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摘要

(中) 

日語的依賴行為 －從談話結構和禮儀策略的觀點分析－ 本論文探討日語

的「依賴行為」，從一開始的搭話，到請求前的舖陳，至主要的請求表

現，乃至請求後的補足，一直到最後的談話結束，除了整個談話內容之



外，也包含肢體語言和整個語言行動，所以稱為「依賴行為」。以「談話

結構」和「禮儀策略」的觀點來進行分析，並依照不同負擔程度、不同人

際關係，來看整個「依賴行為」的內容。 本論文共分成五章，以下介紹

本論文的架構。 第一章為「序論」。先將「依賴」做定義，再對本論文

做個概觀介紹 第二章為「先行研究」。本論文主要是以依賴行為中的

「談話結構」和「Brown 和 Levinson（1987）的禮儀策略」之觀點來進行

分析，因此先將此兩觀點的「先行研究」做個概觀介紹，並將「談話結

構」和「禮儀策略」做出本論文的定位，以便進行日語依賴行為的分析。 

第三章「從負擔程度的立場來看日語的依賴行為」。為了分析日語的依賴

行為，從負擔程度的立場來做場面設定，將「負擔程度」分成「工作內

容」、「額外工作內容」、「負擔輕」、「負擔中等」、「負擔重」、

「緊急狀況」和「慎重場合」等，探討不同「負擔程度」所使用的談話結

構和禮儀策略有何不同。 第四章「從人際關係的立場來看日語的依賴行

為」。為了分析日語的依賴行為，從人際關係的立場來做場面設定，將

「人際關係」分成「1.內親上」、「2.內親同」、「3.內親下」、「4.外親

上」、「5.外親同」、「6.外親下」、「7.外普上」、「8.外普同」、「9.

外普下」、「10.外疏上」、「11.外疏同」、「12.外疏下」、「13.他疏

上」、「14.他疏同」、「15.他疏下」等，探討不同「人際關係」所使用

的談話結構和禮儀策略有何不同。 第五章為「結論」。對整體研究進行

總結，透過依賴行為來了解日本文化思想、禮儀思想，並對日語教育提出

建議，最後闡述今後的研究課題。  

摘要

(英) 

Request behavior of Japanese － From aspects of discourse structures and politeness 

strategies － The thesis probed into the request behavior of Japanese, that is from 

the accosting of beginning, the explanation before requesting, the major expression 

of requesting, the deficiency after requesting, to the ending of back. Not only the 

whole discourse contents, but also the body languages and the speech acts are the 

request behavior. The thesis analyzed the request behavior from aspects of 

「discourse structures」 and 「politeness strategies」, according to different 

degrees of burdens and different human relationships. The thesis included five 

chapters. We will produce the frames of the thesis as following. In chapter one, we 

define the 「request behavior」, and brief the summary of the thesis. In chapter 

two, we introduce forehand studies. The thesis analyze the request behavior from 

aspects of 「discourse structures」 and 「Brown and Levinson（1987）'s 

politeness strategies」. So we introduce the forehand studies of both aspects, and 

define 「discourse structures」 and 「politeness strategies」 in the thesis for 

further analysis of the request behavior of Japanese. In chapter three, we probe into 

the request behavior of Japanese from different degrees of burdens. To analyze the 

request behavior of Japanese, we set the scenes from different degrees of burdens. 

We classify 「the degrees of burdens」 into 「work contents」, 「additional work 

contents」, 「light burdens」, 「medium burdens」, 「heavy burdens」, 

「urgent conditions」, and 「formal conditions」. And then, we probe into 

different degrees of burdens how to use different 「discourse structures」 and 

「politeness strategies」. In chapter four, we probe into the request behavior of 

Japanese from different human relationships. To analyze the request behavior of 



Japanese, we set the scenes from human relationships. We classify 「the human 

relationships」 into 「1. inside familiar earlier generation」, 「2. inside familiar 

similar generation」, 「3. inside familiar junior generation」, 「4. outside familiar 

earlier generation」, 「5. outside familiar similar generation」, 「6. outside 

familiar junior generation」, 「7. outside common earlier generation」, 「8. 

outside common similar generation」, 「9. outside common junior generation」, 

「10. outside unfamiliar earlier generation」, 「11. outside unfamiliar similar 

generation」, 「12. outside unfamiliar junior generation」, 「13. strange 

unfamiliar earlier generation」, 「14. strange unfamiliar similar generation」, and 

「15. strange unfamiliar junior generation」. And then, we probe into different 

human relationships how to use different 「discourse structures」 and 「politeness 

strategies」. In the conclusion chapter, we summarize the whole studying results, 

and base on the request behavior to understand cultural thinking and politeness 

thinking of Japanese. Furthermore, we bring up the suggestion in the Japanese 

education and point out possible investigation hereafter.  
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月?、明治書院 尾崎明人（2003）「接触?話の研究から?話の教育へ－電

話?話の終結部に見られるコミュニケ?ション問題を中心に」宮崎里司、
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14? 10 月?、明治書院 倉地?美（1990）「?習者の異文化理解についての一
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本語?』第 4? 8 月?、明治書院 田中典子（1987）「コミュニケ?ションの
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（1999）「日本語?話におけるポライトネス－Brown ＆ Levison（1987）

の妥?性を中心に－」『九州大?言語科?』第 34?（1999 年『日本語?論?資

料』36-5??） 三井久美子（1997）「『依?』のフレ?ムの明示性につい

て」『大阪外?語大? 日本語?日本文化研究』第 7?（1998 年『日本語?論?
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11 談話の研究と教育Ⅰ』初版 5 刷 1995、大?省印刷局 南不二男（1987）

『敬語』岩波新書 三輪正（2000）『人?詞と敬語－言語倫理?的考察－』
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『日本語?論?資料』27-1 上??） 山口和代（1997）「コミュニケ?ション?

スタイルと社?文化的要因－中?人および台?人留?生を?象として－」『日
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