
雑誌広告におけるコミュニケーションの分析

具 島 靖

本稿は、雑誌広告における主要なテクスト要素であるヘッドラインとボディコピーが、

それぞれ固有のコミュニケーションの場でメッセージ伝達の役割を担っていることを提案

するとともに、ヴィジュアルを理解する上で重要な視点となる2つの差異―実写vsCGお

よび静止画vs動
・
画
・
の
・
１
・
コ
・
マ
・
―についても考察を加えるものである。

１．提案

具島（2010）は雑誌広告（特に断らない限り広告と省略）におけるコミュニケーション

について図式化を試みているが、そこではヘッドラインとボディコピー を一括してテク

ストとして扱っているため、両者の違いを表示できていない。本節では、広告において2

種類のコミュニケーションの存在を想定することにより、ヘッドラインとボディコピーそ

れぞれが別々のコミュニケーションの場で機能することを提案するものである。

我々の分析が提案する2種類のコミュニケーションを図Aとして表示してみよう。こ

の図は、ヴィジュアルが登場人物を前提とする典型的な広告を示している。広告主体が発

信したメッセージとしてのヘッドラインは、登場人物によって受信される（①）。同様に、

広告主体が発信したメッセージとしてのボディコピーは読み手によって受信される（②）。
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このコミュニケーション②においては、コミュニケーション①が成立する場としてのヴィ

ジュアル（ヘッドラインを含める）自体もまた広告主体から読み手へと発信されたものと

想定する。つまり、コミュニケーション①がコミュニケーション②に組み込まれ、コミュ

ニケーションの入れ子構造を成すのである。

具体例を見てみよう。図版1は、具島（2007）でも取り上げたVodafoneの広告であ

る。ヴィジュアルの登場人物は齧り付きで男性ストリッパーを仰ぎ見ている若い娘であ

る。ヘッドライン（1a）では、広告主体はこの登場人物に向かって二人称（you）で呼び

掛けている。これが、この広告のコミュニケーション①である。同時に、広告主体は広告

のコミュニケーション②では、ヴィジュアル＋ヘッドラインとボディコピー（2）を読み

手（you）に向かって発信しているのである。

(1a) Areyou sureyour Trevor plays darts on a Tuesday..?

君の彼氏のTrevorが火曜日はダーツをプレイする日だって話は確かなのか

な

(1b) You should call and talk to your boyfriend right now.

(2) Talk forupto60minutesandpayforjust3,becausesometimeslife’smore

than a 3minuteconversation.

NowyoucanStopTheClockwithVodafoneonevening andweekendcalls.

Theycan last for up to an hour and you onlyhave to payfor the first 3

minutes.(…).

コミュニケーション①でメッセージ（ヘッドライン）を受信するのは登場人物である

が、そのメッセージ（1a）を（1b）とデコードする作業自体はもちろん読み手が担当す

る他はない 。コミュニケーション①に関する限り、読み手は傍観者にすぎないが、コミ

ュニケーション②の枠から捉えれば、コミュニケーション①をメッセージとして広告主体

から受け取っている当事者とも捉えられるからである。

ところで、コミュニケーション①の当事者である登場人物であってみれば、広告主体か

らのメッセージであるヘッドラインをデコードする作業はおそらく容易であろう。しか

し、傍観者である読み手にとって、それは時には困難の付きまとう作業となるのである。

なにしろ、登場人物にとっては親しい存在であるはずの‘Trevor’ですら、読み手にとっ

て、当初はまったく正体不明なのである。

したがって、ヘッドラインをデコードする読み手は、そのヒントを求めてヴィジュアル

をデコードする必要に迫られる。この作業においても、ヘッドラインのデコードと同様な

困難が生じる。たとえば、登場人物にとって自分がどこで何をしているかは明明白白のこ

とであろうが、読み手にとって、それはヴィジュアルの各所に配された記号をデコードし
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なければならない骨の折れる作業となるのである。

読み手にとって唯一の救いは、一般にボディコピーがストレートに表現されていること

である。仮にボディコピーまでもがデコードを要するものであったとすれば、おそらく読

み手はデコード作業そのものを放棄してしまうことであろう。

一方、広告主体の立場からすれば、コミュニケーション①自体はあくまでもコミュニケ

ーション②を円滑かつ効果的に遂行するための手段、撒き餌にすぎない。しかし、逆にだ

からこそ、コミュニケーション①に心血を注いで工夫を凝らせているとも言えよう。コミ

ュニケーション①が読み手の関心を惹きつけられなかったとすれば、コミュニケーション

②が成立するのを待たずに雑誌のページは捲られてしまっているはずだからである。

２．Chevrolet

次にChevroletの広告（図版２）を見てみよう。この広告のコミュニケーションも

Vodafoneと同じく図Aとして表示可能である。

ヴィジュアルは、海岸沿いを疾走するChevroletを斜め正面から捉えている。そこに、

ヘッドライン（3a）が配される。このヴィジュアルには登場人物は一人も描かれていな

いことに注意しておこう。すると、このヘッドラインで広告主体が話し掛けている二人称

（you）は誰であろう この人物はヴィジュアルに登場しないとはいえ、ヴィジュアルが

その存在を前提とする、このChevroletのドライバーに他ならない。

(3a) In caseyou forget,thegas cap is on theright.

君が忘れるといけないから念のため言っておくが、ガソリンキャップは右側だ

よ。

(3b) It is possible that youmight forget onwhich sidethegas cap is.

(3c) Yousorarelyfillthetank thatitispossiblethatyoumightforgetonwhich

sidethegas cap is.

(3d) This car is so fuel-efficient that you rarelyneed to fill the tank.

コミュニケーション①に関しては傍観者である読み手は、登場人物であるドライバーに

代わってヴィジュアル＋(3a)をデコードするとともに、コミュニケーション②の当事者

として広告主体からボディコピー（4）を受信するのである。

(4) Introducing the all newChevrolet Equinox.The crossover that offers an

amazing 32mpg highwayandup to 600highwaymileson asingletank of

gas.(…)
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この広告のヴィジュアルはデコードをことさら要しないストレートな描写である。した

がって、読み手に残された作業は、ヴィジュアルとボディコピーを手掛かりとしてヘッド

ラインをデコードするだけである。

もちろん、そのデコード作業には広告の枠組 も大いに関わる。この広告が魅力アピー

ルの枠組に則っていると推測することは、燃費効率をアピールするボディコピーによって

裏書きされるのである。

ところで、(3a)＝＞(3b）は直接導かれようが、(3b)＝＞(3c）は論理的には帰結しな

い。なぜなら、場合によっては（3b)＝＞(5）も成立するからである。だが、このデコー

ドの選択肢は魅力アピールの枠組によって阻止されるのである。同様に、(3c)＝＞(3d）

は論理的には帰結しないが、(3c)＝＞(6）の選択肢が阻止されることがこちらの選択肢の

妥当性を高めるのである。

(5) Yourmemoryis so poor that it ispossiblethatyoumight forget onwhich

sidethegas cap is.

(6) You so rarelydriveyour car that you rarelyneed to fill the tank.

３．実写 vs.CG

次に、Habitat for Humanity（以後Habitatと省略）の広告（図版３)の分析に移ろ

う。

この広告にはヘッドラインが存在せず、ヴィジュアルにも登場人物の姿は見えない。一

見したところ、読み手の手掛かりは希薄だが、まずヴィジュアルから見ていこう。

ヴィジュアルが描くのは、川辺であろうか、不衛生な水上に辛うじて建っている、いつ

崩れてもおかしくないあばら屋である。次の暴風雨に見舞われれば、おそらくひとたまり

もあるまい。所々剥がれ落ちた壁板から覗く縫いぐるみには、ここに居住する家族の生活

感が滲み出ている。もっとも、このヴィジュアルに配されているボディコピー（7）をデ

コードすれば、このあばら屋住まいの一家が新居への引越しを間近に控えている（あるい

は既に引っ越している ）ことが示唆されよう。

(7) Overamillion peoplehavebecomenewhomeownersthroughHabitat for

Humanity.

Habitat for Humanityを通じて、100万人以上が新しい自宅を手に入れてい

る。

もしもこの広告の分析を以上で締め括るとしたならば、読み手の脳裏には腑に落ちない

点が一つ残るかもしれない。それは、窓の下に貼られている‘FORSALE’の赤い看板で
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ある。窓の庇の影のかかり具合といい、いかにも本物らしい看板ではあるが、記号を求め

て飽くことない読み手は、この看板を現実そのままの実写ではなくCGで加工処理され張

り付けられた画像として捉えることであろう。

この看板は、現実にはありえない。この、「ありえない」の意味は、「物理的に不可能」

ではない。人間の心情・社会の約束事としてあり得ないのである。‘FORSALE’は買い

手を求めて張り出す看板である。しかし、このあばら屋の買い手がいったいどこにいると

いうのか。

では、このCGの看板はどのようなメッセージをエンコードされた記号なのだろうか

そもそも、‘FORSALE’の看板は、新居に引っ越すにあたって、今の住居が持家であれ

ば、それを売り払うために掲げる看板である。つまり、「引越しを前提とした売却」を意

味する記号である。それが、このヴィジュアルでは、主役の「売却」部分をあえて抜か

し、前提の「引越し」部分の記号としてのみ機能しているのである。この記号機能の取捨

選択の巧みさこそがこの広告の圧巻である。

ところで、この広告をあらためて眺めた読み手の目には、‘FORSALE’がヘッドライ

ンとして見えてくることであろう。ただし、このヘッドラインは広告主体から登場人物に

向かって発信されたメッセージではない。これは、登場人物が外界へ向けて発信している

メッセージである。このヴィジュアルの登場人物とは、やがて新居に引っ越す予定のあば

ら屋の住人一家である。

この広告における２つのコミュニケーションを図Bとして表示しよう。読み手がコミ

ュニケーション①のメッセージとしてデコードするのは、あばら屋一家の希望と期待に満

ち溢れた喜びの声なのである。

広告主体＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＞読み手

ボディコピー

②

(ヴィジュアル)

ヘッドライン

登場人物＝＝＝＝＝＞外界

①

図B
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４．Oreo

前節のHabitatと比べれば、Oreoの広告（図版４）のヴィジュアルに描かれている光

景がCGであることは明白である。この広告は、テクストの少なさが特徴でもある。ヘッ

ドラインもボディコピーも存在せず、読み手には馴染みのOreoのキャンペーン・スロー

ガン（8）がタグラインとして配されるのみである（図C）。

(8) Milk’s favoritecookie

(9) ミルクと相性抜群のクッキー

(10) ミルクが大好物のクッキー

ヴィジュアルが描くのは、ストローが刺さったコップ１杯のミルクである。ところが、

そのストローの吸い口から２，３センチあたりにOreoが詰まっている。コップの傍らに

は、おそらくOreoが盛ってあったであろう空いた皿が見える。

このヴィジュアルが現実にはありえない光景を描くCGであることは一目瞭然である。

そして、このヴィジュアルのメッセージが「途中にOreoが詰まったストロー」に込めら

れていることも容易に推測できよう。

しかし、そのエンコードされたメッセージが何であるか、読み手には皆目見当がつかな

い。このメッセージをデコードするにはヴィジュアルだけでは不可能であると悟った読み

手は、その手掛かりをテクストと広告の枠組に求めるのである。

図C

(ヴィジュアル)

広告主体＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＞読み手

タグライン

②
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広告の枠組は、たいていの場合、有益なヒントを与えてくれる。一般に、菓子類の広告

には魅力アピールの枠組が適用される場合が大半である。おそらく、このOreoの広告も

例外ではあるまい。

残る手がかりはタグライン（8）である。読み手は、魅力アピールの枠組を念頭に置き

つつ、ヴィジュアルとタグラインを今一度見つめ直すことになる。やがて、読み手の目に

は「ストローの途中にOreoが詰まった」光景が「ミルクと合体したストローがOreoを

飲み込んでいる」姿として映ってくることであろう。それは、読み手がタグライン（8）

の意味を比喩的な（9）から非比喩的な（10）へと捉え直した結果でもある。

このヴィジュアルでは、意志を備えたミルクが「大好物の」Oreoを吸い寄せているの

である。

ストローは、まるでミルクの身体の一部と化し、自在に拡狭・伸縮しOreoを飲み込も

うとしている。別の視点からは、ヴィジュアルは、ストローの途中にOreoが詰まってい

る静止画ではなく、ストローでOreoを吸い寄せるミルクの蠕動運動を撮影した動画の１

コマであるとも言えるのである。

動画の１コマはナラティヴ の１コマでもある。

ストローの蠕動運動は広告ナラティヴの流れにおい

てのみ認知できる。読み手は、この１コマを挟ん

で、時系列を逆向きに遡ってナラティヴを再構成す

ると同時に、このコマ以降のナラティヴの行く末に

も想像力を馳せるのである。広告を理解すること

は、そのナラティヴを理解することであると我々が

主張する所以である。読み手の脳裏には、ナラティ

ヴの冒頭、ストローがその先端をパックリと拡げ

Oreoを皿から吸い上げようとする光景が浮かんで

くるはずである（図版5）。このような不気味さを

うちに秘めている点も、この広告の大きな魅力の１

つとなっているのである。
図版５
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雑誌広告はテクスト＋イメージで構成され、テクストはヘッドライン、ボディコピー、タグライ

ンへと、またイメージはヴィジュアルとロゴへと分類できる。詳しくは、Scott（1994）を参照せ

よ。

ヘッドライン（1a）からメッセージ（1b）を導く推測過程の詳細については、具島（2007）を参

照せよ。

広告の枠組については具島（2010）を参照せよ。

広告のナラティヴについては具島（2010）を参照せよ。

作画は渡邉祐麻さん（ゼミ4年生）による。
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