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【使役】 

◎ Warm up 
1.複習： 

以下句子都有錯誤，請指出錯誤並改成對的句子。（請參考『大家的日本語 進階

Ⅱ』48 課） 

（1）部長を部下はアメリカへ出張せました。 

（2）学生はトイレに行きたいと言いました。先生はだめだと言いまし

た。 

    ⇒先生は学生にトイレに行かさせませんでした。 

（3）私は息子を家事
か じ

を手伝わせています。 

（4）花子は子供をやりたいことをやらせています。 

（5）部下
ぶ か

：「風邪で病院に行きたいんですが、今日早退
そうたい

していただけま

せんか。」 

   上司
じょうし

：「わかった。お大事に。」 

 
 

 

 

2.もう一歩進んで（再往前進一步 GO!!） 

☆ 以下的句子也用表示使役的「せる・させる」。 

   (1) 花子は懐中電灯
かいちゅうでんとう

を光
ひか

らせました。 

       （手電筒） 

   (2) 弟は妹のおもちゃを取って、妹を泣かせました。 

 ☆使役被動 (使役受身) 

(1) 私は上司にたくさんのビールを飲ませられました／飲まされました。 

(2) 子供の時、よく母に大嫌
だいきら

いなピーマンを食べさせられました。 
                （青椒） 
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◎解說 

1.動詞是自動詞 

句型：  使役者は／が 動作者を／(に) ～せる／させる  

☆  例(1)(2)(3)的使役句裡多了主動句裡沒有的使役者「お母さん」「お姉さん」

「父」，在主動句裡是動作者的「子供」「花子」「娘」在使役句裡還是動作

者，注意動作者後面的助詞用「を」。 

 例(1) (お母さん⇒)  子供が   泳ぎました。(主動句) 
                     (動作者) 

             ↓ 

        お母さんは   子供を   泳がせました。(使役句) 

       (使役者；主語)   (動作者) 

   例(2)  (お姉さん⇒)    花子が 買い物に行きました。（主動句） 

              ↓ 

          お姉さんは   花子を 買い物に行かせました。(使役句) 

例(3)  (父⇒)     娘が   お金持ちと結婚しました。(主動句) 

               ↓ 

     父が       娘を   お金持ちと結婚させました。(使役句) 

 

☆ 動詞是自動詞時動作者後的助詞原則上是用「を」，但是也可用「に」。「を」

和「に」的意思差別在於，用「を」是帶有不理會動作者意願的強制、指

示的意思；用「に」則是比較尊重動作者的意願，帶有允許的意思。 

   例(4)  お母さんは 子供を／に 泳がせました。 

     子供は泳ぎたくないと言いました。お母さんは子供を泳がせました。(強制、指示) 

     子供は泳ぎたいと言いました。お母さんは子供に泳がせました。(允許) 

☆ 例(5)(6)的「走る」「歩く」是自動詞，但是前面有表示經過地點的「を」，

為避免「を」重複使用，動作者「学生」「林さん」之後的助詞用「に」。 

例(5) 鈴木さんは林さんに橋を渡らせました。 

   例(6) 先生は学生に運動場
うんどうじょう

を走らせました。 

註解 [葉1]: 關於自動詞跟他動

詞的區別請參考『大家的日本語 

進階Ⅰ』29 課。 

註解 [葉2]: 主動句「子供が泳ぎ

ました。」裡的登場人物只有動

作者「子供」。 

如果是要描述「子供が泳ぎまし

た」這個動作是有人讓孩子做的，

就要用使役句句型把那個讓孩

子游泳的人(使役者)在句子表示

出來。 

例(1)裡是使役者「お母さん」讓

「子供」做「泳ぐ」這個動作的，

因此先把使役者「お母さん」放

在主語的位置，「子供」放在動

作者的位置，因為「泳ぐ」是自

動詞所以動作者「子供」的後面

接上助詞「を」，最後再放上變

成使役形的「泳がせました」。 

 

相關句型及動詞變化的解說請

參考『大家的日本語 進階Ⅱ』

48 課。 

註解 [葉3]: 「と」表示「結婚」

的對象，請參考『大家的日本語 

初級Ⅱ』14 課。 

註解 [葉4]: 表示經過地點的

「を」,請參考『大家的日本語 初

級Ⅰ』13 課。 

註解 [葉5]: 表示經過地點的

「を」。 
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2.動詞是他動詞  

句型：  使役者は／が  動作者に ～せる／させる  

☆  例(1)(2)的使役句裡多了主動句裡沒有的使役者「先生」「お母さん」，主動

句裡的動作者「学生」「子供」在使役句裡還是動作者，注意動作者後面的

助詞用「に」。 

例 (1)   (先生⇒)     学生が    作文を書きます。(主動句) 

                     (動作者) 

                ↓       

 先生は     学生に   作文を書かせます。(使役句) 

 (使役者；主語)     (動作者) 

例(2)   (お母さん⇒)    子供が   荷物を持ちます。(主動句) 

                           ↓     

お母さんは    子供に  荷物を持たせます。(使役句) 

☆  動詞是他動詞時動作者後的助詞是用「に」。可使用於帶有不理會動

作者意願的強制、指示使役句或是比較尊重動作者的意願的允許使役

句。 

 例(3) 体にいいので、私は毎日子供にたくさんの野菜を食べさせています。 

       (強制、指示) 

 例(4) 娘は漫画を読みたいと言いました。私は「読んでもいい」と言いました。 

    ⇒私は娘に漫画を読ませました。(允許) 

小提醒：第二頁和第三頁提到的使役句因為是使役者強制、指示、允許動作者

做動作，因此使役者和動作者要是上對下的關係。 

上：使役者，下：動作者。 

 

♪♪『大家的日本語 進階Ⅱ』48 課的使役用法複習到此結束。接下來說明①

48 課沒有提到的其他的使役用法、②使役被動(使役受身)的用法，以及③

雖然於 48 課已經學過但是容易弄錯的「～させていただけませんか」。GO!! 

 

註解 [葉6]: 主動句「学生が作文

を書きます」描述的學生是寫作

文這件事。在主動句裡登場人物

只有動作者「學生」。 

如果是要描述「学生が作文を書

きます」這個動作是有人讓學生

做的，就要用使役句句型把那個

讓學寫作文的人(使役者)在句子

表示出來。 

例(1)裡是「先生」讓「学生」做

「作文を書く」這個動作的，因

此使役者「先生」放在主語的位

置，「学生」放在動作者的位置，

因為「書く」是他動詞所以動作

者「学生」的後面接上助詞「に」，

再放上變成使役形的「作文を書

かせました」。 

註解 [葉7]: 他動詞因為前面有

表示目的語的「を」，為避免「を」

重複使用，因此他動詞使役句裡

動作者後面的助詞用「に」。 
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3.動作者是無情物 

☆  動作者可以是無情物，例(1)(2)(3)(4)是表示使役者「花子」「太郎」「彼」「近

所のおばさん」讓動作物「懐中電灯」「野菜」「車」「花」動作，此時動作

物後的助詞一定要用「を」。 

   例(1)  (花子⇒)      懐中電灯
かいちゅうでんとう

が  光
ひか

りました。 

                 ↓ 

        花子は      懐中電灯を  光らせました。  

       (使役者；主語)    (動作物) 

 例(2)   (太郎⇒)     野菜
や さ い

が  腐
くさ

りました。 

                ↓ 

          太郎は      野菜を  腐らせました。    

 

  例 (3)  花子に会うために、彼は車を走らせて高雄から台北まで行きました。 

例(4)  近所
きんじょ

のおばさんは季節
き せ つ

の花をきれいに咲
さ

かせています。 
                (當季的花)             (咲く：(花)開) 

 

 

 

 

4.因為某種原因，使役者讓動作者引發哭、笑等生理上或是安心、擔心、驚嚇等

心理上的反應。此時動詞為表示感情或是心理變化的動詞，動作者後的助詞一

定用「を」。例如「泣く、笑う、怒る、困る、驚く、心配する、安心する、

びっくりする、喜
よろこ

ぶ、悲
かな

しむ、苦
くる

しむ…」等動詞。 

例(1) 弟は妹のおもちゃを取って、妹を泣かせました。 

例(2) 太郎は面白いことをして、次郎を笑わせました。 

例(3) 私は若い時、夜遅くまで遊んでいて、親を心配させました。 
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5.使役受身(使役被動) 

☆ 表示使役的「せる」、「させる」後面接上表示被動的「られる」，表示使役者讓動

作者做的動作並不是出自動作者本身的意願，是被使役者強迫的。動詞變化的接續

是去掉「せる」、「させる」的「る」後加上「られる」。 

☆ 五段動詞（Ⅰグループ）的使役被動形如下表所示有長形「～せられる」和短形「～

される」兩種。短形是長形的省略，一般較常使用短形。 

☆ 一段動詞和不規則動詞只有長形的「～させられる」沒有短形。 

 使役                          使役被動長形 使役被動短形 

買う 買わせる⇒買わせ＋られる    ⇒買わせられる 買わされる 

書く 書かせる⇒書かせ＋られる    ⇒書かせられる 書かされる 

話す 話させる⇒話させ＋られる    ⇒話させられる 話させられる 

待つ 待たせる⇒待たせ＋られる    ⇒待たせられる 待たされる 

死ぬ 死なせる⇒死なせ＋られる    ⇒死なせられる 死なされる 

呼ぶ 呼ばせる⇒呼ばせ＋られる    ⇒呼ばせられる 呼ばされる 

読む 読ませる⇒読ませ＋られる    ⇒読ませられる 読まされる 

五段動詞 

（Ⅰグループ） 

帰る 帰らせる⇒帰らせ＋られる    ⇒帰らせられる 帰らされる 

浴びる 浴びさせる⇒浴びさせ＋られる⇒浴びさせられる  一段動詞 

（Ⅱグループ） 食べる 食べさせる⇒食べさせ＋られる⇒食べさせられる  

来る 来させる⇒来させ＋られる    ⇒来させられる  不規則動詞 

（Ⅲグループ） する させる⇒させ＋られる        ⇒させられる  

 

 ☆ 句型： 

句型：  主語は／が   動作者に    ～せられる／～される。 (五段動詞) 

                  ～させられる。 (一段、不規則動詞) 

 

☆ 例(1)(2)(3)使役句裡的動作者「太郎」「裕太」「私」在使役被動句裡變成使

役被動句的主語，使役句的主語(使役者)「お母さん」「花子」「課長」在使

役被動句裡後面助詞用「に」。 

    例(1) 

        お母さんは     太郎に  大嫌いなピーマンを食べさせる。(使役句) 

 (主語；使役者)     (動作者) 

 

太郎は     お母さんに  大嫌いなピーマンを食べさせられる。(使役被動句) 

(主語；動作者)   (使役者) 

註解 [葉8]: 「～せる／させる」

因為「る」之前是「せ」所以用

一段動詞的變化，因此後接「ら

れる」。 

註解 [葉9]: 例如： 

「買わせられる」⇒「買わせら

れる」⇒加上「さ」⇒「買わさ

れる」 

「書かせられる」⇒「書かせら

れる」⇒加上「さ」⇒「書かさ

れる」 

註解 [葉10]: 基本形詞尾是「す」

的動詞，不用短形。 

註解 [葉11]: 例(1)的使役句「お

母さんは太郎に大嫌いなピー

マンを食べさせる。」是敘述「お

母さん」讓「太郎」吃討厭的青

椒。 

也就是說「お母さん」的「太郎

に大嫌いなピーマンを食べさ

せる」這個動作對「太郎」而言，

並非出於自願是被強迫的。 

要以「太郎」是被強迫的立場描

述這件事時就要用使役被動句。 

因為是以「太郎」的立場來敘述

所以把「太郎」放在主語的位置，

後面放做「大嫌いなピーマンを

食べさせる」這個動作的使役者

「お母さん」，接上助詞「に」，

最後放上改成使役被動的「大嫌

いなピーマンを食べさせられ

る」，就完成了使役被動句。 
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例(2) 

 花子は裕太に映画館の前で待たせている。(使役句) 

  

 裕太は花子に映画館の前で待たされている／待たせられている。(使役被動句)  

 

例(3) 

        課長は私にカラオケで古い歌を歌わせました。(使役句) 

 

        私は課長にカラオケで古い歌を歌わされました／歌わせられました。(使役被動句) 

 

 

↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓ 

還有下一頁哦!!!!! 
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6.「～させていただけませんか」 

 

◎ 想跟老師請假時該怎麼說?? 

① 「明日、実家に帰らなければならない用事がありますので、授業を休んでい

ただけませんか?」 

② 「明日、実家に帰らなければならない用事がありますので、授業を休ませて

いただけませんか?」 

    「～ていただきます」就意思解釋是表示希望得到動作者的動作，也就是請求、

要求動作者做「て」前面的動作。因此「授業を休んでいただきます」是請求、要

求對作者做「授業を休む」這個動作，也就是請求、要求動作者休息不要上課。 

「休ませる」是讓人休息、請假的意思，所以「休ませていただきます」是希

望動作者做讓人休息、請假這個動作。因此「休ませていただきます」是請求、要

求對方讓自己休息、請假的意思。 

    ①的「休んでいただけませんか」是「休んでいただきます」先改成可能形的

「休んでいただけます」，再改成表示詢問的「休んでいただけませんか?」。因此

「授業を休んでいただけませんか?」是想詢問可不可以請老師不要上課的意思。

所以用①跟老師說的話老師可能會很想回答「はい、よろこんで休ませていただき

ます。」(我很樂意不要上課)，或是「授業を休めって??」(叫我不要上課??) 囧 rz 

    ②的「休ませていただけませんか」是「休ませていただきます」先改成可能

形的「休ませていただけます」再改成詢問的「休ませていただけませんか」。所

以是詢問老師可不可以讓我休息、請假。 

    因此要請假時請記得用②的「授業を休ませていただけませんか。」這樣才能

正確傳達自己所要表達的意思。:p 

  本單元開頭複習裡的例(5)也是一樣的，在公司要請長官允許自己早退的話請

用「早退させていただけませんか」詢問。 

◎同場加映 

  除了「～させていただけませんか」也可以用「～させていただきたいんです

が」、「～させていただけないでしょうか」。 

    例(1)「明日、実家に帰らなければならない用事がありますので、授業を休ま 

せていただきたいんですが、（よろしいでしょうか）。」 

  例(2)「今週の金曜日、友達の結婚式に出席しますので、早退させていただけ

ないでしょうか。」 

 

註解 [葉12]: 請參考『大家的日

本語 進階Ⅱ』41 課。 

註解 [葉13]: 表示狀況可能(表

示狀況是否允許)意思的可能形。 

因為是要詢問是否允許「休む」

這個動作，所以先把「～ていた

だきます」改成可能形的「～て

いただけます」。 

請參考『大家的日本語 進階Ⅰ』

27 課。 

註解 [葉14]: 表示狀況可能(表

示狀況是否允許)意思的可能形。 

因為是要詢問是否允許「休ませ

る」這個動作所以先把「～てい

ただきます」改成可能形的「～

ていただけます」。 

請參考『大家的日本語 進階Ⅰ』

27 課。 
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