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Q：マーケティング心理学とは？
多くの場合、マーケティングの効果を高めるためには、消費者の心理や行動を分析して、消費者の行動を促す資料を作ることが必要で
す。こうした知識はマーケティング心理学とも呼ばれており、自社の製品の販売や消費者の行動を促すだけではなく、売上や利益を拡
大させる効果も期待できます。また、マーケティング心理学の知識があれば、必要な情報を集めた上でマーケティングの判断を慎重に
下せるようになるので、社内のメンバーからの評価を高めることができます。 

心理学の知識をマーケティング活動の参考とすることで、消費者へのアプローチの効率を高めるとともに、売上や利益の向上
を実現できる可能性があるからです。マーケティング心理学の知識があれば、資料をアピールする際に、その方法を意識的に
選択できるようになります。それ以外にも効果的と思われてる手法を併用することで、自社のミッションやコアバリューを設
定している場合は、その実現を推進できるようになります。このように、マーケティング心理学の効果的な手法を組み合わせ
ると、消費者に価値を提供できるだけでなく、自社にとってもプラスになる可能性があります。 

Q：マーケティング心理学の知識が重要な理由
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ザイアンス効果
繰り返し接するうちに、好意を持つ心理効果 
動画、SNSを見ていて気がついたら、いつの間にかファンになっていた事ありませんか？

【活用方法】 

１ YouTube広告 → 繰り返し見たおかげで「なぜだか印象に残る」　　 
２ SNS → 定期的に投稿することで接触回数が増える　 
３ メルマガ → 繰り返し配信することでザイオンス効果ができる 
４ スマホアプリのプッシュ通知 → 肌身離さず持っているので最高のツール 
５ リターゲティング広告 → サイトにきたユーザーに繰り返し配信できる 
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フレーミング効果

同じ意味であっても表現を変えるだけで印象を変える心理効果 
どこを強調するかによって与える印象を変え、意思決定に影響を及ぼします。表現の仕方によって印象が真逆になることもあります。

【活用方法】 
「購入者の10%は効果を実感できません」より「購入者の90%が効果を実感しています」 
「肥満解消をサポートします」より「放っておいたら大変！肥満が万病のもとに」 
同じ意味なのに伝え方、強調の仕方を変えるだけでコピーは変わます

2022 SOL lnc© 2



 IKEA効果
自分で作ったものに本来以上の価値を与えてしまう心理効果 
家庭菜園の野菜がいつも以上に美味しく感じたり、DIYした家具の方が愛着わいたりしませんか？

【活用実例】 
 IKEA効果を利用している例として 
ホットケーキミックスや家庭菜園やプラモデルなどが挙げられます。 

要因として「自分で組み立てた製品」は「自分は有能であること」を 
示すことができることが挙げられます。 

組み立てが必要な製品を購入することで自分自身を「賢い買い物客」である錯覚します。 
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ヒューリスティック
人が何らかの判断や意思決定をする時に「無意識に使用してる
法則や手がかり」があるという心理効果 
お店で「広告の品」というポップがついてる商品をお得品だと判断してませんか？

【活用方法】 
価格は「値引き後」であることで魅力が増します。 

A ：10万円 

B ：20万円から特別価格10万円 

同じ10万円でも、この場合には後者が選ばれやすいです。 
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オプトイン　
ユーザーに宣伝広告を配信する際、事前に許可を求めることです 
情報配信を含む会員登録のフォームでメール配信を許可するか否かを選択してますよね？

【活用実例】 
オプトインの顧客は、商品に対して興味を持っていると判断できるため、販売促進活動を 
行うことで、高いレスポンス率が期待できます。 
※反対に許可を取ることなく宣伝広告メールを送りつけることをオプトアウトといいます 
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カクテルパーティー効果
多くの情報から「自分に都合が良く、自分に関係すると思う部分だけを聞きとる」
脳の動きを表した心理効果 
パーティーやコンサートのような人混みが多い場所でも遠くから呼びかけられてはっきり聞こえたことありませんか？ 

【活用方法】 
「個人名」を差し込むことで自分ごと化 

名前を意識的に使うことでメーセージ全体に注意を惹きつけるテクニックです。よく使われるのがメルマガやLINEなどです。 

「属性情報」を差し込むことで自分ごと化 

属性情報とは年齢、性別、学歴、所属などのいわゆる履歴書に書くような内容を指します。 

例えば「お仕事に疲れているアラフォーのお父さん」や「新米の先生」や「O型の学生へ」などのキーワードです 

属性情報は1つだけだと誰にでも当てはまるように聞こえてしまうため複数組み合わせると刺さりやすいメッセージになります。 
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ハーディング効果
多くの人々と同じ行動をとることによって安心感を得ようとする心理効果 
自分の判断が正しと思っていても、周囲の判断と異なっていなければ不安になり流されてしまったことありませんか？

【実例】 
2008年にアメリカで起きた金融危機「リーマンショック」の発端もハーディング効果によるものと
言われてます。 
これはサブプライムローン関連商品を周囲の投資家たちが購入しているのを見たほかの投資家たち
にハーディング効果が起きたと言われてる。 
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ハンドワゴン効果
「世の中の流行に乗り遅れたくない」「勝ち馬に乗っておきたい」 
　など、みんなが選ぶものはいいものであると思う心理効果 
みんなが選ぶものはいいものであるという思い込みや、多数派と同じものを選んで安心したいと思う心理です。

【活用方法】 
よく目にする「〇〇業界でNO１！」や「ご利用者〇〇万人突破」などのキャッチコピーです。 
「そんなに売れてるなら買ってみようかな」と思うのが人間の心理です　　　　 
政治の世界でも選挙前に〇〇候補優勢といった情報があると、みんなが〇〇候補者に投票してしまう現象も
ハンドワゴン効果です。 
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カラーパス効果
特定のことを意識し始めると、日常の中でその特定のことに関する
情報が自然と目に止まるようになる心理効果 
普段から問題、課題を意識しておくと、そのことに関する情報がより目に入るようになります。

【活用法】 
人間は、視覚や聴覚などの五感から得られる情報を無意識のうちに自分に必要あるかどうかを取捨選択しています。 
仕事での問題や課題などのように、特定の物事を自分にとって必要性が高い情報として意識しておくことで、普段で
あれば見逃したり、聞き逃したりしている情報もキャッチすることが可能です 
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プロスペクト理論 
人は確率通りに行動せず、状況や条件によって確率を歪めて
しまう心理効果 
プロスペクトとは「予想、期待」という意味です。

【実例】 
①あなたの目の前で以下の2つの選択肢があります。 
A：100万円が無条件でもらえる 
B：コインを投げて表が出たら200万円手に入るが裏が出たら負債額は変わらない 
②あなたは200万円の負債を抱えているものとする 
A：無条件で負債が100万円減額され負債の額が100万円になる 
B：コインを投げて表が出たら、支払い全額免除。裏が出たら負債額は変わらない。 
①はどちらの選択肢も手に入る金額の期待値は100万円と同額でもAを選ぶ人が多い。 
②は期待値は-100と同額。①でAを選んだ人なら堅実的なAを推測されるが、②ではほとんどの人がギャンブル性の高いBを選んでいた。 
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損失回避の法則
人が利益と損失の二つから一つを選ぶ際に、利益を求める方よりも損失を避ける
方を選ぶ心理効果 
利益に対するポジティブな感情よりも損失を被った際の痛みを、より感じやすいとされています。

【活用方法】 
1：利用しないことで被る損失を伝える 
利用、購入をしないことで損失を被る可能性を伝えることです。 
２：希少性をアピール 
商品やサービスの希少性をアピールすることも方法の一つです。数量限定の商品であることや期間限定のイベントであることをアピールして、 
「利益を得られる機会を逃す」と思ってもらい購入をしてもらいやすくします。 
３：損失を肩代わりする 
商品やサービスの購入によって顧客が被りうる損失を、企業や店舗が肩代わりするという方法です。 
どんなに魅力的でも損失を被ることを恐れ購入しないというケースも少なくありません。 
サービスを１ヶ月無料で試せる制度の導入や、購入を促すためには、「効果が実感できない場合に全額返金保証に対応」 
など、被りうる損失を肩代わりすることで商品を試してみようという気持ちを促します。 
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極端性回避
人はいくつかグレードがあると、真ん中のグレードのものを
選ぶ傾向がある心理効果 
松竹梅の３つの選択肢があると「竹」を選ぶ人が多いことから「松竹梅理論」とも呼ばれます。

【活用方法】 
１：高額商品の存在が商品の売れ行きに影響する。 

「安い商品は壊れやすくて、高い商品は品質が良いだろう」と考える傾向にあります。 

値段の異なる商品をどれだけ並べるのかによって、どの値段の商品が売れやすいのかが変わってきます。 

２：価格が高すぎると、最も低い値段が売れる。 

商品というのは、無条件に真ん中が選ばれやすいわけではありません。 

「真ん中を選ぶ方がお手頃だ」だと思わせる必要があるのです。 
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選択のパラドックス
現代の自由主義の社会においては選択が多いほど人は不幸を感じやすくなる
という心理効果 
選択肢が多くなると無力感を感じて選ぶのがむずかしくなり選択後も「他の選択肢の方が良かったのではないか」 
という無力感を感じることもあります。

【活用方法】 
シーナー・アンエンガーが実験した「ジャムの法則」 
スーパーマーケットで行った実験で「豊富な選択肢は売上を上げる」というお店の方針を実証しました。内容は6種類のジャムと24種類の
ジャムを別の日に商品棚に展示し、さらに試食会を行えば24種類のジャムを置いた時の方が、6種類のジャムを置いた時より売り上げが上
がるのではないか？という実験でした。しかし思わぬ結果になりました。 
試食した人の割合 
・ 6種類のブース→買い物客の40%　　　　　　　　　　　　　　 
・24種類のブース→買い物客の60%　　　　　　  
購入した人の割合 
・  6種類のブース→30%の人が購入 
・24種類のブース→3%の人が購入　 
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初頭効果
「人は相手を第一印象で認識する傾向がある」という心理効果 
提示された情報の順序によって、ものごとへの印象も異なってしまいます。

【活用実例】 
実験は人物の性格を表す形容詞を羅列した文章を2つ用意し、どのような印象を持ったのかをチェックしました。 

内容は全く一緒ですが、形容詞の並びが違います。 

A　明るい、素直、頼もしい、用心深い、短気、嫉妬深い 

B　嫉妬深い、短気、用心深い、頼もしい、素直、明るい 

Aはポジティブが先に、Bはネガティブが先に記載してます。結果はAは比較的ポジティブな印象を、Bはネガティブな印象
を持つと答えた人が多くなります。 
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親近効果
「最後に与えられた情報でその人の印象が決定されやすい」という心理　　 
　効果 
初頭効果の対になる効果でセットで用られるケースが多い

【活用実例】 

A 鈴木さんは、口は悪いけれども、人の面倒見は良い。 

B 鈴木さんは、人の面倒見は良いけれど、口は悪い。 

というように情報の順序を入れ替えるだけで印象が変わります。 

※初頭効果と親近効果のどちらの効果が得られるかはその情報への関心度やインパクトによって変わります 
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アンカリング効果
先に見た数字が判断の基準になってしまう心理効果 
「987×654×321」と「321×654×987」では同じ結果になりますが、直感では前者の方が大きく感じませんか？

【活用方法】 
全く同じ商品、価格の場合 

A 12000円から値引きして9000円で売っているお店 

B 10000円から値引きして9000円で売っているお店 

この場合でもAを選んだ方が得するような気がします。 

アンカリング効果は初頭効果の一部であるともみなせます 
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おとり効果
2つの選択肢でどちらを選ぶか迷っている消費者が、第3の選択肢（捨て案）
を提示されることによって、当初の2つの選択肢の一方に誘導される心理効果 
見劣り、劣悪な選択肢を一つ加えることで別の選択肢を強めます。

【活用方法】 
●お弁当屋の場合 
300円の弁当より、500円の弁当を売りたい場合に、高級なプレミアム弁当を900円で売ることにより中間の500円の弁当
が売れやすくなります。 
ポイント1：価格は５：３：２ 
ポイント2：選択肢は3つ～５つ程度 
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ハロー効果
人やモノなどを評価するときに、特徴的な部分に引きずられて、
その他の事柄について評価を歪めてしまう心理効果 
権威ある学者が（専門外）テレビなどで政治について語った場合に「あの賢い人が言ってるなら正しいに
違いない」などと思ったことありませんか？

【活用方法】 
書籍などで「〇〇推薦！」というコピーが入っているのを目にしたことはないですか？ 
「著名な人が推薦している」という情報を一面でアピールすることで「この本は素晴らしい内容に違いない」と
消費者に思わせる効果があります。 
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ナッジ理論
「人々が強制的ではなく、より良い選択を自発的に取れるようにす
る方法」を生み出すための心理効果 
学生時代に課題をなかなか手をつけられずに締め切り前にやっと手をつけた経験ありませんか？

【活用方法】 
やらなければと思いながらギリギリになってしまうのは怠け者だからではなく「人は常に合理的な判断に基づいて行動をするわけではない」
という人間の性質を理解してうまく人を動かすにはどうしたらいいかというヒントがナッジ理論にはあります。 
2020年のレジ袋有料化に伴い経済産業省は各コンビニでナッジ理論を盛り込んだ実験を行いました 
A レジ袋を配布し必要がない場合に辞退カードを提出させる。 
B レジ袋を配布せず必要がある場合に申告カードを提出してレジ袋を配布する。 
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ピーク・エンドの法則
最も感情が動いたとき（ピーク）と、一連の出来事が終わったとき（エンド）の記憶だけで、
全体的な印象を決める心理効果 
映画を鑑賞した時、ピークであるクライマックスとエンドであるラストシーンの面白さで全体の評価を決めてないですか？

【活用方法】 
セールストークにおいては、商品の価値をいかに強く印象づけ、顧客の心を動かすかが課題です。セールストークに「ピーク」と「エンド」を用意すること
で商品の魅力を効果的に伝えます。 
1：「特別感」を出す 
「今回だけ特別に…」「ここだけの話…」といった言い方をされると、嬉しさやワクワク感を感じます。顧客は「特別扱いしてもらっている」と思い、商品
や話の内容に対する関心を高めやすくなります。 
「お得感」を感じるような言い回しを使ってみましょう。 
2：ピーク・テクニックで興味を惹く 
「引っ掛かり」になることを言い、相手の興味を掻き立てることもできます。例えば「今なら23%引き」と言われると「なぜそんなキリの悪い数字なんだろ」
とちょっとした違和感を与えることで、相手が話に食いつきやすくなるのです。 
「33秒だけ話を聞いてください」と言って交渉やプレゼンを始めるのも、ツカミとしては有効です。 
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帰属理論
物事の結果の原因を何に帰属させるか、出来事や人の行動の原因
を推論する心理効果 
結果が帰る場所、属する場所はどこかを探すことです。

【実例】 
帰属理論は、どのように情報を処理するかの研究である社会的認知に関する理論で、内的帰属と外的帰属の2種類あり
ます。 

内的帰属とは、起こった事象について当事者にその原因を求めることを言います。外的帰属とは、起こったことの原因
を自分以外の誰かに求めることです。 
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同調現象
大多数の人間と同様の意見、行動であると安心でき、逆に自分だけ
周りと違うと不安になってしまう心理効果 
集団意識の強い日本人は同調現象の影響を受けやすい

【実例】 
1 ファッションの流行 
年や季節によってトレンドは変化しており、話題の中に入ろうとトレンドの洋服に手を出す人が増えます。 
2 口コミを信頼して商品購入する 
たくさんの口コミがあり、さらに評価が高いものなら安心感が強まって、購入の意思決定につなげられる。 
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アンダーマイニング効果
達成感や満足感の得るために行ったが、報酬を受けた結果「報酬を受けること」
そのものが目的になり、結果として本来の内的な動機が失われてしまう心理効果 
報酬や褒美といった「外発的動機づけ」によって当人のモチベーションが低下してしまいます。

【活用方法】 
｢報酬がないと行動しない」「評価を意識して行動が鈍くなる」といったネガティブな影響を与えるのがアンダーマイニング効果 
それを防ぐための5つのポイント 
・他人から強いられてると感じさせない 
・簡単な目標から設定する 
・言葉で褒める 
・現金ではない報酬に変える 
・モチベーション理論を知る 
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現状維持バイアス 
現在置かれた状況から変化を嫌い現状を維持したくなってしまう
心理効果 
現在の環境を捨てることは「損失」だと見なして保守的になってしまう

【実例】 
・転職したいと思ってもなかなか踏み出せない。 
・メルマガをなかなか解約しない。 
・大抵の改革は失敗して現状維持に落ち着く。 
応用する場合はデフォルトでメルマガ登録する契約は自動更新に設定する 
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決定麻痺
選択肢が多すぎるあまり、脳が合理的に判断を下せなくなり 
適切な判断が選べなくなる心理効果 
多様のプランがある商材では「間違った選択をして後悔したくない」と考えて「このままでいいや」と
なったりしたことありませんか？

【解決策】 
意図的に選択肢を減らすシンプルな方法は選択肢が減るように、絞り込みの条件を決めることです。 
「譲れない条件」を先に決めて、当てはまらない選択肢は見ないようにする。 
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双曲割引
「遠い将来は待つことができるが、近い将来は待つことができない」
心理効果 
人が「長期の仕事」や「長期目標」を苦手となる理由が「双曲割引」という行動経済学です。

【実例】 
●仕事中にしてしまうネットサーフィンも「双曲割引」が原因？ 
多少苦痛でも作業を続ければ15分くらいで輿に乗ることができ、それ以上にタスクが進められます。そのように仕事の波に乗れたら一
種の快感があります。 
しかし「たった15分集中すればうまくいく」と分かっていても仕事をなかなか始めず、そんなに面白くもない動画を見てしまうことが
あります。これは「１５分後に得られる快感より15秒後に得られる快感」の価値の方が高く感じてしまうからです。 
15秒後の快感を得たいと思うあまり、15分後の我慢が難しい。逆に言えば、15分の苦痛を確実に我慢できる人は、かなりの仕事量を
毎日こなすことができます。 
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ブラシーボ効果
あるものを「本物」だと信じ込ませることで精神的、肉体的に
効果が見られる心理効果 
心理学的な実験や研究がなされてきた過去がありますが、なぜそのような精神的、身体的な効果が見れるのかは現在も解明されていません。

【実例】 
医学の現場でその存在が見つかった医学用語で、患者に「本物の効果がある薬」と伝えた上で 
「偽物」を投与したとき、何の変化も生じるはずはないのに、精神的、身体的に効果があるように 
感じたり、実際に改善したりする現象のことをいいます。 
他にもノンアルコール飲用と分かっていても、アルコール飲料に近い味や香り、見た目といった 

刺激に脳が反応してアルコールと同じ効果を期待して飲むと酔った気分になる事象もあります。 
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認知的不協和理論
「自身が持つ認知と他の認知との間で不一致が生じた状態」 
で行動や考えの矛盾によって生じる不快感を表す心理学の用語 
早く寝るべきなのに、つい夜更かしをしてしまい、不快感を感じたことはありませんか？

【実例】 
揚げ物が好きな人が医者から「油の多い食べ物を控えるよう」にと言われた場合 
「揚げ物は食べない方がいい」と考えるが、「揚げ物も食べたい」という気持ちが併存して、 
これら２つの認知は矛盾状態となり、この状態で揚げ物を食べるやましさや不快感を解消するため 
「少しだけなら大丈夫」「毎日食べなければいい」といった認知的不協和を解消する心理が働き、 

行為を正当化させようとします。 
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コントロール欲求
「自分の思い通りに動いてくれればいいのに」と思って、心理的な策略
などを使って、相手に思い通りの行動をさせようとする心理効果 
「相手をコントロールしたい」という心理を持っている時点でその後も「コントロールしなければいけない」シュチュエーションが増える危険があるます

【危険性と手放し方】 
「相手をコントロールしよう」と考えてしまう「コントロール欲求」は「自分に自信がない」「このままの自分じゃダメだ」
というような、そのままの自分自身を認めないところから、相手に気にいられるため、「本来の自分じゃないもの」を演じ
るので、自分が精神的に「我慢」をしている状態で相手にも「もっと頑張って愛してよ」と求めてしまっています。 

その「信念」では余計に「コントロールしないといけない現実」を生き続けることになります。 

まずは自分で「そのままの自分」を許し、自由に生き始めれば、相手にも自由を許すようになり、お互いに居心地がいい関
係を築けて、相手をコントロールする必要がなくなります。 
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保有効果
他者にとって価値がないものでも、自分が所有しているものに対して
高い価値があると思う心理効果 
人は自分が保有してる物はお金に変え難いと思っています。

【活用方法】 
一度手に入れたものを失うのは「損失」にあたります。失う悲しみは得る喜びの2倍の大きさになります。 

・リサイクルショップで買取依頼をした時あまりの安さにショックを受ける。 

・使用した後でも返品OKと言われて買ったけど結局返品しなかった。 

マーケティングで応用する場合は、本購入前にとりあえずサービスを使わせてしまうのが効果的です。「無料〇ヶ月お試し」はその典型 
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サンクコスト効果
投資したものの既に回収不可能で損失につながるにもかかわらず、
何かを行ったり継続したりする心理効果 
これまで費やしたお金や時間が無駄になり損失が確定して嫌悪感を覚えます。

【実例】 
・買った本が面白くないけど最後まで見てしまう。 

・長年課金したソシャゲがやめられない。 

・Amazonプライムをサブスク契約でお金を支払っているから、せっかくだからAmazonで買う。 

株などで損切りできない現象はサンクコスト効果の典型です。 
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確実性効果
人が複数の選択肢から一つ選ぶ時、より確実な結果をもたらす
方を好んで選ぶ心理効果 
人の選択は数字や条件によって決めてるのではなく100%確実なものに過大評価をしてしまいます。

【活用方法】 
・割高でも「ハズレなし」のクジが魅力に感じる。 

・万が一でもフェイク品を掴まされたくないから少々高くても正規店で買う。 

典型的な例は保険サービスです。99.9%何も起きないけど万が一のリスク補償をする。
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端数価格

切りの良い数字より安いと感じさせる心理効果 
買い物してるとき498円や980円など切りの悪い数字よく見ますよね。

【活用方法】 
日用雑貨や衣料品など幅広い分野で用いられています。 

しかし端数価格を採用する場合には価格差分を埋めるだけの売り上げ増加が必要になります。した
がって、販売数量の差が埋まらなければ、端数価格は採用しない方がいいと言えます。 
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威光価格
価格が高いものが価値があり、価格の低いものは価値が低いと 
考える心理効果 
美術品、宝石、高級ブランドなどの贅沢品や希少価値が高い商品が該当します 

【活用方法】 
商品の正確な価値評価ができない場合、または世界で一番有名、最古、希少などの背景がある場合、
高い価格をつけた方がかえって名声や商品価値が高まります。 

2022 SOL lnc© 34



行動ファイナンス理論
「人はどのように意思決定をし行動するか、なぜ時として非合理的
な行動をするか」を研究する「行動経済学」の投資理論 
人は必ずしも合理的な判断をするわけではなく感情面に左右されてます

【実例】 
人は投資判断をする際、常に合理的な判断をしているのではなく、そこには心理的または感情的な要素が働きます。 

損が出ているときに株式をなかなか売らず、回復してから売ろうと思い込んでしまうような行動を科学的に検証したりしてます。 
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穴馬バイアス

穴馬が過剰に売れやすいという心理効果 
人気上位馬のオッズが本来のオッズより高くなりやすいのが特徴です

【実例】 

穴馬バイアスの要因として挙げられるのが、人気馬のオッズが安いため穴馬を買いたくなる心理が原因と
考えられてます。 

競馬新聞や予想サイトを見ていても人気の馬を本命にするよりも穴馬を本命にしたほうが売れます 
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