
スター トする･出発する･はじまる

1. はじめに

カタカナ語｡世間にはそれに反感をいだく人も少な

くないようである｡しかし,それがいっときの流行に

終わらずに表現され続けるというのは.その語でしか

表わせない意味があり,それが必要だからだと考えら

れる｡外国語でなく,外来語となるのはそのためであ

る｡

以下の小論では,｢外来語 (名詞)+する｣の一つで

ある ｢スター トする｣をとりあげ,このカタカナ語が

日本語の中でどのような意味を表わすことになってい

るのかをきぐってみたい｡

2. 比較静えらぴ

｢スタ- トする｣は英語の"start"に由来する｡日本

語における外来語の通例のように,まず ｢スター ト｣

が名詞としてとり入れられたようである｡

｢六iilLの烏がスター トに近づいた｣有島武郎 rカ

インの未喬J 1917(荒川惣兵術 1967より)

それから生まれた動詞 ｢スター トする｣に辞執 ま次

のような言いかえ語を与えている｡

｢出発する｡かけだす,着手する｣(棋垣実梱 1966

より)

また,"start"を英和辞典でひくと,自動詞としては,

出発する,(旅行に)出かける｡始動する｡

～し始める｡始まる｡

などの訳語を一般に見つけることができる｡｢スタ

ー トする｣がそれらの言いかえ語や訳語と何らかの頼

義性をもっていることは予想できる｡そこで今回は,

｢出発する｣｢はじまる｣を比較語としてみたい｡なお,

rスター トする｣が他動詞として表現される例 〔(30)〕

もなくはないようであるが,今回は論述の中心からは

省く｡

3. r出発する｣と rはt:まる｣

(1) 二日午前八時 各大学の第-走者は 一斉に東

京 ･大手町を スター トした｡

(2) 春の交通安全遊動が スター トします｡

(1)の ｢スター トし｣を ｢出発し｣と言いかえること

はできなくないが ｢はじまり｣とは言えない｡一方(2)

では ｢はじまり｣と言いかえることはできるが ｢出発

神 戸 英 雄

し｣はおかしい｡これは,｢出発する｣｢はじまる｣そ

れぞれの ｢主題｣や ｢主格｣になることばに追いがあ

るためではないかと思える｡

3.1. ｢主題X,Xが--はじまる｣のXについて,

(1)の主題である｢走者｣はヒトの一つの姿を表わす｡

ということは,｢はじまる｣のXにはヒトを表わす語は

立ち得ないことを予想させる｡

(3) 音楽会が はじまる｡

(4) 春の交通安全遊動が はじまる｡

(5) 一 日から学校が はじまる｡

(6) r赤と黒Jは フランシュ ･コンテの美しい町

ヴェリエールの描写で はじまり, ｡

(7) 志賀高原でもようや く積雪が はじまった｡

(8) 新年が はじまりました｡

(3)の ｢音楽会｣は人の活動によってなりたつ ｢こと｣

を表わす語であるがヒトは表わしていない｡(5)の ｢学

校｣は,学校で人がいろいろ活動すること,の意｡(6)

は作品の名前であるが,この場合,作者が r赤 と黒J

を叙述すること, と解釈できると思 う｡また(8)の ｢新

年｣ も,新たな年の時が流れること,と解釈できると

思う｡そこで次のことが考えられる｡

(〟 ｢はじまる｣のXは事柄 を表わ し,｢-が･･･する

こと｣と解釈できる語である｡そしてその ｢こと｣

は,瞬間に終わってしまうものではない｡

これによって ｢人｣も ｢花｣もXにはなれないこと

がわかる｡また,｢地袋が はじまった｣ と言うには,

地衣が継続しなくてはならない ｡

では ｢出発する｣のXはどうであろうか｡

3.2. ｢主題X,Xか --出発する｣のXについて

(9) (東京から)私たちはあす鹿児島へ 出発する｡

(IO) いよいよ列車は 出発する｡

(ll)?放牧場へと牛が 出発する｡

｢私たち｣は,ヒトである自分たちを対象として表現

している語である｡そして ｢私たち｣はこれから場所

の移動をしようとしている｡｢列車｣ も移動する｡しか

し移動しさえすればよいかというと,(ll)は牛が意志を

もって動きだす感 じを与え,ひとりでに動きだす場合

を表わすにはやや不自然である｡牛以外の動物にして
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も同様である｡たとえ言うとしても,それを移動させ

る人との関係が含まれる｡｢列車｣の場合も,それには

話者あるいは話題の人が乗っているであろうし.そう

でなくても運転手は乗っていて人の操作によってすす

む｡

このように ｢出発する｣は,ヒトを中心 としたt,の

か移動する状態に入ることを表わす｡それが避本だと

思う｡が,その移動が現実になくても,今までと違 う所

へ向かう連想が働いて,次のような例がうまれてくる｡

(12) 教員として 出発して 以来.絶えず人rrtlのす

ぼらしさとおそろしさに出会ってきた｡

(13) 戯曲から 出発した 久米正雄は.･･････｡

これらのたぐいは,｢人が～として出発する｣という

構文をとっている｡(13)も ｢作家 として｣を補 うことが

できる｡

さらに主題がヒトを表わす語でない次のような例も

ある｡

(14) 生命の科学は,非常に稜雑な人間の生命の解明

ということから 出発して,--｡

Xである ｢生命の科学｣は抽象的な ｢こと｣を表わ

すが,それを ｢生命の科学にたずさわるヒト｣と言い

かえることができる｡そこで次のことが考えられる｡

(B)｢出発する｣のXは,移動するヒトを表わす語で

ある｡それが基本となって,人の操作によって移

動するもの,さらには,現実に移動するわけでは

ないがあるつとめや立場を持続するヒト,そして

また人の活動によって持続 し変わることを表わす

語-と広がる｡

(川の ｢出発する｣は ｢はじまる｣と言いかえること

ができる｡しかし,｢出発す る｣の場合の ｢生命の科

学｣には,それに関係する ｢ヒト｣の含意を読みとる

ことができるのに対 して,｢はじまる｣とした場合に

は,それらに関係する人が,生命の科学を研究する｢こ

と｣の含意を読みとることができる｡つまり ｢出発す

る｣の基本が ｢ヒト｣について表現するのに対 して｢は

じまる｣は ｢こと｣についてであるという対照が成り

立つ｡

ではこの両語に開通する ｢スター トする｣は,それ

ぞれとどのような興同があるのだろうか｡

4.r出発するJと rスター トするJ

(15) 第一走者は一斉に火京 ･大手町を 出発した｡

｢スター トした｣と比べると.｢出発した｣走者が走

る状態に入る勢いが表わされず,落ちついてしまって

いる感じを与える｡現代では稀であるが,歩いて火京

から九州まで行 く場合,｢出発する｣と言うのは晋通で

あるが,｢スター トする｣と言うと.何かの記録を目差

して勢い込んでいる感 じを与える｡そこで次のことが

考えられる｡

(C)移動に入る時に感 じられる｢速さ｣｢勢い｣の大き

いことを表わすには ｢スター トする｣と言う｡

この特徴のために(16)のようにどこかへ移動すること

杏.直接表わしていない場合や,速さを問題にしていな

い場合にも,(12)や(13)と比べて.その状態に入ることを

｢晴れやかに｣表現する効果が生まれるのではないか

と.Rl.う｡

(16) いよいよ社会人として スター トする 皆さん

は , --｡

そこで次のことも考えられる｡

(D)ヒトがあるつとめや立場を持続する状態に入るこ

とを,より ｢晴れやかに｣｢際立たせて｣表現する

のが ｢スター トする｣ である｡

一方,移劫する場合.到着点が近いと ｢出発する｣

は不自然である｡

(川つとなりの家へ 出発する｡

もし言うとすれば.これから-髄動おこすために,

といった感じを与える｡ということは.先に(ll)のとこ

ろでもふれたように,｢出発する｣には ｢意恩が強い｣

ということが含まれている｡そのため,近 くや適い慣

れている所へ行 く場合,散歩やどこへともなく暇つ,;ご

Lに出る場合などには ｢出発する｣は不自然な表現に

なると考えられる｡その点 ｢スター トする｣はどうか

というと,到茄.･.注が近 くでも速い移動が行なわれるの

であれば言える｡また ｢llt3':恩が強い｣ということは含

まれていないように思 う｡そもそも,(18)の宣伝文句に

見られる要求文はあるが,(19)のように一人称の動作に

ついて ｢スター トする｣はおかしいのではないか.

(18) この楓 学校をご卒業の方々,お化粧 も上手に

なって,社会へ スター トして ください｡

(19))私はゴールめがけて スター トした｡

つまり話者以外の人の動作を客観描写するのが ｢ス

ター トする｣で.そのために ｢出発する｣のような ｢意

,臥｣は含まれていないようだ｡

以上のようなことから,駅伝のように遠い町まで移

動 しての結果が問題になるものでは ｢出発する｣ と言

ってもまだよいとしても,100m枕走をはじめ,枕技場

内での鹿走についての衷現 としては ｢スター トする｣

と言うのが普通である｡

ところで,辞潜を見ると｢出発する｣には ｢目的地へ

向かって｣の含意があると説明されているものがある｡
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目的地に向かって出かけること｡(西尾実ほか梱

1973より)〔｢到着｣に対して〕(目的地へ向けて)

いでたつこと｡でかけること｡(時枝 ･青田崩1973

より)

しかし ｢出発する｣には強い意思が含まれるといっ

ても,それは動き出すことについての意思であり,移

動すればどこかしらに着かなくてほならないがその到

着点をはじめから意鼓していなくても ｢出発する｣.と

言える｡とくに ｢目的地へ向かう｣ことを表わすには,

｢(場所)へ｣と表現するのか普通である｡ところが

｢スター トする｣は ｢(場所)へ｣を表現すると不自然

な文になる｡

伽 (東京から)九州へ 出発する｡

¢))'(東京から)九州へ スター トする｡

位2)?節-走者は.節-中継点- スタートした｡

これは次のような両語のもつ意味の差によるもので

あろう｡

(E)｢出発する｣が,移動して行くことをも意味する

のに対して,｢スター トする｣は移動状態に入るこ

とをはっきりと表わすのが重点である｡

そしてこの違いは,先に述べた,到着点が近い場合

に言えるか否かに関係し,また.(C)(D)で述べた ｢スタ

ートする｣の特徴に通ずる｡

(E)で ｢はっきりと｣と言ったのは,たとえば ｢とま

る｣と言うよりt,次の例のように ｢ストノ1する｣と

言った方が.いかにも状態の持続がビシャリとなくな

ってしまう感じを与えるはずで,そのように,瞬間を

きわだたせる効果が ｢スター トする｣にもあると思う

からである｡

伽)北の湖の連勝記録はついに24で ストyプした｡

糾)原油の供給が ストノブすると.･･････｡

そこで移動状態に入ることをはっきり表わす ｢スタ

ー トする｣は ｢はじまる｣と関連してくる｡

5 ｢はじまるJ と ｢スター トする｣

¢5) 国連の呼びかけによる ｢国際児薮年Jがスター

トした｡

伽)"第三世代のテレビ〝とのふれ込みで スター ト

した 音声多重放送｡

(27) 七日から スター トする NHK大河 ドラマ｡

伽 束El本では緑の週間も スター トし.･･････｡

629)取次店から スター トした K沓掛 ま,･･-･･｡

(30) さあ棉立潮金を スター トしましよう｡〔※他

動詞〕

これらの ｢スター トする｣を ｢はじまる｣と言いか

えることはできる｡先に問題にしたXは,これらでは

いずれも ｢こと｣を表わす語だと考えられる｡ととも

にそれを ｢一に関係するヒト｣と言いかえると,文が

おかしくなる｡そのために,｢出発する｣と言いかえる

のが無理になるのだろう｡

では｢はじまる｣｢スター トする｣の意味は同じだろ

うか｡｢スター トする｣は,攻走する人やその人が乗る

ものが移動の状態に入ることを表わすが,そのために,

移動を表わさない場合にも ｢勢いよく動き出す｣印象

が加わる｡その結果.｢スター トする｣と言うと,｢勢

い｣｢新しさ｣｢晴れがましさ｣などが伴なうことにな

り.また ｢こと｣が行なわれるようになる時をはっき

り表わすことになる｡｢宣伝効果｣をねらう表現では,

｢はじまる｣で意味が通じるのに,好んで ｢スター ト

する｣と言われるゆえんである｡逆に言うと,そうし

た特徴のために次の例のような ｢はじまる｣を ｢スタ

ートする｣と言いかえることは,少々無理になる｡

81) こちらから話しかけると,答えは ｢エツトー｣

で はじまり. ｡

82) コーチャン調執 まロ杜の概要,二人の経歴から

はじまって,--･｡

(33)鶴見川第二保健所ではあわただしい動きが は

じまったが,-･･･｡

伽) 九時から ｢熱中時代｣が はじまる のを.眠

い日をこすl)ながら待っている子供達｡

新開にある次のような例は.｢スター トする｣と言う

だけの必然性があるのだろうか｡

(35) 米側資料の分析,検討が スタートするが,･･････｡

(36) 二月一日から衆院矛井委審議が スタートする｡

競走などの出だしを言う場合には ｢スター トする｣

は日本語として定着していると思えるが,｢はじまるJ

で言いかえができる表現の場合,その時の気分でなん

となくいい感じがするので言っている,といったきら

いがなくもない.｢はじまる｣が日常語として定着して

いるだけにそう思えるのであろう｡カタカナ語に反感

を覚える人がいるのもこのあたりに一因があるのかも

しれない｡

6. まとめ

表現される内容 (-意味)の共通点と比較点として

は次のようなことが考えられる｡
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【1】

｢出発する｣ ｢スター トする

｣共 ヒト.あるいは人によって操作される!,のか

,移動過 する状掛 二

人ること○比戟 a.速さ.勢いは関係しな a:移動

に入る時の速さ,い.妙くような速さで 勢いが大きいことが衷

もよい. わきれる○b.意思は強く表わす

. b:意思は食わさない.C.｢どこかへ｣(は

つき C:｢どこか-｣の含藩はりした目的地である

必要はない)の含意あり○ ない○d.近くや通い慣れている d:近くや適い倒れている

所へ行く場合には言わ 所へ向かう場合でも.ない○

移動する速さや勢いを間過にする時には言う｡

e.移動に入ることととも e:移動に入ることをはつに.移肋して行 くこと きり-Xr

わすのかfrr..I.L1..でをも求わす○ あ

る｡捕 rうごきだす｣:a,6,今いる地点から移劫す

る状態に入ることを米わすのがiT1-.

点で,rどこか-｣の合意はなく,そのため移動がなくても

言える.rでかける｣:a.b.近 くや通いti'日して

いる所-行く足 場合にも-Eiえる｡｢どこか-｣の倉掛 ま

なくtr(場比較 所)へ｣と言う場合にも.家とか今いる地.
L:I.の付近から外へ移動しようとすることを-炎.わすの

か_qTt'.点○｢かけだす｣｢はしリだす｣ :a:b:

C:d:｢かけるJ｢はしるJという動作のflll..Niが

袈現されることで rスタ- トする｣とは追ってくる

○｢出発する｣ ｢スタートする｣共 ヒトが.あ

るつとめや立場を持続する状態に入るこ過 と○つとめや立場は r～として｣で教わすことがで

きる凸比 晴れやかさなどの感じ
は 晴れやかさ,際立った感表わさない｡ じなど

が紬か ､.その状戟 態に入ることをはっきりと食わすO榔 rあゆみはじめる｣:r.歩む｣という肋作の梯桝が袈

足比 わきれることにより,-.JL-{-
3L-=足を蹄みしめながら較 経験を桃むとtTう状態に入るまうな辿怨を呼ぶ○

｢出発する｣ ｢スター トする｣ ｢はじまる｣北 瞬問に終わってしまわない何かの rこと｣れ ない油 状態か

らある状態へ移ること○比舵 ｢こと｣を表わし

ている語をrそのことに関係するヒト｣と言いか

えることができる○ 召いかえることはできな

い○勢い,新しさな

勢.い.新しさ. ｢スタートするJどの感じは伴な

晒れがましさな にあるような特わない. どの感じが件

な 徴は表わさない○つ○ ごく骨油の表現

3才i:伝効果をねらう米.現では好まれる

. をする.言語経歴 :1954年 2

月神奈川県南足柄了IIJ'生｡現在に

至る｡く余 録〉神奈川県といっても

大都会をつきはなした,て くてく峠を越えると駿河の国にこ

ろげこむ,早 くいえばいなか,そこに-事J<った私｡

東京がすぼ らしいものでないとわかると,野暮でかま

わないと悟 った｡ とはいえ.ことばは気がひけた｡｢行

くペえ｣｢知 らねえ｣｢いちんち (一 日)｣などは ｢

愁いことば｣だ という意識が癖のすみにある｡それは明治後

期の標畔語教育の余波らしい｡｢憩いことば｣を言

わないことはそれほど稚しくない｡というの も,標準的共

通語は現在に至っても文辞語に･lE基づいている｡肋

動詞などの補肋語や音湖上の変形を少し改めれば共通語に

なると思っていたので｡けれどだんだん自信がな くな

ってきた｡節 1に,r日本語研究Jの演習をやって

みると,語義忠故にわ l)と個人差があることにEJも

づかされる｡ もっとも,部屋の中での反省は,現米離

れ症 を誰氏にもたらすきらいがなくもない｡第 2にアク

セン トでちょいとぐらついた｡私の姓は地元では ｢ カ

｣が低い;二二 .ところが大学に来るとほとんどの方が ｢カ｣を高 く呼ぶ｡小学館の r
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