
 

Instructions for use

Title 広告における非述定文に関する一考察 : 統語語用論の観点から

Author(s) 呂, 晶

Citation 研究論集, 15, 161(左)-178(左)

Issue Date 2016-01-15

DOI 10.14943/rjgsl.15.l161

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/60554

Type bulletin (article)

File Information 15_014_lu.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


広告における非述定文に関する一考察

― 統語語用論の観点から―

呂 晶

要 旨

私たちが暮らす社会には，あらゆる場所に，あらゆる姿をした広告が存在

している。広告を目にせずに，一日が過ぎるということは，まずないと言っ

ても過言ではないであろう。そして，私たちは生まれたときから，大量の広

告に囲まれてきており，誰もが広告を水や空気のような「存在して当たり前

のもの」と受け止めていると見ることができるように思われる。また，広告

は多種多様な媒体によって伝達されているが，本稿は，印刷媒体を使った広

告を中心に扱い，それらの広告におけるキャッチコピーを考察の対象にする。

なお，キャッチコピーの形式に注目すると，中には平叙文，疑問文，命令

文などのような文の体裁をなすものもあれば，「羊の数だけ感動があるニュー

ジーランド」のような文の体裁をなさない広告表現もある。本稿では，後者

のような広告表現を非述定文と呼び，統語論と語用論の観点からこの種の広

告表現について考察する。考察の結果，広告における非述定文には，名詞か

らなるものと感動詞からなるものの二種類があることがわかった。そして，

用例のほとんどは，前者の名詞からなる非述定文であることもわかった。広

告における名詞からなる非述定文は，普通の非述定文と比べて，その構造が

複雑となっており，連体修飾構造を持ったものが多い。また，広告における

非述定文の発話機能に間していうと，名詞からなる非述定文は 感情表出

と 情報提示 を表すことができ，感動詞からなる非述定文の発話機能は 感

情表出 であると考えられる。

キーワード：広告表現，非述定文，統語語用論，伝達効果，発話機能

１．はじめに

周知のように，日本語では，文の形態や現れ方はさまざまである。述語を中心としてできて
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いる文もあり，述語を持たずに成立する文もある。本研究では，それぞれ述語を持つ文を述定

文，述語を持たずに成立する文を非述定文と呼んでいる。そして，広告の用例を確認したとこ

ろ，中には非述定文の用例も幾つか見られた。本稿は，広告におけるキャッチコピーを対象と

して，そこで用いられる非述定文を統語論と語用論の観点から分析する。まず，先行研究をま

とめたうえで，本稿の考察対象の範囲を定める。次に，広告表現における非述定文の使用状況

を調べ，その実態を明らかにする。次いで，広告というジャンルにおける非述定文にはどのよ

うな統語的特徴があるか，その解釈はどのように行われるか，また非述定文はどのような発話

機能を持つかなどの問題について考察する。

２．先行研究と本稿の考察対象

この節では，文の種別についての先行研究の議論をまとめて紹介した上で，本稿において考

察する非述定文の範囲を定める。

2.1.先行研究

日本語における文の分類については，数多くの先行研究があるが，ここでは代表的なものと

して，山田（1936），益岡・田窪（1992），日本語記述文法研究会（2010）の論説を挙げる。

まず，大正・昭和初期における国語研究に溯ってみると，山田孝雄の論説が挙げられる。山

田孝雄は，『日本文法学概論』の第二章「文法学の研究の対象と文法学の部門」において， 語

論>と 句論>という二つの領域を提示している。ここで注目したいのは，後者の 句論>で

ある。山田は，「文の基礎たる単体」を句と称し，句と文の関係については，「かくて余は句は

文の素にして文は句の運用に際しての名称なりとせむとす」（『日本文法学概論』904頁）と述べ

ている。山田文法で言う「句」は，現代語の「文」に相当する。また，山田文法では，文を成

立させる要件として，統覚作用がすべての文に要請されると提唱しており，文を「統覚作用に

よりて統合せられたる思想が言語という形式によりて表現せられたるもの」と規定している。

この定義は，思想を統一する精神の作用「統覚作用」の存在を根拠とする。このように，山田

文法における文の認定は，思想重視という立場に立っていることがわかる。そして，山田は句

を 述体の句>と 喚体の句>という２種類に分けている 。より具体的に述べれば，述体の句

は主語・述語の分化を有することが特徴であり，述語によって陳述の機能が果たされている。

それに対して，喚体の句は，その統覚作用が述語の陳述によって実現されなくても成立してい

る句であり，体言を核とした一語文的な形式によって成立する。また，山田は喚体句に注目し，

それをさらに希望喚体句と感動喚体句の二種類に分け，両者の構成上の成立条件 を規定した。
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述体の句>と 喚体の句>は，それぞれ述体文と喚体文に相当する。
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希望喚体句は欲求，希望の意味を表すのに対し，感動喚体句は詠嘆，感動の意味を表す。ただ

し，ここで留意しなければならないのは，山田は，古典の文学言語を主たる対象として議論し

ているので，現代語とかなり異なったところがあるという点であり，そのため現代日本語を研

究する際には，その議論を整理し直す必要があると考えられる。

次に，現代日本語の文の分類に関する先行研究を見よう。益岡・田窪（1992）では，述語を

中心として組み立てられたものを「分化文」と呼び，そのような組み立てを持たないものを「未

分化文」と呼んでいる。そのうち，分化文は表現の面から，主として平叙文，疑問文，命令文，

感嘆文に分かれると主張している。また，未分化文については，次の二点を指摘している。一

つ目は，未分化文にも，平叙文，疑問文，命令文，感嘆文が存在するという指摘である。二つ

目は，未分化文に，表現時点での感情・感覚を表すもの，受け答えを表すもの，呼びかけを表

すものなどがあるという指摘である。この二点に加えて，未分化文の中に重要なものとして挨

拶表現があると述べている。

一方，日本語記述文法研究会（2010）によると，文の分類には，構造的な分類と意味的な分

類があるという。同書では，「構造的な分類とは，文がどのような下位的な構成要素から，どの

ように構成されているのか，という文の内部構造による分類である。たとえば，独立語文・述

語文，動詞述語文・形容詞述語文・名詞述語文，単文・複文，などがある。一方，意味的な分

類とは，文のもつ事柄的な内容や伝達的な機能の類型的な意味による分類である。たとえば，

動きを表す文・状態を表す文などの事柄的な内容の観点からの分類，平叙文・疑問文・意志文・

勧誘文・行為要求の文・感嘆文などのモダリティの観点からの分類がある」と述べている。

2.2.本稿の考察対象

この部分では，2.1.で紹介した先行研究を踏まえたうえで，本稿の考察対象に当たる非述定

文はどのようなものを指すかを明確にする。

先行研究の多くは，まず述語をもつかどうかによって，文を二種類に分けている。山田文法

では述体句・喚体句，益岡・田窪（1992）では分化文・未分化文，日本語記述文法研究会（2010）

では述語文・独立語文，とそれぞれ違う用語を使っているが，本質は同じであると言ってもよ

いであろう。本研究でも，そのような観点を継承し，述語をもつ文を述定文，述語を持たずに

成立する文を非述定文とそれぞれ名づけ ，文を二種類に分ける。両者を語用論の観点から見れ

呂：広告における非述定文に関する一考察

山田文法では，希望喚体句の構成上の成立条件として，「中心たる体言と希望終助詞」を提示してい

て，希望の終助詞「が」「がな」の存在が必要とされる。そして，感動喚体句の構成上の成立条件を，

「中心たる体言と連体格」と規定している。ちなみに，現代日本語には，希望喚体句と対応するもの

がない。

尾上（2010）も，述定文と非述定文という用語を使っている。
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ば，一般的に，述定文は文脈（発話状況）と無関係に内容を伝達することができるものである

のに対して，非述定文は文脈（発話状況）と切り離すことができないものである。

次に，非述定文について見てみよう。山田文法では，この種の文を喚体句と呼んで，その形

式が体言を核にすることが指摘されている。しかし，それは古典文学の言葉を例にして出され

た結論であるから，一定の制約性があることを認めざるを得ない。それでは，現代日本語の場

合はどうであろうか。日本語記述文法研究会（2010）によると，この種の文には名詞からなる

ものや感動詞からなるものなどがあるという 。そして，「寒い!」などのような形容詞で形成さ

れたものも非述定文に属すると見られているが，その点については議論の余地がある。「寒い!」

のような形容詞文は，その性質から見ると，臨場感が強く（つまり，文脈との関係が緊密であ

る），発話者の現在の気持ちを表す表出的なものであり，非述定文と似たところが確かにある。

しかし，従来から形容詞が述語として見なされるということから言えば，上述のような形容詞

文を（述語を持たずに成立する）非述定文と認めることには問題があり，むしろ述定文と見た

ほうが妥当であろう。それゆえに，本研究では，非述定文の下位分類として，名詞からなるも

のと感動詞からなるものという二種類だけを設定しておく。

最後に，名詞からなる非述定文は形式的に体言止め文（ダ落ち文）と似ているところがある

ので，ここでは体言止めという統語的現象について少し触れたい。本稿で言う「名詞からなる

非述定文」とは，いわゆる独立名詞句のことを指す。メイナード（2004）によると，独立名詞

句とは「名詞のみのものおよび説明節や修飾節を伴うもので，助詞を伴うものもある」が，体

言止めとは「 XはNP>または， XがNP>という構造で「だ」を伴わないもの， NP>で終

わり，後続する述部「する」を伴わないもの，「わけ・はず・こと・感じ」などの名詞化表現で

「だ」を伴わないもの」を指すという。また，同書では，両者の表現の差についても述べている。

より具体的に述べれば，「説明節や修飾節を伴う NP>は，感動の対象を 概念化>して提示す

るが，その解釈には， こと>全体または NP>の もの>に焦点を当てる場合がある。一方，

体言止めの場合は，命題をまとめて投げ出す表現である。命題をまとめた場合は，出来事自体

に焦点があり，出来事への志向性がより強く感じられる」という。独立名詞句と体言止めには

そのような表現の差がある一方，統語的にも相違点があると筆者は考えている。その相違とは，

独立名詞句は非述定文であるのに対して，体言止めは述定文であるということである。という

のは，体言止めは，名詞句自体が述語となっているか，または，なんらかの副詞的文要素があ

ることによって潜在的に述語が存在する（述語が欠落している）と判断できるからである。本

稿は，広告における非述定文について考察するものであるので，独立名詞句（名詞からなる非

述定文）だけを取り扱う。体言止めの問題に関しては，別稿にて，述定文というテーマの下位

同書では，名詞からなるものの用例として，「火事!」や「田中!」が挙げられている。また，感動

詞からなるものの用例としては，「あっ!」や「お～い!」などが挙げられている。
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分類として議論したい。

３．広告における非述定文の使用状況

この節では，広告において非述定文がどのように使用されているかという問題について考察

し，その使用状況を明らかにする。

本研究の予備調査では，それぞれ化粧品・洋服の広告を100例，お酒の広告を100例，旅行

に関する広告を100例収集した。用例の収集方法は，主に三種類に分けられる。一つ目は，コ

ピー集などのような出版された本から用例を引用する方法である。二つ目は，インターネット

から用例を収集する方法である。三つ目は，雑誌やポスターなどから直接用例を集める方法で

ある。このように，様々な方法を併用してデータを蓄積することにした。

また，この合計300例の広告表現のうちには，一文で成立するものもあれば，複数の文から

成立するものもある。本稿は，前者の一文で成立する広告表現を中心に考察するが，複数の文

から成立する広告表現に関しては，別のテーマとして検討を行いたいと考えている。なお，一

文で成立する広告表現の用例数について，化粧品・洋服の広告は85例，お酒の広告は82例，

旅行に関する広告は64例がある。

それでは，広告において非述定文はどのように使われているのであろうか。上述した三種類

の広告の調査結果を以下の表１にまとめる。

表１から分かるように，単独の一文で成立する広告表現の用例では，非述定文はデータ全体

の16％ぐらいの比率を占めている。この使用率は決して高いとは言えないが，平叙文を除けば，

他の文形式と比べて使用率が比較的高い。なお，非述定文の中に，名詞からなるものと感動詞

からなるものがあるが，広告表現の用例で観察されたのは，ほとんど名詞からなる非述定文で

あり，感動詞からなる非述定文の広告表現は，１例のみ見られた。次の第４節と第５節では，

この二種類の非述定文について詳しく検討を行う。なお，感動詞からなる非述定文の用例は極

めて稀であるので，本稿は，主に名詞からなる非述定文について考察する。

表1：広告における非述定文の使用状況

広告の種類 非述定文の用例数 総数 使用率

化粧品・洋服の広告 12 85 14.1％

お酒の広告 17 82 20.7％

旅行に関する広告 9 64 14.0％

合計 38 231 16.5％

― ―165

呂：広告における非述定文に関する一考察



４．名詞からなる非述定文の広告表現について

この節では，名詞からなる非述定文をめぐって，その統語的特徴，語用論的解釈と発話機能

などの問題について考察したい。

4.1.広告における名詞からなる非述定文の統語的特徴

すでに第２節で触れたように，先行研究では，名詞からなる非述定文の例文として挙げられ

たのは，例(1)と例(2)のような一つの単語で成立した独立語文（「一語文」とも言う）である。

(1) 火事!

(2) 田中!

（日本語記述文法研究会2010：14)

それに対して，広告において用いられた名詞からなる非述定文は，単独の一語で成立するわ

けではなく，その文構造もかなり複雑である。これらの名詞からなる非述定文はどのような文

構造をもっているかというと，主に以下の五種類が考えられる。

．「修飾節＋主名詞」という連体修飾 構造

．「修飾語＋主名詞」という連体修飾構造

．「Aの B」というノ型連体句

．名詞のかたまり

．複数の形態が混在しているもの

まず，上述した五種類の文構造のうち，一番用例が多いのは，第 種の「修飾節＋主名詞」

という連体修飾構造をもつものである。寺村（1975-1978）は，修飾節と主名詞の格関係という

観点から，連体修飾節を二種類に分けている。格関係が想定され，修飾節に主名詞を入れるこ

とができるものは，「内の関係」の連体修飾と呼ばれる。それに対して，修飾節に主名詞を入れ

ることができないものは「外の関係」の連体修飾と呼ばれる。一方，加藤（2003）は，寺村の

見解に対して，「主名詞と修飾節の関係は種々多様であり，「内」と「外」のような単純な二分

法で分類できるものではない」という問題点を指摘している。その代わりに，加藤（2003）は

「文に開く 」ことができるかどうかという観点から，連体修飾節について論じた。また，大島

名詞を語句や節（文）によって修飾することを「連体修飾」と呼ぶ。（大島2010）

「ノ型連体句」という用語は，大島（2010）からの引用である。
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（2010）は，加藤（2003）の論点を援用しつつ，修飾を受けた名詞のもつ意味的情報に着目し ，

「内の関係」「外の関係」という二分類をたてて，連体修飾節について考察した。より具体的に

述べれば，同書では，「主名詞が修飾節述語とかかわるもの」を内の関係の連体修飾，そうでな

いものを外の関係の連体修飾と考え，「内の関係がいかなる名詞についても成立しうるのに対

し，外の関係はある特定の名詞のみが形成できる」と指摘している。本稿では，大島（2010）

の考え方を援用する。なお，第 種の名詞からなる非述定文の広告表現として，次の用例が挙

げられる。ちなみに，今回集めたデータの中には，「内の関係」の用例だけが見られ，「外の関

係」の用例は確認できなかった。

「内の関係」

(3) 下町の大衆酒場で愛される，あのうまさ。（タカラ焼酎ハイボール）

(3’) あのうまさが下町の大衆酒場で愛される。

(4) その朝，本能的に選びとった一枚。（Fair Lady）

(4’) その朝，（その）一枚を本能的に選びとった。

(5) 羊の数だけ感動があるニュージーランド（近畿日本ツーリスト）

(5’) ニュージーランドで羊の数だけ感動がある。

(6) なりたい肌が，なれる肌に変わるとき（SK ）

(6’) そのときになりたい肌がなれる肌に変わる

例(3)(4)(5)(6)は内の関係の連体修飾節であり，主名詞が修飾節の述語とかかわっており，

それぞれは，(3’)～(6’)のような文に開くことができる。以下では，具体的に各用例において主

名詞が修飾節の述語とどのようにかかわるかについて見てみよう。まず，例(3)を文に開く際，

「あのうまさ」に格助詞「ガ」を補うことによって，主名詞は文の主語になり得る。次に，例(4)

では，「一枚」は述語「選び取る」の目的語となっており，それを文に開くときは，格助詞「ヲ」

を用いる。そして，(5’)で示したように，例(5)の主名詞「ニュージーランド」は，述語「ある」

の連用修飾成分となっており，「デ」格によって出来事の行われた場所を表す。最後に，例(6)

と(6’)を見ると，主名詞「とき」も，例(5)と同じように述語の連用修飾成分となっているが，

それは時間を表す表現であり，「ニ」格を用いる。また，広告の用例を確認したところ，主名詞

と修飾節述語関係は様々な可能性があるが，例(3)のような主名詞が文の主語に当たるというタ

加藤（2003）によると，「文に開く」とは「主名詞を直接修飾している述語的要素をそのまま文の述

語要素にし，主名詞に助詞や動詞などの要素をつけて文の要素にする」ことを意味するという。

奥津（1974）は，早い段階で，非修飾名詞のもつ語彙的情報に注目して，日本語の連体修飾構造につ

いて研究した。

― ―167

呂：広告における非述定文に関する一考察



イプのものが最も多い。

次に，第 種の「修飾語＋主名詞」という連体修飾構造について見てみよう。第 種と異な

るのは，第 種の連体修飾成分は「節」ではなく，「語」となっている点である。その代表例と

しては，次の例(7)と例(8)が挙げられる。

(7) もちもち濃密泡!（資生堂）

(8) ワンモア 美人（資生堂）

例(7)では，主名詞「泡」には二つの修飾語があり，いずれも泡の状態について説明している。

それはどのような泡かというと，「もちもちとした濃密な泡」なのである。この例では，修飾語

と主名詞の関係は比較的明瞭であるのに対して，例(8)はやや複雑なものである。例(8)の広告

表現では，英語の〝one more"が介在している。それを日本語に訳すと，「もう一人」になるで

あろう。ここの「もう一人」はどのような文成分であるかというと，二つの可能性がある。一

つは，「もう一人の美人」と解釈される場合であり，このとき「もう一人」は「美人」の連体修

飾語となる。今一つは，「もう一人」が副詞的成分と解釈される場合である。そのとき，この広

告表現は「もう一人美人を作り出す」などのように述語を復元して解釈されることになると考

えられる。前者の解釈では，例(8)は名詞からなる非述定文になるが，後者の解釈では，それは

体言止めになる。すなわち，例(8)が非述定文であるかどうかは，一概に断言できないが，本稿

ではその問題を意識しながらも，この例(8)を考察対象の範囲に入れておきたい。

一方，次の例(9)は，一見して名詞からなる非述定文のように見えるが，実はそうではない。

(9) まっすぐ，白。（資生堂）

例(9)では，「まっすぐ」と「白」の間に読点が入っており，両者は連体修飾関係になってい

るかどうかはやや不明瞭である。「まっすぐ」ということばは，確かに「まっすぐな線」や「まっ

すぐな性格」などのように名詞を修飾することができるが，その意味は「少しも曲がることの

ないこと」である。しかし，「まっすぐ」が「白」という色彩を修飾するのは適切でなく，「まっ

すぐな白」という表現は少し不自然であろう。それゆえ，この広告表現は形式的に名詞からな

る非述定文ではないことが明らかになった。そして，「まっすぐ」には移動の様子を表すという

副詞の用法もあることから，この広告表現は形式的に体言止めとなっていると考えたほうがよ

いであろう。その場合，例(9)については，「まっすぐ白に向かう」または「まっすぐ白くなる」

のような意味解釈が想定できる。それは，余計なことはなく，白くなることだけに着目すると

いうことを伝えていると考えられる。

第 種の文構造は，「Aの B」というノ型連体句のようなものを指す。加藤（2006）によると，
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ノは連体格助詞の用法を持つ唯一の格助詞であり，連体修飾のノは限定用法と叙述用法の２つ

に分けられるという。また，同書では限定用法と叙述用法について次のように説明している。

限定用法：Bの意味を限定したり，指示を確定したりする上でAを基準や参照点にすると

いう用法であり，「A＝B」という同定文は成立しない。

叙述用法：「Aの」にあたる部分が，「Aだ」と述べるのに近い働きを持っており，過去や

否定にすることも可能である。

広告表現の用例を確認したところ，中には限定用法と叙述用法という二種類のノ型連体句のあ

ることが分かった。以下に，それぞれの代表例を示す。

「限定用法」

(10) 悩めるオトメの救世主!（SANA・毛穴パテ職人）

(11) たたみいわし1064匹の陳情。（高橋酒造株式会社）

「叙述用法」

(12) つけたことを忘れるほどのみずみずしさ（Biore・さらさらUV）

限定用法の広告表現として，例(10)は「悩めるオトメを助ける救世主」と解釈することがで

き，例(11)は「1064匹のたたみいわしによる陳情」と理解できるであろう。それに対して，叙

述用法の例(12)は，「（その）みずみずしさはつけたことを忘れるほどだ」という「BはAだ」

のような文を作ることができる。

第 種の名詞からなる非述定文の広告表現として挙げられるのは，「名詞のかたまり」という

形式を持っているものである。「名詞のかたまり」というタイプの広告表現とは，形式的に名詞

のみで構成されるものを指す。この種の広告表現の中には，連体修飾関係となっているものも

あれば，連体修飾と解釈できないケースもある。その代表例としては，次の例(13)と(14)が挙

げられる。

(13) 迫力ボリューム（ビューコス・マスカラ）

(14) マスカラ残りなし!（資生堂）

例(13)は，「迫力のあるボリューム」と解釈可能であろう。そうであれば，例(13)は連体修飾

節の一種の簡略表現と捉えることができる。それは，商品の性質について述べており，「迫力」

は「ボリューム」の程度・様態を表現している。それに対して，例(14)では，名詞「マスカラ」

と「残り」は「なし」の修飾語とは解釈できない。「なし」はもともと形容詞であったが，現代
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日本語では「ない」と言うので，「なし」自体は名詞化して残っている。「なし」にはそのよう

な特徴があるので，この広告表現は「マスカラ（は/の）残り（が）なし（だ）」ということを

伝えていることが分かるであろう。すなわち，例(14)は格助詞が省略された，且つ，コピュラ

「ダ」が落ちた（体言止め）平叙文であると考えられる。しかし，もしそう考えるのであれば，

例(14)のような表現を非述定文と認めることができるかどうかは一つの問題として残される。

本研究では，形式の観点から文の表現類型を決めるが，そのような分類基準によると，例(14)

はやはり普通の平叙文と種類が違い，名詞からなる非述定文の用例である。但し，それは形式

的に非述定文に属するが，叙述性を持っていることを認めざるを得ず，特殊なケースとして扱

うべきであろう。

最後に，第 種の「複数の形態が混在しているもの」について見てみよう。それは，上述し

た四種類の文構造の中の二つを使ったものを指す。第 種の名詞からなる非述定文も，連体修

飾節の一種である。その代表例として挙げられるのは，次の例(15)と(16)である。

(15) 初めての誰も知らないクリスマス。（東京ディズニーランド）

(16) ふんわり なめらか 絹の味わい（サントリー）

例(15)では，主名詞「クリスマス」の修飾成分として，「初めての」と「誰も知らない」とい

う二つが挙げられる。前者はノ型連体句に当たり，後者は修飾節であると考えられる。このこ

とから，例(15)では第 種と第 種という二つの形式が混在していることが分かるであろう。

一方，例(16)では，主名詞「味わい」の修飾成分としては，「ふんわり」，「なめらか」と「絹の」

の三つが存在しており，お酒を飲んだ後の舌触りの感触が伝えられている。前の「ふんわり」

と「なめらか」は「修飾語＋主名詞」という連体修飾構造となっており，それぞれは「ふんわ

りとした味わい」と「なめらかな味わい」と解釈できる。それに対して，「絹の味わい」はノ型

連体句という構造となっており，それは比喩的に「絹のような味わい」と解釈できるであろう。

すなわち，この例では，第 種と第 種という二つの形式が混在している。ちなみに，「絹」は

光沢があるとか，高級であるとかというイメージがあるので，受信者は「絹の味わい」が具体

的に何を指しているかをわからなくても，この広告表現からそのようなプラスのイメージを受

け取ることができると考えられる。

以上，形式的に広告における名詞からなる非述定文を五種類に分け，それぞれの統語的特徴

について検討を行った。考察によって，広告における名詞からなる非述定文は，普通の非述定

文と比べて，その構造がかなり複雑となっており，連体修飾構造を持っているものがほとんど

であるということが判明した。
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4.2.広告における名詞からなる非述定文の解釈

この部分では，名詞からなる非述定文の広告表現がどのように解釈されるかという問題につ

いて考察する。名詞からなる非述定文は，形式的に文の体裁をなさないものであるので，広告

の受信者がそれを解釈する際，まずその文自体の意味を理解することが必要であると考えられ

る。その後は，文脈創成によって想定された架空の文脈を既存の文脈に加えて，その表現の広

告としての意味を解釈する。

4.1.で触れたように，名詞からなる非述定文の多くは，連体修飾構造を持っている。大島

（2010）は，「連体修飾機能は，本来，述語がもつはたらきである」と指摘している。そうであ

れば，この種の広告表現を解釈する際，文の必要な構成要素を補って，それらを普通の平叙文

に書き換えることができる。例えば，

(17) ヒールを脱いだ５日間（日本航空)

(18) 悩めるオトメの救世主!（SANA・毛穴パテ職人）（(10)再掲）

例(17)を解釈する際，それは「（その）５日間はヒールを脱いだ」のような単純な述定文に書き

換えることもできるし，ほかの述語を想定して，「ヒールを脱いだ５日間をお勧めします」のよ

うな文を作ることも可能である。そして，例(18)のノ型連体句は限定用法のものであり，主名

詞が述定文の主語になる（♯「救世主は悩めるオトメだ」）と不自然であるが，「悩めるオトメ

の救世主があった」または「これは悩めるオトメの救世主だ」のような文に書き換えることが

できるであろう。以上のような解釈の段階では，広告の受信者が，語彙や統語規則に関する言

語知識を使って文意味を理解すると考えられる。

しかし，広告の受信者が広告表現の文意味を理解することだけでは広告の解釈は終わらない。

当の広告表現が何を伝えているかを十分に理解するためには，文脈情報は不可欠な要素である。

また，受信者はその広告表現の発話状況を想定することがある。そのように解釈する時，既存

の文脈情報は当然介在するが，文脈創成によって架空の文脈を作り出すことも非常に重要であ

ると考えられる。

例えば，例(17)は誰の発話であるかを考えてみると，二つの解釈が可能であろう。一つは，

それがある女性旅行者の体験談であり，沖縄にいた５日間はヒールを脱いでゆっくり休んでい

たことを語っている。今一つは，それが広告の発信者（広告主）の発話であると考えられ，受

信者に「ヒールを脱いだ５日間を過ごしましょう」と呼びかけていると考えられる。一方，こ

の二つの解釈のしかたは異なるが，両方とも中心的な意味として「沖縄でゆっくり休むことが

できる」ということを受信者に伝えている。受信者がこの広告表現を見て，「ヒールを脱いだ５

この広告表現は，沖縄キャンペーンの広告である。
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日間とはゆっくり休んだ５日間の意味だろう 。→私もゆっくり休みたい。」と思い，そしてそ

れが沖縄の広告であることと関連させて，「今度沖縄に行ってゆっくり休もう」と思うようにな

ることが考えられる。この広告表現は，女性がヒールをはいた時の疲れを理解し，受信者の共

感を得るというストラテジーを利用している。

一方，例(18)を解釈する際，その発話者は広告の発信者と一致すると考えられる。つまり，

この広告表現は，広告主が受信者に向かって直接的にメッセージを伝えるものである。そのメッ

セージは何かというと，「悩めるオトメの救世主」を発見したということであろう。受信者は(18)

を見て，「悩めるオトメとは誰を指すか」または「誰（何）が救世主であるか」などのことにつ

いて疑問に思うであろう。(18)は毛穴対策の化粧品の広告であり，その情報は文脈から読み取

れる。そのような商品の情報と関連させて考えると，「悩めるオトメ」とは「毛穴に悩んでいる

若い女性」を指していると考えられる。そして，「救世主」ということばは，もともと「神に遣

わされて人々の苦難を救う者」を指すが，ここでは比喩的に使われ，「この商品は毛穴の悩みを

持っている人々を助けるものである」（つまり「この商品は毛穴に効く」）ということを表して

いる。ちなみに，「救世主」ということばを使うことによって，毛穴の悩みの辛さが強調され，

いっそう商品の価値を高めることができるであろう。以上のことから，毛穴に悩んでいる受信

者はこの広告表現に強く共感することが考えられ，そして自然と商品に興味を持つことになる

と思われる。

上述したように，受信者は，広告表現における名詞からなる非述定文を解釈する際，まず，

語彙や統語規則に関する言語知識を使ってその文意味を理解することが必要である。そのうえ

で，既存の文脈情報を用いたり，発話状況を想定したりして，その表現が広告として何を伝え

ているかを理解すると考える。

4.3.広告における名詞からなる非述定文の伝達効果

メイナード（2005）は，「広告文や写真のキャプションなど，簡潔性を重んじるディスコース

には独立名詞句が使われることが多い。これも名詞句として投げ出すことによる効果を狙った

ものである」と述べている。では，広告表現において，名詞からなる非述定文が多く使われる

のは，一体どのような伝達効果を狙ってであろうか。

第２節で述べたように，本稿で言う非述定文は山田文法の「喚体句」に相当する。尾上（2001）

この広告表現では，働く女性にとって「ヒールを履いた状態」と「ヒールを脱いだ状態」は，それぞ

れ仕事と休みの生活を象徴していると考えられる。もっとも，「ヒールを履く」というのは，仕事の

ためだけではなく，ファッションのためにヒールを履く場合もある。仕事であろうと，ファッション

であろうと，人前で自分をアピールするという意識があるであろう。それに対して，「ヒールを脱い

だ」時は，他のことをあまり考えずに，自由自在に行動することができる。
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は，喚体句の性質について次の三点を指摘した。

(ⅰ)その時，その場の心的経験・心的行為（感嘆，希求など）に対応する 現場性 。

(ⅱ)表現される心的経験・心的行為はものやことの中に対象化され得ない。

(ⅲ)ことばになるのは遭遇対象，希求対象のみで，心的経験・心的行為の面はことばにな

らない。

この場合，名詞からなる非述定文も上述したような性質を持ち，そこから臨場感（いわゆる 現

場性 ）が強く感じられることになるので，この種の広告表現はインパクトのあるものであると

考えられる。

一方，名詞からなる非述定文には発話者のどのような心的経験・心的行為が込められている

かという問題がある。メイナード（2004）では，名詞からなる非述定文は「感嘆表現のために

使われる」と述べられている。その点は，メイナード（2000）でもすでに名詞句のレトリック

の問題として詳しく議論されていた。それによると，「感嘆的独立名詞句は，直接感情を表現す

る言葉を使わないで，しかし，感動的に詠嘆の情意を表現するのだが，その根本には感情を，

直接「悲しい」とか「美しい」とか言うのではなく，感動の対象を提示することを通して，相

手に訴えるという「付託」の動機が働いている」という。すなわち，メイナードは名詞句の使

用が付託的な効果を呼び起こすことを提案した。また，より具体的に述べれば，付託的な効果

とは，「何か他のものを談話の世界に持ち込み，それに焦点を当て，それに主体の 見え>を与

えることで，相手も共に経験してくれるだろうことを期待する」ことであるという（メイナー

ド2000，2004）。そして，名詞句には付託的な効果だけがあるわけではない。メイナード（2004）

では，「名詞句で表現することで，焦点化を促し，効果的にトピック提示をし，また，名詞句を

感動の対象として投げ出すなどの複数の効果を狙っていると言える。さらに，名詞句表現は情

報をモダリティなしで簡潔に提示したり，話し言葉のような印象を与えたりするという機能が

ある」と述べられている。

本稿は，メイナードの論証を援用し，広告表現における名詞からなる非述定文の使用も，上

述したような複数の効果を狙っていると考える。以下は，広告表現の具体例を通して，この種

の表現の伝達効果を考察したい。ここでは，4.2.で挙げた例(17)を見てみよう。

例(17)「ヒールを脱いだ５日間」という広告表現は，まず，「連体修飾節＋主名詞」の名詞句

で言い切ることによって，簡潔な情報提示がなされ，焦点化の効果があると考えられる。その

点は，動詞文との比較からわかるであろう。例(17)は動詞文に書き換えると，「（その）５日間

はヒールを脱いだ」のような文が得られると考えられる。その動詞句と比べると，明らかに例

(17)の名詞句のほうが短くて簡潔であり，しかも「ヒールを脱いで５日間を過した」という情

報を受信者に伝えることができる。また，一般的に焦点化された情報は，受信者にとって印象
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深いので，名詞句を用いた表現のほうが比較的伝達効果が高いと考えられる。

次に，名詞句で表現する場合は，主名詞「５日間」は連体修飾節によって修飾されており，

それは商品の性質にも関わっている。この広告表現は沖縄キャンペーンの広告であることとの

関連から，例(17)は「５日間の沖縄旅行ツアー」を受信者に薦めていると考えられる 。それに

対して，動詞文で表現する場合は，単純に出来事を客観的に述べるだけで，特にどちらかの文

成分を強調するわけではないであろう。

第三に，例(17)のような名詞からなる非述定文の広告表現を用いることによって，メイナー

ドが言う付託的な効果をもたらすことも考えられる。この広告表現の発話者をある不特定の人

と想定する場合，発話者は自分が過した「ヒールを脱いだ５日間」に感動し，それをことばに

投げ出すことで，間接的にその体験の素晴しさを伝えているのであろう。そして，発話者にとっ

て，その体験は非常によかったので，受信者も同じように経験してみるとよいという勧め（ま

たは期待）の意味も例(17)に含まれると考えられる。それは，実は自分の喜びと自分がよいと

思ったものを相手に共有してもらい，共感を求めているのである。

最後に，「ヒールを脱いだ５日間」という表現は，発話者のその時その場における感嘆の気持

ちを表すので，受信者にはイマ・ココ性が強く感じられる。それは，尾上（2001）が指摘した

「現場性」とも言えるであろう。つまり，その表現を通して，受信者はまるで実際にその場にい

て，発話者の経験を目撃したように感じることが可能である。動詞文は物事を冷静に客観的に

述べるのに対して，この種の名詞からなる非述定文は主観的なインパクトのある表現であると

考えられる。

上述したように，広告における名詞からなる非述定文の伝達効果としては，①簡潔的に情報

提示すること，②焦点化を促すこと，③（一部の広告表現では）商品の性質に関する情報が強

調されること，④付託的な効果をもたらすこと，⑤イマ・ココ性が強く，インパクトがあるこ

となどが挙げられる。この種の広告表現を使うことによって，複数の伝達効果をもたらすこと

が可能であるからこそ，広告において名詞からなる非述定文が比較的多用されるのであると推

測される。

4.4.広告における名詞からなる非述定文の発話機能

この部分では，名詞からなる非述定文の発話機能について考える。尾上（2001）によると，

名詞一語文は，「何かに出会ったときの，対象の発見とそれに対する驚嘆とを直接的に表明する」

ものであるという。名詞からなる非述定文は，形式的にその構造が一語文より複雑であるが，

上述のような「驚嘆を表明する」という性質ももつと考えられる。そのため，この種の広告表

「５日間」とあるが，無論，実際に，消費者の希望によってツアーの日程を調整することも可能であ

る。
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現は， 感情表出 の発話機能をもっていると考えられる。 感情表出 とは，発信者が自分の

心理状態を表明するという発話機能を指す 。以下では，広告表現の具体例を通して，その発話

機能を考察したい。

(19) 忙しい人の，瞬間スキンケア。（カネボウ）

(20) 初めての誰も知らないクリスマス。（東京ディズニーランド）（(15)再掲）

例(19)は，非述定文の形を通し，発話者が「瞬間スキンケア」を発見した時の感嘆の気持ち

を表すものである。この広告表現は，「瞬間スキンケアは忙しい人のためだ」または「忙しい人

の瞬間スキンケアがある」と解釈可能であると考えられる。受信者がこの広告表現を見た時に，

「忙しいひとの瞬間スキンケアとは何だろう」と疑問に思うことが考えられる。それを解決する

ためには，文脈からの情報（商品名）を補うプロセスが必要となり，そして補われた情報内容

が解釈上の焦点になっている。そうすることで，解釈者（＝受信者）にとって商品に関する情

報が印象深くなることが考えられる。さらに，受信者がそれを理解したうえで，「この商品を使っ

たら，そんなに時間をかけずにスキンケアできる」という推意を得ることが考えられる。ちな

みに，(19)からは商品の効用に関する情報も読み取れ，それは広告主のストラテジーにあたる。

一方，この広告表現では，その修飾の部分が商品の性質について述べており，一定の命題性が

あると考えられるため，その発話機能には 感情表出 のほかに， 情報提示 の機能もあるの

ではないかと筆者には思われる。4.2.で言及したように，この種の広告表現は述定文に書き換

えることができる。そのような特徴があるからこそ，それらは 情報提示 を表すこともでき

ると言える。

もう一つの用例として，例(20)について見てみよう。この広告表現も，形式的に名詞からな

る非述定文となっており，発話者の感動の気持ちを伝えたものである。つまり， 感情表出 と

いう発話機能を持っている。例(19)の発話者は事実上の発信者（広告主）と一致するのに対し

て，例(20)の発話者は広告主ではなく，ある不特定の人であると考えられる。そして，この広

告表現の発話状況を想定してみると，この人ははじめて誰も知らない環境でクリスマスを過し，

その時の体験が大変よかったので，(20)のような詠嘆のことばを発話したと考えられる。その

ような発話状況が想定できることは，連体修飾成分と密接な関係がある。つまり，この人がど

のようにクリスマスを過したかという情報は，連体修飾節から読み取れる。そう考えると，こ

の広告表現は 情報提示 の発話機能も持っている。また，クリスマスを祝う人々は，家族や

呂（2013）は，発話機能の分類について具体的に議論している。

情報提示 とは，現実世界と関わった，発信者が「真」と認めた情報を伝えるという発話機能を指

す。
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友達と一緒に過すのが一般的であるので，受信者はこの広告表現を見て，「一人でクリスマスを

過す」ということに興味をもつであろう。それから，受信者は「この人は一人でクリスマスを

過しても楽しかったようだ。→その人はどこでクリスマスを過したかというと，東京ディズニー

ランドだ。→あそこでは，一人だけでも十分な楽しさがあるようだ。→たまには一人でクリス

マスを過しても悪くない。→その時は東京ディズニーランドに行こう」という一貫した解釈が

成立し得ると考えられる。

なお，広告表現の発話機能は，表面と裏面という二つの側面から考える必要があり，表出命

題に基づいて判断した発話機能（表面）は様々であるが，推意レベルでの発話機能（裏面）は

行為要求 という一点に帰結させ得ると考える。上述した名詞からなる非述定文の発話機能

は，表出命題に基づいて判断したものである。推意のレベルで例(19)と(20)の発話機能につい

て考えると，例(19)は，「この商品は忙しい人のスキンケアとして便利だから，それを使ってみ

てください」のように，発信者が受信者の購買行動を促すものと解釈できるであろう。一方，

例(20)は，推意のレベルでは最終的に受信者に「クリスマスの時，東京ディズニーランドに行

こう」という行動を勧誘していると考えられる。

上述したように，特殊のケース（例(14)のようなもの）を除けば，広告における名詞からな

る非述定文の発話機能について，それらは表面的には 感情表出 と 情報提示 を表してい

るが，推意のレベルでは，広告の普遍性として 行為要求 を表していると考えられる。

５．感動詞からなる非述定文の広告表現について

本研究の予備調査では，感動詞からなる非述定文の用例として，次に挙げる例(21)の１例の

みが観察された。

田窪（2010）は，「感動詞類は本来意味を持たず，心的な情報処理の際に非意図的に生じるい

わば音声的身振りのようなものとみることが可能である。しかし，それらをある程度意図的に

発すること，自分の心的状態を相手に知らせることで意味が生じる」と述べているが，感動詞

は独り言として使われる場合には，特に意図性がないと考えられる。但し，感動詞はどのよう

な場面で使われても，発話者の心理的な状態に結びついていると考えられる。

感動詞を使った広告表現は，単独の一語でなされているので，特別な理由がない限り，その

発話状況を独り言の場面と想定するのがよいであろう。そうであれば，ここでの感動詞は，非

意図的に使われ，発話者がその時思ったことを思わず表に出した表現であると考えられる。以

下では，具体例を通して，感動詞からなる非述定文の広告表現について見てみよう。

行為要求 とは，受信者にある行為（行動）を行わせるという発話機能である。
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(21) うふっ。（Fair Lady ）

「うふっ」とは，こらえきれずに思わず出る低い笑い声を表すオノマトペであり，女性が思わ

ずうれしい時に使われる表現である。上述したように，「うふっ」という語自体には意味がない

が，その発された音声が発話者の心理的な状態と結びついている。そこで，(21)の発話機能は

感情表出 であることがわかる。つまり，感動詞によって発話者のうれしい気持ちが伝えられ

ている。そして，この広告表現の解釈上の発信者（発話者）は，ある不特定の経験者と想定で

きるであろう。その発話状況を考えてみると，「ある女性消費者が当該商品を着て，その見た目

や効果に大変満足したので，思わずに低い声で笑った」ということが想定できる。また，受信

者は，この広告表現を解釈する際に，「この人が少しうれしいようである。→それはなぜだろう

か。→この商品を使って効果が出たからだろう。→この商品はいい。」という一貫した解釈を成

立させることができると考えられる。

なお，この広告表現では，ある不特定の経験者のことばを通して広告の信頼性を高めるとい

う広告主のストラテジーが使われている。より具体的に述べれば，メッセージは実は嘘が含ま

れることもあるであろう。しかし，(21)のような独り言の場合は，発話者にとって聞き手がい

ない状況であるので，発話者から発されたメッセージは，その人が本当に思ったことを表すと

考えられる。つまり，当のメッセージは真実性が高いということがわかる。そのような真実性

の高いメッセージを使うことによって，広告の信頼性を高めることにつながるであろう。

ただし，(21)のような広告表現は，情報性が高くなく，意味もあまりにも不明確であるから，

広告表現の解釈が失敗するという危険性もあるように思える。その点は，この種の文形式によ

る広告表現の低使用率につながっていると筆者は考える。

６．まとめ

本稿は，広告に使われた非述定文の使用状況，統語的特徴，語用論的解釈，伝達効果，発話

機能などの問題について考察した。広告における非述定文の用例に間して，そのほとんどは名

詞からなるものであり，感動詞からなるものは極めて少ない。それゆえ，本稿は名詞からなる

非述定文を中心に検討を行った。広告に使われた名詞からなる非述定文は，普通の非述定文と

比べて，その構造がかなり複雑となっており，連体修飾構造を持っているものがほとんどであ

る。そして，この種の広告表現の解釈プロセスとしては，まず語彙や統語規則に関する言語知

識を使ってその文意味を理解した上で，既存の文脈情報を用いたり，発話状況を想定したりし

て，その表現が広告として何を伝えているかを理解する。また，名詞からなる非述定文を使う

Fair Lady：女性用の下着メーカー。
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ことによって，複数の伝達効果をもたらすことができるということについても論じた。最後に，

広告における非述定文の発話機能に関しては，名詞からなる非述定文は 感情表出 と 情報

提示 を表すことができ，感動詞からなる非述定文の発話機能は 感情表出 であると考える。

（ろ しょう・言語文学専攻)
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