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「許可求め」の使役形の「(サ)セル」と「-게 하다」 

―ヘッジとポライトネスの観点から― 
 

 

李 鳳  

 

 

본고에서는 상대에게 허가를 구하는 표현에 사용되어지는 일본어의 

사역형 「(サ)セル」와 이에 대응하는 한국어의 사역형「–게 하다」에 

관하여 ‘헤지(hedge)’와 ‘공손(politeness)’의 관점에서 고찰을 행하였다. 그 

동안 양언어의 사역에 관해서는 통어론적으로나 의미론적으로는 다양한 

고찰이 행하여져 왔지만, 언어 이론을 이용한 화용론적인 고찰은 많이 

조명받지 못했다. 본고는 화용론적인 관점에서 허가를 구하는 발화에 

나타나는 「(サ)セル」와 「–게 하다」가 언표내적 힘(illocutionary force)을 

약화시키는 헤지로서의 기능을 갖는 공통점이 있음을 밝혔다. 또한, 두 

표현의 사용조건에 차이점이 있는 것을 좀 더 명확히 하기 위하여, 

Brown&Levinson (1978/1987)의 공손이론의 ‘페이스 침해도 산출 

공식(Wx＝D(S,H)＋P(H,S) ＋Rx)’을 이용하여 이론적 분석을 시도했다.공식에 

사용되는 D(사회적 거리), P(권력관계), R(부담도)의 변수를 이용하여 고찰을 

행한 결과, 허가를 구하는 표현에 사용되어지는 일본어의 사역형 

「(サ)セル」는 D, P, Rの 변수에 전혀 영향을 받지 않으며 다양한 조건 

속에서 사용되어 지는 것을 알 수 있었다.반면, 한국어의 사역형 「–게 

하다」는 R이 큰 경우에만 한하여 D, P에 상관없이 사용되어지는 차이가 

발견되었다. 

 

 

1. はじめに 

日本語では、使役形の「(サ)セル」と授受表現を用いて聴者に許可を求めること

ができる。一方、韓国語でもそれに対応する「–게 하다」という使役形がある1。

                                                      
1
 韓国語の使役形の形式的類型に関する分類は、使役化(causativization)の方法によってさまざまな

意見がある。代表的な例を挙げるなら、최현배(1971)は、使役形を①動詞の語幹に接辞

「이/히/리/기」を付けるもの、②動詞の語幹に「-게 하다」を付けるもの、③하다動詞に「시키다」

を付けるものという 3 つの類に分けている。また、①による使役は、「派生的使役」、「接尾

辞使役(suffixal causative)」、「短形使役」とも言われ、②による使役は、「統語的使役」、「迂

言的使役(periphrastic causative)」、「長形使役」とも言われる(金恵鎭2015:41)。詳しくは、日韓

の使役形の形式的類型分類に関する考察を行っている康永富(1997a)を参照されたい。 
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次の例を見てみよう。(1ab)と(2ab)は、それぞれ日本語と韓国語の対応する「許可求

め」の使役形を含む文である。 

 

(1) a.  (両親に)今日だけは遅くまで遊ばせてください。 

b.  (デパ地下の試食会で店員に) 一口食べさせてください。 

(2) a.  (부모님께)오늘만은 늦게까지 놀게 해 주세요.  

b.??(백화점 지하 시식코너에서 점원에게)한입 먹게 해 주세요.   

 

(1ab)、(2ab)が示しているように、(1a)に対応する韓国語の(2a)は自然であるが、(1b)に

対応する韓国語の(2b)は、文法的な間違いがあるわけではないが、物乞いをしているよ

うな表現になってしまい、不自然に感じられる。このような相違が存在するのは何故だ

ろう。そこで、本研究では、日韓両言語の許可を求める(以下、「許可求め」と略記)

表現における、類似性と相違点をヘッジとポライトネスの観点から分析することを

目的とする。 

本稿の構成は以下の通りである。まず、第 2章でこれまでの研究について概観す

る。次に、第 3章では、本研究で用いる理論的な枠組みであるポライトネスとヘッ

ジについてそれぞれ簡単に説明する。次に、第 4 章では、「許可求め」の使役形の

「(サ)セル」と「–게 하다」が同様にヘッジとして機能していることを論じる。第

5 章では、「許可求め」の使役形の「(サ)セル」と「–게 하다」の類似性と相違点を

明らかにするため、ポライトネスを用いた分析方法を示して考察を行う。最後に、

第 6章では、結論をまとめる。 

 

2. 先行研究 

これまで使役に関する日韓対照研究は、主に両言語における意味論的・統語論的

観点での類似性と相違に関してさまざまな角度から考察されてきている(李楨淑

1991,林憲燦 1995,安増換 1996, 康永富 1997b,権勝林 1998 など)。しかし、語用論的

な違いに関して考察したものはこれまでのところ殆ど見られない。李鳳(2006)は、

日韓両言語の「許可求め」における、使役形の使用にズレが見られることを指摘し

た。李鳳(2006)は、羅聖淑(1992:83)では、「韓国語には使役形を用いた許可を求める
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表現が殆ど見当たらない」と指摘したが、韓国語ドラマのシナリオとその日本語対

訳(『冬のソナタ』全 20 話 20 時間分) から「許可求め」の表現の用例を収集した。

その結果、シナリオにおける「許可求め」の表現は、20 場面あったが、「許可求め」

の表現と分析できる使役形の例が3つあることを明らかにした。そこで、次に、李

鳳(2006:316)で論じた韓国語とそれに対応する日本語の使役形を用いた「許可求め」

の表現を2つ見てみよう。用例は以下の通りである。(3ab)と(4ab)は、それぞれ韓国

語と日本語の対応する「許可求め」の使役形を含む文である。 

 

(3) a. 그러니까 빨리 국수 먹게 해줘요.             (冬のソナタ:155) 

1b. 준상을 생각나게 하는 말 같은 거 하지 않을게요. 그러니까 옆에  

있게 해 주세요. 부탁합니다.             (冬のソナタ:253) 

  (4) a. だから、一日も早くククスを食べさせてくださいね。(冬のソナタ:155)  

1b. ジュンサンを思い出させるようなこともしません。だから、そばに 

いさせてください。お願いします。           (冬のソナタ:253) 

  

(3a)(4a)は、結婚を約束していた友人の二人の交際が最近うまく行っていないこと

が分かったので、交際がうまくいくよう願う気持ちを込めた発話である。ここで、

韓国で「국수(ククス)」という麺の食べ物は夫婦の共白髪を願い、昔から結婚式で

出す特別料理である。また、(3b)(4b)は、恋人が事故で病院に入院しているが、交際

を強く反対する恋人の母に病室から追い出され、母に向かって彼のそばにいたい気

持ちを切実に伝える発話である。このように、(3ab)と(4ab)の使役形を用いた「許可

求め」の表現は、かなり切羽詰った深刻な場面で使われ、決して許可をする側が安

易に承諾できるという内容のものではないという共通点を持っている。さらに、李

鳳(2006:317)では、「日本語は承諾する側にかかる負荷の軽重に関わらず、使役形を

用いて許可を求めることができるが、韓国語では、承諾する側にかかる負荷の重い

「許可求め」の場合にのみ、使役形が使われる」という仮説を立てた。実際に、日

本語母語話者と韓国語母語話者を被験者とし、「命題の内容の軽重」を軸に場面設

定を行い、質問紙調査を行った結果、上記の仮説は立証された2。ところが、李鳳

                                                      
2 李鳳(2006:318)では、「内容の軽重」という概念は、「承諾する側にかかる負担の度合いによる

もの」と定義した。 
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(2006)では、日本語と韓国語の「許可求め」の使役形の使用範囲に関する違いを示

したが、理論的な枠組みが欠けていたため、体系的な比較ができなかった。そこで、

本研究では、ヘッジという概念とポライトネス理論を用いて「許可求め」の「(サ)

セル」と「–게 하다」の類似点と相違を詳細に考察する。 

 

3. 理論的な枠組み 

ここでは、本研究で用いる理論的な枠組みであるヘッジとポライトネスについて

説明する。ヘッジがポライトネス・ストラテジーであるため、3.1.節で先にポライ

トネスを説明し、3.2.節でヘッジについて簡単に説明する。 

 

3.1 ポライトネス 

ポライトネス(politeness)は、「許可求め」の「(サ)セル」と「–게 하다」の類似性

と相違に関する用法を明らかにするために重要な鍵となる概念である3。ここでは、

宇佐美(2002:100)に従ってポライトネスを、「円満な人間関係を確立・維持するため

の行動」と考える。ポライトネス理論を用いた言語表現の研究は世界中で盛んにな

っており、近年、日韓両言語の対照の際にも導入されている。現在、ポライトネス

理論には、(ⅰ)「規範的モデル(the ‘social norm’ model)」(Fraser1978)、(ⅱ)「会話の

原則としてのモデル(the ‘conversational maxim’ model)」(Leech1983)、(ⅲ)「フェイス

保持のためのストラテジーとしてのモデル (the ‘face-saving’ model) 

(Brown&Leivinson1978/1987(以下、B&Lと略記))、(ⅳ)「会話の契約としてのモデル

(the ‘conversational contract’ model)」(Fraser1990)の 4 種の主要なモデルがある

(Huang2007:116)。その中で、B&L(1978/1987)の「フェイス保持のためのストラテジ

ーとしてのモデル」が最も影響力があり、包括的なモデルとして評価されている(宇

佐美2002、Huang2007など)。 

B&L(1978/1987)のポライトネス理論は、まず、「フェイス(face)」という核となる

概念を基礎としている。B&L(1978/1987:62)は、「人間の基本的な欲求」として「フ

                                                      
3
 ポライトネスは、Brown&Leivinson(1978/1987)が初めて用い、その後、言語・社会行動の分析に

広く用いられている。 
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ェイス」という高度に抽象的な概念があると考えている4。そして、フェイスとは、

対人コミュニケーションに関わる基本的欲求として、すべての構成員が自分のため

に要求したいと願う「公的な自己イメージ」と定義している(B&L1978/1987:62)。フ

ェイス欲求は、他者とコミュニケーションをとる上で侵害される危険性があり、フ

ェイスを傷つける可能性がある行為を「フェイスを侵害する行為(face-threatening act、

以下FTA)」と呼んでいる。この「フェイス」には、「ネガティブ・フェイス(negative 

face)」と「ポジティブ・フェイス(positive face)」の2つの「フェイス」があるとし

ている。「ネガティブ・フェイス」とは、「自分の行動を他人から邪魔されたくない

という欲求」と定義される(B&L1978/1987:62)。他方、「ポジティブ・フェイス」と

は、「自分の欲求が少なくとも何人かの他人にとって好ましいものであってほしい

という欲求」と定義される(B&L1978/1987:62)。B&L(1978/1987)は、この人間の基本

的な欲求としての2つのフェイスが脅かされないように配慮することがポライトネ

スであると述べている。 

B&L(1978/1987)の理論は、大きく次の４つの側面から構成されている(宇佐美

2002)。 

 

(5) a.「フェイス」という鍵概念  

1b. 「フェイス侵害の見積もり公式」 

1c. ポライトネス・ストラテジー(politeness strategy)の記述 

1d. ストラテジーの選択を決定する状況 

 

宇佐美(2002:112-113)は、B&L(1978/1987)のポライトネス理論の基本的な考え方を

次のように説明している。上記(5a)の「フェイス」という概念を基に、相手の「フ

ェイス」を侵害するという捉え方が生まれ、その「度合い」を見積もるという、(5b)

にあげた「フェイス侵害の見積もり公式」が示される。この公式に基づいて、主に

相手に対する「フェイス侵害度」が見積もられ、その度合いに応じたポライトネ・

ストラテジーが選択されるということである。このようにポライトネスは、フェイ

                                                      
4
 フェイスという概念を最初に提出したのは、Goffman(1967)であるが、彼は人々がそのつどの対

面的やりとりの中で打ち出してゆく「肯定的な自己像」のことをフェイスと呼んだ。この説明

は、滝浦(2008:17)による。 
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ス侵害度を軽減するためのストラテジーとして捉えられるのである。そして、(5c)

のポライトネス・ストラテジーの部分では、B&L(1978/1987)が普遍的だと考えるポ

ライトネス・ストラテジーに関して、具体的に記述されている
5
。そして、5つの主

要ストラテジーが選択されるメカニズムを論じたのが、(5d)の「ストラテジーの選

択を決定する状況」である。ここで重要なことは、上記(5a)から(5d)は、すべて(5a)

の「フェイス」という鍵概念を基に、組み立てられているということである(宇佐

美 2002:112-113)。 

B&L(1978/1987:65)は、聴者(H)の将来的行為Aを叙述することにより、その行為

A をするように(または、しないように)聴者(H)に何か圧力をかけるような行為は、

主として聴者(H)のネガティブ・フェイスを脅かす行為であると説明している。本

研究で主題とする聴者(H)に許可を求める行為も同様であると考えられる。そこで、

本研究でも、「許可求め」の「(サ)セル」と「–게 하다」との間にある類似性と相違

点がフェイスを守るためのストラテジーと関わっていると考えるため、

B&L(1978/1987)の「フェイス保持のためのストラテジーとしてのモデル」を理論的

な枠組みとして使用する。 

第 5章では、「許可求め」の「(サ)セル」と「–게 하다」との間にある類似性と相

違点は、同じ行動でも、日本と韓国の文化による、B&L(1978/1987)の「フェイス侵

害度見積もりの公式」における変数の差によって、異なるためであると説明するこ

とを試みる6。 

 

3.2 ヘッジ 

 ある発話の力を減少させるために、言わば「緩和する装置(mitigating device)」の

一つとしてヘッジがあることが知られている(Lakoff1972、B&1978/1987、Caffi2007

など) 
7
。ヘッジは、一般的に断言や直接的な表現を和らげる表現として用いられる。

Itani(1996:11)は、ヘッジは、言語表現の中で自然類を形成しているのではないが、

                                                      
5
 ここでは、タミール語、ツェルタル語、日本語、英語など、いくつかの言語の例が豊富にあげ

られている。 
6
 B&L(1978/1987)の「フェイス侵害度見積もりの公式」に関しては、5.2.節で詳しく説明する。 

7
 ヘッジの先駆的研究としては、Lakoff(1972)をはじめ、B&L(1978/1987)、Fraser(1982)などがあ

る。 
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どの言語にもある普遍的な現象であると述べている8。 

さらに、Itani(1996)とFraser(2010)は、それぞれ、ヘッジを次のように定義している。 

 

(6) ヘッジをすることは、話者の発話によって伝えられている命題に対して、話

者が限られた確信、コミットメントを持っていることを伝達する語用論的な

現象である。(Itani1996:30以下、特に断らない限り翻訳は李による) 

   (7) ヘッジとは、発話者が言語的手段を使用し、ある表現の完全な成員性

(membership)へのコミットメントの欠如(命題的ヘッジ行為)、あるいは伝えら

れる発話行為の効力への完全なコミットメントの欠如(発話行為的ヘッジ)を

表示することを可能にする修辞的なストラテジーである。 

(Fraser 2010:22、堀田・堀江2012:3における翻訳、堀江2016:147による) 

 

(6)(7)の Itani(1996)とFraser(2010)の定義が示しているように、ヘッジは、語用論的

な現象であり、話者が何かの意図を持って命題、発話行為に対して、限られた確信

やコミットメントを示す言語的手段である。また、Fraser(1975)、B&L(1978/1987)

は、ヘッジが発語内の力(illocutionary force)を修正する働きがあると主張し、特に、

B&L(1978/1987)は、ヘッジがポライトネス・ストラテジーであることを論じている

9。ここでは、まず、ヘッジに関する Fraser(1975)、B&L(1978/1987)の説明を見てみ

よう。まず、Fraser(1975)は、発語内動詞(illocutionary verb)にモーダルが付加されて

いる場合を「ヘッジ付の遂行文(hedged performatives)」とし、モーダルがどのように

発語内の力を修正しているかを考察した10。次の例を見てみよう。 

  

                                                      
8
 Itani(1996)は、ヘッジは、モーダル(modal)、心理動詞、副詞などを用いることで実現されること

が多いと指摘している。また、B&L(1978/1987:271)は、音調、 助詞の類、語彙項目、挿入句、

副詞節などを用いることで実現されると説明している。 
9
 ここで「発語内の力(illocutionary force)」という概念を明確にするため、発話行為理論(speech act 

theory)を簡単に説明する。Austin(1962)によって提案され、Searle(1969)によって体制が整えられ

た発話行為理論は、発話行為の基本的な側面を(ⅰ)発語行為(locutionary act)、(ⅱ)発語内行為

(illocutionary act)、(ⅲ)発話媒介行為(perlocutionary act)の3つに下位分類している。(ⅱ)の発語内

行為は、 (ⅰ)の行為に基いて何かを発話しながら、話者によって「意図された行為」である。

一般に、(ⅰ)の発語行為を介し、命令、約束、依頼、質問、報告などの発語内の力を伴う行為

が遂行される。 
10

 Fraser(1975)は、発話行為理論に基づいて分析を示している。 
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(8)  I must advise you to remain quiet.       (Fraser1975:187) 

    (私はあなたにお静かにと言わなければならない。) 

 

Fraser(1975)は、(8)の話者は、文字通り聴者に対して静かにしてほしいことを忠告

しているわけではなく、聴者を静かにさせる忠告の義務があるということを伝えて

いると説明している。モーダルの must を用いることによって、話者は忠告をする

行為の責任を別の人の手に委ねることができる。つまり、話者は、話者以外の人に

責任があることにして、命題に限られた関与を伝達することになる。従って、must

を用いることによって、忠告(advice)するという明示的な行為の発語内の力を弱める

ことができる(Fraser1975、Caffi2007)。 

また、B&L(1978/1987)も、同様にヘッジが発語内の力を修正すると論じている。

B&L(1978/1987)は、特に、ヘッジを、フェイスを守るためのポライトネス・ストラ

テジーとして考えている。そして、主にネガティブ・ポライトネス・ストラテジー

を実現するために使われると論じている。次は、ヘッジがネガティブ・ポライトネ

ス・ストラテジーを実現している例である11。 

 

(9)  Close the window, if you can.                  (B&L1978:162) 

(できれば、窓を閉めて。) 

 

 (9)の話者は、窓を閉めることが望ましいことを、聴者がそれを閉める能力がある

という条件のもとで話者の考えを伝えている。if you can がなければ、命令(ordering)

という発語内の力が非常に強く伝わることになるが、ヘッジの if you canを付け加

えることによって命令の力は弱くなる。また、そうすることによって、ポライトネ

スが達成されていると説明している。 

以上のように、ヘッジは、Itani(1996)と Fraser(1975)、B&L(1978/1987)が論じてい

るように、命題と発話行為に対して話者の限られた関与やコミットメントを伝え、

発語内の力を修正するといった性質を持つことがわかる。特に、B&L(1978/1987)

                                                      
11

 滝浦(2008:39)は、このタイプのポライトネスは、相手の領域に踏み込むことや直接名指すこと

を避け、遠隔化的表現と間接的表現によって、相手を遠くに置き、事柄に直接触れないように

する、表現の敬避性を特徴とすると述べている。 
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が論じているように、ヘッジがポライトネス・ストラテジーであることは非常に興

味深い。ヘッジにこのような特徴が存在するのは、聴者に歓迎されない効力を持つ

発話行為の力を軽減するためである。 

第 4章では、本研究で主題とする「許可求め」の「(サ)セル」と「–게 하다」が、

それぞれヘッジとして共通して機能していることを示す。 

 

4. 「許可求め」の使役形の「(サ)セル」と「–게 하다」のヘッジとしての機

能 

ここでは、まず、「許可求め」の使役形の「(サ)セル」とそれに対応する韓国語の

「–게 하다」が持つ機能について考える。そして、それぞれヘッジとして機能して

いることを論じる。(10ab)と(11ab)は、それぞれ日本語と韓国語の対応する「許可求

め」の使役形を含む文である。 

 

(10) a. ノートパソコンを買わせてください。 

b. この人と結婚させてください。  

(11) a. 노트북을 사게 해 주세요.  

   b. 이 사람과 결혼하게 해주세요.  

 

(10ab)、(11ab)が示しているように、(10a)に対応する韓国語の(11a)も、(10b)に対

応する韓国語の(11b)も自然である。(10a)の話者は、文字通り聴者に対してパソコン

を購入することを知らせているわけではなく、「許可求め」の使役形の「(サ)セル」

を用いることによって、聴者に許可の権限があるということを伝えている。なお、

話者は買う行為の責任を聴者に委ねることができる。つまり、話者は、聴者にその

権限があることにして、「ノートパソコンを買う」という行為の効力への完全なコ

ミットメントの欠如を表示することができる。つまり、「許可求め」の使役形の「(サ)

セル」が発話行為的ヘッジとして用いられる。一方、(11a)が示しているように、韓

国語でも同様に「許可求め」の使役形の「–게 하다」を用いることによって、(11a)

は、「노트북을 사다(ノートパソコンを買う)」という行為に対して、それが聴者に

承諾の権限があることを示すことになる。つまり、話者の発話行為の効力への関与
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を少なくし、主張という発語内の力を弱めるヘッジとして機能しているように思わ

れる。 

また、(10b)の話者は、自分の意志に対して「許可求め」の使役形の「(サ)セル」

を用いることによって、「この人と結婚する」という発話行為に対する話者の関与

を保留することができる。つまり、話者は、自分の意志決定が聴者にかかっている

ことを示すことによって主張という発語内の力を弱めていると考えられる。一方、

(11b)が示しているように、韓国語でも同様に「許可求め」の使役形の「–게 하다」

を用いることによって、「이 사람과 결혼하다(この人と結婚する)」という発話行為

に対して話者のコミットメントを制限して伝達することになる。つまり、「許可求

め」の使役形の「–게 하다」は、話者の発話行為に対する関与を少なくし、主張と

いう発語内の力を弱めるヘッジとして機能する。 

以上のように「許可求め」の使役形の「(サ)セル」も「–게 하다」も同様に発語

内の力を弱めるヘッジとして機能していることが明らかになった。ところが、１章

で指摘しているように、この「許可求め」の使役形の「(サ)セル」と「–게 하다」

の用法には非対称性がある。このような違いがあるのは何故だろうか。次章では、

「許可求め」の使役形の「(サ)セル」と「–게 하다」の類似性と相違点を明らかに

するため、ポライトネス理論における「フェイス侵害度見積もりの公式」を用いて

分析することを試みる。 

 

5. 考察 

5.1 分析方法 

分析には、B&L(1978/1987)の「フェイス侵害度見積もりの公式」を用いる。

B&L(1978/1987)は、明確に数量化できるわけではないが、「フェイス侵害度(Wx)」

は、おそらくはすべての文化で、3 つの要因によって総合的に規定されるとして、

以下のように公式化している。 

 

(12) Wx＝D(S,H)＋P(H,S)＋Rx         (B&L1978/1987:76)  
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ここで、Wx は、FTAx の重さを示す数量値である12。D は、話者(S)と聴者(H)の

社会的距離(social distance)を示す値である(B&L1978/1987:74)。また、Dは、話者(S)

と聴者(H)の間で交わされる、インターアクションの頻度、物質的もしくは非物質

的な品物の種類の評価を基にしている13。通常、D の評価における大切な部分の一

つは、安定的な様々な社会的属性に基づく社会的距離の測定であり、社会的親密さ

は、一般に、ポジティブ・フェイスを互いに満たしあうことに反映される

(B&L1978/1987:77)。 

また、P は、非対称的な社会的側面である相対的な力(power)関係を意味する

(B&L1978/1987:74) 
14。つまり、P は、聴者(H)が自分の計画や自己評価を、話者(S)

の計画や自己評価を犠牲にしても、押し付けることができる程度を指す。一般に、

P には二つの源泉があり、一つは(経済的な配分と物理的な力に対する)物質的統制

力(control)であり、もう一つは、(他者が認める抽象的な力によって可能になる、そ

の他者の行動に対する)抽象的(metaphysical)統制力である。P の大きな差異は、敬意

に典型的に反映される(B&L1978/1987:77)。 

Rx は、行為者のネガティブ・フェイス欲求とポジティブ・フェイス欲求がどの

程度侵害されることになると考えられるかによる、文化的かつ状況的に規定される

負担の序列のことである(B&L1978/1987:77)。B&L(1978/1987:77)は、一般に、ネガ

ティブ・フェイスに対する FTA に関連して、イーミック的観点から同一だと見な

し得る 2 つの尺度もしくは序列があるとしている。それは、(a)(時間を提供するこ

とを含めて)何らかの「サービス」を求める度合いによる負担の序列、(b)「品物

                                                      
12

 本稿におけるB&L(1978/1987)の引用の日本語訳は、その翻訳であるペネロピ・ブラウン、    

 スティーブン・C・レビンソン(2011)『ポライトネス―言語使用における、ある普遍現象』(田中

典子監訳)のものを用いる。 
13

 Goffman(1967)は、「無料の」品物(free-goods)と「有料の」品物(non-free goods)という概念を用い

て、許可なく自由に手に入れてよいものとそうでないものとを分けている。この説明は、

B&L(1978/1987:287)による。 
14

 宇佐美(2002:101)は、DとPに関して、日本の敬語研究で指摘されてきた「親疎」、「上下」と

いう社会的変数と非常に似ていると指摘している。しかし、宇佐美(2002)は、「B&L(1978/1987)

の「フェイス侵害度見積もりの公式」は、これらの変数が「Wx＝D(S,H)＋P(H,S)＋Rx」という

公式の中で総合的に考慮され、「相手のフェイスを脅かす度合」に縮約され、その高低が見積

もられた上で、言語行動が決定されるという捉え方にまとめられる」と述べている。さらに、

宇佐美(2002)は、この点で、B&L(1978/1987)の研究は、従来のポライトネス研究、敬語研究の

アプローチいずれとも大きく異なり、ポライトネス研究に画期的な展開を切り開いたと評価し

ている。 
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(goods)」を求める様々な負担の序列である。なお、李鳳(2006)で提示した「承諾す

る側にかかる負荷の軽重」に関する性質は、このRxに当たる。 

以下では、B&L(1978/1987)のポライトネス理論の「フェイス侵害度(Wx)」で取り

上げられた、社会的距離(D)、相対的力(P)、相手にかける負荷度(R)という変数を用

いて、分析を行う15。D は、生越(2008,2012)に従って、次の 3 段階に分けて分析す

る。 

 

(13) a. 初対面か知り合いになったばかりの関係、あるいは、知り合ってはいるけ

ど、心理的距離が遠い人間関係 

b. 年齢も近く、同じ学校のサークル仲間や会社の同僚といった心理的距離

が遠くもなく近くもない、程よい距離感の人間関係  

c. 家族関係という、他の人には話さないような、あるいは話せないような

個人的感情や考えをも共有するような心理的距離が近い人間関係 

 

そして、P に関しては、生越(2008,2012)と同様に、「許可求め」の「(サ)セル」と

「–게 하다」の使用においても P による相違は殆どないと考えられるため、P は、

同等であるものとして設定する16。また、R に関しては、相手にかける負荷度の度

合いが大きい場合と小さい場合の 2 段階に分けて考察を行う。R が大きい場合は、

仕事の継続、心的負担が高い事柄、高価な物の取り扱いに関わるものと設定する。

また、小さい場合は、少しの時間を提供する負担や無料または無料と同等の品物の

取り扱いに関わるものを設定する。つまり、P はすべての状況で影響がないものと

想定した上で、D は 3 段階、R は 2 段階に分けて分析を行う17。また、R は、D の

段階に合わせ、同程度の負荷度の内容を設定した。そして、内容の重要度が高い話

                                                      
15

 以下では、便宜のために、それぞれ社会的距離(D)はDに、相対的力(P)はPに、相手にかける

負荷度(R)はRと表記する。 
16

 Pに関しては、5.2.節で論じる(14),(17)の例が示しているように、それぞれ話者(S)は部下で聴者

(H)は上司、話者(S)は学生、聴者(H)は教授というPに明らかな違いがある場合でも、本稿での

考察では影響しないと考える。 
17

 ただし、Dに関しては、多少、コンテキストによって揺れが生じ得る。なぜなら、言語使用に

おいて話者(S)の個別性は千差万別であり、聴者(H)との関係も固定化するのは難しいと考えら

れるからである。なお、Pに関しては、例えば、5.2.節で論じる(14),(17)の例では、それぞれ話

者(S)は上司で聴者(H)は部下、話者(S)は学生、聴者(H)は教授という P に明らかな違いがあるが、

これは本稿での考察では影響しないと考えるためである。 
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題と低い話題について分析するが、このそれぞれの場合に、人間関係Dの距離が遠

い者、中間的な者、近い者によってどのように変化するかを調べる。なお、本研究

では、日本語母語話者 3人、韓国語母語話者 3人の内省に基づき、作例((self-)created 

example)を用いて考察を行う18。中本他(2011:4)は、内省による研究法のメリットは、

「言語表現を体系的に変更していくことによって、臨機応変に仮説を立てつつ精密

な検証を行える点にある」と指摘している19。本研究でも、D、P、Rといった変数

を体系的に変更して「許可求め」の「(サ)セル」と「–게 하다」の使用の調べるた

め、内省による研究法を採用する。また、以下で設定した「許可求め」の各場面で

は、実際に、様々な表現とそのバリエーションが存在すると思われるが、ここでは、

使役形の「(サ)セル」と「–게 하다」を含む文の出現の有無に焦点を当てて考察を

行う20。 

 

5.1 B&L(1978/1987)の「フェイス侵害度見積もりの公式」による分析 

まず、相手にかける負荷度Rが大きい場合から説明する。 

第一に、R が大きくて、D が遠い例から見てみよう。話者(S)と聴者(H)は、同じ

職場の部下と上司の関係である。事情により、これまで全力で推進してきたプロジ

ェクトが中断されることになったが、部下の話者(S)は、上司の聴者(H)に継続する

ことができるように懇願している。(14a)と(14b)は、それぞれ日本語と韓国語の対応

する「許可求め」の使役形を含む文である。 

 

 (14) a. どうかこのプロジェクトを続けさせてください。 

1b. 어떻게든 이 프로젝트를 계속하게 해 주세요. 

 

                                                      
18

 坂本(2011:145)は、内省と作例による研究法に関して「内省とは本来的に主観的なものであり、

それゆえに科学的研究の資料とするためには課題があるが、その利点と限界を正しく理解して

用いるなら、非常に有効な研究資料を提供する」と指摘している。 
19

 景山(1996、2001)や定延(2008)等の研究成果は、この利点によって得られたものである。この

指摘は中本他(2011:14)による。 
20

 李鳳(2006)では、韓日ドラマ対訳シナリオを用いて「許可求め」の表現を調査した結果、全 20

場面の「許可求め」の場面のうち、韓国語では、3例の使役形が出現し、残りの17例では、使

役形が現れなかった。一方、日本語では4例の使役形が出現し、残りの16例では、使役形が現

れなかった。 



99 

 

(14ab)が示しているように、日本語でも韓国語でもそれぞれ「許可求め」の使役

形の「(サ)セル」と「–게 하다」を用いて許可を求めることができる。(14a)は、「許

可求め」の使役形の「(サ)セル」がヘッジとして用いられ、聴者(H)に対する主張の

力を軽減し、ポライトネス・ストラテジーを実現している。また、韓国語において

も、(14b)が示しているように、「許可求め」の使役形の「–게 하다」を用いて同様

にポライトネス・ストラテジーを実現することができる。 

このように、Rが大きくてDが遠い場合は、日本語でも韓国語でも共通して『許

可求め』の使役形の「(サ)セル」と「–게 하다」が用いられる。 

第二に、Rが大きくて、Dが中間の人間関係で、例を見てみよう。話者(S)と聴者

(H)は、同じ大学の仲間である。話者(S)は、聴者(H)の親友と交際をしてきているが、

最近、関係がうまく行かず、しばらく連絡しないようにと言われている。ところが、

話者(S)は、どうしても彼女に会いたくて、親友の聴者(H)に放課後会えるように声

をかけてくれることを求めている。(15a)と(15b)は、それぞれ日本語と韓国語の対応

する「許可求め」の使役形を含む文である。 

 

(15) a. 後でちょっと○○ちゃんに会わせて(くれ)。  

b. 나중에 잠깐 ○○를 만나게 해줘.  

 

(15ab)が示しているように、日本語でも韓国語でもそれぞれ「許可求め」の使役

形の「(サ)セル」と「–게 하다」を用いて許可を求めることができる。(15a)は、「許

可求め」の使役形の「(サ)セル」を用いて、彼女に会うことを聴者(H)がそれを承諾

する権限があるという前提のもとで話者の意志を伝えている。つまり、使役形の

「(サ)セル」がヘッジとして用いられ、ポライトネス・ストラテジーを実現してい

る。また、韓国語においても、(15b)が示しているように、「許可求め」の使役形の

「–게 하다」を用いてポライトネス・ストラテジーを実現している。 

このように、Rが大きくてDが中間の場合も、日本語でも韓国語でも共通して「許

可求め」の使役形の「(サ)セル」と「–게 하다」が用いられる。 

第三に、R が大きくて、D が近い人間関係で、例を見てみよう。弟の話者(S)は、

兄の聴者(H)に、車を借りようとしている。(16a)と(16b)は、それぞれ日本語と韓国

語の対応する「許可求め」の使役形を含む文である。 
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(16) a. 明日、一日、車を使わせて(くれ)。 

b. 내일 하루 차를 쓰게 해 (줘). 

 

(16ab)が示しているように、日本語でも韓国語でもそれぞれ「許可求め」の使役

形の「(サ)セル」と「–게 하다」を用いて許可を求めることができる。(16a)は、使

役形の「(サ)セル」がヘッジとして用いられ、聴者(H)に対する要求の力を軽減し、

ポライトネス・ストラテジーを実現している。また、韓国語においても、(16b)が示

しているように、「許可求め」の使役形の「–게 하다」を用いてポライトネス・ス

トラテジーを実現している。 

このように、Rが大きくてDが近い場合も、日本語でも韓国語でも共通して『許

可求め』の使役形の「(サ)セル」と「–게 하다」が用いられる。 

今度は、相手にかける負荷度Rが小さい場合を説明する。 

第一に、Rが小さくて、Dが遠い人間関係で、例を見てみよう。話者(S)と聴者(H)

は、指導を受け始めた学生と教授の関係である。話者(S)は、教授の聴者(H)と研究

の相談中、別の人への電話連絡を忘れていることを思い出す。(17a)と(17b)は、それ

ぞれ日本語と韓国語の対応する「許可求め」の使役形を含む文である。 

 

(17) a.  ちょっと電話させてください。 

b. ??잠시 전화 (좀) 하게 해 주세요. 

b’. 잠시 전화 (좀) 하겠습니다. (ちょっと電話します。)   

 

(17a)が示しているように、日本語では、「許可求め」の使役形の「(サ)セル」がヘ

ッジとして機能し、ポライトネス・ストラテジーを実現している。しかし、(17b)

が示しているように、韓国語では、「–게 하다」を用いると謙りすぎて不自然にな

る。例えば、(17b’)のように、「겠」のような婉曲・意志を表す表現に、丁寧語の

「ㅂ니다(ます)」を付け加えるだけで、十分にポライトネス・ストラテジーを実現

する。 
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このように、Rが小さくてDが遠い人間関係の場合は、日本語では、「許可求め」

の使役形の「(サ)セル」を用いて許可を求めることができるが、韓国語では、「–게 

하다」を用いて許可を求めると不自然になる。 

第二に、Rが小さくて、Dが中間の人間関係で、例を見てみよう。話者(S)と聴者

(H)は、年齢が近く、同じ会社に通う仲間である。話者(S)は、聴者(H)と共に道を歩

いている。コンビニの前を通りかかっているところ、話者(S)は、少し買い物をした

いと思い、聴者(H)にそれを伝えている。(18a)と(18b)は、それぞれ日本語と韓国語

の対応する「許可求め」の使役形を含む文である。 

 

(18) a.  ちょっとコンビニに寄らせてください。 

b.??잠깐 편의점에 (좀) 들르게 해 주세요. 

b’. 잠깐 편의점에 (좀) 들릴게요.  

(ちょっとコンビニに寄りますよ。) 

 

(18a)が示しているように、日本語では、「許可求め」の「(サ)セル」がヘッジとし

て用いられ、ポライトネス・ストラテジーを実現している。しかし、韓国語では、

(18b)が示しているように、「–게 하다」を用いると謙りすぎて不自然になる。韓国

語では、相手に少しだけの時間的な配慮を提供してもらうことに対して、単にその

事実を述べればいい。例えば、(18b’)のように、「ㄹ게요(シマスヨ)」のような丁寧

語の表現を用いて話者の意向を示し、ポライトネス・ストラテジーを実現するのが

自然である。 

このように、Rが小さくてDが中間の人間関係の場合は、日本語では、使役形の

「(サ)セル」を用いて許可を求めることができるが、韓国語では、「–게 하다」を用

いて許可を求めることができない。 

第三に、Rが小さくて、Dが近い人間関係で、例を見てみよう。話者(S)と聴者(H)

は、兄弟である。兄の話者(S)は、書類を書くため、すぐ目の前に見える弟の聴者(H)

のボールペンを使おうとしている。(19a)と(19b)は、それぞれ日本語と韓国語の対応

する「許可求め」の使役形を含む文である。 
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(19) a.  このボールペンを使わせて(くれ)。 

b.??이 볼펜을 쓰게 해 (줘). 

b’. 이 볼펜을 써도 돼?(このボールペンを使ってもいい?) 

 

(19a)が示しているように、日本語では、「許可求め」の使役形の「(サ)セル」がヘ

ッジとして用いられ、ボールペンを借りる行為に対する話者の関わりを軽減するこ

とによって、ポライトネス・ストラテジーを実現している。しかし、(19b)が示して

いるように、韓国語では、「–게 하다」を用いると謙りすぎて不自然になる。家族

関係でボールペンのようなものを使うことを聴者(H)に承諾を求める際、無言行動

やただ知らせるなどいろいろなバリエーションが有り得るが、例えば、(19b’)のよ

うに、「아(어)도 돼?(テモイイ?)」のようは表現を用いてポライトネス・ストラテジ

ーを実現するのが好ましい21。 

このように、Rが小さくてDが近い人間関係の場合にも、日本語では、使役形の

「(サ)セル」を用いて許可を求めることができるが、韓国語では、「–게 하다」を用

いて許可を求めることができない。 

 

6. 終わりに 

本稿では、「許可求め」の使役形の「(サ)セル」と「–게 하다」との間にある類

似性と相違についてヘッジとポライトネス理論の観点から考察を行った。二つとも

命題と発話行為に対する話者の関わりの欠如を示し、発語内の力を弱めるヘッジと

して機能する共通点を持っていることが解った。しかし、その使用には相違があっ

たため、B&L(1978/1987)のポライトネス理論を用いて考察を行った。分析では、

B&L(1978/1987)の「フェイス侵害度見積もりの公式」における変数の D、P、R を

用いてP はすべての状況で影響がないものと想定した上で、Dは3段階、Rは 2段

階に分けて、6 つの例を使って分析した。その結果、日本語の「許可求め」の使役

                                                      
21

 生越(2008,2012)は、相手の所有物を使う際の言葉の有無に関してアンケート調査を行い、日韓

比較を行っている。相手のボールペンを借りること、チョコレートを食べること、携帯電話を

使うことに対して、「無言行動」を調査しているが、調査結果は、日韓で大きな差がることを

示している。日本では、家族や友人がボールペンを使う時のみ殆ど何とも思わず、それ以外の

場合は、違和感を持っていた。一方、韓国では、家族や友人に対して、「無言行動」で相手の

所有物を使ったり、食べたりする人が多かった。 
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形の「(サ)セル」は、R の大小、D の遠近によらず、すべての場合において許可を

求める際に用いられることが解った。つまり、日本語の「許可求め」の使役形の「(サ)

セル」は、D、P、Rのどれにも影響を受けず、ポライトネス・ストラテジーとして

用いられる。一方、韓国語の「–게 하다」は、Rが大きい場合に限り、Dの遠近に

よらず用いられるが、Rが小さい場合は、Dの遠近によらず用いられないことが解

った。つまり、韓国語の「許可求め」の使役形の「–게 하다」は、DとP の影響は

受けず、Rの変数のみによってポライトネス・ストラテジーとしての使用が決まる。 

上記のことから、「許可求め」の使役形の「(サ)セル」と「–게 하다」は、共に

ヘッジとして機能しているが、R が大きい場合に限り、P、D の変数に関係なく、

共通して用いられることが明らかになった。同じ「許可求め」の行動でも、日本と

韓国の人間関係(D)と物事の負荷度(R)の文化的な相違によってポライトネスの表現

方法が大きく異なってくることは非常に興味深く思われる。 

最後に、本研究では、内省を用いて理論的な分析を行ったが、今後は、言語心理

実験やコーパス資料と合わせて実態調査を行うことにより、さらに精度の高い研究

を目指したい。 

 

 

[付記] 

本稿で用いた理論的な枠組みであるヘッジとポライトネスに関する説明は、筆者

が2014年度北海道大学に提出した博士論文を基にして修正・加筆したものである。

なお、本稿の執筆の際し、筆者の恩師である上田雅信先生に理論的な方法論をはじ

め、多くの貴重な助言をいただいた。この場を借りて深く感謝の意を申し述べたい。

また、査読者の方にも詳細かつ貴重なコメントをいただいた。同じようにお礼申し

上げる。言うまでもなく、本稿の不備はすべて筆者の責任である。 
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