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ポジティブ感情が衝動購買に及ぼす影響

清野 奨太＊・池尻 亮介＊＊・上淵 寿＊
教育心理学講座
（2013 年 9 月 13 日受理）

１ ．問題と目的

明確に独立したものと捉えるために， 本研究では非計
画購買を 2 つに分類する。ひとつは， 購買意思決定の

１．１

購買行動の定義

きっかけが商品の新奇性や希少性である，「衝動購買」

日常生活における典型的な経済活動として， 購買行

である。もうひとつは， 購買意思決定のきっかけが商

動がある。購買行動は，「消費者が店舗に入る前の時

品の必要性である，「その他の購買」である。また，

点で既に購入する商品を決めており， 店舗内で確実に

衝動購買を「必要性が低く， 新奇性， 希少性が高い商

その商品を購入すること」と定義される“計画購買”

品を購入すること」と定義する。

と，「来店時には意図していなかった商品の購入を店

非計画購買における衝動購買について， 新奇性や希

舗内で決定すること」と定義される“非計画購買”の

少性に起因した購買であることから， 感情と関連があ

2 つに分類される （道家， 2010）。非計画購買は， 購

ると考えられる。とりわけ， 興味や関心といったポジ

買行動全体の 8 ～ 9 割を占めている （青木， 1989）。

ティブな感情が衝動購買に深く関わっているのではな
いだろうか。

１．２

非計画購買の分類

青木 （1989） によれば， 非計画購買はさらに 4 つに

１．３

ポジティブ感情に関する研究

分類される。 1 つ目は， 商品や広告から必要性が想起

ポ ジ テ ィ ブ 感 情 （positive affect or emotion） と は，

されて購買に至る，「想起購買」である。 2 つ目は，

ポジティブ心理学において研究が集中的に行われてい

購入された他の商品との関連から必要性が認識されて

る感情のことである。ポジティブ感情はネガティブ感

商品を購入する，「関連購買」である。 3 つ目は， 明

情と比べて種類が少なく， 弁別が困難であることなど

確な購買意図は持っていないが， 漠然とした商品の必

から， 心理学における感情の研究はネガティブなもの

要性を頭に描きつつ価格などの条件が整えば購入しよ

が主流であった （Fredrickson， 2003）。

うとする，「条件購買」である。そして 4 つ目は， 前

Fredrickson （1998） はポジティブ感情の具体的な種

述の 3 つに属さず， 商品の新奇性や希少性に起因して

類 と し て， 喜 び （pleasure）， 興 味 （interest）， 満 足

購入しようとする，「衝動購買」である。俗にいう

（contentment）， 愛 （love） を挙げている。また， 本研
究でも用いるポジティブ・ネガティブ感情スケジュー

“衝動買い”とは， この衝動購買のことを指す。
しかし， これらの非計画購買の分類については， 完

ル （Positive And Negative Affect Schedule; PANAS;

全に独立しているとは言えない。なぜならば， あるも

Watson， et al.， 1988） で は， 「 注 意 深 い （attentive）」，

のを購入するという場面において， 4 種類のうちの複

「興味を持った （interested）」， 「機敏な （alert）」， 「わ

数が重複してしまうこともあり得るからである。そこ

く わ く し た （excited）」， 「 熱 狂 し た （enthusiastic）」，

で， 上記の非計画購買の重複を避け， 衝動購買をより

「気合の入った （inspired）」， 「自信のある （proud）」，

＊
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「きっぱりとした （determined）」， 「力強い （strong）」，

衝動購買を促進させると考えられる。また， ポジティ

「活発な （active）」 をポジティブ感情尺度の項目とし

ブ感情の喚起による報酬の過大評価やリスクの過小評

て挙げている。これらはいずれも日常において頻繁に

価といったことも （Shwartz & Bohner， 1996）， 衝動購買

観察される一般感情であるといえる。

やその後悔に影響を及ぼす可能性があると考えられる。

このような細分化された感情については， ポジティ
ブ感情とネガティブ感情を 2 次元構造として捉えてい

１．５

目的と仮説

る研究がほとんどである。つまり， ポジティブ感情と

１．５．１

目的

ネガティブ感情が 1 次元上の両端に存在するという関

序論で述べたように， 感情と衝動購買の関連や影響

係にはない， ということである。一般的に両感情は負

関係を扱った研究は見られない。そこで， 本研究で

の相関にあるが， その相関は低く， PANAS の標準化

は， 実験参加者の感情状態をポジティブ・ニュートラ

論文 （Watson， et al.， 1988） では -.12 から -.23 という

ル・ネガティブの 3 つに分類したうえで， ポジティブ

低い負の相関が得られている。また， 無相関という研

感情が衝動購買に及ぼす影響を明らかにすることを目

究も少なからず存在し， ポジティブ感情はストレス状

的とする。また， 衝動購買後の後悔についても検証す

況においても比較的高頻度で見られるとされており，

る。本研究において得られた結果は， 小売り店舗の販

抑うつや困惑が高まっている状況でも同時に生起され

売促進に役立つ材料となるだけではなく， 消費者に

ることが指摘されている （Folkman， 1997; Moskowitz，

とっても有益な情報となりうるだろう。そして， 現存

2003; Viney， 1986）。このような結果から， ポジティ

の衝動購買の研究の幅を広げ， 発展につなげることが

ブ・ネガティブ感情は独立していることが示唆される

期待される。

ため， 両感情の機能についても特有の機能の存在が想
１．５．２

定される。

仮説

ポジティブ感情に関する研究がネガティブ感情と比

第 1 章で述べた本研究における衝動購買の定義と，

べて進んでいなかった理由として， 本節の冒頭で述べ

ポジティブ感情の喚起による探索活動の活性化と新奇

たこと以外に， 特定の行動を喚起させるといった機能

性志向の向上から （Hirschman & Stern， 1999）， 次の

や特徴がポジティブ感情において確認されてこなかっ

仮説が成り立つ。

たことが Fredrickson （2003） によって指摘されてい

仮説 1 : ポジティブ感情は衝動購買を促進する。

る。しかしながら， 近年ポジティブ心理学の領域で研

また， ポジティブ感情の報酬を過大評価し， リスク

究が行われ， これまで感情研究の主流であったネガ

を過小評価する （Schwartz & Bohner， 1996） という指

ティブ感情と比べても遜色ないほど， ポジティブ感情

摘から， 商品の新奇性・希少性が下がった場合に次の

の機能は確認されているといえる。

仮説が成立する。
仮説 2 : 感情状態がポジティブである者は， 衝動購

１．４

ポジティブ感情の機能と効果

買後， 商品の新奇性・希少性が低下し， 後悔が喚起さ

ポジティブ感情は情報処理， 対人関係， 身体， 健康

れる。

など様々な領域で機能を果たしており， その機能が活
２ ．予備実験

かされている。そして， 現在注目されているのが経済
学の領域である。行動経済学という学問が勃興し， 経
済学においても感情が重視されつつある。本研究の題

２．１

材である衝動購買は， 興味や関心などのポジティブな
感情によって引き起こるものではないかと考えられ

目的

商品の新奇性， 希少性， 必要性の確認をするととも
に， 商品を選定することを目的とした。

る。よって本研究では， ポジティブ感情が衝動購買に
与える影響を明らかにし， 得られた知見を経済学の領

２．２

域で活かしたいと考えている。

実験参加者

東京学芸大学の学部生 20 名 （男性 10 名， 女性 10 名 ;

衝動購買に影響を及ぼすと考えられるポジティブ感

年齢 18 ～ 27 歳） であった。

情の機能に， 探索活動の活性化と新奇性志向の向上が
あ る （Hirschman & Stern， 1999）。 先 に 述 べ た よ う に，

２．３

衝動購買は新奇性や希少性に起因した購買であり， そ

商品画像

の新奇性志向を高めるというポジティブ感情の機能は

と希少性が高く， 必要性が低いと考えられる商品につ

－ 204 －

実験材料
本研究の衝動購買の定義を考慮し， 新奇性

清野，他 : ポジティブ感情が衝動購買に及ぼす影響
いてインターネットで検索し， 10 個を選定した。選

提示順はランダムにおこなった。

定した商品は， パンダの置物， 骸骨の置物， エビのぬ

参加者が全商品の評価を終了した後， デブリーフィ

いぐるみ， 指型の USB， ネズミ型のマウス， キュウ

ングを行い， 謝礼を渡し， 実験を終了した。実験に要

リ型のボールペン， 本型のイス， ケチャップガン， 民

した時間は， 10 分程度であった。

間用ガスマスクであった。
商品説明文

商品画像が掲載されていたホームページ

２．５

結果

で使われていたものを用いた。また， 文章が長い場合

実験の結果， 希少性得点は全商品において理論的中

は必要な部分だけを抽出して使用した。各商品の説明

央値である 4 以下であったことから， 新奇性と必要性

文については， 記載を割愛する。

に着目した。その結果， 新奇性得点から必要性得点を

ノートパソコン

引いた値が最も大きかったパンダの置物を本実験で用

商品画像と商品説明文を提示するた

いることとした。各商品の新奇性， 必要性得点の平均

めに使用した。
フェイスシート項目

性別と年齢について， 実験参加

値と標準偏差， また新奇性得点から必要性得点を引い
た値を表 1 に示す。希少性得点については， 上記の理

者に記入を求めた。
新奇性・希少性・必要性質問項目

衝動購買の定義に

由から掲載を割愛する。

当てはまるような商品を選定するために用いた。
「あ
３ ．本実験

なたはスライドの商品を見て， どのような印象を受け
ましたか。以下の項目についてあてはまると思われる
数字にそれぞれ○をつけてください。
」と教示し， そ

３．１

目的

れぞれ「珍しい」，「貴重だ」
，「必要性がある」という

ポジティブ感情が衝動購買に及ぼす影響を明らかに

項目内容に対して， 商品ごとに「全然あてはまらな

すること， また衝動購買後の後悔について検証するこ

い」（1 点） ～「非常にあてはまる」（7 点） までの 7

とを目的とした。

段階により評定を求めた。
３．２
２．４

実験手続き

実験計画

感情状態 （ポジティブ・ニュートラル・ネガティ

実験室へ入室した実験参加者に着席してもらい， 実

ブ） を独立変数とする一要因参加者間計画であった。

験調査者から「大学生による商品の評価に関する調
査」という名目で説明をおこなった。説明後， 実験参

３．３

実験参加者

東京学芸大学の学部生 90 名 （男性 45 名， 女性 45 名 ;

加者から実験参加の同意を得た後に， 同意書に署名を

年齢 18 ～ 23 歳） であった。

求めた。
ノートパソコンの向きや座る位置を調整してから商
品の提提示を始め， 新奇性・希少性・必要性の評価を

３．４

求めた。商品画像の提示時間は全て 30 秒で統一し，

商品画像

表1

実験材料
予備実験で選定したパンダの置物の商品画

新奇性・必要性得点の平均値 （標準偏差） およびその差

商品

新奇性得点

必要性得点

新奇性－必要性

パンダの置物

4.94

(1.11)

2.33

(1.50)

2.61

骸骨の置物

4.61

(0.99)

2.11

(1.45)

2.50

エビのぬいぐるみ

5.06

(1.11)

2.67

(1.41)

2.39

指型の USB

5.33

(0.97)

3.39

(1.97)

1.94

ネズミ型のマウス

4.50

(1.34)

2.61

(1.88)

1.89

キュウリ型のボールペン

4.83

(1.24)

2.94

(1.39)

1.89

本型のイス

5.22

(1.11)

3.72

(1.78)

1.50

ケチャップガン

4.78

(1.26)

3.56

(1.82)

1.22

民間用ガスマスク

4.17

(1.29)

3.17

(1.95)

1.00
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像を用いた。なお， 画像は予備実験と同じものを使用

7 件法により評定を求めた。なお， この項目について

した。

尋ねる前に商品の新奇性を下げる教示をおこなった。

商品説明文

商品画像と同様に， 予備実験と同じ文章

を使用した。商品の説明文は，「精悍な顔つきの珍し

３．５

実験手続き

い木彫りパンダの置物です。幅約 30 センチで， 飾る

実験室へ入室した実験参加者に着席してもらい， 実

のにちょうどいいバランスのサイズです。
」
であった。

験調査者から「大学生による商品の評価に関する調

ノートパソコン

査」という名目で説明をおこなった。説明後， 実験参

商品画像と商品説明文を提示するた

加者から実験参加の同意を得た後に， 同意書に署名を

めに使用した。
フェイスシート項目

性別と年齢について， 実験参加

求めた。
感情操作に移る前に， 感情評定尺度を用いて実験参

者に記入を求めた。
感情評定尺度 （感情操作前）

佐藤・安田 （2001） に

加者に感情評定を求めた。そして， 記述課題による感

よる日本語版 PANAS を使用した。質問項目はポジ

情操作を実施した。その後， 実験参加者に同尺度によ

ティブ要因が 8 項目， ネガティブ要因が 8 項目， 計

る 2 回目の感情評定を求めた。

16 項目であった。
「あなたの現在の気分についてお伺

2 回目の感情評定を終えた後にもう一度実験の手

いします。以下の気分について， 最もあてはまる数字

順を説明し， ノートパソコンの向きや座る位置を調整

1 つに○印をつけてください。
」と教示し，「全然あて

した。そして， 商品画像と商品説明文を提示し， 新奇

はまらない」（1 点） ～「非常にあてはまる」（6 点）

性・希少性・必要性・購買意思の評定を求めた。
購買意思を 5 点 （ややあてはまる） 以上に評定した

までの 6 件法により回答を求めた。
筆記課題

ポジティブ・ニュートラル・ネガティブ感

場合，「大変珍しく， 価値の高いものだと思われてい

情状態に操作するため， 筆記課題をおこなった。ポジ

たこの商品ですが， 大量生産され市場に多く出回るよ

ティブ群には，「大学生活で楽しかったこと， 嬉しかっ

うになりました。」という新奇性を下げる教示をノー

たこと」について記入を求めた。ネガティブ群には，

トパソコン上でおこなった。その後， 後悔得点の評定

「大学生活で悲しかったこと， つらかったこと」につ

を求めた。購買意思を 5 点 （ややあてはまる） 以上に

いて記入を求めた。またニュートラル群には童話「桃

評定しなかった実験参加者については， 新奇性を下げ

太郎」について， 思い出せる限り記入を求めた。大

る教示および後悔得点の評定はおこなわなかった。な

竹・竹島・広瀬 （2010） を参考にして， どの筆記課題

お， 商品の提示時間と新奇性を下げる教示の提示時間

も 3 分の時間制限を設け， 感情操作時間を統一した。

はともに 30 秒に統一した。

感情評定尺度 （感情操作後）

全ての質問への回答終了後， 参加者にデブリーフィ

感情操作前と同じもの

ングを行い， 謝礼を渡し， 実験は終了した。実験に要

を使用した。

した時間は 10 ～ 15 分程度であった。
従属変数
新奇性・希少性・必要性・購買意思質問項目

４ ．結果

新奇

性・希少性・必要性質問項目については， 予備実験と
同様に商品について評定を求めた。さらに本実験で

４．１

感情操作の有効性

は， 購買意思についても同様に「購入したい」という

感情評定尺度のネガティブ要因 8 項目については反

項目内容に対して，「全然あてはまらない」（1 点） ～

転項目とし， ポジティブ要因と合わせてポジティブ感

「非常にあてはまる」（7 点） までの 7 件法により評定

情得点とした。信頼性を表す Cronbach の α 係数は，
感情操作前が .79， 操作後が .92 であったことから，

を求めた。
後悔質問項目

購買意思項目について， 5 点 （ややあ

尺度の信頼性は十分に得られたと判断した。各群のポ

てはまる） 以上の評定をした実験参加者に対し， 自身

ジティブ感情得点 （感情操作前・操作後） の平均値お

が購入したいという評価をしたことについてどの程度

よび標準偏差を表 2 に示す。

後悔しているかを尋ねた。
「あなたはスライドを見て，

筆記課題による感情操作の有効性を検討するため，

先ほど商品を購入したいと評価したことについてどの

各群において感情操作前と操作後のポジティブ感情得

くらい後悔していますか。あてはまると思われる数字

点の間で t 検定をおこなった。その結果， ポジティブ

に○をつけてください。
」と教示し，「全然あてはまら

群では感情操作後のポジティブ感情得点が操作前より

ない」（1 点） ～「非常にあてはまる」（7 点） までの

も （t （29） = 7.35， p = .000）， ネガティブ群では感情
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操作後のネガティブ感情得点が操作前よりも有意に高

必要性得点

かった （t （29） = 12.76， p = .000）。ニュートラル群に

5 % 水 準 で 有 意 な 差 が 見 ら れ た （F （2， 87） = 3.52，

おいては， 感情操作前と操作後の間に有意な差は見ら

MSE = 0.75， p = .034）

れなかった （t （29） = 1.38， p = .179）。

購買意思得点

ニュートラル群とネガティブ群において

ポジティブ群とニュートラル群， ネガ

ティブ群おいて， それぞれ 1 % 水準で有意な差が見ら

また， 感情操作後の感情得点について， ポジティブ

れた （F （2， 87） = 16.60， MSE = 2.28， p = .000）。

群・ニュートラル群・ネガティブ群の 3 群間で比較し
た。その結果， 1 % 水準で有意な差が見られた （F （2，

４．３

87） = 45.33， MSE = 66.05， p = .000）。さらに多重比較

感情状態による衝動購買傾向の結果

本研究で述べる衝動購買傾向とは， 商品の新奇性得

の結果， 3 群間において， それぞれ 1 % 水準で有意な

点を 5 点以上， 必要性得点を 3 点以下， 購買意思得点

結果となった。

を 5 点以上にそれぞれ評定した場合を指し， この条件
４．２

各従属変数の結果

を満たす実験参加者を“衝動購買傾向あり”
， その他を

各群の新奇性・希少性・必要性・購買意思得点の平

“衝動購買傾向なし”とした。なお， 希少性得点につい

均値および標準偏差を表 3 に示す。また， 感情状態に

ては予備実験および本実験の分散分析の結果から， 本

よって各得点に差が見られるか検討するため， 1 要因

研究では衝動購買傾向の条件に含めないものとした。
感情操作後の感情状態と衝動購買傾向の有無でχ2

3 水準による分散分析をおこなった。その結果を以下
に記す。
新奇性得点

検定を行ったところ， 1 % 水準で有意な差が示された
ポジティブ群とネガティブ群において，

（χ2 （2， N = 90） = 20.19， p = .000）。また， 残差分析の

有意傾向が見られた （F （2， 87） = 2.59， MSE = 1.73， p

結果， ポジティブ群においては 1 % 水準で， ニュート

= .081）。

ラル群とネガティブ群においては 5 % 水準で有意な差

希少性得点

群間に有意な差は見られなかった （F

が見られた。感情状態と衝動購買傾向の有無のクロス

（2， 87） = 1.96， MSE = 1.79， p = .147）。
表2

集計表について， 表 4 に示す。
ポジティブ感情得点の平均値 （標準偏差）
感情得点(操作前)

感情得点(操作後)

ポジティブ群(n=30)

60.13

(6.43)

68.17

(8.12)

ニュートラル群(n=30)

59.97

(7.35)

61.20

(8.94)

ネガティブ群(n=30)

61.43

(6.80)

48.47

(7.24)

表3

新奇性・希少性・必要性・購買意思得点の平均値 （標準偏差）
新奇性得点

希少性得点

必要性得点

購買意思得点

ポジティブ群

6.10

(1.16)

5.03

(1.50)

1.97

(0.72)

4.37

(1.67)

ニュートラル群

5.63

(1.30)

4.83

(1.02)

2.10

(1.12)

2.87

(1.57)

ネガティブ群

5.33

(1.47)

4.37

(1.45)

1.53

(0.68)

2.17

(1.26)

表4

感情状態と衝動購買傾向のクロス集計表
群

衝動購買傾向
あり

なし

ポジティブ

ニュートラル

度数

15

3

ネガティブ
2

期待度数

6.67

6.67

6.67

残差

4.48

-1.97

-2.51

度数

15

27

28

期待度数

23.33

23.33

23.33

残差

-4.48

1.97

2.51

－ 207 －

東京学芸大学紀要
４．４

総合教育科学系Ⅰ
５．３

衝動購買後の後悔得点の結果

上記の“衝動購買傾向あり”の条件を満たした実験
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その他の結果の検討

新奇性得点

感情状態によって商品の新奇性評価に差

参加者が少なかったため， 後悔得点の分析はおこなわ

があることが明らかになった。分析の結果から， ポジ

なかった。したがって， 本研究では上記の条件を満た

ティブ群はネガティブ群に比べて， 商品の新奇性を高

し， 新奇性を下げた教示の実施後に評定した後悔得点

く評価していたことがわかる。これはポジティブ感情

の平均値および標準偏差を， 感情状態別に表 5 に表す

の 換 気 に よ り 新 奇 性 志 向 が 向 上 す る （Hirschman &

のみとする。

Stern， 1999） という機能によるものだと考えることが

表5

できる。また， 新奇性志向の高まったポジティブ群が

後悔得点の平均値 （標準偏差）
感情状態

商品の新奇性を高く評価し， その結果として衝動購買
につながるということが示唆される。

後悔得点

ポジティブ群(n=15)

4.40

(1.18)

ニュートラル群(n=3)

2.67

(2.08)

ネガティブ群(n=2)

2.50

(0.71)

希少性得点

分析によって有意な結果は得られなかっ

た。予備実験においても有効的な数値を示さなかった
ことも含め， 本研究で扱った衝動購買においては， 希
少性は関連がなかったと考えられる。また， 選定した
商品が一般的なものであったため， 実験参加者が希少

５ ．考察

価値を得られなかったことも結果の要因のひとつであ
るだろう。

５．１

必要性得点

感情操作の有効性の検討

分散分析の結果， 感情状態によって商品

ポジティブ群とネガティブ群の感情操作の前後にお

の必要性評価に差があることが明らかになった。ネガ

いて， また感情操作後のポジティブ群， ニュートラル

ティブ群が商品の必要性を低く評価したことについて

群， ネガティブ群の 3 群間においてポジティブ感情得

は， ネガティブ感情の換気により， 問題への注意を高

点に有意な差が見られたことから， 本実験における感

め， 詳 細 で 注 意 深 い 認 知 や 処 理 を 追 求 し （Park &

情操作の有効性が確認された。

Banaji， 2000）， 商品の本質的な必要性を考慮したこと
による結果だと思われる。今回使用した商品はパンダ

５．２

仮説の検討

の置物であったが， 一般的に必要なものだとは考えに

仮説 1

χ 検定の結果から， ポジティブ群はニュー

くく， 予備実験においても必要性は低かった。した

トラル群とネガティブ群に比べ， 衝動購買傾向を示す

がって， ネガティブ群は商品の必要性を注意深く考え，

人数の割合が多く見られた。よって仮説 1 は支持され

追求した結果， 低く評価したのではないだろうか。

た。結果を詳細に見てみると， ポジティブ群において

購買意思得点

は半数に衝動購買傾向が見られたことから， やはりポ

ティブ群よりも高い評価をしたことから， ポジティブ

ジティブ感情が衝動購買を促進したと考えられる。ま

感情の喚起により購買意思が高まることが明らかと

た， ネガティブ群がポジティブ群とニュートラル群に

なった。これは， ポジティブ感情の喚起が報酬を過大

比べ衝動購買傾向のある人数の割合が有意に少なかっ

評価し， リスクを過小評価する （Schwartz & Bohner，

たため， ネガティブ感情は衝動購買を抑制すると考え

1996） という側面から説明可能ではないだろうか。

2

ポジティブ群がニュートラル群とネガ

られる。これは， 問題への注意を高め， 詳細で注意深
い認知や処理を追求する （Park & Banaji， 2000） とい

５．４

総合考察

うネガティブ感情の機能から説明できる。感情操作に

これまで， 衝動購買と感情の関連や影響関係を扱っ

よってネガティブ感情となった実験参加者は商品に対

た研究はおこなわれなかった。そこで本研究では， 感

して， 自分にとって必要なものかどうか注意深く考慮

情状態をポジティブ・ニュートラル・ネガティブの 3

したうえで， 購入しないという意思決定をしたと考え

つに分類したうえで， 衝動購買と深い関わりがありそ

られる。

うなポジティブ感情に着目することにした。そして，

仮説 2

衝動購買傾向の条件を満たした人数が少な

本研究はポジティブ感情が衝動購買に及ぼす影響を明

かったため， 統計的に処理することができなかった。

らかにすることを目的とした。また， 衝動購買に対す

よって， 仮説 2 は支持されなかった。仮説 2 について

る後悔という日常にありふれた感情についても検証す

は， 後の本研究の課題と今後の展望でさらに述べるこ

ることも加えて目的とした。
本研究においては， 従来の曖昧だった非計画購買の

ととする。
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分類を明確なものにするため， 衝動購買を「必要性が

ら， 衝動購買に影響を与える要因は他にも考えられ

低く， 新奇性・希少性が高い商品を購入する購買スタ

る。高橋 （1991） は，「社会的要因の影響を受ける人

イル」と定義づけた。この定義に従い， 衝動購買に適

間としての消費者を捉えるとき， 人間の性格特性を除

した商品を予備実験にて選定した。さらに， この定義

外して考えてはならない」と述べていることから， 感

により衝動購買を完全に独立したものと捉えることが

情という状態以外に性格という特性も衝動購買におい

でき， 研究を進めることが可能となった。

て重要な要因だと考えられる。よって今後は， 感情以

実験の結果，「ポジティブ感情は衝動購買を促進す
るだろう」という仮説 1 は支持された。新奇性志向の

外にどのような要因が衝動購買に影響を与えるのかと
いう点について検証していくことが期待される。

高まりから， 感情状態がポジティブな者は衝動購買を
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The Influences of Positive Emotions on Impulse Buying
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Abstract
This study’s purposes were to verify the effects of positive emotions on buying behavior. 90 undergraduate students
participated in experiment. Participants manipulated by positive stimulus had experienced positive emotions. So, they
evaluated novelty of articles of sale higher than other groups. In neither the introduced negative group nor control group,
there were results described above. Finally, unsolved problems were discussed.
Key words: emotions, buy behaviors, regret
Department of Educational Psychology, Tokyo Gakugei University, 4-1-1 Nukuikita-machi, Koganei-shi, Tokyo 184-8501, Japan

要旨 :

本研究の目的は，ポジティブ感情が商品の衝動購買に及ぼす効果を検証することである。90 名の大学

生が実験に参加した。実験の結果，感情操作によってポジティブ感情が喚起された群は，商品に対する新奇性
を高く評価し，衝動購買傾向がみられた。ネガティブ感情が喚起された群，また感情がニュートラルな状態で
ある群には，そのような関係はみられなかった。最後に今後検討する必要がある研究について考察をおこなっ
た。

キーワード : 感情，購買行動，後悔
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