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The Causative (しえき)Construction 

�  Causativeって何？ 
�  Someone makes it possible (“let”) or necessary 

(“make”) for another person to do something. 
�  So, at least 2 parties are involved:  one = “causer”, 

the other = “causee” 
�  日本語の使役文：Causative Form of Verbs 
◦  Verb + させる／せる 
◦  する　→  させる 
◦  Causative Verbs:  conjugates as る-verbs 
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「しえき」 の作り方 

�  来る･るVerbs:  Take Vない, add させる 
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食べる 
出かける 
見る 
寝る 
起きる 
来(く)る 

→食べさせる 
→出かけさせる 
→見させる 
→寝させる 
→起きさせる 
→来(こ)させる 



「しえき」 の作り方 
�  u-Verbs 
�  Drop -u, add -aせる　 
�  or, Vない, add せる 
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行く 
帰る 
取る 
話す 
読む 

→行かせる 
→帰らせる 
→取らせる 
→話させる 
→読ませる 



使役文(しえきぶん)の作り方（他動詞） 

�  Causer＿＿  Causee＿＿　  Verb+（さ）せる 
�  With a transitive verb: 
◦ Causerは／が　Causeeに Obj. をV(さ)せる 
◦ Causer = the subject of causation 
◦ Causee = the actor of the action (V) 
◦ Action = 本を読む 
� 先生は　学生に　本を　読ませます。 
◦ Action = 日本語をならう  
� 父は、私に日本語をならわせました。 
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使役文(しえきぶん)の作り方（自動詞） 

�  Causer＿＿  Causee ＿＿＿  Verb+（さ）せる 
�  With an intransitive verb: 
◦  Causerは／が　Causeeに  　V(さ)せる  “let-

Causative”   
◦  Action=日本に行く 
◦ 社長は、私に日本に行かせました（or 日本に行かせ
てくれました）。 
◦  Causerは／が　Causeeを 　V(さ)せる  “make-

Causative” 
◦ 社長は、私を日本に行かせました。 
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「しえき」の文を作ってみましょう。 
Causer Causee Action When? 
My father Me Learn Chinese When I was in high 

school 
Section Chief My colleague Make copies (as many as) 10 

times a day 
My older brother My younger sister Cook meals When my mother 

was sick 
My parents Me  Not watch TV When I was a child 

父は、高校の時、私に中国語を習わせました。 
部長は、どうりょうに一日に１０回も、コピーをとらせました。 

兄は、母が病気の時、妹にばんごはんを作らせました。 

両親は、子どもの時、私にテレビを見せませんでした。 



Benefactive Constructionのふくしゅう 

� The Vて + giving/receiving verb construction 
is called the “Benefactive Construction” 

� The beneficiary is usually marked in the 
dative （に）. 

� 弟に教えてあげました。 
� 私に話してくれました。 
� 兄に書いてもらいました。 
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Causative+Benefactive： 
～てあげる／くれる 

�  Vさせて＋あげる　“giving someone an 
opportunity of letting him/her V” → “allow 
someone to V” = “let” causative 

�  Vさせて＋くれる “giving me (and my 
extension) an opportunity of letting me/us V” 
→　“allow me/us to V” = “let” causative 
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Causative only?  Or  
Causative+Benefactive? 

この先生は、とても
こわかったです。 

この先生は、とても
やさしかったです。 

私達に、毎日トイレのそうじをさ
せました。 

毎日、外であそばせ
てくれました。 
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Causatives & Benefactives 
�  The section chief let us buy a new computer. 
◦  部長は私達に、新しいコンピュータをかわせてくれま

した。 
�  The teacher let my younger brother take the test. 
◦  先生は弟にテストを受けさせてくれました。 

�  Yamada-san’s parents let Yamada-san study abroad. 
◦  山田さんのご両親は、山田さんをを留学させてあげま

した。 
�  Mori-san’s boss let Mori-san work during the time she 

prefers. 
◦  部長は森さんを好きな時間に働かせてあげました。 

�  When we were children, our mother let us eat what we like. 
◦  子供の時、母は私に好きな物を食べさせてくれました。 
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