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第 4章 商品ラベル映像の効果 

 

 

1. TV-CMの商品関連映像の記憶 

	 

 TV-CMの前半部分において、ストーリー要素の間に、商品ラベルデザインに関連する

映像が挿入されることが多い。商品ラベルデザインは、生活者が他の商品と見分けるう

えで重要な要素であり、店頭で並んだときの商品の顔に当たる部分である。そして

TV-CMの目的である商品想起において重要な役割を担っている。  

  本章のねらいは、TV-CMの商品ラベルデザインの映像において、商品想起を高める表

現手法の要因を明らかにすることにある。そのために、既存のTV-CMにおける商品ラベ

ルデザインに関連する表現手法を考察して、それぞれの特性を検討する。次に、商品ラ

ベルデザインの構成要素を簡略化した映像を制作し、記憶の実験を実施する。 

 企業は制作者と共に、TV-CMにおける商品の表現手法を作り出している。そのノウハ

ウは企業と制作者独自のものであり、他企業との間で情報を共有する機会がなかった。

本研究において商品ラベルデザインの映像を検討することは、企業と企業、また制作者

と制作者の間にある非公開主義1という壁を越えた議論の基準を示すという意義を持って

いる。 

 

2. 商品ラベルデザインの表現手法 

	 

 商品のラベルデザインに関連する映像には、具体的にどのような表現手法があるのだ

ろうか。本研究における基礎情報の TV-CM コンテンツ群2を考察したところ、4 つの表

現手法が多く見受けられた3。①商品ラベル部分を実写で紹介する。②商品ラベルから連

想するイメージを合成エフェクトで強調する。③商品名ロゴタイプをタイトル文字とし

てレイアウトする。④商品デザインを登場人物の日常空間に展開する。これら 4 種類の

表現手法について検討したい。	 

                                            
1  各企業は独自のマーケティング手法を持っており、商品開発、広告戦術、商品調査手法などについて、一
般に公開していない。 
2 参照：本論文序論第6節「研究対象に関する基礎情報」p.8  
3 この傾向は、形のある商品の中でも手に持つサイズの商品群において顕著である。 
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2-1. 商品ラベル部分を実写で紹介する 

 TV-CM の構成において、商品のラベル部分を実写映像で紹介することは、商品ラベル

デザインを生活者に印象づけ、商品想起を高める表現手法の基本形である。この映像は、

TV-CMの制作過程において商品ラベルショット4と呼ばれている。15秒TV-CMや30秒

TV-CMの場合、その長さは0.5秒から1秒未満である。生活者がこのショットを見たこ

とを覚えていなくても、後に日常生活の中で思い出すことがあれば、TV-CMの目的にか

なうことになる。 

 TV-CM「カルピス・Air・新発売」は、1993 年から 1994 年にかけて全国オンエアさ

れた(図.4-1)。TV-CMの冒頭から商品ラベルショットが紹介される。その後、カメラは 

トラックバック5してミラ・ジョヴォヴィッチ(Milla Natasha Jovovich)が海岸でAir を飲

んでいるシーンにつながる。タレントや状況設定より、商品想起を優先した表現手法を

とっている。 

 TV-CM「キリン・一番搾り・イチロー」は、2009年から2010年にかけて全国オンエ

アされた(図.4-2)。オープニングで「おいしさを笑顔に・KIRIN」の企業の CI6ロゴタイ

                                            
4 ショット(shot)とは、映画の最も基本的な最小単位。カメラのひと回しで撮ったひとかたまりの映像のこと。
引用文献：今泉蓉子著『映画の文法』株式会社渓流社, 2004, p.150 
5 トラックバック(track back)とは、映画やテレビで、被写体に対しカメラを後退移動させながら撮影するこ
と。引用文献：松村明編『大辞林 第三版』三省堂, 2006 
6 コーポレートアンデンティティcorporate identity 略してCIと呼ばれている。企業がイメージや理念の統

ショット	 

ナンバー	 
構成要素	 映像	 

	 

	 

	 

1 

	 

	 

商品ラベル部分から 
カメラトラックバックす
ると、 
 
 
商品を飲み始めるミラ、 
 
 
 
 
体が潤って、 
 
 
 
状況が青い海辺の鮮やか
な色彩に変化する。	 

	 
図.4-1	 	 TV-CM 「カルピス・Air・新発売」	 
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プが入る。それが開くように飛び去ると、イチローがビールの栓抜きを目にかざしてい

る。次のショットでビールの栓抜き越しに商品ラベルの一部がクローズアップ7される。

商品ラベルデザインの中でも「麦芽100%」の文字が際立つように栓抜きを利用して見る

側の視線を誘導している。 

 このように、企業のCIロゴタイプと、商品ラベルショットを組み合わせることによっ

て、「麦芽100%」という商品特性を明確に伝えることを意図している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2. 商品ラベルから連想するイメージを合成エフェクトで強調する 

 TV-CMの構成において、商品ラベルから連想するイメージを合成エフェクトで強調す

ることは、生活者に商品ラベルデザインを印象づける表現手法の発展形である。ラベル

デザインの一部が変化するアニメーションによって視線の誘導を促し、商品想起を高め

ることをねらっている。 

 TV-CM「花王・ニュービーズ・母と娘シリーズ」は、1999年から2006にかけて全国

オンエアされた(図.4-3)。「きれいな白さ、すずらんの香り」というキャッチフレーズ8を

                                            
一を図るために、視聴覚上のデザインや理念を計画的に統一する活動のことを指す。企業のシンボル、ロゴ、
カラーを統一して、建築物、商品、広告、封筒類に使用することが一般的なCIである。引用文献：日経広告
研究所編『広告用語辞典』日本経済新聞社, 2005 
7 映画撮影で、被写体を画面に大写しにすること。引用文献：松村明編『大辞林 第三版』三省堂, 2006 
8 キャッチフレーズ(catchphrase)宣伝や広告などで、人の心をとらえるように工夫された印象の強い文句の

ショット	 

ナンバー	 
構成要素	 映像	 

1 
企業ロゴタイプが 
ヒラリと舞って 
 飛び去ると 

 

2 
イチローが、 
 栓抜き越しに何かを 
 見ている。 

 

3 
栓抜き越しに 
商品ラベル部分の 
「麦芽100%」が見える。 

 

 図.4-2  TV-CM「キリン・一番搾り・イチロー」 
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強調するようなすずらんの花園に、赤・白・青 3 層のリボンが波打って現れ、リボンの

白い部分に商品名ロゴタイプが見えてくる。 

 商品が洗剤の場合、販売店舗で商品パッケージが見えるように山積みされていること

が多い。来店した生活者は、この複数並んだ商品ラベルのリボンの形状を見て商品特性

を思い出すことが容易になる。これが商品想起を高めるためにTV-CMの表現手法が担う

役割である。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 

	 

2-3.商品名ロゴタイプをタイトル文字としてレイアウトする	 

 企業のコーポレートアンデンティティ9の統一のために、商品名ロゴタイプを、すべて

のメディアの広告物全般に統一して使用することが多い。その一環としてTV-CMにおい

て、それを画面にレイアウトすることがある。 

 TV-CM「大塚食品・クリスタルカイザー10・ビヨンセ」は、2009 年から2010 年にか

                                            
こと。引用文献：松村明編『大辞林 第三版』三省堂, 2006 
9 CI と同意語。引用文献：日経広告研究所ｱ編『広告用語辞典』日本経済新聞社, 2005 
10 クリスタルカイザー(crystalgeyser)とは、大塚食品(株)から販売されている飲料水のことである。 アメリ
カ、カリフォルニア州北部、標高4317mのマウントシャスタのふもと、標高1130mの自然保護区で新鮮な
湧水を直接ボトリングしている。引用サイト：大塚食品公式サイト, http://www.crystalgeyser.jp/ 

ショット	 

ナンバー	 
構成要素	 映像	 

	 

	 

1 

 

 

すずらんの花園に赤・
白・青 3層のリボンが波
打って現れ、 

 

 

リボンの白い部分に、 
商品名ロゴタイプが 
見えてくる。 

 

そして商品ラベル部分
のデザインになる。 

	 

2 

 

そして商品ラベル部分と
同じ色彩のストーリー要
素が現れる。 

	 

図.4-3  TV-CM「花王・ニュービーズ・母と娘シリーズ」 
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けて全国オンエアされた(図.4-4)。世界的な人気スターのビヨンセ・ノウルズ（Beyoncé 

Knowles）11が、カリフォルニア州の新鮮な湧き水を源泉とするクリスタルガイザーを飲

みながら踊ると、踊りに合わせて透明な水が躍動するように飛び散るという設定である。

踊り続ける画面の上下に、商品のボトルデザインを連想する赤い帯が常に表示されてい

る。 水を意識した爽やかな背景に、水しぶきを意識した銀色の衣装を身にまとったビヨ

ンセは踊り続ける。TV-CMの最初から最後まで、ラベルデザインを印象づけて、商品想

起をねらった作品である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4. 商品デザインを登場人物の日常空間に展開する	 

 商品デザインが、商品から抜けだして登場人物の日常空間に展開する表現手法である。

この場合、それがどのように変化するかは、制作者の創造性に委ねられている部分が大

きい。 

 TV-CM「ハウスウェルネスフーズ・C1000ビタミンレモン」は2009年に全国テレビ

オンエアされた(図.4-5)。高台の公園でレモン色のワンピースを着た篠原涼子が、商品を

飲み始める。するとぼんやりしたレモン色の球体が体を通り抜け、空に舞いあがっては

                                            
11 ビヨンセ・ノウルズ（Beyoncé Knowles） 1981年9月4日生まれ。2002年７月、初ソロ・シングル「ワ
ーク・イット・アウト」。映画『オースティン・パワーズ3』で女優デビュー。2008年には意欲作『アイ・ア
ム... サーシャ・フィアース』を発売。引用サイト：ビヨンセ・ノウルズ公式サイト
http://www.sonymusic.co.jp/Music/International/Special/Beyonce/     

ショット	 

ナンバー	 
構成要素	 映像	 

1	 

 

爽やかな水色の背景に、
ビヨンセが踊ると水が飛
び散る。 

	 

2	 

 

画面の上下に商品ラベル
を連想する赤い帯のデザ
イン。 

	 

3	 

 

商品名ロゴタイプをタイ
トル文字として呈示す
る。 

 
図.4-4  TV-CM「大塚製薬・クリスタルカイザー・ビヨンセ篇」 
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じけた後、たくさんの小さなレモン色の球体が生まれる。C1000 を飲んだ篠原涼子の清

涼感を映像全体で表現し、商品想起を高めることをねらっている。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以上、生活者の商品想起を容易にする 4 つの表現手法について検討した。その要点は

次のようになる。①は商品ラベル部分を実写で紹介するシンプルな表現である。②は商

品ラベルデザインの要素を用いて表現しているが、合成エフェクトが加わっている。③

はロゴタイプと画面構成から商品ラベルデザインの連想を促すが、商品の外観映像はそ

こには存在しない。④は商品ラベルデザインから連想する形状が映像化されている。こ

のように①から④に向かうにしたがって商品そのものから離れ、商品デザインをイメー

ジする映像へと表現の領域が拡がっていく。つまり①が基本形であり、②③④はその発

展形ということができる。基本形の①商品ラベルショットについて検討することは、発

展形である②③④の理解を深める上でも有効である。そこで商品ラベルショットの商品

想起を高める効果を明らかにするために、記憶に関する心理実験を計画した。 

 

 

 

 

ショット	 

ナンバー	 

構成要素	 映像	 

1	 
篠原涼子が、 
商品を飲むと、 

 

2	 
商品イメージが、 
背後に大きく膨らむ。 

 

3	 
商品イメージは弾けて
分裂して飛び去る。 

 図.4-5  TV-CM「ハウスウェルネスフーズ・C1000ビタミンレモン」 
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3. 商品ラベルショットの想起実験  
	 

3-1. 簡略化した実験用商品ラベルショットの制作 

 表現手法を簡略化した商品ラベルショットを制作するにあたって、次の基準を設けた。 

① 商品の形態はTV-CMで一般的に見られるものである。 

② 商品の背景は、シンプルである。 

③ 変化するのは、画角12の変化のみである。 

④ 色彩や形体、対象物の動きや変化はない。  

⑤ 比較する ３つの表現手法の差がはっきりわかる。  

 

① の基準から、第3章同様に、商品の形態は飲料のボトルを簡略化した造形で、グレーの

メタリックなボトルとした。 

② の基準から、商品はグレーのテーブルに置かれていて、背景もグレーとした。 

③④⑤の基準から、 

  (1)フィックス( 被写体とカメラが共に動かずに静止している状態 ) 

(2)ズームイン ( ズームレンズによって商品ラベルに序々接近する表現 ) 

(3)パンニング ( 左右にカメラを動かしながら最後は商品ラベルを見せる表現 ) 

これら３つの表現手法を用いた商品ラベルショットを作成した。商品ラベルショットは、

提示する時間を1秒とした。商品名には、無意味なカタカナ2文字を採用した。 

	 

3-2. 実験目的	 

	 本実験は、TV-CMの短いショットの表現手法が、商品想起に影響を与えているという

仮説に基づく。商品ラベルショットにおいて、どのような表現手法が商品想起に影響を

与えているのか。ズームインと、パンニングには、どのような違いがあるか。また、シ

ョットの冒頭から変化のないフィックスと比べてどのような違いがあるか。これら 3 つ

の表現手法について、商品想起に対する優位性を明らかにすることが、本実験の目的で

ある。 

 

 

                                            
12 カメラで撮影するときの被写体とその周辺が写る範囲を、カメラのレンズを中心にした角度で示したもの。
引用文献：日経パソコン編『日経パソコン用語事典』日経BP出版センター, 2009 
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3-3. 実験方法	 

 記憶の心理実験として、再認法を採用した。再認法( recognition method )とは、覚え

るべきいくつかの項目からなる記銘リストが示される。その後、先のリストに含まれて

いた項目と含まれていなかった項目が混ぜて示され、被験者は記銘リストにあったか否

かを判断する。 

(1) 被験者 

 日本語を母国語とする 33 名（男性 20 名、女性 13 名）の大学生及び大学院生が、実

験に参加した。年齢は20歳から 27歳であった。全ての被験者は正常な視力（矯正視を

含む）を有していた。11名ずつ3グループに分かれた。それぞれ(a)グループ、(b)グルー

プ、(c)グループと表わす。 

(2) 実験の構成 

 実験の構成は3段階であった。まず被験者に学習課題を与え、次に妨害課題13を与えた。

最後に再認テストであった。 

 学習課題の直後に再認テストをすると、学習した記憶が鮮明であるため、成績が良く

なる傾向にある14。そこで、本実験の趣旨とは全く関係のない作業に取り組む妨害課題を

入れて、気をそらす必要があった。 

(3) 装置 

 学習課題、妨害課題、および再認テストは、すべてプロジェクター(パナソニック

ET-MD77DV)で行なわれた。スクリーンのサイズは横2.4m×縦 1.4mであった。スクリ

ーンから被験者までの距離は3.8m～4.2mであった。被験者の視野にスクリーンの4隅

が入るように椅子のレイアウトを調整した15。 

 

 

                                            
13 妨害課題(distractor procedure)とは、再認実験において、学習課題の後に記銘リストの記憶を妨害するた
めに用意された、単純作業のことを指す。ブラウン(1958)やピーターソン夫妻(1959)によって始められた。
Roberta L.Klatzky＂Human Memory: Structures and Processes＂W.H.Freeman and Company, 1975 
引用文献：箱田裕司,中溝幸夫去共訳『記憶のしくみ：認知心理学的アプローチ』東京大学出版会, 1980, 
pp.227-228 
14 妨害課題を入れた理由は、他にもある。学習課題を終えてすぐ再認テストを実行すると、学習課題の最後
に近い記銘リストの正答率があがる新近性効果を押さえるためでもあった。新近性効果とは、時間的に接近し
たもの同士が連合しやすいという考え。引用文献：中島義明, 安藤清志, 子安増生, 坂野雄二, 繁桝算男, 立花
政夫, 箱田裕司編『心理学辞典』 (株)有斐閣, 1999 
15 同時に複数の被験者で実験を実施した。被験者の注意が散漫にならないように、投影される画面のサイズ
を大きくした(横2.4m×縦1.4m)。 
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(4) 実験材料 

① 学習課題  

 学習課題の材料は、連続して上映される12種類の商品ラベルショットであった(Adobe 

Illustrator CS3 によるイラスト画をもとに動画処理したQuicktime movie 映像)。商品

ラベルには、架空の商品名がレイアウトされている。被験者が商品を再認するときに、

目印として分かりやすいように、商品名はカタカナ2文字にした。これらの商品名に「ウ

ミ」「ヤマ」などの一般的な意味のある商品名を採用すると、被験者の個人的な興味の度

合いによって実験結果に影響が出ることが予測される。よって「ノナ」、「ヌハ」 など16の

カタカナ2文字の無意味綴りを採用した17。 本実験の学習課題として使用した商品名は、

「ノナ」、「ヌハ」、「ルセ」、「ムヌ」、「クカ」、「スユ」、「ロニ」、「レホ」、「シヘ」、「ラヤ」、

「ツソ」、「ヨヘ」の12種類であった。  

 第 1 のタイプは、フィックスであった。これを最も基準となる表現手法であり、統制

条件(control condition)18とした(図.4-6)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
16 カタカナ2文字の無意味綴りは、秋田清(1964)の日本語二字音節の無連想価分類表より選定した。その中
から「ガ」や「パ」などの濁点、半濁点は除外した。その理由は、広告業界において、濁点、半濁点を含む商
品名は、それを含まない商品名より記憶に残りやすいとされているからである。引用文献：秋田清「日本語二
字音節の無連想価と有意味度」『人文學文化学科特集』74, 同志社大学人文学会, 1964, pp.57-66 
17 エビングハウス(Ebbinghaus，Hermann)は、1879～1880年と1883～1884年に行なった記憶に関する
実験で無意味綴りの手法を用いた。Ebbinghaus, Hermann＂Memory: A Contribution to Experimental 
Psychology＂Dover Publications,Inc., 1913 
今日の記憶研究においても再認実験の場合、無意味綴りの手法を用いる研究者が多い。引用文献：ヘルマン・
エビングハウス著, 宇津木保訳『記憶について:実験心理学への貢献』誠信書房, pp.23-25 
18 統制条件(control condition)とは、実験のなかで、独立変数以外の実験条件を可能な限り実験群と合致さ
せた条件のことである。引用文献：利島保, 生和秀敏編著『心理学のための実験マニュアル』(株)北大路書房, 
1995, p.263   

	 	 	  図.4-6 フィックス (1 秒) 
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	 	 	 図.4-7	 ズームイン	 (1 秒)	 

	 	 図.4-8.	 パンニング	 (1 秒)	 

 第 2 のタイプは、ズームインであった。商品ラベル部分を強調するのに有効とされて

いる表現手法の一つである(図.4-7)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 3 のタイプは、パンニングであった。商品ラベルの見せ方が単調にならないために

有効な表現手法の一つである(図.4-8) 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

② 妨害課題 

	 妨害課題の材料は、プロジェクターに投影された無意味カタカナ文字であった(図.4-9)。 

 

 

 

 

 

 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 図.4-9	 	 妨害課題の内容	 
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③ 再認テスト 

 再認テストの材料は、18種類の商品外観の画像であった。Adobe Illustrator CS3でイ

ラスト画像を作成し、Microsoft Powerpoint 2008を用いてプロジェクターから投影し

た。学習課題で学習した 12種類の商品から 9種類19と、学習課題で学習しなかった新た

な9種類の商品の合計18商品が、混在した商品画像の連続であった。 

	 

3-4.実験手続き 

 商品ラベルショット 3 タイプが記憶に与える影響を測定するにあたって、次の点に留

意した。12種類の商品名が付いた商品映像に対して3タイプの表現手法を検討する場合、

36通りの組み合わせができる。一人の被験者で全ての組み合わせを実験すると、学習課

題として難易度が高すぎて、当て推量で答えることが予想される。これでは記憶の実験

として精度が低くなってしまう。一人の被験者が覚えることができる学習課題の数は 9

種類から多くても12種類だと思われる20。そこで、36通りの試行を3つのグループに分

割して、一人の負担は12種類の試行とした(表.4-1)。 

 グループ別に提示した内容を明確にするために、商品名をアルファベットで置き換え

て解説する。AからLまでの内容は、「ノナ」、「ヌハ」、「ルセ」、「ムヌ」、「クカ」、「スユ」、 

「ロニ」、「レホ」、「シヘ」、「ラヤ」、「ツソ」、「ヨヘ」であった。 (a)(b)(c)3 つのグループ

33 名に対して、実験はグループごと 11 名同時に実施された。被験者はプロジェクター

で投影された映像に正対して座り、画面センターを見るように指示された。 

 まず、(a)グループ11名に対し、学習課題として(a)グループ用12種類の商品ラベルシ

                                            
19  学習課題のA、K、Lの3項目(表1)を、再認テストから除外した。なぜなら、人は学習において最初の経
験と、最後近くの経験は記憶に留まりやすいからだ。 
20 ジョージ・ミラー(George Miller)は 1956年に「不思議な7±2」という論文を発表した。短期記憶で保持
できる要素は、7つ前後であり、その単位をチャンク(chunk)というまとまりの単位で表した。本研究では、
これより難易度をあげて12個の要素を学習課題として用いた。引用文献：G.R.ロフタス, E.F.ロフタス著, 大
村彰道訳『人間の記憶～認知心理学入門～』東京大学出版, 1980, p.63 

表.4-1	 被験者の学習課題内容	 

試行順	 1 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 

商品名	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J	 K	 L	 

(注) A =ノナ、 B =ヌハ、 C =ルセ、 D =ムヌ、 E =クカ、 F =スユ、G =ロニ、  
    H =レホ、 I =シヘ、J=ラヤ、K=ツソ、L=ヨヘ 
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ョットが提示された［表.4-2	 (a)参照］。これらのショットには、3 タイプの表現手法が

割り振られている。フィックス、ズームイン、パンニングが、それぞれ 4 回含まれる

(表.4-2)。表や図における表現手法の表記を、フィックスは「FIX」、ズームインは「Z.I.」、

パンニングは「PAN」とする。 

 この表.4-2を縦に見ると、FIX(フィックス)の列、Z.I(ズームイン)の列、PAN(パンニン

グ)の列になっている。それぞれ表現手法の列のなかに、AからLまでの商品名が一回ず 

つ含まれていることがわかる。 

 次に、妨害作業としてA4サイズ2枚に書かれた文字を音読するように指示された。 
 最後に、再認課題として、視聴課題で示された12種類のうち、A(ノナ)、K(ツソ)、L(ヨ

ヘ)を除外21した 9 種類の商品と、視聴課題で示されなかった新たな 9 種類の商品をミッ

クスした合計18商品が、並んだものであった。新たな商品名は、「ネワ」「タヘ」「テア」

「ワミ」「ルエ」「ホヒ」「チテ」「ハホ」「サネ」であった。被験者はそれらの商品を学習

したかしなかったか判断した。 

	 これと同様の手続きを、(b)グループ、(c)グループに対しておこなった。 

	 

	 	 	 表.4-2	 	 グループ別学習課題の内容	 

(a)	 FIX	 Z.I.	 PAN	 

A	 B	 C	 

D	 E	 G	 

	 

F	 	 

H	 

I	 

K	 

J	 

L	 

	 	 	 	 
(b)	 FIX	 Z.I.	 PAN	 

	 C	 A	 B	 

	 G	 D	 E	 

	 J	 

L	 

F	 

H	 

I	 

K	 

	 	 	 	 
(c)	 FIX	 Z.I.	 PAN	 

	 B	 C	 A 
	 E	 G	 D 
 I	 

K	 

J	 

L	 

F	 

H 

 (注) A =ノナ、 B =ヌハ、 C =ルセ、D =ムヌ、E =クカ、F =スユ、 
   G =ロニ、 H =レホ、 I =シヘ、 J=ラヤ、 K=ツソ、L=ヨヘ 
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4.	 実験結果	 

	 

4-1.判定方法	 

 再認テストにおいて4種類の結果が予測される22。   

①学習した商品に対して「イエス」と判断したら正再認( hit )。 

②学習した商品に対して「ノー」と判断したら、誤再認。 

③学習しなかった商品に対して「イエス」と判断したら虚再認( false alarm )。   

④学習しなかった商品に対して「ノー」と判断したら正棄却。 

 この 4 種類の結果の中で、①の正再認率だけを用いて判断しようとすると、不公平な

結果となる。なぜなら、あて推量で全ての質問に「イエス」と答えたら、再認テストは

全問正解の満点になってしまう。そこで③の虚再認を差し引く必要が生まれる。判断基

準が被験者の意識の制御下におかれているため、「用心深い」被験者は学習したことを

少なく申告する傾向にあり、逆に「用心深くない」被験者は、学習したことを多く申告

する傾向にある。そこで、正再認率だけでなく、虚再認率を成績に考慮すれば、反応バ

イアスの影響を相殺できる。通常、修正再認率は正再認率から虚再認率を引く23が、この

実験においては 3 タイプの表現手法別に集計するので、虚再認率を三等分し、正再認率

から引いた。本実験の修正再認率を次のように定義する。 

 

	 修正再認率	 ＝	 正再認率	 ー	 虚再認率／表現手法の数 

4-2.結果	 

 商品ラベルショットの代表的な表現手法 3 タイプについて修正再認率の平均値を求め

ると、次のような結果になった。 

  フィックス：ズームイン：パンニング＝0.56：0.51：0.39   (図.4-10) 
 

 

 

 

                                            
21 最初と最後は、被験者の記憶に残りやすいため除外して、再認テストを行なった。 
22 G.R.ロフタス, E.F.ロフタス著, 大村彰道訳『人間の記憶～認知心理学入門～』東京大学出版, 1980, 
pp.138-140 
23  太田信夫編『記憶の心理学』放送大学教育振興会, 2008, p.58 



 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これらの表現手法 3タイプについて分散分析を行なった。 

その結果、修正再認率の平均値において、有意傾向があることが分かった［F(2,64)=2.74, 

p<.10(表.4-3)］。下位検定の結果、フィックスとパンニングの条件間に有意傾向がみられ

た(p<.10)。ズームインとパンニングの条件間に、また、フィックスとズームインの条件

間に有意傾向はみられなかった(p>.10)。 

 被験者の再認による分類の信用度を確かめるために、信号検出理論による弁別感度 d’

(ディプライム)を用いた分析を行った。各観察者の弁別感度d’と、0値とのT検定を行っ

た結果、d’は有意に0とは異なることがわかった(p<.001)。つまり被験者は、偶然の水準

より有意に良好な分類を行ったことが確かめられた。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 商品ラベルショット3タイプの商品想起において2つの結果を得た。 

結果(1)。フィックスのほうが、パンニングよりも、有効な傾向がみられた。 

結果(2)。ズームインとパンニングの間で有意傾向はみられなかった。 

表.4-3	 	 再認実験における分散分析の結果	 

source	 SS	 df	 MS	 F	 p	 

subject	 3.49	 32	 0.11	 	 	 

表現手法	 0.51	 2	 0.26	 2.74	 0.07†	 

error(AS)	 6.00	 64	 0.09	 	 	 

total	 10.00	 98	 	 	 	 

† p<.10, * p<.05, ** p<.01, *** p<.005, **** p<.001 

	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 図.4-10	 	 表現手法別修正再認率の平均値 
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5. 考察 

 
 考察(1)。フィックスのほうが、パンニングよりも、商品想起において有効な傾向がみ

られた。フィックスは、1秒間、商品ラベル部分を見せていて全く動きがない状態である。

それに比べパンニングは、同じ 1 秒間に商品が画面左の位置から画面センターに移動し

てくる。パンニングの始点と終点の距離を視角度に換算すると、7度前後であった。商品

名の文字が読み取ることが可能な移動である。それにもかかわらず、フィックスより、

商品想起において劣っていた。被験者に対して左右に動くため、商品名の識別に支障を

きたしたと考えられる。 

 考察(2)。ズームインとパンニングの間で有意傾向はみられなかった。どちらの表現手

法も 1 秒の間に商品ラベル部分の見え方が変化している。パンニングが被験者に対して

左右の動きであるのに対して、ズームインは、商品ラベル部分の商品名が序々に大きく

なって被験者に迫ってくる前後の動きである。これらは商品想起において差がないこと

が分かった。 

 

6. 本章のまとめ  

 

 本研究では、商品想起に大きく関与する商品ラベルデザインの 4 つの表現手法の中で

も、基本的な商品ラベルショットの表現手法に焦点をあてた。そして、典型的な 3 タイ

プの表現手法について、商品想起に対する優位性を明らかにするために再認実験を行な

った。その結果、商品ラベルショットの表現手法において、商品想起を低下させる要因

の傾向が明らかになった。商品ラベルショットにおいて、パンニングは、生活者の興味

を引きつけるのに有効かと思われていたが、ここでは逆の結果が出た。 

 一般的にTV-CMのストーリー要素が静的な場合は、商品ラベルショットも静的に挿入

され、ストーリー要素が動的な場合には、商品ラベルショットも動的に挿入される場合

が多い。 

 しかし商品想起という視点からとらえると、商品ラベルショットでは、静的な表現手

法のフィックスが比較的有効だと思われる。これはTV-CMの全体像が静的な場合のみな

らず、全体像が動的な場合においても推奨できる表現手法である。例えば激しく変化す

るストーリー要素を受けて、一瞬リズムが静止するように商品ラベル部分をフィックス

で挿入するという表現が考えられる。また、TV-CMの構成において商品ラベルショット
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が静止する必然性をストーリーに盛り込むなど、TV-CMの制作過程での検討課題にする

ことも有効であろう。 

 TV-CMの商品ロゴタイプや商品デザインの想起を高める表現手法は多岐にわたり、新

奇性を求められる業界では、常に変化することを優先する傾向にあるが、最もシンプル

で基本的な表現手法の効果を再評価するように促したい。  

 また、先行研究24で紹介したように、商品の登場の回数が多すぎても敬遠される傾向に

ある。商品が登場する回数が、1 回や 2 回の場合においても、生活者の興味を引くスト

ーリー要素に連動して適切な商品関連のショットを挿入することで、商品想起を高める

ことが可能になる。商品ショットを多用することが必ずしも商品想起に結びつく訳では

ないと念頭におくべきであろう。  

 前章と本章では、商品関連要素の中でも、TV-CMの前半部分で紹介されることが多い

商品ラベルショットと、TV-CMの終盤で登場する商品ディスプレイショットを取りあげ

た。表現の「変数」を最小限に抑えた複数の表現手法を材料にして、再認法による記憶

実験を行なった。表現手法の違いによって商品想起に与える影響に差が生まれることを

明らかにした。 

 
 

                                            
24 八巻俊雄「TV-CMの表現効果」『東京経済大学会誌』183, 東京経済大学, 1993.9, pp.3-12 


