
変な和製英語の単語を
正しい英語で書くと：

その２．喫茶店関係の用語



日本の喫茶店内では、 『ホットコーヒー』のことを単に『ホット』と言えば確実に通

じます。英語の ”hot” に由来していることは間違いありませんが、今や日本語に

なってしまっていますので、変な和製英語というのはむしろ変なのかも。今さらどう

することもできない、元に戻せない段階に達してしまっています。日本人が得意の

特殊で変な語学能力によるのです。同様に他にも、いくつかの単語がありますが、

屁理屈を言ったり、細かいことをうるさく言ったりせずに、大らかに日本の言語の

多様性を受け入れて、ストレスフリーで楽しく生きるべきでしょうね。それも健康長

寿の秘訣の一つです。なので、以下は広い心で目くじら立てずに気楽に読んでく

ださい。それにしても『フレッシュ』だけは、後述のように数ある喫茶店用語の中で

最も厄介で非常にややこしいことがあります。



日本人が意外と知らないアメリカの飲食店などでの注文の仕方など

日本ですと普通は簡潔に、『僕はアメリカン』、『私は紅茶』のように注文します。

ところが、アメリカへ観光に行って、この日本語をそのまま英語に直訳して ”I am 

American.” と言った日本人が実際にいました。この表現は良くなくて、正しくは

”I’ll have coffee.”ですが、実際にアメリカ人が発音しているのを聞いていると、

”I have coffee.” のように聞こえます。とにかく我々日本人にはこの”have”が重要

なのです。日本では薄いコーヒーのことをアメリカン (コーヒー) と呼んでいますが、

アメリカで普通に飲んでいるものがそれであって、わざわざ ”American coffee” と

呼ぶことは絶対にありません。単に ”coffee” だけでいいのです。そして通常は健

康のことを考えてか、砂糖もミルクやクリームを入れません。いわゆるブラック (ア

メリカンなので薄いが)で飲む人が多いようです。その代わりに自宅や勤務先で毎

日何杯も飲みます。日本の『お茶』と同様な感覚です。言うまでもなく ”American”



という英単語には『アメリカ人』という意味があり、 “I am American.” と言えば、そ
れを聞いたアメリカ人などは誰でも、日本人のようだけどアメリカ国籍を持ってい
る人かと思うだけでしょう。まさかコーヒーを注文しているとは全く思いません。そ
して国籍のことはいいから、早く注文の品を言ってくれとなります。多くの日本人
ならまさに教科書的に、中学英語的に “I want to drink coffee.” のように言うの
ではないでしょうか。知らなければ “have” は浮かばないでしょうし。最もシンプル
に “Coffee” か “Coffee please” だけで問題ありません。しかし、近年はスタバの
ようなコーヒーショップがあちこちにできてきて人気のようですが、そのメニューが
とても複雑であり、飲み物を入れてもらう紙コップのサイズもいくつかあって、慣れ
ないと注文するのが大変です。余談ですが、NYではスタバトイレでもあるんです。

ここで面白い(恥ずかしい)エピソードを書きます。大学の文系の学部のゼミの研
修旅行でニューヨークへ行った人の実話です。その参加者の学生から直接聞い
たのですが、ニューヨーク市内での移動のために、地下鉄の入口を探していた時
のことです。引率の先生が見つけて、『あそこだ、SUBWAYと書いてある！』と叫
んだそうです。近くへ行くと、それは地下鉄の入口ではなくて、日本にもある有名



な例のサンドイッチチェーン店のSUBWAYの看板だったのです。 “subway” を英
和辞典で引けば、確かに『地下鉄』と書いてありますが、この店の名前と地下鉄と
は全く何の関係もありません。皆さんご存じでしょうが、このサンドイッチチェーン
のSUBWAYの名称は、subとwayの合成語であり、subはこの店特有の横長の潜
水艦型サンドイッチのsubmarine(潜水艦) sandwichのsubに由来し、wayはお客の
好みのようにパンに挟むものなどを自由に指定できる “any way as you like” に
由来しているのです。SUBWAYは、アメリカに本社を置くファーストフードチェーン
店で、サブマリンサンドイッチを主力商品としており、全世界の店舗数は世界最大
級であり、マクドナルドよりも大きな巨大な飲食店チェーンだそうです。

ニューヨークの案内なら私にお任せください。F番目の故郷です。 ニューヨーク
のSUBWAY店はもちろんのこと、アメリカの何カ所かのSUBWAY店で食べたことが
あります。

気分転換用に、日本のSUBWAYの店とSubmarine Sandwichの写真を次に示し
ます。さらに続いて、ニューヨークの地下鉄乗り場へ降りて行く本物の地下鉄の入
口の写真や地下鉄物知り情報なども示します。１本の原稿になるくらいあります。



これがビル内にある日本のSUBWAYの店舗の外観 (地下鉄の入口ではない)



これがSUBWAYの店名の前半部の由来にもなった当店名物の
SUBMARINE SANDWICHで長さは約30cmの『えびアボカド』

(この原稿用に今回新たに買ってきました。)



これがニューヨークの地下鉄の改札口へ降りて行く入口の例で、Central Park Southの駅です。
写真の右下すぐがCentral Parkで左側がPlaza Hotelです。2017年1月7日の雪の夕方に撮影。

→北



【参考】ニューヨークの地下鉄が日本と大きく異なる点やエピソードなどの一部を
箇条書きにすると下記のようです。 (思い付くままに全くの順不同で書きます)

★右側通行、 ★複々線、 ★普通列車と急行列車がある、 ★どこまで乗っても均
一運賃、 ★年中24時間営業、 ★車内につり革がなく握り棒のみ、 ★車内の椅
子は全て硬いプラスチック製、 ★ホームレスの住み家にもなっている、★10両編
成くらいで車掌室は中央の車両にあるが車内を巡回しない、★禁止事項らしいが
車内で色んな芸をするパフォーマーがいてお金をもらう、★車両は日本の会社製
が多い(日立、近畿車両など)、★ホームがやや暗く薄汚い感じ、★駅にトイレはな
い、★ホームに防護柵はなく電車がホームへ入って来た時に待っている人を後ろ
から線路に突き落とす危険人物(女も)がいるので要注意、★地下鉄なのに地上
の高架を走行している部分がかなりあるので雪が多い時などに運休になることが
あり『地下鉄が雪で運休！』とはなぜだろうと知らない人は不思議がる、★総延長
が375kmで、最も長い路線を端から端まで乗ると２～３時間かかるらしい、★有名
なジャズの名曲『Ａ列車で行こう』は、ハーレム行きのＡ系統の地下鉄のこと、
★薄い色だと汚れが目立つので、冬の乗客のコートは見事にほぼ全員が黒色！



●モーニングサービス (これは日本のみの風習と思われます)

1950年代に繊維業が盛んな愛知県一宮市で始まったとされていますが、他の
地も名乗りをあげています。日本の朝方に喫茶店へ行けば、たいてい『モーニン
グサービス』中だと思います。この用語をそのまま英語に直訳すれば “morning
service” ですが、この英語の意味は日本語のとは全く異なり、『朝の礼拝』です。
英語の ”service” には『礼拝』という意味があり、そのような意味でよく使われて
います。日本の事情をよく知らない外人さんが日本へ来て、たとえば ”morning 

service ¥580” のような表示と写真があちこちの喫茶店の店頭にあるのを見て、

きっと不思議がると思います。すなわち彼らは『ここで朝の礼拝が580円で、食事

が付いていてできる』と思うはずです。日本でやっているようなものは、英語では

”Breakfast Special” とでも表現するのがよいでしょう。名古屋駅の近くには、なん

と『朝だけでなく終日モーニングサービスをやっている喫茶店』があるそうです。

ニューヨークにあるアメリカで最大クラスのセントパトリック大聖堂で下記のよう

な掲示を見ました。ServiceとConcertの違いがわかると思います。午前はオルガ



ンで礼拝、午後はオルガン音楽のコンサートです。

日付(日曜日) 10:00-11:00  Organ Service, 14:00-15:00  Organ Concet



モーニングサービスの実例
ミヤマ珈琲 by 銀座ルノアール

(Yahoo.jp/6_VApZ)

モーニングサービスは、とてもお値打ちに朝食
を食べることができる素晴らしい日本の風習。



以下に述べるのは実に変なカタカナ用語で、一見英語のようですが、皆さんよく
ご存じのように、実際に喫茶店内で使われている意味は全く違います。

●ホット： 英語であれば『熱い』という形容詞で、誰でも知っていますが、日本の喫
茶店などではもっぱら『ホットコーヒー』という意味で使われており、他の熱いもの
は一切含まれません。関西では、アイスコーヒーを『冷（れい）コー』 と呼んでいた
こともあります。スタバのような多種類のコーヒーが普及する以前のアメリカでは、

コーヒーといえばホットのアメリカンコーヒーに決まっていて、基本的にコーヒーを
アイスでは飲みませんでした。しかし、なぜか紅茶はその逆です。食事をしながら
アイス紅茶をよく飲んでいます。

余談ですが、名古屋市とその周辺では、コーヒーを注文しただけなのに、なぜか
サービスでピーナッツが小皿に乗って出てきます。この習慣を知らない人は『ピー
ナッツは頼んでいませんよ』と言うらしいのです。なので、今後は名古屋付近で
コーヒーを飲む人は、この地方独特の習慣に気を付けてください。

●フレッシュ： これは喫茶店用語の中でもっとも厄介なものです。英語であれば言



うまでもなく『新鮮な』という意味の形容詞ですが、喫茶店用語では『生クリーム』

のことであり、他の『新鮮なもの』は一切含まれません。英語では ”cream” です。
アメリカでコーヒーを注文して、コーヒーだけが届いたが、フレッシュも入れたいの
で ”Fresh, please.” といくら言っても通じないので、あげくの果てに ”Milk, please.”

と言ったら、グラス一杯になみなみと入った普通の牛乳が届いたそうです。

コーヒーに入れる濃いミルク様の液体を『フレッシュ』と呼ぶ理由は？

関東地方では『コーヒーミルク』や『コーヒークリーム』、関西地方や中京地区で

は『コーヒーフレッシュ』などと呼ばれているようです。『フレッシュ』と呼ばれてい

る理由は次のようだと思われます。ずっと古くから牛乳の脂肪分を遠心分離で分

離しただけで未殺菌のものをフランスで『la Crème fraîche（クレームフレシュ）』

と呼び、料理やお菓子に使っていました。このCrèmeは女性名詞のフランス語で

すので定冠詞は la です。この“fraîche”は英語の“fresh”と同義語で一般に『新鮮



な』という意味ですが、『殺菌してない生の』という意味もあります。どうやらこれに

由来している『生クリーム』のことのようです。さらに1970年頃に大手コーヒーメー

カーがこれに類似のものを『フレッシュ』という商品名で発売し、大ヒットしたその名

称がそのまま普及し、市民権を得て現在に至っているようです。

従って、日本で『フレッシュ』と呼んでいるのは、内容的に正しくないのです。つま

り、 『生クリーム』ではなくて植物性の油脂からできていて殺菌してあるからです。

以上のことから、コーヒーに入れる『フレッシュ』は、 『和製フランス語』なのです。

コーヒーに入れる普通の安価なフレッシュは、牛乳が主成分のようですが牛乳

ではなく、植物性油脂と水を混ぜ、乳化剤というもので白く色を付け、増粘多糖類

でとろみを出したイミテーションが現在の一般的なフレッシュです。次ページに写

真を示したような本物の牛乳の乳脂肪を使用しているものに比べてコストが抑え

られ、賞味期限も乳脂肪製品よりも長い特徴があります。バターとマーガリンの関



係に似ていますが、各自の好みもあり、私には風味の点では植物性油脂よりも乳

脂肪の方が好みです。健康の観点からは色々と言われていますが、私にはマー

ガリン炒めよりもバター炒めの方が断然美味しいですし、同様に植物性フレッシュ

よりも乳脂肪フレッシュの方が美味しく感じます。健康法師がこんなことを言うのは

気が引けますが、人は健康のためだけ

に食べているのではありません。

本当は美味しくて健康に良い食品が

最高ですが各人の好みもありますが、

そんなものは非常に少なくて、一般に

美味しいものは健康に悪く、さらに高

価なものが多くて庶民には困ったもの

です。 自宅で毎日使っている『フレッシュ』



主成分 殺菌の有無

牛乳・乳脂肪 無

植物性油脂 有

和製用語で言う『フレッシュ』の種類

➀

②

➀が古来のフランス元祖のla Crème fraîche（クレームフレシュ）
本物のこれは手間と日持ちの関係で牧場内の喫茶店で出すものくらいしか無理。

②は現在市販されているもののほとんど全て
商業的に成り立つにはこれしか無理。容器も色々ある。



以下は飲食店関係の変な和製英語 (いや今や日本語になっている) を正しい英

語で書いたものです。

●ホットケーキ： pan cake

●ショートケーキ： sponge cake

●シュークリーム： cream puff (shoe creamは英語ならば言うまでもなく『靴クリー

ム』のこと)。語源はフランス語のchou à la crème（シュー・ア・ラ・クレーム）。なぜ

日本人は『靴クリーム』なんかを食べるのかと不思議がる外国人がいるかも。

●ミルクティー： tea with milk
●レモンティー： tea with lemon
●ココア（飲物）： hot chocolate
●パン： bread (フランス語のpain、ポルトガル語のpaoが関係する）
●フライドポテト： French fries

●バイキング： buffet

●コンソメスープ： clear soup



●コロッケ： フランス語のcroquetteに由来していますが英語にはこれに相当する
単語はありません！

●サイダー ： soda
●シーチキン： canned tuna
●ノンシュガー： sugar less
●レギュラーコーヒー： これも明らかに日本でしか通用しない用語であり、英語と

してはどんなコーヒーなのかわからない。これ以外のコーヒーは全て『イレギュ
ラーなコーヒー』なのか。

●ペットボトル： plastic bottle, PET bottle
ペットボトルのペットとは、その材質であるpolyethylene terephthalateの略記。
愛玩動物のpetとは無関係。さらにPETは、positron emission tomography （陽電
子放出断層撮影） の略でもあり、がん検診などによく活用されています。最近は
PET-CTというPETとCTを組み合わせた、非常に高度な素晴らしい診断装置も
普及してきており、これでがんの早期発見をし、さらに早期治療をして、どうぞ長
生きしてください。なにしろ現在は、二人に一人ががんになる時代ですから。



京都大学のスクールカラーは『濃青』

日本一のノーベル賞大学・京都大学
の今後ますますの発展を祈念し、特
に心筋梗塞やがんの治療成績の大
いなる向上を期待して微力ながら →



The End


