
和製英語は台湾人大学生にどこまで理解されるか 

―専攻による違いと他国人との比較― 

How much Japanese-made English can be understood by university students in Taiwan? 

Comparisons between students of different majors and nationalities 

 

王敏東 

台湾科技大学応用外国語学科   

 

１．はじめに 

 「日本で英語の単語をつなぎ合わせたり変形させたりして、英語らしく作った」1いわゆる和製

英語は『分類語彙表 増補改定版』（2004）に収録されている語全体（計95811語）の0.6％を占

めており、全95項目の中項目のうち７割の項目に見られる2。英語を母語とする西洋人に和製英

語はどこまで理解されるか、というような調査がいくつかあったが、台湾人を対象としたそのよ

うな調査は管見の限り見当たらない。しかし日本人と漢字文化という共通点を有する台湾人に、

和製英語がどこまで理解されるかは興味深い。また、英語を母語とする西洋人とその理解のしか

たはどのように違うか。そのようなことを探るため、本研究は先行文献で調査の進んでいる 76

の和製英語について、台湾人大学生がそれらをどの程度理解しうるかアンケート調査をした。 

 台湾では、中国語が「国語」とされている。また、英語教育は小学校３年より始められている3。

なお、日本語は英語に次ぎ、中学または大学で最も学習人数が多い第二外国語となっている。こ

のように、台湾の大学生は社会共通語として中国語を使用し、英語を義務教育として十年ぐらい

勉強しているが、日本語だったら、習うか習わないかは個人の意志で決められる、となっている

のが普通である。 

 台湾人の和製英語の理解の度合いには日本語力、英語力、和製英語の中国語訳などが影響して

いると考えられることから、本研究では台湾人大学生を日本語学科の学生、英語学科の学生、そ

して（日本語学科と英語学科以外の）他の学科の学生に分けて、調査を進める。 

 

２．先行文献 

山根（2009）は、2008年８～９月にイギリス人68人を対象に、和製英語65語がどのくらい理

解できるかを調査したものである。65語は『ライトハウス和英辞典』（1990二版、研究社）、『ジ

ーニアス和英辞典』（2000三版、小学館）から抽出されている。調査方法は、65語に文脈を与え、

それぞれ文形式でアンケートを作成し、各和製英語が「100％理解できる」、「ある程度理解でき

る」、「全く理解できない」の３段階で評定してもらう、というものである。 

                                                       
1  『大辞林』（http://kotobank.jp/）（2014.7.21）。 
2  王（2014）。 
3  ちなみに、台湾では小学校６年間と中学３年間あわせて９年間の義務教育が、2014 年８月より高校３年までの

12年間に延長されることになっている。 
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 山根（2010）は、この山根（2009）を踏まえ、前回の 65 語から厳しい定義により和製英語と

言えないと判断した２語を削ったかわりに、11語の野球に関する和製英語を足し、合計74語の

アンケートを新たに作り、オーストラリア人132人を対象に調査したものである。その後、山根

（2011）ではカナダ人 38 人、山根（2012）ではニュージーランド人 26 人を対象に、同じく 74

語の和製英語のアンケートを用いての調査が行われている。 

前記山根（2009、2010、2011、2012）の、これらの和製英語に対する各国の人の理解の度合い

を筆者が整理し、文末付録の表の左側に提示する。 

山根（2009、2010、2011、2012）の４点の調査結果によれば、和製英語は構成する語が被験者

の母語の英語だからといって必ずしも英語母語話者に簡単に理解されるとは限らないことが分

かる。また、イギリス人、オーストラリア人、カナダ人、ニュージーランド人の間にも理解度の

差が見られた。 

一方、亀田・青柳・J.M.『和製英語事典』（2014）は作者３人の判断で和製英語 500 語の各々

が、英語母語話者にどの程度理解できるかを示している。英語母語話者に最も理解しやすい語は

「○」、以下順次「○△」、「○×」、「△」、「△×」、「×」だという。また、「―」は『和製英語事

典』（2014）に未収録であることを表す。 

上記山根（2009、2010、2011、2012）に用いられた 76 の和製英語に関する亀田・青柳・J.M.

（2014）の記述を照合すると表１のようになる。なお、これらの和製英語の台湾人日本語学習者

にとっての難易度の参考とするため、各和製英語が日本語能力試験のどのレベルに相当するか4を、

日本語表記とあわせて表１の右の欄に提示する。 

 

表１ 『和製英語事典』（2014）および日本語能力試験による和製英語の難易度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       
4 『日本語能力試験出題基準 改訂第２版』（2002）にしたがうので、旧制の１～４級になっている。 
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表１では、英語母語話者に最も理解しやすい語（「○」）は０、以下順次「○△」３語（6.4%）、

「○×」０、「△」10語（21.3%）、「△×」11語（23.4%）、「×」23語（48.9%）で示している。

この割合を、『和製英語事典』（2014）に収録されている500語の、「○」は48（9.6%）、「○△」

68語（13.6%）、「○×」８（1.6%）、「△」94語（18.8%）、「△×」55語（11.0%）、「×」227語（45.4%）、

と比較してみると（表２）、本研究が取り上げた和製英語は（『和製英語事典』（2014）の認定に

よれば）英語母語話者に難しい語が多いことが分かる。 
 

表２ 『和製英語事典』（2014）に収録された和製英語の難易度 

 『和製英語事典』（2014）n=500 本研究 n=47 

語数（%） 語数（%） 

○ 48（9.6%） 0 

○△ 68（13.6%） 3（6.4%） 

○× 8（1.6%） 0 

△ 94（18.8%） 10（21.3%） 

△× 55（11.0%） 11（23.4%） 

× 227（45.4%） 23（48.9%） 

計 500（100.0%） 47（100.0%） 

 

３．台湾人大学生を対象とした調査 

 本研究は山根（2009、2010、2011、2012）の調査に含まれる76語すべてについて5、台湾人大

学生を対象として、それらの語がどのくらい理解できるかをアンケート調査した。台湾人大学生

をさらに日本語学科の学生、英語学科6の学生、他の学科の学生に分けて、和製英語の理解度にど

のような差が見られるかについても検討した。調査時期は 2014 年５～９月である。調査を実施

したのは作者本人、もしくは作者が依頼した大学に勤務している教師、または知り合いの学生で

ある。９大学（国公立５校と私立４校）の日本語学科の学生、英語学科の学生、他の学科（全16

学科）7の学生という３グループにそれぞれ90部（合計270部）のアンケートを配ったが、有効

であったものはそのうち260部（日本語学科88、英語学科84、他の学科88）である。台湾人大

学生を対象としたこの調査の結果は文末付録に掲示している表の右の方に示す。 

                                                       
5  また、和製英語を含む提示文も山根（2009、2010、2011、2012）と同じものをそのまま使用した。 
6  台湾には英語学科の他、専ら英語教育に重点が置かれている外国語学科もある。2014年７月の時点で、英語学科

と外国語学科の数はほぼ１：１となっている。本研究では一括して「英語学科」として扱う。 
7  経営、会計、情報管理、観光、デザイン、医学科、歯科、看護、公衆衛生、化学工学、物理などの16学科に及ぶ。 
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４．３グループの台湾人学生の比較 

文末付録に示しているように、今回の調査は76語を対象としたが、このうち13語については、

イギリス人、オーストラリア人、カナダ人、ニュージーランド人を対象とした先行研究のいずれ

かにおいて調査対象とされていない場合があるので、以下の比較から外すことにした。 

 まず、日本語学科の学生、英語学科の学生、そして他の学科の学生という３グループの学生の

和製英語の理解度を比較する。たとえばどれか１つのグループの学生のうち「100％理解できる」

人のパーセンテージが他のグループの学生の「100％理解できる」人のパーセンテージと 20％以

上の差がある語を見る。また、どれか１つのグループの学生の「全く理解できない」人のパーセ

ンテージが他のグループの学生の「全く理解できない」人のパーセンテージと20％以上の差があ

る語についても確認する。 

日本語学科の学生の「100％理解できる」人のパーセンテージが、英語学科および他の学科の

学生の「100％理解できる」人のパーセンテージより20％以上高い語は「catchball」という１語

のみである。一方、英語学科の学生の「100％理解できる」人のパーセンテージが、日本語学科

および他の学科の学生の「100％理解できる」人のパーセンテージより 20％以上高い語は見当た

らない。他の学科の学生の「100％理解できる」人のパーセンテージが、日本語学科および英語

学科の学生の「100％理解できる」人のパーセンテージより20％以上高い語も見当たらない。 

日本語学科の学生の「100％理解できる」人のパーセンテージが、英語学科および他の学科の

学生の「100％理解できる」人のパーセンテージより20％以上低い語は「goldon hour」１語であ

る。一方、英語学科の学生の「100％理解できる」人のパーセンテージが、日本語学科および他

の学科の学生の「100％理解できる」人のパーセンテージより 20％以上低い語はない。それに対

して、他の学科の学生の「100％理解できる」人のパーセンテージが、日本語学科および英語学

科の学生の「100％理解できる」人のパーセンテージより 20％以上低い語は「key holder」とい

う１語がある。 

日本語学科の学生の「全く理解できない」人のパーセンテージが、英語学科および他の学科の

学生の「全く理解できない」人のパーセンテージより20％以上高い語は見当たらない。一方、英

語学科の学生の「全く理解できない」人のパーセンテージが、日本語学科および他の学科の学生

の「全く理解できない」人のパーセンテージより20％以上高い語もない。他の学科の学生の「全

く理解できない」人のパーセンテージが、日本語学科および英語学科の学生の「全く理解できな

い」人のパーセンテージより20％以上高い語も見当たらない。 

日本語学科の学生の「全く理解できない」人のパーセンテージが、英語学科および他の学科の

学生の「全く理解できない」人のパーセンテージより20％低い語は見当たらない。一方、英語学

科の学生の「全く理解できない」人のパーセンテージが、日本語学科および他の学科の学生の「全

く理解できない」人のパーセンテージより20％以上低い語には「punch」、「pantystocking」、「front 
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glass」、「health meter」、「light van」の５語がある。他の学科の学生の「全く理解できない」

人のパーセンテージと、日本語学科および英語学科の学生の「全く理解できない」人のパーセン

テージより20％低い語はない。 

以上の結果をまとめると、表３のようになる。 

 

表３ ３グループの学生の和製英語の理解度の差 

日

本

語

学

科

の

学

生 

100％理解 

できる 

英語学科および他の学科の学生の「100％理解でき

る」人のパーセンテージより20％以上高い語 

「catchball」 

英語学科および他の学科の学生の「100％理解でき

る」人のパーセンテージより20％以上低い語 

「goldon hour」 

全く理解 

できない 

英語学科および他の学科の学生の「全く理解できな

い」人のパーセンテージより20％以上高い語 

なし 

英語学科および他の学科の学生の「全く理解できな

い」人のパーセンテージより20％以上低い語 

なし 

英

語

学

科

の

学

生 

100％理解 

できる 

日本語学科および他の学科の学生の「100％理解でき

る」人のパーセンテージより20％以上高い語 

なし 

日本語学科および他の学科の学生の「100％理解でき

る」人のパーセンテージより20％以上低い語 

なし 

全く理解 

できない 

日本語学科および他の学科の学生の「全く理解でき

ない」人のパーセンテージより20％以上高い語 

なし 

日本語学科および他の学科の学生の「全く理解でき

ない」人のパーセンテージより20％以上低い語 

「punch」、「pantystocking」、

「front glass 」、「health 

meter」、「light van」 

他

の

学

科

の

学

生 

100％理解 

できる 

日本語学科および英語学科の学生の「100％理解でき

る」人のパーセンテージとに20％以上高い語 

なし 

日本語学科および英語学科の学生の「100％理解でき

る」人のパーセンテージとに20％以上低い語 

「key holder」 

全く理解 

できない 

日本語学科および英語学科の学生の「全く理解でき

ない」人のパーセンテージとに20％以上高い語 

なし 

日本語学科および英語学科の学生の「全く理解でき

ない」人のパーセンテージとに20％以上低い語 

なし 
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 このような検討を通して、和製英語の理解度が最も高いのは英語学科の学生で、次は日本語学

科の学生、最後は他の学科の学生だと推測される。つまり、英語力と日本力は和製英語の理解に

役立っていると言えよう。 

 

５．他国人を対象とした調査との比較 

この節では先行文献で示された英語母語話者を対象とした調査結果を、本研究の台湾人を対象

とした調査結果と比較する。 

イギリス人、オーストラリア人、カナダ人、ニュージーランド人のいずれも半分以上が「100％

理解できる」和製英語は「office lady」、「gasoline stand」、「side business」、「cheer girl」、

「door boy」、「name card」、「hard schedule」、「high sense」、「back mirror」、「beach parasol」、

「baby wear」、「morning call」である（付録に網掛けで提示）。これらは英語を母語にする人が

意味を推測しやすい語だと考えられよう。それに対して、イギリス人、オーストラリア人、カナ

ダ人、ニュージーランド人のいずれも半分以上が「全く理解できない」和製英語は「floor stand」、

「paper driver」、「bed town」、「side reader」である（付録にゴシック体で提示）。つまり、こ

の４語は英語圏の人にとって理解しにくい語だと言えよう。このような結果と、前掲表１亀田・

青柳・J.M.他『和製英語事典』（2014）で示された英語母語話者にとっての理解度とは必ずしも

一致していない。 

台湾人大学生の３グループのどのグループでも半分以上の人が「100％理解できる」和製英語

は「after service」、「office lady」、「old miss」、「salaryman」、「sales point」、「cheer girl」、

「door boy」、「name card」、「no cut」、「hard schedule」、「high sense」、「back mirror」、「business 

hotel」、「baby wear」、「baby car」、「home drama」、「morning service」、「rain shoes」、「milk tea」、

「morning call」の 20 語である。イギリス人、オーストラリア人、カナダ人、ニュージーラン

ド人のいずれも半分以上の人が「100％理解できる」和製英語の12語より多い。これらの語につ

いてより細かく見てみると、「office lady」、「cheer girl」、「door boy」、「name card」、「hard 

schedule」、「high sense」、「back mirror」、「baby wear」、「morning call」の９語は、イギリス

人、オーストラリア人、カナダ人、ニュージーランド人にとっても、台湾人にとっても理解しや

すい語である。「gasoline stand」、「side business」、「beach parasol」はイギリス人、オース

トラリア人、カナダ人、ニュージーランド人にとって理解しやすいが、台湾人にとってはそうで

ない語であるのに対して、「after service」、「old miss」、「salaryman」、「sales point」、「no cut」、

「business hotel」、「baby car」、「home drama」、「morning service」、「rain shoes」、「milk tea」

は、台湾人には理解しやすいが、イギリス人、オーストラリア人、カナダ人、ニュージーランド

人にとってはそうでない語である。 

一方、台湾人大学生の３グループのどのグループでも半分以上の人が「全く理解できない」と

いう和製英語は見当たらない。 
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本節（５．他国人を対象とした調査との比較）における以上の調査結果を図にまとめると以下

のようになる（図１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ イギリス人、オーストラリア人、カナダ人、ニュージーランド人と、 

台湾人学生との和製英語に対する理解度の比較 

 

このような調査結果から、和製英語の理解に対する母語の影響が感じられる。数値から見れば、

和製英語はイギリス人、オーストラリア人、カナダ人、ニュージーランド人より、台湾人大学生

にとって理解しやすいものであると言えよう。 

では、どうしてこれらの語は台湾人にとって理解しやすい（または理解しにくい）か。まず、

台湾で用いられている中国語との関係を見てみよう。台湾人にとってとくに理解しやすいと考え

られる「after service」、「old miss」、「salaryman」、「sales point」、「no cut」、「business hotel」、

「baby car」、「home drama」、「morning service」、「rain shoes」、「milk tea」に対応する中国

語はそれぞれ「售後服務」、「老小姐」、「薪水階級」、「賣點」、「一刀不剪」、「商務旅館」、「嬰兒車」、

「家庭劇」、「特惠早餐」、「雨鞋」、「奶茶」、となっており、いずれも広く知られている日常用語

である8。また、これらの和製英語を構成する要素の英単語もほとんど簡単な英語である。「after」、 

                                                       
8  たとえば、「售後服務」、「老小姐」、「一刀不剪」、「嬰兒車」、「特惠早餐」、「雨鞋」、「奶茶」をgoogle

で検索すると、それぞれ38200000、186000000、1530000、2350000、30500000、1660000、18700000件ヒットし

た（2014.7.18～19）。また、「售後服務」、「賣點」、「嬰兒車」、「雨鞋」と「奶茶」は『教育重編国語辞

典修訂本』に収録されている（2014.10.6）。 
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「service」、「old」、「miss」、「man」、「sale」、「point」、「no」、「cut」、「business」、「baby」、「car」、

「home」、「drama」、「morning」、「service」、「rain」、「shoes」、「milk」、「tea」はすべて、台湾

で英語能力を検定する「全民英語能力分級検定試験（GENERAL ENGLISH PROFICIENCE TEST；以下

「全民英検」）」という試験の初級語とされている。「salary」、「hotel」は「全民英検」の中級語

に帰属するが、台湾人大学生がよく知っている語だと思われる。 

なお、これらの和製英語を構成する要素の順番から見れば、「after service-（售）後服務」、

「old miss-老小姐」、「salaryman-薪水階級」、「sales point-賣點」、「no cut-（一刀）不剪」、

「business hotel-商務旅館」、「baby car-嬰兒車」、「home drama-家庭劇」、「rain shoes-雨鞋」、

「milk tea-奶茶」は英・中とも前項が後項を修飾しているような形になっている。「morning 

service」のみ他の語と異なっている。「morning service」を中国語に直訳すると、「早上的服務」

となりうるが、「特惠早餐」における「特惠」が「service」、「早餐」が「morning」に由来する

ということに直結していないうえ、構成する要素の順番も英・中が逆になっている。ただし、

「morning service」は「after service」と同じ構造を持っており、何らかの朝のサービスであ

ることは容易に類推できよう。なお、「salaryman-薪水階級」における「階級」は「人」（「man」）

を表すことがある9ので、台湾人学生に理解しやすいと思われる。 

 一方、イギリス人、オーストラリア人、カナダ人、ニュージーランド人にとって理解しやすい

が台湾人大学生にとってはそうでない「gasoline stand」、「side business」、「beach parasol」

についても同様に見てみよう。 

まず、「gasoline stand」、「side business」、「beach parasol」の中国語はおのおの「加油站」、

「副業」、「海灘傘」である。いずれも広く知られている日常用語である10。また、これらの和製

英語を構成する要素の「gasoline」、「stand」、「side」、「business」、「beach」、「parasol」、のう

ち、「gasoline」、「stand」、「side」、「business」、「beach」は「全民英検」初級の語であるが、「parasol」

は級外の語である。「parasol」はフランスやイタリアに関連が強い語で11、台湾人には「全民英

検」初級語の「umbrella」の方がよく知られている。 

なお、これらの和製英語を構成する要素の順番（構成）を見れば、「side business-副業」、「beach 

parasol-海灘傘」も英・中とも前項が後項を修飾しているような構成になっているが、「gasoline 

stand-加油站」は中国語訳の語頭に動詞を添加する形になっている。 

 このような検討により、フランスやイタリアに関連の強い「parasol」が台湾人にそう馴染ん

でいないこと、中国語訳の語頭に動詞を添加するという形が「gasoline stand」に対する台湾人

の理解度を低下させた可能性があると考えられる。 

                                                       
9  「稱社會中職業屬性、經濟收入、生活水準與價值觀念相近的群體」（『教育重編国語辞典修訂本』（2014.10.6））。 
10  「加油站」、「副業」、「海灘傘」をgoogleで検索したら、それぞれ5070000、7010000、3070000、件ヒット

した（2014.7.19）。また、「加油站」と「副業」は『教育重編国語辞典修訂本』に収録されている（2014.7.19）。 
11  『Oxford English Dictionary』。（2014.7.19）。 
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 また、イギリス人、オーストラリア人、カナダ人、ニュージーランド人のみ理解度が低い「floor 

stand」、「paper driver」、「bed town」、「side reader」についても、台湾で用いられている中国

語との関係、和製英語を構成する要素の英単語が簡単かどうか、和製英語を構成する要素の順番

（構成）がどうなっているか、をチェックポイントとして検討する。「floor stand」、「paper 

driver」、「bed town」、「side reader」の中国語は「立燈（または落地燈）」、「空有駕照卻不敢上

路（的人）」、「（只回家過夜的大都市周邊的）衛星城鎮」、「副教材」である。この中には１つの語

として安定した形でない中国語の表現もあるが、基本的にはすべて、英・中とも前項が後項を修

飾しているような形になっている。「floor stand」（フロアスタンド）は「floor＋stand」で、「床

の上に立てて用いる電気スタンド」のことである。日本語の「スタンド」は「電気スタンド」の

略として使うことがある12が、英語の「stand」にはそのような使い方はない13。「paper driver」

については、日本語の「ペーパー」に名目だけで実体を伴わない意を表すことがある14ので、こ

のような和製英語が生まれた。中国語の「紙」にも「紙上談兵」や「紙老虎」などのような、見

掛けだけで、実用性がないという意味があるため、このような「driver」への連想は難しくない

と思われる15。 

  「floor」、「stand」、「paper」、「driver」、「bed」、「town」、「side」は「全民英検」初級の語で、

「reader」は中級の語である。 

 

６．おわりに 

 本研究の調査結果は次のようにまとめられる。 

 まず、台湾人を対象とした調査で、和製英語の理解度が最も高いのは英語学科の学生で、次は

日本語学科の学生である。また、英語が母語であるイギリス人、オーストラリア人、カナダ人、

ニュージーランド人を対象とした先行文献の調査結果を、本研究の台湾人を対象とした調査結果

と比べることにより、和製英語の理解には母語が関係しているということを見出した。具体的に

は、イギリス人、オーストラリア人、カナダ人、ニュージーランド人より、台湾人大学生の方が

和製英語を理解しやすいようだ。理由の１つは、台湾で用いられている中国語との関係に求めら

れよう。また、英語も日本語も台湾人にとって外国語なので、台湾人は和製英語に接する際、（ア 

                                                       
12  『デジタル大辞泉』

（http://kotobank.jp/word/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89?dic=daijirin&oid=DJR_SUTANNDO_-010）（2014.7.20）。 
13  『プログレッシブ英和中辞典（第４版）』（http://kotobank.jp/ejword/stand?dic=pej4&oid=SPEJ06883000）（2014.7.20）。 
14  『デジタル大辞泉』（2014.7.19）。 
15  英語の「paper」にも「paper blockade」（『Oxford English Dictionary』（2014.7.19）。）、「paper promises」

(https://tw.dictionary.yahoo.com/dictionary?p=paper&docuid=eac53e141058c06737f091776b2e5462（2014.7.19））、「paper 

tiger」のような使い方があるが、一般的でない。 
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ルファベットで表現される和製英語を母語の意識で理解しようとする）西洋人より神経を使って

いるのではないか。つまり、台湾人は、和製英語を理解するうえで、英語母語話者より多くのヒ

ント（ストラテジー）を駆使できると考えられる。 

 もっとも、本研究の調査結果でうまく解釈できないこともある。たとえば、台湾人学生はどう

して「morning service」が理解しやすいか、などがあげられる。調査範囲を広めたり、または

調査方法を変えたりしてこのような問題を解決していくことを、今後の課題としたい。 

 また、香港も台湾と同じ漢字文化圏であるが、英国の統治下にあったため、英語の普及度は遥

かに高い。香港の学生は、言語的には今回調査対象とした英語母語グループと台湾人との中間に

位置するとも考えられ、彼らがどのように和製英語を理解するかは探究に値すると思われる。 
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付録 

各国の人がどのくらい和製英語を理解できるか（％）16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       
16 各和製英語について「100％理解できる」、「ある程度理解できる」と「全く理解できない」という３段階に分け

て受試者にマークしてもらうようになっている。３段階の数字の合計がちょうど100とならないのは端数処理の

ためである。半分以上の人が「100％理解できる」和製英語は筆者により網掛けを施し、「全く理解できない」人

が半分以上も占める和製英語はゴシック体で提示する。台湾人学生の場合も同様である。 
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