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１．はじめに 

本発表で扱う「広告における特異な引用表現」とは，広告コピーにおいて動詞・形容詞

の終止形に，格助詞が後接することによって体言のようにふるまっている表現を指すこと

とし，たとえば次の(1)(2)のようなものをいう。 

(1) おいしい！をあざやかに。（エスビー食品「企業広告 私がＳ＆Ｂです」） 

(2) 疲れを減らしてできるを増やそう！（武田薬品「アリナミンＡ」） 

本発表ではこれらを特異な引用表現であるとみなし，それは引用という現象によって仮

名詞化すると考える。 

 

２．先行研究とその問題点 

２−１．島田泰子（2012，2013a，2013b）の〈終止形準体法〉 

本発表に関する主な先行研究として，まず，島田泰子（2012，2013a，2013b）の〈終止

形準体法〉に関する一連の研究が挙げられる。島田（2013a）では，「活用語の終止形

（と見られる）語形が，文中において体言に準ずる扱いを受け，格助詞ヲ・ガ・ニなどを

伴って，述語に対する格成分として用いられたもの」（島田2013a：2）を〈終止形準体

法〉と命名している。また，現代語の終止形が古代語の連体形に由来することや，「負け

るが勝ち」などの連体形準体法と関連性を持つ可能性に着目し，〈終止形準体法〉を，あ

る種の引用と見なしつつも，日本語の通時的変化の中に位置付けることを試みている。 

島田によれば，形容詞の〈終止形準体法〉は，個々の瞬間的発話（一語文など）を再現

するという色合いが強いため，普遍的な属性を抽象化する「語幹＋さ」などの派生名詞と

は性質が異なるものであるとしている（島田2013b：22-23）。一方，動詞の〈終止形準体

法〉は，動作概念を普遍化するものであるため，感嘆符や終助詞などのモダリティ要素が

伴われにくいとする。また，（和語の）動詞の連用形は名詞へ転成することがしばしばあ

るが，中には連用形単体が名詞として定着していないものや，本来の動きを抽象化するの

とは異なる意味を持っているものがある。それらを名詞化させるには「〜こと」「〜の」

型の準体句の形式をとる必要があるが，島田は，その代替として〈終止形準体法〉が定着

したという予想を示している（島田2013b：37）1。 

この考え方には，以下の問題点がある。第一に，形容詞の場合の主観的・瞬間的な発話

の再現と，動詞の場合の動作概念の普遍化という，いわば正反対である二つの用法を，同

じ〈終止形準体法〉として一括してしまっている点である。発表者の見解では，そもそも

                                                        
1  島田は，動詞「噛む」の連用形「噛み」について，「あま噛み」のように複合語の構成要素となっ

た場合は名詞として機能しうるが，それ単独では名詞として成立しにくいことを例示している。ま

た，「作る」の連用形名詞である「作り」が，「作る」という動作そのものを抽象化したものとは

異なる意味を持つことを指摘している（島田 2013b：26）。 
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「引用」と「準体句（準体法）」とは全く異なる文法事象であって，島田の論文中に散見

される「引用による（引用的に成り立つ）準体的な用法」という言い回しは，いわば本質

の全く異なる両者を，形態的に類似しているというだけの理由で同類視してしまっている

ように思われる。また，それらが混同されやすいことを理由に，古典語由来の連体形準体

句と，現代の広告における〈終止形準体法〉との語史的な連続性を見出そうとすることに

は難があると思われる。 

第二に，動詞の〈終止形準体法〉がモーダルな要素を伴いにくいという点について，実

際の用例では，格助詞が終止形以外の要素（終助詞などを伴ったもの）を承ける用例が相

当数見られる。これは次節で述べる北澤尚（2016a）でも指摘されている。たとえば， 

(3) お魚がいるよ，をつくってあげたい。／泳いでもいいよ，をつくってあげたい。

／よごれた水からきれいな水を，つくってあげたい。（新聞Ⅲ177–2007精密機

器） 

(4) 世の中の「わからん」を次々解決！！（新聞Ⅱ462–2004公共） 

(5) 国民一人ひとりの「変わらなきゃ！」を280分ノンストップで大議論！（新聞

Ⅲ488–2008メディア） （北澤2016a：42） 

これらはそもそも「終止形」でも「準体法」でもないため，〈終止形準体法〉に組み入

れることは適当ではない。島田は，これらの用法を〈終止形準体法〉の「類例」としてい

るが，同じタイプの用例として統一的に説明するためは，〈終止形準体法〉に代わる他の

枠組みを用意する必要がある。 

 

２−２．北澤尚（2016a，2016b）の「非名詞類の名詞的用法」 

本発表に関わる主な先行研究のもう一つに，北澤尚（2016a，2016b）の一連の研究が挙

げられる。北澤（2016a，2016b）は，「感動詞（挨拶言葉）」「副詞（一般）」「副詞

（オノマトペ）」「副詞（修飾句）」「形容動詞語幹」「形容詞終止形」「動詞終止形」

「文相当句」の８種類を「非名詞類」とした上で，それらに「格助詞」「提題助詞」「と

りたて助詞」が後接した用例を収集・分類している（北澤2016a：38）。なお，ここでの

「文相当句」とは，「『動詞終止形』と違って，モダリティ形式が添加されていること，

複文であること，『連用修飾等の成分＋述語』の構成であること，のいずれかに当てはま

ることである」（北澤2016a：42）としている。これらの研究では，紙媒体の広告コピー

集に掲載されている膨大な用例の中から，該当する表現を形式ごとに分類し，名詞的用法

になりやすい語彙の傾向を明らかにするという，計量的な分析に主眼が置かれている。 

北澤は，島田の〈終止形準体法〉という考え方に対して，①活用語の終止形でないもの

も〈終止形準体法〉に含まれていること，②レトリックの観点からの分析が必要であるこ

と，③広告全体の文脈に依存した表現であること，④準体法の伝統的な分類である「作用

性準体」「形状性準体」のいずれにも該当しないこと，などを理由に，「統語論・構文論

の観点からのみ分析することには限界があると考えられる」（北澤2016b：21）としてい

る。また，本発表での立場である「引用表現」という見方に対しては，①発話主体・引用

標識「ト」・伝達動詞「言ウ」が必須に復元できるとは限らないこと，②形容詞の場合，

ニュアンスの違いはあるものの「語幹＋さ・み」の派生名詞と置き換えられること，③動

詞の場合，「終止形＋コト・ノ・ホウ」などの名詞句と意味的に大きく変わらないこと，
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などを理由に，「広告コピーにおける非名詞類の名詞的用法すべてが，典型的な引用表現

とは言い難いように見受けられる」（北澤2016b：32）としている。 

北澤の問題点は，用例の分類基準に難があるという点である。これは品詞ごとに「非名

詞類」になりやすい語彙の傾向を明らかにするという目的からすれば仕方ないことかもし

れないが，自立語を品詞別に細かく分類する一方，モダリティや連用修飾成分を含んだ場

合はすべて「文相当句」として一括りにしてしまっていることによって，用例ごとの細か

な解釈がやや疎かになっているように思われる。 

 

３．本発表での提案 

３−１．「広告引用」という考え方 

ここで，本発表での主張をまとめておく。まず，広告における「用言＋格助詞」という

用法は，連体形準体法とは何ら関連性のない，特異な引用表現であると考えるべきである。

引用された発話は所与とみなされるため，発話主体の明示の有無にかかわらず，ある（消

費者の）発話を再現したものである。また，引用されたことばは仮名詞化するため，後に

格助詞を伴う，あるいは前に規定成分を伴うことが可能になる。 

本発表では，広告におけるこれらの特異な引用表現を「広告引用」と名付ける。 

 

３−２．引用の位置づけ 

前章でも少し述べたが，北澤は，「非名詞類」が典型的な引用表現とは言えないことの

理由として，発話主体・引用標識・引用動詞が復元しにくい用例がある点を指摘している。

これについて，本発表では次のような見方をとる。

統語的な「引用」とは，（…略…）事実として本当に所与のコトバを再現したのか

どうか，その真偽は問題ではない。本当であれ虚構であれ，そんなコトバがあったと

いう姿勢で，それを再現して見せようという言い方なのである。（藤田2000：16-17） 

これを踏まえると，明示されていない発話主体・思考主体が復元できるかどうかという点

について，本発表では，引用表現である以上，（それが一義的かどうかは措くとして）い

かなる場合でも「復元できる」という立場を取るべきであると考える。さらに，広告表現

という位相上，引用句の発話主体は「消費者」である可能性が高い，と考えるのが妥当で

だと思われる2。また，広告という位相が持つ文字数上の制約から，発話主体が潜在化し，

引用標識・引用動詞が欠損することで，典型的でない「特異な」引用表現が生じるものと

考える。 

ここで注意すべきは，「所与の発話」という考え方は，「引用」の範囲を無秩序に拡大

させてしまう危険性を孕んでいるという点である。引用であることを明確化する手段とし

て，書き言葉であれば引用符，話し言葉であればポーズや声色などがある。また，解釈と

いう点において文脈や適切さといった語用論的要素が重要となる。 

なお，一般的な書き言葉における引用表現ではしばしば引用符が用いられることがある

が，ここでの広告表現では，必ずしも引用符が存在しない場合がある。本発表では，引用

                                                        
2  商品やサービスをアピールするという点では，もう一つの可能性として，「広告主」であることも

考えられる。 
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符の機能について，引用であることを明確にするというはたらきについては認める立場を

取る。また，引用句末の感嘆符や句読点も統語的な境界を明確化することがあるため，こ

れらも引用符に準ずる機能と言える。また，述語に直接格助詞を付すという特異な構造は，

その特異性ゆえに，記号としての異質性を示していると言える。これについて，藤田保幸

（2000）は次のように述べる。 

もちろん，こうしたカギカッコの機能に支えられて，書きコトバが副次的な文法と

でも言うべきものを持つに至っているという事実は，興味深い。（…略…）しかし，

統語論において問題とすべき統語的な「引用」の問題と，カギカッコの問題とは基本

的に別のものである。 （藤田2000：27）

本発表では，広告コピーにおいて，引用符がある場合などはもちろんであるが，それが

ない場合であっても，その文法的な非連続性から，引用であると解釈されるような構造を

取るものと考える。 

 

３−３．引用句の品詞性について 

前節の内容と関連して，引用句の文中における品詞性は，名詞扱いであると考えること

ができる。実際，用例(6)のように，広告コピーには，格助詞がついていること，連体修

飾を受けるものがある。 

(6) あなたの一番うまい！になる。（キリンビール『本麒麟』） 

引用句の文中における品詞性について，藤田（2000）は次の立場をとる。 

引用されたコトバが，どうして以上見たさまざまな性格を帯びて機能するのだろう

か。端的にいえば，文中にとり込まれ，一定の分布・位置をとらされることで，相対

的に品詞的役割を付与されるのだと見るのがよいだろう。 （藤田2000：55） 

藤田の説明によれば，引用句は（連体修飾を受ければ名詞となり，文末にあれば述語にな

るというように）その品詞性は文中での位置によって相対的に決まるという3。 

これに対して，奥津敬一郎（1974）は次の見方をする。 

引用文は，直接引用文にせよ，間接引用文にせよ，それは名詞的機能を果している

と考えられる。但し他の名詞とは異なり，文がそのまま名詞化される点に特色がある。 

（奥津1974：134） 

本発表では，引用句である以上，文中では何らかの品詞に属するものであるという立場

を取るため，いかに長い引用句であってもそれは名詞としてふるまうという奥津の考え方

を採用する。 

 

３−４．準体法との区別 

 「負けるが勝ち」という表現について，島田（2012b）では，「『負ける』が勝ち」の

ような引用句としても解釈される余地があるとしている。たしかに，「負ける」という発

話の主体や状況が明確であるという特殊な文脈においては許容されるかもしれない。しか

し「負けることが結局は勝ちにつながるものだ」ということわざの一般的理解としては，

                                                        
3  藤田の引用論は，「引用表現は，通常の言語記号（シンボル記号）と引用句（イコン記号）とい

う，質の異なる言語記号が組み合わさったものである」という前提のもとに展開されている。 
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やはり連体形準体法と考えるべきであろう。これに対して広告コピーでは，たとえば(7)

について，「がんばるぞ，を忘れる10分間。」とほぼ同義であるという解釈，すなわち，

（ゼロ形式の）断定モダリティであるという見方も可能ではないだろうか。引用句内の文

末が調整されるということはごく自然なことであるが，これは準体法という考え方では説

明できない。ゆえに，古典語由来の準体法と広告引用とは，たとえそれらが形態的には類

似していたとしても，区別すべきであろう。 

(7) がんばる，を忘れる10分間。（NETFLIX『リラックマとカオルさん』） 

（2019.12.10 YouTubeからキャプチャ） 

 

４．「広告引用」の意義 

４−１．品詞分類と引用 

本章では，ここまで述べてきた「広告引用」の意義について述べる。まず，「広告引用」

により，品詞や活用の別を問わない説明が可能となる。たとえば，次の(8)(9)について， 

(8) 知りたいを
．
，科学する（島津製作所pst.，新御茶ノ水駅にて2008.9.21撮影）  

（島田2013a：1，傍点・下線ママ） 

(9) 知りたい，が湧いてくる。（新聞Ⅲ485–2009メディア） 

（北澤206a：40，下線ママ） 

いずれも「知りたい＋格助詞」という構造であるが，島田は「助動詞の終止形」，北澤は

動詞にモダリティ成分が付加された「文相当句」とみなしている。また，「知りたい」を

一種の派生形容詞とみなすことも可能である。島田によれば，形容詞と動詞では〈終止形

準体法〉の性質が異なってしまうことになるが，本発表で提案する「引用」という見方に

よって，助動詞を語として認定するかどうか，「〜たい」による形容詞化を認定するかど

うかにかかわらず，「用言を主要素とする所与の発話を再現したもの」として論じること

が可能になる。 

 

４−２．文の成分と引用 

広告引用という考え方は，多様な文の成分になりうることの根拠にもなる。(10)は，発

表者がコーヒーのテレビＣＭの一部をキャプチャしたものである。 

(10) 89％がうまい。（上島珈琲『UCC BLACK無糖』） 

（2019.4.13 YouTubeからキャプチャ） 
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この広告コピーの下には，「アンケート調査で89％がおいしいと答えた」旨の説明がある。

よって，これを一般的な形容詞述語文とみなす，すなわち「89％という数値そのものが

『うまい』という属性を有している」という解釈は不適当である 4。一般的な用法であれ

ば，後に「と言った」という引用標識・引用動詞が明示されるべきであるが，文字数の制

約から，それらの要素が欠損しているものと思われる。また，「うまい」の後に格助詞等

を伴っていないため，〈終止形準体法〉という見方も不可能である。発表者は，この用法

は，後に発話動詞「といった」などが省略された用法であると考える。このような，用言

が述語の位置にあるにもかかわらず，一般的な述語文として解釈ができないという用例は，

本発表で扱う「特異な用法」の中でも極めて数が少ない稀な用法であるが，このような用

法についても，引用という枠組みで考えることによって説明が可能となる。 

 

４−３．規定成分と引用 

次に，「引用句の仮名詞化」によって，引用句そのものが規定成分を受けられることが

説明できるようになる。これは準体法という見方では説明できないものである。ここで，

古典語の準体法についての小田勝（2015）の説明を載せておく。 

◆準体言の下に主名詞を想定するという扱いの正当性は、次の事実から確かめること

ができる。すなわち，用言の連用形の転成名詞はそれ自身が名詞なので連体修飾語を

とるが，準体言は連用修飾語をとる。 

ねぢけがましき
、、、、、、、

おぼえだになくは（源・帚木）〈転成名詞〉 

つらう
、、、

おぼゆるぞわりなきや。（源・紅葉賀）〈準体言〉 

また，転成名詞には「御–おぼえ」のように，名詞に付く接頭辞「御」を付けること

ができるが，準体言に「*御-おぼゆる」とすることはできない。以上のことは，連体

形自身が名詞として機能しているのではなく，下に顕在していない主名詞△が想定さ

れることを示唆している。 （小田2015：337，傍点・下線ママ） 

これを広告における用例を比較すると， 

(11) 看護師の“はたらく”を
．
応援！（転職支援サービス会社 車内pst.，2010.7.5

撮影） （島田2013b：23，下線ママ） 

 

(12) あなたの「うれしい」が，きっとあります。規制緩和。（雑誌554-1997企業・

団体） （北澤2016a：43） 

上の用例について，「看護師がはたらく」「あなたがうれしい」という節全体が準体句と

なってガノ交替が生じ，格助詞「を」「が」がそれらを包摂していると考えることは可能

であろうか。発表者は「はたらく」「うれしい」に引用符が付されていることからも分か

る通り，(11)では「はたらく」，(12)では「うれしい」の部分が引用句（＝仮の名詞）で

あり，それに対して「看護師の」「あなたの」が規定成分としてはたらき，格助詞がそれ

を受けていると考えるのが妥当であると考える。 

  

                                                        
4  解釈のコストという点では，関連性理論などの語用論的な側面からの分析も必要かもしれない。 
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４−４．引用部が節以上である場合 

広告においては，引用句が節以上となる場合がある。これは北澤（2016）も指摘してい

る通り，〈終止形準体法〉という名称が不適当であることの大きな要因であると考える。

北澤の挙げている用例には，文相当であるどころか「複文」「２つ以上の文」が引用句と

なっているものすらある。 

(13) 使えるといいな，に自販機はお応えします。（新聞Ⅱ256-2000サービス） 

(14) 「これ，よく聴いたなあ。名曲だよね」が，いっぱい入ってる。（新聞Ⅱ439-

2004メディア） （北澤2016a：42） 

これらの用例は，まさに奥津の指摘する「文がそのまま名詞化され」たものであり，引用

であることを示す典型的な例であるといえる。 

 

４−５．テレビＣＭにおける「ポーズ」 

広告引用という考え方により，実際の広告のナレーションにおける「ポーズ」の説明が

可能となる。発表者が収集した音声を含む動画形式の用例のうち，引用句の後にポーズが

置かれているものがいくつか見られた。準体法であれば，主名詞「人・こと」が省略され

ている位置にポーズは起こらないはずである。終止形と格助詞の前にポーズがあるという

音声的特徴は，「声色」などと合わせたパラ言語的要素として重要なものであり，記号と

しての異質性を示している。これは，引用と考えることによってはじめて説明が可能とな

る。 

 

５．位相・文体の問題 

広告という位相において特異な用法が許容されうる理由の一つとして，先学によっても

指摘されている通り，それがある種の文学的性質を持つ文章であることが挙げられる。前

述の通り，北澤（2016a，2016b）は，ボディーコピーなども含めた広告全体の文脈を踏ま

えた分析や，レトリックの観点からの分析の重要性を主張している。この点には発表者も

同意するが，まずはこれらの表現が，非典型的な用法であったとしても本質的には引用に

よって成り立っていると考えるべきであろう。また，発話者が容易に想定されやすく，文

字数の制約があるという位相的特徴や，消費者の声がリアルに表現されやすいという文体

的特徴などによって，広告引用が生じやすい環境となっているものと思われる。 

 

６．英語との比較 

「引用句の名詞化」という考え方について，日本語で記述された英文法書として最も網

羅的なものである安藤貞雄（2015）には，次のような記述がある。 

(15) Warm is not the word for it. （これって，暖かいなんてもんじゃないよ） 

引用された語句・文は“引用実詞”（quotation substantive: Jespersen MEG II: 213
の用語）と呼ばれ，おしなべて名詞扱いになる。その際，上例（発表者注：(15)など

を指す）でわかるように，引用符の使用は義務的ではない。 （同：32，太字ママ） 

この点からも，引用句の名詞化という考え方（および引用符の使用が任意であるという

見方）が通言語的に見ても妥当であるという可能性があることがわかる。 
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７．おわりに 

本発表では，近年の広告で急速に用例が増えている，用言の終止形に格助詞が後接した

表現を「広告引用」と名付け，引用論の立場から考察するものであった。これによって，

準体法との区別が明確になり，引用句内
、
の品詞性や引用句の長短に関わらず，規定成分を

受けることや，ポーズという音声的特徴などについて説明できることが分かった。 

藤田（2000）の引用論についても，記号の異質性ゆえに品詞性も変幻自在に変わる，と

いった見方については，再検討が必要であると思われる。質の異なる記号とはいえ，文の

構成要素となる以上は（それが非典型的・臨時的であったとしても）何らかの品詞に属す

ると考えるべきであろう。村木新次郎（2012）も「言語主体が発話の場面で，〈運動・様

子・空間・時間〉などの対象を意味しない単語も対象化（素材化）して，名詞としてもち

いることがある」（村木2012：57）と指摘しているが，引用句をいわば“品詞分類の第一

の拠り所”である名詞として扱うことは，妥当な考え方であろう。 

また，本発表では扱えなかったが，最近では，インターネットニュース記事の見出しに

おいて次のような用例が散見される。 

(16) スーパーでもクレカな人が３割に増加，クレジットカードの日常使い浸透？ 

（ARUHIマガジン 2020.3.3配信，下線は発表者） 

(17) アンミカ“ウイルスばらまいてやる”男に不快感「最悪」 感染者が肩身の狭

い思いしている中で… （Yahoo!ニュース 2020.3.13配信，下線は発表者） 

(16)は引用句が形容動詞の語幹に，(17)は引用句が複合語の前部要素になっているもので

ある。これらの用法についても，広告引用という考えを応用することで，語・形態素レベ

ルでのさらに踏み込んだ分析が可能になるように思われる。今後は，このような引用句の

文法的機能の拡大という側面にも着目しながら研究を進めていきたい。 
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