以下のデータは、英辞郎 Ver.162 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
■autofail {名} : オートフェイル◆入力した文字列がオートコレクト機能ま
たはオートコンプリート機能の失敗(fail)によって、不適切な文字列に変えら
れてしまうこと。◆【参考】autocorrect ; autocomplete
■helium-filled hard drive : ヘリウム充填ハードドライブ
■limit the size of an attached file to __MB : 〔電子メールの〕添付ファ
イルのサイズを＿メガバイトに制限する
■memory freeing : メモリの解放
■total size of attached files : 〔電子メールの複数の〕添付ファイルの合
計サイズ
■translate logical address to physical address : 論理アドレスを物理ア
ドレスに変換する
■Twitter-shame {他動} : ツイッターで～を侮辱する
■Twitter-shaming {名} : ツイッターでの侮辱発言◆Twitter 上で人・組織・
国などを侮辱するツイートを投稿すること。
■webtoon {形} : ウェブトゥーン、ウェブ漫画◆ウェブ上で読める漫画
(cartoon)◆【参考】World Wide Web
■wild rumors circulating on the Internet : インターネット上の流言飛語、
インターネットで広がる根拠の［根も葉も］ないゴシップ［うわさ話］
■Zoom-bombing {名} : ズーム爆撃◆Zoom を利用したオンラインビデオ会議に
おいて、招待されていない者が無断で会議に侵入し、迷惑行為をすること。◆
【参考】Zoom
■zumping {名} : ザンピング◆オンラインビデオ会議システムの Zoom 上で恋
人を振ること(dumping)。◆【参考】Zoom ; dump

医 学
■asymptomatic neurocognitive impairment : 無症候性神経認知障害◆【略】
ANI
■avoidant/restrictive food intake disorder : 《精神医学》回避・制限性
食物摂取症◆【略】ARFID
■cardialgic {形} : 心臓痛の［に関する］◆【名】cardialgia
■causalgic {形} : しゃく熱痛の［に関する］◆【名】causalgia
■druggability {名} : 《薬学》ドラッガビリティ、創薬可能性◆低分子化合
物（または生物学的製剤）が標的分子（病気の原因になるタンパク質）に介入
できる可能性。

■have close contact with infected patients : 〔複数の〕感染者と濃厚接
触する◆【参考】close contact
■HIV-associated neurocognitive disorders : HIV 関連神経認知障害◆【略】
HAND
■ischemic retinal disease : 《眼科》虚血性網膜疾患
■mild neurocognitive disorder : 軽度神経認知障害◆【略】MND
■neurocognitive disorder due to traumatic brain injury : 外傷性脳損傷
による認知症
■rule out a placebo effect : プラセボ［プラシーボ］効果（の可能性）を
排除する

そ の 他
■blue economy : ブルーエコノミー、海洋経済学◆海洋資源開発と環境保全に
関する経済学
■cash-free {形} : 〔支払い方法がクレジットカードや電子決済なので〕現
金を使用しない、現金不要の、現金を持ち歩く必要のない、キャッシュフリー
の
■cash-free shopping : キャッシュフリーの［現金を持ち歩く必要のない］買
い物
■coffice {名} : コフィス◆WiFi を使ってリモートワーク（遠隔勤務）でき
る喫茶店◆【語源】coffee shop + office
■coronavirus unemployment : コロナ失業◆コロナウイルス感染拡大の影響に
よる失業
■blue economy : ブルーエコノミー、海洋経済学◆海洋資源開発と環境保全に
関する経済学
■cash-free {形} : 〔支払い方法がクレジットカードや電子決済なので〕現
金を使用しない、現金不要の、現金を持ち歩く必要のない、キャッシュフリー
の
■cash-free shopping : キャッシュフリーの［現金を持ち歩く必要のない］買
い物
■coffice {名} : コフィス◆WiFi を使ってリモートワーク（遠隔勤務）でき
る喫茶店◆【語源】coffee shop + office
■dad bod : 《a ～》〈俗〉〔中年男性に特有の〕おやじ体形、中年太り◆【語
源】dad（お父さん、おやじ） + body（体）
■DGAF {動} : 〈俗〉気にしない、どうでもいい、構わない◆【語源】don't give
a fuck の頭字語
・I DGAF about his opinion. 彼の意見など気にしない［どうでもいい］。
■ex-working girl : 《an ～》元・働く女性◆以前働いていたことがあるが現
在は働いていない女性◆【略】EWG
■get fired because of coronavirus : コロナ解雇される◆コロナウイルス感

染拡大の影響で解雇される
■Googley {形} : 〔ビジネス手法などが〕グーグル的な◆【参考】Google
■gym hair : ジム・ヘア、ジム用ヘアスタイル◆スポーツジムに行く時のヘア
スタイル。ポニーテールやお団子スタイルなど。
■self-isolate {自動} : 〔感染症状のある人が〕自主隔離する
■self-isolate ; self-isolation {名} : 自主隔離◆感染症状（咳、発熱、
味覚障害など）のある人が他人に感染させないようにするために、特定の場所
（自宅、医療施設、宿泊施設など）にとどまり外出しないこと◆【参考】
self-quarantine
■self-quarantine {自動} : 〔病原体に感染した疑いのある人が〕自主隔離
する
■self-quarantine : {名} : 自主隔離◆病原体に感染した症状が出ていない
が感染した疑いのある人が他人に感染させないようにするために、自主的に特
定の場所（自宅、医療施設、宿泊施設など）に一定期間（14 日間が推奨されて
いる）とどまって外出せず、症状が出ないかどうかを観察すること。
■sleep divorce : スリープ離婚◆夫婦が（いびきなどで睡眠を妨げられない
ように）ベッドまたは寝室を別々にすること。
■sneakerhead {名} : スニーカー狂◆趣味としてスニーカーの収集や売買に
夢中になっている人。◆【語源】sneaker + -head（～に夢中になっている人）
◆【類】sneaker freaker
■termination of the state of emergency : 緊急事態宣言の解除［終了］
■zombie statistics : ゾンビ統計◆真実である根拠がないのに、（ゾンビのよ
うに消滅することなく）世の中に存在し続ける統計データ（または統計値）。

略 語
■ADCA : ＝autosomal dominant cerebellar ataxia●《病理》常染色体優性小
脳失調症
■CEA : ＝controlled environment agriculture●環境制御型農業
■EMO : ＝emergency off●緊急電源オフ［遮断・切断］◆【同】emergency power
off
■ENDA : ＝Employment Non-Discrimination Act●雇用差別禁止法案
■GCN : ＝gene co-expression network●遺伝子共発現ネットワーク
■HAND : ＝HIV-associated neurocognitive disorders●HIV 関連神経認知障害
■NEC : ＝not elsewhere classified●いずれにも分類されない、特定不能の
■PFAL : ＝plant factory with artificical light●人工光型植物工場
■PWYW : ＝pay-what-you-want●ペイ・ワット・ユー・ウォント方式の◆買い
手が自己の価値判断によってサービスや商品の価格を決める方式
■XDR : ＝extensively drug-resistant●広範囲薬剤耐性の［を持つ］

例文集「例辞郎」
■I can't really blame you for thinking that. : あなたがそう考えること
に関して、私は本気で［実際のところ］非難することができません。／あなた
がそう思うのも当然かもしれません［仕方ないことでしょう］。◆【場面】客観
的には正しい認識・好ましい考え方ではないが、状況的・心情的に、相手がそ
う思ってしまうのも無理からぬことだろう。
■I couldn't have asked anything more. : 全く非の打ちどころがありません
（でした）。／どこにも文句のつけようがありません。◆【直訳】（どんなに考
えても）それ以上の何かを望むことはできなかっただろう ⇒ 「この点がこう
なら、もっと良かったのだが…」という不満が何もない。
■Just how lucky can you get? : 全くあなたは、どこまで運がいいんでしょ
う？／どんだけ運がいいんだよ？／つきまくってるねぇ…。◆【場面】相手は
異常なほど運に恵まれている。
■This isn't even funny. : これは笑い話にすらなりません。／しゃれになら
ないよ…。／冗談（だ）としても笑えない。
■Stop asking me that. : その質問は、いいかげんにして。／何度も同じこと
聞かないでよ。
■You think you know everything. : あなたは「自分は何でも知っている」と
考えています。／あなたは全てを理解したつもりになっている。◆【場面】意
外と知らない事実があるものだ。思い上がらない方がいい。

