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Keigo Speaker, Listener, and Addresser Relations  

摘要

(中) 

  本論文旨在探討職場中使用敬語時，「談話者」、「談話對象（受話

者）」及「話題人物（原始發話者）」三者之間的關係。透過談話者對第

三者「話題人物」所使用的敬語表現，分析影響談話者選擇敬語表現之因



素。     筆者從影響因素中提出「上下關係」（如：年齡、學歷、

職位等高低）與「內外關係」（如：同公司、不同公司）兩者進行討論，

探討這兩項因素在談話者和談話對象兩人的會話中，對話題人物的敬語表

現選擇上所造成之影響，並透過開放型問卷的調查方式，分析談話者在筆

者設定之各種狀況下對「言う」的實際使用習慣。   透過本調查可

知，當「內外有別」時，「內外關係」會比「上下關係」優先影響其敬語

表現的選擇，但「上下關係」（尤其是職位高低）依然可說是敬語表現選

擇上最具影響力的因素。其次，當談話對象屬內部人（ウチの者）時，談

話者和談話對象彼此間的「年齡差距」（即「年齡高低」）亦可左右談話

者對話題人物表達敬意的敬語表現；相對的，當談話對象屬外部人（ソト

の者）時，彼此間的年齡差距對選擇敬語表現較不具影響力。換言之，談

話對象為內部人時，職位高低與年齡高低都對選擇敬語表現造成影響。此

外，本調查中除上述「職位」及「年齡」外，亦可看出「性別」與「學

歷」影響談話者的敬語表現，唯「出身地」沒有顯著影響。  

摘要

(英) 

  The purpose of this study is to investigate the expressions of using the 

“Keigo” in the Workplace, which the Speaker, Listener, and Addresser’s 

tripartite relations. By analyzing the factors in the conversation of the Addresser’s 

“Keigo” uses will be able to affect Speaker’s choice on the expression of the 

“Keigo”.   The author address two influential factors, one is “top-down 

relations” (for example: from one age to another, background of education, 

position in the Workplace) and either is “Inside-Outside relations” (eg: with the 

same company, the different company). By discussed that two factors from the 

conversations between the Speaker and the Listener, this study was by Open-ended 

questionnaire to analyze how the Speaker selection the expression of the “Keigo” 

in the author hypothesis under each kind of condition to “言う（say）”actual 

use pattern, which has the influence to the Addresser.   Through this 

investigation, we found that when the “Inside-Outside relations” was different, 

compared to selection in the expression of the “Keigo”, the considerations on 

“Inside-Outside relations” can be superior to the “top-down relations”, but 

“top-down relations” (particularly in position) were still the most influential 

factors in the expression of the “Keigo”.   Moreover, when the Listener is 

insider, the age disparity between the Speaker and the Listener also may influence 

the expression of the “Keigo” to the Addresser. Oppositely, when the Listener is 

outsider, each other age disparity between the Speaker and the Listener 

comparatively had less influence to the expression of the “Keigo” to the 

Addresser. In other words, when the Listener is insider, from one position to 

another and from one age to another both affect to the selection in the expression of 

the “Keigo”.   Besides above “ the position ” and “ the age ” in this 

investigation, “ the sex ” and “ the background of education” also can affect 

the Speaker’s expression of the “Keigo”, but “ the family background 

place ” do not have an apparent influence.  
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【ネット資料】 文部省：http://www.mext.go.jp/。 文化?文化部?語課編

（1998）『?語に?する世論調?』（平成 9 年度/1997 年度）大?省印刷局。

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/10/03/980302.htm。 文化?文化部?語課

編（2005）『?語に?する世論調?』（平成 16 年度/2004 年度）?立印刷

局。http://www.bunka.go.jp/1kokugo/16_yoron.html。 法務省入?管理局：

http://www.moj.go.jp/NYUKAN/index.html。 法務省入?管理局在留資格?更許

可申請書：http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2-1.pdf。  
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