
中世期における動詞ヤルの「意志性」

豊 EEi 圭 子

1. はじめに

本稿では中世における動洞ヤルを取り上げる。中世期に限定する埋由は次のとおりである。

l. 中批後期に見られる用例に 、 それまで の用例とは大きく異なる ように見えるものがあ

る。

2. 中世期における動詞ヤルは授受表現の研究で記述されることは多くあるが、 それ以外

の用法について詳しく記述されているものは数少ない。

3. 近世期に出現した〈行為をする〉用法の成立には、「主体の恩い通りにJという意味

が関わっている。 この慈味について明らかに するためには中世期の意味・用法をlVjらか

にする必要がある。

上の項目 1 点目は第3節以降詳しくみていく。 2点目に挙げた先行研究を見てみる。堀口和

吉(1984)では近世期のヤルを考察し、 1から6に分類し 、 〈行為を する〉用法が生じる契

機について考察されている。結論としては 、 ①「気をやる」、②「してやる」の省略形の「や

る」、 ③「演ズル」意．の「やる」の用法が特に関わったとしている。 そしてそれらに共通す

るものとして「本来的に、 積枢性・攻漿性を内蔵した用法であった」とされる。中Ill;期のヤ

ルについては「はかをヤル」などの首い方について少々触れられている。 しかし近世期のi「l

例を考察されているため、 中世期のヤルは詳しく記述されていない。

森田良行(1989)において、打行かせる一追ませる一外へ出す一与える」の発展コ ー スと

は別に、行為を進める「やる」がある。」と記述されている。 また、ヲ格に立つ語について「意

志的な勁作・行為によって成立する状況に限られる。」としている。〈行為をする〉用法のヤ

ルは「意志的」であるとされる。この点においては他の先行研究についても指摘されている i|：1
0

ャルは 「意志性」を有するとされているのである。

上の瑣目3点目は、特に「意志性」とI�わると思われる。先行研究で指摘される「意志(Iり」

噂：志性が強い」について、 どういう経緯でヤルがこのような用法を収得したのか。 1|l祉翡J

のヤルの意味・用法を見ていくとともに 、 ヤルが有する「窯志性」について、 考察したいと

思う。
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2. 上代～中世前期の用例

2-1. 上代～中古

上代～中古の例は、 具体名桐を補語にとり、 「人」「物」などを対象にしていた。 中古にな

ると「人J「物」に加え、「車」を補語にとるようになる。

①対象に「人」をとる

(1)我梵背王を 太租へ嵐ゑと さ夜ふけて 暁露に 我が立ち涵れし

（万葉集・巻2 · 105)

(2)夜昼、 これをあづかりて、 とりかひたまふほどに、 いかがしたまひけむ． そらしたま

ひてけり。心ぎもをまどはしてもとむるに、 さらにえ見いでず。．山えにムを空上つつ
もとめさすれど、 さらになし。 （大和物語）

(3) 男、 いとかなしくて、 寝ずなりにけり。 つとめて、 いぶかしけれど、·1？怒ムを空五ベ
きにしあらねば、 いと心もとなくて待ちをれば、 明けはなれて・・・ （伊勢物語）

「人」が対象になる楊合、「人」が向かう到着点が明示される場合と明示されない場合があ

る。 どちらの湯合でも主体から対象となる「人」が離れていくことを示す。

②対象に「物」をとる

(4)海神の 垂咎烈孟を 家づとに 然に退立むと 拾ひ取り 袖には入れて 返し遣る

使ひなければ 持てれども 験をなみと また紐きつるかも

（万業集・巻15 · 3627)

(5)むかし男ありけり。熟盤．じ!.t．桑玄．歿．も点に、梵．じ．き搭．と虻全．．も烈を立五とで ・ ・

（伊勢物語）

(6)その、ち、 こなた、 かなたより、文など空上給ふぺし。 （源氏物語）

「物」が対象になる場合も、①と同様、「物」が主体から離れていくことを示す。

③対象に「車」をとる

(7) 難波に祓へして、かへりなむとする時に、「このわたりに見るべきことなむある」とて、

「いますこし、と立庄、かく空止」といひつつ、全烈患を空五せつ。 （大和物栢）

(8) :/Eは、 気色見ありきて、 入れたてまつりつ。 火は物の後ろへ取りやりだれば、 ほのか

なるに、 母屋にいと小さやかにてうち臥したまひつるを、 かき抱きて乗せたてまつり

たまひて、煕を急ぎて空五に、「こは何ぞ、 こは何ぞ。」とて、 心得ず、 あさましう思

さる。 （堤中納酋物語）

(9)また、かならず来ぺき人のもとに、里を空上て待つに、来る音すれば、「さななり」と、

人々出でて見るに （枕草子 第二十二段）
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「車をヤル」は「車を進ませる」意である。対象がある地点からある地点まで移動するこ
とを示すことはG辺）と変わらない。Gゆとは異なる点は、対象となるものは主体から離れて
いかないことである。

(7) (8) の例を見ると、（7) は乗っている女房がこうやれ、ああやれ、と行き先を指示し
ている。 (8) も乗っている光遠が姫君（と思っている人物）を巡れ去るのに「急いで」車を

進めさせている。ャルには「主体の意志どおりに車を動かす」
’

という意味が含まれている。
もちろん (9) のように単に「車を進ませる」ことをいう場合もあるが、 (7) (8) の例を見

ると「主体の意志」が現れるのは事実として確認できるであろう。

2-2.中世前期
中世前期に見られる例は「物を思い通りに動かす」意である。中古に出現した「主体の意

志どおりに車を動かす」意から影響を受けたと考え られる。「車」という補語の制限がなく

なり、他の名詞を補語にとるようになっている。

(10)さて諸倣、一座より次第に鉢を飛せて、物を受く。三河入迫末座に舒きたり。 その番

に当りて、鉢を持ちて立たんとす。「いかで。性を空上てこそ受けめ」とて、人々制
しとどめけり。 （宇治拾遺物語 巻第十三）

し999り

(11)今は昔、消滝）IIの奥に、柴の庵を造りて行ふ俯ありける。水ほしき時は、泌籠を飛し
て、汲みに空上て飲みけり。年経にければ、かばかりの行者はあらじと、時々検心起
りけり。 （宇治拾迎物開 巻第十三）

(10)と(11)は「僧が念力で鉢や水瓶を飛ばして物や水を受ける」という場而である。
ヤルの対象になっているものは「鉢」「水瓶」であり、これらは具体名間である。「物」を対
象にしている。この点では中古までによく見られる「人に物をヤル」「どこそこに人をヤル」

という文型に現れる「具体名詞を対象にする」ことと共通すると考えてよい。そして、(10)
と(ll）の例では「僧が対象物である鉢や水瓶を自分の息いiiliりに動かしているJと考える

ことができる。この点は中古に頻出した「車をヤル」の用法と共通する。主体自身が対象物
を（主体の）意のままに動かす用法である。

3中世後期の用例

3-1.抽象名詞＋ヤルの出現

中世後期には、抽象名詞を補語にとる文型が出現した。補語が具体名詞から抽象名詞に幅
を広げたことは、大きな変化であると思われる。しかしその意味用法を確認すると、中古か
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ら中世前期に見られた「主体が対象物を意のままに動かす」用法と共通する点がある。
9ワイ

(12) 端和将タリニ河内二 3忌 痰伐ッ レ趙ヲ端和匝：：ltil祁城ヲ＿

古本ニハ、 差疵ノ下二、 伐趙卜云趙ノ字ハナウテ、 伐字ヲハ代卜作ルソ·。 サルホトニ、

菟班代リテ ：：端和』月：：那祁城ヲ＿ 卜訊タソ。（略）苑痰力代姻和囮jt1i廊卜云タハ、 文勢

力順ナソ。此本ノ如ナラハ、端和将河内卜云テ、 差痺伐レ趙卜云モ、 ツ、カヌ様ナソ。

又下二端和涸ltll!j'lIi城卜云モ、 アワイニ、 モノカハサマリタ様テ、I順ニハナイソ。理ヲ

立ユハ、イキハセウスレトモ、稔ニハナイソ。 （史記抄 秦始皇本紀 1477) 

(12) の例は、「)II恥どおりではないが、 無理矢理に読めば読めるけれども簡単ではない」と

いったような意味であろう。「時代別国語辞典室町時代編」「理」の項において、「理をやる」

は「物事を正当化しようとして、もっともらしい理阻を無理に通す」と記述されている。 (12)

の例において、ヤルは「（無理矢理に）おし進める」といった用法が抽出できるように思う。

中世前期ではヤルの対象が具体物であったのが、 中世後期になると具体物ではなくなった。
しかし「主体のな志によって対象をおし進める」点において、中古・中世前期の用法と共通

している。

ャルが「主体の意志によっておし進める」意を含むことは、他の点からも指摘できる。「理」

を補語にとる言い方は他にもあり、「理が行く」「理をする」もある。「時代別国語辞典室町

時代編」を確認すると次のとおりに記述している。

(13)理がー行く（済む） すじがとおって、どの観点からしても矛盾のないところとなる。「在

此IUJ卜読テハ大ニワルカラウゾ。 理カイカマイゾ」（史記抄•I•六）「啓ヘパ火ガ用ナニ、

花正洛シテ水ヲモテ来レト云タラパ、 理カスマウ敷」（論語湖月抄＂り

「時代別jの記述からは「理が行く」には 「無理に」という意味合いは読み取れない。「主

体の意志でもって理屈を通す」ことを言うとき、意志性を独く表すためにヤルが用いられた

と考えられる。 ャルが意志性を強く表していたことは、 次の例(14)からも分かる。

(14)深明 云深1月ノニ上座ハ裳門下ノ人ダ法眼ナドニ逸テ問答シテモ法戦二勝チ得テ思フ

サマ狸ヲ之主人ター代ヲットヲ取ラヌ伶利ノ淡ダ （巨海代抄 下 九）

(14)の「理をする」は「理屈を通す」意であると思われる。「思フサマ理ヲシタ」という

点に滸目すると、 ヤルとは異なり、 スルであれば「思フサマ」を付すことによって行為者の

意志を表していたのではないかと推測できる。 つまり、「理が行く」は文字通り自動詞の用

法であり、「理をする」は主体が必要な他動詞の用法である。「理をやる」も主体が必要な他

動詞の用法であるが、 そこには主体の意志性がスルよりも強く表れ、「無理におし進める」

という意味が含まれると言えるのではないだろうか。

抽象名詞をとるヤルは、 他にも「はかをやる」という言い方がある。
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(15) Yari, ru, atta. ヤリ． ル． ッタ（逍り ， る， った） 送る， つかわす

1 Facauo Yaru. （はかを選る）している仕事をはかどらせる ． （日葡辞酢 1603) 

(16) Faca. ハ カ（はか） 松L Facagayuqu, I, mairu. （はかが行く， または． 参る）仕

事が進捗する、 または． 仕事ぶりが目立つ ． 下 (Ximo) では， Michiga mairu （迫が

参る）と言う ． 11 Facauo Yaru. （はかをやる）仕事ぶりを目立たせる． Fuxinno

facaga yucanu. （普睛のはかが行かぬ）工事が目立たない， または． 進捗しない．

（日冊辞書 1603) 

「はかをやる」と「はかが行く」の二通りの言い方が日葡辞杏に記述されている。堀口(1984)

では「はかをやる」について「他勁詞「やる」は、 自動詞「行く」を使役的にいう、 という

関係にあるのである。」と指摘している。 ャルは対象（目的語）を必要とし、「主体の意志に

よって対象（目的語）をおし進める」意を表すのである。

ヤルの「おし進める」意は、 次の(17)にも表れている注ら

(17)出封ーを毛が心ならば、 使には一命をそへて五命ぞ。郎が義ならば、 出て封ぜらるヽ

時にはとi員うぞ。決と云は、 一決してだいたぞ。 笠懸をいる時に、 まん中にとをすを
9ザコ9

ばさくりと云ぞ。物の理の滞つてあるを、くわっとやつたをさくると云ぞ。`―▲ ▲ - --------—▲ ▲ー―▲—--- ,.......... 

（毛詩抄 巻第4 1535頃）

「くわっと」というオノマトペが付されているが、 その直前にはヲ格で目的語が明示され

ている。「物の理の滞つてある（もの）」を「進ませるようにする」という意味合いである。

3-2. 抽象名詞（順序が関係する名詞） ＋ヤルの出現

1500年代になると、 抽象名詞でも順序が関係する名詞を補語にとる例が出現している。 ャ

ルは「）頃に物事を進める」意を有するようになったと考えられる。

(18)伯分。刺時也。言君子行役。為王前睫。過時而不反商。
ダシ

察人一人と云字を於いたは、 陳が裔して大将が無つた程に、 大夫を大勝に出た程に、 人

と世たで候。 伯と云は、 其時の軍のかしらたる者の事ぞ。 東伯、 西伯の心では無ぞ。

爽子が其陣づめした物の事を思ふて作て候ぞc 諸侯は我と征伐する事はない。 天子に

随ふか。 さなくば伯者に従ふかする。愛には天子に随ふ程に道ぢやぞ。 此時天子は幼

少で、 ちかう事もならぬ。宜公の方からをともせうて行れた程に、．癒力:仝を空上うも

まヽぢやを、 やらぬほどに刺たぞ。 （毛詩抄 巻第3 1535頃）

(18)の場面は「番かへJを行うのが普通、できたであろうのにそれを行わなかったと、「刺

た」のである。

(19)伐祠伐栴。其則不遠。我糀之子。 壌豆有錢。

ti
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我一之子とは周公をさいたぞ。邁は竹でした祀の器ぞ。呆子をもるぞ。豆は木でした

僻ぞ。し、ぴしほをもるぞ。賤はうつは物を、然然を空2て、もりならべたなりぞ。

（毛詩抄 巻第8 1535頃）
「次第」 を「日本国語大辞典」で調べてみると、「顛序、正当な手続き、1碩序正しく並ぶよ

うにすること」などの意味がある。この場面は「顛番通りに食べ物を盛り並べる」ことを説
明していると考えられる。

(20) 流室ー陣立をすれば、夫婦ー総にもえいぬは、第枕の故也。啓居は、ひざまづきをら

ずとようだぞ。ふためきまわる程に、これも綴独故ぞ。この故ぢやと、いかりを起さ
せて、合戦をよくさせう用ぞ。注、不距時と天は、春なれば三月までをく、さうして

カ企ーを生ゑ事ぞ。今、文王は二月から冬までぢや程に、時をすぎたぞ。

（毛詩抄 巻第9 1535頃）
(21) �廿消距胎。梨爾牛羊。以往悉常、或斜或亨。或拙或将。祝祭干訪。祀事孔明。先祖是

旦。神保是要。孝孫有吸。報以介福。万寿無祖。
消々 一毛義には、是は古の明王の時に祭をたすけたぞ。（略）牛をば司徒の官が引て

，テ・・.. ,具

出て奉。羊をば司馬の官が奉ぞ。のこり六牲をば有司がするぞ。剥は庖丁する者ぞ。

亨は、につなどする物ぞ。豚は、牙と云者に、肉をつらねたて、をくを云ぞ。将はと、

のうる心ぞ。牙にかけた肉を、それ／＼ ． にかけわけて、摂を立2てかけわけてをくを、

ひとしうすると云ぞ。邸は二を見かへたぞ。 （毛詩抄 巻第13 1535頃）
(21) の場而は祭祀の説明をしている。「将」という語が意味するものとして 「と、のうる」

であり、この楊而では「肉をそれぞれに分ける」ことを「類をやつて」と表しているのでは
ないかと思われる。
(22)酌彼ー康は毛鄭かわったぞ。毛が義ならば、賓主射はて、、どちぞ勝負があらうぞ。

まとにいあてた数のを、い者の方が酒を汲で、まけた徒党にのまする程にぞ。是まで

が燕射の礼を作たぞ。かう云心は、当世此礼を行れぬ。古はかうあったがと、当世を

にくんだ心ぞ。康は安也ぞ。河水〈二字未審〉の箋に、酒は老者をもやしない、病を
もいやす程に、人を安穏にする物ぢや程にぞ。鄭玄はいやさではない、虚也ぞ。加爵
のあわいに、いろはいで其ま、ある程に、虚爵の心ぞ。1加の弟たる者、子たる者、主

人の弟たる者、子たる者が、我し、中の時あると云は、眩敬せられて時めく人にすヽむ

るぞ。是は昔の先王の祭の礼法ぞ。幽王は沈酒して法度がない。先王を挙て幽王をそ
しるぞ。注、此時は入乱れてのむぞ。然然を空2てはのまぬぞ。

（毛詩抄 巻第14 1535頃）
(22) の場iiiiでは宴の席で無礼講であるため「入り乱れてのむ」「次第をやつてはのまぬ」
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と話している。「次第」は用例(i9）と同じで、ここでは「順序に関係なく酒を飲む」こと

を説明しているものと考えられる。

3-3. 中世後期ヤルの晨開

以上、ほとんどが「毛詩抄」の例ではあるが、中世後期の査科に出現するヤルを概観して

きた。こうしてみると、具体的に人がどこかへ動かされるわけでもなく、 具体的な物が誰か

の手に渡るわけでもないことから、「人を派逍する」「物を授与する」意とは一線を画す用法

があると言ってよい。 対紋が「具体的な人や物」ではないことから、第1節で述べたように

中古までとは異なる用法に見えるわけである。その特徴は以下の二点である。

隣象名詞の出現

対象となっているものを見ていくと「理」
「

はか」などであり、具体的な「人」「物」とい

うような具体名詞ではない。上代から中古の用例では具体的な
「

人」「物」を指していた（＝

具体名詞を補語に取っていた）ことを考えると、ヤルは中世後期に具体名詞ではなく抽象名

詞をヲ格の補語にとることができていたと考えることができる。この抽紋名詞をとる文搬は

中世後期になって出現したものと考えて差し支えないだろう。

用例 (12) 「史記抄』に見られる「理をやる」は「無理矢理に理屈を通す」楊面で用いら

れている。また用例 (15) 「日袖辞掛」の「 はかをやる」は「滞っているものをおし進める」

意であるという。ほかにも用例 (17) には「物の理の滞つてあるを（くわっと）やつた」と

あるように「滞っているもの」「素直に進めにくいもの」が対象となっているとまとめるこ

とができるだろう。まさにヤルは「おし進める」意を有していたのではないかと推察できる。

その際、「おし進める」には主体の意志が必要となるため、時には「無理矢理に」という意

味合いが生じるものと考えることができるだろう。

②顛序性の出現

用例 (18) (19) (20) (21) はそれぞれ「番かへ」「次第」
「

かへ」「類」が対象となってお

り、このグル ー プに共通するのは「順序が関係する名詞」である。「次第」は前述のとおり「月li

序正しく、手絞きを踏む」といった意味である。 (18) の「番かへ」は顛番のとおりに人が

変わることを意味すると考えられる。「かへ」 も同じように次の人物への顛番、というよう

な意味と考えられる。「類」はどうであろうか。 用例 (21) を見てみると「肉を取り分けるj

場面でヤルが用いられている。さらに最後には「ひとしうする」と出てくる。改めて「類」

を「日本国語大辞典」でひいてみると、「植類が同じであること」の意味のほかに「一 家。

一族。 一 門。親戚縁者。」という意味がある。「類をやつて」は「一家ごとに（肉を）取り分

ける」 とも考えられるかもしれない。「一族ごとに取り分ける」 ことを表すとすると、ここ
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でもその）］［番が関わる語である、 と言えそうである。

以」：のことから、 中lll：後期に出現した用法ば上記C②に示したように、 中枇前期までに比

べて絋面の変化があったといえる'1:.I。 これらのネiIli悟に共辿するものは何かと考えると、「主

体の思い通りに対象（目的話）をおし巡める」：11：であると言えそうである。 主体の意志によ

って物事を巡行させることを示す。

4. 派生過程と「意志性」

•1iij述のとおり 、 中ilt期に出現した用法には「主体の意志性」が強く表れている。 それぞれ

の/!Ji去派生過程と 「慈志性」について考察してみる。

まず、 上代～中古では）出j例(1) - (6)のように、 主体から離れていくヤルの用法があっ

た。 上代の用法に共通しているのは対象が辿心的方向に動いていくことである。 その用法と

は1JI)に、 新たに加わる用法として中古に出てきたのが「車をヤル」）廿法である。 遠心的方向

に対象が動くという点がliii代と共辿しており、「II!:をヤル」用法は、「対象を移動させる」意

のはうに意味が傾いたものと考えられる。 この段階では主体から対象物が雄れるか否かは1笥

題ではなくなり、 主体の息い通りに対象物を動かす、 という楊而で用いられるようになる。

次に、「．思いのままに対象物を動かす」用法を受け継いだ例が中世前期に出現する。 中古

まではもっばら「単」を対象にしていたが、 別の具体名洞（「鉢」「水瓶」）を対象にするこ

ともできるようになっている。具体名;Ir.)を補紺にとることは前代と共通する。 中世前期のJ.H

例も「主体の息い通りに物を動かす」意が認められる。

さらに、 中世後期になると、 具体名湖だけでなく抽象名祠を対象にすることが可能になっ

ている。 これは中lU:lli1期までと異なる点である。 主に抄物'lt科に出現する用例は「滞ってい

るものをおし進める」「）l（ilギだてておし進める」場面に1!Iいられることから、 中泄後期には

抽象名洞を対象にして、「主体の息い通りに対象をおし進める」用法が出現したと考えるこ

とができる。

「主体の息い通りに対象をおし進める」用法は 、 近世期以降のヤルに強く影押したと考え

られる。 也III (2017)では近世期以降のヤルの発展と〈行為をする〉用法について論じt..: ii:—’。

1700-年代に〈行為をする〉JIl法が出現する。 その前の段階1600年代において〈主体の態度・

能力の表出〉）ll法が出現している。 このJ-fl法では、 人の振る・舞いに対してヤルが用いられる

ようになる。 動作主が「殊更に・わざわざそういう態1虻を表す」ことを示す。〈主体の態l迂．

能力の表ll.i〉)ll法には「殊更に ・ わざわざ」という慈が含まれており、litなる人の振る採い

ではなく「主体のしたいように ・思い通りに振る抑う」ことである。中世期に出現した「主
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体の息い辿りに対象をおし進める」用法からの彩神であると考えられる。 対集か「物li」（中
11)；期）から人の振る舞い（近1せ期）へと変わっており、拡がりが起きているが、「息い辿りにJ
という双は受け継がれている。 このように中1せ期に生じたヤルの強い「；なぶIt」は近111:Iリ1以
後も続いていく。

5. おわりに

中Ill期におけるヤルは「人」「物」 を対象とする）II法とは別に、 抽集名叫を対象にする）II
法が出現する。「はか」なとを対象に「滞っているものをおし進める」月1法、「次め」や「iii
かへ」なとを対象に「IIIKIi�;,）：てておし進める」用法である。 この）II法には「i：休の息い通り
に対象をおし進める」滋が共通し、「滋志性」と1関わっていることか窟える。 なぜ「おし進め」
のJ1Ji人が出現したのか。 それは中古以来川いられてきた「車を（息い辿りに）進める」/Iii!:
と「意志性」という，れにおいて共i直するからてある。「車」で はなく「物1i」をおし進める
ことを言う1廿法である。

巾11［後期の「：i吼1本の息い迎りに対象をおし進める」さは、 強く「窃ぷ•l'I」を感しさせ、 さ
らにこの「意志性」は近111:以降のIll法にも深く1対わっていると名えられる。

注l

注2

注3

中本正柄'(1986）では「「する」が行1)や変化、 そして）訊’'1 ・- よる·1·111訴処J'I'や．· … •IK忠なこ、11、し‘，． 

舷味領域にIllしヽられるのに対し、「やる」は、「する」と煩義の関係を粕ぷとさには行1)たけに
限ってIllいられ、 しかもその行為は心虹lりなものにIllいられる。」と，記述される 神1111,'1(

(1987)では「全体として、「やる」は動作性が強くその動竹を行う怠志が感じられるが、 他
鉱i、 自動叫l，i方の場合がある。」としている。 先行/ill究では［くしゃみをやる」などとは，i
いにくいことから「勁(1を行う揺ふがある」「行為は瓜ぷ的なもの」と，心辿されている

繹としてヲ格がUJJホされない1廿例も見られるので、 以ドにホす。
必● 一こ 、 は1拭の誅ぞ。 稀はこまかに、 箱はあらいぞ．・じJ図が心は、J立をきてあらきたもな

やと息ふ:')f•は艇ぞ，．；約/1!をきるほどにそ
．
u り砂、は111i字をと 、 のへてとよもそ 品をと、のへら

る 、 時に、 あらむつかしやと思はる、事がないぞ海はなへそリ にるとはよまれまいけれ共｀
義を以て立五名（も社抄 谷第一 1535�11 

上記の「必を以てやる」は、「浚」という字が本米であれば「にる」とは ，99しまないが紅味か
繹えて「にる」と（無理やりても1,，允むという）！犀iてはないかとぢえられる＂

中世後期のヤルの怠味Ill法としては、Ji1句格を1’I·う［～二／へ～ヲヤルJ型の「派辿する」「投
与する」：なも1fするc むしろこちらのJiが数としては1屁勢であり、 ヤルの中心的窪味を11！って
いるとも口えふしかしながら112)、（15) - (22)の1111,[Iに兄えるヤルには少なくとも「iIK
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illする」「授与する」意はくみ取れない。数少ないながらも、中世後期において、ヤルは新た
な用法を派生させたと考えることができる。

注4 近世期以降、ヤルがどのように変遷し、〈行為をする〉用法を出現させ、さらに発展していっ
たのか、翡田 (2017) で記述した。
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