝敗に影響を与

えるいくつかの要因が指摘されている。Ruano,	Lago	and	Pollard	(2013)と Sampaio,	

Lago	and	Drinkwater	(2010)らの研究によると、潜在的な実力差に加え、試合会場（ホー

ムかアウェーか）、対戦ステージ（グループステージ４か決勝トーナメントか）、先制点

をとったかどうかの 3点が有意に勝敗に影響を与えることが示されている。	

	 また、CL の研究をする場合、CL ゆえに考慮しなければならないことが多々ある。とい

うのも、決勝トーナメント 1回戦での対戦相手の組み合わせは、グループステージで 1位

だったチームと 2位だったチームが当たるという条件付きの抽選で決定される。そして 1

位のチームは必ずアウェー→ホームという順番で試合をする。したがって、より実力のあ

るチームがアウェー→ホームの順で試合をすることになり、自然と全体的にアウェー→ホ

ームの勝利数が多くなるということになる可能性が十分に考えられる。	

	 そこで、この指摘が客観的な事実から観察可能かを、2008-09 シーズン～2017-18 シー

ズンの計 10 年間の CL 決勝トーナメントの試合のデータで確認をしてみた。アウェー→ホ

ームとホーム→アウェーの順で試合をした結果（140 組み合わせ、280 試合）をそれぞれ

比較した。まずは決勝トーナメント全体の結果から見てみたい。ホーム→アウェーの順で

試合をして次のステージに進んだのは、52 組であるのに対して、アウェー→ホームでは

88 組（62.9%）にもなる。次に、決勝トーナメント１回戦と準々決勝・準決勝の 2つに場

合分けをしたステージ別での結果を見てみたい。決勝トーナメント１回戦での、ホーム→

アウェーで次のラウンドに進んだのは 22 組/80 組である。それに対しアウェー→ホームで

は 58 組（72.5%）もあり、全体で比較した時に比べ差が大きくなっている。さらに、準々

決勝・準決勝 2つのステージ一緒にした場合では、30 組ずつと、勝率は 50％である。や

はり、この結果から CL の決勝トーナメント１回戦では、アウェー→ホームの順でやるチ

ームが勝つ傾向が顕著に確認される。	

そこで、Eugster	and	Gertheiss	(2010)は、1994-95 シーズン〜2009-10 シーズンの 152

組みのデータを使い、決勝トーナメント１回戦か否かについてコントロールをした分析を

行なった。Eugster らはセカンド・レグ仮説は支持されないことを実証的に示した。さら

に、彼らは UEFA が発表する過去 5年間の成績を元に決められるクラブランキングを使っ

て各チームの実力要因に関する実証分析も行っているが、勝敗への有意な影響は確認され

なかった。この研究は、その他勝敗に影響する要素を何も含んでおらず、決勝トーナメン

ト１回戦の効果もしくは、実力のコントロールだけという一側面からの分析しかしていな

いため、結果の一般性が担保できているとは言い難い。	

	

２．実証分析 

	 本稿では、先行研究の知見をいかしつつ、CL の決勝トーナメントにおいて本当にセカン

ド・レグ仮説が成立しているのかを実証的に検証する。既述の通り、勝敗に影響を及ぼす

                                                
４ グループステージは決勝トーナメントに進むチームを決めるための予選的な試合。 
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変数として、試合会場（ホームかアウェーか）、チーム力、対戦ステージ（グループステ

ージか決勝トーナメントか）、先制点の有無が挙げられる。CL の先行研究である Lidor	

et	al.(2010)の研究では、同点の場合にはＰＫ戦を用いていた旧システムの時期（12 シー

ズン）と現システムの時期（3シーズン）のデータを用いて、χ2検定による検証を行って

いる。García,Ruano	and	Ibáñez	(2015)は、勝敗のダミー変数を被説明変数とし、2009～

2013 年の CL の予選も含めた全 475 試合についてロジットモデルを用いた計量分析を行っ

ている。いずれの研究もこれらの変数が有意な影響を勝敗に与えることを示している。	

	 ただし、これらの研究にはいくつかのクリティカルな問題点があると考えられる。第一

に、試合毎の勝敗のみを分析対象としている点である。決勝を除く CL 決勝トーナメント

では、2試合の合計スコアで 終的な勝敗（勝ち上がったか否か）が決まるが、先行研究

ではその各試合の勝ち負けのみを分析対象としており、各試合の結果の勝敗について、各

要因がどのように影響しているかを検証している。勝ち上がったか否かは分析の対象とし

ておらず、この点を一切無視してしまっていることになる。本稿では、ホーム＆アウェー

で試合を行い、結果的にどちらのチームが勝ち上がったかを被説明変数とすることで、先

行研究からの改善を図り、直接的にセカンド・レグ仮説を検証する。	

	 第二に、先行研究では自由度を高めるため、グループステージと決勝トーナメントを区

別せず、十把一絡げに分析対象としている。だが、グループステージと決勝トーナメント

では、勝ち上がり方や、参加チームの戦力差の分散が違いすぎたり、注目のされ方も異な

ったりと、グループステージと決勝トーナメントを同じ土俵で比較することには少なから

ず問題があると考えられる。そこで、本稿では過去 10 シーズンについて、決勝トーナメ

ントに絞った分析を行う。更に言えば、既述の通り、決勝トーナメントの中でも１回戦と

それ以降では、試合の組まれ方の仕組みが大きく異なり、この影響も考慮した推定を行

う。	

	 第三に、先行研究の多くは決勝トーナメントの方式変更を無視して一緒に分析してしま

っている。現在は、グループステージを 1回行い、16 チームが決勝トーナメントで競い合

う方式となっている。しかし、2002-03 年シーズンまでは、グループステージを 2回行

い、8チームが決勝トーナメントで競う方式であった。現在のトーナメント方式になった

のは 2003-04 年シーズンからであり、2002-03 年シーズンと 2003-04 年シーズンのデータ

がある場合、区別をして分析するべきであろう。2002-03 年以前では、トーナメント方式

が異なるため、現代サッカーに分析結果が通ずると言い難い。また、2003-04 年シーズン

から昨シーズン(2017-18 年シーズン)までの範囲をカバーしきれている分析も存在しな

い。しかし、本稿はトーナメント方式も定着し、各種データが拡充してきた 2008-09 年シ

ーズン〜2017-18 年シーズンの直近 10 年分を対象とすることで、先行研究の問題点を回避

しつつ、十分なデータ数を確保した分析を行っている。	
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２．１．データ 

	 本稿の分析対象は、CL の 2008-09 年〜2017-18 年シーズンの計 10 シーズン分の決勝ト

ーナメント（１回戦から準決勝まで）140 組 280 試合である。決勝戦は中立地での１回勝

負のため今分析のサンプルからは除外する(図表 1、2を参照)。	

	 ベンチマークの推定モデルにおける被説明変数は、2試合の結果、次のステージに勝ち

進んだかどうかを示すダミー変数 s_dummy とする（以下、特記のない限り、試合やその結

果に関する情報は全て CL オフィシャルサイトから取得）5。この変数は、次のステージに

進んだ場合を 1、負けた場合を 0とするダミー変数とする。左辺がバイナリーな変数のた

め、推定モデルはプロビットモデルとする。また、推定結果の頑健性を確認するために、

2試合合計でのネットでのスコア差を示す変数である sum_2match を被説明変数とする推定

も行う。なお、この場合は、OLS による推定を行う。	

	 説明変数に話を移す。セカンド・レグ仮説の検証が本稿の 大の問題意識のため、1試

合目がアウェーでの試合、2試合目がホームでの試合という場合に 1、逆の場合を 0とし

た、ダミー変数 away_dummy である。セカンド・レグ仮説が正しいのであれば、

away_dummy のパラメータの符号は正になるはずである。そして、人為的に組み合わせの決

まる１回戦とランダムに決まる準々決勝以降の違いを確認するための変数 round16_dummy

は、決勝トーナメント 1回戦の試合なら１、準々決勝・準決勝なら 0をとるダミー変数で

ある。	

	 潜在的な実力差をとらえる変数として、相手チームとのクラブランキングのポイント差

point_difference を用いる。自チームのクラブランキング－相手チームのクラブランキン

グで計算されるため、自チームが格上なら正、逆であれば負の値となる。想定されるパラ

メータの符号条件は正である。	

	 ホームでの試合の環境をコントロールする変数としては、数的なインパクトが結果に正

の影響を与える側面を捕らえる変数として、試合が行われたスタジアムの収容人数

capacity と試合当日の総観客数 attendance(Soccer	D.B.	https://soccer-db.net)を用い

る。この他、感応度分析では観客数を収容人数で除した密度 density に差し替えて推定を

試みる。また、気象条件を考慮するために、スタジアムがある都市のキックオフ時の気温

temperature、湿度 humidity(weatherbase	http://www.weatherbase.com/、
timeanddate.com	https://www.timeanddate.com/)を用いる。これらの変数は、基本的に

は数値が高いほど試合環境を厳しいものにするため、それに慣れている（慣れていない）

ホーム（アウェー）のチームにとっては有利（不利）に作用すると考えられる。感応度分

析では、気温と湿度による「むし暑さ」の指標である不快指数 hukai を使った推定も行う
6。	

	 この他、先行研究で用いられている 1試合目のホームチームの得点－アウェーチームの

得点で算出したスコア差 score_difference、1 試合目に先制点を入れた場合 1、入れてな

い場合 0とした 1試合目先制点ダミーscore_first_dummy、2 試合目に先制点を入れた場合

                                                
5 UEFA.com	https://www.uefa.com/uefachampionsleague/history/seasons/ 
6 不快指数（Temperature-Humidity	Index）の計算方法は、0.81×気温＋0.01×湿度(0.99

×気温-14.3)＋46.3。 
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1、入れてない場合 0とした 2試合目先制点ダミーscore_2first_dummy、試合が実施され

たシーズンを示す年ダミー変数 year を推定に含める。	

	

３．推定結果 
３．１．主要な分析の推定結果 
	 推定結果を説明する前に、どのようなプロビット推定を行っているのかを説明しておこ

う。例えば、チームＸとチームＹが対戦をし、チームＸが 2試合目にホームで試合を行う

と仮定する。この対戦ではホームとアウェーの 2試合の結果、チームＹが勝ったとしよ

う。この対戦については、チームＸの立場から見た場合は s_dummy=0 であり、チームＹの

立場から見た場合は s_dummy=1 となる。本推定では、同じ対戦についての結果が、両チー

ムそれぞれの立場から見た形で 2回、推定に登場することになる。この場合は、どのよう

な変数がそれぞれの推定に出てくることになるかを整理すると以下の通りである。	

 

	 チームＸの立場から見た

場合	

チームＹの立場から見た

場合	

セカンド・レグ仮説変数	

away_dummy	
1	 0	

１回戦ダミー

round16_dummy	
両者とも同じ	

ポイント差

point_difference	

(チームＸのポイント)－

(チームＹのポイント)	

(チームＹのポイント)－

(チームＸのポイント)	

収容人数 capacity	

チームＸの本拠地の情報	 チームＹの本拠地の情報	

試合当日の総観客数

attendance	

気温 temperature	

湿度 humidity	

スコア差

score_difference	

(1試合目のチームＸ

の得点)－(1試合目の

チームＹの得点)	

(1試合目のチームＹ

の得点)－(1試合目の

チームＸの得点)	

1 試合目先制点ダミー	

score_first_dummy	

チームＸが 1試合目で先

制したら 1、逆なら 0	

チームＹが 1試合目で先

制したら 1、逆なら 0	

２試合目先制点ダミー	

score_2first_dummy	

チームＸが 2試合目で先

制したら 1、逆なら 0	

チームＹが 2試合目で先

制したら 1、逆なら 0	

	

	 推定結果は図表 3_1 に示されている通りである。各変数に対応して示されている数値は

限界効果、括弧内の数値は頑健標準誤差である。まず、 も重要な試合の順番を意味する
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away_dummy を見てみると、有意水準 1％で有意であり、アウェー→ホームの順で試合をす

ることが、勝利の確率を 23%押し上げることがわかり、セカンド・レグ仮説が指示されて

いる。Page	and	Page(2007)はアウェー→ホームが有利に働く理由として、１試合目と 2

試合目の位置付けの違いだと説明している。1試合目は、相手より有利な立場に立つこと

が意識されているため、点をできるだけ多くとり、失点は少なくといったことが気にかけ

られる。2試合目の目的は、次のラウンドに進出を決めることである。なぜなら、2試合

目の結果次第で、次のラウンドに進出できるかどうかが決まるからである。仮に 1試合目

に負けた場合においても、2試合目に逆転すれば、次のラウンドに進出は可能である。そ

のため、2試合目は自分たちのペースで試合運びをしたいと考える(García,Gómez	and	

Ibáñez,2015)。1 試合目で勝利し有利にたったチームは、リスクを犯さず、ボールを保持

し無理には攻めない。逆に、1試合目に敗北したチームは、リスクを犯してでも、攻める

必要がある。しかしその際、不安やプレッシャーはより選手のパフォーマンスに影響を与

える(Gómez	et	al.,2015)。そのため、ホームアドバンテージがある 2試合目をホームで

試合をした方が有利となりやすい 7。	

	 その他のコントロール変数として有意なのは、point_difference、score_difference の

2 つであり、実力差と初戦での点差という 2試合での勝敗に直結すると考えられる変数が

効いていることを意味する。相手との実力差が大きくなればなるほど、勝率が高まり、決

勝トーナメントがスコアで競われる以上、1試合目のスコア差は勝敗に大きく影響する。

サッカーとは点を多く取れるスポーツではなく、1、2点差で決着がつく試合が多くある。

実際に欧州のトップ 4リーグ（英プレミアリーグ、西リーガエスパニョーラ、独ブンデス

リーガ、伊セリア A）の 1試合での平均得点数は 2.66 である(Anderson	and	

Sally,2014)。決勝トーナメントは 2試合合計スコアで競われることから、1試合目でのス

コア差が特に重要であると言える。特に決勝トーナメントでは 2試合スコア合計が同じ場

合、アウェーゴール方式(補論参照)がある。そのため、点をより多く決めることが大事に

なるため、点差が強く効いていると考える。 

有意になっていないが、他のコントロール変数についても軽く触れておく。今回の分析

で、ホームでの環境を整えることをとらえる変数が軒並み有意となっていない。この原因

として、原田(1996)が指摘した通り、学習要因の低下だと考える。CL の出場できるのは、

自国のリーグ戦で良い結果など残した限られたチームしか出場できないため、出場チーム

が年により大幅に変わることはない。そのため、対戦経験が何回もあり、相手スタジアム

の雰囲気などに慣れたためと考える。round16_dummy も効いていない。これは、決勝トー

                                                
7 これは実際のデータからも読み取れる。2試合目で決着がついた試合（1試合目の結果が

引き分けもしくは、ホームチームが逆転負け）は 56 組ある。そのうちアウェー→ホーム

の順で勝敗が決した組み合わせは 41 組である。また、1試合目に敗北し、2試合目に逆転

し、次のラウンド進出を決めた組み合わせは 21 組存在する。そのうち 20 組が 2試合目に

ホームで試合を行い、2試合合計スコアで逆転し勝利している。 
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ナメント 1回戦で人為的に 1位と 2位のチームが当たるようになっているが、1位のチー

ムが勝っているのは、実力が相手より上回っているからだと言える。この決勝トーナメン

ト 1回戦のことに関しては、次節で詳しく見て行く。	

	

３．２．感応度分析の結果 
	 次に、ベンチマークの分析から得られた結果の頑健性を確かめるべく、以下ではベンチ

マークを少し変更し、いくつかの感応度分析を行う。	

	 model	2_1 と model	2_2 は away_dummy で１を取る場合と 0を取る場合、つまりアウェー

→ホームで試合をする場合と、その逆のホーム→アウェーで試合をする場合とで推定を行

った結果である。いずれも、ベンチマークの結果と大差はなく、どちらかの結果に強い影

響を受けた結果ではないことが確認できる。	

	 model	3 は決勝トーナメント一回戦とそれ以降（準々決勝・準決勝）の 2つで場合分け

した際の推定結果である。model	3 は確認のために round16_dummy を抜いたもの、

model3_1 が決勝トーナメント１回戦、model3_2 が準々決勝・準決勝の推定結果である 8。

point_difference、away_dummy、score_difference という主要変数は全てプラスに有意な

ままとなっている。既に説明したとおり、CL の決勝トーナメント 1回戦では、グループス

テージの順位によって対戦相手とホーム→アウェーの順で試合をするか、アウェー→ホー

ムで試合をするかが決定する。これを踏まえると、決勝トーナメント 1回戦は、強いチー

ムが 2試合目のホーム権を獲得している可能性が高いと考えられる。model3_1 で

away_dummy がプラスに有意となっているが、これは、強いチームが、1試合目にアウェー

で試合をしているので、当然の結果と考えられる。一方、model3_2 のケースにおいて、チ

ームの強さは 2試合目のホーム権とは関係なく、ランダムのため理論的には公平である。

ただ、ここでも away_dummy はプラスに有意となっている。つまり、ランダム化をしてい

ることで純粋にセカンド・レグ仮説を検証していることになっており、サッカー界で語ら

れてきた、「アウェー→ホームの方が有利である」というセカンド・レグ仮説が統計的に

も支持されることになる。	

	 model4 は capacity と attendance を、両者の比を取ったスタジアムの集客密度をみた

density に置き換え、感応度を見ているものである。集客密度でみても、ホームの観客効

果は有意とならないが、point_	difference、away_dummy、score_difference という主要

変数は全てプラスに有意なままで、ベンチマークと大差ない。スタジアム状況が、トップ

レベルの試合で勝敗に影響を与える効果は少ないと言える 9。なお、これらの 3変数はホ

                                                
8	OLS による分析で model3_1 と model3_2 では away_dummy と score_difference について

２倍近い違いがあった。	
9	念のために、ベンチマークから away_dummy を抜いて推定を行った。これは capacity や
attendance がホームアドバンテージの一因の可能性があるためである。しかし、これでも

capacity や attendance は統計的には有意とならなかった。density に置き換えても、同

様であった。	
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ームアドバンテージを示す変数とも言える。そこで、これらの変数を全て抜いて推定を試

みたが、away_dummy は有意なままであった。	

	 model5 は temperature と humidity を hukai に置き換え、感応度をみているものであ

る。こちらもベンチマークと有意なもの、数値が大きく変わるものはない。model4 同様、

やはりトップレベルではスタジアムの状況はさほど勝敗に影響を与えるものでないと言え

る。また、今回は CL を対象にしており、試合会場はヨーロッパに限定される。決勝トー

ナメントが始まるのも 2月からということで、天候の影響が少ない理由と推測できる。	

model6 は１試合目で先制点を取ったチームと、2試合目で先制点を取ったチームで場合

分けをした際の推定結果である。model6 が１試合目で先制点を取った場合、model6_1 は 2

試合目で先制点を取った場合の推定結果である。model6_3 は両方を入れた結果である。い

ずれの結果を見ても、ベンチマークの結果と大差はなく、結果の頑健性が確認できる。ま

た、model6_2 と model6_3 では score_2first_dummy がプラスに有意であり、1試合目、2

試合目共に先制点を取った場合は勝利しやすいということである。Lidor	et	al.(2010)の

研究では、選手のパフォマーンスは、何点取れば勝てる、取られたら負けるという指標が

あった時の方が高いと示しており、また、モチベーションも高いとされている。このこと

から、2試合目における得点は、1試合目より強く意識される。殊更に先制点とは試合の

流れを左右するものであり、先制点を取ったチームが試合の主導権を握る(García,Gómez	

and	Ibáñez,2015)。そのため、2試合目の先制点を取ったことを意味する

score_2first_dummy が強く効いていると考える。いわゆる、先制点による主導権の掌握が

実際におきていることを示唆する。	

	 なお、OLS による推定結果も主要な部分では大きな差はなく、away_dummy の有意性は頑

健であることが確認できた（図表 4_1）。以下では、いくつかの特徴的な結果について簡

単に触れる。model3_1 と model3_2 の away_dummy と score_difference で 2 倍ほどの数値

の違いがあり、決勝トーナメント１回戦の model3_1 の方が数値が大きい。これは、決勝

トーナメント１回戦組み合わせの影響だと考える。プロビット分析では勝ち負けの結果を

被説明変数において分析したため、差は出なかった。しかし、今回は点差ということで、

どのように勝ったかを見ることができる。大差で勝ったのか、１点差のギリギリで勝った

のかなどである。決勝トーナメント 1回戦はグループステージで１位と 2位のチームが対

戦する。それに加えて、決勝トーナメント 1回戦ということで、チームごとのレベル格差

もまだ大きい 10。このことから、決勝トーナメント 1回戦ではレベル差があり、点を多く

とって勝利することが可能だが、それ以降は、レベル差が縮まり大量得点で勝利が難しく

なるものと考えられる。	

	 score_difference では逆に、準々決勝以降の model3_2 の方が数値が大きい。強敵相手

に点を多く取るのは難しい。さらに、上述した通り、１試合目で相手より有利に立ち、2

                                                
10 クラブランキングでそれぞれのラウンドの平均ランキング（括弧内、小さいほど上位）

の推移は、決勝トーナメント１回戦(16.19)→ベスト 8(14.25)→ベスト 4(7.1)となった。 
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試合目はリスクを犯さずボールを保持し試合に勝利しようとする。ハイレベルな戦いであ

る以上、たとえ実力が同じであっても相手にボールを保持されたら、隙も少なく逆転も難

しい。このことから、決勝トーナメント 1回戦に比べ、準々決勝以降の score_difference

の数値が大きくなると推測できる。	

	

まとめ 
本稿の問題意識は、CL の決勝トーナメントにおいてアウェー→ホームの順番で試合する

ことが有利であるかどうかを分析することであった。直近 10 年分のデータを用いたプロ

ビットモデルを使った計量分析を行った。更に、推定結果の頑健性を確認するため、様々

な感応度分析と OLS による追加分析も行った。どの分析においても、アウェー→ホームで

試合することが有利というセカンド・レグ仮説が統計的に支持される結果が出た。	

今回の研究では、CL だけに焦点を当て、リーグ戦におけるチームの状況は考慮に入れな

かった。チームは自国のリーグ戦を戦いながら、CL の試合も行う。リーグ戦で置かれてい

る状況により、CL への注力度も変わってくると考えらえる。例えば、リーグ戦では優勝の

望みのない場合、リーグ戦の試合では主力を温存し、CL では選手をベストなコンディショ

ンで臨むことができる。逆に、リーグ戦では優勝争いをしているやライバルチームとの試

合などといった場合では、主力を温存するといったことはできない。このことから、選手

の身体的・精神的疲労度を算出し、チームのデータとして入れたらより正確なデータが出

せたであろうと考える。しかし、個々のプレイヤーの状況とチームとしての総合的な状況

を織り込んだデータは存在しないため、本稿では取り扱うことはできなかった。	

また、スタジアムの状況として、観衆要因と天候要因を今回考慮したが、芝の状態も考

慮すべき要因であると考える。プロレベルのサッカーは天然芝の試合会場で行う。芝は試

合前に長さを調節し、水を撒く。水を撒き、長さを短くするとボールがよく転がり、パス

回しがしやすくなる。逆に、水を撒かず、芝の長さを長くすれば、ボールは転がりにく

く、パスは回しにくい。ホームチームは、相手チームの戦術スタイルに合わせて、人為的

に芝の状態を変えることがある。そのため、スタジアムの状況として、芝の状態というの

は考慮すべきだが、オフィシャルにそのようなデータは発表されておらず、本稿では変数

として取り込むことが叶わなかった。	

今後技術が進み、このようなデータを収集できるようになれば、より包括的な欠落変数

バイアスを防いだ分析が出来るはずであるが、それは今後の課題としたい。	
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図表 
図表１ 変数の定義 

変数名	 定義	

s_dummy	 そのステージで勝ったら 1、負けたら 0を取るダミー変数	

被説明変数	

sum_2match (ホームチーム)-(アウェーチーム)で計算した 2試合合計スコア

の差[ポイント]	

被説明変数	

away_dummy	 	 1 試合目でアウェーなら 1、ホームなら 2を取るダミー変数	

point_difference	 (ホームチーム)-(アウェーチーム)で算出したポイント差[ポイ

ント] 

capacity	 スタジアムの収容人数	[人]	 	

attendance	 観客数		[人]	

density	 密度(観客数/スタジアムの収容人数)	[%]	

temperature	 スタジアムがある都市のキックオフ時の気温	[℃]	

humidity	 スタジアムがある都市のキックオフ時の湿度	[%]	

hukai	 気温と湿度により選手がどのくらい不快に感じたか	[%]	

score_difference	 (ホームチーム)-(アウェーチーム)で計算した 1試合目のスコア

差	[点]	

round16_dummy	 決勝トーナメント 1回戦なら 1、それ以外なら 0を取るダミー

変数	

score_first_dummy	 1 試合目で先制点を入れたなら 1、入れてないなら 0を取るダミ

ー変数	

score_2first_dummy	 2 試合目で先制点を入れたなら 1、入れてないなら 0を取るダミ

ー変数	

year	 試合が実施されたシーズンを示す年ダミー変数	
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図表２ 記述統計 

変数名	 観測数	 Mean	 Std.dev.	 Min	 Max	

s_dummy	 280	 0.50	 0.50	 0.00	 1.00	

sum_2match	 280	 0.00	 3.06	 -11.00	 11.00	

away_dummy	 280	 0.50	 0.50	 0.00	 1.00	

point_difference	 280	 0.00	 51.08	 -134.56	 134.56	

capacity	 279	 60998.59	 21654.01	 0.00	 99786.00	

attendance	 279	 55741.83	 20232.51	 0.00	 97183.00	

density	 279	 0.91	 0.11	 0.00	 1.00	

temperature	 270	 10.70	 6.49	 -13.00	 34.00	

humidity	 270	 66.50	 20.10	 14.00	 100.00	

hukai	 270	 51.73	 9.59	 16.20	 76.56	

score_difference	 280	 0.00	 1.95	 -5.00	 5.00	

round16_dummy	 280	 0.57	 0.50	 0.00	 1.00	

score_first_dummy	 280	 0.46	 0.50	 0.00	 1.00	

score_2first_dummy	 280	 0.47	 0.50	 0.00	 1.00	

year	 280	 2013.50	 2.88	 2009.00	 2018.00	

（注）観測数が 280 を下回る場合は、データが取得できなかったケース	
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図表３_１ プロビット分析による推定結果 

 

(注)＊＊＊、＊＊、＊はそれぞれ、1%、5%、10%有意水準で有意であることを示す。括

弧内の数値は試合レベルのクラスター頑健標準誤差 t値。pseudo	R-sq は擬似決定係

数。シーズン変数は掲載を省略した。	

model1 model2_1 model2_2
away_dummy 0.2268 ***

(4.36)

point_difference 0.0022 *** 0.0026 *** 0.0023 ***
(4.99) (4.31) (4.81)

capasity -0.0000 0.0000 -0.0000
(-0.45) (0.41) (-1.45)

attendance 0.0000 -0.0000 0.0000
(0.60) (-0.40) (1.51)

density

temperature -0.0024 0.0059 -0.0080
(-0.44) (0.85) (-1.25)

humidity -0.0016 0.0013 -0.0046 ***
(-1.21) (0.57) (-3.30)

hukai

score_difference 0.1160 *** 0.1174 *** 0.1210 ***
(10.27) (7.74) (7.98)

round16_dummy 0.0201 0.1017 * -0.0796
(0.34) (1.75) (-1.40)

score_first_dummy

score_2first_dummy

N 269 138 131
pseudo R-sq 0.398 0.399 0.455
chi2 150.215 101.398 48.9413
Prob > chi2 0.0000 0.0000 0.0000

������s_dummy
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図表３_２ プロビット分析による推定結果	

	
（注）図表３_１参照	

model3 model3_1 model3_2 model4
away_dummy 0.2286 *** 0.2646 *** 0.1737 *** 0.2262 ***

(4.28) (4.73) (2.61) (4.36)

point_difference 0.0023 *** 0.0023 *** 0.0023 *** 0.0024 ***
(5.15) (4.17) (3.95) (5.85)

capasity -0.0000 -0.0000 -0.0000
(-0.43) (-0.63) (-0.07)

attendance 0.0000 0.0000 0.0000
(0.59) (0.76) (0.09)

density 0.2924
������

temperature -0.0032 -0.0012 -0.0069 -0.0020
(-0.72) (-0.17) (-0.89) (-0.37)

humidity -0.0016 -0.0018 -0.0024 -0.0016
(-1.21) (-1.14) (-1.05) (-1.22)

hukai

score_difference 0.1161 *** 0.0823 *** 0.1363 *** 0.1153 ***
(10.32) (6.11) (11.74) (10.04)

round16_dummy 0.0000 0.0000 0.0210
(0.37)

score_first_dummy

score_2first_dummy

N 269 151 118 269
pseudo R-sq 0.398 0.391 0.453 0.399
chi2 149.818 83.772 43.247 131.862
Prob > chi2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

������s_dummy
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図表３_３ プロビット分析による推定結果	

	
（注）図表３_１参照	

model5 model6_1 model6_2 model6_3
away_dummy 0.2210 *** 0.2304 *** 0.1833 *** 0.1869 ***

(4.23) (4.49) (3.76) (3.89)

point_difference 0.0022 *** 0.0022 *** 0.0020 *** 0.0020 ***
(4.94) (4.66) (4.44) (4.15)

capasity -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000
(-0.47) (-0.50) (-0.39) (-0.43)

attendance 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
(0.61) (0.67) (0.49) (0.54)

density

temperature -0.0029 -0.0016 -0.0021
(-0.56) (-0.31) (-0.42)

humidity -0.0016 -0.0014 -0.0015
(-1.26) (-1.20) (-1.26)

hukai 0.0014
������

score_difference 0.1165 *** 0.1104 *** 0.1202 *** 0.1147 ***
(10.37) (8.01) (9.38) (7.16)

round16_dummy 0.0315 0.0175 0.0228 0.0200
(0.51) (0.30) (0.41) (0.36)

score_first_dummy 0.0381 0.0368
(0.72) (0.68)

score_2first_dummy 0.1196 *** 0.1194 ***
(2.88) (2.85)

N 269 269 269 269
pseudo R-sq 0.396 0.400 0.414 0.415
chi2 147.809 157.213 172.715 201.353
Prob > chi2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

������s_dummy
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図表 ４_１ OLS による推定結果 

 
＊＊＊、＊＊、＊はそれぞれ、1%、5%、10%有意水準で有意であることを示す。括弧内

の数値は試合レベルのクラスター頑健標準誤差 t値。Adj.R-sq は自由度修正済み決定

パラメータ、Fは F検定。シーズン変数は掲載を省略。	

model1 model2_1 model2_2

away_dummy 0.2116 ***

(3.58)

point_difference 0.0027 *** 0.0026 *** 0.0027 ***

(4.73) (4.08) (3.82)

capasity -0.0000 0.0000 -0.0000

(-0.82) (-0.06) (-1.33)

attendance 0.0000 -0.0000 0.0000

(0.90) (0.02) (1.37)

density

temperature -0.0008 0.0059 -0.0076

(-0.14) (0.65) (-1.14)

humidity -0.0017 0.0013 -0.0040 **

(-1.20) (0.28) (-2.52)

hukai

score_difference 0.1123 *** 0.1174 *** 0.1084 ***

(12.19) (9.16) (5.72)

round16_dummy 0.0364 0.1017 * -0.0906

(0.62) (1.99) (-1.27)

score_first_dummy

score_2first_dummy

_cons 0.3139 -32.3341 -0.0162

(0.02) (-1.58) (1.10)

N 269 138 131

adj. R-sq 0.407 0.361 0.406

F 75.427 74.344 18.2233

Prob > F 0.000 0.000 0.000

������sum_2match
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図表４_２ OLS による推定結果 

	
（注）図表４_１参照	

������sum_2match

model3 model3_1 model3_2 model4

away_dummy 0.2141 *** 0.3082 *** 0.1457 ** 0.2115 ***

(3.55) (3.83) (2.07) (3.60)

point_difference 0.0028 *** 0.0027 *** 0.0030 *** 0.0028 ***

(4,94) (4.94) (3.71) (5.33)

capasity -0.0000 -0.0000 -0.0000

(-0.76) (-0.76) (-0.52)

attendance 0.0000 0.0000 0.0000

(0.84) (0.79) (0.51)

density 0.2169

(0.98)

temperature -0.0023 -0.0005 -0.0074 -0.0007

(-0.50) (-0.07) (-0.87) (0.12)

humidity -0.0017 -0.0021 -0.0028 -0.0017

(-1.22) (-1.19) (-1.11) (-1.21)

hukai

score_difference 0.1120 *** 0.0768 *** 0.1462 *** 0.1119 ***

(11.89) (6.35) (11.06) (11.86)

round16_dummy 0.0000 0.0343

(0.60)

score_first_dummy

score_2first_dummy

_cons -0.0262 -3.3388 3.8405 2.0959

(-0.00) (-0.16) (0.12) (0.11)

N 269 151 118 269

adj. R-sq 0.408 0.396 0.455 0.409

F 82.541 41.328 39.591 75.110

Prob > F 0.000 0.000 0.000 0.000
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図表４_３ OLS による推定結果 

	
（注）図表４_１参照	

������sum_2match

model5 model6_1 model6_2 model6_3

away_dummy 0.2071 *** 0.2155 *** 0.1797 *** 0.1837 ***

(3.52) (3.72) (3.36) (3.51)

point_difference 0.0027 *** 0.0026 *** 0.0025 *** 0.0024 ***

(4.70) (4.40) (4.00) (3.72)

capasity -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000

(-0.91) (-0.87) (-0.75) (-0.81)

attendance 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

(0.98) (0.98) (0.81) (0.89)

density

temperature -0.0014 -0.0004 -0.0010

(-0.25) (-0.07) (-0.17)

humidity -0.0018 -0.0017 -0.0017

(-1.25) (-1.26) (-1.30)

hukai 0.0030

(0.99)

score_difference 0.1136 *** 0.1050 *** 0.1137 *** 0.1065 ***

(12.31) (9.00) (11.74) (8.67)

round16_dummy 0.0500 0.0331 0.0400 0.0367

(0.84) (0.56) (0.71) (0.65)

score_first_dummy 0.0545 0.0537

(0.81) (0.79)

score_2first_dummy 0.0981 * 0.0977 *

(1.89) (1.85)

_cons 2.1995 0.1333 -0.6095 -0.7839

(0.12) (0.01) (-0.03) (-0.04)

N 269 269 269 269

adj. R-sq 0.407 0.406 0.412 0.412

F 87.455 67.819 74.236 68.451

Prob > F 0.000 0.000 0.000 0.000
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補論：CL について 

	 この補論では、CL の仕組みについて簡単に説明する。下図のように、CL はグループス

テージと決勝トーナメントの二つで構成され、決勝トーナメントでは一回戦

（Round16）、準々決勝（Quarter-finals）、準決勝（Semi-finals）、決勝（Final）が

行われる。本論では、そのうち一回戦、準々決勝、準決勝について分析・考察を行った

（理由は本文参照）。	

	

	

グループステージ	

	 グループステージでは、出場する 32 チームが 4チーム×8グループに分けられ、各グル

ープ内で総当たり戦を行う（一国内のチームに限らず、各国のチームと対戦することにな

る）。公平を期すため、同じチームとはそれぞれホーム＆アウェーで一回ずつ対戦する。

各チームは試合の結果に応じ、勝ち：3ポイント、負け：0ポイント、引き分け：1ポイン

トの勝ち点を獲得し、順位はその勝ち点の合計により決定される。そして各グループの上

位 2チーム、計 16 チームが決勝トーナメントへと進む。	

	

決勝トーナメント	

	 決勝トーナメントは総当たり戦ではなく、一回戦、準々決勝、準決勝では各チームが抽

選で決まった１チームとホーム＆アウェーで計 2回戦う。決勝だけは、あらかじめ決めら

れた、互いにとってアウェーとなる中立国のスタジアムで一発勝負の試合を行い、優勝チ

ームを決定する。	

1 回戦での対戦相手の組み合わせは、グループステージで 1位だったチームと 2位だっ

たチームが当たるという条件付きの抽選で決定される。ただし、同じグループだったチー

ム、同じ国のリーグに所属するチームとは当たらない。勝敗も、グループステージとは違

い 2試合の合計スコアで決まり、合計スコアが高かった方のチーム、つまり半分の計 8チ

ームが準々決勝へと進む。	
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	 準々決勝と準決勝では、対戦相手は完全な抽選で決定される。そのため同じチームと２

度目の対戦になることや、１回戦とは違い同国のチームと戦うこともある。こちらも一回

戦と同様に 2試合合計スコアで勝敗が決定される。	

	 決勝では先述した通り一発勝負が行われ、そのスコアで勝敗が決まる。	

	

アウェーゴール方式	

	 決勝を除く決勝トーナメントにおいて、互いの合計スコアが同じである場合はアウェー

での得点が 2倍になるアウェーゴール方式が適用される。アウェーゴール方式について、

例えば Aチームと Bチームの試合において以下の状況が起きたとする。	

	

この場合、どちらも合計スコアは 5点となるために勝敗を決することができないが、アウ

ェーゴール方式を用いると以下のように計算することができる。	

	

アウェーゴール方式では先述の通りアウェーでの得点が 2倍になる。この場合、Aチーム

は 2試合目、Bチームは 1試合目の点数が 2倍され、合計スコアはそれぞれ 6と 7にな

り、Bチームが勝利したこととなる。つまり１試合目で負けたとしても、２試合目に相手

より多くの点を取り合計スコアが上回れば、次のステージに進出することが可能である。	

	 なお、本稿では２試合の総合的な結果を被説明変数として用いている。左辺を２試合合

計でのネットでのスコア差にしている（被説明変数名 sum_2match）の場合、得失点差は互

いの合計スコアが同じである場合、このアウェーゴール方式で計算された数値を用いてい

る。	


