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摘要

(中) 

  本論文針對日語接尾辭「的」做考察。考察重點分三方面：由

「的」組成的衍生詞（派生詞）之結構、文法功能、及其對應之中文表

現。論文架構共分五章，以下簡述各章概要。 第一章為序論，說明研究

動機及目的、先行研究、研究方法與範圍。 第二章敘述衍生詞（派生

詞）「～的」之結構（語構成）。本章分兩部分，先探討接尾辭「的」

之前接語（語基）語種、品詞性及語義分佈；再考察衍生詞「～的」之

語種、品詞性及語義分佈，藉由語基及派生詞的對照，分析衍生詞「～

的」之結構，並進一步探討接尾辭「的」之品詞、語義轉換功能。 第三

章敘述衍生詞「～的」之文法功能（統語機能）。本章透過蒐集之語



料，探討衍生詞「～的」在現代日文中的用法，由「～的」之後續語歸

納其文法功能，並提出各種用法之特徵。 第四章敘述衍生詞「～的」對

應之中文表現。本章透過日文小說及其翻譯作品，對照考察衍生詞「～

的」之中文用法，並歸納出中文翻譯傾向，探討日語接尾辭「的」與中

文「的」之異同，藉由衍生詞「～的」之中文語意，進一步推展、探討

日語接尾辭「的」之日文語義。 第五章為結論，敘述本論之研究成果，

具體歸納日語接尾辭「的」之特徵、文法功能及中文表現、日文語義，

並提出今後研究方向及課題。 關鍵字：接尾辭、語構成、統語機能、中

日對照、漢語系接辭  

摘要

(英) 

This thesis aims at the study of “Teki,” the Japanese suffix. The study approach 

includes three parts: the derivative from “Teki”, it’s structure, grammatical 

function and Chinese equivalents. The structure of the thesis consists of five 

chapters. A brief introduction of each chapter will be given in the following 

paragraphs. The first chapter is an introductory part, explaining the study 

motivation and purposes, literature review, research methods. Chapter two states 

the constituents of “Teki.” This chapter consists of two parts. The first part 

discusses the base of “Teki,” it’s lexical category, parts of speech and it’s 

semantic distribution. The second part discusses the constituents of “Teki.” 

Through the two parts, we can learn the transformation functions from the base to 

the derivative on the speech and the semantic distribution. The thrid chapter states 

the grammatical function of “Teki” (syntactically function of “Teki”). 

Through illustrations of editorials and fiction, this chapter discusses “Teki” in 

modern Japanese usage, and generalizes the grammatical function from the words 

coming after “Teki.” In this chapter, it proposes the characteristis of each usage 

in “Teki.” The fourth chapter relates the Chinese equivalents of “Teki.” This 

chapter discusses the Chinese trantlation usage pertaining to “Teki”. Through 

Japanese fiction and the Chinese translation, the Japanese suffix “Teki” and 

Chinese auxiliary word “de(的)” will be studied in comparsion and contrast. 

Also, the sematics of “Teki” will be further studied with it’s Chinese 

translation. The last chapter concludes what has been achieved in the study, 

including the specific induction of the features of “Teki”,the grammatical 

function and the Chinese equivalents. In this chapter, it indicates several directions 

for the future research. Key words: Japanese suffix , grammatical constituent , 

“Teki” , syntactically function , Chinese equivalents  
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