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現代韓国語における対者待遇法の機能 

―命令・勧誘表現の上称と略待丁寧形を中心に― 

 
 

D2 鄭相煕 

 
 
0．目的 

 本発表では、上位者に対して使う 2 種類の丁寧な表現形式、上称と略待丁寧形を取り上

げ、命令・勧誘表現での用例を通して、2 形式の使用上の特徴を確認する。後、命令・勧誘

表現において、上称の代わりに略待丁寧形が選択される理由の解明を目指す。 
 
1．研究の対象 

 日本語と韓国語の敬語を敬意の対象という観点から分類する際、文の中に直接あらわれ

る主体や客体と、文の外に存在する聞き手とに分ければ、前者は素材敬語（尊敬語・謙譲

語）、後者は対者敬語（丁寧語）と呼ばれる範疇になる（辻村 1963）。日本語と韓国語にお

ける対者敬語は、文末の終結語尾をもって下位分類されるが、日本語の対者敬語が主に丁

寧語を対象にしているのに対し、韓国語の場合、丁寧語（敬語体）のみならず非丁寧語（非

丁寧体）もともに対者敬語として扱っているので、本発表では梅田（1977）に倣い、対者

待遇法と呼ぶことにする。 

韓国語の対者待遇法には、上称・中称・等称・下称／略待丁寧形・略待普通形の 6 種類

の形式が存在する（1）。これらの基本的用法は、社会的地位の上位者に対し敬語形（上称・

中称・略待丁寧形）を使い、非上位者（同等及び下位者）に対し非敬語形（等称・下称・

略待普通形）を使うとされている（2）。さらに、待遇の機能の面から、上下関係を明確に表

す「格式体（上称・中称・等称・下称）」と、親疎関係によって使い分けられる「非格式体

（略待丁寧形・略待普通形）」とに分けられる（Seng1970、梅田 1977、Se1996、他）。 

 6 形式のうち、上称・等称・下称は、叙述・疑問・命令、勧誘などの各形において、固有

の形がある（3）。例えば、上称の場合、それぞれ、-pnita ㅂ니다（～です）、-pnikka ㅂ니까

（～ですか）、-psio ㅂ시오（～してくださいませ）、-psita ㅂ시다（～しましょう）のよう

に活用する。しかし、命令・勧誘での-psio ㅂ시오、-psita ㅂ시다の場合には、尊敬語形接

辞[-si 시]を加えて-sipsio 십시오、-sipsita 십시다（4）と基本形として設定する場合が多い。 
Se（1996）によると、上称の命令、勧誘の表現（-psio ㅂ시오、-psita ㅂ시다）は、待遇

的丁寧なニュアンスはとれず、むしろ、失礼な印象を与えてしまう恐れがあるので、この

ような誤解を回避するために、sipsio 십시오、-sipsita 십시다を使わねばならないという。

そして、待遇レベル的問題の解決策としてそれぞれを基本形と設定している。しかし、そ
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の場合も相手に対する適切な待遇表現とは言い切れないので、それぞれ略待丁寧形（尊敬

語形接辞が接続した形）の-seyyo 세요（～してください）、-siciyo 시지요（～しましょう）

に置き換えられる傾向があると指摘している（5）。 
 

（1）a. *선생님, 어서 들어 갑시오.（上称の命令形）       先生、どうぞ入ってください。 

b. ?선생님, 어서 들어 가십시오.（尊敬語＋上称）   先生、どうぞお入りくださいませ。 

     c.  선생님, 어서 들어 가세요.（尊敬語＋略待丁寧形）  先生、どうぞ入ってください。 

（2）a.  *선생님, 어서 들어 갑시다. （上称の勧誘形）    先生、どうぞ入りましょう。 

b.  ?선생님, 어서 들어 가십시다.（尊敬語＋上称）    先生、どうぞ入りましょう。 

c.   선생님,어서 들어 가시지요.（尊敬語＋略待丁寧形）先生、どうぞ入りましょう。 

 

例（1）（2）では、先生に対して「してください」の要請する表現と、「しましょう」の勧

誘の表現においては、上称（1a、2a）は不適切な表現であり、尊敬語と共起した上称（1b、
2b）の場合は容認度が低くなり、結局、略待丁寧形（1c、2c）が最も適切な表現になるこ

とがわかる。これまでは、略待丁寧形がやわらかい語感をもたらすため、適切な表現にな

るという記述はあっても、その原因・理由については明確に述べるものは少なかった。以

下では、命令・勧誘表現を中心に用例を分析し、上称に比べて略待丁寧形が適切になる原

因について考察する。 

 
2．用例の考察 

2.1 分析の対象 

用例は、韓国ドラマ『冬のソナタ』の台詞の中から、命令・勧誘表現の上称と略待丁寧

形を抜き出した。今回は、上称と略待丁寧形のみを対象にするため、１話の文は２形式の

いずれかが含まれたものだけ提示する。用例の数は、話し手・聞き手ごとに分け、聞き手

が上位者の場合、そうでない場合を基準に考察する。なお、用例の中から上称が使用され

た場合は上と表記し、略待丁寧形の場合は、略丁と表す。 
 

2.1 命令表現 

 本節では、上称の命令形の代わりに略待丁寧形が使われる用例を中心に見ていくことに

する。命令形の上称は全部で 7 箇所、命令表現の略待丁寧形は全部で 68 箇所に現れたが、

今回は、談話の中に上称と略待丁寧形がともに表われた用例（上 5 個、略丁 33 個）を対象

に分析する。 
  

表 1 命令表現における上称・略待丁寧形の出現頻度 
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話し手 聞き手
文末形式を
含む全会話

上称
（命令形）

略待丁寧形
（命令表現）

YC MH 304 20(/0) 280(/8)

MH YC母 7 4(/0) 3(/2)

SH 79 29(/0) 45(/2)

医者 12 6(/0) 6(/2)

YC友 (/0) (/1)

MH母 管理人 4 1(/0) 3(/1)

秘書 10 1(/0) 1(1)

SH S父 97 6(/0) 79(/7)

YC母 22 3(/0) 18(/3)

会社の上司 49 9(/0) 35(/2)

MH 87 38(/2) 42(/3)

S父 YC母 37 15(/1) 21(/1)

医者 MH 10 5(/1) 5(/1)  
 
命令形の上称が現れている用例では、（SH が MH に対しての例を除けば）話し手が聞き

手より社会的上位者とみられ、その他は、（MH 母の場合を除けば）聞き手が話し手より社

会的上位者とみられる。すなわち、聞き手が下位者の場合には命令形の上称が使われてい

る反面、聞き手が上位者の場合には略待丁寧形が選択されていると考えられる。具体的に

例を見ていこう。 
下記の例（3）は、MH（男）が YC（女）と結婚したいという趣旨を彼女のお母さん（2

回目の対面）に伝えた後、許可を求めている場面である。 

 
（3）MH（28 歳）が YC のお母さんに彼女との結婚を申し込む場面（huyu_vol⑰） 

MH： 어머니, 저…유진이하고 결혼하고 싶습니다. （침묵）…허락해 주세요. 

                  上            略丁 

お母さん、私…YC と結婚したいです。（沈黙）…許してください。 

 

例（3）での内容は、YC のお母さんと（正式に）対話するのが初対面である MH が、彼女

との結婚への意思を表示する際には上称が選択され、許可を要請する際には略待丁寧形が

使われている。 

 

（4）解雇された知り合いのために、YC（28 歳、女性）が MH（28 歳、男）にお願いする場面（huyu_vol⑥） 

YC：한 번만 기회를 주세요. 一回、大目に見てください。  略丁 

 가족도 없이 외롭게 사시는 분인데....이렇게 그만두시면 정말 폐인이 될지도 몰라요. 

 家族もいない一人身の寂しい人なのに…これで仕事をやめられたら本当にだめになるかも知れません。 

MH：이건 사적인 감정으로 처리할 문제가 아니에요. これは感情的に処理する問題ではありません。 

그런 분하고 일하지 않는 건 원칙입니다.  そういう人とは一緒に仕事しない主義です。 

YC：술을 드신 건 잘못했지만.... 어제가 돌아가신 부인 기일이었데요. 
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  お酒を飲んだのは良くなかったと思いますが、昨日が奥様の命日でして。 

MH：.... 그거 다 변명 아닙니까?  …それは口実だと思いませんか。 

YC：(화나지만 참고) 부탁드립니다.  （怒りを耐えながら）お願いします。 上 

다시 한번만 생각해주세요.  もう一度、考え直してください。     略丁 

（MHはお願いを受け入れないまま…中略） 

YC：제 책임도 있으니까..... 저도 그만 두겠습니다. 私の責任もありますから、私もやめます。 上 

（中略）마음대로 생각하세요. ご自由にお考えください。    略丁 

 
例（4）は、YC が知り合いの解雇を雇い主（MH）に考え直すように切実にお願いする場

面である。普段は、（仕事に関係する話題の場面でも）略待丁寧形の使用が多かったが、話

題の内容が重大であることから比較的に上称の出現が多い。一方、「してください」という

お願いの表現においては、略待丁寧形が使用されている。 
聞き手が社会的上位者でないと考えられる場面（5d）においても、同様の用例が観察で

きる。例（5）は、結婚することになった、娘のお母さん（YC の母）と息子のお父さん（SH
の父）との対話を引用したものである。（5a）（5b）では叙述形の上称、そして、（5c）（5d）
では略待丁寧形が使われている。一度破談になった結婚が再び行われることになったこと

について、新婦のお母さんが新郎のお父さんに謝罪し、許してもらえるようお願いする場

面であり、会話の展開が慎重に行われている中、上称は（両方とも）叙述形に用いられ、「し

てください」の表現は略待丁寧形が使われている。 
 
（5）SH の両親と YC のお母さんとの会話。一度子ども達の婚姻が破談になった後、再び結婚することに

なってから始めて対面する場面（huyu_vol⑨） 

a. YC 母：... 참, 저번 약혼식 일은 정말 죄송하게 됐습니다.         上 

あのう、この間の婚約のことは本当に申し訳ございませんでした。 

직접 뵙고 사죄드려야 마땅한 일인데....  

直接お目にかかって謝罪申し上げるべきことだったのに… 

b. SH 父：아이구, 이거 왜 이러십니까?   上  あらあら、どうなさいましたか。 

 다 지난 일입니다.        上  全て過去のことです。 

c. YC 母：그래도.... 우리 유진이가 부족해서 그런 거니까... 너그럽게 봐주세요. 略丁 

でも…、我が子が不束なもので…大目にみてくださいね。 

d. SH 父：아닙니다.              上    とんでもありません。 

그때 일은 사부인도 잊어버리세요.   略丁   その時のことは奥様もお忘れくださいね。 

우린 괜찮습니다.          上    私達は気にしません。 

 

以上の（3）～（5）は、意思表示、事柄の確認する場合は叙述形の上称、それに続き、

お願いする（してください）場合は略待丁寧形が使われている。この他の用例からも、話
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し手が聞き手よりも上位者と見られるケースにおいて、叙述形の上称の後に続く「くださ

い」の表現は略待丁寧形が使用されていた。 
次に、命令形の上称が選択されている用例を見ていくことにする。命令形の上称が現れ

たのは全部で 10 箇所であったが、挙式のような公の場面（4 箇所）と、SH が MH に対し

ての 2 箇所（例 9 は後で説明する）を除けば、話し手が聞き手より上位者の場合に命令形

の上称が使われている。 
 
（6）SH の会社の上司が SH の婚約者である YC に対し（huyu_vol⑨） 

SH の上司：오랜만에 만났을 테니 밀린 얘기가 많겠죠. 久々だから積もる話もあるでしょうが。 

           얘기 많이 하십시오.       上    どうぞお話なさってください。 

 
（7）医者が MH の状態が危ないである、ということを勧告する場面（huyu_vol⑲） 

医者：수술을 받으십시오.     上   手術をお受けになってください。 

      서둘러야 합니다.          急がないといけません。 

 
（8）2 度目の婚約が破談になった後、YU 母が SH 父に相談に来た場面（huyu_vol⑲） 

SH 父：무슨 그런 말씀을.... 아이들 혼사 그렇게 된 거야 다 지들 운명인 거죠.  

    とんでもないことを…。子ども達の婚姻の問題は本人達の問題なのでしょう。 

그래도 유진인 제 딸같은 아입니다.  だけど Yu-cin は私にとって我が子のような存在です。 

너무 맘쓰지 마십시오.   上   あまり気になさらないでください。 

그런데 무슨 일이십니까?       ところで、何のご用でしょうか。 

 

例（6）～（8）の場合は、聞き手より話し手のほうが社会的上位者とみられる間柄におい

て命令形の上称が使用された用例である。これらは、上記の例（3）～（5）とは、話し手・

聞き手の上下関係の位置が対照的な場面とみられ、この場合においては、命令形の上称の

使用が許されると考えられる。すなわち、命令形の上称は上位者に対して丁寧な表現とし

て用いられるより、下位者に対して使われる場合が多いとみられる。 

下記の例（9）は、対等な関係の話し手・聞き手との場面で命令形上称が用いられている

会話である。 
 
（9）SH が MH に、これ以上自分の婚約者に近づかないように強く警告する場面。 

a.  MH：오랜만이군요. 앉으시죠.          お久しぶりですね。お座りください。 

b.  SH：아닙니다. 할 얘기만 하고 가겠습니다.    いいえ。用件だけ言って帰ります。 

c. SH：유진이가 이민형씨 보면서 다른 사람 생각한다는 거 아시죠? 강준상이요.그걸 이용해서 

순진한 유진이, 흔들지 말아 주십시오. 上 

   ：YC が I Min-hyeng さんをから他の人の面影を求めているということご存知ですね、Kang 
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Cung-sang です。それを利用して純粋な彼女を、惑わせないでください。 

d. MH：뭔가를 이용해서 여자 흔들만큼 나, 그렇게 자신 없는 사람 아닙니다. 방금 얘긴 못들은 

걸로 하겠습니다.  

    ：何かを悪用して女心を惑わせるぐらい私、そんなに自分に自信のない人ではありません。今の

話、聞かなかったことにします。 

e.  SH：무슨 일이 있어도 유진인 날 떠나지 못할 겁니다. 何があってもYCは僕を離れられません。 

f.  MH：(좀 날카롭다) 그건 유진씨가 선택하는 거 아닙니까?  

    （少しナーバスになって）それは YC さんが選択することではありませんか。 

g. SH：그럼 한번 지켜보십시오.    上     だったら、じっくり見据えていてください。 

유진이가 선택하는 사람이 누굴지....     YC が選択する人が誰なのか…。 

 
（9c）での確認の叙法（上称はこの形式を持たない）を除くと、上称が続く会話となって

いる。（9c）（9g）では、命令形の上称が用いられているが、上述の例（6）～（8）に比べ、

丁寧な表現にならないという一面が確認できる。すなわち、社会的に同等の関係の疎遠な

間柄においては、（9c）（9g）の命令形の上称が失礼な表現とも読み取れる側面うかがえる。 
 これまでは、命令形の上称と略待丁寧形が使われた用例を対照しながら、話し手・聞き

手との条件を中心にみてきた。Se（1996）が提示したように、命令形の上称は尊敬語が接

続した形式を基本形とする理由として、待遇レベルの適切さと説明されていたが、用例か

らは、上位者に対しては略待丁寧形が選択され、上称はむしろ下位者に対して使われる場

合が多いことが確認できた。すなわち、上位者に対する丁寧な要請の表現としては、上称

が不適切であるとみられる。次節では、勧誘表現の上称と略待丁寧形の用例を見ていくこ

とにする。 
 
2.3 勧誘表現 

 
表 2 勧誘表現における上称・略待丁寧形の出現頻度 

話し手 聞き手
文末形式を
含む全会話

上称
（勧誘形）

略待丁寧形
（勧誘表現）

SH父 YC母 37 15(/1) 21(/0)

MH母 運転手 8 1(/1) 7(/0)
取引先の
責任者

YC 2 1(/0) 1(/1)

K次長 YC 26 2(/2) 19(/1)

MH YC 12 6(/0) 6(/2)

SH 87 38(/0) 42(/1)

CA K次長、YC 6 1(/1) 5(/0)

部下 MH 4 1(/0) 3(2)

SH SH母 24 3(/0) 21(/4)

上司 52 9(/0) 38(/1)

MH 49 9(/0) 35(/2)  
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勧誘形の上称と略体丁寧形の用例は、上称が 6 箇所、略待丁寧形が 19 箇所である。全体

的に使用の頻度が少ないが、話し手と聞き手との関係を調べると、聞き手が上位者の場合

には勧誘形の上称が選択されていないことから、勧誘形の上称が上位者に対して不適切な

表現であることがわかる。 
 
（10）時間が経っても結婚式場に現れない YC を心配する YC の母に対して SH の父が慰めながら

（huyu_vol③） 

SH の父：그래요, 진정하시고 좀 기다려 봅시다.  上  そうですね、落ち着いて待ってみましょう。 

 
（11）一緒に仕事することになった YC に対し、K 次長が挨拶する場面（huyu_vol④） 

K 次長：그동안 고생 많았지만 앞으로가 진짜 고생입니다. 잘 좀 해 봅시다.   上 

    今までも苦労してきたと思いますが、これからもっと大変です。うまく乗り越えて行きましょう。 

 
（12）MH の母が運転手に車を出すようにいう場面（huyu_vol⑩） 

MH の母：그럼, 갑시다.   上  では、行きましょう。 

 
例（10）から（12）までは、話し手が聞き手より上位者の場合、勧誘形の上称が用いられ

ている場面である。聞き手が上位者の場合に上称が選択されているのは、CA（YC の先輩）

が K 次長（取引先の人、CA と同じ 30 代）、YC に対して、「一緒に行きましょう（얼른 
갑시다）」という場面（この場合も、K 次長は年齢的に近いとみられ、上位者とは言えない

と考えられる）を除けば、下位者の聞き手に対して使われていることがわかる。また、MH
が会議を始めようと伝える際には「始めましょう（시작합시다）」が使われていたが、公の

場においては基本的に上称が使用される（また、当の場面においては、MH が最も地位が

上である）のを考慮すると、上位者に対して使われているとみられない。これに対し、勧

誘表現の略待丁寧形の使用は下位者・上位者に関わらず、全般的に使用されていることが

わかる。 
 
3. まとめ 

 今までの用例をもう一度整理しておくと、上位者に対して使用するとされる命令・勧誘

形の上称が、実際の用例からは下位者に対して使われる場合が多く、上位者に対しては上

称の代わりに略待丁寧形が選択される傾向が確認できた。上位者に対する最も丁寧な表現

であるにも関わらず、上称に代わって略待丁寧形が選択されることは、上称が上位者に対

する適切な待遇表現とは言えないからであるとみられる。 

上称は聞き手との上下関係を弁えて相手を上位者として位置付ける機能があり、略待丁

寧形は親疎関係を中心に使用が決定される、という格式体・非格式体の機能的対立関係に

ついてはすでに述べたとおりである。最も丁寧な待遇表現の上称が命令・勧誘表現に使い
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にくくなるのは、一見、上称の用法と相反しているようにも思われるが、ブラウン＆レビ

ンソン（1987）が提唱するポライトネス理論（6）を導入すれば、次のように解釈できる。 

上称の役割は、相手を上位者として位置づける、すなわち、相手との距離を遠くに置く、

という機能があり、「踏み込まれたくない、邪魔されたくない」というネガティブ・フェイ

スに配慮した表現の一種である、反面、略待丁寧形は、上称とは対照的に親しさを表す機

能があり、「近づきたい、受け入れられたい」というポジティブ・フェイスに配慮した表現

である。一方、命令・勧誘の表現は聞き手に直接仕向けられ、相手に行動を指示、あるい

は、要求するという発話行為であるため、聞き手領域への侵害を避けられないとみられる。

上称をもって待遇する相手に命令・勧誘表現を使う場合には、聞き手領域への侵害度を軽

減・回避することによってフェイス保持のための方法が必要となるが、上称の代わりに略

待丁寧形（親しさの標識）に切り替えることによって直ちに、聞き手との距離を詰めるこ

ととなり、従って、聞き手領域へ一歩踏み込むことが可能になると考えられる。すなわち、

上称は距離を置くという言語的装置であり、略待丁寧形は（上称に比べて）距離を詰める

ための手段となり、上称に代わって略待丁寧形が選択される原因は、相手への配慮のため

に行われる距離の操作であると解釈できる。 

 今回は、上称と略待丁寧形の選択的使用の考察に留まったが、格式体・非格式体の全形

式に同様の働きがあると予測される。すなわち、上称・中称・等称・下称の 4 形式はタテ

軸に並び上下の距離をあらわし、略待丁寧形・略待普通形の 2 形式はヨコ軸に並んで親疎

の距離を表すという基本的構造に基づいて、上下と親疎の距離の操作であると考えられる。

今後、用例の分析を通して対者待遇法の全体的機能の解明を目指したい。 
 
 
 [注] 
（1）対者敬語の用語は、研究者によって種々の名が命名されているが、一般的には、hata
（하다、する）」の命令表現の活用形「hapsyo 体・hao 体・hakey 体・hayla 体／hayyo
体・hay 体」が使用されている（Ko Yeng-kun1974、Seng Ki-cel1985、Se Ceng-swu1996、
I Ik-sep2004、等）。本稿では、梅田（1991）の用語を借用し、必要に応じて文末形式の

活用形を合わせて引用する。なお、韓国語は「Yale 方式」で表記する。 
（2）中称の用法は地域による方言の差があり、一概には言えないのが実情である。しかし、

［-o-오形］の異形態である［-u-우形］は、待遇の対象やニュアンスの違いから、を別個

に説明される場合が多い（Se Ceng-swu1996、野間 1996 他）。 
（3）中称・略待丁寧形・略待普通形の場合は、同じ形で叙述・疑問・命令・勧誘に使われ、

イントネーションと文脈によって判断される。 
（4）「-sipsita 십시다（尊敬語＋上称の勧誘形）」の場合、聞き手とともに話し手の行動も

一緒に対象になるので、話し手が自分の行動に対して尊敬語を使うのはおかしい、とい

う見解もある（I Ik-sep2004）。 
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（5）ただし、上下関係が絶対的である階層的組織（例えば、軍隊など）においては、上位

者に対し、上称の命令形が使用される場合もある（I Ceng-pok1996）。 
（6）対人的配慮の普遍性を提唱するブラウン＆レビンソン（1987）のポライトネス理論の

中核は「距離」の概念である。すなわち、ポライトネスとは、対人的相互行為が行われ

る際、相手との距離に応じてフェイスに配慮する手段であり、これらを総体的に指す概

念でもある。具体的にネガティブ・ポライトネスとポジティブ・ポライトネスに代替さ

れる総体的ポライトネスの前提は、2 つの方向性をもつ個々人の欲求（face wants＝フェ

イス）を満たすという基盤の上で成立される。 
合理性（rationality）をもつ我々の一般人（model person）は、対人的相互行為にお

いて、互いの欲求を満たすようにふるまう。欲求とは、「（自由を）邪魔されたくない、（領

域に）踏み込まれたくない」という、個人の領域と自由を尊重する「ネガティブ・フェ

イス」と、「（他人に）よく思われたい、（仲間として）受け入れられたい」という、人々

との交流と連帯を共有する「ポジティブ・フェイス」とのように二方向性をもつ。しか

し、相互的行為が行われる全てのケースにおいては、相手のフェイスを脅かすフェイス

侵害行為（face-threatening act:FTA）が内在的に（intrinsic）伴われる。我々は、相手

との友好的関係を維持するために、FTA を解消（redress：軽減・補償）しなければなら

ないが、その方法として、聞き手のネガティブ・フェイスを指向する行為（＝ネガティ

ブ・ストラテジー）、または、ポジティブ・フェイスを指向する行為（＝ポジティブ・ス

トラテジー）を意図して行う。 
つまり、ネガティブ・フェイスに配慮するネガティブ・ポライトネスは、（相手と）「距

離をおく」ことによって実現される反面、ポジティブ・フェイスに配慮するポジティブ・

ポライトネスは「距離を詰める」ことによって実現される。 
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