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摘要

(中) 

本論文的目的是研究日語及物動詞與不及物動詞的分類依據與分類功

能。探討的課題包括及物與不及物動詞的區別、對應、次類畫分以及相

互關係等問題。在討論的過程中，我們也觀察到不及物動詞的「及物

化」與及物動詞的「不及物化」現象。方法論上，主要是根據日語的描

述語法，並且採用現代語言學（特別是「衍生語法」）的理論架構與分



析方法。 論文共分六章。第一章「緒論」。第二章「語音形態與及物・

不及物動詞的對應」，藉由收集的述語動詞中，將有對動詞、無對動

詞、多對動詞與及物・不及物同形態動詞的語音特徵加以分析並條理

化。其次，第三章「語意內涵與及物・不及物動詞的區別」，從述語動

詞的論元結構、主題關係與詞彙概念結構等的觀點，論述及物與不及物

動詞的語意特徵。而第四章「語法功能與及物・不及物動詞的關係」，

擬從語法特徵來觀察典型的及物動詞與典型不及物動詞。最後，第五章

「複合述語」，從 X 標槓結構，討論述語動詞的格位標誌與及物・不及

物動詞的相關句型（如：可能句、被動句、使讓句等）。 本論文的結論

是：及物動詞與不及物動詞的畫分不是截然分開的，兩者之間是呈現連

續相而彼此推移的。  

摘要

(英) 

The present thesis aims to distinguish between transitive and intransitive verbs in 

Japanese with regard to their phonetic shapes (i.e. verbal suffixes), argument 

structures (i.e. valency), case particles (e.g. nominative, accusative and dative 

cases), and thematic relations (i.e. semantic roles played by arguments). In the 

process of our discussion, the questions such as “transitivization” of intransitive 

verbs and “intransitivization” of transitive verbs are also touched upon. Though 

our methodology is mainly based on the descriptive grammar of Japanese, the 

generative framework is also resorted whenever necessary. The thesis consists of 

six chapters. Following a brief introduction in Chapter Ⅰ.Chapter Ⅱ investigates 

the transitive-intransitive alternations according as they have a corresponding 

counterpart, and if they do, whether the correspondence is one-to-one or one-to-

many. Then, Chapter Ⅲ discusses the transitive-intransitive distinction in terms of 

argument structure, thematic relation and lexical conceptual structure. While 

Chapter Ⅳ observes the concept of transitivity from a semantic point of view, 

coupled with the question of the prototypicality of transitive and intransitive verbs. 

Finally, Chapter Ⅴ deals with the X-bar structure analysis involved with transitive 

and intransitive verbs, further exploring into the question of case-marking and the 

formation of complex predicate. The conclusion reached by our thesis is：neither 

the phonetic shape nor the syntactic behavior (including case-marking, 

passivization, causativization and various other constructions) cannot serve as the 

conclusive criteria for distinguishing Japanese transitive and intransitive verbs. In 

fact, the distinction is by no means clear-cut, but rather constitutes a continuum 

spanning between typical transitive verbs and typical intransitive verbs, with non-

typical ones gradually proceeding in between.  
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