Japan Marketing Academy
論文

消費者神経科学の動向と展望
─

神経科学を消費者行動研究に役立てるために ─

東北大学加齢医学研究所 人間脳科学研究分野
日本学術振興会

東北大学加齢医学研究所 人間脳科学研究分野
東北大学災害科学国際研究所 災害情報認知研究分野

元木 康介

杉浦 元亮

要約
消費者神経科学が，学術界・産業界から共に注目されている。消費者神経科学とは，神経科学の手法
を用いて消費者行動を研究する融合領域である。しかしながら，どのように神経科学の手法を用いれば
消費者行動の理解が進むか，についての考察はほとんどなされていない。消費者行動の研究者はただ神
経基盤を知りたいわけではない。消費者行動研究の目的は，消費者心理や行動をより理解することである。
従って，消費者神経科学では，脳機能イメージングの優位性を活かし，消費者心理や行動をより理解す
ることが重要になってくる。本稿では，消費者神経科学の中でも fMRI（機能的磁気共鳴画像法）に焦点
を当て，いかに神経科学が消費者行動研究にとって有用であるかを示す概念モデルを提示する。その概
念モデルを通じて，消費者神経科学には，①消費者心理の理解の促進，②消費者行動の予測力の向上，
という大きく二つのメリットがあることを説明する。消費者心理の理解の促進という点では，1. 消費者
行動理論の対立する認知仮説の比較，2. 無意識的な消費者心理が起きているかの検証，3. 消費者行動の
新しい認知的仮説 / 心理プロセスの導出，という研究目的で有用である。消費者行動の予測力の向上と
いう点では，質問紙やアンケートで予測が困難な消費者行動に関して，予測精度の向上が期待できる。
本稿では，提示する理論モデルに基づき，これまで消費者神経科学で行われてきた研究の概略図を提供
する。また，消費者行動を理解する上での fMRI の有用性，消費者神経科学の今後の展望や学術界・産業
界での動向についても論じる。加えて，今後，消費者行動の研究者が消費者神経科学の研究を行うため
にどうすればいいか，についても考察する。
キーワード
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と呼ばれる融合領域が注目を浴びている

Ⅰ. はじめに

（Ariely & Berns, 2010; Hsu & Yoon, 2015;
Plassmann, Ramsøy, & Milosavljevic, 2012;

従来，消費者行動の研究は，主に心理学・経

Hilke Plassmann, Venkatraman, Huettel,

済学・社会学・人類学など社会科学領域の手

& Yoon, 2015; Reimann, Schilke, Weber,

法に限定されていた。しかし，近年，神経科

Neuhaus, & Zaichkowsky, 2011; Smidts et al.,

学の手法を用いて消費者行動を研究する，消

2014; Venkatraman, Clithero, Fitzsimons, &

費者神経科学（Consumer Neuroscience）また

Huettel, 2012; Yoon et al., 2012）。厳密な区分

はニューロマーケティング（Neuromarketing）

はないが，産業的な応用を目的とする場合には
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ニューロマーケティング，学術論文では消費者

的ではない。マーケティング研究者へのアン

神経科学という呼び名が好まれているようであ

ケートでも，脳測定は最も期待される分野に選

る（Hubert & Kenning, 2008）
。消費者行動研

ばれる一方で，脳機能の理解はあまり望まれ

究に神経科学の手法を融合させることで，従来

てはいない（Plassmann & Karmarkar, 2016）。

の手法では得られなかった消費者行動の重要な

よって，次に必要な点は，「消費者行動をより

知見を獲得できると大いに期待されている。

理解するために，脳科学をいつどのように使え

海外だけでなく国内においても，消費者神経

ばいいか」を示すことである。本稿では，消費

科学の研究は注目を浴びつつある。ごく最近，

者行動の理解を進めるためにどのように脳研究

オペレーションズ・リサーチにニューロマーケ

手法を利用すればよいのか，について概念モデ

ティングと題された特集号が組まれた（荻原ら ,

ルを提示し，それに基づき動向と展望を論じる。

2016; 熊倉 , 2016; 三浦・山本 , 2016; 大須・古畑 ,

本稿の構成は以下の通りである。まず，消費

2016; 竹村 , 2016）
。実務・学術双方から論文が

者神経科学とは何かについて論じる。次に，消

寄稿されており，多くの実務家や研究者が当該

費者神経科学を理解するための基礎知識を説明

領域に関心を持つと期待できる。実務的な視点

する。その後，消費者行動の理解を進めるため

からは，三本の論文が脳活動測定手法と広告評

にどのように脳研究手法を利用すればよいの

価の事例について述べている（茨木・矢野・萩

か，について概念モデルを提示した上で，消費

原 , 2016; 三浦・山本 , 2016; 大須・古畑 , 2016）
。

者神経科学のこれまでの研究を概観する。続い

残り二つの論文は学術的な観点からの論考であ

て，学術界・産業界における消費者神経科学の

り，本稿とも関わりが深い。熊倉論文では，脳

状況を述べる。そして，これからの消費者神経

活動測定手法のメリットとして，①消費者の内

科学の展望を論じる。最後に，結語に代え，い

的プロセスの測定・識別ができること，②個人

かに消費者行動の研究者が神経科学の研究を行

の異質性の生理的背景を明らかにできること，

うか，について考察する。

③消費者行動の予測精度が向上できること，と

Ⅱ. 消費者神経科学とは

いった 3 点を挙げている（熊倉 , 2016）
。竹村論
文では，主に fMRI（機能的磁気共鳴画像法）
と PET（ポジトロン断層法）の研究から，脳

1. 消費者神経科学の誕生まで

科学が経済的意思決定の生物学的な基盤を知る

消費者神経科学とは，神経科学の手法を用い

のに有用であると論じている（竹村 , 2016）
。

て消費者行動を研究する融合領域である。近年，

このように，ごく最近，消費者神経科学の研

多くの社会科学の学問分野が，神経科学の手法

究について日本でも論じられている。しかしな

を取り入れてきた。消費者行動研究でも，その

がら，消費者行動の理解を進めるために，どの

流れに沿って神経科学の手法を採用し，消費者

ように神経科学の手法を用いればよいかについ

神経科学と呼ばれる分野が誕生した。

ての概念モデルは提示されていない。消費者行

社会科学と生物科学は長らく切り離されて考

動研究者にとって，脳機能を知ること自体は目

えられており，神経科学のアプローチを用いる
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社会科学者は少なかった。しかしながら，非侵

の“ブラックボックス（black box）”を明らか

襲的にヒトの認知・行動の脳機能が測定できる

にできる（Plassmann et al., 2015; Yoon et al.,

ようになってきてから，社会科学の研究者は神

2012）。従来の主観的報告の手法（質問紙やイ

経科学の手法に関心を持つようになってきた

ンタビュー）では，消費者は商品や広告を見

（Cacioppo, Berntson, Sheridan, & McClintock,

た後に，それらの好み等について回答してい

2000）
。社会科学の中で最初期に神経科学の手

た。しかし，このような方法では社会的望ま

法を取り入れたのは，認知心理学だろう。元々，

し さ（socially acceptable answer）（Fisher &

近接した研究領域（脳損傷患者を用いる神経心

Katz, 2008）や思い出しバイアス（recall bias）

理学）があったためか，90 年代後半には認知

（Sudman & Bradburn, 1973）といった問題点

心理学に神経科学の手法を適用した認知神経

がある。また，消費者は，意識的にせよ無意識

科学という領域が現れた（Gabrieli, 1998）
。ま

的にせよ，自身の好みにについて正確に報告す

た，2000 年代に入ってからは，社会心理学や

ることが困難な場合がある（Berkman & Falk,

実験経済学に神経科学の手法を適用した社会神

2013）。実際の購買行動に結び付く感情的な反

経 科 学（Ochsner & Lieberman, 2001）
，神経

応は，主観的報告だけでは捉えきれないかもし

経済学と呼ばれる領域が誕生した（Camerer,

れ な い（Venkatraman et al., 2012）。 し か し，

Loewenstein, & Prelec, 2005）
。こうした領域

神経科学の手法を用いることで，消費者が商品

は消費者行動とも密接に関わっていることか

や広告を見ているまさにその時の脳活動を測定

ら，消費者行動の研究者も神経科学の手法に関

できる。よって，このような主観的報告にまつ

心を持つようになってきた。そこから数年の間，

わる問題点をある程度は解消できると期待され

消費者行動は神経経済学の下位区分として見

ている。

なされていた（Kenning & Plassmann, 2005）
。

このような消費者神経科学の特徴を活かすこ

しかし，2008 年頃からは消費者神経科学とい

とで，大きく二つの点で消費者行動の理解に役

う独立した領域として扱われるようになってき

立つ（図− 1）。

ている（Hubert & Kenning, 2008）
。

まず一つ目は，消費者心理の理解の促進であ
る。消費者心理と脳機能イメージングの関係は，
脳機能から消費者心理の理解，消費者心理の神

2. 消費者神経科学は消費者行動の理解に

経基盤の同定という二つのパスがある（図− 2）。

役立つのか
消費者行動の研究者はただ神経基盤を知りた

このうち，後者は，従来の脳機能イメージング

いわけではない。消費者行動研究者の目的は，

の研究目的と同じである。ある心理過程の脳機

消費者心理や行動をより理解することである。

能を知ることが研究目的であるためである。し

脳機能イメージングの優位性を活かし，消費者

かし，このパスは最終目的が脳の理解であり，

心理や行動をより理解することが重要になって

必ずしも消費者心理を理解することではない。

くる。

消費者行動研究の目的は，消費者心理や行動を

神経科学の手法を用いることで，消費者行動
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図 —— 1

図 —— 2

科学では，脳機能から消費者心理の理解，とい

まず第一に，消費者行動理論の対立する認知

うパスにより重点が置かれるべきだろう。この

仮説の比較である。行動データだけでは，既存

パスでは，大きく 3 つの目的で脳機能から消費

の消費者行動理論の検証が難しい場合がある。

者心理の理解をより促進できる。1. 消費者行動

消費者が見かけ上で同じ行動をとっている場

理論の対立する認知仮説の比較，2. 無意識的な

合，背景の認知プロセスが同一か異なるかを調

消費者心理が起きているかの検証，3. 消費者行

べることは困難である。また，後で消費者に行

動の新しい認知的仮説 / 心理プロセスの導出，

動をとった理由を聞いたとしても，行動の背景

である。

にある認知過程について言語化することが難し

5
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い場合がある。しかし，複数の消費者行動の神

行動の認知仮説 / 心理プロセスを推察できる。

経基盤を特定し比較することで，消費者行動理

脳領域と各認知・心理プロセスは一対一に対応

論のさらなる理解が見込める。第二に，無意識

しているわけではないが，検出された脳領域か

的な消費者心理過程の検証である。無意識的な

ら，その消費者行動についての認知仮説 / 心理

消費者心理過程は，その性質上，質問紙等の主

プロセスが導き出せる。それを行動実験で検証

観データでは測定が難しい。意識下で消費者刺

することで，その仮説が正しいかどうかを検証

激（ブランドロゴや広告）を呈示すると，消費

できる。

者心理には影響があるのか。他の事を考えてい

また，予測力の向上という点でも，神経科学

る時に商品を目にしていても，消費者はその商

は消費者行動の理解に役立つことができる（図

品の価値を考えているのか。このようなリサー

− 3）
。マーケターは商品・サービスの人気を予

チクエッションに対処するには，質問紙等の主

測する必要があり，神経科学の手法はその予測

観データでは難しい。しかし，無意識的な消費

力を引き上げることができる。質問紙やインタ

者心理過程は，脳機能イメージングで検証が

ビューでは，商品・サービスの人気を上手く予

可能である。主観データに頼らずとも，意識下

測することは難しい場合がある。「この商品が

で消費者刺激を呈示した際の脳反応を計測でき

好きか？」，「この商品を買いたいか？」と尋ね

る。また，購買行動を意図していない消費者に

たところで，その回答が真の感情と一致してい

商品を示して，どのような脳反応があるかを調

るかどうかはわからない。人々はしばしば本当

べることもできる。第三に，消費者行動の新し

の回答を渋る場合があるし，本音を話そうとし

い認知仮説 / 心理プロセスの導出，である。消

たところで感情を上手く言語化することは難し

費者行動の神経基盤を知ることで，その消費者

い（Berkman & Falk, 2013）。fMRI を利用する

図 ——3
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ことで，脳活動から従来の方法では捉え切れな

fMRI では PET ほどは時間分解能が低くないた

かった無意識的な思考過程を捉え，より確実な

め，ブロックデザイン だけでなく，事象関連

商品・サービスの効果測定ができる可能性があ

（event-related）デザイン が可能であるとい

1）

2）

る（Berkman & Falk, 2013）
。

うメリットがある。ブロックデザインでは，あ

主に以上のような理由のため，消費者神経科

る一定の期間に試行を連続して詰め込み，その

学の研究者は，
「消費者神経科学は消費者行動

活動の総和を見る。事象関連デザインでは，同

の理解を深めるのに役に立つ」と表明している

じ条件の試行を連続して繰り返す必要がない。

（Hsu & Yoon, 2015; Hilke Plassmann et al.,

そのため，同一条件の刺激連続呈示による脳活

2015; Shiv & Yoon, 2012; Smidts et al., 2014;

動の馴化の影響を低減できる。また，刺激の予

Venkatraman et al., 2012; Yoon et al., 2012）
。

測のない状況での計測が可能である。PET は
その時間分解能の低さから，ブロックデザイン

Ⅲ. 消費者神経科学を理解するための

しか行えない。
fMRI は非侵襲的であるため，投薬，手術行

基礎知識

為，放射線被ばくなどを伴わないという利点も
あ る。fMRI と 同 様 に，EEG や MEG も 非 侵 襲

1. 脳計測手法
脳 計 測 手 法 に は， 主 に fMRI（ 機 能 的 共 鳴

的である。PET は神経伝達物質（ドーパミン

磁気画像法）
，EEG（脳波）
，MEG（脳磁図）
，

やセロトニン）の結合能を捉えられるといった

PET（陽電子放射断層撮影）がある。消費者神

特徴がある一方で，測定に放射性トレーサーが

経科学の研究でも，このような脳計測手法が用

必要であるという侵襲性がある。また，放射性

いられている。

トレーサーの注入に医療資格が必要といった点

活動推定の信頼性は fMRI と PET に優位性が

から，消費者行動研究者にとって実践的な問題

ある。PET はほぼ全ての脳領域において活動

点もある。

推定の信頼性が高い。fMRI では磁化率アーチ

脳機能計測には，様々な制約が存在すること

ファクト（susceptibility artifact）により一部

も明記しておきたい。まず，被験者は狭い空間

領域（眼窩前頭皮質など）で推定の信頼性が乏

の中に仰向けになった状態で課題を行わなくて

しい面があるが，全体的には高い。EEG/MEG

はならない（EEG は別である）。そのため，行

は何らかの空間的な仮定を置かない限り，原理

うことができる課題には制約がある。画像・動

的には特定領域の活動推定は困難である。

画を見る，ボタンを押す，口を動かす，音声を

一方で時間分解能（全脳を撮像するのにかか

聴く，といったことは可能であるが，激しい体

る時間）に関しては，EEG/MEG が fMRI/PET

の動きを伴うような課題は行うことができな

を上回る。EEG や MEG は時間分解能が各段に

い。また，消費者心理学の一般的な実験と比べ，

高く，ミリ秒単位で全脳を撮像できる。一方

fMRI 実験では数多く試行を繰り返す必要があ

で，fMRI では全脳を撮像するのに約 1~3 秒かか

る。脳機能計測で得られる脳活動は信号対雑音

る。PET はより長く 1~2 分程度が必要である。

比（signal-to-noise ratio）が小さいため，安定
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した結果を得るためには，何度も試行を繰り返

に，固有の制約が存在することも付け加えてお

さなくてはならない。このため，同じ条件に対

きたい。MRIの撮像中は大きな音がする。通常，

して異なる刺激を数多く準備するなどの工夫が

被験者に耳栓をしてもらい，音をできるだけ除

必要である。

去するように試みるが，それでも音を完全に遮

このように各脳計測手法にはメリットとデメ

断できるわけではない。このような制約を把握

リットがあるが，この中でも，fMRI はあらゆ

した上で，fMRI を用いた消費者神経科学の実

る面でバランスが良い。よって消費者神経科学

験デザインを組む必要がある。

の最も代表的な手法となっている。よって本稿

基本的な fMRI 実験の解析手法である，差分

では，fMRI の消費者神経科学研究に焦点を絞

解析を説明する（他の EEG 等の脳解析手法で

る。

も同様である）。被験者が二つの課題条件 : 実
験条件 A とコントロール条件 B を行い，それら
の脳活動を比較する。A―B で有意に活動量が

2. fMRI（機能的共鳴磁気画像法）
fMRI とは，MRI 装置を用いて脳が活動した

多かった脳部位は，A 条件によるものである，

部位を画像化する技術である。脳の活動部位

という理屈である。このアプローチは，差分法

を検出する原理は，BOLD 信号に基づいている

と呼ばれる。消費者神経科学の例で差分法を説

（Ogawa, Lee, Kay, & Tank, 1990）
。BOLD 信

明する。実験条件 : 好ましいブランド，コント

号は，酸素と結合したオキシヘモグロビンと酸

ロール条件：関心のないブランド，とする。次に，

素を放出したデオキシヘモグロビンの比率によ

好ましいブランド―関心のないブランド，で脳

り，MRI 信号の強度が変化することで起きる。

活動を引き算する。この計算から，好ましいブ

オキシヘモグロビンは他の多くの生体分子と同

ランドに関連する脳領域を得られる。全脳から

じ反磁性体のため磁場に影響を与えない。一方

どの脳部位の活動が高かったか，という解析が

で，常磁性体のデオキシヘモグロビンは磁場

行える。

を歪め MRI 信号を弱めるといった特徴がある。

また，評定に応じて活動が変化する脳部位を

fMRI による脳活動の測定は動物研究で用いら

特定できる解析手法（Parametric modulation）

れている方法（単一神経細胞の活動記録）とは

もある。この方法では，（MRI の中であれ外で

異なり，多くの神経細胞の活動を包括したもの

あれ）各刺激について評定を行うことが前提と

である。ボクセル（fMRI 研究で検出できる測

なる。例えば，MRI の中でブランドを見た後に，

定単位でありピクセルの立体版のようなもの）

馴染み深さについて評価してもらう。この手法

は通常一辺 2mm や 3mm 程度であり，その中に

を行うことで，馴染み深さが高くなる（または

は何十万もの神経細胞が含まれている。つまり，

低くなる）につれて活動が変化する脳部位を特

何十万もの神経細胞の束が，fMRI で測定でき

定することができる。

る最小単位であるため，BOLD 信号は神経細胞

差 分 解 析 で も Parametric Modulation で も，

ひとつひとつの微小な活動を反映しているわけ

全脳を探索的に解析するだけでなく，特定の関

ではない。また，fMRI で脳機能を計測する際

心の脳領域に限定して解析を行うことも可能で

マーケティングジャーナル Vol.37 No.3（2017）
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あ る（Region-of-interest analysis: ROI 解 析 ）
。

関連する脳領域を特定できる。

ROI 解析では，はじめから特定の関心がある脳
領域を限定し，その脳領域の活動が増加したか

4. 基礎的な脳機能の説明

どうかを検証できる。はじめから明確な脳領

まず，消費者神経科学の研究と関わりが深い

域の仮説がある場合に ROI 解析を用いる。例

脳機能について説明する。

えば，価値判断が関係しているという仮説があ
るとするなら，腹内側前頭前野に解析を限定す

① 意思決定

るといった方法である。また，マルチボクセル
パ タ ー ン 分 析（MVPA:

消費者行動には意思決定が関わってくる。商

Multi-Voxel Pattern

品を購入するかどうか，店に入るかどうか，

Analysis）といった解析手法もある。この手法

といった行動は価値判断を伴った意思決定で

では，ボクセルの組み合わせをパターンとして

ある。価値判断を伴う意思決定には腹内側前

扱うことで，従来手法と比較して多くの情報が

頭 前 野・ 腹 側 線 条 体 が 重 要 で あ る（Rangel,

得られる。一見同じ脳部位に表象されている活

Camerer, & Montague, 2008）。腹内側前頭前

動がパターンで見ると異なっているというこ

野を損傷していると価値判断に関わる適切な意

とがある（Haxby et al., 2001）
。また，予測精

思決定を行えない（Bechara, Damasio, Tranel,

度が高いことから（Tusche, Bode, & Haynes,

& Damasio, 1997）。腹内側前頭前野は取り得る

2010）
，消費者行動の予測の文脈でも期待さ

選択肢や結果の価値を計算していると考えら

れている（Hsu & Yoon, 2015）
。このように，

れている（Wallis, 2007）。望ましい価値だけで

fMRI を利用することで，様々な消費者行動と

はなく，望ましくない価値も腹内側前頭前野

図 ——4

意思決定に関連する脳領域（Statistical Parametric Mapping (SPM) を用いて筆者作成。以下の図
も同様。）
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図 ——5

感情に関連する脳領域

に表象される（Hilke Plassmann, O'Doherty, &

だと言われている（Phelps, 2006）。多くの研

Rangel, 2010）
。また，腹側線条体も意思決定

究でネガティブ感情と扁桃体の活動を報告し

に重要な役割を担っている（Lee, Seo, & Jung,

ているが，ポジティブ感情でも扁桃体活動は

2012）
。腹側線条体は，特に報酬や動機付けを

見 ら れ る（Phan, Wager, Taylor, & Liberzon,

伴う意思決定に関与していると考えられている

2002）。ポジティブ・ネガティブどちらかの感

（Rangel et al., 2008）
。

情というより，覚醒度やモチベーションが扁桃
体の活動に重要なのではないかと考えられてい

② 感情

る（Cunningham & Brosch, 2012）。 ま た， 腹

消費者行動には感情が関わっている。商品や

内側前頭前野もポジティブ / ネガティブ感情に

広告は感情を引き起こし，消費者行動に影響す

関連している（Wilson-Mendenhall, Barrett, &

る。感情の中でもポジティブ感情は，腹側線

Barsalou, 2013）。

条体に関連している。金銭を得る際や，他人
から良い評判をもらえた時に腹側線条体は活

③ 記憶

動 す る（Izuma, Saito, & Sadato, 2008）
。島皮

消費者行動には記憶が関係している。消費者

質も感情に関連する。嫌悪感やリスクを検知

は必ずしも，商品や広告を見てすぐに行動する

した際に島皮質が活動する（Singer, Critchley,

わけではない。消費者行動に関わる情報を記憶

& Preuschoff, 2009）
。 た だ し， ポ ジ テ ィ ブ 感

し，後からそのことを思いだし，消費者行動

情で島皮質が活動したという研究も存在する

をする場合がある。記憶には主に内側側頭葉

（Bartels & Zeki, 2000）
。扁桃体も感情に重要

（海馬と海馬傍回）が関わっている（Schacter

マーケティングジャーナル Vol.37 No.3（2017）
http://www.j-mac.or.jp
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図 ——6

記憶に関連する脳領域

図 ——7

実行機能に関連する脳領域

& Wagner, 1999）
。海馬損傷患者は，記憶形成

Vu, Laiser, & Schacter, 2009）。覚醒度が高い

を行うことが困難になる（Scoville & Milner,

情報の記憶には，扁桃体と海馬が相互に連携を

1957）
。記憶の記銘と保持の際には，共に内側

取っていると考えられている（Phelps, 2004）。

側頭葉の活動が高くなる（Schacter & Wagner,

また，報酬に関連する情報の記憶には，線条体

1999）
。過去だけでなく将来の出来事を想像す

と海馬の活動が上昇する（Adcock, Thangavel,

る時にも，内側側頭葉が活動する（Addis, Pan,

Whitfield-Gabrieli, Knutson, & Gabrieli, 2006）。

11
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図 ——8

人・物の認知に関連する脳領域

④ 実行機能

と見なされている（Aron et al., 2004; Curtis &

実行機能とは，思考と行動の制御に関わる機

D'Esposito, 2003; Sakai, 2008）。

能である。目的をもった一連の行動を成し遂げ

⑤ 人・物の認知

るために必要である。主に，行動の抑制，情報

消費者行動の過程で人や物を認知している。

の更新，切り替えといった要素が実行機能に

多くのキャンペーンには人物の描写があるし，

区分できる（Miyake et al., 2000）
。消費者行動

多くの商品は物体である。人に関係する意味の

には実行機能が関係している。消費者は，カロ

判断をしている際には，内側前頭前野の活動が

リーの高い食べ物を我慢したり（行動抑制）
，

大きかった（Mitchell, Heatherton, & Macrae,

栄養情報を読んだり（情報の更新）
，または状

2002）。また，他の研究では，自身について考

況の変化に応じて対応を変えたりする（切り替

えている際に，内側前頭前野・楔前部の活動

え）ことがある。これらの実行機能に関して，

を報告している（Kelley et al., 2002）。一方で，

背外側前頭前皮質・腹外側前頭前野・前部帯状

物に関係する意味の判断をしている時には，腹

回との関連が示唆されている（Aron, Robbins,

外側前頭前野の活動が上昇していた（Mitchell

& Poldrack, 2004; Curtis & D'Esposito, 2003;

et al., 2002）。人・物の認知に関わる脳領域は

Sakai, 2008）
。実行機能の下位要素がどのよう

他にも多くあるが，人と物では異なる脳内処理

な脳部位に基づくかは，様々な知見が混在し

がなされている場合が多い（Martin, 2007）。

ている。ただし大きくは，行動抑制には前部

Ⅳ. 消費者神経科学のこれまでの研究

帯状回と腹外側前頭前野，情報の更新を伴う
ワーキングメモリーには背外側前頭前野，ルー
ルの切り替えには腹外側前頭前野が関与する

マーケティングジャーナル Vol.37 No.3（2017）
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づき，fMRI が消費者行動研究にもたらす利点

て，人とブランドのパーソナリティを考えてい

について述べる。具体的には，消費者心理の理

る時の脳活動は異なっていた。人のパーソナリ

解，消費者行動の予測，という二つの観点につ

ティを考えている際には，内側前頭前野が活動

いてそれぞれ説明する。

していた。この領域は人の情報を処理する時に
活動すると知られている。一方で，ブランドの

1. fMRI を用いて消費者心理をより理解する

パーソナリティを考えている際には腹外側前頭

① 消費者行動理論の対立する認知仮説の比較

前野が活動していた。この領域は，物の情報を

消費者神経科学の目的のひとつが，消費者行

処理する時に活動するという報告がある。こう

動理論の検証である。主観的な指標や行動デー

した結果は，既存のブランドパーソナリティの

タだけでは，消費者行動理論の検証が難しい場

理論と異なり，ブランドのパーソナリティは人

合がある。消費者は，自身の行動の認知過程を

と同じように捉えられてはいないことを示唆

明確に言語化できない時があるためである。神

している。このように，fMRI を用いることで，

経科学を用いることで，消費者行動理論の対立

既存の手法では検証が難しかったブランド理論

する認知仮説を比較できる。例えば，ある消費

について，より考察を深めることが可能である。

者行動が実行機能に関係するか，それとも感情

マーケティングプロモーションでは，価格

に関連するかを，どちらの神経基盤に表象さ

設定が重要である。価格が高い商品について，

れているかどうかで検証できる。このように，

人々はより好ましいと評価する（価格プレミ

fMRI を利用して様々な消費者行動の神経基盤

アム）。しかしながら，価格が高い商品を経験

を特定・比較することで，消費者行動理論の確

している際に，本当に好みに関連する脳活動

認・改良が見込める。

も変化しているのだろうか。または，全く好

マーケティングの理論に，ブランドパーソ

みに関連する脳活動は変化せずに，消費者が

ナリティがある（Jennifer L Aaker, 1997）
。こ

経験する「価格が高いとより美味しい」とい

の理論によると，ブランドは人のように捉えら

うのは合理的な思考にすぎないのであろうか。

れ，それぞれのブランドには性格（個性）があ

当 時 カ リ フ ォ ル ニ ア 工 科 大 学（ 現 INSEAD）

る。例えば，私達は人にもブランドにも，
「頑

の Plassmann らは，ワインを用いてこの仮説

丈である」
，
「愛らしい」といった共通したパー

を 検 証 し た（Plassmann, O'Doherty, Shiv, &

ソナリティを連想する。しかし，表面上の言葉

Rangel, 2008）。彼女らは，被験者に MRI の中

では人にもブランドにもパーソナリティがある

で価格が異なる（が中身は全く同一の）ワイン

が，脳内処理は異なっているかもしれない。ミ

を飲ませた。被験者は，価格が異なるワインは，

シガン大学の Yoon らは，この理論を，fMRI を

それぞれ別のワインだと信じていた。結果とし

用いて検証した。彼女らは，fMRI を用いて人

て，高いワインを飲んでいる時には，被験者は

とブランドのパーソナリティを考えている時

より美味しいと判断した，また，その時に腹内

の脳活動をそれぞれ測定し，比較した（Yoon,

側前頭前野の活動が増加した。さらに，被験者

Gutchess, Feinberg, & Polk, 2006）
。結果とし

がより美味しいと感じるに伴い，腹内側前頭前
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野の活動は大きくなった。よって，消費者が価

消費者は商品について直接考えていない時で

格プレミアムに対して好ましく反応するのは，

も，無意識的に商品の価値を計算しているの

合理的な思考というよりは，実際に好ましいと

だろうか。当時ベルリン医科大学の Tusche ら

感じるからと考えられる。

は，この問に答えるため，fMRI 実験を行った

このように，fMRI を用いることで，消費者

（Tusche et al., 2010）。被験者は，認知課題（□

心理学の対立する認知仮説を比較し，検証でき

の一面が欠けておりその方向を回答する）を

る。消費者心理学では，快楽財（主に感情に基

行った。その認知課題の背景には，車の画像が

づいて購買される）
・機能財（主に有用性や実

表示されていた。しかし，被験者は認知課題

用性に基づいて購買される）の価値は，異な

を行っている最中に，車を買いたいかどうかと

る脳機能で処理されていると考えられている

いうことに気を向ける必要はない（被験者が行

（Voss, Spangenberg, & Grohmann, 2003）
。一

う課題は認知課題のみであり，車について考慮

方で，脳機能イメージングでは全ての財の価値

する必要はない）。よって，この状態で被験者

は同じ脳部位で処理されているという見方が存

の脳活動から車の購買行動を予測できたら，無

在する（Levy, & Glimcherm, 2012）
。今後は，

意識的である。被験者は，MRI から出た後に，

fMRI でこのような対立する仮説を検証してい

認知課題の背景として表示されていた車を買い

くことで，消費者心理の理論の改良が見込める。

たいかどうか答えた。結果として，価値判断に
関連する前頭前野内側部や，感情に関連する島

② 無意識的な消費者心理過程の検証

皮質の脳活動パターンから，車の購買意向を予

消費者心理学の研究では，消費者は意識下で

測できた。消費者は，無意識的に商品の価値を

あってもマーケティング情報を認知しているこ

計算していることを示唆している。今後は，こ

とを示唆している（Dijksterhuis et al., 2005）
。

のような無意識的な商品の価値の計算が，どの

しかし，従来の主観的報告に依る調査では，意

ような商品まで当てはまるかを研究する必要が

識下の消費者心理の検証が困難である。なぜな

ある。消費者は，快楽財では無意識的な商品の

ら，主観的報告による調査では，商品や広告を

計算を行い，機能財では行っていないかもしれ

見たりした後で，それらについて好み等を尋ね

ない。また，個人差が無意識的な消費者心理過

るためである。意識下の消費者心理過程を検証

程に関与している可能性もある。衝動的な購買

するには，消費者が消費者刺激を意識下で経験

傾向がある消費者では，無意識的でも脳の価値

している，まさにその時の心理過程を知る必要

判断に関連する領域が，多く活動しているかも

がある。このような，従来の手法では捉える

しれない。

ことが困難である意識下の情報を，fMRI を用

意識下で瞬時に消費者刺激を呈示した研究

いることで検証できる。なぜなら，fMRI では，

は筆者らの知る限りはない。しかしながら，

消費者が意識下で消費者刺激を経験している，

参考になる研究がある。当時ロンドン大学の

まさにその時の脳活動を知ることができるから

Pessiglione らは，被験者に MRI の中でグリッ

である。

プを握らせる課題を行わせた（Pessiglione et
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al., 2007）
。グリップを握る力に応じて，被験者

の活動が高かった。Uma らは，この fMRI 実験

は金銭報酬を得る。被験者はグリップを握る前

の結果から，「価格を先に提示すると金銭的価

に，意識下でお金の画像を見る。意識下で表示

値に基づいて購買行動しやすくなる」という新

しているため，被験者はそれに気づいていない。

たな仮説を導きだした。内側前頭前野は金銭的

しかしながら，意識下で高額なお金の画像を見

価値に関わっていることが，彼女らと同じよう

ている際，報酬やモチベーションに関わる腹側

な課題を用いた先行研究で確かめられているた

線条体等の脳活動が増加していた。また，実際

めである（Knutson, Rick, Wimmer, Prelec, &

にグリップを握る力も増加していた。このこと

Loewenstein, 2007）。そこから，Uma らは脳活

は，人は意識下でもお金の価値を認識し，知ら

動から得られた新しい仮説を，別の実験で検証

ず知らずのうちに行動にまで伝播していること

した。機能財（主に有用性や実用性に基づいて

を示唆している。お金の画像をブランドロゴや

購買される）は，快楽財（主に感情に基づいて

商品，広告刺激に変えた，消費者神経科学の研

購買される）よりも，金銭的価値に基づいて購

究が待たれる。

買されるはずである。仮説が正しいなら，商品
より価格を先に提示した時に，機能財の購買は

③ 消費者行動の新しい認知仮説 / 心理プロセス

（快楽財に比べて）促進するはずである。Uma

を導出する

らはこの仮説に基づき，追加の行動実験を行

また，消費者行動の新しい認知仮説 / 心理プ

い，脳研究から得られた仮説が正しいことを確

ロセスを導き出せるという点も fMRI 研究のメ

かめた。このように，fMRI 研究から行動実験

リットである。既存の消費者行動研究の知見か

だけでは得ることが難しい新しい仮説を導出し

ら得られる仮説ではなく，脳機能から消費者行

た後，追加で行動実験を行い，仮説の脳機能が

動の新しい消費者心理の認知仮説 / 心理プロセ

正しいかどうかを検証することができる。

スを導出できる可能性がある。
当時スタンフォード大学（現ハーバード大学）

2. fMRI を用いて個人の消費者行動を予測する

の Uma ら は， 価 格 先 行 効 果（price primacy

もうひとつの fMRI が消費者行動にもたらす

effect） に つ い て fMRI を 用 い て 研 究 し た

利点が，予測力である。脳活動を用いることで，

（Karmarkar, Shiv, & Knutson, 2015）
。価格先

主観的指標にさらに予測力を加えることができ

行効果とは，商品を見せるより前に価格を見せ

る。

るということである。被験者は，MRI の中に入

従来のマーケティングでは，質問紙やインタ

り購買行動の課題を行った。価格が先行する条

ビューを用いて，商品やサービスの人気を予測

件（価格先行効果）では，被験者は価格→商品

しようとしてきた。しかしながら，こうした手

の順番で画面を見た。一方で，価格が先行しな

法では商品やサービスの人気を上手く予測する

い条件では，被験者は商品→価格の順番で画面

ことは難しいことがある。なぜなら，商品に対

を見た。結果として，価格を先に見せた時には

する評価を明確に行うことは困難である場合が

（商品を先に見せた時に比べて）
，内側前頭前野

あるからである。このような背景を受け，マー
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ケティング研究者は，2000 年前半より“隠さ

独立した二つの研究を行い，日焼け止めの使用

れた”消費者の選好を得る手段として神経科学

を促進するメッセージ（Falk et al., 2010），禁

に注目してきた（Zaltman, 2000）
。近年になっ

煙を促進するメッセージ（Falk et al., 2011）を

て，fMRI を用いることで，脳活動から個人や

MRI の中で見せた。また，被験者は MRI から

市場全体の行動を予測する研究が出てきた。主

出た後に，メッセージに対して主観的な評価を

観指標では予測できなかったが，脳活動デー

回答した。結果として，主観的な評価からは，

タでは予測に成功したという研究も出てきて

被験者が日焼け止めを使用するか，または禁煙

い る（Berns & Moore, 2012; Falk, Berkman,

をするか，といった行動は予測できなかった。

& Lieberman, 2012; Falk, Berkman, Mann,

しかしながら，公衆衛生メッセージを見ている

Harrison, & Lieberman, 2010; Falk, Berkman,

際の腹側内側前頭前野の活動から，後に日焼け

Whalen, & Lieberman, 2011）
。特に，価値判断

止めを使用するか，禁煙するか，が予測できた。

や報酬に関連する脳領域の活動が関係してい

別の研究グループも，同様の脳領域の活動から

る。価値判断や報酬に関連した脳活動は，消費

後の禁煙を予測している（Chua et al., 2011）。

者が言語化できない商品の選好を含んでおり，

このように，購買や公衆衛生キャンペーンに

消費者行動の予測に有用であることを示唆して

対する反応といった消費者行動が脳から予測可

いる。

能である。今後は，ギフト贈呈といった他の消
費者行動でも脳から予測できるかを検証する必

① 個人の消費者行動の予測

要がある。

個人の消費者行動は，脳指標を加えることで
より予測できるのだろうか。スタンフォード大

② 市場全体の消費者行動の予測

学の Knutson らは，個人の購買行動が脳活動

市場全体の消費者行動を予測するのにフォー

から予測できるかを検証した。商品を見てい

カスグループが用いられる。市場ターゲットと

る際の線条体活動，商品と価格を見ている際

同じ少人数の人を集め，商品・サービスの意見

の内側前頭前野活動，価格を見ている際の島

を聞く方法である。しかし，フォーカスグルー

皮質活動が，それぞれ購買行動を予測していた

プでは回答の社会的望ましさによるバイアスが

（Knutson et al., 2007）
。主観指標に脳活動デー

懸念される。また，質的な手法のため，フォー

タを加えたモデルが，最も消費者行動を予測し

カスグループの効果が，インタビュワーの能

た。このことは，脳活動データ（特に報酬や価

力に依存するといった面もある。近年では，よ

値判断に関わる領域）は主観的指標では捉えら

り客観的で予測度の高いデータを得ようと，

れない説明力があることを示唆している。

fMRI でフォーカスグループを行う脳フォーカ

個人の公衆衛生キャンペーンに対する反応を

スグループ（neural focus group）といった手

扱った研究もある。当時カリフォルニア大学

法が登場した（Berkman & Falk, 2013）。

（現ペンシルベニア大学）の Falk らは，MRI の

実際，先駆的な研究では，実験参加者が口頭

中で公衆衛生メッセージを見せた。彼女らは，
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者行動をより予測することを見出している。特

順であり，実際の禁煙キャンペーン効果を予測

に，価値判断や報酬に関わる腹側線条体・腹側

していた。

内側前頭前野が，消費者行動の予測に重要であ

これらの研究は，主観的指標からは予測が難

る。

しい市場全体の行動でも，fMRI を用いること

エモリー大学の Berns らは，思春期の若者を

で予測が可能であることを示している。とりわ

被験者として，MRI の中で，様々な音楽を 15

け，腹側内側前頭前野・腹側線条体の活動が市

秒間ずつ聴かせた。音楽は MySpace から入手

場全体の行動を予測していた。腹側内側前頭前

した当時は無名のアーティストであり，被験

野・腹側線条体は，非意識的な価値判断を表し

者は MRI 実験まで一度もその音楽を聴いたこ

ているのかもしれない。このような研究の成果

とがなかった。被験者の曲に対する好みから

は，学術領域への知見提供だけでなく , 産業界

は，3 年後の音楽の売上が予測できなかった。

への応用が期待できるだろう。fMRI を用いて，

しかしながら，被験者が音楽を聴いている時の

正式リリースより前に商品や広告をテストし，

脳活動（線条体・内側前頭前野）からは，3 年

より確実な売上や広告効果の予測が可能となる

後の音楽売上が予測できた（Berns & Moore,

かもしれない（Ariely & Berns, 2010）。

2012）
。
市場全体の禁煙キャンペーンの効果を予測し

③ インターネット上の消費者行動の予測

た研究も存在する。当時ミシガン大学（現ペン

市場全体の今後注目される方向性として，

シルぺニア大学）の Falk らは，禁煙キャンペー

インターネット上の消費者行動の予測があ

ンの効果を脳活動（腹側内側前頭前野）から

る（O'Donnell & Falk, 2015）。 イ ン タ ー ネ ッ

予測した（Falk et al., 2012）
。禁煙を目標とし

ト上では多くの購買行動が行われ，ソーシャ

ている被験者が，MRI の中で 3 種類（A, B, C）

ルメディアを通じて消費者は口コミを発信

の禁煙キャンペーン CM を見た。MRI の後，被

し て い る。 多 く の 研 究 ト ピ ッ ク が 残 さ れ て

験者は各禁煙キャンペーンについて，好まし

お り， こ れ か ら の 進 展 が 期 待 さ れ る 領 域 で

さ・効果について順位や点数をつけた。また，

あ る。Genevsky ら は，kiva（https://www.

広告の効果を評価する専門家も，各禁煙キャン

kiva.org/）を用いて，マイクロファイナンス

ペーンについて同様に評価した。各禁煙キャン

（貧困層向けの小口融資）について研究した

ペーンは，実際にテレビ放映され，それらの効

（Genevsky & Knutson, 2015）。kiva で は， 貧

果については，電話問い合わせ件数が利用でき

困層の人々のプロフィール（名前・顔写真・事

た。結果として，禁煙キャンペーンの効果（電

業等）が紹介されており，彼らに小口融資でき

話問い合わせ件数の多さ）は，C>B>A であっ

る。どのような人々が多く融資されているのだ

た。被験者や専門家の回答では，各禁煙キャン

ろうか。Genevsky らは，被験者が MRI の中で

ペーンの効果・好ましさは，B>A>C の順であ

貧困層のプロフィールを見せた。その時の腹側

り，実際の効果とは一致していなかった。しか

線条体の活動が高いプロフォールほど，多く融

し，腹側内側前頭前野の脳活動は，C>B>A の

資されていることを発見した。また，インター
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ネットマーケティングの効果予測も今度進展

Ⅴ. 消費者神経科学の状況

が期待される。Falk らは公共機関と提携して，
e-mail を通じた禁煙キャンペーンの効果を検証
した。E-mail を通じてウェブサイトに到達した

1. ジャーナル

かどうかを成功の指標とした。結果として，腹

マーケティングの有力ジャーナルで，相次

側内側前頭前野の活動の高さが，禁煙キャン

いで消費者神経科学の特集号が組まれている。

ペーン（ネガティブな感情を喚起するものに限

昨年には，Journal of Marketing Research に，

る）の効果を予測した。こうした研究は，消費

Neuroscience and Marketing と題された特集

者神経科学の研究者と企業が協同でして研究を

号が掲載された（Camerer & Yoon, 2015）。ま

進めていくことが求められる領域である。企業

た，2012 年の Journal of Consumer Psychology

からインターネット上の市場行動を提供しても

においても，ブランドと神経科学に焦点を当

らい，研究者が学術的知見を得る一方で，企業

てた特集があり，多くの消費者神経科学の論

にも経営に示唆がある提言を行うといった win-

文が掲載された（Shiv & Yoon, 2012）。その他

win の関係が期待できる。

にも，Marketing Letters（Smidts et al., 2014;
Yoon et al., 2012），Psychology and Marketing

④ より高精度な予測に向けた技術革新

（Reimann et al., 2011），Current Opinion in

これからは，より高精度な予測が期待される。

Behavioral Sciences（Hsu & Yoon, 2015）等の

解析手法としては，より予測精度が高いマルチ

ジャーナルで，消費者神経科学の総説論文が発

ボクセルパターン分析が注目されている（Hsu

表されている。さらに，消費者心理学の代表的

& Yoon, 2015）
。 Tusche らは，受動的に商品

な ハ ン ド ブ ッ ク（The Cambridge Handbook

を見ている際の脳活動から，購買行動が予測で

of Consumer Psychology）でも，消費者神経

きるかを検証した（Tusche et al., 2010）
。車の

科学について独立した章を割いて論文が掲載

画像を背景として見ながら，
同時に認知課題（□

さ れ て い る（Norton, Rucker, & Lamberton,

の一面が空いていて，
その方向を答える）を行っ

2015）。

た。MRI から出た後に，被験者は先ほど見た

日本においても，マーケティングの研究者が

車をもう一度見て，車を買いたいかどうかを回

消費者神経科学の可能性について述べた論考が

答した。被験者は MRI 実験の最中には，後で

いくつか存在する（阿久津聡 , 2011; 三浦俊彦 ,

車を買いたいかについて質問があることを知ら

2013; 守口剛 , 竹村和久 , 白井美由里 , 新倉貴

なかった。結果として，腹側内側前頭前野・島

士 , & 神山貴弥 , 2012; 青木幸弘 , 2014; 折笠和

皮質の脳活動パターンから，後の購買行動が予

文 , 2010; 竹村和久 , 2009; 田中洋 , 2009; Motoki

測できた。通常の解析では予測できなかった。

and Sugiura, 2017）。また，ごく最近，オペレー

マルチボクセルパターン分析の予測精度の高さ

ションズ・リサーチにニューロマーケティン

を示していると言えるだろう。

グの特集号が掲載された（荻原ら , 2016; 熊倉 ,
2016; 三浦・山本 , 2016; 大須・古畑 , 2016; 竹村 ,
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2016）
。消費者行動の研究者だけでなく，実務

神経科学の研究者の台頭が期待される。

家からも論文が寄稿されている。
このように，欧米から日本まで，学術界で消

3. 学会

費者神経科学が注視されていることが伺える。

消 費 者 行 動 の 代 表 的 な 学 会 で あ る，
Association for Consumer Research や Society
for Consumer Psychology では，近年，消費者

2. 研究者
こうした潮流を背景にして，消費者神経科学

神経科学の研究が毎年報告されている。2016

の研究者は欧米の有力大学を中心に増加してい

年 の Association for Consumer Research 前 日

る 。例えば，ハーバード大学，スタンフォー

には，消費者神経科学のワークショップが開

ド大学，INSEAD，ミシガン大学，ノースウエ

催された。また，欧米では，消費者神経科学

スタン大学，カリフォルニア大学バークレー

に特化した学会やシンポジウムが存在する。

校，トロント大学，アリゾナ大学，テンプル大

消 費 者 神 経 科 学 の シ ン ポ ジ ウ ム（Consumer

学，エラスムス・ロッテルダム大学等のビジネ

Neuroscience Symposium）が毎年行われ，す

ススクールでは消費者神経科学の研究者が在籍

で に 4 回 目 の 開 催 を 終 え て い る 4）。 主 に， ビ

している。とりわけ，テンプル大学とエラスム

ジネススクールに在籍する消費者神経科学の

ス・ロッテルダム大学には消費者神経科学の代

研 究 者 が メ ン バ ー で あ る。 他 に も，Annual

表的な研究者が複数存在しており，世界的な拠

Interdisciplinary Symposium on Decision

点の様相が伺える。消費者神経科学の研究者の

Neuroscienceというシンポジウムが北米で行わ

中 に は，American Marketing Association や

れおり，2016 年度現在までに 6 回開催されてい

Society for Consumer Psychology から受賞歴

る。主な出席者は，ビジネススクールに在籍す

がある研究者も含まれている。神経科学ではな

る消費者神経科学の研究者である。他にも，ヨー

く，消費者行動の学会から，消費者神経科学の

ロッパを開催地とした NeuroPsychoEconomics

研究者が支持されていることがわかる。

学会がある。この学会では，ビジネスクールの

3）

海外と比較すると少数ではあるが，日本にお

研究者だけでなく神経科学者・心理学者も見受

いても，消費者行動の研究者が脳研究を行って

けられる。今年も，消費者神経科学のセッショ

いる（Takahashi et al., 2013; Takahashi et al.,

ンが二つ開催され，多数の演題が発表されてい

2012; Tanaka et al., 2014）
。これらの研究は消

る。この学会は消費者神経科学以外の分野も含

費者行動というよりも，実験経済学に近い経済

むためか，比較的歴史が古く，2016 年度まで

的意思決定の研究である。しかし，多くの消費

に 12 回開催されている。

者行動の研究者が脳科学の手法の可能性につい

日本では，消費者神経科学に特化した学会は

て言及していることを考慮すると（阿久津聡 ,

存在しないようである。しかしながら，2010

2011; 三浦俊彦 , 2013; 守口剛 et al., 2012; 青木

年の消費者行動コンファレンスにおいて，都世

幸弘 , 2014; 折笠和文 , 2010; 竹村和久 , 2009; 田

蘭「オンライン・ゲームにおけるフロー（flow）

中洋 , 2009）
，日本においてもこれから消費者

と fMRI」が発表されている。また，横山らは
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2011 年の同コンファレンスにおいて「購買意

ングの会合が開かれている。海外での民間企

思決定に影響する「好み」と「社会的リスク」

業を中心にしたニューロマーケティングの会合

の神経経済学的モデル」を報告している。さら

として，2012 年に設立された Neuromarketing

に，竹村らは，2010 年の行動経済学会の特別

Science & Business Association がある。この

セッションにおいて，
「消費者の選好判断過程

組 織 で は 毎 年 Neruomarketing World Forum

に及ぼす背景効果―fMRI による脳機能画像計

を開催している。民間企業の人々や研究者が一

測実験を用いて―」を発表している（竹村和久 ,

斉に集い，ニューロマーケティングの知見を深

井出野尚 , 大久保重孝 , 小高文聰 , & 高橋英彦 ,

めている。

2010）
。

日本でも，市場調査・広告会社を中心にし

このように，海外を中心にして，消費者神経

て，ニューロマーケティングの関心が高まって

科学の研究の発表の場が増えてきている。日本

きている。大手広告会社の電通は，脳科学領域

においても少しずつではあるが，消費者神経科

に強みを持つ米国のマーケットリサーチ会社を

学は盛り上がりを見せてきていると言えるだろ

買収している。また，大手広告会社の博報堂に

う。

も，脳科学や深層心理を探求するための，博報
堂ブレイン・ブリッジ・バイオロジーというチー
ムがあるようだ。また，日本でも，ニューロベ

4. 産業界
神経科学の手法でマーケティングを行う企業

ンチャーネットワークという組織に象徴される

は増加している。2010年の時点で，
世界のニュー

ように，ニューロマーケティング企業が増えつ

ロマーケティング企業は 150 を超えるという報

つある。センタン，シナジーマーケティング，

告がある（Hilke Plassmann et al., 2012）
。その

ニューロ・テクニカ，NTT データ経営研究所

数は年々増加しており，市場調査や広告会社を

といった企業でも，ニューロマーケティングの

中心にニューロマーケティングの部門を持つ企

サービスが提供されている。

業も目立つようになってきた。例えば，世界有

このように，海外と日本で共通して，民間企

数のマーケティングリサーチ企業であるニール

業でのニューロマーケティングの関心が高まっ

セン・カンパニーにはニューロマーケティング

ている。

専門の部門が存在する。他の世界規模の市場調

Ⅵ . 消費者神経科学研究の今後の方向性

査・広告会社（例：ミルウォード・ブラウン，
イプソス）にも，ニューロマーケティングの部
門が存在する。グーグル，キャンベル，FOX

これから研究の進展が期待される，消費者神

ニュース，エスティローダーといった分野に富

経科学の研究領域を述べたい。

んだ企業が顧客リストに名を連ねているよう
である（Plassmann et al., 2015）
。このような，

1. 文化的な視点の導入

民間企業でのニューロマーケティングの盛り上

文化的な視点は，筆者達が知る限り，消費者

がりに対応して，年単位でニューロマーケティ

神経科学で扱われていない。消費者行動には，
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文化的要素が影響している。また，文化差を神

（Tsai, Knutson, & Fung, 2006）。西洋文化では

経科学の手法を用いて研究する領域は，文化神

覚醒度が高いポジティブ感情がより理想的であ

経科学と呼ばれる萌芽的研究分野である（Han

ると見なされる。一方で，東洋文化では落ち着

et al., 2013）
。今後は，文化・消費者行動・神

いたポジティブ感情がより理想的であると評価

経科学を融合させたアプローチの進展が期待さ

されている。最近，そのことを脳機能から裏付

れる。

ける研究も現れた（Park, Tsai, Chim, Blevins,

文化的な視点を消費者神経科学に加えること

& Knutson, 2015）。西洋文化の方が，落ち着い

で，より独自の文化に適合した消費者行動理論

た表情に比べて，覚醒度の高い表情を見ている

の発展が見込める。ブランドパーソナリティ尺

際の腹側線条体活動が高かった。一方で，東洋

度（Jennifer L Aaker, 1997）には文化差が存在

文化の方が，自国文化（アジア人）の落ち着い

するという報告がある（Jennifer Lynn Aaker,

た表情を見ている際に，腹側内側前頭前野の活

Benet-Martinez, & Garolera, 2001）
。上述した

動が高かった。西洋文化では腹側線条体の活動，

ように，ブランドパーソナリティとは，ブラン

東洋文化では腹側内側前頭前野の活動が，理想

ドイメージを人の性格に例えて把握するもの

的な感情や価値をより反映しており，より市場

である。大きく 5 つの因子が特定されている：

行動の予測が可能かもしれない。これからは，

（ 誠 実（sincerity）
， 刺 激（excitement）
，能力

消費者神経科学の予測研究を，文化差まで考慮

（competence ）
， 洗 練（sophistication）
，素朴

して発展させていく必要がある。

（ruggedness）
。しかしながら，この 5 つの因子
はアメリカ文化には適応したが，日本文化では

2. 脳活動から特定の心理プロセスを特定でき

素朴（ruggedness）因子は見出されなかった。

るのか―fMRI 実験からの行動実験―

日本文化においては，素朴（ruggedness）に

ある脳領域の活動は必ずしも，特定の心理プ

代わり，平穏（peacefulness）が適合した。こ

ロセスを反映しているわけではない。なぜなら，

のように，文化によってブランドパーソナリ

多くの場合，ひとつの脳領域には多くの心理プ

ティ尺度の因子は異なる結果となっている。文

ロセスが内在しているためである。例えば，課

化によってブランドパーソナリティの捉え方が

題 A で X という脳領域の活動が増大していた

異なる神経基盤を特定することで，各文化に適

とする。そして，ある先行研究では，課題 B で

合したブランド理論についての新しい仮説が導

同じ X という脳領域の活動が増大していたとす

き出せる。

る。そこで，この課題 A は B という心理プロセ

また，文化によって最も予測に重要な脳領域

スに関係しているという結論がなされる。しか

が異なっているかもしれない。消費者行動の

し，この B という心理プロセスは，研究者が独

予測には，ポジティブ感情に関わる報酬系や

自に選んできたものである。X という脳領域が

価値判断の領域が重要であると考えられてい

活動する課題には，C，D，E，F・・・と多く

る（Knutson et al., 2007）
。しかし，文化によっ

の先行研究がある。つまり，多くの異なる心理

て，理想的なポジティブ感情は異なっている

プロセスで X という脳領域が働いているが，そ
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の中から研究者が任意で心理プロセスを引っ

る。ある論文で“reward”と示されていたと

張ってくることが可能なわけである。この現象

しても，それは研究者が reward であると考え

は，逆推論（reverse inference）と言われる。

ているだけであり，本当にそうかはわからない。

このような逆推論という脳活動から特定の心

Neurosynth はこうしたデータの集積であるこ

理プロセスを特定できるのかという問題は，消

とに注意する必要がある。

費者行動の理論を深める意味で重要である。複

より本質的な対応は，ある脳領域の活動が抑

数の理論で異なる脳領域が特定できたとして

制 / または全く存在しない場合に，行動がどう

も，その脳領域がどのような心理プロセスで活

なっているかを調べることである。例えば，商

動したかがわからないと，消費者行動の理論の

品等の経済価値判断には腹内側前頭前野が重要

深化は難しい。一方で，予測に関しては脳領域

であるという知見がある。もし，腹内側前頭前

が何を意味しているかは実践的にはあまり重要

野が経済価値判断に重要であるなら，この脳機

ではないという考えもある（もちろん，予測に

能が阻害されている時には，経済価値判断は上

必要な脳活動の背景にある心理プロセスの理解

手く行えないはずである。そのような方法が，

は重要である 。
）
。例えば，マルチボクセルパ

脳損傷患者研究と非侵襲的脳刺激法である。脳

ターン解析では予測精度の向上の面で期待され

損傷患者研究では，関心がある脳領域を損傷し

ているが，心理プロセスのさらなる理解につな

ている被験者とすることで，非侵襲的脳刺激法

がるかどうかは難しい。

では，ある脳領域を非侵襲的に抑制（または賦

5）

この逆推論（reverse inference）の問題は完

活）させることで，当該脳領域が行動に与える

全に解消することは難しい。ひとつの解決策と

影響の因果関係を推定できる。

して，Neurosynth の利用がある。研究者が脳

さらに，行動実験を追加して行うことで，

部位の心理プロセルを見積もる際のバイアスを

脳機能の仮説が正しいか検証できる。行動実験

避ける手段である。Neurosynth とは，大規模

を fMRI 実験の後に行うことは，消費者心理過

な fMRI 研究のデータベースであり，特定の単

程のさらなる理解という面だけでなく，逆推論

語を入力することで，その単語に関連した活

の解消といった意味でも重要になってくる。

動が報告されている脳領域を，自動的にメタ

逆推論の問題をこのような様々な手法で解決

分 析 し て く れ る（Yarkoni, Poldrack, Nichols,

していくことが，今後の消費者神経科学の研究

Van Essen, & Wager, 2011）
。ある領域の脳活

の課題である。 fMRI（等神経科学的手法）を

動を特定した際，認知機能の仮説となる言葉を，

特別視せず，様々な研究手法の一つとして，多

Neurosynth に入れ，その仮説を確かめてみる

面的にアプローチする必要がある。

ことができる。こうすることで，完全にではな

Ⅶ . 消費者神経科学の研究を行うために

いが，ある程度は逆推論（reverse inference）
の防止にもなる。ただし，Neurosynth のデー
タベースに登録されている単語と脳活動の関

本稿では，消費者神経科学の動向と展望を述

係が，完全ではないことに注意する必要があ

べた。欧米を中心に研究が急速に進みつつある
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が，日本ではまだまだ消費者神経科学の研究は

学の研究を行っていた。カリフォルニア大学の

多いとは言えない。以下では，消費者行動の研

Ming Hsu もそのパターンである。他にもこの

究者が神経科学の手法で研究を行う方法を論じ

ような例はいくつかある。消費者神経科学の研

たい。

究手法が神経科学であることを考えると，既存

現時点で，消費者行動の研究者が実践的な神

の採用枠に捉われないような方法も考慮される

経科学の手法を身に着けることが難しい。知識

べきだろう。

だけであれば独学で何とかなるかもしれない

Ⅷ . 結語

が，実践的な脳解析を個人の力だけで行うには
困難が付き纏う。欧米の消費者神経科学の研究
者の中でもこの問題は議論されている（Smidts

本稿では，消費者神経科学の動向を紹介し，

et al., 2014）
。経済学のように，大学院のコー

これからの展望を述べた。今後一人でも多くの

スワークで適切なトレーニングを積む場があれ

消費者行動の研究者が神経科学の手法に関心を

ばいいが，現状では整備されているとは言い難

持ち，消費者神経科学という新しい融合領域に

い（例外がテンプル大学である ）
。

参入することを期待したい。本稿が，消費者行

6）

消費者神経科学の初期の研究では，マーケ

動研究者にとって何らかの示唆を与えたなら望

ティングの研究者が医学・心理をメインフィー

外の喜びである。

ルドとする研究者と共同で研究していたようで
ある。医学や心理学の研究者は比較的，神経科
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6）テンプル大学の Fox School of Business では，2016
年度より Decision Neuroscience プログラムを開講
している。消費者神経科学の研究者，神経科学の研
究者，マーケティングの研究者がメンバーに名を連
ねている学際的なプログラムである。このような学
部の枠を超えた学際的な大学院のプログラムが，今
後の消費者神経科学の研究者育成に重要となってく
るだろう。
7）例えば，東北大学加齢医学研究所では，3T-MRI 設
備の外部利用を行っている。利用申請手続きを行う
ことで，研究目的に限り大学・研究機関・企業等の
研究グループに公開されている。これまで医学・心
理学の研究者だけでなく，言語学や農学など，幅広
い分野の研究者が東北大学加齢医学研究所の MRI
を利用して研究を行ってきている（2016/5/16 現在）。
最新の情報は HP 等で確認されたい。
8）例えば，玉川大学脳科学研究所では，学部学生から
若手研究者（文理不問・未経験者歓迎）までを対象
にして，神経科学の研究手法を実習で学ぶトレーニ
ングコースを開催している（3 日間連続）。その中に，
「ヒトの fMRI 基礎実習コース」があり，fMRI につ
いて実践的に学ぶことが可能である。また，生理学
研究所でも，初学者（主に学部学生～ポスドク）を
対象に，生理科学実験技術トレーニングコースを毎
年 開 催 し て い る（1 週 間 ）。 そ の 中 に「 ヒ ト 脳 の
fMRI データ解析入門」があり，fMRI 解析について
学べる。その他にも，京都大学こころの未来研究セ
ンターが，「fMRI 体験セミナー」を開催している。
京都大学に所属する大学院生限定ではあるが，一通
りの fMRI データ解析が行えるようである。これら
のトレーニングコースも 2016/5/16 時点での情報で
ある。各年度でプログラムは変更する可能性がある。
最新情報は，当該機関の HP で確認が必要である。

注
1）ブロックデザインでは，数十秒間隔で課題条件と安
静期間を繰り返す。一般的に，ブロックデザインは
検出力が高い
2）事象関連デザインでは，課題条件を比較的短い時間
でランダムに配置する。同一条件の刺激連続呈示に
よる脳活動の馴化の影響を低減できる。概して，ブ
ロックデザインよりも検出力は低い。
3）以下がビジネススクールに所属する消費者神経科学
者のリストである。
Maarten Boksem (Erasmus University), Moran
Cerf (Northwestern University), Adam Craig
(University of Kentucky), Angelika Dimoka
(Temple University), Alexander Genevsky
(Erasmus University), William Hedgcock
(University of Iowa), Ming Hsu (UC Berley), Uma
R. Karmarkar (UC San Diego), Peter Kenning
(Heinrich-Heine-University Düsseldorf), Gideon
Nave (University of Pennsilvania), Hilke Plassmann
(INSEAD), Martin Reimann (University of Arizona),
Crystal Reeck (Temple University), Baba Shiv
(Stanford University), Ale Smidts (Erasmus
University), Vinod Venkatraman (Temple
University), Ryan Webb (University of Tronto),
Carolyn Yoon (University of Michigan)。
4）このシンポジウムは，NeuroEconomics 学会のプレ
コ ン フ ァ レ ン ス と し て 行 わ れ て い る。 な お，
NeuroEconomics 学会はどちらかというと，神経科
学の研究者が中心に，経済的意思決定の脳研究を発
表している学会である
5）人気に関わる脳領域の心理プロセスを理解すること
で，商品開発や広告作成の段階で組み込むべき心理
因子を知ることができる。
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