以下のデータは、英辞郎 Ver.145（2015 年 7 月 17 日版）で追加されたデータのうちの一部です。
このサンプルデータにおいては、漢字の読み仮名が削除されています。

コンピューター／インターネット
■at the blinking cursor : カーソルが明滅しているところに
■centralized server : 集中（管理）型サーバー
■change file ownership : ファイルの所有権を変更する
■convert a Word document into PDF : Word の文書を PDF に変換する
■copycat website : 模倣ウェブサイト
■error during the download process : ダウンロード中のエラー
■exact match search : 完全一致検索
■mobile malware : モバイルマルウェア◆スマートフォンなどの携帯機器を対象としたマルウェア
（悪意のあるプログラム）の総称
■only one click away : 《be ～》たった 1 回クリックするだけよい［手に入る・行ける］
■partial match search : 部分一致検索
■personal information management : 個人情報管理◆【略】PIM
■take forever to load : 〈話〉〔画像・データなどが〕ロード［読み込み］に（もの）すごく時
間がかかる

医

学

■abnormal habit : 《歯科》悪習癖◆歯並びやかみ合わせを悪くする癖。歯ぎしり、指しゃぶりな
ど。
■aganglionosis coli : 大腸無神経節症◆大腸の神経節細胞が欠損している状態
■cotton worker's lung : 綿肺◆加工前の綿を取り扱う労働者が綿の粉塵を吸い込むことによって
起こす呼吸器疾患

■craniomalacia {名} : 頭蓋骨軟化◆頭蓋骨が異常に柔らかくなること
■hospitalism {名} : ホスピタリズム、施設病［症］◆病院や施設などで長期間生活することによ
って生じる障害（情緒不安定、無気力、言語発達の遅れなど）
■inhibition ring : 阻止円◆薬剤感受性試験において、菌が発育していない円形の部分
■maze operation : メイズ手術◆心房筋を迷路(maze)状に切開し、縫合することによって、悪い電
気の流れを遮断して、心房細動が発生しないようにするための手術。
■necrotic cementum : 《歯科》壊死セメント質◆歯の表面に歯石が付くことによって壊死したセメ
ント質
■overwork weakness : 過用性筋力低下◆運動をし過ぎることによって、筋力が低下すること
■referred otalgia : 放散［関連］性耳痛◆原因が耳自体ではなくて、他の部位にある耳痛
■slightly movable joint : 半関節◆少ししか動かない関節
■verrucous gastritis : タコイボ［疣状］胃炎◆胃粘膜にタコの吸盤のような凹凸が生じる炎症

化

学

■branched-chain alcohol : 《化》分枝アルコール
■isoheptane {名} : 《化》イソヘプタン◆2-メチルヘキサンの別名。
■nonanol {名} : 《化》ノナノール◆炭素数 9 のアルコール。
■primary carbon atom : 《化》第 1 級炭素原子
■scavenger {名-4} : 《化》捕捉剤、スカベンジャー◆脱酸素剤(oxygen scavenger)、ラジカル捕
捉剤(radical scavenger)など。
■straight-chain alcohol : 《化》直鎖アルコール

その他
■biggest advantage over : 〔競争相手・競合する製品など〕と比べた場合の最大の強み［優位性］
◆【用法】biggest の直前に one's または the が付けられる
■chemical recycling technology : ケミカルリサイクル技術◆廃プラスチックを化学的に分解して、

化学原料に再生する技術
■checkpoint-friendly {形} : チェックポイント・フレンドリーな◆ノートパソコンなどを持ち運
ぶためのバッグについて、米国の空港における TSA のセキュリティー検査が比較的簡単になるため
の条件を満たすこと。原則として X 線検査のときパソコンを取り出す必要がなく、かばんに入れた
ままの状態で検査を済ませることができる。◆【参考】TSA checkpoint
■checkpoint-friendly laptop bag : チェックポイント・フレンドリーなラップトップ［ノートパ
ソコン］用バッグ◆【参考】checkpoint-friendly
■debittering {名} : 脱苦味、苦味除去◆飲食用の液体（果汁など）から苦みを取り除くこと
■decoupling indicator : デカップリング指標◆環境負荷の増大と経済成長の分離(decoupling)の
度合いを測る指標
■decrepitation {名} : 捻髪音◆塩などの物質が加熱されたときにたてるパチパチという破裂音
■distracted driving : 不注意運転◆携帯電話使用、ナビゲーション操作、飲食、読書など、注意
をそらすさまざまな動作を行いながらの運転を指す。
■double traitor : 二重の裏切り者、敵も味方も裏切る人
■feed on each other {1} : 〔同じ種の生物などが〕互いに相手を食物とする、共食い（を）する
■feed on each other {2} : 〈比喩的〉（互いに）補強し合う関係だ、火に油を注ぎ合う、悪循環
と［負のスパイラルに］なる◆絡み合う二つの問題などについて。
「問題 A により問題 B が悪化し、
問題 B により問題 A が悪化する」というような場合。
・ Insomnia and depression feed on each other. : 不眠と鬱は、相互に悪影響を及ぼし合います。
■finish ahead of schedule : 〔作業などが〕予定より早く終わる
■first, last and always [all the time] : 〔一つの状態・態度・考え方などが〕最初から最後ま
でずっと変わらずに、終始一貫して◆同じ意味で"first, last and throughout" が用いられること
があるが、使用頻度は"first, last and always" の方が高い（2015 年 5 月現在）。
■hand weeder : 《a ～》草取り器
■have ~ on back-order : 〔在庫がない商品など〕を取り寄せ［入荷待ち・入荷次第発送という形］
で注文している◆back-order は backorder と表記されることもある。
■left in stunned silence : 《be ～》驚きのあまり言葉を失う［水を打ったように静まり返る］、

あぜんとする
■meridional cleavage : 《生物》経割◆受精卵が縦に割れること
■plagiarism detection : 盗用検出◆複数の文書において、同一の（または類似性の高い）文章が
流用されていないかどうかを見つけ出すこと。
■satisfy someone's intellectual appetite : （人）の知識欲を満たす
■self-righteously {副} : 独善的に、独り善がりに
・ "That's where you're wrong," he said self-righteously. : 「そこがあなたの間違っていると
ころです」と、彼は独善的に［いかにも自分は正しいという態度で］言いました。
■superficial cleavage : 《生物》表割◆受精卵の表面だけに生じる分割
■traffic flow measure : 交通流対策◆交通の流れを改善して、自動車の排ガスを減らそうとする
対策
■transient climate response : 過渡（的）気候応答◆「毎年 1％ずつ大気中の二酸化炭素濃度が増
加すると仮定して、二酸化炭素濃度が最初の 2 倍になったとき、その時点において地球の年平 均気
温は何度上昇しているか」を表す理論上の値。◆【略】TCR

略語データ「略語郎」に追加されたデータのサンプル
■BPM : ＝business performance management●企業パフォーマンス［業績］管理
■BTS : ＝bug tracking system●バグ追跡［トラッキング］システム
■CIH : ＝certified industrial hygienist●認定産業衛生士
■CMR : ＝customer-managed relationships ; customer management of relationships●顧客によ
るリレーションシップ管理◆企業の顧客の情報管理を（企業側ではなくて）顧客が主体的に行うこと。
■CNF : ＝catecholaminergic nerve fibers●カテコールアミン性神経線維
■CPI : ＝cost per impression●〔広告の〕インプレッション当たりのコスト
■CPM : ＝cost per thousand impression●〔広告の〕1000 インプレッション当たりのコスト◆【語
源】略語の M は、1000 を表すローマ数字から。
■DHS : ＝definitive hardware library●確定版ハードウェア（の）保管庫

■DMBOK : ＝data management body of knowledge●データ管理（に関する）知識体系ガイド
■DVD : ＝dissociated vertical deviation●《眼科》交代性上斜位
■EAM : ＝enterprise asset management●企業資産管理
■ECS : ＝equilibrium climate sensitivity●平衡気候感度◆「大気中の二酸化炭素濃度が 2 倍に
なったと仮定して、その影響による気候変動が平衡状態に達したとき、地球の年平均気温は何度上昇
しているか」を表す理論上の値。
■EVMS : ＝earned value management system●〔プロジェクト管理における〕出来高管理システム、
アーンド・バリュー・マネジメント・システム
■FMECA : ＝failure mode, effects and criticality analysis●故障モード・影響および致命度解
析
■IID : ＝iterative and incremental development●〔ソフトウェアの〕反復型開発
■LHSV : ＝liquid hourly space velocity●《化》液空間速度
■LSD : ＝long slow distance●ロング・スロー・ディスタンス◆ゆっくりと長距離を走る（または
自転車をこぐ）トレーニング
■M-BOM : ＝manufacturing BOM●製造部品表◆BOM＝bill of materials
■MEKO : ＝methyl ethyl ketoxime●《化》メチルエチルケト（オ）キシム◆オキシムの一種。塗料
の皮張り防止剤などとして使われる。
■OLA : ＝operational level agreement●運用レベル契約
■PCL : ＝persistent corpus luteum●《獣医》遺残黄体
■PD : ＝pullorum disease●ひな白痢◆鶏のサルモネラ感染症
■RIA : ＝rich Internet application●リッチ・インターネット・アプリケーション◆ウェブに動
画やアニメーションなどの豊かな表現機能を付加するソフトウェア。◆【参 考】Adobe Flash ;
Microsoft Silverlight
■RMC : ＝responsibility matrix chart●〔プロジェクトなどの参加者の〕職務［責任・役割］分
担表
■TCR : ＝transient climate response●過渡（的）気候応答◆「毎年 1％ずつ大気中の二酸化炭素
濃度が増加すると仮定して、二酸化炭素濃度が最初の 2 倍になったとき、その時点 において地球の

年平均気温は何度上昇しているか」を表す理論上の値。
■TRM : ＝task responsibility matrix●〔プロジェクトなどの参加者の〕職務［責任・役割］分担
表
■UGM : ＝user-generated media●ユーザー生成［発信型］メディア
■XPDL : ＝XML-based process definition language●XML プロセス定義言語

例文集「例辞郎」に追加されたデータのサンプル
■Damn skippy. : 〈俗〉そうだとも。／全くだぜ。◆【場面】強い調子で肯定したり同意したりす
る。◆やや下品。◆【類】Damn straight.
■My worst fears were confirmed. : 一番恐れていたことが現実になってしまったのでした［だと
分かりました］。
■I didn't say anything that wasn't true. : 私は、事実に反することは何も言いませんでした。
／何もうそはついていません。
■I was only telling the truth. : 私は本当のことを言ったまでです。／本当のこと言っただけで
しょ。
■I don't think I have a choice. : 私に選択の余地があるとも思えません。／他にどうしようも
ないようです。
■That's not funny. : 笑い事じゃありませんよ。／それはしゃれになりませんよ。／ふざけないで。
◆【場面】不謹慎な冗談・浮ついた言動などをたしなめる。
■Why would I care? : 何で私が（そんなことを）気にするんです？／私には関係ないことです。◆
【類】Why should I care?
■Happy now? : これで満足？◆【場面】相手の不満・理不尽な要求などに対応して「これならいい
か」と確認する。
■Maybe my eyes are playing tricks on me. : 私の見間違いかもしれません。／目の錯覚かな。
■At least answer me. : （せめて）返事くらいしてください。◆【場面】否定的な返事でもいいの
で、無視せず何か言ってほしい。

■You think that's funny? : あなたは、それが面白いと思いますか［思うのですか］？／それ、冗
談のつもり？◆【場面】「笑っていいことではない・不謹慎だ」と、とがめるニュアンスで 使われ
ることが多い。文字通りの意味の、普通の疑問文として使われることもある。
■You can bet on that. : まず［絶対］確実です。／そうですとも。◆【場面】相手のコメント・
質問などについて、強く肯定する。または、自分自身の直前の発言について「本当だ」と強調する。
■What exactly is your point? : 一体［要するに］何が言いたいのですか？◆【場面】要領を得な
い話などについて、要点を尋ねる。
■My dad will kill me if he finds out. : 父にばれたら殺されます。◆【場面】父に事実を知ら
れたくない。もし知られたら、ひどく怒られるだろう。◆通常、「殺される」は文字通りの意味では
なく誇張表現。
■Under different circumstances, we could have been friends. : 状況が違っていたら、私たち
は友達になることもできたでしょう［なれていたかもしれません］。
■I wish we had met under different circumstances. : 私たちがもっと別の状況で出会っていた
ら良かったのに、と思います。／できれば、あんな形で出会いたくはなかったんですけどね…。◆状
況的に楽しい出会い 方ではなかった場合など。

