
広告への招待

具島　靖

本稿では、いくつかの広告の実例に基づいて、広告とは何か、広告の分

析は記号（イメージ／テクスト）の働きの理解に向けてどのように役立つ

のかについて考察する。（１）では典型的な広告を詳しく分析し、（２）で

は対照的な２つの広告を比較検討する。さらに、（３）では特異な広告の分

析を通して、その魅力を解明してみる。

（１）

１　広告は、一般にイメージ＋テクストで構成され、さらにイメージはヴ

ィジュアル＋ロゴに、テクストはヘッドライン＋ボディコピー＋タグライ

ンに分解される１。

ところで、どのような広告（公共広告を除く）であれ、それはこのイメ

ージ＋テクストという記号を用いて、たった一つのメッセージを読み手に

伝えるために存在する。すなわち、その商品（サービスを含める）が優れ

ていてぜひ購入すべきであるというメッセージである。

それぞれの広告は、この究極のメッセージに至るまでに様々な手段・工

夫を講じ、読み手の関心を引き付けることに全力を傾ける。その過程を考

察することは、テクストとイメージによるメッセージ生成のプロセスへの

理解に大いに貢献するはずである。

そこでまず、我々は典型的な広告としてEvianの広告（図版１）を取り上

げ、広告の基本構造を確認しながら、そのメッセージの伝達手法を見てい

くこととする。

２　まずEvianの広告を構成要素に分解することから始めよう。イメージ部

分は次のヴィジュアルとロゴで構成される。

ヴィジュアル：Evianのボトルに絡まる蔦状の花の写真

ロゴ：タグラインの左側に位置するevian
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一方、テクスト部分はヘッドライン、ボディコピー、タグラインの三部

構成である。

ヘッドライン：Beauty always finds a way to stay beautiful.

ボディコピー：Beauty maintains a tenuous hold.( b1)

It requires meticulous care and feeding. (b2)

One of the things it needs most is the easiest to acquire: water.

(b3)

But, as with many things, not all waters are created equal. (b4)

Every drop of Evian comes from deep in the heart of the French

Alps.(b5)

It's naturally filtered for over 15 years through pristine glacial rock

formations. (b6)

The result is a neutral pH balance and a unique blend of minerals,

including calcium, magnesium and silica. (b7)

So when you choose a bottled water to believe in, consider the

source. (b8)

タグライン：　your natural source of youth

この広告がイメージとテクストの両面で基本要素にきちんと分解できる

ことから、それが典型的構造を持つことが見てとれよう。

３　広告の読み手は、まずヴィジュアルに目を向ける。そして、それが何

を描いているのか思考を働かせる。試みに、このヴィジュアルの描写をテ

クスト化してみよう。するとおそらく（1）となるであろう。

（1）A flowering vine is twining around a bottled Evian and the top flower

looks like it is going to drink from it.

しかし、これだけではこのイメージを理解したとはとうてい言えない。

読み手は、このイメージがいったい何を意味するのか、何を言いたいのか
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依然として理解に苦しむ。そのヒントを求め、次にヘッドライン（2）へと

進むことになる。

（2）Beauty always finds a way to stay beautiful.

さて、読み手は（2）をどのようにヴィジュアルと関係付けるだろうか？

普通、ヘッドラインは広告においてヴィジュアルに対するコメントあるい

は説明２として機能する。ここでは、読み手は（2）をヴィジュアルの説明

として理解するはずである。すると初めて、読み手にはヴィジュアルが（2）

の一例としての具体的状況を描いていることが見えてくる。

この理解のプロセスをテクストレベルで見れば、（1）（2）のペアをどう

関係付けるかという問題に直面した読み手が、（1）を（2）の具体例、逆に

言えば（2）を（1）の一般論であると判断したことを意味する。別の言い

方では、（2）は（1）という描写の「まとめ」あるいは説明として機能して

いる。もちろん、まとめているのは（2）の話し手すなわち広告主のDanone

社である。

この段階で、読み手には構成要素レベルでの３つの具体／一般の関係３が

見えてくるのである。

（3）A flowering vine is an instance of ‘beauty’.

（4）Twining around a bottled evian is an instance of ‘finding’.

（5）Drinking evian is an instance of ‘a way to stay beautiful’.

４　さて、上の議論ではヴィジュアルと（1）の区別が曖昧だったが、実際

の広告にはもちろん（1）のテクストは存在しない。そこで、実際の広告と、

ヴィジュアル抜きのただ単なる（1）＋（2）のテクストがある場合とを比較し

てみよう。

一番大きな違いとしては、ヴィジュアル＋（2）の場合と比べ、（1）（2）

のテクストのペアだけを与えられた読み手にとっては、そこに具体／一般

の関係を見出すことはより困難であると予測できることを指摘しておく。

それは、ヴィジュアル＋（2）の場合には（2）がヴィジュアルの説明となる
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ことが前もって予想できるのに対し、（1）＋（2）の場合にはテクスト間の数

ある潜在的関係の中から具体／一般を選択する必要があるからである。

ともあれ、次に読み手はボディコピー（b1～b8）へと進む。ボディコピ

ーはまず一般論としてbeautyとwaterの密接な関係に触れる（b1～b3）。その

後、水はどれでも同じわけではないと前置き（b4）して、初めてEvianの特

徴を列挙する（b5～b7）。そして、最後のb8は水購入時の一般的アドバイス

という形で締めくくっている。

さて、ここで、テクストはEvianが他社商品に比べ優れているとか、素晴

らしいなどと一言も述べていないことに注意したい。果たしてこれが広告

のテクストと言えようか？

５　実は、このボディコピーは間接的推論４という仕組みを効果的に用いて、

Evianをアピールしているのである。

まず、（6）は（7）を論理的に含意するが、（6）は決して（8）を含意する

ことはない。

（6）Not all waters are created equal

（7）Some waters are better than other waters.

（8）Evian is better than any other water.

ここで、b5～b7は大まかにまとめると（9）になること、さらに、読み手

は一般的知識（10）を援用すると仮定した上で（11）が成立することを確

認しておこう。すると、日常言語のレベルでは（8）が導かれるのである。

（9）Evian has many unique features that other waters can’t have.

（10）Those features are generally considered to be good.

（11）Evian has many good features that are unique.

次に、ボディコピーの最終行（b8）を見てみよう。ここで初めて‘you’が

登場することに注意したい。典型的には、広告で‘you’は読み手を指すが、

この場合もそうである。さて、この読み手への飲料水購入アドバイス（b8）
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においても、Evianという言葉はあくまで表面には現れていない。しかし、

（b8）から（12）を導けば、その言わんとするところは自ら明白である。も

ちろん、（14）の推論過程においては、（13）が前提として機能しているの

である。

（12）Choose a bottled water whose source is good.

（13）Having a good source is among Evian’s good features.

（14）Choose Evian.

（２）

１　ここでは、極めて対照的な２つの携帯電話会社の広告を比較すること

にする。これから扱う図版２・図版３はそれぞれOrangeとVodafoneの広告

である。まず、ヴィジュアルの対照的特徴を表にしておく。

次に、テクストを較べよう。（15）（16）はそれぞれOrangeとVodafoneの

ヘッドラインである。

（15）After 65 years Sue Danton and Peg Johnson are still debating who Rupert

Stokes actually fancied.

（16）Are you sure your Trevor plays darts on a Tuesday..?

ところで、どちらの会社の広告も伝えたいメッセージは全く同一のはず

である　――「格安の自社の携帯をぜひ利用してもらいたい」。では、この

対照的なヴィジュアルとヘッドラインを出発点として、それぞれの広告が

どのようにして最終的に同一のメッセージに至るのか、考察していこう。

２　まずOrangeから見ていこう。

ヘッドライン（15）に登場するSueとPegがヴィジュアルの中でダンスを
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踊っている二人のお婆さんであり、Rupertが部屋の壁に掛かっている肖像画

の人物（おそらくは故人）であることを確認しておく。彼女たちは、遠い

昔の少女時代の淡い恋の思い出に話が尽きない様子である。ここで、ヴィ

ジュアルとヘッドラインの関係は、ヘッドラインがヴィジュアルの描写そ

のものであると言いきれよう。

そして、このヘッドラインは次の（17）のボディコピーにも実に円滑に

つながることになる。

（17）a. We never get fed up talking to some people.

b. With Talk Saver you get 60% off calls to the people you talk to most.

c. So now you can carry on talking those important issues.

ボディコピー（17a）は、ヘッドライン（15）の一般化、逆に言えば（15）

は（17a）の具体例という相互関係が成立していることは明らかである。続

けて、ボディコピーはお得な割引料金システムに触れ（17b）、ひとまず

（17c）でまとめている。

ヴィジュアルからヘッドラインを経由して（17c）まできわめて自然な流

れと言える。ところで、一般には、分かり易さは広告の長所よりもむしろ

短所となる場合の方が多い。この広告の場合も面白みに欠ける（唯一、

‘those important issues’がさりげないユーモアを醸してはいる）とか、読み手

の想像力への刺激が足りないという点を短所として指摘できるかもしれな

い。しかしながら、この広告に描かれた二人の仲良しお婆さんの、いかに

もほのぼのとした雰囲気は、短所を補って余りある長所と評価すべきであ

ろう。

３　次にVodafoneを見てみよう。

Orangeとはきわめて対照的なヴィジュアルには驚かされる。さて、ここ

で客席中央に陣取った娘が主人公で、彼女が男性ヌードショーに現を抜か

していることは、ギラギラした目つき・顔つきから一目瞭然である。

このヴィジュアルにヘッドラインとして（16）が配置されている。では、

このヴィジュアルとヘッドラインの関係を考えてみよう。もとより描写で
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はありえない。では何か？そこでまず、ヘッドラインの‘you’の指示対象の

分析から始めよう。

広告においては、通常、一人称は広告主を指し、二人称は読み手を指す

ものと理解される（実際、（17c）の‘you’は読み手を指示している）。ところ

が、この広告のyouは読み手ではありえない。では誰か？第二候補はヴィジ

ュアルの登場人物である。すなわち、このyouはギラギラ目つきの娘を指す

と考えられる。すると、（16）はVodafoneからこのギラギラ娘への発話とし

て理解すべきこととなる。

ひとまず、（16）の文字通りの意味を日本語で確認しておこう。Trevorは

彼女のボ－イフレンドに違いない。

（18）君のTrevorが火曜はダーツをやる日ってことは確かかな？

ところで、（16）は文字通りの意味をメッセージとして伝えたいわけでは

もちろんない。つまりYes／Noの答えを期待する疑問文として用いられては

いない。では（16）はこの状況で、Vodafoneからこの娘へどのようなメッ

セージを伝えるために用いられているのだろうか？我々は、（16）が直接に

は（19）の意味を伝えるために発話されたと考える。さらに、（19）からは

（20）（21）へと推論の流れが続くと想定できる。

（19）We are not sure if your Trevor plays darts on a Tuesday.

（20）We are afraid your Trevor may not play darts on a Tuesday.

（21）We are afraid your Trevor may do something else on a Tuesday.

ところで、この発話の現在時点である今日は他ならぬ火曜日であると推

測するに十分な根拠がある。というのも、この娘は、ボーイフレンドの目

を盗んでストリップ・ショーを見物に来ているはずである。それには、彼

がいつもダーツをする日と決めている火曜日が好都合に決まっている。だ

とすれば、今日は火曜日と考えてまず間違えない。すると、（21）は（22）

を、さらに特定すれば、（23）を伝えようとしていると考えても、さほど的

外れではないだろう。

広告への招待
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（22）We are afraid your Trevor may be doing something else now.

（23）We are afraid your Trevor may be going out with some other girl now.

さらに我々は（23）から一歩進んで、最終的には（16）から（24）が推

論されると考える。

（24）Why not try to find out what your Trevor is doing now?

この時点で、ヘッドラインとヴィジュアルの関係はどうだろうか？（24）

はヴィジュアルが描く状況に置かれた主人公に対する発話として機能して

いることを確認しておく。

続いてボディコピーを見てみよう。（25a）は、３分間の料金で１時間通

話できるシステムが必要な状況の存在を指摘し、（25bc）はそのシステムを

より詳しく説明している。

（25）a. Talk for up to 60 minutes and pay for just 3, because sometimes life’s

more than a 3 minutes conversation.

b. Now you can Stop The Clock with Vodafone on evening and weekends

calls.

c. They can last for up to an hour and you only have to pay for the first 3

minutes.

さて、一見したところ、このボディコピーはヘッドライン（というより

も（24））から円滑に繋がるように思える。しかし、（24）と（25a-c）の間

には大きなギャップが存在する。

（25a）の命令形が前提とし（25bc）では文中に現れている‘you’に着目し

よう。これは、もちろん（24）が前提とする‘you’（＝ギラギラ娘）ではな

い。（25）の‘you’は読み手一般を指しているはずである。つまり、ヘッドラ

インとボディコピーとでは、‘you’の指示対象が相違していることになる。

発話の観点から言えば、（24）はVodafoneからギラギラ娘への発話であるの

に対して、（25）は読み手への発話であることを意味しているのである。
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我々は、この状況を次のように捉えることを提案する。すなわち、この

ギラギラ娘は読み手の代表（たとえ、その選出過程にいかに偏りがあろう

とも）としてヴィジュアルに登場している、と。そして、Vodafoneは読み

手の代表としての彼女に発話しているのである、と。

したがって読み手の作業は、このVodafoneから彼女への発話（24）を一

般化してVodafoneから読み手への発話を導くことになるだろう。その結果、

大まかに言えば（26）が導かれることになる。

（26）Why not try to find out what your boyfriend is doing now?

ここで前提とされる‘you’はもちろん我々読み手を指示する‘you’である。

この段階で初めて（26）から（25）へと繋がることができる。そして、そ

れが（27）へと結びつくのである。

（27）Why not use Vodafone with its Stop The Clock system and find out what

your boyfriend is doing now?

もちろん、さらに読み手は（27）から次の（28）へと推論を実行してい

るはずである。

（28）Why not use Vodafone with its Stop The Clock system?

この推論は、（27）もまた（28）の一例であるとする理解に対応している

と言えよう。

（３）

１　数ある広告の中でも、もっとも印象に残っているKarvol Vaporiserの広

告を最後に取り上げる（図版４）。

まず、ヴィジュアルから見てみよう。ぬいぐるみのテディが部屋から出

て行こうとしている。見ると、両手にはくたびれたカバンをぶら下げてい

る。旅行にでも出かけようというのか？ところが、テディが出てきた部屋
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広告への招待

の奥のベッドでは子供がすやすやと眠っている。さらには、ベッド脇のコ

ンセントには、器具（加湿器）が装着されている。

もちろん、テディは旅行に出かけるのではない。どことなく寂しげな表

情からも窺えるように、彼はこの家を出て行くのである。なぜか？彼は自

分がお役御免になったことを悟り、人知れず自ら身を引こうとしているの

だ。

そもそも彼の役目とは何だったのか？もちろん、テディの役目とは子供

がすやすやと眠れるようにお守りすることに他ならない。しかし、彼はそ

の仕事を失ってしまった。彼にとって代わったものが、この広告の商品で

あるKarvol Vaporiserというわけである。

２　それでは次に、テクストに目を転じよう。

（29）Karvol Vaporiser helps comfort all night long.

まず、（29）がテクストとしては何の変哲もない、あまりにも単純そのも

のだという点に注目したい。表現上のテクニックは何一つ用いられていな

い。一般に、広告のテクストと言えば、あらゆるテクニックを駆使し重層

的意味を与えられるのが当たり前である。これは、どうしたことか？

ところで、そもそもこのテクスト自体がページ上の位置から見ても、ヘ

ッドラインやボディコピーではなく、タグラインであることに注意する必

要がある。ヘッドラインやボディコピーはなぜ存在しないのだろうか？理

由はおそらく、イメージがあまりに雄弁過ぎるためではないかと思われる。

このイメージを以ってすればヘッドラインもボディコピーも敢えて必要が

ないどころか、却ってイメージの働きを薄める逆効果をきたす恐れすらあ

ったかもしれない。

３　さて、ここまで分析を進めれば、この広告がある種の比較広告である

ことに気づくのは容易であろう。

一般に比較広告とは、競合他社商品と比較して、自社の商品の優位をア

ピールするものである。ところで、このKarvolにおいて他社商品は登場しな
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い。じつは、ここで登場するのは、他社商品よりもはるかに手ごわいライ

バルであるテディである。しかも、そのテディですらすごすごと退散せざ

るを得ない状況を描くことでKarvolは絶対的な優位を他社製品に対して獲得

したことになるのである。

注

１　詳しくは、Scott（1994）を参照せよ。

２　説明とは何かという問題は興味深いがここでは詳しく触れる余裕がな

い。

３　この具体／一般の関係についてはこの場で詳細に立ち入る余裕がない

が、言語研究において、その重要性が見過ごされているきらいがある。

４　詳しくは、Gujima（1995）を参照せよ。
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