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Abstract: This paper aims to examine the meaning

1．はじめに

and use of the discourse particle Absolutely,
1)

particularly in comparison with its synonyms

強意副詞としての absolutely については辞書

Certainly and Definitely. The adverb absolutely

や語法書（Quirk et al. 1985, Biber et al. 1999, etc.）

is often used without a modified syntactic head

で意味や用法について詳細な記述がなされている

in English oral communication. Previous studies

が，被修飾語を伴わず談話辞として話し言葉で用

have indicated that Absolutely is synonymous with

いられる Absolutely については，特にその類義表

Certainly and Definitely in its use as a discourse

現との違いに関して十分な研究が行われてこな

particle. However, the synonymity of these words

かった 。本稿では，先行研究での限定的な記述

has not been well documented in extant studies.

を踏まえた上で，話し言葉コーパスを用いて談話

Using two corpora, WordbanksOnline and ATEM

辞 Absolutely と類義表現の語法を比較分析する。

2)

Kansai Movie English Caption Database, this
paper elucidates the pragmatic features of these

2．先行研究

discourse particles, focusing on factors such as
discourse situations, interlocutors’ relationship, and
collocational limitations.

話し言葉において Absolutely が被修飾語を伴わ
ない談話辞として用いられることは広く認められ
ており，その用法について文例を挙げて記述して

Keywords: English discourse particles, English

いる辞書は多い。主だった辞書の記述を（1）−（5）

discourse markers, English usage, English

に挙げる。

synonyms, English corpus linguistics, English
lexicography
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(5) MWALED [s.v. ABSOLUTELY]

(1) OALD9 [s.v. ABSOLUTELY]

上記で示されたように，談話辞の Absolutely の
(2) CCALD8 [s.v. ABSOLUTELY]

意味については，（2）の an emphatic way，（4）の
a very strong way，（5）の a forceful way という語
句の違いはあるものの，同意や許可としての返答
や，not を伴い異議を唱える場合や拒否の際に強
意的な表現として用いられるという共通した記述
がなされていることが分かる。しかしながら，こ

(3) MED2 [s.v. ABSOLUTELY]

れらの辞書は同様に用いられる類義的な談話辞に
ついては言及していない。談話辞 Absolutely の用
法について，類義表現に触れて説明している辞書
として以下に（6）を挙げる。
(6) 『ウィズダム英和 3』[s.v. ABSOLUTELY]

(4) CALD4 [s.v. ABSOLUTELY]

（6）では（1）−（5）と同様に，not を伴う場
合も含め談話辞 Absolutely が強意的な返答表現と
して用いられることを認めた上で，類義語として
Certainly と Definitely を取り上げており一歩踏み
込んだ記述がされている。しかしながらその内容
については，Certainly より Absolutely の方がより
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強意的という点に留まっており，Definitely との

られて強い賛同の意を表す」
，（9c）の「勧誘に対

違いについては述べられていない。

して喜んで承諾することを伝える」，
（9d）の「Not

ま た 語 法 書 で も 辞 書 と 同 様 に， 談 話 辞

を伴うと，意見を求められて強く否定することや，

Absolutely と そ の 類 義 表 現 の 使 い 分 け に つ い て

要請を強く拒否する応答になる」という用法で談

は充分な記述がなされてこなかった。Leech and

話辞 Absolutely は使われるということになる。

Svartvik（2002）は，英語の会話において高頻度
に用いられる談話辞について，口頭でのみ用いら
れる表現（Only interactive）
，主に口頭で用いられ
る表現（Mainly interactive），書き言葉等口頭に限
らず広く用いられる表現（Also interactive）とい
う 3 つ に 大 別 し，Absolutely を Also interactive に
分類している。また次の（7）に示されるように，
同じカテゴリーに分類される談話辞のリストを挙
げているが，それらの語句の意味や用法について
は紙面が割かれていない。
(7) Leech and Svartvik (2002), p. 14.

(9) 内田（2009），pp. 4–5.
a. ‘It was excellent.’
‘Absolutely.’
b. ‘That’s a good idea, isn’t it?’
‘(Oh yes,) Absolutely.’
c. ‘Do you want another helping?’
‘Absolutely.’
d. ‘I’d like to borrow your pen if I may.’
‘Absolutely not! You never return anything.’
また内田（2009）では，用法の分類と例文に加

Also interactive: absolutely, actually, anyway,

えて，類義表現についての記述もあり，類義の談

certainly, honestly, indeed, in fact, maybe,

話辞として Definitely と Certainly を取り上げてい

obviously, of course, perhaps, probably, really

る。Definitely については「Absolutely とほぼ同様
に用いられる」
，Certainly については「Absolutely

上 記 の 談 話 辞 の リ ス ト と は 別 に，Leech and

の方が強意的」という説明を与えている。この点

Svartvik（2002） で は，
（8） に 示 さ れ る よ う

については，
（6）で挙げた辞書の記述とほぼ同じ

に同意や拒否を意味する強意的な表現として

である。

Absolutely が用いられることを認めている。同様

談話辞 Absolutely の類義表現として挙げられた

に用いられる談話辞として Definitely と Exactly が

Certainly と Definitely に関する内田（2009）での

併記されているが，その意味や用法の違いについ

記述を見ると，Certainly については，以下の（10a）

ては述べられていない。

と（10b）が例文として挙げられている。「依頼・
勧誘に対する快諾」の（10a）と「強い同意」の（10b）

(8) Leech and Svartvik (2002), p. 144.
[A] A referendum will satisfy everybody.
[B] (Yes,)

は，それぞれ Absolutely の（9c）と（9a）の用法
とほぼ同じであるが，内田による説明に沿えばこ

definitely.

れらの Certainly は Absolutely ほどは意味が強くな

exactly.

いということになる。談話辞としての Definitely

absolutely.

については個別の項目としては取り上げられてお
らず用例や例文の提示はされていない。

談話辞 Absolutely の用法とその類義表現につい
て，より詳細な記述がなされている先行研究とし
ては内田（2009）を挙げることができる。内田で
は，談話辞 Absolutely の用法を 4 分類し，それぞ

(10) 内田（2009），p. 67.
a. ‘Would you sign this card, please?’
‘Certainly.’

れ文例を提示してその用法を説明している。内田

b. ‘Dan suggested we have a surprise party for

によれば，（9a）の「相手の言ったことばに対し

Mom and Dad’s 30th anniversary. I think it’s a

て強く同意を表す」
，（9b）の「感想や意見を求め

good idea.’
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b. [s.v. DEFINITELY]

以上の先行研究から，話し言葉で用いられる談
話辞の Absolutely については辞書でも広く認めら
れており，語法書でもその用法についての記述は
あるものの，類義表現との比較については十分焦
点があてられていないことが伺える。類義表現に
ついて触れている文献においても，Absolutely と

(13) MED2
a. [s.v. CERTAINLY]

Certainly の対比において Absolutely の方がより強
意的であることが示唆されるにとどまっているこ
とが分かる。
本 節 の 最 後 に， 内 田（2009） で 談 話 辞
Absolutely の 類 義 表 現 と し て 提 示 さ れ て い る
Certainly と Definitely に 関 し て，
（1） −（6） の

b. [s.v. DEFINITELY]

各辞書における，これら 2 語についての記述を
確認する。以下の（15）−（20）に示されるよ
うに，Certainly と Definitely のいずれについても
Absolutely と同様に強意的な表現であるという記
述がなされているが，類義語との意味の違いにつ
いて言及しているものはない。

(14) CALD4
a. [s.v. CERTAINLY]

(11) OALD9
a. [s.v. CERTAINLY]

b. [s.v. DEFINITELY]

(12) CCALD8
a. [s.v. CERTAINLY]

b. [s.v. DEFINITELY]

(15) MWALED
a. [s.v. CERTAINLY]

コーパスを活用した談話辞の語法研究
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3. コーパスを用いた比較分析
本節では，談話辞に関する先行研究で類義表
現として関連が認められながらも，意味や用法

(16)『ウィズダム英和 3』

の違いについては充分な記述がなされていない

a. [s.v. CERTAINLY]

Absolutely, Certainly, Definitely に焦点を当て，コー
パスを用いてこれらの用法を比較分析し，類似性
や相違点について考察する。
用法の分類については 978 本の英語映画から作
3)

成された映画英語コーパス （総語数 801 万 6 千
語）を用いた。前後の文脈から分析対象となる語
句の用法を検証できるだけでなく，コーパスを構
成する映画をたどれば対象となる会話の音声や映
像まで確認することができると言う意味でより精
度の高い分類が可能である。
映画英語コーパスから検出した談話辞として用
いられている Absolutely, Certainly, Definitely につ
いて，本稿では内田（2009）で提示されている用
法を基に以下の 5 つに分類した。
(17)
a. 話し相手の発言に対する同意・賛同
b. 命令・依頼・要請等に対する承諾，応諾

b. [s.v. DEFINITELY]

c. （主に事実確認のための質問に対する）強
い肯定
d. 強い否定
e. 依頼や要請に対する拒否
英語映画コーパスから談話辞として用いられて
いる各語を検出し，分類したのが（18）である。
次 節 で は， 内 田（2009） で 談 話 辞 Absolutely
の類義表現として提示されている，definitely と

以降ではこの分類とコーパスのデータに基づいて
それぞれの談話辞の比較を行う。

certainly を取り上げ，コーパスを用いてその用法
を比較分析する。
(18) 用法の分類と比較

ྠព࣭㈶ྠ
౫㢗࣭せㄳࡢᢎㅙ
ᐇ☜ㄆᑐࡍࡿ⫯ᐃࡢ㏉⟅
ᙉ࠸ྰᐃ
౫㢗࣭せㄳࡢᣄྰ
ͤᣓᘼෆࡢᩘᏐࡣ᳨ฟᩘࠋ

Absolutely (208)4)
24.5% (51)
14.4% (30)
41.8% (87)
15.9% (33)
3.4% (7)

Certainly (176)
8.0%
(14)
68.2% (120)
13.6%
(24)
11.9%
(21)
0%
(0)

Definitely (82)
35.4% (29)
3.7%
(3)
47.6% (39)
10.9%
(9)
2.4%
(2)
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B (a hotel clerk): “Certainly, sir. If you please.”

第一節で確認した先行研究の記述では，類義の

—Frantic, 1988

談話辞の違いについて Certainly よりも Absolutely
の方が強意的という点のみであったが，
（18）か

(22) A: “Jack Daniels . . . – You bet. And Diet Slice. –

らは，それ以上の用法上の違いを読み取ることが

The old Diet Slice. And a water. – Thank you,

できる。すなわち，談話辞として様々な状況で幅

Daphne.”

広く用いられる Absolutely に対して Certainly はそ

B (a flight attendant): “Certainly, sir.”

の使用に顕著な偏りが認められるのである。特に

—Scent of a Woman, 1992

談話辞 Certainly の使用が集中した依頼や要請に
対する承諾としての用法に注目し，以下に例を挙
げて考察する。

(23) A: “Make mine not spicy. I'm allergic to pepper.”
B (a waiter): “Certainly, sir.”

談話辞としての使用に占める割合を見ると，

—Mrs. Doubtfire, 1993

Absolutely が承諾として使われているのは今回分
析対象とした 208 例中 30 例（14.4%）である一方，

また上記の例で観察されるように，Certainly は

Certainly は 176 例中 120 例（68.2%）であり，全

sir や ma’am（madam）を伴って用いられることも

体の 7 割近くが命令や依頼に対する承諾として使

多く，24 例が検出された。そのような例は（21）

われていることが分かる。それぞれについて使用

−
（23）で示されたような依頼や要請に対する承

された文脈を見ると Absolutely では，以下の（19）

諾としてだけではなく，
（24）や（25）に示した

や（20）のように承諾を表す談話辞として使用さ

ように質問に対する肯定の返答としても用いられ

れる場合，特定の状況での使用頻度が高いという

ていることが観察された。

傾向は見受けられなかった。しかし，Certainly で
は，
（21）−
（23）のようにレストランやホテル等
のサービス業において顧客の要望に対する返答と

(24) A: “Got a table for us?”
B: “Certainly, madam. This way, please.”

して使われている事例が多く含まれていることが

—The Big Sleep, 1946

分かった。また Absolutely については，様々な状
況で命令や依頼に対する承諾として用いられてい
るものの，サービス業などにおいて店員が顧客に

(25) A: “Do you have a wedding list for Banks?”
B: “Certainly, sir.”

対する応答として使用している事例は観察されな

—Four Weddings and a Funeral, 1994

かった。
い ず れ の 例 に お い て も service encounter や
(19) A: “Would there be any way that you would be
willing to walk his dog for him?”

business communication（Ghadessy, 1993） で の 丁
寧表現として使われており，相手の期待や要望に
応じることができるような場合に用いられている

B: “Absolutely.”
—As Good as It Gets, 1997

ことが分かる。
一方で Absolutely が sir 等を伴うものは 7 例で

(20) A: “Frank, would you like to say grace? Unless
you're not comfortable.”

4)

あった 。それらは，（26）に示したように社会
的な立場が強い相手に対する返答として用いられ
たものであり，服従や規律のある上下関係に基づ

B: “Absolutely.”
—Catch Me If You Can, 2002
(21) A: “I'd like to speak to the manager. Would you
get him for me?”

く敬意の表示という意味合いが強い。
(26) A: “So as CEO of Vicksburg Firearms, you were
unaware that your product was being sold
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(27) 談話辞と副詞の使用頻度 5)

illegally?”
B: “Yes, sir. Absolutely, sir.”
—Runaway Jury, 2003
※裁判所での弁護士の質問に対する返答。
これら 2 つの談話辞の相違点について，先行

ㄯヰ㎡
Absolutely (903)
51.7% (467)
Definitely (533)
15.4% (82)
ͤᣓᘼෆࡢᩘᏐࡣ᳨ฟᩘࠋ

モ
48.3% (436)
84.6% (451)

しかしながら，使用頻度の差はあるものの，

研究で取り上げられていたのは Absolutely の方が

用 法 に つ い て は，Absolutely と Definitely の 談 話

強意的という意味の強さのみであったが，今回の

上の機能の違いを特定するのは用法の分類から

分析結果は発話の場面や話者間の関係という観点

は困難である。
（18）で示した分類についても，

からも違いがあることを示している。すなわち，

Absolutely と Definitely はいずれも似た分布を示し

service encounter や business communication の よ う

ており，用法上 Certainly に見られたような顕著

な会話において，特に顧客からの依頼や要請に対

な特性は観察されなかった。承諾として用いられ

する承諾としては通例 Certainly が好まれるとい

る Definitely の検出数が少ないという傾向はある

う傾向が見て取れるのである。

ものの，承諾としての用法は第一節に引用した辞

小 西（1989） に よ れ ば，absolute(ly) は「 人 や

書（15）でも認められており，また以下（28）に

事柄が第三者とかけ離れ，外部から何ら抑制を

示すように承諾として使用されているデータは

受けずそのものとして存在しているさま」
（p. 28）

コーパスでも観察された。

を表すとされている。談話辞として用いられる
Absolutely にもそのような意味が含まれていると

(28) A: “OK. Get them to call me back on my cell

すれば，対話者の都合や心情，また話者同士の人

when they wake up.”

間関係などに左右されない強意的表現と捉えるこ

B: “Definitely.”

とができ，そこには丁寧さのような付加的な要素
が入り込む余地がないと考えることができる。
一方で，certainly については，そのような独立

—24. Vol. 9, 2001
そ こ で， よ り 大 規 模 な コ ー パ ス で あ る
WordbanksOnline（553,171,489 tokens）を用いて，

した絶対性は認められておらず，対話者の発話内

強意（程度）副詞として用いられる absolutely と

容に対する配慮や話者自身の態度等を含む余地を

definitely それぞれの前置修飾語（premodifier）に

残していると考えることが出来る。以上のような

注目した。どちらの単語にも前置修飾語として

点を考慮すると，service encounter のような場面

現れた most に注目すると，（29）に示されるよう

で Certainly が好まれる理由を見い出すことがで

に，definitely と most との共起関係は高い logDice

きる。

値 （5.84）を示す一方で，absolutely との関係は

7)

非常に低い値（0.07）であることが観察された。
3.2. Absolutely と Deﬁnitely の比較
Absolutely と Definitely ついては，談話辞として

このことは，強意副詞として，段階性を含意し修
飾語による意味の強調が可能な definitely

8)

と，段
9)

の使用頻度の違いがまず挙げられる。以下の（27）

階性を持たず意味尺度の極点を示す absolutely

で示されるように，映画英語コーパスに基づいた

（Huddleston and Pullum, 2002: 721）の違いを反映

検索結果では，Absolutely では強意副詞も含めた
全体の 50 % 以上が談話辞として用いられるのに
対し，Definitely の談話辞としての使用は 15 % に
留まっている。それぞれの検出数を見ても，強意
的な返答表現としては Absolutely の方がより一般
的に用いられることが伺える。

しているものと言える。
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(29) WordbanksOnline Word Sketch 検索の結果

a. absolutely
᳨ฟᩘ
adverb premodifier
884
yeah
32
yes
9
otherwise
6
no
21
just
126
all
32
so
70
right
8
not
210
yet
8
most
9
ͤpremodifire ࡢḍࡢࡳᢳฟࠋ

b. definitely
logDice ್
1.10
5.75
4.28
2.63
1.77
1.67
1.12
1.11
0.92
0.76
0.28
0.07

adverb premodifier
yeah
most
very
quite
almost
no
more
now

᳨ฟᩘ
1155
53
492
211
51
37
14
28
34

logDice ್
1.50
6.45
5.84
3.05
3.01
2.50
1.18
0.55
0.23

こ の 共 起 関 係 に 注 目 し， 談 話 辞 と し て の

下の（30）に示したように 40 例の使用が観察さ

Absolutely と Definitely に つ い て most を 伴 う 用 法

れたが，Absolutely については most を伴う例は検

を検索した。その結果，Definitely については以

出されなかった。

(30) most を伴う談話辞 Definitely の検索例（一部抜粋）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

usnews,NU6--030102
oznews,NA2--041107
usnews,NUA--030827
usbooks,BU--F022063
oznews,NA3--041113
usbooks,BU--F012065
usbooks,BU--F012062
usbooks,BU--F012070
usnews,NUB--050112
usbooks,BU-jM912422
times,NB1--020301
oznews,NA1--041224
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more athletic than most he had faced, Mills said: "
Philippoussis, the tennis ace who broke her heart. ``
track to make a putout on Adrian Beltre look easy. "
. "You don't think they are, do you?" she asked. "
of negative attitudes to John Howard from A to B.
joked. "So, does this mean our band is still on?" "
said Juliet." So, is there a family resemblance?" "
work out." "And you love him?" said the therapist."
mean far more than any of his personal accolades. "
eyes and blinked at him." Was I asleep?" she asked. "
Definitely," he said. A definitive definitely this time? "
answered the question definitively. Non, monsieur.
<p/> Adeline smiled her satisfaction. `And so do I.
end. The topic:'An Autocrat Makes The Best CEO '. "
reaping what you sow? A. I definitely believe in karma.
anthem at a Seahawks game. Does she have the pipes?
sensitivity to the world. Has this been your experience?
accident? I think not. The meeting in the warehouse?
good fun. More Moulin Rouge than Spearmint Rhino?
of winning the League from the position they're in.

Most definitely.
Most definitely,
Most definitely,
Most definitely,
Most definitely.
Most definitely,
Most definitely,
Most definitely,
Most definitely,
Most definitely,
Most definitely,
Most definitely,
Most definitely.
Most definitely,
Most definitely.
Most definitely.
Most definitely.
Most definitely.
Most definitely.
Most definitely.

They have very tall linebackers with great speed.
'' she said from London. ``It's my song. I think songs
you've got to be fearless [s a center fielder],"
" said Kate, looking at Annie. "I bet they've even
Collective mind-set? Just consider these quotes from
" Jane said. "Are you kidding? With all of this new
" Annie answered. "You look a lot like Mom. "There
" Kate replied firmly. "He's everything I could possibly
" he says." Those other things are nice, but you know
" he whispered. He grinned, then brought it down a
" he insisted. <p/> Jackson goes into the heats today
non. Courier Mail 1 - First with the news Brisbane
The clear solution is that he should always go with
" argued IIM-Bangalore. "Autocracy of ideas is essen
If you forget that, you will be humbled. Q. It's
The modern Ellen used to play bass and sing with
You know, you're always the outsider looking in,
But then, none of this would have happened if you
Burlesque tries to disassociate itself from striptease
" <p/> Bobby Robson, the Newcastle manager, was dis

※ CQL 検索式 [word="Most"] [word="definitely"] [word="\.|\,|\!"]
このことは，Absolutely と Definitely が談話辞と

ついては議論の余地を残すが，少なくとも談話辞

して用いられる場合にも，強意副詞としてそれぞ

の用法として，Absolutely は most との共起を容認

れの意味と用法を反映していることを示唆するも

しない一方で，Definitely については most を伴っ

のであると言える。この点を踏まえると，意味の

た表現が可能であるという違いを示すことができ

強さにおいてある程度の幅を容認する Definitely

た。 談 話 辞 と し て の Absolutely と Definitely に つ

と比較すると，極点を示す Absolutely の方がより

いて，先行研究では第一節で例を示したようにそ

強意的な表現であるという見方ができる。実際の

の違いについて明記されていなかったが，本稿で

談話において，これら二つの談話辞の意味の強さ

は，それぞれの単語の強意副詞としての使用例に

の違いが話し手と聞き手の間ではっきりと認識さ

注目し，前置修飾語の共起関係を基に，これま

れその機能を果たしているかどうかという点に

での文献では述べられていなかった Absolutely と

コーパスを活用した談話辞の語法研究

―Absolutelyとその類義表現について―
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Definitely の談話辞としての用法上の違いを示し

話機能の違い等についての分析はなされていない。

た。

談話辞 Absolutely とその類義語との意味・用法の違
いに焦点を当てた本稿とは主旨が異なるため，本
文中での引用は控えた。

4. おわりに

3) 正式名称は，
「ATEM 関西 映画英語字幕データベー

本稿では，話し言葉において談話辞として使用
される Absolutely に注目し，映画英語コーパス及
び WordbanksOnline を用いて類義語である談話辞
Certainly と Definitely との意味・用法の違いに焦

ス（ATEM Kansai Movie English Caption Database）
（Ver.3.0）」。978 本の映画データから成り，収録語
数は 801 万 6 千語。
4) （18）の数字について，Certainly と Definitely に関

点を当てた分析を行った。Certainly については，

しては，談話辞として用いられてる全てのデータ

同意や事実確認への返答などでも幅広く用いられ

を分類した。Absolutely については談話辞として用

る Absolutely に対し，依頼や要請に対する承諾で

いられている 476 例中，無作為に 208 例を抽出し

使用される傾向があり，特に service encounter や

て分類した。

business communication で好まれ丁寧表現として

5) 映画英語コーパス全体から検出した数を示した。

用いられることを示した。Definitely については，

6) Certainly については，談話辞としての使用が 24 %

強意副詞としての特性に注目し，共起語との関係
を検証した。談話辞として用いられる場合にも前

（176 例）
，
副詞としての使用が 76 %（552 例）であっ
た。

置修飾語による強調を容認しない Absolutely に対

7) コロケーションの強さを示す指標として 2006 年 9

し，Definitely については most による強調表現が

月から MI スコア（mutual information score）に代

可能であることを示した。

わり logDice を使用しているが，これは MI スコア
で検索対象の単語の頻度が低い場合に高い数値が

注

出る scale-dependency を回避するため。logDice に
ついて，詳しくは Rychlý（2008）を参照。

＊ 本研究の一部は，平成27年度科学研究費補助金（基

8) definitely の 段 階 性 に つ い て は， あ る 出 来 事 が 起

盤研究（C）
）「コーパスを活用した英語シノニム・

こるかどうかの確実性という点でも示唆されて

語法研究」に基づくものである。

い る。Jacobson（1978） で は，definitely の 確 実 性
は，necessarily や inevitably よ り も 低 く，likely や

1) 本文中の表記として，談話辞を表す場合には頭文

probably よりも高いとしており，この点において

字を大文字にして Absolutely, Certainly, Definitely と

も definitely が確実性の極点を示さないことが分か

し，強意副詞としての意味や用法に言及する場合

る。

には absolutely, certainly, definitely とした。

9) 小西（1989: 30）では，
absolutely に bally を挿入して，

2) 本文で引用した文献とは別に談話辞 Absolutely を

absoballylutely という形でさらに意味が強調される

取り上げた先行研究として Tao（2007）について

ことがあるとしているが，このような absolutely の

言 及 す る 必 要 が あ る。Tao（2007） は，Emergent

使用は一般的とは言えず，WordbanksOnline でも検

Grammar（Hopper, 1998） に 基 づ い て 談 話 辞

出されなかった。本稿では，absolutely はその特性

Absolutely の分析を試みた研究であり，談話上の

として段階性を持たず意味尺度の極点を示すとい

機能や用法については充分な分析がなされている

う立場で論を進めた。

とは言えない。また，類義語については，語法書
や辞書に記載されている被修飾語を伴う強意副詞
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