
｢追い追いに｣の表す時間関係

―類義語との比較を通して―

小 野 純 一

１. はじめに

本稿は、時間副詞｢追い追いに｣1 の表す時間関係を、類義語とされている｢いず

れ｣｢やがて｣及び｢次第に｣｢徐々に｣とそれぞれ比較することによって明らかにする

ことを目的とする。

この｢追い追いに｣は、例えば、飛田・浅田(1994 )が、一方では｢いずれ｣｢やが

て｣｢そのうち｣などと、他方では｢次第に｣｢徐々に｣｢段々｣などと似た意味を持つと

しているように、従来より、｢時期｣｢進捗状況｣2 という互いに異なる二つの時間関

係を表すものとされてきた。

この指摘は、確かに一面に於いては妥当である。例えば、例文(1A)－(1D)に

於ける｢いずれ｣｢やがて｣及び｢次第に｣｢徐々に｣は、それぞれ｢追い追いに｣に置き

換えても文として成立する。([→]は置き換えを表す)

(1A) 私は、個人消費について、今後、雇用者所得が緩やかな増加に転じれば、

(いずれ→追い追いに)増加していく可能性が高いとみています。

 (http://www.boj.or.jp/press/00/koen099.htm)

(1B) 人が年を取り､ (やがて→追い追いに)衰えていくということは､ 紛れも

ない事実である。 (http://www2c.airnet.ne.jp/mats/kaisha.files/koneta001.html)
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1 ｢追い追いに｣は、｢追い追い｣｢追い追いと｣と区別されずに論じられることが多いが、これ

らはそれぞれ固有の用法を持つものと考えられるので、本稿では、このうち｢追い追いに｣

のみを分析の対象とする。

2 ｢時期｣｢進捗状況｣については、国立国語研究所(1991)の記述に従う。

(1C) 管楽器が登場すると、曲は(次第に→追い追いに)華やかになっていく。
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(http://isweb21.infoseek.co.jp/diary/yuki0819/concert2002/20020223.htm)

(1D) 高齢になると、身体機能は(徐々に→追い追いに)低下していきます。

(http://www.mcn2k.co.jp/pub/kinkaiso/point/point.html)

しかし、以下の例文(1E)－(1H)に於ける｢いずれ｣｢やがて｣及び｢次第に｣｢徐々

に｣については、これを｢追い追いに｣に置き換えると非文になる。([＊]は非文を

表す)

(1E) 喫煙者の意識調査では、｢(いずれ→＊追い追いに)禁煙したい｣という人

は32.9％だけ。｢喫煙を続ける｣という人が22.4％いた。

(http://www12.mainichi.co.jp/news/search-news/849807/82a282b882ea-0-2.html)

(1F) サラリーマンとして、復帰直前の72年1月に沖縄に転勤。(やがて→＊追

い追いに)会社を辞め、事業を始めた。

(http://mytown.asahi.com/aomori/news01.asp?c=5&kiji=205)

(1G) 持病の肺気腫と気管支ぜんそくで(次第に→＊追い追いに)歩く体力がな

くなっていたところへ、昨年3月、高熱を発して緊急入院。

(｢朝日新聞｣(夕刊)2002年5月13日)

(1H) お湯につかるときは、心臓に負担をかけないように、こうやって、

(徐々に→＊追い追いに)腰を下ろしていって下さい。 (作例)

これらの置き換えの可否は、如何なる要因に基づくのであろうか。また、｢追

い追いに｣は、実際に、｢時期｣｢進捗状況｣という互いに異なる二つの時間関係を表

すのであろうか。本稿では、これらの点を、実際の用例の分析を通して明らかに

していくことにする。

２. ｢いずれ｣との比較

始めに、｢いずれ｣と｢追い追いに｣を比較してみよう。例文(2A)－(2D)に於け
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る｢いずれ｣は、これを｢追い追いに｣に置き換えても、それぞれ文として成立する。
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(下線は筆者による)

(2A) 初の女性総理大臣が誕生して、女性の意見が社会に反映されると、セク

ハラ問題にしろ就職差別にしろ、(いずれ→追い追いに)無くなっていく

だろう。

(http://www.kinwu.ac.jp/~tsutsumi/Final_Project2000/8gender/00FS249_yamagisi.

html)

(2B) 少子化の進行に伴い、日本の人口も(いずれ→追い追いに)減少していく

ことが予測されていますが、本市にあっては、近年の都市化の状況等か

ら、微増が続くものと思われます。

(http://www.city.zama.kanagawa.jp/index_m/m_menu/annai/keikaku/jinko.htm)

(2C) 最初のうちは謎だらけですが、(いずれ→追い追いに)分かってくると思

います。 (http://www3.plala.or.jp/reki/bbs/5.html)

(2D) 英語が喋れるようになる最良の方法は、やはり｢習うより慣れろ｣です。

身近に喋れる人間がいなければ、どんなに音読で頑張っても、限界が

(いずれ→追い追いに)見えてくるでしょう。

(http://www.mbanavi.com/wwwlog/200101/01010068.htm)

では、このような用例に於ける｢いずれ｣と｢追い追いに｣のあいだには、如何な

る相違が存在しているのであろうか。以下の例文(2E)を見てみよう。

(2E) 事件の詳細については、｢警察が捜査中で分からない。(いずれ→追い追

いに)明らかになるだろう｣と語るにとどまった。

(http://www.jic-gifu.or.jp/np/g_news/200103/0302.htm)

｢いずれ｣が用いられた場合、この文は、｢明らかになるとき｣に焦点が当てられ、

｢現在は警察の捜査中でよく分からないが、近い将来、明らかになるときが来るで

あろう｣のように解釈される。一方、｢追い追いに｣が用いられると、｢明らかになっ

ていく過程｣に焦点が当てられ、｢現在は警察の捜査中でよく分からないが、これ
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から先、時間の進行に伴って、少しずつ明らかになっていくであろう｣のように解
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釈される。また、このことは、以下の例文(2F)－(2G)から、｢－テイク｣｢－テク

ル｣が修飾されている場合に於いても同じであることが分かる。

(2F) ＨＰを持っているセンターは、東京、大津、京都、大阪の4箇所である

が、(いずれ→追い追いに)増えていくであろう。

(http://allabout.co.jp/career/teinen/closeup/CU20011217/?FM=glcct)

(2G) 気仙沼線小牛田行きは、旧型気動車を3両もつないでいた。さすがに朝

である。高校生はまだ少ないが、(いずれ→追い追いに)増えてくるであ

ろう。 (http://www.railers.net/report/01/05.html)

｢いずれ｣が用いられると、｢ＨＰを持っているセンターが増えていく｣｢高校生

が増えてくる｣ことは一つのまとまりとして一括して捉えられ、それが近い将来の

ある時期に於いて生起するものとして解釈される。一方、｢追い追いに｣が用いら

れると、時間の進行に伴って、｢(現在四ヶ所ある)ＨＰを持っているセンターが、

五ヶ所、六ヶ所と増えていく｣｢高校生が、一人また一人と増えてくる｣のように、

それぞれの状態の漸進的な変化に焦点が当てられて解釈される。また、このこと

は、例文(2A)－(2D)についても同じであると考えられる。

では、｢追い追いに｣に置き換えることができない場合についてはどうであろう

か。以下の例文(2H)－(2L)に於ける｢いずれ｣は、これを｢追い追いに｣に置き換え

ると非文になる。

(2H) (いずれ→＊追い追いに)、向うに着きましたらお話します。

(松本清張『点と線』新潮文庫75頁)

(2I) こんなところにいちゃ、(いずれ→＊追い追いに)死んじゃうからな。

(大岡昇平『野火』新潮文庫144頁)

(2J) 廃止・民営化を遅らせれば、(いずれ→＊追い追いに)小泉が退陣するん

じゃないかと期待している役所があるかもしれない。

(http://www12.mainichi.co.jp/news/search-news/849808/82a282b882ea-0-16.html)
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(2K) 未婚男女の約9割が｢(いずれ→＊追い追いに)結婚するつもり｣としてい
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るものの、平均初婚年齢は上昇し続け、適齢期に対する意識も薄れてき

ている。 (http://www1.mhlw.go.jp/wp/wp98/wp98p1c2.html)

(2L) 慎一には妻子が居るが｢(いずれ→＊追い追いに)離婚するつもりだ｣とい

う彼の言葉を信じて付き合っており、大海は将来、本気で彼と結婚した

いと思っている。 (http://www.fujitv.co.jp/jp/pub_info/pub/00-178.html)

この要因について考えるために、まず、以下の例文(2M)を見てみよう。

(2M) 裁断の注意はいろいろあるので、(おいおいに→いずれ)説明しますね。

(http://naho.oc.to/workshop/works1/workshop1.html)

例文(2M)は、｢追い追いに｣が用いられた場合、｢裁断についての注意は色々あ

り、一度にまとめて説明するのは困難である。したがって、これから先、適当な

時期が訪れたときに、その都度、必要とされる分だけ説明する｣のように解釈され

る。この場合、個々の｢説明する｣という行為は、｢裁断についての注意｣を全て説

明し終えるまで断続的に行われる。一方、｢いずれ｣に置き換えた場合は、｢裁断に

ついての注意は色々あり、一度にまとめて説明するのは困難である。したがって、

余裕ができるであろう近い将来にまとめて説明する｣のように解釈される。この場

合、｢説明する｣という行為は、一回限りのことである。

｢追い追いに｣が、このような｢(事柄の完結に向けて)適当な時期が訪れたとき

に、その都度、必要とされる分だけ行う｣3 という時間関係を表すのであれば、そ

の場合の被修飾成分は、複数回に分けて行うことが可能な事柄でなければならな

い。例えば、以下の例文(2N)に於ける｢いずれ｣は｢追い追いに｣に置き換えること

ができないが、これは、｢まとめて｣によって、｢(疑惑について)話す｣という行為

が一回限りのことであると明示され、｢適当な時期が訪れたときに、その都度、必

要とされる分だけ話す｣のようには解釈することができないためである。
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3 ｢宿題は沢山ありますが、これから追い追いに片付けていきます｣のような全体量が明確に

存在する事柄を修飾する場合は｢事柄の完結｣が意識されることが多く、｢日本の歴史につい

ては、これから追い追いに勉強していきます｣のような全体量が漠然とした事柄を修飾する

場合は｢事柄の完結｣が意識されないことが多い。

(2N) 〔疑惑については〕(いずれ→＊追い追いに)、まとめてお話します。
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(http://www.ehime-np.co.jp/arc/2002/chijiku/np-chijiku-0409.html)

また、例文(2H)－(2L)に於ける｢向うに着く｣｢死んでしまう｣｢退陣する｣｢結婚

する｣｢離婚する｣は、例えば、｢＊適当な時期が訪れたときに、その都度、必要と

される分だけ結婚する｣が成立しないように、いずれも複数回に分けて行うことが

不可能な事柄である。さらに、前掲の例文(1E)に於ける｢＊追い追いに禁煙した

い｣や、以下の例文(2O)に於ける｢＊追い追いに上場したい｣が成立しないのも、

この場合の｢禁煙する｣｢上場する｣という行為が、複数回に分けて行うことが不可

能な事柄であるためで、以下の例文(2P)からも明らかなように、願望表現｢―タ

イ｣を修飾しているためではない。

(2O) ｢ユニクロ｣の海外1号店が28日、ロンドンでオープンした。(中略)03年

末までに最低50店舗を目指し、前日、記者会見した柳井社長は｢(いずれ

→＊追い追いに)ロンドンで上場したい｣と語った。

(http://www12.mainichi.co.jp/news/search-news/849808/82a282b882ea-0-14.html)

(2P) 両国に勤務とは言うものの、実際には会社との往復で、まわりを探索す

る機会が少ないのが残念だが、おいおいに両国界隈の見聞をひろめたい

ものだ。 (http://www07.u-page.so-net.ne.jp/ga2/endlsuga/oriori/oriori-01.html)

但し、複数回に分けて行うことが不可能であるとされる事柄であっても、主体

や対象などが複数で､ それゆえ､ その事柄が一回限りではなく繰り返し行われるこ

とが明らかであれば｢追い追いに｣で表すことができる｡ 例えば､ 以下の例文(2Q)－

(2R)に於いては｢追い追いに｣は成立しないが、例文(2S)－(2T)に於いては成立す

る。

(2Q)＊アメリカにいる長男は､ 追い追いに帰国するものと思います｡　　(作例)

(2R)＊この壊れた時計は、追い追いに捨てるつもりです。 (作例)

(2S) 景気が悪くなってきたので、出稼ぎ労働者たちは、これから追い追いに

帰国していくものと思われます。 (作例)
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(2T) 倉庫に積まれた大量の粗大ゴミは、これから追い追いに捨てていくつも

りです。 (作例)

３. ｢やがて｣との比較

次に、｢やがて｣と｢追い追いに｣を比較してみよう。例文(3A)－(3D)に於ける

｢やがて｣は、これを｢追い追いに｣に置き換えても、それぞれ文として成立する。

(3A) 地球温暖化では、植物の種類の変化も考えられます。南方系のものはい

いとして、南限に近い植物は(やがて→追い追いに)消えていくでしょう。

(http://www.pref.miyazaki.jp/rinmu/mfc/lib/cj/cj24/cj2402.htm)

(3B) 獲れたイワナの中には、少し色模様が違っているものや銀毛も混じって

いた。当時の図鑑では、イワナは数種類に分けられていたが、(中略)

(やがて→追い追いに)イワナの捕獲数がふえてくると、種の違いではな

く、同じ魚の変異なのだと思った。

 (http://www3.ocn.ne.jp/~kmitoh/seibutu/gyoran/sake/iwana/iwana.html)

(3C) 日本でもやったことのないガールハントなどをアメリカでやっても勝算

のないのは当り前だった。というわけで女友達はいつまでも皆無であっ

た。これは年頃の男として単に淋しいというだけでなく、(やがて→追

い追いに)アメリカの男たちに対する劣等感にまで発展していった。

(藤原正彦『若き数学者のアメリカ』新潮文庫84頁)

(3D) 高校時代から彼女に憧れていた須山隆治は〔彼女の〕失踪の謎を調べ始

めるが、(やがて→追い追いに)浮かび上がってきたのは、彼女の悲惨な

過去と知られざる側面、そして、それに関わる謎の連続殺人だった。

(http://www.soni-c.co.jp/hiroshima/book/book05.htm)

これらの用例からも明らかなように、｢やがて｣｢追い追いに｣は、｢いずれ｣とは

異なり、｢－テイク｣｢－テクル｣に加えて、｢－テイッタ｣｢－テキタ｣といった過去
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の事柄についても修飾することができる。但し、このことを除けば、例文(3A)－
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(3D)に於ける｢追い追いに｣は、例文(2A)－(2D)と同じ時間関係を表している。

例えば、例文(3A)に於いて、｢やがて｣では｢南限に近い植物が消えていく時期｣に

焦点が当てられるのに対して、｢追い追いに｣では｢南限に近い植物が、時間の進行

に伴って、次々と消えていく過程｣に焦点が当てられて解釈される。

一方、以下の例文(3E)－(3I)に於ける｢やがて｣は、これを｢追い追いに｣に置き

換えることができない。これは、この場合の｢やがて｣が、例文(2H)－(2L)に於け

る｢いずれ｣と同じく、｢唇を噛む｣｢笑い出す｣｢立ち上がる｣｢一変する｣｢大きな音が

響く｣のような複数回に分けて行うことが不可能な事柄を修飾しているためである。

また、前掲の例文(1F)に於ける｢＊追い追いに会社を辞める｣が成立しないのもこ

のためである。

(3E) 医術の奥は深い、嘆息して、(やがて→＊追い追いに)彼は唇を噛んだ。

(有吉佐和子『華岡青洲の妻』新潮文庫190頁)

(3F) 伸子は目を見開いて、純子を眺めていたが、(やがて→＊追い追いに)、

キャッキャと声を上げて笑い出した。

(赤川次郎『女社長に乾杯！』(下)新潮文庫240頁)

(3G) 有島はペタンと席に腰をかけて、しばらく考え込んでいたが、(やがて

→＊追い追いに)急いで立ち上がる と、金を払うのももどかしく、店を

飛び出して行ってしまった。

(赤川次郎『女社長に乾杯！』(上)新潮文庫296頁)

(3H) 一人っ子だった杉本さんは、漁師の親方だった両親から愛情を注がれて

暮らしてきた。穏やかな生活は(やがて→＊追い追いに)一変する。50年

代後半、まず母が水俣病におかされた。

(http://mytown.asahi.com/kumamoto/news02.asp?c=5&kiji=114)

(3I) デモンストレーションの目玉の緊急浮上は、艦長の誘いかけで民間人も

参加することになった。緊急浮上中は揺れが激しく、何かにつかまらず

にはいられなかったという。(やがて→＊追い追いに)｢どーん｣と大きな

音が響き、一瞬の間をおいて潜水艦が揺れた。
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(http://www12.mainichi.co.jp/news/search-news/849731/82e282aa82c4-0-15.html)
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次に、｢やがて｣が成立しない場合について見てみよう。以下の例文(3J)－(3K)

は、いずれも話者の意志を表しているが、ともに｢いずれ｣を｢やがて｣に置き換え

ることができない。また、例文(3K)については、｢追い追いに｣に置き換えること

もできない。

(3J) 詳しい事情については、また(いずれ→＊やがて／追い追いに)話すつも

りです。 (作例)

(3K) 彼には、(いずれ→＊やがて／＊追い追いに)｢ありがとう｣と言うつもり

です。 (作例)

例文(3J)－(3K)は、いずれも｢話す｣｢言う｣といった発話行為を表している。但

し、発話の内容については、例文(3K)に於いてのみ具体的に示されている。この

ような場合に於いて｢追い追いに｣が成立しないのは、一回あたりの発話の内容が

明示されると、その発話行為が、複数回に分けて行うことが不可能なものとして

解釈されるためである。

４. ｢次第に｣との比較

次に、｢次第に｣と｢追い追いに｣を比較してみよう。例文(4A)－(4D)に於ける

｢次第に｣は、これを｢追い追いに｣に置き換えても、それぞれ文として成立する。

(4A) 地震が起きた時間が午前5時46分だとか、沢山の死者を出したという事

実は、(次第に→追い追いに)忘れられていくでしょう。

(http://www.geocities.co.jp/Bookend/1146/2001/01/17.html)

(4B) 14日は、午前中は青空が広がるが、昼過ぎから(次第に→追い追いに)雲

が広がってくる。 (｢朝日新聞｣(夕刊)2002年5月13日)

(4C) 日本の最初の女医として、また熱心なクリスチャンとして、吟子の名は
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知識階級の間で(次第に→追い追いに)高まっていった。
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(渡辺淳一『花埋み』新潮文庫321頁)

(4D) 駒場祭の準備に向けて、寮を利用する学生が(次第に→追い追いに)増え

てきた。 (http://www.netlaputa.ne.jp/~komaryo/mondaihen/keii/kaisetsu9.html)

例文(4A)－(4D)に於ける｢次第に｣も、進展性を表す｢－テイク｣｢－テクル｣｢－

テイッタ｣｢－テキタ｣をそれぞれ修飾している。但し、｢いずれ｣｢やがて｣とは異な

り、状態の漸進的な変化を表しており、この点に於いて｢追い追いに｣と共通して

いる。一方、この｢追い追いに｣は、｢次第に｣｢徐々に｣とは異なり、飛田・浅田

(1994)が指摘しているように、時間の進行に関わらない事柄については修飾する

ことができない。例えば、以下の例文(4E)では、｢山は頂上に近いところほど空

気が薄い｣ということが時間の進行に関わらない真理として述べられているのに対

して、例文(4F)では、｢山頂に近付いていく｣という時間の進行に伴って空気が薄

くなっていったことが述べられている。これは、｢追い追いに｣が｢(時を)追う｣か

ら派生した表現形式である4 ためで、例文(4A)－(4D)に於いても、状態の変化が

時間の進行によるものであると意識された場合に｢追い追いに｣が用いられるもの

と考えられる。

(4E) 山は登るにしたがって(次第に／徐々に→＊追い追いに)空気が薄くなる。

(飛田・浅田(1994))

(4F) 先日、私は富士山に登りましたが、頂上が近付くにつれて追い追いに空

気が薄くなっていったので、慣れない私はとても疲れました。 (作例)

また、以下の例文(4G)－(4H)に於ける｢次第に｣は、これを｢追い追いに｣に置

き換えることができない。

(4G) 隆行さんは、翔吾君に何かあった時にすぐ駆けつけられるようにと、自

宅から自転車で5分のガソリンスタンドで働いていたが、(次第に→＊追

い追いに)遅刻や欠勤が増えてしまっていた。

(http://www.fujitv.co.jp/jp/pub/nekketsu_sp/)
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4 この点については、『日本国語大辞典』第二版(2001)の記述に従う。
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(4H) その時すでに、病は(次第に→＊追い追いに)進行してきていました。

(http://www2.sensyu.ne.jp/coconet/yoshio.htm)

飛田・浅田(1994)は、｢次第に｣には｢変化がかなり進んでしまってから初めて

気づいたというニュアンスがある｣(183頁)としているが、変化が進んだあとの状

態を表す例文(4G)－(4H)は、この一つの現れであると考えられる。このような場

合に於いて｢追い追いに｣が成立しないのは、｢追い追いに｣が用いられると、状態

が変化する過程に焦点が当てられて解釈されるためである。また、前掲の例文

(1G)に於いて｢追い追いに｣が成立しないのもこのためである。

次に、｢次第に｣が成立しない場合について見てみよう。飛田・浅田(1994)は、

｢次第に｣は、順を追って一つずつ消化したり解決したりするような事柄を表す文

に於いては成立しないとしている｡5 例えば､ 以下の例文(4I)に於ける｢順次｣は、

これを｢次第に｣に置き換えることができない。

(4I) 自転車置場は、駅周辺から(順次→＊次第に／＊追い追いに)整備してい

きます。 (作例)

一方、｢追い追いに ｣は、例文(4I)に於いては成立しないが、以下の例文(4J)に

於いては成立する。

(4J) 自転車置場は、これから追い追いに整備していきます。 (作例)

例文(4J)は、｢これ｣が発話時点を表しているため、｢これから先、時間の進行に

伴って、自転車置場が漸進的に整備されていく｣のように解釈される。一方、例文

(4I)に於ける｢駅周辺｣は､ 時間ではなく場所を表しているため､ 論理的に例文(4J)

のようには解釈することができない。このため、｢追い追いに｣で表すことができ

ないのである。
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5 ｢(徐々に→＊次第に)体を曲げていって下さい｣(連続した動作)のように、順を追って一つ

ずつ消化したり解決したりするような事柄を表す文ではなくても｢次第に｣が成立しない場

合がある。したがって、この指摘については、更なる検討が必要である。
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５. ｢徐々に｣との比較

最後に、｢徐々に｣と｢追い追いに｣を比較してみよう。例文(5A)－(5D)に於け

る｢徐々に｣は、これを｢追い追いに｣に置き換えても、それぞれ文として成立する。

(5A) 装具の使い始めは違和感がありますが、きちんと体に合ったものなら

(徐々に→追い追いに)慣れていくはずです。

(http://www.minaminippon.co.jp/fukushi/mado/mado-000807.htm)

(5B) 今朝は熱も久々に37度台です。喉にも発疹が出来てて相変わらず食べ物

は受け付けないけど､これから(徐々に→追い追いに)良くなってくると

思います。 (http://mypage.kirap.net/mypage/prd239g/L1.asp)

(5C) ライブの時間が近づくにつれ、緊張は(徐々に→追い追いに)高まっていっ

た。 (http://isweb37.infoseek.co.jp/diary/jesso/4.25.html)

(5D) ニッポニウムという化学元素名を知る人は少ないが、最近はＮＨＫ教育

放送の番組に取り上げられるようにもなって、(徐々に→追い追いに)

｢知名度｣が上って来た。 (『学士会会報』第817号(1997年10月)21頁)

例文(5A)－(5D)に於ける｢徐々に｣は、例文(4A)－(4D)に於ける｢次第に｣と同

じく、進展性を表す｢－テイク｣｢－テクル｣｢－テイッタ｣｢－テキタ｣をそれぞれ修

飾し、時間の進行に伴う状態の漸進的な変化を表している。この点は、｢追い追い

に｣についても同じである。但し、｢徐々に｣は、｢次第に｣｢追い追いに｣とは異なり、

以下の例文(5E)のように、程度副詞として機能する表現によって、その漸進性が

修飾される場合がある｡6 このことは、｢徐々に｣が、時間副詞の中でも、特に漸進

性を表すことに焦点の当てられた表現形式であることを意味している。

(5E) 非常に(徐々に→＊次第に／＊追い追いに)進行してゆく病気ですから、

どんな専門医も、初期に診断を確定するわけにはいかないのです。
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6 今回の調査では、この他に、｢ある程度徐々に｣｢比較的徐々に｣｢極めて徐々に｣｢もう少し徐々

に｣｢もっと徐々に｣などの用例が得られた。

(北杜夫『楡家の人びと』(下)新潮文庫263頁)
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しかし、飛田・浅田(1994)も指摘しているように、｢徐々に｣は、｢ゆっくり｣な

どとは異なり、速度そのものの遅さについては表すことができない。この点は、

｢追い追いに｣についても同じである。

(5F) 人が多いところでは、車は(ゆっくり→＊徐々に／＊追い追いに)走らな

ければなりません。 (作例)

一方、｢追い追いに｣は、｢徐々に｣とは異なり、以下の例文(5G)のような連続し

た動作を表す文に於いては用いることができない。これは、｢追い追いに｣が用い

られると、｢筋肉を伸ばす｣という動作が、本来の滑らかな連続したものではなく、

文意に反して、断続的に行われる個々の動作の繰り返しとして解釈されるためで

ある。また、前掲の例文(1H)に於いて｢追い追いに｣が成立しないのもこのためで

ある。

(5G) 〔ストレッチ体操〕まず、こうやって、(徐々に→＊追い追いに)筋肉を

伸ばしていって下さい。 (作例)

なお、｢追い追いに｣によって表された動作は、必ずしも常に実現するわけでは

ない。これは、その動作が行われるとされる時期が、実際に訪れるのか、また、

どのくらいの頻度で訪れるのかということが、発話時点に於いて明らかにされて

いないためである。例えば、｢手紙の返事は、また追い追いに書くことにします｣

という文に於いて、話者は｢手紙の返事を書く｣意志を表明してはいるものの、結

果的にそれをするのに相応しい時期が訪れなければ｢手紙の返事｣は書かれないこ

とになる。また、それをするのに相応しい時期の訪れが稀であれば、｢手紙の返事

を書く｣という行為は、遅々として一向に進まないことになる。｢追い追いに｣が、

以下の例文(5H)－(5J)のような、事柄の成立に対する切迫感の無さを感じさせる

文に於いて頻繁に用いられるのはこのためである。

(5H) 携帯のEメールアドレスが変わりました。３ヶ月間は転送されるそうな

ので、おいおいに連絡します。

(http://www.ca.sakura.ne.jp/~maneki/topi/diary/0108.htm)
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(5I) 新装版をそろえていたが、何度も読むうち傷んでしまった。文庫版をお

いおいに購入しようと思っているうち手に入らなくなった。

(http://www.fukkan.com/list/comment.php3?no=3597)

(5J) 自己紹介をしようと思ったけれど、人様に改めて紹介する程のものもな

いし、まあ、そのうち、おいおいにってことで、とりあえず、私と彼

｢内海光司｣との出逢いだけ紹介しておきます。

(http://www2k.biglobe.ne.jp/~raru/konnitiwa.html)

６. おわりに

本稿は、｢追い追いに｣の表す時間関係の一端を、複数の類義語との比較を通し

て明らかにした。｢追い追いに｣は、状態性述語を修飾する場合は、時間の進行に

伴う状態の漸進的な変化を表し、動作性述語を修飾する場合は、｢(事柄の完結に

向けて)適当な時期が訪れたときに、その都度、必要とされる分だけ行う｣という

時間関係を表すが、いずれの場合も、時間の進行に伴う事柄の漸次的進展性を表

している。

残された問題としては、本稿で扱った｢いずれ｣｢やがて｣及び｢次第に｣｢徐々に｣

以外の時間副詞との比較や、従来より区別されずに論じられてきた｢追い追い｣｢追

い追いと｣との比較などが挙げられるが、これらについては今後の課題とする。
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