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■本研究の問題意識と着眼点 2 

 行動デザイン研究所では、人が普段、無意識下で行っている反応や判断とそれによって引き起こさ
れる行動の関係を把握しようと様々な研究を行っている。今回の研究で取り上げたのは、刺激として
の「数の大きさ（多さ）」が人の反応や行動にどう影響を及ぼすかというテーマだ。 
 

 数（量）の大小が反応や行動に大きな影響を与えていることは、いくつもの基礎研究で示されている
（例えば, Dehaene et al., 1993；Fisher et al., 2003； Xuan et al., 2007）。一方で，マーケティ
ングや広告コミュニケーションの実務において「どんな数を提示すれば最も効果的に顧客の態度変容
を促すことができるか」は常に議論になるが、日常場面における実証研究はまだ進んでいない。 
 

 経験的には他人を説得するプレゼンテーションで「３つ理由を挙げる」、「商品を説明するポイントを３
つに絞る」、といった行動はよく見受けられる。「石の上にも３年」など、「３」を使った諺も多い。こうした
経験に基づき「３」を使うのが効果的という主張もあるが、その真偽、あるいは「３」が有効な理由も解
明されていない状況だ。 
 

 一般的に理由（根拠）や選択肢は多ければ多いほどいいと考えられるが、逆に多すぎると認知的過
負荷（オーバーロード）がかかるとも考えられる（注）。理由（根拠）や選択肢の数は１や２よりも、３の方
が好ましいのは自明と思われるので、「３で十分なのか、４つ以上のほうがよりいいのか」を明らかにす
ることにスタディをフォーカスした。本研究の目的は実務上に有用な示唆を与えることなので、０〜９
の全ての数との比較をしなくても「３で十分なのか、４つ以上のほうがよりいいのか」が分かれば、コミュ
ニケーションの送り手（企業や制作者）にとっても実務に役立つと考え、「３」と「４以上」の間に潜む差
分に注目した。 
                                                           ※注: Iyengar & Lepper, 2000」 
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■本研究のアプローチ 3 

 スタディ（１） 日常のコミュニケーションにおける「３」の使用状況の把握 

• 広告や出版物などで「３」が使われている事例を多数、収集しその傾向を整理・分析した。 

• 諺に使われる数字の頻度を調査した。 
 

 スタディ（２） 「３」の“特異性”の検証 

• 数詞の入った代表的な諺の中でそれぞれの数詞を他の数字に入れ替えたときの「違和感」を調査した。 

  【 2017年12月実施 調査対象：早稲田大学 学部学生男女112人】 
 

 スタディ（３） 「３」の広告効果についての検証 

• 同様の広告表現で数の要素を３と４で比較したときの態度変容を調査した。また、それぞれの数に 

  反応した人の性格の違いも定量的に把握した。（商品は架空の保険と洗剤の２カテゴリーを提示） 
 

    【（３）調査設計】 

    ・サンプル数 ：600ss（２商品各３００ss/保険については興味検討層） 

    ・調査エリア ：全国  ・性別 ：男女  ・年齢 ：20歳～59歳 （国勢調査に従って割り付け） 

    ・調査時期：２０１８年１月１９日～２１日  調査会社：㈱クロスマーケティング 

 

 以下の３つのスタディにより、 「３」とその他の数で人の反応や行動に差があるのではないか？と 
いう点にフォーカスして仮説を構築し、同時にもし差があるとしたら何がその理由になるのか？について
の考察を行った。３以外の全ての数字（０〜９）と比較・検証を行うのは費用的にも調査設計上も制約が
大きいので、定量調査に関しては、「３と４」の差分にフォーカスし、３と４の間の差分が大きければ、つま
り３と４の間にコミュニケーション上の閾値が存在することがわかれば、「３を使うこと」と「４以上を使うこ
と」それぞれのメリット、デメリットが示唆できると考えた。 
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■調査（３）の広告表現案（提示素材） 4 

 生命保険と洗濯洗剤という、ジャンルの全く異なる二つの商品それぞれに、下図のような架空の広告表現案を起こし、商品ごとに違う 

   被験者に「加入（購入）意向」を聞いた。また、「内向的か外向的か/人付き合いが積極的か消極的か/将来に備えて蓄えるか/ブラン 

   ドと価格の安さ、どちらを重視するか」など各被験者の性格についての質問にも回答してもらった。 

【架空の新型生命保険】 【架空のキューブジェル洗剤】 
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 スタディの成果として、なぜ「３」がよく使われるのか？（コミュニケーション上で効果的と思われている 
のか？）についての理由をある程度、解明することができた。 
 また、「３」に反応する人、反応しない人の特性を把握することで、「どのような状況で“３”を使うのが有効
か」という実務に応用可能な示唆を得ることができた。 
 よって、「３とその他の数で人の反応や行動に差があるのではないか？」という仮説をめぐる研究にある程
度、筋道を付けることができたのではないか、と考える。 
（これらの一連のスタディは早稲田大学の渡邊克巳研究室（認知心理学）・渡邊克巳教授・佐々木恭志
郎博士の協力のもと、２０１７年１１月～２０１８年３月にかけて実施されたものである。） 
 
 
 
 
 なぜ「３」がよく使われるのだろうか？スタディから見えてきたその理由は、「３」という数字そのものに最も
説得力があるからではなく、「３」が受け手（生活者）にとっても、コミュニケーションの送り手（企業や制作
者）にとっても「扱いやすい数」であるために、よく「３」が用いられるのではないか？ということだ。 
 その扱いやすさとは何か。送り手側に関してはそれは自明だ。理由にしても選択肢にしても、3つ目まで
は比較的容易に思いつくが、４以上を考えるのは意外に負荷（頭脳的コスト）がかかる。時間も費用もかか
る。だから「３つもあれば十分と思いたい」というのが送り手側のインサイトだろう。 
 では、なぜ送り手は「３つもあれば十分」と考えられるのだろうか。そこには、やはり受け手側の納得感と
いった、ある判断根拠があるはずだ。では実際に、受け手側は「３」をどう捉えているのだろうか。次頁以降
でその点を考察していこう。 

5 ■本研究の成果と考察（総括） 

【なぜ３がよく使われるのか？に関する考察】 
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まず、「３がよく使われる」という定説自体を検証した。事実、数字を含む諺・故事成句の中では、「１」
の次に「３」が多く使われている。 

■本研究の考察（１） 

事実、「３」はよく使われている。 
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宗教的モチーフや巡礼参拝を起源とする観光で「３」が使われているものは多い。特に観光案内でよく
見られる「日本三景」「三大夜景」などの語彙に関しては「二景」や「四景」というバリエーションは見当たら
ない。こうした歴史的・文化的背景から、結果として「３は特別」という意識評価が生まれているのではな
いだろうか。 
文芸作品の題名などでも「３」が使われている名作がある。現代の広告やカタログなどで「３」を使うことが
多いのは、こうした「３の記憶」が長い時間の中で蓄積されているからだろう。 

３つの理由 

【広告やカタログの惹句の一例】 

【宗教的/観光モチーフの一例】 

三銃士 

■本研究の考察（２） 

【文芸作品や民話の題名の一例】 

宗教的モチーフや観光、文芸作品の題名でも「３」が使われてきた。 
その記憶が、現代の広告にも反映している可能性。 

３匹の○○ 母を尋ねて三千里 
三位一体 

三島神社 三峰神社 

三種の神器 

日本三景 日本三大夜景 

選べる３タイプ ３つの約束 

三四郎 

三大特徴 

三年寝太郎 股旅三度笠 
三回忌 浄土三部経 

三昧 三尊 出羽三山 

三つ数えろ 三丁目の◯◯ 

◯◯◯三世 

三途の川 三十三間堂 
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日本語には「３つの文字や単語」をひとかたまりにした語彙がある。その意味性を分析すると※、（１）“位
置関係や全体像”を表現するもの、（２）“リズム感や順序”を表現するものに大別される。（「上中下」
「前中後」のように位置関係から順序関係に転用されるケースもある。） ※全学連などの３文字略語を除く 

「３拍子」という日本人に好ましいリズム感があるので、そのリズムからこれらの語彙が普及して 
いった可能性もある。 

■本研究の考察（３） 

日本語の語彙でよく目にする「３文字」「３単語」ワード。 
“三拍子のリズム感” が心地よいのかもしれない。 
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陰陽思想では「一」は物事の始まりを表す
神聖な数字、「三」はその次に最も区切り
がいい、縁起のいい奇数 

ネットで「３が使われる理由」と検索すると、ある検索サイトでは162万件が表示される。上位に表示されるも
のを見てみると「３に関しての定説」がいろいろ挙げられているが、どれもそこそこ「なるほど」という納感はある
ものの、逆に決め手に欠けるという印象だ。つまり「なぜ３が使われるのか」の理由は、「分かったようで、実は
よく分からない」というのが現状だ。ネットに上がっている「３は神秘数」という “説明”がその「あやふやさ」を
象徴している。 
ここから、「３」という数に対する認識の中に、意味の曖昧さ（解釈の幅）が存在しているということができるの
ではないだろうか。 

三は「満つ」や「充つ」に通じ
る、 
非常におめでたい数 

一や二は点や線でしかないが 
三になってはじめて面が完成 
する、全てがそろう 

じゃんけんは、３すくみだから成立する。
４だと勝負がつかない。 

■本研究の考察（４） 

三は神秘数。 

「なぜ３が使われるのか」の理由は、分かったようで、よく分からない。 
つまり、 「３」に対する認識には、曖昧さ（解釈の幅）が存在している。 

「3」は最も区切りが良く「調和」 
 を表すものだと思われてきた。 

「三」という数は 
最もバランスが良く 
なじむ数 

３というのは調和を意味する数字。２や４など、割り切れる数
字では「対立」を予感させる。かといって、５では多い。 

物質を作っている原子にも安定を求めて 
三角形に並びたがる性質があるという 
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10 

数字を使った諺の中で、「３」を使った諺（三度目の正直、など）と、４以上を使った諺（四面楚歌、など）
について、数字を「一つ少ない数」と「一つ多い数」に入れ替えて、それにどれくらい違和感を覚えるかを
測定した。（例：「２度目の正直」 「４度目の正直」など） 

その結果、 「３」を使った諺で数を前後（２や４）に入れ替えた場合と、「４以上」を使った諺で数を前後
（ｎ±１）に入れ替えた場合では「３」を前後の数に入れ替えた場合のほうが違和感が有意に小さい（違
和感を感じにくい）ことがわかった（図/縦軸は10段階の違和感尺度）。 
 

これは、「三日天下」「三日坊主」のように「少ないという意味」と、「三度目の正直」 

のように「多いという意味」の両方を持つ、という「３」の特性（幅の広さ）によると 

考えられる。つまり「３」は多いのか少ないのかよく分からない「あいまいな数字」 

なので、「３」を提示すると受け手が自分に都合よく解釈する可能性があり、その 

ために、「３」を他の数に変えてもそれほど違和感がなかったと解釈できる。 
 

この「３のあいまいさ」が日常のコミュニケーションで「３」が使われやすい理由で 

はないだろうか。送り手が「３」という数を使ったときに、受け手が自分に都合よく 

（想定より多い、想定より少ない）勝手に解釈してくれるので、コミュニケーション 

がうまく成立しやすい、ということならばそれが「３の良さ」といえる。 

 

 

 

    

 

【調査が裏付けた「３」の意味の“あいまいさ”（幅の広さ） 】 

・・・その“あいまいさ”が、「３の良さ」ではないだろうか。 

■本研究の考察（５） 
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11 

【「３」への反応の差に、受け手の“性格の違い”があった】 

受け手によって、「３」と「４以上」を使い分ける必要。 

スタディ（３）の定量調査の結果を分析したところ、「４」を使った広告に反応する人と、「３」を使った広告に
反応する人に性格の違いがあることがわかった。（図） 
※縦軸の数字は質問項目への合致度１～３（あてはまる＝３ ややあてはまる＝２ あてはまらない＝１）の平均値 

「人付き合いに消極的で、将来の蓄えも重視しない。価格を重視せず、ブランドを重視する」タイプの人、い
わば「主体的な判断をしない、できない人」、あるいは「あまり熟考しない人」が「４」を使った洗剤の広告より
も、「３」を使った洗剤の広告に高い反応を見せたのだ。 

逆に「人付き合いに積極的で、将来の蓄えを重視しブランドよりも価格を重視する」 、つまり主体的・積極的
な生き方をする人が「４」を使った広告選ぶ傾向が見られた。 

これらのことから、「受け手が疲れていたり、時間がない、あるいは消極的な人が集まっているような状況で
は「３」を使うことが、逆に受け手が積極的に興味を持って聞いてくれる状況では「４以上」を使うことが効果
的といえると考えられる。不特定多数に向けた広告には「３」が向いているかもしれない。 

    

 

■本研究の考察（６） 
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■本研究の考察（７） 12 

【「第三の選択肢」というメッセージは効果が高い】 

「三番目の・・・」と、 「３」を序数として使うのが効果的。 

洗濯洗剤と生命保険という違うカテゴリーに共通の傾向として、「第３の洗剤」「第３の保険」という広告表現
は、「４」に比べて選ぶ人が約２倍になった。逆に、他の３タイプの表現（◯個の理由、◯ステップ、モデルが
◯人）は結果にばらつきがあり、必ずしも「３」が効くとはいえなかった。つまり、「３」という量に関しては評価に
個人差があるが、序数としての「３」（三番目の…）には高く反応するといえる（※注）。 

※注 序数で示された選択肢が３から４に増えたときに「選択のオーバーロード（選択肢が多すぎると認知に過負荷が 
かかり評価が下がる）」が急に高まった、というように考えることもできる。コロンビア大学の研究では、試食品の種類 

（選択肢）を６から２４に増やすと、買い上げ率は１０分の１に低下したと報告されている（Iyengar & Lepper, 2000）。 

VS VS 
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■まとめ：本研究から得られた「３つの考察」 13 

1 

企画書に「３」を使うのが常にベスト、とはいえない。 

本来は、選択肢や理由がたくさんあるほど受け手には都合がいいはずだ。事実、積極性の高い人は「３」より 

「４」を選んでいる。数が増えると脳の情報処理コスト（認知負荷）が増えるのは受け手も送り手も共通なので、 

送り手はつい「３」で留めがちだが、相手によっては「４以上の選択肢や理由」を考えることも大事だ。 

2 

「３」の意味の“あいまいさ”（幅の広さ）が、「３」の良さ。 
諺の「三日天下」と「仏の顔も三度まで」のように、「３」は少ないという意味と多いという意味の両方を持つ。つ

まり使う人の解釈の幅を許容する「あいまいな数字」といえる。この「意味の幅広さ」、すなわち「扱いやすさ」

が、「３」がよく使われやすい理由ではないだろうか。 

3 
受け手の状況によって「３」と「４以上」を使い分ける。 

「第◯番目の・・・」という広告表現に関しては、選択肢が「３」から「４」に増えたとたんに選ぶ人が半減した。消

極的な性格の人は「３」で充分と考える傾向がみられたことと考え合わせると、３⇒４で認知負荷が急に過大に

なった可能性がある。受け手の状況（疲れていたり消極的な状況なのか、積極的に興味を持って聞いてくれ

る状況なのか、で「３」と「４以上」を使い分けていくのが効果的といえる。 
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