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音楽 購買行動 関す 研究

研究テーマ Research theme

Research on Music and Purchasing behavior

人間 音楽を聴 行動 変化 起 そ
ープB 音楽を使 大学内 環境 改善

い 考えた 我々 売 場 混雑解消 売
上 変化 い 実験を未来大 購買 行 た

指向性 ーカーを使い ・ 弁当類 棚 前
を通 た人 み聞 え う 音楽を流した
Humans change behavior by listening to music. So Group B thought that 

music could be used to improve the environment inside the university.

We conducted an experiment about relieving congestion of a selling area 

and change in sales in FUN cooperative store. We used a directional 

speaker and played music that sounds only to those who passed in front 

of rice balls and lunch box shelves.

相互理解 協力行動 関す 研究

未来大 ープワー 多い そ A ープ
ープワー を向上させたい 考えた 我々 相手

理解を深 協力行動 増え い 仮
説を立 た 我々 協力行動を計 た 被験者 公共
財ゲームを行 た
FUN has many group works. So, Group A wanted to improve group work.

We thought that cooperative behavior would increase by the 

understanding each other. We had the subjects conduct public goods 

game in order to obtain cooperative behavior.

本プ ト 心理学実験を通し 人間 い 理解を深 を目的 し い 今回 本学内 問題点を
心理学的観点 考察し ープワー 音楽 いう2 テーマ 焦点を当 た 2 テーマを基 以下
研究テーマを設定した
This project aims to deepen the understanding of humans through psychological experiments. In this issue, we examined problems at our university from a 

psychological point of view, focusing on two themes, group work and music. Based on these two themes, we set the following research themes.
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