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学生海外調査研究

内容報告

　本海外調査研究においては、韓国のテレビコマー

シャル（以下、ＣＭと略す）の最近の現状とそれらの

内容を観察し、日本のコマーシャルと比較するため

に、現地で入手した録画ＣＭ（2007年度９月から12

月までの録画ＣＭ、内容の詳細は表１を参照）の一部

を用い、広告の表現を調べた。今回の調査のための現

地のデータの収集、また広告の使用に伴う使用許可依

頼などは日本国内では困難であり、韓国で行う必要が

あった。また、韓国の広告のことばに関する文献は国

内においては資料が少なく、韓国国会図書館、国立中

央図書館などにおいて資料の調査を行い、参考にし

た。

広告文に関する研究は、各国の言語で行われてい

る。日本語学の研究のなかでも広告文を対象にした先

行研究は多少あるが、主に日英の比較研究のみであ

り、他の言語との比較研究はそれほど多くない。本稿

では、我々の生活に密接な広告文から両言語の特徴を

みることから、社会や文化を窺うこともできるだろ

う。さらに、両言語を比較することで新たな日本の広

告文の特徴を引き出すこともできると考えられる。

１．はじめに

まず、調査資料について説明をする。今回、韓国で

収集したデータ (ＣＭの映像のみ )は、以下の表１の
通りである１。

しかし、表１から見られるように、データの量が膨

大で時間的制約もあり、全てを文字化することまでは

至らなかった。そこで、本稿で取り扱うデータは、次

のＦＣＢグリッドというモデルに従い、その範囲を限

定した。

これは、アメリカの広告会社Foote, Cone & Belding 
社によって提案されたコミュニケーション戦略モデル

（以下、ＦＣＢグリッドと言う）である２。消費者の

購買行動を製品の関与度（高関与度、低関与度）と製

品のタイプ（思考型、感情型）に区別し、４つの類型

に分けている。その内容を以下の表２にまとめる。

表２　FCBグリッド

⑴高関与・思考型 ⑵高関与・感情型

車、保険、家電製品、家

具、パソコンなど

化粧品、宝石、ファッ

ション、香水など

⑶低関与・思考型 ⑷低関与・感情型

洗剤などの日常生活用品
製菓、飲料、などの

食料品

表２のコミュニケーションのモデルによると、⑴高

関与・思考型は、情報提示が広告コミュニケーション

の決め手となり、⑵高関与・感情型は、イメージ訴求

が決め手となるという、また ⑶低関与・思考型は、

習慣形成 ⑷低関与・感情型は、欲求的満足度がコミュ

ニケーションの決め手となると述べている。

この調査では、商品に対する消費者のこの４つのタ

イプが、両国のテレビのＣＭに反映されているのか、

具　軟和 国際日本学専攻

期間 2007年12月14日～2007年12月23日

場所 韓国　ソウル

施設 国会図書館、国立中央図書館、ソウル大学校図書館

表１　韓国のテレビＣＭの分類

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14

情報

通信

電気

電子
自動車

飲料

酒類
製菓 食品

生活

用品
化粧品

ファッ

ション

製薬

医療

金融

保険

企業

建設

公共

広告

案内・

その他
計

88 46 22 29 20 65 26 28 22 21 105 130 22 105 711
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また、反映されているなら、言語の使用にはどのよう

な特徴があるのかを観察する。

２．広告文の語に関する調査と分析

まず、ＣＭに表れた情報の量を観察するため、語彙

を調査した。対象とした各タイプ別のデータの詳細は

次の表３の通りである３。

表３の全てのＣＭを文字化し、広告に表れた全ての

語彙を自立語と付属語に分けた。日本語と韓国語は同

じ膠着語であり、文法の体系が似ている。但し、韓国

語においてはその名称が実質語、機能語となってお

り、日本語の自立語と付属語の分類とほぼ同様であ

る。

しかし、韓国語の場合は、付属語に当る機能語（助

詞、終助詞、連結語尾）の種類がとても多いことから、

ここでは、調査の対象から外し、自立語のみを観察の

対象にする４。

　分析の結果をまとめると次の表４の通りである。

　表４から見られるように、日本のＣＭは ⑴高関与・

思考型、 ⑵高関与・感情型 ⑶低関与・思考型、それ

ぞれ韓国のＣＭより自立語の使用回数が多い。その中

でも最も自立語の使用回数が多いのは ⑴高関与・思

考型である。（５つの商品の平均延べ語数208、／異な

り語数164）

しかし、逆に韓国のＣＭでは ⑴高関与・思考型の

商品のＣＭに最も使用回数が少ないことが判る。（平

均の延べ語数134、／異なり語数72）これは日本のＣ

Ｍの中で最も使用回数が少ない ⑷低関与・感情型の

使用回数に近い数値である。

そして、韓国のＣＭは ⑶低関与・思考型に自立語

の使用回数が最も多いことが判る。（延べ語数177、／

異なり語数109）

この結果を消費者の購買行動、つまり商品に対する

関与度と関連つけて考えると、日本のテレビＣＭは、

表３　調査資料の一覧

日 本 韓 国

１．高関与・思考型 ２．高関与・感情型 １．高関与・思考型 ２．高関与・感情型

ケース１ Bravia SONY（テレビ) Lelilian （女性服) ディムチェ（冷蔵庫) オリビア（女性服)

ケース２ Olimpus （カメラ) トランシーノ（美白薬) Cannon（カメラ) Face Shop（化粧品)

ケース３ NISSAN Skyline（自動車) 50の恵（化粧品） Santa Fe（自動車) Lacvert（化粧品)

ケース４ Subaru IMPREZA（自動車) バファリン（医薬品） QM5（自動車) Lemona（医薬品)

ケース５ NEC Lavie L（パソコン) ニベアボディーローション（化粧品) SENS (パソコン) ニベアボディーローション（化粧品)

３．低関与・思考型 ４．低関与・感情型 ３．低関与・思考型 ４．低関与・感情型

ケース１ クリニカ（歯磨き) PIZAZA LA（加工食品) 2080（歯磨き) Pizza hut（食品)

ケース２ ファブリーズ（消臭剤) カゴメヨーグルト（乳製品) ファブリーズ（消臭剤) トゥティヨーグルト（乳製品)

ケース３ 泡のチカラ（洗剤) キリンビール（酒類) Sugar Bubble（洗剤) Maxビール（酒類)

ケース４ エマール（洗剤) カルビ　ポテト（製菓) ハピック（洗剤) ポテクィン（製菓)

ケース５ 消臭プラグ（消臭剤) 生茶（飲料水) Air wick（消臭剤) 17茶（飲料水)

表４　日韓ＣＭの自立語の使用回数（※延：延べ語数、異：異なり語数）

⑴高関与・思考型 ⑵高関与・感情型 ⑶低関与・思考型 ⑷低関与・感情型

日　本 韓　国 日　本 韓　国 日　本 韓　国 日　本 韓　国

延 異 延 異 延 異 延 異 延 異 延 異 延 異 延 異

ケ ー ス １ 40 28 54 27 14 13 29 13 39 30 18 12 30 19 40 28

ケ ー ス ２ 26 21 9 6 35 29 25 16 35 26 28 23 32 25 51 33

ケ ー ス ３ 37 29 25 17 37 31 24 14 37 20 53 27 20 18 8 6

ケ ー ス ４ 33 33 21 6 44 31 28 18 39 35 53 29 20 18 21 14

ケ ー ス ５ 72 53 25 16 37 21 39 26 36 33 25 18 26 17 29 16

平 均 208 164 134 72 167 125 145 87 186 144 177 109 128 97 149 97

一語当りの

使 用 回 数
1.26 : 1 1.86 : 1 1.33 : 1 1.7 : 1 1.3 : 1 1.62 : 1 1.32 : 1 1.53 : 1
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情報提示が広告コミュニケーションの決め手となる自

動車やパソコン、カメラなどのＣＭに、より多い情報

を伝えており、その一方、低関与・感情型商品である

製菓や飲料水のＣＭは、情報の量は少なく、映像や効

果音、ＢＧＭなどを取り入れ、欲求的満足に訴えかけ

る効果を狙う傾向があると判断される。

実際、⑷の低関与・感情商品は一般的に低価格の商

品が主流であり、それほど購買者にとって情報を受け

てから購入までの時間が所要されない商品でもある。

一方、韓国のＣＭは ⑶低関与・思考型商品に情報

量が多く、⑴高関与・思考型に最も情報量が少ない。

このことから、韓国のＣＭは、むしろ高価な商品ほど、

言語による情報を控え、映像に依存する傾向が多いと

考えられる。

実際、今回の観察から、韓国のＣＭに比べ、日本の

車やカメラなどのＣＭには音声による情報（ナレー

ション）と共に映像の余白にテロップ５のように文字

化された字幕による情報が流れたり、商品の具体的な

情報（車の仕様に関する情報やカメラの機能に関する

情報）を文字で提示したりすることがよく見られる。

しかし、やはりテレビのＣＭであることから、内容

の中でも優先して伝達しようとする商品名や商品の主

な特徴は音声による伝達が多い。

最後に、韓国のＣＭにおいて最も情報量が多い ⑶

高関与・感情型の商品であるが、この調査の対象に

なったのは主に洗剤類である。このような生活雑貨

用品は ⑷低関与・感情型の商品のような嗜好品とは

違って、個人的な感情に訴えるよりは、消費者に判断

させ、選択させることが習慣形成のコミュニケーショ

ンに繋がる。その手法としては、他商品と比較したり、

専門家のコメントを加えたりする内容が多く、このよ

うなＣＭのなかには、押し付けがましく感じるような

ハードセール（hard sale）に近いものもある。
　以上、両国のＣＭに表れた広告のことばを消費者の

関与度という観点から観察した。

３．広告文の表現技法（修辞法）の調査

広告のことばは、メッセージの受け手を商品に注目

させ、購買欲をそそるため、様々な工夫がされる。特

にテレビのＣＭは、空間や時間的な制約があることか

ら新聞や雑誌とは違う表現の特性があるだろう。ここ

では、テレビに表れた全ての言語データ（音声６、字

幕）から、それらの具体的な表現技法（修辞法）を調

べ、日本と韓国のＣＭの消費者への働きかけの度合い

を観察する。

３．１．ＣＭのことば

まず、ＣＭに表れた修辞法を大きく、１）意味転換

（直喩、隠喩、共感覚法、擬人法など）、２）意味強調

（誇張、反復など）、３）意味迂回（婉曲法、逆接法、

疑問、含意）に分けた７。

ここでは、誇張法や反復法は受け手に対する働きか

けが積極的であり、比喩法や擬人法、婉曲などは受け

手への働きかけが消極的という観点から２）の誇張法

や反復法を直接的なことばの伝達と、１）と３）の修

辞法は間接的な伝達と見なし、それぞれのＣＭのこと

ばを考察する。

３．１．１　意味転換

まず、各修辞法の使用を次の用例からみてみよう。

⑴　直喩法

・     
 ‐韓国 /洗剤‐

(砂糖きびのように甘く、オリーブオイルのよう
になめらか )

⑵　隠喩法

・

  ‐韓国 /酒類‐
(おいしい場所においしいビールが要る）

⑶　声喩法

・50種類のうるおい成分で、ぎゅーと、ほら、しっ

とり。 ‐日本 /化粧品‐
・  ‐韓国 /製菓‐
（油が少なく、カリカリポテト）

⑷　擬人法

・幸せを教えてくれる服 ‐日本 /女性服‐
・ ? ‐韓国 /化粧品 -

(女性の水は守ってくれるの？）

３．１．２　意味強調

⑸　反復法

・日本のクルマに（音声）、日本のクルマに（字幕）、 
ときめきが帰ってくる。（音声）ときめきが帰っ

てくる。（字幕） ‐日本 /乗用車‐
・ （音声） （字幕）

 ‐韓国 /食品‐
（熱く、早く。熱く、早く）

⑹　誇張法

・肝班に効くただ一つの薬。 ‐日本 /化粧品‐
・一千の感覚、一千のロマン ‐韓国 /女性服‐
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３．１．３　意味迂回

⑺　婉曲法

・いいくすり、あるそうです ‐日本 /医薬品‐
⑻　他（語呂合わせ、洒落）

・お気楽リモコン、“おき楽リモコン”

 ‐日本 /電化製品‐
・うまいは、あまい。 ‐日本 /飲料‐

４．結果

これらの表現が両方のＣＭに使用された回数を次の

表５にまとめる。

表５から見られるように、日本のＣＭより韓国のＣ

Ｍに修辞法の使用回数が多い。韓国のＣＭには、特に

反復が多く、これは自立語の一語当りの使用回数から

も判ったが、同じ情報を音声、字幕という形で繰り返

す傾向が多いと思われる。これに比べ、日本のＣＭは

反復法より声喩法（擬声語、擬態語）、擬人法の使用

が多かった。

このような表現は、主に消費者の関与度が低い商品

に使用（製菓、飲料などの商品）が多い傾向が見られ

た。

　一方、韓国の場合、声喩法は日本ほど多くなく、高

関与・感情商品と低関与・感情商品に反復法が多く見

られた。

このことから消費者の関与度が高い商品は、たくさ

んの情報が求められるが、関与度が低いものは、イ

メージ、欲求などに訴える傾向が多く、その手段とし

て少ない情報の繰り返しが表現の手法として好まれて

いると考えられる。

　以下に、その結果を図１と図２に示す。

５．おわり

　本稿では、日本と韓国のテレビのＣＭに表れた語と

表現技法を中心に調べた。日本のＣＭは、延べ語数、

異なり語数、共に韓国のＣＭより多く、情報量は韓国

のそれに比べ、多いことが判った。

　この結果から、日本のＣＭに情報を提示する量が多

い一つの理由として推測できることは、韓国語と違っ

て、日本語は漢字、平仮名、片仮名などを利用した分

かりやすい字幕の表記ができるメリットがあることで

ある。限られた空間に分かりやすく情報を伝えられる

利点が生かされていることであろう。

実際、画面の下段に商品にする関連情報を提示する

例（車の仕様、医薬品の注意事項など）が韓国のＣＭ

より多かった。

また、最近は大画面の液晶テレビの普及に伴い、映

像の発展だけではなく、文字による情報も多少は増え

ているのではないかと思われる。

例えば、テレビの広告の商品のインターネット上で

の検索を要求するＣＭである、「検索」という文字と

共にアドレスなどの文字情報が提示される広告をよく

目にするが、このようなＣＭは、意図的に視聴者をイ

ンターネットに誘導することから商品の販売率を高め

ようとする狙いがある。このような広告は「ネット誘

導型ＣＭ」と呼ばれているようだ。

その反面、韓国のＣＭは、反復法や誇張法の使用が

日本のＣＭより遥かに多く、受け手に対し、より積極

表５　日･韓のＣＭに使用された表現技法

意 味 転 換 意 味 強 調 意 味 迂 回

直喩 隠喩 声喩 擬人 誇張 反復 婉曲 他 計

日本 0 0 10 8 3 4 1 1 27

％ 0% 0% 37% 30% 11% 14% 4% 4% 100(%)

韓国 2 4 3 9 5 21 0 1 45

％ 4% 9% 7% 20% 11% 47% 0% 2% 100(%)

声喩

擬人

誇張

反復

婉曲

語呂合わせ

図１　日本のＣＭ

直喩
隠喩

擬人

誇張

反復

婉曲

語呂合わせ

声喩

図２　韓国のＣＭ
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的な伝達を図っていることが判った。

朴（2005）は、日・韓の雑誌広告を調べた結果、日

本の広告文は、修辞表現が多く使われ、特に擬声語や

擬態語、対句法などが多いと述べている。

今回の調査は、テレビのＣＭであることから、話し

ことばが多く用いられており、朴（2005）の結果とは

多少異なっているが、韓国の広告に誇張法、擬人法が

多いことや、日本のＣＭに擬声語、擬態語が多い点な

どは、似たような結果を見せている。

広告というのは、説得のコミュニケーションと言わ

れる。他のジャンルのことばとは異なった独特の伝達

形式や表現形式が存在する。

今回の調査は、日本と韓国のＣＭに表れた語と表現

技法を中心に、その特徴の一部を覗くことができた、

この他にも研究の対象になる要素はたくさんある。さ

らに、調査の幅を広げ、広告文の特性を明らかにして

いきたい。

最後に、この度は文部科学省からこのような機会を

与えていただき、博士論文の執筆のための予備調査が

できた。感謝を申し上げる。

注

１．2007年9月1日から12月31日まで、韓国のテレビに放送
された録画ＣＭ、総711編。各ＣＭは、全て異なった内
容のものであり、同じ会社の違うＣＭも含まれている。

この資料は韓国の（株） (エド・クリーム)から
提供してもらった。

２． (2003)「      」韓

国語学　第20集pp.73引用
３．日本のコマーシャルは、2007年12月中に録画したもの
から、４つのタイプのＣＭをそれぞれ５つずつ抜き出し

た。

４．韓国語では単語を構成する最小限の要素そして形態素

の概念を採っている。日本語の自立語に該当する名詞、

代名詞のような体言、動詞、形容詞のような用言、副

詞、感嘆詞などは、実質的な意味を持つことから実質形

態素、または実質語と呼ばれ、助詞、助動詞のような付

属語に該当するものは機能形態素　または、機能語と呼

ばれる。付属語は韓国語の方が遥かにその種類が多いこ

とから、語彙の調査ではその対象から外した。

５．Television opaque projector の略語で、テレビ放送のた
めに考案した光学的映写装置。テレビ・カメラを用いず

に写真や文字などが送信できるシステム。また、それに

よる映像、字幕のことをいう。

６．ここでいう音声とは、登場人物の声、ナレーションの

声に限る。背景音楽の歌詞やjingle（効果音の音声）は
対象から外す。

７．瀬戸賢一の『日本語のレトリック』（2002）は、文章
表現技法を大きく、意味のレトリック、形のレトリック、

構成のレトリックにまとめている、今回のデータに表

れた修辞表現をそのなかの「意味のレトリック」（隠喩、

直喩、擬人法、共感覚法、誇張法）と「形のレトリック」

（反復、省略）の一部を引用し、表記している。
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【指導教員のコメント】

この調査は、具さんがずっと研究している、日韓のメディア比較という大きなテーマについて必要な調査の一

部をなすものです。メディアの中でまず、日本の雑誌、そして広告を対象として、調査・分析をし、その結果を、

韓国のものと比較する、という順序で研究を積み重ねてきました。その成果をいくつか学会発表や論文のかたち

でまとめています。しかし対象が雑誌や広告という、あたかも生鮮食品のように鮮度が重要なものを材料として
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いるため、韓国での同時期の材料がなかなか手に入りにくいのがネックでした。

今回、日本では入手しにくい、韓国のTVCMという材料を採取、データの形にし、大雑把に分析の枠組みを作
るという段階まで、遂行しています。おおむね、「海外調査」としての目的は果たせていると評価できます。また、

今回採取の材料から、受け手である日韓の消費者像の比較、同一商品広告での日韓の扱いの共通点と差異、また

雑誌とTVの広告媒体としての差異といった、メディア論への視点拡大、あるいは日韓の語彙構成や文法・語法、
修辞法の比較といった、言語学・日本語学からの視点導入、等々、今後の研究の支柱となるいくつかの方向性が

より明確となってきました。

包括的な研究として必要な、メディア史や広告の歴史については今回は時間的制約から不可能でしたが、今後

の海外調査の課題とし、引き続き日本で出来る部分の準備について指導していきたいと考えています。

 （人間文化創成科学研究科　教授　髙崎　みどり）


