
“マスク”に学ぶ 
言葉探究編

都甲　由紀子
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マスクってなに？
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Mask と書くとこんなイメージ？
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MASK　https://www.amazon.com/s?k=mask&i=movies-tv-intl-ship&ref=nb_sb_noss
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被服
衣服
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マスクは衣服ではないけれど 

被服とはいえます

5©2020togolabo



「被服学」を担当する教員として 

「マスクとは何か」を説明すべき
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日本人にとってのマスクとは？
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これでしょ？
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タイガーマスクと言われれば？
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これでしょ？

※世代によって違う？

©2020togolabo



11

虎柄マスク？
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虎デザインのマスク？
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プロレスラーの 

覆面 

“マスク”
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マスクって何？ 

疑問に思ったので， 

調べてみました！
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日本語での「マスク」とは？
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手元の辞書をひいてみました！
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マスク（広辞苑 第６版）
①　面。仮面。 

②　病菌・埃などを防ぐために鼻・口を覆うもの。多くガーゼ地で作る。 

③　野球やフェンシングで，面部をおおう防具 

④　顔立ち。容貌。「甘い－」 

⑤　ガス－マスクの略。 

⑥　デス－マスクの略。
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６項目ひとつずつ 

見ていきましょう！



① 面。仮面。
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広辞苑の最初には 

この意味が！



② 病菌・埃などを防ぐために 

鼻・口を覆うもの。 

多くガーゼ地で作る。
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※布マスクが事例になっている 

不織布の使い捨てマスクに 

ついては記載なし 

辞書が古いのか？



③ 野球やフェンシングで， 

面部をおおう防具
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確かにキャッチャーも 

フェンシングの選手も 

「マスク」をしている！ 

剣道の面もマスクか？



④ 顔立ち。容貌。「甘い－」

20

女性の顔立ちについて 

甘いマスクとは 

言わない気がする… 

なんでかな～？
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⑤ ガス－マスクの略。

21防毒マスク，ですね
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⑥ デス－マスクの略。
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死後すぐの人の顔に 

石膏で型をとって 

作った顔面像
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日本語の「マスク」には 

名詞としての 

いろんな意味があります！
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でも，一番先に思い浮かべるのは 

やっぱりこのマスクでは？
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②



② 病菌・埃などを防ぐために 

鼻・口を覆うもの。 

多くガーゼ地で作る。
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日本では，以前から 

咳エチケット＆感染症拡散防止 

花粉症対策等として 

日常でマスクをすることが 

それほど不自然ではない
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マスクで鼻や口を覆うのは 

顔を隠すためではない
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こういうのは 

マスクというより 

“お面”
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にわかせんべい好きです！



英語のMaskとは？
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mask -n.（プログレッシブ英和中辞典第２版）

1.　覆面，　仮面，　　水中マスク（swim mask）； 

（古典劇などで用いる）面，仮面； 

（ガーゼなどの）マスク； 

〔スポーツ〕（捕手などの）マスク：
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mask -n.（プログレッシブ英和中辞典第２版）

1.例文 

the ～ of comedy [tragedy]喜劇［悲劇］の面 

（▶a comic [a tragic] maskともいう） 

／wear [put on] a ～ 

　マスクをかぶっている［かぶる］ 

　；正体［本心］を隠している［隠す］．
31



mask -n.（プログレッシブ英和中辞典第２版）

2.おおい隠すもの；ごまかし，見せかけ： 

　under the ～ of darkness [friendship] 暗闇に乗じて　　

　　　　　　［友情という口実のもとに］ 

　／throw off one’s ～仮面を脱ぐ；正体をあらわす． 

3. ((古))仮面を付けた人，仮面舞踏者，仮面劇の役者；

仮面舞踏会，仮面劇（masque）；お祭り騒ぎ．
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mask -n.（プログレッシブ英和中辞典第２版）
4.（石膏で作った）面型：a death ～デスマスク． 

5.（キツネなどの）顔面，頭部， 

（シャム猫・ある種の犬の）黒っぽい顔． 

6. 仮面飾り，グロテスクな顔［首］． 

7.〔城〕（砲台・軍事行動を隠し援護する）遮蔽物． 

8.（写真・窓などの）保護用おおい．
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ネット上の辞書には 

「美顔用パック」という意味も 

記されていました

34©2020togolabo

英辞郎 on the WEB https://eow.alc.co.jp/



コンピュータ用語のマスク 

《1》ビット単位の処理（ビット列の一部抽出など）

のために使われる補助的なビットパターン。 

「ビットマスク」とも呼ばれる。 

《2》ビットマップ画像の処理（透過処理など）の　

ために使われる補助的なビットマップ。 

「イメージマスク」とも呼ばれる。
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mask -v.t.（プログレッシブ英和中辞典第２版）
1.…を仮面でおおう；〈特に感情を〉隠す，いつわる：～ one’s face 面を

かぶる／～ one’s true feelings 本心を隠す． 

2.〈図案・絵などを〉被覆する． 

3.〔城〕〈砲台・軍事行動を〉敵から隠す：～ the gun batteries 砲列を掩

蔽する． 

4.〔軍〕〈敵の堡塁・攻勢を〉けん制する，阻止する
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mask -v.i.
•仮面を付ける；仮装する



英語のMaskは 

中世ラテン語で「幽霊」 

“mascus”が語源
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欧米の幽霊は足があるんだったかな？
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ラテン語にも種類があるのか！？

ラテン語ってどうやって勉強するんだろう？

なぜ幽霊がマスクに転じたのかな？



マスクを意味するラテン語 

“PERSONA：ペルソナ”
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英語の「Mask」という言葉は， 

名詞もたくさん 

自動詞・他動詞，両方あり
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水中ゴーグル 

“Swimming mask”
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特定の用途があるマスクの呼称は 

成句になっている。



医療用（手術用）マスク 

“Surgical mask”
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Surgery：手術 

Surgeon：外科医 

受験前に覚えました！



酸素マスク 

“Oxygen Mask”
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43Amazonサイトより

キャメロン・ディアス 

かわいい結局のところ 

欧米でマスクといえば・・・



顔を覆うのは 

悪事を隠すためであり 

怪しい人
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アメリカは 

銃社会だし
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ごまかし，見せかけ，隠す，偽る



仮面舞踏会＝masquerade 

コンピュータアクセスの 

なりすまし
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あなたが思い浮かべるのは 

TRF？嵐？少年隊? 

ハチャトゥリアン？ 

浅田真央ちゃん？ 

東野圭吾さん？
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英辞郎 on the WEB https://eow.alc.co.jp/



欧米において 

鼻と口だけ覆う形　　の 

マスクも含め 

一般人が顔を隠して歩くのは 

不自然
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欧米のみなさんもマスクをし始めた
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 欧米でマスクへの評価が急上昇　着用義務化の国相次ぐ　2020.4.8日経　←写真参照 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57717010W0A400C2000000/

スロバキア女性大統領であるズザナ・チャプトバ氏は、ドレスと同じ、紫色のマスクを着用



英語通販サイトに掲載されている 

「マスク」の英語表記は 

Face mask，Face cover， 

Mouth mask，Mouth cover, 

など

48©2020togolabo Amazon.com https://www.amazon.com



今，世界中において， 

感染拡大防止のための 

マスク着用が 

求められています！
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英語以外の外国語で 

“Mask”にあたる言葉も 

Google翻訳で調べてみました!
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英語：mask → 日本語：マスク
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Google翻訳 https://translate.google.co.jp/



英語：mask　を翻訳
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Google翻訳 https://translate.google.co.jp/

➡ドイツ語　　：Maske 

➡フランス語　：masque 

➡ギリシャ語　：μάσκα
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Google翻訳 https://translate.google.co.jp/

英語：mask　を翻訳

➡イタリア語　　：maschera 

➡スペイン語　　：máscara 

➡ポルトガル語　：mascarar



54
Google翻訳 https://translate.google.co.jp/

英語：mask　を翻訳

➡ロシア語　：маскировать 

➡中国語　　：⾯具 

➡韓国語　　：마스크　（←発音はマスク）



➡ヒンディー語　：मुखौटा 

➡タイ語　　　　：หน้ากาก 

➡ミャンマー語　：မျက%်'ှဖံးု
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Google翻訳 https://translate.google.co.jp/

英語：mask　を翻訳
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右から左に 

書く言語 
Google翻訳 https://translate.google.co.jp/

英語：mask　を翻訳

➡ヘブライ語　　　： 

➡ペルシャ語　　　： 

➡アラビア語　　　： 

 מסכה
 ماسک

 قناع



他の言語も調べて 

発音を聞いてみましょう！ 

Google翻訳  

https://translate.google.co.jp/

57©2020togolabo

まだ発音が収録されていない 

言語もあります。



「マスク」を表す各言語には 

その言葉を使う人々の背景が 

反映されていることでしょう
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「マスク」という一つの言葉にも 

その言葉を使う人々の生活環境や 

文化・社会・民族性などが 

色濃く表れます
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防寒のために 

鼻や口も含めて頭部を覆うのが 

一般的な寒冷地
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紫外線や日差しから守るために 

頭部を覆うのが一般的な地域
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日常的なおしゃれとして 

ステキなマスクをする 

人たちもいるかもしれません
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顔や頭を覆うことに 

宗教的に大切な意味がある 

という人たちもいるでしょう
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欧米のMaskに対する共通認識は 

ブルカ禁止法とも 

関係あるかも？
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日本語や英語とは異なる 

背景や機能を持つ 

「マスク」に当たる言葉も 

あるのかもしれません
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言葉と意味は１対１ではないし， 

使われる場面や状況， 

文脈・時代によっても変化します
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語学の勉強は難しいし 

翻訳ソフトも簡単にはできません
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翻訳ソフトの機能， 

昨今格段に上がっているのは 

感じます！ 

開発者のみなさん，すごい！



言葉の意味を決めつけず 

世界中の人々の 

多様な背景にも着目して 

言葉を学びましょう！
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異なる背景を持つ人々に 

同調はしなくても 

違いを理解することは 

できるはず
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言葉による 

相互理解が 

世界平和の原点
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今回は「マスク」を起点に 

着用の意義について確認し 

言葉の学びを深めてもらえたら 

何よりです♪
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知っているつもりになっている 

被服の種類を表す言葉についても 

改めて辞書をひいて 

調べてみてくださいね！
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身近なものから言葉を学び 

言葉を大切に使いましょう！
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•広辞苑（第６版）　“マスク” 

•プログレッシブ英和中辞典（第２版）“mask” 

•英辞郎 on the WEB https://eow.alc.co.jp/ “mask” 

•MASK　https://www.amazon.com/s?k=mask&i=movies-tv-intl-ship&ref=nb_sb_noss 

•日経新聞　https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57717010W0A400C2000000/ 

•Amazon.com https://www.amazon.com “mask”を検索 

•Google翻訳　https://translate.google.co.jp/　“mask”“マスク”からそれぞれの言語に翻訳
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出典



Special thanks 

いらすとやさん♪
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制作：都甲　由紀子（被服学Ⅰ，被服学Ⅱ担当）


