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　広告の唯一絶対のメッセージは商品価値のアピールに尽きる。だが、知

的好奇心旺盛な読み手にとっては、広告メッセージがテクスト・ヴィジュ

アル両面でいかに効果的に伝達されているか、想像力を駆使してその仕組

み・仕掛けを解明する作業にこそ広告の存在意義があると言っても過言で

はない。本稿は、具島（2007）1に続き、そのような読み手の欲求を満たす

「楽しい」広告を取り上げ、検討を加えるものである。

1

　Cathay Pacificの広告（図版1）から我々の分析を始めよう。広告の基本

要素がきちんと揃っている点では、これは典型的な広告である。すなわ

ち、この広告はテクスト＋イメージから構成され、さらに、テクストは

ヘッドライン＋ボディコピー＋タグラインに、イメージはヴィジュアル＋

ロゴに分解できる（図A）2。この広告の形式は典型的だが、そのヴィジュ

アルと広告商品（サービス）であるCathay Pacificとの関連性がきわめて

薄い点はこの広告を特徴的にしている。

　ヴィジュアルは晩秋の小春日和の一日、二人の老人（左側を老人L、右

側を老人Rとする）が見晴らしのいい田園風景を眺めながらベンチに腰か

けている場面である。東ヨーロッパ南部ででもあろうか。ヘッドラインを

目にしなければ、どこにでもありそうな、何の変哲もない長閑な光景とい

えよう。すなわち、このヴィジュアルはおよそ航空会社の広告に起用され

るものとしては、もっともそれらしからぬ日常の一コマを切り取ったもの

である。このヴィジュアルに配されるのがヘッドライン（1）である。

　この「もっと近づきなさい」という命令は誰が誰に向って発した言葉だ
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ろうか？すなわち、この発話の一人称（WE）は何者であり、また二人称

（単数または複数のYOU）は何者だろうか？ここでは、広告一般の用法と

同じく 3、一人称は広告主体（この場合はCathay Pacific）であり、二人称

はヴィジュアルの登場人物である二人の老人と仮定して先に進むことにす

る。

　ところで、命令形はヘッドラインとしてごく頻繁に用いられる発話形式

である。命令形が用いられるのは、広告の商品・サービスを使えば（買え

ば）、その（困難な）命令を遂行するのも容易になることをアピールする

ためである。しかし、このヴィジュアルの場合、上でも触れたように、航

空会社やフライトとはまったく無縁な情景を扱っており、読み手はこの段

階で謎に包まれることとなる。我々の読みの戦略は立て直す必要があるの

だろうか？この疑念を晴らすには、読み手はボディコピー（2）に目を移

さざるをえない。

ヘッドライン

ヴィジュアル

ロゴ　
タグライン

　ボディコピー

図A

（1）Move closer.（ヘッドライン）

（2）a. Remember being best friends when you were young?

　　 b.  Times change but people don’t ̶ they’re still your friends and you’ll 

still have fun together.

　　 c.  Cathay Pacific flies to over 90 destinations worldwide so you can 

meet old friends and make new ones.

　　d. The next move is yours.　（ボディコピー）
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　ボディコピーにおいて、一人称が広告主体である点はヘッドラインと同

じであるが、その二人称の特定には注意を要する。（2a-d）それぞれにつ

いて、検討していこう。何十年ぶりかで旧友に出逢った二人称（YOU1）

が互いに抱く気まずさ・ぎこちなさを解消させようと励ましている（2ab）

に関する限り、この二人称はヴィジュアル内の老人二名を指すと言えなく

もない。しかし、Cathay Pacificの就航都市の多さをアピールする（2c）の

ターゲットとしての二人称（YOU2）が二人の老人であると特定するには

違和感がある。一般に、ボディコピーの二人称は登場人物よりも幅広い層

の読み手（潜在的買い手）を指す場合が多い 4が、ここでも、それが当て

はまりそうである 5。

　締めくくりとして、ボディコピー（2d）はまだ躊躇している二人称

（YOU3）の背中を押すように「次はあなたの番です」と、その行動を促し

ている。この二人称はどう捉えるべきだろうか？もちろん、第一義的に

は、（2c）との接続性からYOU3＝YOU2が成立する。しかし、読み手はす

ぐに（2d）が二重の読みを与えられていることに気づくはずである。「次

はあなたの番です」は「次に動
・ ・ ・ ・

くのはあなたです」をも同時に意味してい

るのである。

図B

広告主体

WE

登場人物

YOU1

読み手

YOU2

YOU3?

　この二重読みをした読み手はただちにヴィジュアルとヘッドラインへと

引き戻される。なぜなら、「次
・ ・

に動く」という表現は「そ
・ ・ ・ ・

の前の動き」を

含意するからである。読み手は「その前の動き」の手掛かりを求めて、ヴィ

ジュアルの中に見落とされた記号を探るのである。今一度ヴィジュアルの
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老人二人を観察してみよう。いくぶん前屈みの老人Rは明らかに左へ半身

を傾けていることに気づく。この姿勢は、老人Rがベンチの右端から左へ

寄ってきたことを、そしてこれからさらにまた左へ寄ろうとしていること

を窺わせる。これが、「その前の動き」に違いない。一方、老人Lは、身

体をやや右に傾けているもののベンチの左端から動くことに依然として躊

躇いを感じている気配である。ヴィジュアルの中にコード化されたこの記

号を読んだ読み手は、ここで「次に動
・ ・ ・ ・

くのはあなたの番です」と励まされ

ている人物を老人Lとして特定できるのである。

　これまでの考察を振り返ってみよう。読み手は、初めてヴィジュアルを

見たときには、そこにコード化されている記号をやすやすと見落としてし

まう。読み手が記号の存在に気づくのは、ボディコピーでヒントを与えら

れたからに他ならない。その意味で、このヴィジュアル自体は潜在的な記

号を他にもまだたくさん含んでいるはずである。ジャケットとハンティン

グ帽の服装は、この二人の身分職業を雄弁に示唆しているのかもしれな

い。あるいは、遠くの山がある特定の場所として認識できるのかもしれな

い。これらの記号を無視しても構わないのは、ただ、たまたまそれらがこ

の広告では大きな関連性をもたないという理由からに他ならない。

　広告が一つのナラティヴであるとすれば、ヴィジュアルはそのナラティ

ヴの中のある一瞬を切り取ったものである。読み手は、与えられた一コマ

からテクスト部分を手掛かりとしてナラティヴ全体を再現する作業に直面

することになる。とすれば、広告のヴィジュアルとしては、ナラティヴを

再構成する読み手にもっとも効果的にヒントを与えられるものが望ましい

といえよう。

　もちろん、ここでいう「効果的」とは容易さとは違う。ヴィジュアルを

ナラティヴへとつなぐのは読み手の想像力である。読み手は想像力を働か

せることに「楽しみ」を見出しているのである。読み手の楽しみを奪うこ

となく、その想像力の守備範囲ギリギリにボールを打ち上げ、読み手に

スーパーキャッチで捕球させることが一番効果的な広告手法といえよう。
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2

　次に、Birkenstockの広告（図版2）のヴィジュアル・レトリックを考察

することにする。

　この広告に初めて接する読み手は間違いなくテクストよりもヴィジュア

ルに目が行くだろう。そもそも、ヘッドラインの太字の活字が小さすぎる

のもヴィジュアルに目を向けさせる戦略かもしれない。

　一目見ただけでこのヴィジュアルにコード化されたメッセージを理解す

る読み手はまず少ない。おそらく大多数は、足指にぶら下がっているもの

の正体すら見当がつかないはずである。そこで、読み手はヒントを求めて

ヘッドライン（3）とボディコピー（4）を参照することになる。

（3）Part sandal. Part personal trainer. 

（4）a. Sure they’re surprisingly stylish, but they also help tone your feet. 

　　b. Fashion meets fitness.

　読み手は‘personal trainer’や‘fitness’から正体不明のものがヨガマッ

トであることに初めて気づくことができる。同時に、ヨガマットの配色が

Birkenstockと同じことにも気づくはずである。

　ここで、このヴィジュアルの一番の特徴が、このヨガマットが想像上の

存在であることが判明する。それは、Cathay Pacificのようなごく日常的な

ヴィジュアルとの大きな違いである。

　では、この想像上のヨガマットは何を意味するのだろうか、そこにコー

ド化されたメッセージは何だろうか？もちろん、すでに触れたが、ヨガ

マットはフィットネスを意味する。すると、足指がヨガマットを吊り下げ

ているこの映像は、人がヨガマットを肩に架けている様を模していること

になる。もちろん、読み手の目には、Birkenstockを履いた足の映像が二重

写しとなってこの映像にダブってくることだろう。それは、ヨガマットが

サンダル（Birkenstock）の分身だからである。

　すると、このヴィジュアルでは、コード化された2つのメッセージ（5）
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（6）から、必然的に（7）が成立することになる。ここで、「YOGA MAT 

FOR FITNESS」（5）は日常生活で確立した文化的コードから読み取った

メッセージである。一方、「YOGA MAT＝Birkenstock」（6）はこのヴィジュ

アルが提示（強制）するコードを解読したものである。ヨガマットが足指

に掛けられている点、更にまたBirkenstockと同色の配色をしている点が

その記号として機能している。

（5）YOGA MAT FOR FITNESS（文化コードから）

（6）YOGA MAT＝Birkenstock（ヴィジュアル・コードから）

（7）Birkenstock FOR FITNESS（＝広告メッセージ）

　

　このテクスト化された推論（5）＋（6） -->（7）はきわめて単純であり、

誰でも容易に結論に達するはずである。ところが、ヴィジュアルだけを与

えられた読み手の立場からはどうだろうか？おそらく、すぐ結論（7）に

到達することはできないと思われる。それどころか、そもそも、2つの前

提（5）＋（6）についてもテクスト化されなければ、ぼんやりとしか認識で

きていないであろう。だが、その漠然とした認識状態が次第に明瞭化し、

やがては結論が見えてくる過程そのものにこそ読み手は知的快感を覚える

のではないかと推測できよう。

　広告の読み手は、ヴィジュアルから関連性のある情報と関連性のない情

報を取捨選択する。たとえば、ヨガマットが左足ではなく右足にかかって

いることには右利きを示唆する以外に特別な意味はないと気づけば、その

情報は捨てられる。このような作業を繰り返し、ヴィジュアル・メッセー

ジの必要十分な把握を目指すのである。その最終段階で、読み手はこの両

足の健康的美しさに注目することだろう。読み手が、その美しさが

Birkenstockを履いたフィットネス効果の賜物にちがいないことに思い至る

とき、この広告の目標は達成されたといえよう。
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3

　次にNyQuil（風邪薬）の広告（図版3）に目を転じよう。広告の基本要

素に照らして見れば、ヘッドラインの不在がすぐに目につく。読み手が第

一に注目を向ける先はヘッドラインかヴィジュアルだが、ヘッドラインを

欠くこの広告では、必然的にヴィジュアルが読み手の注意を惹きつけるこ

とになる。では、そのヴィジュアルは何を語っているだろうか？読み手の

目に映るのは、一見単純だが物理的に現実離れした「スプーンが枕を運ん

でいる」光景である。枕が小さすぎるのか、はたまたスプーンが大きすぎ

るのか？ともあれ、ボディコピー（8）にヒントを求めることにしよう。

（8）Multi-symptom cold relief for a great night’s sleep.

　ここで、読み手は「一晩の安眠のための風邪の諸症状の緩和薬」を

NyQuilのセールスポイントであるとただちに理解する。直接にはそれは

（8）のすぐ右横にNyQuilの容器が配置されているからに他ならない。ヴィ

ジュアル上ではNyQuilが主語、名詞句（8）が述語として機能していると

捉えられよう。そして、読み手はこの「一晩の安眠」がヴィジュアルの枕

と関連することに気づく。（9）が文化コードの解読からもたらされること

は言うまでもない。

（9）　PILLOWS FOR A GREAT NIGHT’S SLEEP（文化コードから）

（10）NyQuil BRINGS PILLOWS（（8）＋（9）から）

（11）NyQuil BRINGS A GREAT NIGHT’S SLEEP（広告メッセージ）

　ところで、スプーンで枕を運んでいるのは誰だろうか？またそれは誰の

もとへ運ばれていくのだろうか？どちらも映像には登場しない。だが、読

み手はすでに（8）と（9）から（10）を導き出しているはずである。すな

わち、スプーンの運び手はNyQuilである。そして、そのスプーンが枕を

運ぶ先はもちろんNyQuilを服用する風邪の患者ということになる。最終
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的には広告のメッセージ（11）が成立することになる。

　ところで、このヴィジュアルには読み取られるべき記号が少なくともさ

らにまだ二つ残っている。おそらく、多くの読み手はスプーンが一つの記

号として機能していることに気づいているはずである。「液体内服薬はス

プーンで口にいれる」という文化コードで解読すると（12）が成立する。

（12）THE SPOON CARRIES NyQuil （文化コードから）

　つまり、このヴィジュアルにもう一つのイメージが被ってくるのであ

る。患者がNyQuilをスプーンで口に運んでいる日常なイメージが二重写

しとなり、NyQuilの服用がもたらす安眠の効能をより効果的にアピール

していることは言うまでもない。

　この段階で、読み手はもう1つ別の記号に気づいているかもしれない。

それは、ヴィジュアルの背景の配色・模様である。この背景には画面右端

の淡い紺から左端の濃紺へだんだんと深まっていくグラデーションが使用

されている。スプーンが左欄外にいる（はずの）患者の口元へ運ばれてい

くことを考慮に入れれば この配色は（13）を暗示しているのである。

 

（13）THE PATIENT IS GOING TO HAVE A GOOD SLEEP

　さらに、背景のグラデーションが左方向へのスプーンの動きを表すと同

時に、時の経過とともに深まりゆく睡眠を示唆していることに気づくと

き、読み手はこの広告の伝達効果を理解した喜びに大いに浸ることになる

のである。

4

　本稿の締めくくりとして、Imodium（下痢止め）の広告（図版4）を分

析してみよう。男性の読み手にとって、このヴィジュアルそれ自体既にあ

る種の「楽しさ」かも知れないが、ここでは本稿で扱ってきた意味での「楽
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しさ」の解明に徹することにする。

　このヴィジュアルの第一の特徴はランジェリーと下痢止めとの取り合わ

せの妙、その意外性であろう。ヴィジュアル中で占める両者の大きさの違

いからすれば、この広告をランジェリーの広告と一瞬見間違えてもおかし

くはない。そもそも、両者は何らの接点も本来持たないはずである。では

なぜ、ランジェリーが登場するのか？

　場面は、旅行の支度で荷造り中の（若い）女性の自室であろう。壁には

下着がハンガーに掛かっているだけである。いや、これは普通の下着では

ない。豪華なハンガーに着目するまでもなく、これは勝負下着（special 

occasion lingerie）である。バケーションで旅する南の島で待ちうけるロマ

ンスに胸膨らませる彼女の姿が目に浮かぶかのようだ。そこへ、全知全能

の広告主体が Imodiumのパッケージを出現させたところではないだろう

か。

　この広告では、テクストとしてのヘッドラインとボディコピーがヴィ

ジュアルを取り込んで、一つのメッセージを形成している。勝負ランジェ

リーと Imodiumは、活字とはサイズこそ違え、いわば絵文字化していると

理解できよう（14）。

（14）a. Chance of using on vacation:

　 　b. （SPECIAL OCCASION LINGERIE） 

　 　c. 1 in 46

　 　d. （IMODIUM） 

　 　e. 1 in 3

　 　f. Pack wisely.

　 　g. About 1 in 3 travelers to developing countries get diarrhea.

　バケーションで使う可能性を数字で比べれば、勝負ランジェリーではな

く Imodiumをスーツケースに詰めるべきだと広告は理屈に訴えかける。

　ここで、注意すべきは46分の1という数字の出所である。いったい誰が
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勝負下着の使用率を調査したというのか？もちろん、だれもわざわざ調査

したりなどしていない。それは、広告の読み手もお見通しのはずである。

46という数字には何の根拠もない。47分の1でも45分の1でも変わりはな

いだろう。しかし、46は勝負下着の使用率としてはいかにもありえそう

な数字ではある。その効果を見越した上でボディコピーは使用しているの

だ。

　そのうえで、「荷づくりは賢く」と理性に訴えかけている。もちろん、

賢く荷づくりをすれば、スーツケースには勝負下着の代わりに Imodiumが

入ることをこの広告は期待しているのである。

　ところで、「理性vs.感情」の戦いに持ち込もうとするこの Imodiumの戦

略はどの程度有効だろうか？はたして、往々にして女性は理よりも情に走

る傾向が強いことを Imodiumは考慮に入れているのだろうか？ひょっとす

ると、Imodiumにとって、これは負け戦に終るのだろうか？

　ところが、この勝負、Imodiumにとっては「負けるが勝ち」の戦といえ

そうである。この広告は比較広告であって実は比較広告でないことに読み

手はそろそろ気づいてもいい頃合いであろう。そもそも、スーツケースの

場所取り争いは見せかけに過ぎない。Imodiumを押し込む隙間などスーツ

ケースのスペースを探すまでもないだろう。つまり、わざわざ勝負下着か

らスペースを奪う必要など、もともとなかったのである。

　したがって、この広告を見たあとでも、女性旅行者のスーツケースから

勝負下着が消える確率は46分の1かも知れない。だが、その3分の1の

スーツケースをそっと覗けば、勝負下着の傍らに Imodiumがおそらく見つ

かるのではないか思わせるほどに、この広告は効果的に構成されているの

である。



25-　　-

雑誌広告の楽しさ

注

1　「広告への招待」帝京大学文学部紀要米英言語文化　第38巻 , 2007

2　 Scott, Linda M.（1994）“The Bridge from Text to Mind: Adapting Reader-Response Theory 

to Consumer Research” Journal of Consumer Research, 21（December）, 461-480.

3　いずれ稿を改めて論じる予定である。

4　同じくいずれ稿を改めて論じる予定である。

5　 一人称の広告主体から見れば、身内以外の相手に呼びかける際には、すべてYOU

で呼びかけることになる。つまり、ヴィジュアルの登場人物も読み手も広告主体に

とっては、あくまでYOUなのである。
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図版１
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図版２
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図版３
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図版４


