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心理学

◆弱点効果

話の内容がウマすぎると、かえって警戒してしまうものです。

「私は、何事にも熱心で最後まであきらめず自分でも努力家だと思っています。」

よりも少し自分の弱点を入れると人間味が出ます。

「私はごらんの通り、おっちょこちょいな顔をしていますが、何事にも熱心で最後まであきらめず自分でも

努力家だと思っています。」

◆家族効果

人は家族のことをほめられたり、大切にされると自尊心をくすぐられます。家族へのおもてなしが喜びとな

り親近感を抱きます。プライベートなことを話せば、相手もより親しみを感じてくれます。

◆真実とウソのバランス効果

ニセ物でも本物に思えてしまうこともありますよね。

Ａ「このバックは本物ですか？ 近頃、ニセ物が多く出ていると聞きますが・・・」

Ｂ「正直この値段でこのバックは買えないのです。今、逃すとこのバックは絶対に手に入りませんよ。ま、

騙されたと思って買ってくださいよ」

Ａさんの返事にあっさり答えるＢさん。なんだか本物に見えてしまう。この時、心にスキができてしまうの

ですね。詐欺はこのスキが大好きですね。注意。

ニセ物の大ヒット商品にこんなパッケージが書いてありました。「類似品が多く出ています。ご注意ください」

と。なんとも裏をかいた作戦ですよね。

◆特別・限定効果

「今回、特別にご用意しました。」「今回、特別に安くしておきます。」「今回は、特別ですよ。」

人は、「特別」と聞くと自尊心をくすぐられ、無防備になります。

カシミアのマフラーの実験です。実験者に、色も形もまったく同じ２本のマフラーを用意して①②のタグを

付け手触りや感触を味わってもらいました。最後に、③のタグをつけた入手困難な限定品でもあるマフラー

も触ってもらいました。どの商品が一番いいか質問しました。言うまでもなく、入手困難な③のカシミアの

マフラーが一番 肌触りが良かったそうです。①②③すべてまったく同じマフラーなのに・・・。

◆最後の言葉の効果

人は、最後に聞いたことを受け入れやすくなるものです。アメリカで実験のためウソの裁判が行われました。

弁護側の証言６つ、検事側の証言６つ。文章はすべて同じ長さにして、陪審員に判断させます。２つずつ証

言を出していきますが、陪審員たちは最後の証言に心を動かされることが実験で分かりました。最後に流し

た情報が相手の心を最終的に決定させました。

①最初から最後までほめ続ける

②最初はほめて、後からけなす

③最初から最後までけなし続ける

④最初はけなし、後からほめる

さて、どれが好印象を与えるでしょうか？ 答えはほめ続けた①ではなく、けなしてからほめる④です。逆

に悪印象は③ではなく、②なのですね。

人はほめられて、けなされると、ものを高いところから落とされたように心の中での落差が大きくなってし

まいます。逆に低いところから高いところに持ち上げられると、心も連動して愉快感が増すのですね。
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◆アンケート効果

たまに街角でアンケートを実施しているのを見かけます。２、３分のアンケートでも答えつづけると、協力

心が芽生えるものです。アンケート後に、「今回、うちの会社で新商品がでました。あなた様にとってぴっ

たりの商品だと思います。」と。人は一度協力するとその後なかなか断れない心理も持っています。いきな

り新商品を買ってください、というよりはじめにアンケートで心を引き込むことで売り上げがアップするの

ですね。

献血の話です。歩行者に「明日、献血に協力してくれませんか」と頼むと、およそ３０％の人が献血してく

れたそうです。次に「２ヶ月に１回の献血に協力してくれませんか」と頼み、断られてから「それなら明日、

１回だけでいいので献血してくれませんか」と頼むと、およそ５０％の人が献血してくれたそうです。

ある街の主婦に「お宅の家庭用品について情報を提供してほしいのです。そのさい家の中を自由に見せてほ

しい」という調査で３つの方法で依頼しました。

①相手をいきなり訪れて「調査に協力して欲しい」と頼む。

②あらかじめ電話で連絡をとり、調査の内容の説明をしておいてから、そのあとで依頼する。

③この調査に関するアンケート調査をはじめに依頼し、了解を得たうえで、日をおいてから実際の調査を依

頼する。

調査では①は２２％、②は２８％、③は５３％の結果に。

◆同調効果・同調行動

道を歩いていると、数人の人が空を見上げています。そのそばを通りかかると、空を見上げてしまいたくな

るものです。人には好奇心があるのですね。

ある実験です。９人のグループ、８人がサクラです。１本の直線を９人に見せます。その後、３本の直線を

見てさっきの直線と同じ長さの線はどれか当ててもらいます。普通に見れば明らかに正解が分かります。し

かし、８人のサクラの人はわざと間違った線を選びます。すると最後に残った実験人は、「おかしいな」と

思いつつも８人に同調した答えを言ってしまうそうです。正しくも、間違いになることもあるのですね。

◆後光効果

見た目は普通のおじさん。舞台の上で講師の紹介をされるそのおじさん。なんと教授で、世界が認めた大先

生だったのです。どうりで、会場には外国の方も多いわけです。一瞬にしておじさんを見る目が変わります

ね。素晴らしい人なのだと。でも実は実験のために呼ばれた普通のおじさん。人は、肩書きや名誉で光り輝

いて見えるものですね。

◆「みんな」効果（準拠集団効果）

子供が親に「このゲームみんな持っているのだよ。○○ちゃんも、○○ちゃんも」。これを聞いた親は、みん

な持っていて家の子だけ持ってないのもかわいそうかしら。と、心が動くものです。

人の心理には、集団意識があります。集団からはずれた行動や振る舞いはなかなかできません。みんなやっ

ているから。みんな持っているから。そんな「みんな」が自分を動かすのですね。特に日本では。

船が沈没しかけているので、船長は乗客に船から飛び降りるよう指示した。

アメリカ人にはこう言った「ここで飛び降りればあなたは英雄ですよ」

イギリス人にはこう言った「ここで飛び降りればあなたは紳士ですよ」

ドイツ人 にはこう言った「ここで飛び降りるのが規則となっております」

フランス人にはこう言った「ここで飛び降りれば女性にもてますよ」

日本人  にはこう言った「みんな飛び降りていますよ」
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◆禁止効果（カリギュウラ効果）

人は、好奇心を持っています。禁止されると、好奇心が働いて欲求を深めてしまうこともあります。

こんな実験があります。壁に３㎝くらいの穴があいてあります。その横には「のぞくな」と貼り紙がしてあ

ります。さて、何人の通行人がその穴をのぞいたでしょうか。実は１００％だったそうです。のぞく誘惑に

負けてしまいますよね。貼り紙がなければ、誰も見ないのに・・・。

◆おまけ効果

あるデパートで、衣料品の２割引セールを実施。レジで定価を払い、別の場所で２割の現金を返金するシス

テムです。はじめから２割値引きしてレジで精算をする方が楽なはずです。しかし、おまけ効果により現金

が戻ってきた喜びが人の心をくすぐるものです。お客さんは日増しに多くなっていったそうです。売り上げ

も２倍に。なぜでしょう。なぜなら、戻ってきた２割の現金で、また買い物をしたくなるからだそうです。

こんな経験ないでしょうか。「今回はキャンペーンにつき○○がプレゼントとなります」と。おまけが付いて

くるとなんだか得した気分になりますよね。

◆「誰かのために」効果

エステの広告を２種類。①あなたはもっと美しくなれる。②あなたの美しさを愛する人へ。

①は自分のためです。②は誰かのためです。誰かのためにすることで、自分では遠慮して出来なかったこと

も出来るよう思える。

Ａ「値段は高いですが、機能的で便利で最新の洗濯機です。ボタン一つで真っ白なシャツになりますよ」

Ｂ「高すぎるし、手抜きに思われないかしら」

Ａ「きれいなシャツは家族のため。時間の節約は、子供との時間を作るためですよ」と。

なんだか、誰かのために、と言われるとそんな気分になってしまう・・・。

◆二者択一効果

Ａ「食後のデザートは、チーズケーキとモンブランどちらになさいますか。」

Ｂ「モンブランを頼むよ」

Ａ「かしこまりました」

Ｂさんは頼んでから思いました。普段、甘いものは食べてないのに何で注文してしまったのかと。「食後のデ

ザートはどうしますか。」と聞かれたらＢさんは断ったでしょう。しかし二者択一を、当然のように言われ

たのでどちらかを選択してしまったのです。

写真には５個のリンゴが写っています。写真を見せた後に「リンゴは何個でしたか」と聞くと、ほんどの場

合答えることができます。しかし、「リンゴは５個でしたか、それとも６個でしたか」と聞くと、正解率が落

ちるそうです。というのも、自分の中に答えでない答えが入ると心は迷うものです。さらに、「リンゴは４個

でしたか、７個でしたか」と聞くとさらに正解率が落ちるものです。なぜなら、質問に正解が入ってないか

らです。でも指示されると、どちらかを答えないといけない心理が働くのですね。

◆シーソー効果

あちらが上がればこちらが下がる。人の心も、シーソーみたいなところがあります。ライバルのＡ君が誉め

られるとＢ君は「いいな」と思い、差が付いたように落ち込みます。逆に、Ａ君が叱られるとＢ君は自信が

つきます。でも、このライバル心が互いを成長させているのですね。

あるサッカークラブでは、Ａチームに入りたくて練習に必死。Ｙ君が誉められると、それを見ていたＺ君が

奮起し猛練習してＹ君を追い抜こうとします。Ｚ君が誉められるとＹ君が自主トレーニングを始めます。ラ

イバルが誉められると、地位が下がったように思えます。誰かを誉めると誰かが伸びる。これもシーソーの

効果ですね。
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◆クッション効果

会社の中に、仲の悪い二人がいます。すべてにおいてウマが合いません。しかし、上司の入れ替わりがあっ

てから二人は互いに意見を言い合うまでになりました。なぜでしょうか。二人にとって新しい上司があまり

にウマが合わなかったのです。上司のことを言うことで意見が合うようになりました。間に挟まれる人の共

通点が二人の間のクッションになったのです。共通するクッションがあれば、互いに親近感が出てくるので

すね。

◆説得力の効果

①クライマックス法

あまり重要でない話から始め、だんだん核心に近づき、最後にもっとも重要な内容を話す。

②アンチクライマックス法

最初にもっとも重要な内容を話し、後はその解説や関連したことやどうでもいいことを話す。

この二つを使い分けると効果的だそうです。相手が興味を示しているときは①を、興味を示さず義務で集ま

った人が対象な時は②を。これを使い分けると相手も話を聞きやすくなるそうです。

「フィーリング・グッド」と呼ばれる実験で、人は何かを食べながらのほうが、説得されやすいそうです。

また、意見に対して賛成する割合も多くなるそうです。

◆「はい」の続きは「はい」効果

上司との話の中で

「最近、引っ越ししたんだって」

「はい。先週引っ越ししました」

「落ち着くまで大変でしょう」

「はい。まだまだ落ち着かなくて」

「体調はだいじょうぶかね」

「はい。今のところ大丈夫です」

「仕事もプライベートも頑張っているね」

「はい。ありがとうございます」

「そういえば、週末出張があるんだけれど日程調整してみてくれないか」

「はい。調整しています」と。

一定の行動をすると、方向性がひとつに定まっていきます。質問に対しての答えが「はい」から始まるよ

うに方向を定めてあげると、緊張したり不信感を抱いている人もリラックスしていくそうです。だから少

し無理な内容でも最後には「はい」と素直に受け入れてしまうものなのです。

◆２種類の質問効果

無口な人に質問するときどちらがいい？

①あなたのご両親は、彼女を理解していますか？

→ 「はい」「いいえ」の答えになってしまいがち。

②あなたのご両親は、彼女に対してどんな感情を持って接してくれますか？

                 → はい、いいえではなく会話で答えてくれるようになる。



5

◆役割演技効果

地域や諸団体などで役など、ある役割をこなしているうちにその役割の果たす考え・思い・行動に影響され

て、それまで持っていた自分の考え・思い・行動が変わってしまうのです。演劇や学芸会もそうでしょう。

楽しくなくても楽しくやっているつもりで物事にあたると、心が楽しさの方向へ向き始めます。心と体はく

っついています。上機嫌なふりをしていると本当に上機嫌になってしまう。作り笑いをするだけで、心はハ

ッピーに向かい始めます。

会社で遅刻や欠席の多い社員を集めて、他の社員の勤務管理を「役割」として与えます。すると、遅刻や欠

席が多かった社員が、その役割を果たそうと規則正しく行動をとるようになるのです。

◆親近距離効果

男性が５０㌢離れたところにいる女性と２㍍離れたところにいる女性、二人と同時に会話をする実験が行わ

れました。男性にどちらに好感を持ちましたか？と聞くと、「近くにいた女性に好感を持ちました」という結

果が出ました。女性を入れ替えて試しましたが、結果は同じでした。人と早くうち解けたいときは、なるべ

く近づいて会話をするとよいでしょう。５０㌢の距離まで接近すると、会話がスムーズに運び、リードしや

すくなるものです。

知らない人に何かを頼むとき、どのような頼み方をすると効果的でしょうか。依頼の主旨を相手に話すとき

には、近い距離５０㌢前後で熱心に頼んだほうが、遠い距離１㍍前後の場合よりイエスと言ってくれる確立

が上がるそうです。

◆貸し借り効果

ゲームのチップの貸し借り実験です。チップは、後で現金に返還できます。チップが無くなった人に。

Ａさん「返してもらわなくていいです」

Ｂさん「ゲームが終わったら利子をつけて返してください」

Ｃさん「後で、貸した分と同じだけ返してください」

この３人の中で印象が良いのは誰でしょう。実験では「貸した分だけ返してほしい」といったＣさんでした。

Ｂさんは悪い印象を持ち、丸々くれるＡさんには「負担」「うさん臭い」と感じたそうです。

人は、借りをつくったら、早くその借りを返して対等な関係に戻りたいと思うものです。

◆怒りを静める秘訣

デパートの苦情係。対応に満足して要求を引っ込める秘訣があるそうです。それは「相手の話をよく聞いて、

一気に片づけようとしないこと」だそうです。怒りや不満は、そのはけ口を探しています。そのエネルギー

を存分に吐き出してあげることで解消に向かっていくのです。聞き役に徹しているうちに時間が経ち、エネ

ルギーを吐き出していきます。

◆緊張が解けた瞬間「ホンネ」が効果

会議や商談は緊張するものです。「本日はここまでにしましょう」と一段落ついて気がゆるんだときに「あぁ

～、一つだけお聞きしたいのですが、○○はどうでしょう」。気がゆるんだときに、聞かれるとついホンネ

が・・・。ドラマ古畑任三郎で使われる手法ですよね。

◆発想の転換

すべての衣類を自分自身で買いそろえる男性は多くないでしょう。奥さんに任せっぱなし、という人も多い

でしょう。あるデパートでは男性用品を女性用品の売り場に置く方法で売り上げを伸ばしているそうです。

また、ある航空会社では、「目的地に早く着く」をアピールしていましたが、発想の転換で「家に早く帰れる」

として成功を収めたそうです。
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◆色彩効果

黒っぽい色は重く感じられ、明るい色ほど軽く感じられます。ある工場で製品を黒い金属箱につめて工員に

運ばせていた。ところが「重くて背骨がおれそうだ」という苦情が続出。その後、箱をライトグリーンに塗

り替えたら「今度の箱は軽くて運ぶのが楽だ」と言うようになった。重さは変わらないのに・・・。

＜色相＞

「暖」 暖かい、喜び、充実、活動的、情的

「中性」平静、平凡

「寒」 冷たい、悲しい、寂しい、休止的、知的

＜明度＞           ＜彩度＞

「高」 陽気、軽快、軽薄   「高」 派手、新鮮、はつらつ

「中」 落ち着き       「中」 落ち着き、くつろぎ

「低」 陰気、鈍重、重圧   「低」 地味、渋味、落ち着き

◆積極姿勢は自信から

学業成績についてのミーティングが行われました。学生には、事前に「優秀」「普通」「不可」の通知票を渡

し、個々の成績表に合わせてコメントがついています。教室に入ってきた学生たちは、それぞれ自分の座り

たい席に座ります。始まってみると「優秀」の通知票をもらった学生は、先生の目の届く範囲に座り、「不可」

の成績表をもらった人はなるべく離れたところに座ったのです。

◆長所・短所効果

商品の宣伝です。

①「この商品には、「○○」と「○○」と「○○」の長所があります」

②「この商品には、「○○」と「○○」と「○○」の短所があります。しかし、「○○」と「○○」と「○○」

などの点は他のどの商品にも負けない長所があります」

一般的には②の長所と短所の両方を呈示したほうが説得効果が高いそうです。使い分けとして、子供たちに

は①を、大人には②を、より効果的に宣伝することができるそうです。

◆ボディ・タッチ

日本人はアメリカ人に比べ子供の頃は親子で体を触れ合いながらコミュニケーションをとります。直接的な

コミュニケーションです。しかし、大人になると急激に失われてしまいます。欧米の人たちが抱き合う姿を

見ると、不自然に感じることもあります。ボディ・タッチは照れを感じるものです。でも、お酒を飲んだ後

では、仲間意識が芽生え肩を組んだりもしますよね。一番簡単な触れ合いに握手があります。この握手につ

いての実験です。

①目隠しをして、握手はせずに話をする

②話を握手もしないで、相手をみるだけ

③目隠しをして話をせずに、握手だけする

この結果①では「距離感がある」「無感動」「形式的」。②では「冷たい」「無礼」「大人げない」。③では「温

かい」「感覚が鋭い」「信頼できる」「大人らしい」。という印象を受けたそうです。

◆スティンザー効果

1)会議では、以前に議論をたたかわせた相手が参加しているときは、誰でもその人の正面にすわる傾向があ

る。

2)ある発言が終わったとき、次に発言するのは、その意見の賛成者の場合よりも、反対者である場合が多い。

3)議長のリーダーシップが弱い場合は、議会の参加者は正面にいる人と話したがる。逆に、リーダーシップ

が強い場合は、隣の人と話したがる。
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以上から会議をうまくリードするには。

①席がいくつも空いているにもかかわらずあなたの正面に座る人がいたら、その人はあなたの意見に対して、

必ず反論してくるものと考えておくこと。何かにつけて反対してくるので、会議をスムーズに運ぶために、

あらかじめ、対抗策を用意しておく。

②あなたの意見と同じ意見が出たら、他人に発言をされる前にすぐさま賛成意見を述べ賛成意見を増やして

おく。逆に反対意見を言われてしまってから、賛成意見を増やすとなると、かなりの手間がかかる。

③会議中にヒソヒソ話が始まった場合は、ヒソヒソ話のされている席に注目する。

◆３分間が目安効果

スピーチの長さは、３分にまとめましょう。商談も、３分以内が勝負。宇宙の始まり「ビックバン」は３分

以内だった。人の集中力は、３分間が分かれ目。初対面の人に話しかけるタイミングは、もっと短くて１０

秒以内が勝負。

◆サブリミナル効果

１９５７年、アメリカでピクニックという映画が放映されました。観客は「今日は、どうしてもノドがかわ

く」「ポップコーンが食べたくなった」といって、いつもよりコーラとポップコーンの売り上げが上昇したそ

うです。なぜでしょうか？それは、【コカコーラを飲んでください】【ポップコーンをどうぞ】という言葉と

おいしそうに飲んでいる絵を映写しました。一瞬しか映写しないため、誰一人としてスクリーンに映し出さ

れていることに気が付きません。それを定期的に映画の中に組み込んだのです。目には見えない言葉や絵が

脳裏に焼き付き、つい行動してしまったのですね。今では、ＣＭなどで禁止されています。

◆音楽効果

歯医者や産婦人科医などでよく耳にするクラシック音楽。音楽には、心を和ませリラックスさせる働きがあ

ります。音楽効果のテクニックとして、悲しみの真っ直中にいる人に、輪をかけた悲しい音楽を聞かせます。

それから次第に華やかな音楽に移るほうが、悲しみを癒すのに効果的だそうです。

◆プラシーボ効果

代用薬というものがある。たとえば睡眠薬だと思わせてビタミン剤を与えると、そのつもりで飲んだ人は眠

たくなってくる。モルヒネは痛み止めとして知られていますが、患者にモルヒネを与え、ある患者には代用

薬を与えてみると、モルヒネを与えられた患者の５２％は痛みが消え、代用薬を受けた患者の４０％が痛み

が止まったといいます。思いこみで、人の心はそのように動き始めることもあるのですね。

◆イメージ療法効果（サイモント療法）

ガンと宣告された患者に、自分のガンを絵画的なイメージに変換してもらうようにします。たとえばコンニ

ャクの固まりなど。そして防御の働きをする白血球なども別のイメージに変換してもらいます。たとえば腹

ぺこの白い魚など。患者に、コンニャクをパクパクと食べ尽くしていく白い魚をイメージしてもらいます。

これらのイメージ治療が素晴らしい結果を生むそうです。

１９７５年「治療不能」で、もう１年以上は生きられないだろうと宣告された１５９人の患者に、この療法

が行われました。結果４年後１９７９年には６３人がまだ生存しており、そのうち１４人のガンが完全に消

滅していたそうです。死亡した人でも、平均で２０ヶ月以上も生存していたそうです。

心とイメージと体は、くっついている！？
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◆単純接触の原理

何人かの大学生に、卒業アルバムから抜き取った写真を見せた。２枚ずつＡ～Ｆの６組のペアにして、Ａは

１回、Ｂは２回、Ｃは５回、Ｄは１０回、Ｅは２５回、Ｆは一度も見せない。このあと、それぞれ６組１２

枚の写真を見せて印象を聞きました。結果はＡ組よりＢ組、Ｂ組よりＣ組というように、見る回数が多くな

ればなるほど、好印象だと答える傾向が強かったそうです。写真だけではなく、実際に人物と対面させた場

合でも同じ結果が出るそうです。つまりある特定の人との接触が多くなればなるほど好感を抱くようになる

ということです。ただし、第一印象が悪いときは、逆効果です。

◆外見効果

顔が変わると、性格が変わるといわれます。普段あまりパットしない人でも、警察官や医者の服を着たとた

んにシャキッとなるものです。女性でもあこがれのスチュワーデス、看護師などの服を着ると胸を張って歩

きたくなるものです。外見によって心がシャキッとし、さらに外見もシャキッとさせる効果があるのですね。

◆三日坊主から持続坊主へ

よし今度こそは長続きさせよう、と新しいことを始めるもすぐに飽きてします。長く続けるための秘訣とし

て、昼ドラ・連ドラのテクニックを使ってみよう。なぜ、連続ドラマを一回見ると次が見たくなるのか？そ

れは、山場で終わるからです。ＣＭを挟むのも山場です。ということは、何事も区切りの良いところで中断

するのではなく、山場で中断することで長続きするようになるのです。たとえば、本を読み始めます。区切

りのところで中断するのではなく、山場でいったん休憩を取ります。すると早く本が読みたくなるのです。

集中力が無くなってから中断するのではなく、ポイントは山場で区切りにすることです。

◆睡眠学習の効果

中２、高２の男女４８名の学生に、本人の知らない英単語と日本語訳を２０個書いてもらいます。そしてそ

の単語を録音してもらいました。睡眠学習をするグループとしないグループに分け、１日ごとに記憶力の集

計をとり６日間学習をしてもらいました。高校生については記憶数に３倍以上のひらきがでたそうです。

催眠学習とは、眠る前や、朝の目覚めた後のうとうとしている状態に音声と共に記憶すると、直接潜在意識

に働きかけることができるので記憶力がますというものです。夜、勉強したらすぐに寝ることで、脳に刻ま

れやすく、忘れにくくなるそうです。

◆子供が好きな形

漫画家の藤子不二雄さんは「子供たちは丸いものが大好きなんです。丸い動物を主人公とすれば必ず人気番

組になるでしょう」と。

◆コミュニケーション

私たちは、常にコミュニケーションをとって生活しています。さて、コミュニケーションはどのように行わ

れているのでしょうか。実は、言葉 7 %、声のトーンや口調 38 %、ボディーランゲージは 55 %。言葉が占め

るコミュニケーションは以外に少ないのですね。

二人一組で向き合い一度目を合わせます。一人がマイブームを一分間話します。もう一人は、徹底して聞き

にまわります。聞きにまわった人は、相手のマイブームをそっくりそのままビデオで撮ったみたいに繰り返

してあげてください。言葉、口調、手振りを。自分がどのようにコミュニケーションを取っているか気づく

ことができます。生き物しりとり。あり、りす、すずめ、めだか、かめれおん。しりとりをするときに、言

葉だけではなくその動物を身体で表現しましょう。伝える力が増すでしょう

自分の心、どこまで知っていますか。どこまで使えていますか。


