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１．はじめに 

本稿では、近年の広告コピーにおいて⽤例が急速に増加していると思われる、
次のような⽤例に着⽬する。 

(1) おいしいに、アイデアを。 
（イオン「トップバリュ おさかな惣菜」、筆者、2019.1.27撮影）1 

(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」、筆者、2019.12.13撮影） 

これらの表現は、(1)では形容詞2、(2)では動詞の終⽌形が格助詞を伴い、名
詞のごとくふるまっている。ここでは、これらの⽤法をひとまず⾮標準的な引⽤
表現と位置付けた上で、議論を進めていく。 
 
２．先⾏研究 
２−１．島⽥の〈終⽌形準体法〉 

本稿の「広告引⽤」にあたる表現については、島⽥泰⼦による⼀連の研究があ
るが（島⽥2013a、2013b）、それに関しては⼗分検討をしておく必要がある。
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。
また島⽥は、〈終⽌形準体法〉について、連体形準体法（「負けるが勝ち」など）
と連続性を持つものだとする。また〈終⽌形準体法〉が成⽴するのは、引⽤の本
質に基づくものであるからだという。 

しかし島⽥の〈終⽌形準体法〉には根本的な問題がある。そもそも「準体
（法）」という語は⽴場によって分類や定義が異なるが、島⽥はそれを定義せず
に使⽤している。また、「終⽌形準体法の例またはそれに隣接する類似例が、⽂

                                         
1  ⽤例の出典は、掲載されている広告コピー集の書名ではなく、広告主・商品名、お

よび収集者の名前・撮影⽇（筆者、および先⾏研究者である島⽥2013a・b、北澤
2016a・b）で⽰すこととする。また、全ての例⽂の番号は本稿に合わせて改めた。
⽤例の収集⽅法等については、本稿の末尾に記した。 

2  本稿での「形容詞」「形容動詞」は学校⽂法にならう。 

いては、日本語ではほぼ同じ使用率であるが、英語では提題 C の使用率が上回っ

ている。 
②段落区分箇所及び内部における使用傾向としては、日本語は文章全体と同様に

提題 A の使用率が他と比べて非常に高い。提題 A の新話題で段落を区切りながら

段落をつなぐ傾向が強いといえる。また、提題 A と B が段落内部に複数含まれて

いることが、朝日英語訳のパラグラフ増加の一因と考えられる。英語では、提題

A だけでなく提題 C の区分箇所での使用率が高いだけでなく、提題 C、特に複数

の同一提題 C が段落をまとめる働きが強いことも明らかになった。提題 C を中心

に提題 A と B との組み合わせでパラグラフが構成される傾向が強い。 
③以上の結果から、改行字下げの同じ形式を持つ段落・パラグラフも、各提題表

現の使用傾向に相違があり、特に提題 A と提題 C における段落内での使用傾向の

相違が、段落とパラグラフの質的な違いの一因となっていると考えられる。 
  
66..  今今後後のの課課題題  
 本研究は、提題表現に絞って日・英語を比較したものであるが、同じ提題 A に

おける質的な相違もさらに検討を加える必要がある。また、段落の特徴を捉える

には、接続表現、叙述表現等も併せて、文脈展開の観点からも分析する必要があ

る。分析対象も新聞社説という特殊な範囲に焦点を当てたものに過ぎない。新聞

に掲載されている他の論説文のみならず、雑誌等に掲載されているコラムなども

分析対象として、段落・パラグラフの質的相違について考察を深めなければなら

ない。いずれも今後の取り組み課題とする。 
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ティ要素を伴うものや、複⽂・⼆つ以上の⽂であるものなどを全て「⽂相当句」
という⼀つのカテゴリーにしてしまっており、精密さに⽋ける。また、これらの
分類によって説明できることがあまり⽰されていない。 
 
３．「引⽤」としての位置付け 
３−１．「引⽤」の原理 

⽂法論の対象となる「引⽤」の表現の性質について、藤⽥（2000）は、「所
与とみなされるコトバを再現して⽰そうという意図・姿勢で⽤いられる引⽤され
たコトバの表現」（藤⽥2000：15）と述べている。その統語的な定義について
は、「引⽤されたコトバが、引⽤（＝再現）されたものという表現性に基づく意
味−⽂法的性格に拠って、⽂の構成に参与しているもの、それを含む構造」
（同：15）としている。以下では、本稿の論旨に直接関連する、引⽤部の品詞
性という問題について考えていく5。 
 
３−２．奥津（1974） 
奥津（1974）は、当時の変形⽣成⽂法の⽴場から、「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」（奥
津1974：134）とし、引⽤部を名詞相当のものであるとする（この⾒⽅を、本稿
では「引⽤部名詞説」と呼ぶ）。奥津は、たとえば「ゲーテは最後に『もっと光
を』と⾔った」という節は「ゲーテが最後に⾔った『もっと光を』」という内の
関係の修飾節に書き換えができるため、引⽤部は名詞であるとする。この考え⽅
は、⺟語話者の⾔語直観に照らしても妥当であると思われる。しかし奥津の問題
は、引⽤標識「ト」を他の格助詞と同等のものとして扱っている点である。次項
では、それに対する藤⽥（2000）の批判について⾒ていく。 
 
３−３．藤⽥（2000） 
藤⽥（2000）は、引⽤部を「イコン記号」とみなし、「シンボル記号」であ

る通常の⾔語記号の枠組みでは律しきれない⽂法的ふるまいを⾒せるという。ゆ
えに引⽤部それ単体では品詞性を持たず、⽂中での位置によって相対的に決まる
とする6。具体的には、格助詞や連体修飾成分を伴った場合は名詞句としてはた
らき（＝(4a)）、⽂末に⽴てば引⽤部単体で述語として機能する（＝(4b)）とし、
「〜ト」の形を取れば副詞句となる（＝(4c)）とする。 

(4a) その時の「ちょっと待て」に私は驚いた。〔名詞〕 

                                         
5  本稿では、引⽤されたことば単体を「引⽤部」（藤⽥の「引⽤されたコトバ」と同

義）、それらが「〜ト」のかたちをとったものを「引⽤句」と呼ぶこととする。 
6  以下、引⽤部についての藤⽥の品詞観を「イコン記号説」と呼ぶことにする。 

中において⾃在な格成分に化けるのは、このような引⽤の本質に基づく現象であ
る」（島⽥2013a：7）というように、準体法と引⽤とを混同した議論が進めら
れている3。『⽇本語学⼤辞典』では、「準体」は「活⽤語の連体形がそのまま
の形で体⾔と同等の資格で⽤いられたもの」（執筆：信太知⼦、p.506右）と定
義されており、本稿もこれにならう。そうであるならば、そもそも「終⽌形」で
ある時点で「準体法」にはならない。さらに島⽥は、終助詞を伴った⽤例（「あ
ったらいいなをカタチにする」）も〈終⽌形準体法〉の類例として位置付けてい
るが、これでは「終⽌形」とも「準体法」とも⾔えず、名称⾃体が不適当である。
また、島⽥は触れていないが、⼆つの⽂をひとまとまりで取り込んだ⽤例もある。 

(3) 「これ、よく聴いたなあ。名曲だよね」が、いっぱい⼊ってる。 
（ビクターエンタテインメント「CD‒BOX 私の⻘春譜」、北澤） 

このようなものまで〈終⽌形準体法〉の類例と位置付けてしまうと、その範囲が
無制限に広がってしまう。(3)からも分かる通り、どのようなことばも⼀つの⾔
語的単位として⽂中に取り込んでしまう性質こそが引⽤表現の独⾃性なのである。
なお、準体法において、⼆つの⽂がひとまとまりになって主名詞にかかるという
ことはあり得ない。もし(3)の「」内の部分を連体修飾成分と⾒る場合、後に主
名詞を補って解釈するためには、連結語「という」が必須である。ここでの「と
いう」はもちろん引⽤述語由来の複合辞である。準体法であれば、それ⾃体が潜
在する主名詞を直接修飾するのであるから、引⽤の要素（「という」）を想定せ
ずとも解釈が可能なはずである。島⽥が〈終⽌形準体法〉と呼ぶものは純然たる
「引⽤」なのであって、引⽤によって成り⽴つ準体法ではないのである。 
 
２−２．北澤の「⾮名詞類の名詞⽤法」 

もう⼀つの先⾏研究として、北澤尚の研究（北澤2016a、2016b）がある。北
澤は、広告コピーにおける「⾮名詞類」に「格助詞類」が後接した⽤例について
考察している。北澤の研究は、⽤法の⽂法的分析よりも、⽤例の収集・分類とい
った計量的な分析に主眼が置かれている。また北澤は、島⽥の〈終⽌形準体法〉
および「引⽤」のいずれの⾒⽅に対しても、慎重な⽴場をとっている4。 

北澤の研究は、⽤例収集という点ではたいへん貴重なものであるが、分類とい
う点で問題があるように思われる。格助詞が後接することばのうち、「動詞終⽌
形」「形容詞終⽌形」などをそれぞれ別の分類としている⼀⽅、修飾語やモダリ

                                         
3  「準体」という語を最初に⽤いた⼭⽥孝雄も、引⽤部が後に格助詞を取るような⽤

法を「準体句と区別するは当然の事なり」（⼭⽥1936：1100‒1101）と明⾔する。  
4  「〈終⽌形準体法〉という本稿にとって誤解を与えかねない術語は⽤いない」（北

澤2016b：21）、「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」（同：32）とある。 
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る。本稿では、奥津（1974）を踏まえて、引⽤部は典型的には名詞としてふる
まうという⽴場を取ることとする。 
 
４．「広告引⽤」の定義 
繰り返しになるが、本稿では、次のような表現を対象とする。 

(7) おいしいに、アイデアを。〔＝(1)の再掲〕 
(8) 疲れを減らしてできるを増やそう！〔＝(2)の再掲〕 

これらは、引⽤部が⽂の構成要素となっているため、引⽤表現の⼀種と⾔える。
しかし、「〜ト」という⽂法上の引⽤標識が存在しないという点において、⼀般
的な引⽤表現からは逸脱した、⾮標準的な⽤法であると⾔える。ではなぜこのよ
うな⽤法が許容されるのだろうか。筆者は、引⽤標識「ト」の不在や発話主体の
⾮表⽰など、⼀般的な⾔語規則からの逸脱が許容されるのは、広告コピーという
ジャンルの特徴によるものと考える。広告コピーには、テクストを構成する上で
の「⽂字数の制約」、語⽤論的側⾯からの「発話（声）の存在」という⼆つのジ
ャンル上の特徴がある。この前提のもとで、最も端的に発話（主に消費者の声）
を取り込む⽅法として、所与とみなされることばをそのまま名詞として引⽤する
という⽅法が⽤いられると考えられる。そこで本稿では、広告コピーというジャ
ンルが持つ「⽂字数の制約」「発話（声）の存在」という特徴を前提とした上で、
引⽤標識を⽤いず、格助詞や連体修飾成分を伴って名詞として機能している⾮標
準的な引⽤表現を、「広告引⽤」と名付ける。 

なお、この「広告引⽤」は、古典語由来の準体法とは関連性がなく、あくまで
も引⽤表現の⼀種であると考えるべきである。引⽤されたことばが後に格助詞を
伴ったり、前に連体修飾成分を伴うのは、奥津の「引⽤部名詞説」の原理による
と思われる。本稿では、このような表現は引⽤によって初めて説明がつく（むし
ろ、引⽤でしか説明がつかない）ことを主張する。 
 
５．「広告引⽤」の⽤法 
５−１．調査⽅法 

本節では、広告引⽤の⽤法について、具体例に即して⾒ていくこととする。広
告引⽤はその性質上、コーパスから⽤例を収集することが難しいため、島⽥・北
澤が収集して論⽂の中で⽤例として挙げているもの、および、筆者が独⾃に収集
したものを対象とすることとした。その結果、形容詞・動詞を主要部とする合計
155の引⽤部（広告コピーの数としては138）が得られた。 
 
５−２．語彙的傾向 

広告引⽤全体としては様々な動詞・形容詞が⽤いられるが、中でも頻繁に⽤い
られる語もある。以下に、⽤いられた回数が多い語を順に並べる。 

(4b) その時、ヒゲの男が「ちょっと待て」。〔述語〕 
(4c) その時、ヒゲの男が「ちょっと待て」と⾔った。〔副詞句〕 

（例⽂a・bは藤⽥2000：57、例⽂cは作例。下線・注記は筆者による） 
この点について、「健康」という語が主語にも述語にもなりうることを考えれ
ば、引⽤されたことばの品詞性が相対的に決まるという⾒⽅は特に不⾃然なもの
ではないとする。なお藤⽥は、「ピョンと（跳ぶ）」などの擬声語・擬態語副詞
と「『オイ、コラ』と叫ぶ」の引⽤句を⽐較した場合、どちらも副詞句としては
たらくという点において、統語的に類似した性質のものであると主張する。 
藤⽥はまた、 

(5a) ガリレオは⾃説である地球が回っていることを主張した。 
(5b) *ガリレオは⾃説である地球が回っていると主張した。 

（藤⽥2000：55） 
(5a)のように明らかに名詞節としてはたらく「〜コト」型引⽤と⽐較した場合、
「〜ト」⾃体には連体修飾を掛けられないとし、単純に引⽤部が名詞化している
と⾔い切ることはできないとしている7。 
 
３−４．本稿の⽴場 
以上を踏まえた上で、引⽤部の品詞性はどう考えるべきであろうか。⽂の構成

要素となる以上は、単語（引⽤部も含む）はいずれかの品詞に属すると考えたほ
うが良いのではないか。 

ここで、藤⽥の「イコン記号説」が持つ問題点について指摘しておきたい。第
⼀に、副助詞の使⽤が可能であるという点がある。たとえば、 

(6) ガリレオは地球が回っているなどと主張した。〔＝(5a)(5b)を改変〕 
「など」という副助詞を挿⼊できることは、引⽤部そのものが名詞であることの
傍証となる（藤⽥はこの点には触れていない）。これは、擬声語・擬態語副詞の
場合に「*バタバタなどと」とは⾔えないことと⽐較されたい。 
第⼆に、引⽤部がさまざま品詞になることを形容動詞になぞらえて説明してい

るが、これには問題がある。「健康」という語の品詞性は、名詞「健康」と形容
動詞「健康だ」という機能的な多義語なのであって、引⽤部が統語環境によって
さまざまな品詞としてふるまいを変えることとは性質が異なるのである。 
第三に、記述の⼀般化という点である。⽇本語における名詞性は、前に連体修
飾成分を伴ったり、後に格助詞が付与されることによって⽰される。「〜ト」の
場合に副詞化するなど、引⽤部の⽤法が広がりを持つ点は認めてよいと思われる
が、イコン記号であるため本質的には品詞性がないという藤⽥の主張は極端であ

                                         
7  「〜コト」型引⽤は、内容を抽象化・命題化するという点において、発話や思考を

ありのままに引き写そうとする「〜ト」型引⽤とは性格が異なる。 
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る。本稿では、奥津（1974）を踏まえて、引⽤部は典型的には名詞としてふる
まうという⽴場を取ることとする。 
 
４．「広告引⽤」の定義 
繰り返しになるが、本稿では、次のような表現を対象とする。 

(7) おいしいに、アイデアを。〔＝(1)の再掲〕 
(8) 疲れを減らしてできるを増やそう！〔＝(2)の再掲〕 

これらは、引⽤部が⽂の構成要素となっているため、引⽤表現の⼀種と⾔える。
しかし、「〜ト」という⽂法上の引⽤標識が存在しないという点において、⼀般
的な引⽤表現からは逸脱した、⾮標準的な⽤法であると⾔える。ではなぜこのよ
うな⽤法が許容されるのだろうか。筆者は、引⽤標識「ト」の不在や発話主体の
⾮表⽰など、⼀般的な⾔語規則からの逸脱が許容されるのは、広告コピーという
ジャンルの特徴によるものと考える。広告コピーには、テクストを構成する上で
の「⽂字数の制約」、語⽤論的側⾯からの「発話（声）の存在」という⼆つのジ
ャンル上の特徴がある。この前提のもとで、最も端的に発話（主に消費者の声）
を取り込む⽅法として、所与とみなされることばをそのまま名詞として引⽤する
という⽅法が⽤いられると考えられる。そこで本稿では、広告コピーというジャ
ンルが持つ「⽂字数の制約」「発話（声）の存在」という特徴を前提とした上で、
引⽤標識を⽤いず、格助詞や連体修飾成分を伴って名詞として機能している⾮標
準的な引⽤表現を、「広告引⽤」と名付ける。 

なお、この「広告引⽤」は、古典語由来の準体法とは関連性がなく、あくまで
も引⽤表現の⼀種であると考えるべきである。引⽤されたことばが後に格助詞を
伴ったり、前に連体修飾成分を伴うのは、奥津の「引⽤部名詞説」の原理による
と思われる。本稿では、このような表現は引⽤によって初めて説明がつく（むし
ろ、引⽤でしか説明がつかない）ことを主張する。 
 
５．「広告引⽤」の⽤法 
５−１．調査⽅法 

本節では、広告引⽤の⽤法について、具体例に即して⾒ていくこととする。広
告引⽤はその性質上、コーパスから⽤例を収集することが難しいため、島⽥・北
澤が収集して論⽂の中で⽤例として挙げているもの、および、筆者が独⾃に収集
したものを対象とすることとした。その結果、形容詞・動詞を主要部とする合計
155の引⽤部（広告コピーの数としては138）が得られた。 
 
５−２．語彙的傾向 

広告引⽤全体としては様々な動詞・形容詞が⽤いられるが、中でも頻繁に⽤い
られる語もある。以下に、⽤いられた回数が多い語を順に並べる。 

(4b) その時、ヒゲの男が「ちょっと待て」。〔述語〕 
(4c) その時、ヒゲの男が「ちょっと待て」と⾔った。〔副詞句〕 

（例⽂a・bは藤⽥2000：57、例⽂cは作例。下線・注記は筆者による） 
この点について、「健康」という語が主語にも述語にもなりうることを考えれ
ば、引⽤されたことばの品詞性が相対的に決まるという⾒⽅は特に不⾃然なもの
ではないとする。なお藤⽥は、「ピョンと（跳ぶ）」などの擬声語・擬態語副詞
と「『オイ、コラ』と叫ぶ」の引⽤句を⽐較した場合、どちらも副詞句としては
たらくという点において、統語的に類似した性質のものであると主張する。 
藤⽥はまた、 

(5a) ガリレオは⾃説である地球が回っていることを主張した。 
(5b) *ガリレオは⾃説である地球が回っていると主張した。 

（藤⽥2000：55） 
(5a)のように明らかに名詞節としてはたらく「〜コト」型引⽤と⽐較した場合、
「〜ト」⾃体には連体修飾を掛けられないとし、単純に引⽤部が名詞化している
と⾔い切ることはできないとしている7。 
 
３−４．本稿の⽴場 
以上を踏まえた上で、引⽤部の品詞性はどう考えるべきであろうか。⽂の構成

要素となる以上は、単語（引⽤部も含む）はいずれかの品詞に属すると考えたほ
うが良いのではないか。 

ここで、藤⽥の「イコン記号説」が持つ問題点について指摘しておきたい。第
⼀に、副助詞の使⽤が可能であるという点がある。たとえば、 

(6) ガリレオは地球が回っているなどと主張した。〔＝(5a)(5b)を改変〕 
「など」という副助詞を挿⼊できることは、引⽤部そのものが名詞であることの
傍証となる（藤⽥はこの点には触れていない）。これは、擬声語・擬態語副詞の
場合に「*バタバタなどと」とは⾔えないことと⽐較されたい。 
第⼆に、引⽤部がさまざま品詞になることを形容動詞になぞらえて説明してい

るが、これには問題がある。「健康」という語の品詞性は、名詞「健康」と形容
動詞「健康だ」という機能的な多義語なのであって、引⽤部が統語環境によって
さまざまな品詞としてふるまいを変えることとは性質が異なるのである。 
第三に、記述の⼀般化という点である。⽇本語における名詞性は、前に連体修
飾成分を伴ったり、後に格助詞が付与されることによって⽰される。「〜ト」の
場合に副詞化するなど、引⽤部の⽤法が広がりを持つ点は認めてよいと思われる
が、イコン記号であるため本質的には品詞性がないという藤⽥の主張は極端であ

                                         
7  「〜コト」型引⽤は、内容を抽象化・命題化するという点において、発話や思考を
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― 58 ― ― 59 ―

59



(12)は、下の説明書きに「16種類の⽣薬は、ほろ苦いけれど後々は意外なほど
爽やか」とある。この⽤例は、助詞「が」を、あえて格助詞と接続助詞という⼆
つの読みを可能にしている点で特徴的である。すなわち、「『苦い』ということ
が、体にいいのだ」という広告引⽤読みと、「苦いけれども、体にはいいのだ」
という接続助詞読みである。これは、「苦さ（苦み）がいい」「苦いことがいい」
などの他の名詞表現にはない、広告引⽤ならではの表現効果であると⾔える。 
 
５−４．連体修飾成分 

収集した155例のうち、連体修飾成分を含んだものは34例であった。このうち
ほぼ全てが「〜の」による修飾であり、消費者に呼びかけるような「あなた」
「みなさま」という語に「の」が後続したもの多かった。広告引⽤における発話
主体は主に消費者と考えられるが、(14)のように、広告主であることを明確化す
るために⽤いられているものもあった。 

(13) あなたの⼀番うまい！になる。（キリンビール「本麒麟」、筆者、
2019.12.9撮影） 

(14) お客さまの「うれしい」を、私たちの「うれしい」に。（北陸銀⾏、
北澤） 

これに関連して島⽥（2013a）は、〈終⽌形準体法〉（＝本稿での「広告引
⽤」）と派⽣名詞では、連体修飾を承けた場合の意味関係が異なってくるとする。 

(15a) きっと君のカッコイイは変わる。（⽇経「就職ナビ」、島⽥） 
(15b) きっと君のカッコよさは変わる。（島⽥の作例） 

すなわち、(15a)が「君が『カッコイイ』と感じる対象が変化する」という意味
であるのに対し、(15b)では「君が持っている『カッコイイ』という属性が変化
する」という意味を表すという。しかし、島⽥の(15a)の解釈は、引⽤と考える
ことで初めて説明が可能であると思われる。すなわち、(15a)の「カッコイイ」
は、「君」の発話を直接再現したものと考えられ、話者の感情を表出するゼロ形
のモダリティ（「カッコイイ！」）を読み取ることが可能である。⽤⾔の動作・
属性を⼀般化する準体法であれば、このようにモダリティを含む解釈はできない。
よって、(15a)を準体法と考えれば、「（カッコイイ）こと」などの主名詞が後
に想定されるため、派⽣名詞「カッコよさ」（＝(15b)）とほぼ同じく、形容詞
が表す属性を抽象化した意味を表すはずである。 

また、引⽤という⾒⽅であれば、 
(16) お⼦様の「僕は野菜が嫌いだ」を解決します。（作例） 

(16)のように、準体法では不可能な、有題⽂に連体修飾をかけるといったことも
理論的には可能である。 
  

おいしい[12]、旨い[9]、うれしい[9]、かわいい[7]、いい[6]、⾷べる[5]、
⽣きる[4]、⾒る[4]、⾏く[3]、買う[3]、書く[3]、かっこいい[3]、知る[3]、
する[3]、できる[3]、学ぶ[3]、会う[2]、痛い[2]、おもしろい[2]、変わる[2]、
⼼地いい[2]、つくる[2]、つなぐ[2]、働く[2]、ほしい[2]、わかる[2] 
上のものを合計すると100例となり、155例のうち３分の２近くを占める。ま

た、形容詞、中でも味覚や外⾒に関するもの（おいしい、かわいいなど）の使⽤
が多いことが⽬に付く。これは、形容詞の⼀語⽂と、消費者の声との親和性が⾼
いことが関係していると思われる。 

(9) おいしいを、最後まで。（旭化成「サランラップ」、北澤） 
たとえば(9)は、「おいしい！」という形容詞⼀語⽂で表される消費者の発話が
瞬間的なものであるということを利⽤し、広告の商品（ラップ）が、最後までそ
れを持続させる機能を持つことをアピールしている。 

広告引⽤では、主に消費者の声を再現するという場合が多いため、端的にそれ
を⽰すような形容詞がよく⽤いられると考えられる。 
 
５−３．後接の助詞 

本節では、⽂法的な観点から広告引⽤について検討する。広告引⽤において、
引⽤部にどのような助詞が後接するかを集計したのが次の表である。 

表１：引⽤部に後接する助詞 

を が に の は から も へ で と 
(並列) とか なんて まで その他※ 

73 25 9 8 8 5 4 3 2 2 1 1 1 13 
※引⽤部が並列構造となっているものや、⽂末に⽴っているものを含む。 

上からもわかる通り、広告引⽤全体としては多様な助詞を取り、名詞の格体系
をほぼ確⽴していると⾔ってよいであろう。その中でも注⽬されるのは、ヲ格の
使⽤が半数近くを占めることである。この点について杉村（2004）は、広告コ
ピーでよく⽤いられる格助詞のパターンを「構⽂」と呼び、その構⽂として「Ａ
をＢに」「ＡをＢへ」が挙げられている。これを踏まえると、広告引⽤では、
「Ａを」の「Ａ」に引⽤部を取り込み、そのＡを望ましい状態・段階に変化させ
ることを⽰すため、⽅向を表す格助詞「に」「へ」が使われるということが考え
られる。ここで、その例を⽰しておく。 

(10) 「もったいない」をカタチに。（⽇本財団、北澤） 
(11) 貼るを、未来へ。（久光製薬、筆者、2019.12.23撮影） 

また、広告引⽤における格助詞には、形の上では格助詞・接続助詞のいずれと
も解釈できるようなものもある。 

(12) 苦いがいい。（森下仁丹「仁丹 バラエティーケース⼊」、北澤） 
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(12)は、下の説明書きに「16種類の⽣薬は、ほろ苦いけれど後々は意外なほど
爽やか」とある。この⽤例は、助詞「が」を、あえて格助詞と接続助詞という⼆
つの読みを可能にしている点で特徴的である。すなわち、「『苦い』ということ
が、体にいいのだ」という広告引⽤読みと、「苦いけれども、体にはいいのだ」
という接続助詞読みである。これは、「苦さ（苦み）がいい」「苦いことがいい」
などの他の名詞表現にはない、広告引⽤ならではの表現効果であると⾔える。 
 
５−４．連体修飾成分 

収集した155例のうち、連体修飾成分を含んだものは34例であった。このうち
ほぼ全てが「〜の」による修飾であり、消費者に呼びかけるような「あなた」
「みなさま」という語に「の」が後続したもの多かった。広告引⽤における発話
主体は主に消費者と考えられるが、(14)のように、広告主であることを明確化す
るために⽤いられているものもあった。 

(13) あなたの⼀番うまい！になる。（キリンビール「本麒麟」、筆者、
2019.12.9撮影） 

(14) お客さまの「うれしい」を、私たちの「うれしい」に。（北陸銀⾏、
北澤） 

これに関連して島⽥（2013a）は、〈終⽌形準体法〉（＝本稿での「広告引
⽤」）と派⽣名詞では、連体修飾を承けた場合の意味関係が異なってくるとする。 

(15a) きっと君のカッコイイは変わる。（⽇経「就職ナビ」、島⽥） 
(15b) きっと君のカッコよさは変わる。（島⽥の作例） 

すなわち、(15a)が「君が『カッコイイ』と感じる対象が変化する」という意味
であるのに対し、(15b)では「君が持っている『カッコイイ』という属性が変化
する」という意味を表すという。しかし、島⽥の(15a)の解釈は、引⽤と考える
ことで初めて説明が可能であると思われる。すなわち、(15a)の「カッコイイ」
は、「君」の発話を直接再現したものと考えられ、話者の感情を表出するゼロ形
のモダリティ（「カッコイイ！」）を読み取ることが可能である。⽤⾔の動作・
属性を⼀般化する準体法であれば、このようにモダリティを含む解釈はできない。
よって、(15a)を準体法と考えれば、「（カッコイイ）こと」などの主名詞が後
に想定されるため、派⽣名詞「カッコよさ」（＝(15b)）とほぼ同じく、形容詞
が表す属性を抽象化した意味を表すはずである。 

また、引⽤という⾒⽅であれば、 
(16) お⼦様の「僕は野菜が嫌いだ」を解決します。（作例） 

(16)のように、準体法では不可能な、有題⽂に連体修飾をかけるといったことも
理論的には可能である。 
  

おいしい[12]、旨い[9]、うれしい[9]、かわいい[7]、いい[6]、⾷べる[5]、
⽣きる[4]、⾒る[4]、⾏く[3]、買う[3]、書く[3]、かっこいい[3]、知る[3]、
する[3]、できる[3]、学ぶ[3]、会う[2]、痛い[2]、おもしろい[2]、変わる[2]、
⼼地いい[2]、つくる[2]、つなぐ[2]、働く[2]、ほしい[2]、わかる[2] 
上のものを合計すると100例となり、155例のうち３分の２近くを占める。ま

た、形容詞、中でも味覚や外⾒に関するもの（おいしい、かわいいなど）の使⽤
が多いことが⽬に付く。これは、形容詞の⼀語⽂と、消費者の声との親和性が⾼
いことが関係していると思われる。 

(9) おいしいを、最後まで。（旭化成「サランラップ」、北澤） 
たとえば(9)は、「おいしい！」という形容詞⼀語⽂で表される消費者の発話が
瞬間的なものであるということを利⽤し、広告の商品（ラップ）が、最後までそ
れを持続させる機能を持つことをアピールしている。 

広告引⽤では、主に消費者の声を再現するという場合が多いため、端的にそれ
を⽰すような形容詞がよく⽤いられると考えられる。 
 
５−３．後接の助詞 

本節では、⽂法的な観点から広告引⽤について検討する。広告引⽤において、
引⽤部にどのような助詞が後接するかを集計したのが次の表である。 

表１：引⽤部に後接する助詞 

を が に の は から も へ で と 
(並列) とか なんて まで その他※ 

73 25 9 8 8 5 4 3 2 2 1 1 1 13 
※引⽤部が並列構造となっているものや、⽂末に⽴っているものを含む。 

上からもわかる通り、広告引⽤全体としては多様な助詞を取り、名詞の格体系
をほぼ確⽴していると⾔ってよいであろう。その中でも注⽬されるのは、ヲ格の
使⽤が半数近くを占めることである。この点について杉村（2004）は、広告コ
ピーでよく⽤いられる格助詞のパターンを「構⽂」と呼び、その構⽂として「Ａ
をＢに」「ＡをＢへ」が挙げられている。これを踏まえると、広告引⽤では、
「Ａを」の「Ａ」に引⽤部を取り込み、そのＡを望ましい状態・段階に変化させ
ることを⽰すため、⽅向を表す格助詞「に」「へ」が使われるということが考え
られる。ここで、その例を⽰しておく。 

(10) 「もったいない」をカタチに。（⽇本財団、北澤） 
(11) 貼るを、未来へ。（久光製薬、筆者、2019.12.23撮影） 

また、広告引⽤における格助詞には、形の上では格助詞・接続助詞のいずれと
も解釈できるようなものもある。 

(12) 苦いがいい。（森下仁丹「仁丹 バラエティーケース⼊」、北澤） 
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このように、発話をそのまま取り込んで名詞化させるという広告引⽤の⽤法は、
意味的に類似する他の名詞化表現では⽣じ得ない表現効果を⽣み出している点で、
独⾃の表現効果を持つものであるといえる。 
 
６．広告引⽤と記号的異質性 

筆者が「広告引⽤」を提案する理由として、引⽤部が記号的異質性を有すると
いう点がある。藤⽥（2000）は、引⽤表現を、地の⽂（シンボル記号）の中に
引⽤されたことば（イコン記号）を取り込む表現であるとした。広告引⽤も引⽤
表現の⼀種であるため、当然その性質を持つ。中でも、表記・⾳声という点で、
特徴的なふるまいを⾒せる場合がある。本節では、記号的異質性から⽣じる広告
引⽤の表記・⾳声上の特徴について述べる。 

 
６−１．⾳声的側⾯ 

広告引⽤の⾳声的特徴として、引⽤された⾔葉の後にポーズを伴うという点が
ある。テレビＣＭである(21)について、実際のナレーションの発⾳を書き取ると、
次のようになった（⾼低を˹˺、ポーズを｜で⽰すこととする）。 

(21) あなたの⼀番うまい！になる。〔＝(13)の再掲〕 
［ア˹ナ˺タノイ˹チバン˺ウ˹マ˺イ｜ニ˹ナ˺ル］ 

上では、「うまい」の後にポーズが置かれていることから、(21)は、「うまい！」
という⼀語⽂を引⽤した表現であることがわかる。すなわち、ポーズによって地
の⽂と引⽤部を区切ることにより、「うまい！」の記号的異質性を⽰している。
なお、準体法であればこのようにポーズが置かれることはない。このようなパラ
⾔語的情報からも、(21)のような表現は引⽤と考えるのが妥当であると思われる。 
 
６−２．表記的側⾯ 

⼀般に、書き⾔葉において引⽤部の記号的異質性を⽰すには、引⽤部を鉤括弧
でくくるという⽅法や、５−５でも少し述べたように、引⽤部の後に読点などの
記号を付すという⽅法がある。これに加えて広告引⽤では、引⽤されたことばを
カタカナ表記で⽰すという⽅法がある。⽇本語におけるカタカナ表記について分
析した増地（2018）では、⾮外来語のカタカナ表記が使⽤される背景の⼀つに
は「表⾳性を利⽤した効果」があるとし、その中には「話し⾔葉そのもの・⾳
声・発⾳・⾳を描写する、際⽴たせるため」という側⾯があるという（増地
2018：173）。これを踏まえて広告引⽤の⽤例を観察していると、表記の⾯で特
徴的なものが⾒つかる。 

(22) きっと君のカッコイイは変わる。〔＝(15a)の再掲〕 
(22)は、「カッコイイ」をカタカナで表記することによって、「君」が発した
（または発するであろう）ことばが忠実に⽂字で再現されているという印象を読

５−５．⽂末要素 
最後に、形容詞・動詞が終⽌形単体を取らない、すなわち⽂末要素を含む⽤例

について⾒てみたい8。これは、計155例のうち41例あった。 
表２：広告引⽤における⽂末要素 

9例 「〜（てみ）たい」 
8例 「〜な（あ）」〈詠嘆〉 
7例 「〜ない」〈打消〉 
3例 「〜よ」〈伝達〉 
2例 「〜（ら）れる」〈可能〉、「〜よう」、「〜た」〈過去〉 

1例 「〜たかった」、「〜たことがない」、「〜ている」、「〜なきゃ」、
「〜やすい」、「〜ない」〈意志〉、「〜の」〈疑問〉、命令形 

中でも、願望を表すモダリティ要素「〜（てみ）たい」「〜な（あ）」が多い。
これは、広告というテキストが持つ「消費者の期待に応える商品であることをア
ピールする」という性質に合致する。注⽬すべきは、形態としては終⽌形である
ものの、ゼロ形のモダリティとも読み取れる⽤例の存在である。 

(17) がんばる、を忘れる10分間。 
（NETFLIX「リラックマとカオルさん」、筆者、2019.12.10撮影） 

(17)では、読点の使⽤によって⽂が終⽌しており、後に続く地の⽂とは別のこと
ばであること（記号的異質性）が⽰されている。ここでの「がんばる」は、動詞
の終⽌形とも解釈できるが、「がんばるぞ」とほぼ同義の意志のモダリティを持
っているとも解釈することができる。(17)の引⽤部を、転成名詞「がんばり」に
置き換えた場合、 

(18) がんばりを忘れる10分間。 
(17)と(18)とでは時制的なニュアンスが異なってくる。前者が「未来の努⼒」を
表すのに対して、後者は「過去の努⼒」を表す。 

また、次の(19)も、 
(19) おいしい♪は幸せのエネルギー。 

（J‒オイルミルズ「AJINOMOTO オリーブオイル」、北澤） 
終⽌形ではあるものの、記号（「♪」）で⽰される何らかの感情の発露を表して
いるという点で、モダリティを含んでいることが読み取れる。(19)の引⽤部を派
⽣名詞「おいしさ」に置き換えた場合、 

(20) おいしさは幸せのエネルギー。 
となるが、(19)と(20)を⽐較すると、前者では「おいしい♪」という発話を⽣じ
させる場⾯（⾷事など）が想起されやすいのに対して、後者は必ずしもそうとは
限らない。 
                                         
8  形容詞・動詞が、命令形や可能形となったり、後に助動詞・終助詞を伴うなど、有

標化していることを⽰す要素を指す。 
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このように、発話をそのまま取り込んで名詞化させるという広告引⽤の⽤法は、
意味的に類似する他の名詞化表現では⽣じ得ない表現効果を⽣み出している点で、
独⾃の表現効果を持つものであるといえる。 
 
６．広告引⽤と記号的異質性 

筆者が「広告引⽤」を提案する理由として、引⽤部が記号的異質性を有すると
いう点がある。藤⽥（2000）は、引⽤表現を、地の⽂（シンボル記号）の中に
引⽤されたことば（イコン記号）を取り込む表現であるとした。広告引⽤も引⽤
表現の⼀種であるため、当然その性質を持つ。中でも、表記・⾳声という点で、
特徴的なふるまいを⾒せる場合がある。本節では、記号的異質性から⽣じる広告
引⽤の表記・⾳声上の特徴について述べる。 

 
６−１．⾳声的側⾯ 

広告引⽤の⾳声的特徴として、引⽤された⾔葉の後にポーズを伴うという点が
ある。テレビＣＭである(21)について、実際のナレーションの発⾳を書き取ると、
次のようになった（⾼低を˹˺、ポーズを｜で⽰すこととする）。 

(21) あなたの⼀番うまい！になる。〔＝(13)の再掲〕 
［ア˹ナ˺タノイ˹チバン˺ウ˹マ˺イ｜ニ˹ナ˺ル］ 

上では、「うまい」の後にポーズが置かれていることから、(21)は、「うまい！」
という⼀語⽂を引⽤した表現であることがわかる。すなわち、ポーズによって地
の⽂と引⽤部を区切ることにより、「うまい！」の記号的異質性を⽰している。
なお、準体法であればこのようにポーズが置かれることはない。このようなパラ
⾔語的情報からも、(21)のような表現は引⽤と考えるのが妥当であると思われる。 
 
６−２．表記的側⾯ 

⼀般に、書き⾔葉において引⽤部の記号的異質性を⽰すには、引⽤部を鉤括弧
でくくるという⽅法や、５−５でも少し述べたように、引⽤部の後に読点などの
記号を付すという⽅法がある。これに加えて広告引⽤では、引⽤されたことばを
カタカナ表記で⽰すという⽅法がある。⽇本語におけるカタカナ表記について分
析した増地（2018）では、⾮外来語のカタカナ表記が使⽤される背景の⼀つに
は「表⾳性を利⽤した効果」があるとし、その中には「話し⾔葉そのもの・⾳
声・発⾳・⾳を描写する、際⽴たせるため」という側⾯があるという（増地
2018：173）。これを踏まえて広告引⽤の⽤例を観察していると、表記の⾯で特
徴的なものが⾒つかる。 

(22) きっと君のカッコイイは変わる。〔＝(15a)の再掲〕 
(22)は、「カッコイイ」をカタカナで表記することによって、「君」が発した
（または発するであろう）ことばが忠実に⽂字で再現されているという印象を読

５−５．⽂末要素 
最後に、形容詞・動詞が終⽌形単体を取らない、すなわち⽂末要素を含む⽤例

について⾒てみたい8。これは、計155例のうち41例あった。 
表２：広告引⽤における⽂末要素 

9例 「〜（てみ）たい」 
8例 「〜な（あ）」〈詠嘆〉 
7例 「〜ない」〈打消〉 
3例 「〜よ」〈伝達〉 
2例 「〜（ら）れる」〈可能〉、「〜よう」、「〜た」〈過去〉 

1例 「〜たかった」、「〜たことがない」、「〜ている」、「〜なきゃ」、
「〜やすい」、「〜ない」〈意志〉、「〜の」〈疑問〉、命令形 

中でも、願望を表すモダリティ要素「〜（てみ）たい」「〜な（あ）」が多い。
これは、広告というテキストが持つ「消費者の期待に応える商品であることをア
ピールする」という性質に合致する。注⽬すべきは、形態としては終⽌形である
ものの、ゼロ形のモダリティとも読み取れる⽤例の存在である。 

(17) がんばる、を忘れる10分間。 
（NETFLIX「リラックマとカオルさん」、筆者、2019.12.10撮影） 

(17)では、読点の使⽤によって⽂が終⽌しており、後に続く地の⽂とは別のこと
ばであること（記号的異質性）が⽰されている。ここでの「がんばる」は、動詞
の終⽌形とも解釈できるが、「がんばるぞ」とほぼ同義の意志のモダリティを持
っているとも解釈することができる。(17)の引⽤部を、転成名詞「がんばり」に
置き換えた場合、 

(18) がんばりを忘れる10分間。 
(17)と(18)とでは時制的なニュアンスが異なってくる。前者が「未来の努⼒」を
表すのに対して、後者は「過去の努⼒」を表す。 

また、次の(19)も、 
(19) おいしい♪は幸せのエネルギー。 

（J‒オイルミルズ「AJINOMOTO オリーブオイル」、北澤） 
終⽌形ではあるものの、記号（「♪」）で⽰される何らかの感情の発露を表して
いるという点で、モダリティを含んでいることが読み取れる。(19)の引⽤部を派
⽣名詞「おいしさ」に置き換えた場合、 

(20) おいしさは幸せのエネルギー。 
となるが、(19)と(20)を⽐較すると、前者では「おいしい♪」という発話を⽣じ
させる場⾯（⾷事など）が想起されやすいのに対して、後者は必ずしもそうとは
限らない。 
                                         
8  形容詞・動詞が、命令形や可能形となったり、後に助動詞・終助詞を伴うなど、有

標化していることを⽰す要素を指す。 
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前提として、「広告コピーというジャンルでは、消費者の声が反映されやすい」
という、広い意味での「スクリプト」が共有されている12。 

「詩的⾔語性」と「スクリプト」という特徴によって、広告コピーでは，「〜
ト」という標識を伴わずに、ことばをそのまま引⽤部として取り込む広告引⽤が
可能になる。また、この⾮規範的な「広告引⽤」は、「修辞的逸脱」として解釈
されることによって、池上の述べたような、⾔語表現そのものに注意を引きつけ
る効果を⽣じさせるともいえる。 
 
８．おわりに 

本稿では、まず、島⽥の〈終⽌形準体法〉の問題を指摘した上で、引⽤部を品
詞性という観点から位置付け直すことを試みた。奥津の「引⽤部名詞説」や藤⽥
の「イコン記号説」などの妥当性を検証し、引⽤部は典型的には名詞としてはた
らくとした。その上で、広告における引⽤標識不在の⾮標準的表現が、広告コピ
ーが持つ「発話主体としての消費者の存在」「⽂字数の制約」というジャンルの
特徴に⽀えられたものであることを述べた。その上で、「広告引⽤」の実例を調
査した。後接の格助詞としては「〜を」の使⽤が⽬⽴ち、連体修飾成分としては
「発話主体を⽰す名詞＋の」という構造が多⽤されることが明らかになった。ま
た、モダリティなどの⽂末要素を含む⽤例が⼀定数⾒られること、および「ゼロ
形のモダリティ」という⾒⽅を提案した。さらに、広告コピーを「スクリプトが
共有された、詩的⾔語に連なるテクスト」と考えることにより、広告引⽤におけ
る修辞的逸脱という表現効果が⽣じることを述べた。 

本稿で扱ったものに加えて、最近では新しいタイプの⽤例も⾒られる。 
(24) 89％がうまい。 

（上島珈琲「UCC BLACK 無糖」、筆者、2019.4.13撮影） 
(24)の下には、アンケートで89％がおいしいと回答したという内容の説明があ
るため、⼀般的な形容詞述語⽂ではなく、引⽤部が直接⽂末に⽴っているもので
ある。これを述語の省略と⾒るか、⼀種の「体⾔⽌め」のようなものとみるかは、
引⽤部の記号論的性質にまで⽴ち返って検討する必要がある。このような、広告
引⽤内での⽤法の拡⼤についても、今後さらに考察を加えていきたい。 
 
【参考⽂献】 
池上嘉彦（1982）『ことばの詩学』岩波書店 
奥津敬⼀郎（1974）『⽣成⽇本⽂法論：名詞句の構造』⼤修館書店 

                                         
12  森⼭のいう「スクリプト」とは、「テクスト内の表現から連想される⼀連の動作や
情景」という意味合いに近いが、ここでは「その⽂章ジャンルにおける暗黙の了解」
という意味で⽤いているので、「広い意味での」とした。 

み⼿に与える。同時にこれは、⼀般的な漢字仮名交じり表記で書かれた「きっと
君の…は変わる。」と、外来語でないにもかかわらず全てカタカナで表記された
「カッコイイ」とが、記号的に異質なものであることを⽰している。 

また、「表記」をかなり幅広くとらえた場合には、 
(23) もし◎にうんざりなら さあ、Chromebook9 

（Google「Chromebook」、筆者、2020.12.26撮影） 
のような⽤例も存在する。(23)は、処理中のマーク（◎）をそのまま⽂中に貼り
付けるという、極めてリアリティが⾼い表現である10。ここで注⽬すべきは、
「◎」が後に格助詞を伴って名詞としてふるまっているという点であり、引⽤さ
れたことばを名詞と考えることとの連続性を⽰しているように思われる。(23)の
ような表現は、広告引⽤と連続するものとみるべきであろう。 

表記という点から記号的異質性を考えた場合、上のように画像をそのまま引き
写すという最もプリミティブなタイプの引⽤も視野に⼊れる必要があろう。それ
によって、記号的に異質なもの、すなわち引⽤されたことばが原則として名詞と
してふるまうという⾒⽅の妥当性がより⾼まるものと思われる。 
 
７．広告引⽤と「修辞的逸脱」 
森⼭卓郎（2015）は、短歌や俳句などの韻⽂作品を、⾔語学の側⾯から解釈

した論考である。その中で、⽂学的表現、すなわち「詩的⾔語」における「修辞
的効果を持った逸脱表現、すなわち本来の語法から外れた表現の仕⽅」（森⼭
2015：197）を「修辞的逸脱」と呼んでいる。また、それが保証されるためには、
「我々の経験から蓄積された、さまざまな事態についての、『こんなふうな場合
にこんなふうな出来事が起こる』といった、枠組みないし台本のような知識」す
なわち「スクリプト」が必要であるとする（同：197）。 
森⼭のいう「修辞的逸脱」についての分析は、主に共起制限からの逸脱を対象

としているが11、筆者の意⾒では、「広告引⽤」にも同様のことが⾔えると思う。 
広告コピーは、短歌や俳句などの「詩的⾔語」に連なるような⽂章ジャンルであ
るといえる。池上嘉彦（1982）も、「広告・宣伝の⾔葉も、詩の⾔葉と同様に、
私たちの注意をもっぱら表現そのものに強く引きつけるという⼒を持っています」
（池上1982：56）と述べる。また広告コピーは、⽂字数の制約という点におい
て、韻⽂とまではいかないが短詩型⽂学に近い特徴を持っていると⾔える。この

                                         
9  実際の広告では、「◎」の部分に、コンピューターで表⽰される処理中のマークが
描かれている。本稿では表記の都合上、⼆重丸（◎）で代⽤した。 

10  藤⽥（2000）はこのような表現を「実物表⽰」と呼んでいる。 
11  たとえば、「をりとりてはらりとおもきすすきかな」（飯⽥蛇笏）など。 
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前提として、「広告コピーというジャンルでは、消費者の声が反映されやすい」
という、広い意味での「スクリプト」が共有されている12。 
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本稿で扱ったものに加えて、最近では新しいタイプの⽤例も⾒られる。 
(24) 89％がうまい。 

（上島珈琲「UCC BLACK 無糖」、筆者、2019.4.13撮影） 
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引⽤部の記号論的性質にまで⽴ち返って検討する必要がある。このような、広告
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【参考⽂献】 
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三重県旧南勢町における形容詞アクセント

中津陽菜

【キーワード】方言アクセント・京阪式アクセント・アクセント語類・アクセン
ト変化・世代差

1 はじめに
本稿は三重県の旧南勢町における形容詞のアクセントを、2019年から 2020年

に行った調査から示すことを目的とする。調査の結果、旧南勢町において形容詞
アクセントは基本的には語幹の直後に下がり目を持つ体系であることがわかっ
た。さらに、2000年代生まれの若い話者において三拍形容詞終止形のアクセント
が H2 型から H1 型へと変化していることが明らかになった。本稿においてアク
セントを表す際、Hは高拍、Lは低拍、Fは下降拍を示す。またアクセントの型
を表す際に H1型・L(-2)型などとするとき、それぞれ高起式で 1拍目の直後に下
がり目がある型、低起式で後ろから 2拍目の直後に下がり目がある型を指す。

2 先行研究
2.1 旧南勢町について

図 1 三重県南部のアクセント（丹羽
(2000)をもとに作成)

三重県の広い範囲では京都語によく
似た京阪式アクセントが聞かれ、旧南
勢町もそのうちの一地域である。一方、
隣の旧南島町から南のあたりの諸方言
はまた違ったアクセントが聞かれる
(金田一 1959)。図 1は丹羽 (2000)の地
図の網掛けを白地に変え、旧南勢町神
津佐と旧南島町神前浦との文字と地点
の丸印を加えたものである。地図から
もわかるように、旧南勢町方言は「京
都語・大阪語とよく似たアクセント」を
持つ方言としては最も中心部から離れ
た位置にあるものの一つである。
このように旧南勢町方言のアクセン

トは京都に近いと言われているが、当
該地域の形容詞アクセントについて京都との違いを示した先行研究は数少ない。
佐藤 (1982)が四拍名詞のアクセントを「めでたい、悲しい、涼しい、めぼしい、手

北澤尚（2016a）「広告キャッチコピーにおける破格の表現についての⼀考察」『東京
学芸⼤学紀要 ⼈⽂社会科学系Ⅰ』67 東京学芸⼤学 
‒‒‒‒‒‒（2016b）「広告表現における⾮名詞類の特異な⽂法的ふるまい⽅について」
『国語研究』79 国学院⼤学国語研究会 
柴⾕⽅良（1978）『⽇本語の分析：⽣成⽂法の⽅法』⼤修館書店 
島⽥泰⼦（2013a）「広告表現等における〈終⽌形準体法〉について」『叙説』40 奈
良⼥⼦⼤学⽇本アジア⾔語⽂化学会 
‒‒‒‒‒‒‒‒（2013b）「現代⽇本語における動詞の〈終⽌形準体法〉について」『⼆松学
舎⼤学論集』56 ⼆松学舎⼤学⽂学部 
杉村泰（2004）「格助詞で終わる広告コピーに⾒る『に』と『へ』の使い分け」『⾔語

⽂化論集』26‒1 名古屋⼤学⼤学院国際⾔語⽂化研究科 
⽇本語学会編（2018）『⽇本語学⼤辞典』東京堂出版 
藤⽥保幸（2000）『国語引⽤構⽂の研究』和泉書院 
増地ひとみ（2018）『現代⽇本語におけるカタカナ使⽤の実態とその背景』早稲⽥⼤学
博⼠論⽂ 
森⼭卓郎（2015）「⽇本語の韻⽂⽂学の表現と⽂法」益岡隆志編『⽇本語研究とその可
能性』開拓社 
⼭⽥孝雄（1936）『⽇本⽂法学概論』宝⽂館 
 
【⽤例出典および収集⽅法】 
・北澤（2016a・b）の⽤例収集は、以下の広告コピー集による。 

『雑誌広告キャッチコピー⼤百科』（1998）ピエ・ブックス 
『新聞広告キャッチコピー⼤百科２』（2005）ピエ・ブックス 
『新聞広告キャッチコピー⼤百科３』（2011）パイ・インターナショナル 
『⽇本のコピー ベスト500』（2011）宣伝会議 
『何度も読みたい広告コピー』（2011）パイ・インターナショナル 
『テーマで学ぶ 広告コピー事典』（2014）グラフィック社 

・島⽥（2013a・b）の⽤例収集は、動画・看板を島⽥⽒⾃⾝が撮影する形式による。 
・筆者の⽤例収集は、YouTubeや広告主のサイト上にある動画のスクリーンショットを
作成する、および実際の看板等を撮影する形式によった。 

 
本稿は、早稲⽥⼤学⽇本語学会2019年度後期研究発表会ならびに⽇本語学会2020年
度春季⼤会における⼝頭発表の内容に基づいています。発表に際して貴重なご意⾒を下
さった皆様、および本稿の２名の査読者の⽅々に感謝申し上げます。 
 

―くが はじめ 早稲⽥⼤学⼤学院⽂学研究科・修⼠課程― 
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