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製品の向きが消費者の価格知覚に及ぼす影響（1）

若　山　大　樹

1．研究の背景と目的

　割引価格を赤色で強調することで消費者がお得感（Perceived Savings）を感じ

たとすれば「赤色価格効果」があったとみなされる．同様に，製品の方向が右

向きか，あるいは左向きかによって消費者の購買意図（Purchase Intention）が

高まったとすれば「製品の方向効果」があったとみなされる．これら二つの効

果がもし仮に存在するならば，オンライン（Web）店舗や新聞折り込みチラシ

における画像や価格表示の方法，そして実店舗の商品陳列や POP 等を魅力的

なものにするために，二つの効果は考慮すべき重要な観点であるといえる．

　製品画像と価格 （赤色・黒色） 情報を含むチラシ広告を用いた Puccinelli et 

al.（2013）の研究では，赤色価格効果によってお得感が高まるのは男性消費者

だけであり，女性には効果的ではないことが指摘された．そのため，女性のお

得感判断は，色などの表面的な属性の影響を受けにくい可能性が示唆されたこ

とから，多くの小売店舗で赤色価格が用いられてきたこれまでの商慣行を見直

す契機となるべき研究であった．しかしながら，実験に用いられた製品画像は，

トースターや電子レンジであったため画像の向きを考慮する必要のない製品で

あった．また，Puccinelli et al.（2013）の研究は，チラシ発行店舗における購買

についてのお得感で効果を測定していたため，製品個別に購買意図を検討した

ものではなく，チラシ掲載商品（5製品）に対する，チラシ発行店舗での不特

定の製品の購入に関するお得感を議論したものであった．
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　他方，持ち手のあるステンレス・マグカップ画像を用いた Elder and Krishna

（2012）の研究（第4実験）では，製品の向き（方向）が購買意図に影響を及ぼ

すことが示唆された．製品の向きが消費者の利き手と一致した状況（右利き・

右置き，あるいは左利き・左置き）において購買意図が高まる現象について，

Elder and Krishna（2012）は，消費者が使用状況をイメージしやすくなるため，

身に覚えのある（あるいは摺り込まれた）心的シミュレーション（embodied 

mental simulation）が活性化され，その結果として購買意図が高まるとの説明

を行った．しかし，製品の方向効果に男女差がみられなかったことも同時に指

摘された．Elder and Krishna（2012）はその他同様の実験，具体的にはヨーグル

ト皿やスープ皿に添えたスプーンの左右配置画像や右手あるいは左手で掴んだ

ハンバーガーの画像といった，製品の向きが無関係の状況においても検討した．

その結果，たとえ向きの無い製品であっても利き手による使用状況のイメージ

は活性化されることや，購買意図が高められる効果を示した．以上の二つの知

見から，製品の使用状況をイメージしやすい製品画像（利き手と製品の方向を

一致させた画像）を用いて，効果的でないとされた女性消費者の赤色価格効果

を再検討することが残された課題であったといえる．言い換えると，利き手に

よる使用状況が容易にイメージできないような画像（状況）では，女性消費者

にはピンときていない可能性があり，消費者情報処理（2）最終段階に位置する「購

買意図」を高めるに至らず，とくに購買意図が高まらない状態での価格判断（お

得感判断や購買意図の判断）においては，赤色価格効果は観測され難い状況で

あったと考えられ，製品の方向効果を考慮することが検討すべき残された課題

であった．

　そこで本稿の目的は，製品画像の持ち手の左右の向きと被験者の利き手との

一致（match）・不一致（mismatch）を考慮して男女別に消費者の赤色価格効果

を検討し，実店舗における製品の並べ方やオンライン店舗で掲載する製品画像，

価格の色のあり方について議論することである．また，本研究の知見は，単に

売り手 / 買い手が販売 / 購買状況においてどのようにすべきか，あるいは買い

手保護（消費者教育）といった議論で終わるものではなく，例えば男性消費者
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が赤色価格にお得感を感じる現象（Puccinelli et al., 2013の指摘）について，男

性消費者が短絡的で売り手にとって扱いやすい消費者と言えるのか ?，他方，

女性消費者は価格の色といった非本質的（表面的）な情報（刺激）に慎重な反応

を示す傾向にあるのか ?，またそのような差が生まれた（生まれつつある）背

景や経緯，そして海外のマーケティング関連研究の知見を日本の消費者にその

まま当てはめてもよいのか ? といった議論のための基礎資料としての貢献が期

待されるものである．

2．方法

　本調査は，東京都内私立大学の教室あるいは食堂にて2015年7月に実施され

た．また，学部学生162人（平均年齢19.84歳，年齢の標準偏差1.423，男性67

名41.4%，女性94名58.0%）を，無作為に概ね同じくらいの4つのグループ（A. 右

黒条件：40人，B. 右赤条件：39人，C. 左黒条件：40人，D. 左赤条件：43人）

に割り当て，それぞれひとつの条件について質問紙に回答させた．ここで右黒

条件とは右置き画像かつ黒色価格であり，左赤条件とは左置き画像かつ赤色価

格による刺激を示している．赤色または黒色による価格情報は製品画像の下部

に表示した．また，価格は調査時点での Web 上の価格（Amazon.com）を参考に

して，3480円が用いられた（3）． 

　製品画像については，Elder and Krishna （2012）の第4実験（Study 4）のステ

図2.1 製品画像（左側：左置き，右側：右置き）
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ンレス・マグカップ画像と同様，持ち手の向きが明確な製品を左右反転させた

画像が用いられた．そのため，ロゴやブランド名，装飾デザインのない簡素な

白黒画像が用いられた．製品画像は図2.1の通りであり，各条件において右置

きあるいは左置きのどちらかひとつの画像が用いられた．

　また，本研究では実在のブランドと簡素な説明文（コピー："T-fal　ジャスティ

ン プラス 1.2ℓ，本体重量 :970g，消費電力 :1250W，保温機能がないので省エネ，

カップ1杯（140ml）を約60秒で沸かす "）が用いられた（4）．図2.2は，各条件で

共通に用いられた説明文である．説明文は，実在の製品紹介の Web ページ記

載内容（Amazon.com 他，オンライン販売他店舗での商品説明文に基づいた内容）

を簡潔にまとめたものであった．

　購買意図（purchase intention）の測定には図2.3の尺度が用いられた．購買意

図は，「この商品をどの程度購入したいと思いますか」という質問に対して，ま

た，店舗購買意図（purchase intention at this store）は「この商品を店舗で購入

したいと思いますか」に対して，11件法（1= 非常に購入したい ; 11= まったく

購入したくない）で測定された（5）．したがって，数値と購買意図の関係は直観

的には逆になるように配置され，数値が小さいほど購買意図が高く，数値が大

きいほど購買意図が低くなるように配置されたものであった．購買意図と店舗

購買意図の違いは，購買意図が製品そのものに対する購買意図であるのに対し

て，店舗購買意図は実物を手に取って購買判断を行いたいかどうかを問うもの

であり，購入方法を問題としている．また中間値は6であった．

　お得感（Perceived Savings）の測定には図2.4の尺度が用いられた . また，お

得感は「この商品について」の記述の後，11件法（1点 = 非常にお得感がある ; 

11点 = まったくお得感がない）で測定された（6）．お得感の数値についても，購

買意図と同様，数値が小さいほどお得感が高く，数値が大きいほどお得感が低

図2.2 製品の説明文（各条件共通のコピー）
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くなるように配置された．

　質問紙の最後に，年齢，性別，利き手の回答を得た．約9割（145人，

89.5%）の被調査者が右利き，約10% が左利き（16人，9.9%）（7），欠損は1人で

あった．右利きが被験者全体に占める割合は，日本人の平均 （高橋，2010; 杉下，

2007らの議論）とほぼ同じ約90% であった．しかしながら，利き手別（左利き）

の分析が可能なサンプル数ではなかったため，左利き被験者に関する知見は得

られなかった．

3．分析結果

3.1 購買意図に対する赤色価格効果と製品の方向効果

　男子大学生被験者の購買意図について，2要因（（価格の色：黒 or 赤）×（画

像の向き：右置き or 左置き）） 被験者間の分散分析を行ったところ，等分散の

仮定（Levene F（3,63） = 2.080, p =.112, n.s.）のもと，交互作用は有意ではなかっ

た（F（1,63） =0.213, p=.646, n.s.）．しかし，価格の色の効果，すなわち，黒色

価格と赤色価格の購買意図の平均値に有意差がみられた（M Black= 5.847; M Red = 

4.148; F （1,63） = 4.306, p =.042*, Hedges'g = 0.5133，図3.1.1参照）．また，用い

た尺度は11件法（中間値6）であり，また，数値が小さいほど購買意図が高い

ため赤色価格の購買意図（平均値）は黒色価格のそれと比べて高いことが示唆

された．したがって，価格が黒色の場合と比べて赤の場合に，男性の購買意図

図2.3 購買意図の測定尺度（11件法，中間値6）

図2.4 お得感の測定尺度（11件法，中間値6）
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は高まる傾向が見られ，Puccinelli et al.（2013）の男性被験者に対する赤色価格

効果の存在を支持する結果が得られ，先行研究の知見（ただし購買意図ではな

くお得感判断である）とは矛盾しない結果であった．しかしながら，Elder and 

Krishna（2012）の主張する購買意図への画像の向きによる製品の方向効果があ

るとは言えなかった（M Right = 5.089; M Left = 4.906; F （1,63） = 0.050, p =.823）．さら

に，利き手を考慮した分析を行うため，左利き被験者を除いて，右利き男性の

みによる2要因分散分析を行ったが製品の方向効果は見られなかった（F （1,57） 

= 0.158, p =.692, n.s）．

　女子大学生被験者の購買意図について，男子大学生と同様に，2要因（価

格の色）×（画像の向き）の分散分析を行った結果，被験者間の等分散の仮定

（Levene F（3,90） = 0.834, p =.479, n.s.）のもと，交互作用は有意ではなかった（F

（1,90） =1.109, p=.295, n.s）が，価格の色の単純主効果は 5％水準で有意であっ

た（M Black= 6.152; M Red = 5.188; F （1,90） = 3.964, p =.0495，Hedges'g = 0.3972，図

3.1.2参照）．したがって，価格の色が黒色の場合と比べて赤の場合に，女性の

購買意図は改善する傾向が見られたが，製品の向きによる購買意図への影響は

見られなかった（F （1,90） = 0.056, p =.813, n.s）．さらに，女性被験者の利き手

を考慮（右利きのみ）したところ，Elder and Krishna （2012）の指摘したような，

図3.1.1 男性の購買意図の平均値 図3.1.2 女性の購買意図の平均値

Male Female

Right Left Right Left
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製品の向きと利き手の一致における（右置き）効果はみられなかった （F （1,80） 

= 0.197, p =.658, n.s）．したがって，男性と女性どちらも同様の結果（色の単純

主効果のみ有意あり）が得られた．

3.2　店舗購買意図への赤色価格と製品画像の方向効果

　男子大学生被験者の店舗購買意図について，2要因（価格の色：黒 or 赤×画

像の向き：右置き or 左置き），被験者間の分散分析を行ったところ，交互作

用はみられず（F（1,63）=0.177, p=.675 n.s.），色の単純主効果（M Black= 6.686; M 

Red = 6.090; F （1,63） = 0.544, p =.464 n.s.），製品の方向効果（M Right= 6.182; M Left = 

6.594; F （1,63） = 0.261, p =.612 n.s.）ともに有意差はなかった．利き手を考慮（左

利き被験者を取り除いて右利きのみで分析）しても同様に有意差はなかった（F

（1,57）=0.386, p=.537 n.s.）．

　ところが，女子大学生被験者の店舗購買意図は，価格の色と製品画像の向

きの交互作用が，5％水準で有意（F（1,89）=4.54, p=.0359 <.05）であった．そ

して，右置き群において色の効果が有意であった（M Black・Right=7.250; M Red・Right 

=5.783; F（1,89）= 4.734, p=.0322 <.05, * 図3.2.1参照）．ただし，左置き群では有

図3.2.1 女性の店舗購買意図の平均値 図3.2.2 右利き女性の店舗購買意図の平均値

Right Left
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意差はみられなかった（F（1,89）=0.625, p=.4314, n.s.）．ここで，右利き女性の

店舗購買意図は，価格の色と製品画像の向きの交互作用は，1％水準で有意（M 

Black・Right=7.444; M Black・Left =5.611; M Red・Right =5.682; M Red・Left =6.538; F（1,80）= 8.580, 

p=.004 <. 01** 図3.2.2参照）であった．すなわち，女性の店舗購買意図は利き

手を考慮した場合（右利き右置き一致条件），黒色価格よりも赤色のときに店

舗での購買意図が高まること，そして，黒価格のときは一致条件（右利き右置

き）で不一致（右利き左置き）条件時よりも，店舗での購買意図が低くなる （悪

化する）ことが示唆された．

3.3　右利き右置き一致条件と不一致条件におけるお得感の赤色価格効果

　右利き被験者（Right-handed：RH）に対する右置き一致条件（match）のお

得感について，2要因（価格の色：黒 or 赤×性別：男 or 女）被験者間の分散

分析を行ったところ，等分散の仮定（Levene F（3,68） = 0.433, p =.730, n.s.）

のもと，交互作用はみられず（F（1,68）=0.529，p=.469 n.s.），色の単純主効

果（M Black=7.444; M Red =6.269; F （1,68） = 6.269，p =.046 * 図3.3参照）のみ5% 水

準で有意であった．また性別において違いはなかった（M match RH-male=6.734; M 

match RH-female = 6.980; F （1,68） = 0.180，p =.672 n.s.）．そして，右利き女性被験者

の右置き一致条件におけるお得感の平均値は，5％水準で赤色（22名）と黒色（18

名）で有意差が見られた（M Black=7.78; M Red =6.18; T （38） = 2.187, p =.035*）．し

たがって先行研究の知見とは必ずしも整合的な結果ではなかった．ただし，サ

ンプル数が少ないため，結果の取り扱いには注意を要する．

　右利き被験者に対する左置き不一致条件（mismatch）のお得感について，2

要因（価格の色×性別）被験者間の分散分析を行ったところ，等分散の仮

定（Levene F（3,68） = 2.402, p =.075, n.s.）のもと，交互作用はみられず（F

（1,68）=0.014, p=.905 n.s.），色の単純主効果（M Black=6.665; M Red =6.513; F （1,68） 

=0.093, p =.761, n.s.），および性別に関する単純主効果（M mismatch RH-male=6.893; M 

mismatch RH-female =6.287; F （1,68） = 1.451, p =.233 n.s.）も見られなかった．
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4．考察

　購買意図に関する知見は次の通りであった．第1に，男女ともに購買意図へ

の赤色価格効果がみられた．男女の区別なく効果的であったことから価格を訴

求するためには，価格の色を黒ではなく赤にするべきであることが示唆された．

したがって，男性に対する赤色価格効果の知見（Puccinelli et al., 2013）を支持

するものであったが，女性に対して効果がないとする Puccinelli et al.（2013）の

知見を支持するものではなかった．この点は実験条件の細かな違いや被験者の

属性の違いなどを考慮しての，さらなる検討が必要であり，今後の課題である．

第2に，男女ともに購買意図への製品の方向効果はあるとはいえなかった．そ

のため顧客の利き手と画像の向きについては，電気湯沸ポットの場合にはそれ

ほど神経質になる必要性はないことが示唆された．しかし，左利きサンプル数

に制約があったこと，そして 製品タイプを複数検討した場合や被験者の属性

の偏り等を考慮した状況で同様の実験を行った場合においてもこの知見が再現

されるかどうか検討する必要があり，今後の課題である．

　店舗購買意図に関する知見は次の通りであった．第1に，男性の店舗購買意

図に対して赤色価格効果や製品の方向効果はみられなかった．したがって価格

図3.3 右利き右置き一致条件における価格の色とお得感の男女別平均値

 

Male Female
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の色や製品画像の向きでは，男性がチラシ商品を店舗まで行って実物を手に

とって購入判断を行なおうとする意識に影響を与えることはできない可能性が

示唆された．以上の結果は，女性は男性と比べて，チラシ発行店舗まで足を運

んで実物を見て使用状況をイメージした上で購買判断を行なっている可能性が

あることを示すものであった．第2に，女性の店舗購買意図は右置き画像のと

き価格の色を赤にするべきであることがわかった．また製品あるいは製品画像

が左置きの時には，価格の色を変えても店舗購買意図への影響（有意差）を期

待することができないことが示唆された．従って，利き手を考慮しない場合，

女性にとって使用状況をイメージしにくいとされる製品画像（例えば右利き左

置き時や左利き右置き時）は，色の効果が期待できないと解釈できる．第3に，

右利き女性の店舗購買意図への影響は，使用状況をイメージしやすい右置きで

は価格を赤色にすべきであること，そして左置き時には店舗購買意図が悪化す

る（不一致で赤を使うと店舗で購買したい程度が低くなる）こと，また，価格

の色を黒にする場合は製品の方向は不一致（左置き）にするべきであることが

示唆された．このように店舗購買意図への影響について新たな示唆を得たこと

が本研究の貢献であった．

　最後に，お得感について，右利き被験者にとって使用状況をイメージしやす

いとされる右置き一致条件で赤色価格効果がみられた．ところが，右利き被験

者にとって使用状況をイメージしにくいとされる左置きにおいては赤色価格効

果はみられなかった．このように画像の方向（置き方）によって，お得感に違

いがでることは，使用状況のイメージし易さが価格判断に影響を与えると解釈

できる．そのため，オンライン店舗においては，例えば消費者の利き手（属性）

を考慮して，利き手に適した製品の方向（画像）と赤色価格を用いることは比

較的容易（実店舗と比較して容易）であるが，実店舗でお得感を高めるために

はさらなる工夫が必要であり，工夫の詳細についての実験的検討が残された課

題である．また，お得感と購買意図の関連性やお得感と店舗購買意図との関連

性について検討することは今後の課題である．以上より，本研究で得られた知

見について，赤色価格効果（Puccinelli et al., 2013）が男性のみに効果的である
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といった先行研究の知見と必ずしも整合的な結果は得られなかったが，その理

由としては，製品や製品画像に起因した可能性，アメリカ人と日本人といった

被験者集団の違いに起因した可能性，質問方法や測定尺度の違いに起因した可

能性などが考えられ，これらの点については今後の検討すべき課題である．

5．おわりに

　赤色価格は男女の区別なく，当該製品に対する購買意図を高める可能性があ

るものの，必ずしも広告チラシの発行店舗での店舗購買意図を高めることには

ならないことが明らかになった．そして，女性の店舗購買意図については，製

品の向きと値段の色の組み合わせが重要であることが明らかになった．また，

赤色価格効果（Puccinelli et al., 2013）や Elder and Krishna （2012）の製品画像の

方向性効果では説明できない新たな知見も得られ，効果的なチラシ広告やマー

ケティングの O2O（Online to Offl ine: 例えば，村田，2013）を考える上で，性別，

利き手を考慮した製品画像（あるいは製品の向き）と価格の色の組み合わせに

ついて，重要な観点が示された．

　本研究の欠点はひとつの実験結果を根拠に議論が展開されていることであ

り，通常の論文のように3～4種類の実験結果を示して行われる議論と比べる

と不十分であることは否定できない．しかし，赤色価格効果や製品の方向効果

に関する知見は，重要であるにもかかわらず少なく，科学的な裏付けのない経

験則が支配的であり，売り場の現状に科学的知見が追い付いていない状況にあ

ることも事実である．そのため，速報性を重視して，本稿の研究資料としての

公開が優先された．

　価格の色や製品の向きといった要因は，商品価値の見せ方に関わるものであ

り，マーケティング研究分野における売り手目線の規範的知識と結びついて議

論される．また，価格の色や製品の向きといった要因は，消費者行動研究の分

野では買い手目線で，人々の価値判断の性質を明らかにするために重要である

と同時に，得られた知見は消費者教育や消費者保護の観点から，例えば消費者
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が根拠なくお得感を感じてしまうことに対する予防策や注意喚起の議論に有効

である．

　最後に，赤色価格効果の根本的な疑問について指摘しておく必要がある．つ

まり，赤色価格効果は必ずしも赤色である必要はなく，黒色以外の目立つ色な

らば同様の効果が得られる可能性があるということである．したがって，この

分野の今後の研究結果次第では，赤色価格効果という呼称は，将来的に通用し

ない可能性が高いと予想される．

注釈

注1）本稿は，若山大樹，小堀真智子，星野志織，直井加菜恵（2015）．赤色価

格効果と製品の方向効果，日本感性工学会第43回あいまいと感性研究部

会ワークショップ（2015 年 11 月 25 日）の報告資料，p1-2. の一部を加筆

修正したものである．

注2）購買意図は消費者の情報処理過程で購買行動の直前（最終段階）に位置づ

けられてきた概念である（Ajzen, I.,1991; Fishbein & Ajzen,1980; Liska,1984

参照）．

注3）Puccinelli et al.（2013）の先行研究では，チラシ広告に掲載された3種類の

トースターと2種類の電子レンジが用いられたが，それぞれに付された価

格は，その地域の同様の製品のチラシ価格に基づいて設定されたもので

あった．

注4）Elder and Krishna （2012）の第4実験（Study 4）では，製品画像の説明文

に Terra という架空のブランド名と簡素な説明文（コピー：" Terra, smart. 

design. life. 100% Quality Materials"）が用いられた．

注5）Puccinelli et al.（2013）の赤色価格効果は，チラシ発行店舗について評価さ

せたものであり，個別の製品に対する評価値ではない．また，チラシ発行

店舗における購買についてのお得感であった．具体的には注6参照．

注6）Puccinelli et al.（2013）の第1実験ではお得感（Perceived Savings）を測定す

るために，「この店舗で買い物をすればたくさんのお金を節約できそうで
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ある」や「この店で売られているチラシ商品はかなり安い」などといった3

項目に対する同意の程度を，「1点 : 全く同意できない～7点 : 全くその通り

である」の7件法尺度で測定された．したがって，本研究のお得感測定方

法は単純にお得感を直接回答させたものであり先行研究の測定方法とは異

なる．

注7）Elder and Krishna（2012）の第1実験では被験者の12％，第2実験では

11％，第3実験では12％，第4実験では9％がそれぞれ左利きであったため，

左利きが被験者に占める割合において，本研究の被験者と大きな違いはみ

られなかった．
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