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借用語の意味変化 

― futon「布団」と hibachi「火鉢」― 

 

土 居   峻 
 

 

１．はじめに 

 英語という言語は、諸外国語から語句を取り入れることによって表現を豊かにして

きた。古英語から存在する本来語が骨格となっていることは当然のことながら、代名

詞など文法の中核となる部分にも借用語が入り込んでいる。英語が如何に貪欲に外来

語を取り入れ、自らの体系に組み込んできたかが見て取れる。古くは、北欧ゲルマン

系の言葉に始まり、ラテン語・ギリシア語やノルマン系のフランス語からの借用があ

る。大英帝国時代の殖民地の各言語からの借用も盛んに行われた。イギリスが接触・

交流したことのある文化からは、英語は必ずなにがしかの借用を行っていると言って

良い。 

 

２．日本語からの借用語 

 日本とイギリスとの交流は意外と歴史が長い。W. アダムス（William Adams、三浦

按針、1564～1620）が日本に漂着し、徳川家康の側近に取り立てられたのは 1600 年

（関ヶ原の戦いと同じ年）のことである。また、1613 年には英国王ジェームズ 1 世と

将軍家康との間で国書が取り交わされ、国交が樹立されている。諸外国との貿易の拠

点が長崎の出島に移される前の平戸にはイギリス東インド会社の商館もあった。しか

し、その後は両国の国内事情もあり、この修好関係は間もなく 1623 年に途絶えるので、

この時代の借用語はあまりない。  

 次に日本と英語圏が接触するのは幕末、アメリカのペリー率いる艦隊が来航するま

で待つことになる。いわゆる「安政の五箇国条約」によって日本に諸外国の外交官や

商人が滞在することとなった。英米の外交官たちが本国に送った報告書や、彼らが本

国に戻ってから記した書物などで日本が紹介され１、その中では日本語の語句も多く登

場している。この時期は、自国文化と異質なものとして日本を紹介することが中心と

なり、必然的に文化的な借用語が多くなっている２。 

 日本と英米を含む諸外国との交流が盛んになり、日本製品が知られるようになると、

文化に関する語だけではなく、産業に関する語もわずかに増えてくるが、まだ「東洋

にある未開の国」のイメージも強かったようである ３。本格的に産業に関する語が増え

るのは第二次世界大戦後のことであり、これは日米間の貿易摩擦など産業・貿易に関

する事項が増える時期と一致している。 

 英語における最大の辞書として、The Oxford English Dictionary（『オックスフォー

ド英語大辞典』、以下 OED と略記する）が挙げられるが、この辞典は語形や語義の変

遷を用例文（実際の文献中に使われているものからの引用）の提示によって明らかに

している。英語に取り入れられて使われている語を採録しているので、英語の本来語

は勿論のこと、様々な時代の色々な言語からの借用語も多く含まれている。その OED



には、469 語もの日本語借用語が見出し語として取り上げられているが４、その意味分

野や時代区分からの分析は拙稿に載せているので ５、ここに再掲することは避けたい。

これを見ると、「日本と英語圏の接触」と「その時代の借用語」と「英語圏における日

本へのイメージ」が密接に結びついていることが改めて実感される。  

 さて、このような日本語借用語の中には、我々日本人の感覚からは少し違うことに

なってしまっている語もある。借用の過程において、ねじれが生じてしまっているの

である。そのような語の中で、本稿では futon「布団」と hibachi「火鉢」を検討した

いと思う。 

 

３． futon と布団 

 「布団」を今更、解説する必要もなかろうが、まず『ブリタニカ国際大百科事典』

の「ふとん」の項から以下に抜萃しておく。 

 

蒲団，布団とも書く。布製の袋の中に綿や羽毛あるいはフォームラバーなどを入

れたもので，寝ぶとんと座ぶとんとがある。寝ぶとんは，敷きぶとんと掛けぶと

んに分けられる。昔は，敷きぶとんに相当するものを褥（しとね），掛けぶとんに

相当するものを衾（ふすま）と呼んだ。  

 

本稿は「座布団」については扱わないことにするが、そうすると、「布団」は「敷布団」

と「掛布団」とに大別されることになる。これは日本人の感覚からすればごく自然な

ことであり、改めて議論することもなかろう。また、『大辞林』が「防寒・保温用にす

る」と言っている通り、文脈を与えられずに単に「布団」と聞いて思い浮かべるのは

「掛布団」のことが多いのではなかろうか。  

 一方、OED の第 2 版（1989 年刊）では、‘futon’の定義が ‘A Japanese bed-quilt.’〔日

本の布団〕となっており、「敷布団」「掛布団」の別は示していない。また、語源欄に

は [Jap.]とあるのみである。以下の 4 例が示されている。  

 

1876 Trans. Asiatic Soc. Japan  IV. 172  Those..who..are tired of tinned meats 

and live futons.  〔罐詰の肉や鮮やかな布団にうんざりしている者。〕 
 

1886  E.  S.  MORSE Jap. Homes  212  The futons , or comforters, are..hung over the 

balcony rail to air.  〔布団、つまり掛布団は、乾すためにバルコニーの手摺に掛け

られる。〕 
 

1891  CHAMBERLAIN  & MASON Handbk. Japan 8  Beds are still rare; but good 

quilts (futon) are laid down on the mats.  〔ベッドはまだ稀だが、しっかりとした

キルト（布団）が畳の上に敷かれる。〕 
 

1959 Encounter Jan. 20/2  Their futon—the wadded quilt stuffed with cotton- 

wool which serves the Japanese for a bed .  〔日本の布団、つまり、日本人にとっ

てベッドの用を為す綿の詰め物をしたキルト。〕  

 

1876 年の例はどちらかわからないが、1886 年の例は comforter「掛布団」である。後



の 2 例は「敷布団」であろう。  

 後に刊行される OED 第 2 版に対する補遺である Additions Series（1994 年、1997

年刊）において、定義文に ‘Hence, any thin mattress or low-lying bed deriving from or 

resembling the Japanese original. ’〔故に、もともとの日本の布団から派生した、ある

いはそれに類似した、薄いマットレスや背の低いベッドのこと〕と付け加えられた。

つまり、「敷布団」の意味が強化されたことになる。この語義に対しては次の 4 例が挙

げられている。  

 

1972 N.Y. Times 11 June X. 18/5  Beds are quilt-like puffs called futongs  stored 

in a closet until night when they are unfolded on the tatami  mat floor.  〔寝床は布

団と呼ばれるキルトのようなフワフワとしたものである。それは、夜まで押し入

れの中にしまわれており、夜になると畳の床の上に広げられる。〕 
 

1974 K. MILLETT Flying V. 477  His mother came upstairs to help me measure 

for a new futong .  〔彼の母親は上階にやってきて、新しい布団の寸法を測るのを

手伝ってくれた。〕 
 

1984 J. DENTINGER First Hit of Season  vii. 46  An empty vodka bottle stood on 

the floor by the futon sofa.  〔空になったウォッカのビンがソファベッドのそばに

あった。〕 
 

1986  Artseen  Dec.  19/2   They fall  onto  the stripped-pine  futon.  〔彼らは stripped- 

pine futon へと倒れ込む６。〕  

 

こちらは、語義にも示されている通り、全てが「敷布団」のほうであり、また、類似

の「マットレス」状のもののことである。 

 それでは、futon という語が実際にどのように使われているのかを見てみよう。その

ためには、Google の画像検索を使うのが便利である。その語が用いられているウェブ

ページに表示される画像を抽出して並べてくれる。 futon を画像検索してみると、「ソ

ファベッド」のようなものが数多く見つけられる。勿論、日本の「敷布団」や「掛布

団」の写真も見られるが、「ソファベッド」のほうが圧倒的に多く表示されてくるので

ある。 

 画像の検索はしなくても、futon がウェブ上の文章中でどのように使われているかを

見れば、欧米人が futon についてどのように理解しているのかよくわかる。以下に幾つ

か例を挙げておく。  

 

See the image below that explains how to convert the Futon from Bed position to 

Seat position.  (retrieved 13 Feb. 2016, from http://andromeda.star.bris.ac.uk/  

junk/Warwick.pdf)  〔ソファベッドをベッドの状態からソファの状態に変形する方

法を示した下の図をご覧下さい。〕  
 

A high quality futon can bring many years of pleasure as both a bed and a 

sofa.  (retrieved 13 Feb.  2016,  from  http://www.thefutonking.co.uk/)  〔品質の 



高いフトンは、ベッドとしてもソファとしても、長い間快適にお使いいただけま

す。〕 
 

Futons are interchangeable sofa-beds with mattresses and wooden frames .  (re-

trieved 13 Feb. 2016, from http://www.ehow.co.uk/how-does_4607217_a-futon 

-work.html)  〔フトンとは、マットレスと木製の枠のある、ソファとしてもベッド

しても使えるものである。〕 

 

 つまり、現在、英語の中で使われている futon という語は、日本語の「布団」からは

離れてしまい、「ソファベッド」や「マットレス」の意味に変化しているということに

なる。確かに、ソファベッドのクッション部分もマットレスも「袋に縫った布の中に

綿・鳥の羽毛などを入れたもの」であり「寝具」にすることもできるが７、日本の「布

団」とは似て非なるものなのである。 

 

４．hibachi と火鉢 

 別稿でも取り上げているが８、hibachi の意味には「誤解」と「意味拡張」により変

化が生じている。OED の語義は ‘A large earthenware pan or brazier in which charcoal 

is burnt esp. in order to warm the hands or heat a room.’〔特に手を温めたり部屋を暖

めたりするのに使われる、木炭を燃すための大きな陶製の器あるいは火鉢〕となって

おり、この時点ではもともとの「火鉢」の意味を正しく伝えていると思われる。  

 語源欄には [Jap. hibachi , hi-hachi , f. hi fire + hachi  bowl, pot.]とあり、日本語表記

における各漢字の意味も明示されている点、futon の項とは違っている。特に何かを意

図したものではないと思われるが、「布団」には「蒲団」という別表記が存在すること

も影響しているのかもしれない。また、OED 編纂当時はまだコンピュータなどはなく、

手作業で行っているため、20 巻もある大きな辞典の中で表示方法に揺れがあるのは当

然のこととも言える。  

 OED には以下 5 つの用例文が提示されている。前の 4 例については、特に問題はな

く、日本の「火鉢」を指しているものと思われる。問題となるのは最後の 1965 年の例

で、ここでは「火鉢」の説明が「小型のバーベキューグリル」となっている。これは、

日本のことを知らぬオーストラリア人に「火鉢」を説明しようとして、身近にあるも

のに儗えたものである９。 

 

1863  R.  ALCOCK Capital of Tycoon  II. xvi. 379  There were also some fifty 

Hebachis , or vessels for burning charcoal and warming the rooms, corresponding 

with the Spanish Brazeiro.  〔火鉢も 50 ほどあった。火鉢とは、木炭を燃して部

屋を暖めるための容器で、スペインのブラセロに相当する。〕 
 

1874 Trans. Asiatic Soc. Japan  II. 132  Boys and girls assemble around the hi-

bachi .  〔男の子も女の子も火鉢の周りに集まる。〕 
 

1921 Outward Bound  Apr. 22/1  The little kimori  [sic, for komori nurse-maid] 

was bidden to join the family circle around the hibachi.  〔幼い子守は火鉢の周り



の家族の輪に加わるよう促された。〕 
 

1959  R.  KIRKBRIDGE Tamiko iv. 28  The small..mat room was bare except for..the 

hibachi, and a scattering of china on the shelf .  〔小さな畳の部屋には、火鉢と棚

に僅かにある陶磁器を除いて、何もなかった。〕 
 

1965 Austral. Women’s Weekly  20 Jan. 27/1  The other indispensable came from 

a prolonged stay in Yokohama, a small serviceable iron hibachi, the original of 

the Western barbecue grill, but portable.  〔もう一つ忘れてはならないものは、横

浜での長期滞在から持ち帰ったものである。小さくて実用的な金属製の火鉢であ

るが、これは西洋のバーベキューグリルの原型であるものの、持ち運べるもので

ある。〕 

 

 1965 年の例が意味拡張の例でないとすれば、OED の用例に見られる hibachi はどれ

もが日本語の「火鉢」の意味のまま使われており、問題ないことになる。ところが、

実際には、日本語とは違う使い方をされている実例が多く存在している。ウェブ上に

も多く見つけることができるので、(1)調理器具を指しているもの、(2)その上で調理さ

れた料理を指しているもの、 (3)その他、の 3 つにわけて、以下にその例を幾つか紹介

したい。  

 まず第 1 は、調理器具として用いられる hibachi である。炭火の上に金網や鉄板をの

せて肉などを焼くものである。1 例目が正にそのことを述べている。また、2 例目で学

生が売ろうとしているのは明らかに「バーベキューグリル」そのものであり、3 例目で

は barbeque「バーベキューグリル」と同列に扱われるべきものと見做されていること

がわかる。  

 

In the US the term “hibachi” refers to a small cooking stove heated by char-

coal.  (retrieved 11 Feb. 2016, from http://passport.umn.edu/ambassadors/2014/  

03/03/271/why-should-you-choose-minneapolis)  〔アメリカでは、「ヒバチ」とい

う語は木炭で熱せられる小型の調理用焜炉を指す。〕 
 

Hibachi grill, $1.   Perfect  for grilling sausages,  veggies, and other light barbeque 

adventures.  (retrieved 9 Aug. 2011, from http://ix.cs.uoregon.edu/~victorhs/  

website/sale/)  〔ヒバチ・グリルを 1 ドルで。ソーセージや野菜、ちょっとしたバ

ーベキューのネタを焼くのに最適。〕 
 

Use of personal barbeque or hibachi is allowed when placed in a safe location 

and does not impact other campers.  (retrieved 11 Feb. 2016, from 

http://www.mauicounty.gov/DocumentCenter/Home/View/8481)  〔安全な場所に 

設置され、他のキャンプ客に影響を与えない場合、持ち込みのバーベキューグリ

ルやヒバチの使用は許可される。〕  

 

 そして第 2 に、調理器具としての hibachi を使って調理された料理である。バーベキ

ューで焼いたものであり、また、金網ではなく鉄板を用いた場合には「鉄板焼き」と



なる。1 例目と 2 例目はいずれを指すのかはわからないが、料理を指していることは間

違いない。3 例目は鉄板焼きのことと思われる。また、hibachi を売りに全米展開して

いる鉄板焼きのチェーン店 Benihana「ベニハナ」も存在する 10。  

 

There are also entire sections of the menu devoted to hibachi, tempura, teri-

yaki and other kitchen entrées, all of which are served with soup, salad and 

rice.  (retrieved 11 Feb. 2016, from http://vsa.vassar.edu/hudsonvalley/dining/ 

sushivillage)  〔メニューにはヒバチ、てんぷら、照焼き、その他の主菜に特化し

たコーナーもある。これらはどれを註文しても、スープとサラダとライスが付い

てくる。〕 
 

We richly feasted  on  Japanese  hibachi,  Italian  and other ethnic  foods.   (retrieved  9  

Aug.  2011,  from  http://www.barnet.gov.uk/friends-of-montclair-newsletter-spring 

-2008.pdf)  〔日本のヒバチ料理、イタリア料理、そして他の民族料理をしっかり

食べた。〕 
 

We went to a hibachi restauraunt [sic] called Osaka.  We ordered sushi rolls and 

hibachi shrimp galore.  (retrieved 11 Feb. 2016, from https://www.amherst.edu/  

admission/mttg/student_blogs/archive/lf17)  〔私たちは「オーサカ」という鉄板焼

き店に行き、巻寿司や鉄板焼きのエビをたくさん註文した。〕  

 

 最後に、調理器具でも料理でもない意味で使われている hibachi の実例を提示してお

く。いずれも鉄板焼き店で行われている料理人による調理パフォーマンスを指してい

る。 

 

Kaizen Hibachi Grill and Sushi is a modern Japanese grill where you enjoy not 

only the hibachi style cuisine but also the very popular hibachi shows, which 

features the chef preparing your meal in front of you while doing some pretty cool 

tricks with the food.  (retrieved 12 Feb. 2016, from https://record.goshen.edu/  

2015/03/31513-explore-food-around-goshen)  〔「カイゼン・ヒバチ・グリル・ア

ンド・スシ」は現代日本的な焼き肉料理専門店であり、鉄板焼きの料理だけでは

なく、とても人気の出ている「ヒバチ」のパフォーマンスも楽しむことができま

す。料理人が食材で大変素晴らしい藝をしながら目の前で調理してくれるパフォ

ーマンスです。〕 
 

A week ago today, I had my first Hibachi experience.  Yes, I’ve been to plenty 

of Japanese restaurants, but I’ve never fully experienced Hibachi, when the 

chefs cook the food in front of you.  (retrieved 12 Feb. 2016, from 

https://blogs.hope.edu/students/campus-life/a-week-in-review/)  〔先週の今日、私

は初めて「ヒバチ」を体験した。確かに多くの日本料理店に行ったことはあるが、

料理人が目の前で調理してくれるような「ヒバチ」を本格的に経験したことはな

かった。〕 

 



 2 例目は「『ヒバチ』を体験」と言っているだけではあるが、多くのアメリカ人が、

こうしたパフォーマンスが日本国内のステーキ店などでも行われており、それが「火

鉢」と呼ばれているものだと信じているらしい。Hibachi Restaurant は、料理人が鉄板

の上で様々なパフォーマンスをして客を楽しませながら料理を給する鉄板焼き店のこ

とである。  

 

５．まとめ 

 世界中の言語から借用を行っている英語には、日本語からの借用語も数多く存在す

る。これら日本語借用語を見ることによって、借用された年代における英語圏での日

本に対するイメージを垣間見ることができる。このことについては、既に拙稿にまと

めている 11。 

 日本語借用語には、日本語の用法とは違った使い方をされているものもある。借用

の過程において意味が変化していくのである。そのような例として、本稿では futon「布

団」と hibachi「火鉢」の例を紹介した。 futon は主に「敷布団」について使われ、そ

こから派生して「ソファベッド」や「マットレス」の意味が生じている。hibachi は「七

輪」との混同によるものだろうか、調理器具としての意味があり、これは「バーベキ

ューグリル」とでも訳すのが適当であろう品物である。また、金網を鉄板に代えた品

物も存在し、その上で調理されたものも hibachi と呼ばれている。さらに、鉄板焼き店

で行われている料理人によるパフォーマンスについてまで hibachi の名前が与えられ

ている。 

 futon も hibachi も特にアメリカにおいて日常語として定着し、変化した後の意味で

使われている。日本語本来の意味から離れ、その日本語としての出自も全く気にせず

に使われているのでる。このようにして定着した日本語借用語には他にどのようなも

のがあり、意味変化についてどのような傾向が見られるのか。今後、このような観点

から調査・研究したいと思っている。  
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３ The Oxford English Dictionary 第 2 版の補遺に取り上げられた日本語を見ると、

従来通り文化に関する語が多い一方で、 kaizen「カイゼン方式」、 shosha「商社」、

zaitech「財テク」など、産業に関する語も取り上げられてきている。最近のウェ



ブ版に於いては sokaiya「総会屋」や karoshi「過労死」といった語も見られる。  
 

４ 東京成徳英語研究会編『西洋の日本発見』、東京成徳英語研究会『OED の日本語

378』、拙稿「The Oxford English Dictionary における全日本語借用語」参照。 
 

５ ‘Japanese Loanwords in the Oxford English Dictionary  and in the English version 

of Kæmpfer ’s the History of Japan’, pp. 85–88. 

時代区分別については、日本語借用語が急増する時期が 3 回見られる（1700 年代

前半、1800 年代後半、戦後）。E. ケンペル『日本誌』（Engelbert Kæmpfer, The 

History of Japan, trans. by J. G. Scheuchzer, London, 1727）の出版、1854 年のい

わゆる「五箇国条約」の締結、そして戦後の経済発展に因るところのものである。

意味分野別の分析については、註２・註３を参照。  
 

６ stripped-pine futon の解釈としては、「塗装を剥離した松材のベッド（の上のマッ

トレス）」と「松葉を集めてマット状にまとめたもの」の 2 通りがあり得る。前者

は疲れて帰宅してそのままベッドに倒れ込むようなイメージ、後者は子供たちが

松葉を山に集めてそれに飛び込む遊びをしているようなイメージであろうか。

OED の用例文だけでは文脈がないので、どちらの解釈が適切であるかは不明であ

る。引用元を調査することも現段階ではまだできていない。また、主語の they が

何を指しているのかも不明であり、人でない場合には別の解釈を考える必要が出

てこよう。いずれにしても、futon が柔らかい「マットレス」状の物であることは

確かである。 
 

７ 『大辞林』「ふとん」には「袋に縫った布の中に綿・鳥の羽毛・わらなどを入れた

もの。寝具や防寒・保温用にする。」とある。 
 

８ ‘The Naturalisation Process of the Japanese Loanwords Found in the Oxford Eng-

lish Dictionary’, pp. 686–687 . 
 

９ この点については、Edward T. W. Haig 教授（名古屋大学大学院国際言語文化研究

科）にご指摘いただいた。文章の筆者が「火鉢」を「バーベキューグリル」であ

ると思っていたわけではないことには注意が必要である。しかし、「七輪」との混

同もどことなく感じられるような気はする。  
 

10 公式ウェブサイト http://www.benihana.com/参照。ウェブページ上には teppan- 

yaki の表記も存在するが、メニューの商品名には hibachi と見える。 
 

11 「The Oxford English Dictionary における全日本語借用語」、‘Japanese Loanwords 

in the Oxford English Dictionary  and in the English version of Kæmpfer ’s the 

History of Japan’. 
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