
 

以下のデータは、英辞郎 Ver.163 で追加されたデータのうちの一部です。これ

ら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 

■execute multiple tasks at the same time : 複数のタスクを同時に行う

［実行する］ 

■Facebook face-lift : フェイスブック・フェイスリフト◆フェイスブック

のプロフィール画像として自分の写真を載せる際に、できるだけ美しく見える

ように画像編集ソフトを使って写真を修正すること。または、写真を撮影する

前に美容整形手術を受けること。◆【参考】Facebook 

■in a portable format : 移植可能なフォーマットで 

■Internet fasting : インターネット・ファスティング◆一定期間、インタ

ーネットに接続しない生活を送ること。◆【参考】fasting 

■juice jacking : ジュース・ジャッキング◆携帯電話機やモバイル機器を充

電する(juice up)ために、空港、ホテル、レストラン、公共交通機関などに置

かれている USB 充電器に接続した時にデータを盗み取ったり、コンピューター

ウイルスを感染させたりする行為。 

■perform packet processing : パケット処理を行う［実行する］ 

■regulars to someone's blog post : （人）のブログの常連読者 

■reacji  {名} : リアク字◆SNS などでメッセージを発信する際に使用する、

リアクション（reaction）を示す絵文字（emoji） 

■swipe left on the main screen : メイン画面を左にスワイプする 

■tap a touch screen : タッチ画面［スクリーン］をタップする 

■USB condom : USB コンドーム◆携帯電話やタブレットの充電用 USB ケーブル

と充電装置の間に接続して使う装置で、電源用端子だけを通電させて、データ

伝送用端子をブロックすることによって、データの盗難やコンピューターウイ

ルスの感染を防止する。 

■virtual suicide : バーチャル自殺◆インターネット上にある自分のアカウ

ントを全て削除して、消息不明な状態にすること。 

 

 医 学  

■avoid crowded spaces : 〔感染予防などのために〕混雑した場所［空間］

を避ける、人混みを避ける 

■COVID-19-free country : 《a ～》新型コロナウイルス感染者が出ていない

国◆【参考】COVID-19 

■COVID-19-infected country : 《a ～》新型コロナウイルス感染者が出てい

る国◆【参考】COVID-19 

■emergency medical evacuation : 救急［緊急］医療搬送◆【略】EME 

■new COVID-19 cases : COVID-19 の新規感染者数◆【参考】COVID-19 

■rat-licker  {名} : ラット・リッカー◆《1》ネズミをなめる人、《2》マス



 

クの着用を拒否するなど、感染症拡大防止策を取らない人（病原菌を持つネズ

ミをなめた人がその菌に感染すると、人から人への感染を拡大させることにな

る。） 

■record-high infection numbers : 過去最高の感染者数 

■respiratory droplet : 〔咳・くしゃみなどによる〕呼吸器飛沫 

■show the number of new COVID-19 cases : COVID-19 の新規感染者数を示す

◆【参考】COVID-19 

■suspected COVID-19 patient : 新型コロナウイルス感染症の疑いのある患

者◆【参考】COVID-19 

 

 そ の 他  

■accidental call : 《an ～》〔電話の〕誤発信 

■airline fare war : 航空運賃の値下げ合戦［競争］◆競合する複数の会社

が客を奪い合う場合など 

■deserve a second chance : 〔主語（一度失敗した人など）には〕再挑戦の

機会［やり直しの機会・二度目のチャンス］が与えられるべきである 

■frugal innovation : フルーガル・［倹約型］イノベーション◆コストを最

小限にするために余分な機能を省き、必須機能だけを搭載した低価格商品を開

発すること。 

■gastrophysics  {名} : ガストロフィジクス◆人間が飲食物を口にしたとき

の味が、その飲食物だけでなく、人間の五感や環境に影響されることを解明し

ようとする学問◆【語源】gastronomy（美食法・美食学） + physics（物理学） 

■green swan : グリーン・スワン、緑（色）の白鳥◆地球の気候変動や環境

汚染が引き起こす可能性がある大惨事（世界的な金融危機）を指す。◆【参考】

black swan event 

■handbra  {名} : 手ブラ◆手で乳房を隠すこと 

■indie writer : 独立系ライター◆出版社などの組織に頼らずに、自分の著

書を自費出版、またはインターネット上で販売する人。 

■insertion angle : 差し込み角◆ソケットレンチの差し込み口（四角形）の

対向する 2 面の幅 

■infobesity  {名} : 情報過多◆【語源】information + obesity（肥満） 

■intense selfishness : 〔人の性格などについて〕強烈な身勝手さ［わがま

ま］、ものすごい自分勝手、わがままの極み 

■leaving money on the table : 《be ～》金もうけのチャンス［せっかくの

もうけ話］を無駄にする 

■left-lane loser : 〈米〉レフト・レーン・ルーザー◆道路の追い越し車線

(left lane)を低速走行し、交通の流れを乱す運転者。 

■man deficit : 男性不足◆婚活市場などにおいて、結婚を望む男女の比率が

女性の方が高く、男性が足りず、女性が余っている状況。 

■nanocrystalline cellulose : ナノクリスタリン・セルロース、ナノ結晶セ



 

ルロース◆木材から取り出した植物繊維をナノレベル（10 億分の 1 メートル）

まで微細化したもの。鉄の 5 分の 1 の軽さで、鉄の 5 倍以上の強度を持つ。◆

【略】NCC 

■return trip effect : リターン・トリップ・エフェクト◆出発地点から目

的地までの往復において、行きよりも帰り道の方が短く感じる現象。◆【略】

RTE 

■selfography  {名} : 自撮り術、自撮りテクニック◆【語源】selfie + 

photography 

■snailpaper  {名} : スネイルペーパー◆電子新聞(e-newspaper)ではなく、

カタツムリ(snail)のように遅い印刷版の新聞 

■Trumpese  {名} : トランピーズ◆第 45 代アメリカ大統領 Donald Trump の

独特の言葉遣い◆【語源】Trump + -ese（～に特有の） 

■world-sourcing  {名} : ワールド・ソーシング◆企業が国内だけでなく外

国にもアウトソーシングを行うこと。◆【参考】outsourcing 

 

 略 語  

■AIIR : ＝airborne infection isolation room●空気感染隔離室 

■BCI : ＝business cycle indicator●《経済》景気循環指標 

■EME : ＝emergency medical evacuation●救急［緊急］医療搬送 

■IDDs : ＝intellectual and developmental disabilities●知的発達障害 

■IPA : ＝individual pension account●個人年金口座 

■LMIC : ＝low and middle-income country●低中所得国 

■WLI : ＝weekly leading index●《経済》週次先行指数 

 

例文集「例辞郎」 

■Did you see what I just saw? : 今の見た？◆【場面】不可解な物を見て、

自分の目を疑う場合など。相手もそれを見たか確認する。 

■I couldn't have said it any better (myself). : まさしく私が言いたか

ったことです。／まさにそのとおり。／よくぞ言ってくれた。／（まさに）わ

が意を得たり。／言い得て妙。◆【直訳】（私自身が言ったとしても）私はそ

れをより良く言えなかっただろう。⇒ 私の言いたかったことをこの上なく完

璧に、その人は言ってくれた。 

■I wouldn't bet my house on it. : 断言することはできないと思いますが

…。／それはどうかな…。◆【直訳】私なら、その件について自宅を賭けるこ

とはしないだろう。⇒ その結論について確信を持てない。疑問の余地がある

と思う。 

■Prepare to be destroyed! : 覚悟（しろ）！◆「今からおまえを殺す」と

いう趣旨の芝居がかった表現。 


