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□　11-fold　11倍に
□　24-hour operation　24時間営業
□　a big chunk of ...　～のかなりの部分
□　a significant chunk of　大量の
□　a whole host of　多くの
□　a wide range of industries　幅広い業

種
□　abandon　断念する
□　abated　衰える
□　abbreviations　短縮形
□　abduction　拉致
□　abductions　拉致
□　ability to attract customers　集客力
□　abnormal behavior　奇抜な言動
□　abnormally　異常に
□　abolish　廃止する
□　abolish coal-fired power　石炭火力を

廃止する
□　abolished　廃止する
□　abolition　廃止
□　absence from work　休業
□　absorbing　吸収する
□　absorbs　吸収する
□　abstain　控える
□　abundance of　多くの
□　abundant　豊富な
□　abuse　悪用
□　abuse of ...　～の乱用
□　abused diplomacy　外交を悪用する
□　abuses　乱用する
□　accelerate　加速する
□　accelerated　早める
□　accelerates　加速する
□　accelerating　加速させている
□　acceleration　促進
□　acceleration capability　加速性能
□　accelerator　アクセル
□　accelerometer　加速度計

□　acceptance system　受け入れ体制
□　accepting orders　受注する
□　accessible　身近な
□　accidental conflict　偶発的衝突
□　accommodation　宿泊
□　accompanying　伴う
□　accordance with ...　～に伴い
□　According to ...　～によると
□　accordingly　適切に
□　account for ...　～を占める
□　accountable　責任がある
□　accounted for ...　～を占める
□　accounting for ...　～を占める
□　accounting fraud　不正会計
□　accounting irregularities　不正会計問

題
□　accounts for ...　～を占める
□　accounts receivable　未収金
□　accumulate　たまる
□　accumulate cash　資金をため込む
□　accumulated　蓄積する
□　accumulated points　たまったポイン

ト
□　accumulation　集積
□　accuracy　精度
□　accuracy of predictions　予想精度
□　accurately　正確に
□　accusations　告発
□　accused　告発する
□　accustomed to ...　～に慣れた
□　achievable　達成可能な
□　acknowledging　認める
□　acquaintance　面識
□　acquaintances　知人
□　acquire　買収する
□　acquire interest　権益を取得する
□　acquired　買収した
□　acquired qualifications　資格取得

 日経 LissN 全辞書リスト 2020 
日経 LissN では辞書がわりに、重要表現や TOEIC730
以上と思われる語句に和訳をつけています。
そこで 2020 年の記事で掲載した表現をすべてリスト
化、ボキャブラリー・アップに役立ててください。
＊単語の活用は、すべて記事に掲載されたままです。
＊日本語訳はすべて現在形にしています。
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□　acquired shares　株式を取得する
□　acquiring　買収する
□　acquisition　買収
□　acquisition of assets　資産取得
□　acquisition period　取得期間
□　acquisition price　買収金額
□　acquisition procedures　買収手続き
□　acquisition rates　取得率
□　acquisition talks　買収交渉
□　acquisitions　買収
□　acquittal verdict　無罪評決
□　acreage cutbacks　減反
□　across the board　軒並み
□　activated　作動させる
□　active fault　活断層
□　active job openings-to-applicants 

ratio　有効求人倍率
□　active pharmaceutical ingredients　

原薬
□　actively　積極的に
□　activist　活動家
□　activist investor　物言う株主
□　activist shareholder　物言う株主
□　activist shareholders　物言う株主
□　activists　活動家
□　actual conditions survey　実態調査
□　actual work conditions　勤務実態
□　actual working hours　実労働時間
□　actualization　発動
□　additional burden　追加負担
□　additional collateralized securities　

追加担保証券
□　additional contract　追加契約
□　additional income　副収入
□　additional mechanisms　追加的な仕

組み
□　additional mitigation　追加緩和
□　additional monetary easing　追加金

融緩和
□　additional sanctions　追加制裁
□　additional tariffs　追加関税
□　Additionally　また
□　additives　添加物
□　address ...　～に対応する
□　adhere　順守する
□　adhesive　接着剤
□　adipose stem cells　脂肪幹細胞
□　adjacent　付近、隣接
□　adjacent to ...　～に隣接する
□　adjusted downward　下方修正する
□　adjusted significantly downward　大

幅に下方修正する
□　administered　投与する
□　administering　投与する
□　administration　投与
□　administration method　投与方法
□　administrative burden　事務負担
□　administrative district　行政区
□　Administrative employees　事務系社

員
□　administrative guidance　行政指導
□　administrative organization　行政組

織
□　administrative procedures　行政手続

き
□　administrative reform　行政改革
□　administrative sanctions　行政処分
□　administrative work　事務作業
□　admiration　感嘆
□　admission tickets　入場チケット
□　admissions fraud　不正入試
□　adopt　取り入れる
□　adoption　採用
□　adopts　採用する
□　advance　進出
□　advance notification　事前通知
□　advance payment　前払い
□　advanced economies　先進国
□　advanced technologies　先進技術
□　advanced technology　先進技術
□　advancement　繰り上げ
□　advantageous　有利
□　adventurous　冒険的
□　adverse effects　悪影響
□　adversely affects　悪影響
□　advertisers　広告企業
□　advertising effectiveness　広告効果
□　advertising revenue　広告収入
□　advisability　可否
□　advisory　諮問
□　advisory committee　諮問委員会
□　advocated　主張する
□　advocates　掲げる
□　aerodynamic system　空力システム
□　affability　人当たりの柔らかさ
□　affected by　の影響を受ける
□　affiliated　所属している、提携している
□　affiliated accommodation facilities　

加盟宿泊施設
□　affiliated company　傘下企業
□　affiliated store　系列販売店
□　affiliated with ...　～系の
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□　affirming　確認する
□　affixed　はる
□　affluent　裕福な
□　affordable　手ごろな
□　affordable prices　手ごろな価格
□　after-hours trading　時間外取引
□　aftermath　余波
□　Against a backdrop of ...　～を背景に
□　Against the backdrop ...　～を背景に
□　age composition　年齢構成
□　agenda　議題
□　aggravation　重症化
□　aggregate market value　時価総額
□　aggregated　集計した
□　aggregating　集計する
□　aggregation　集計
□　aggressive　積極的な
□　aggressively　積極的に
□　agile　機動的な
□　agricultural　農業の
□　agriculture　農業
□　ahead of ...　～に先行して
□　ahead of schedule　前倒しで
□　aide　側近
□　aides　周辺、側近
□　aim to ...　～を目指す
□　aimed at　向けに
□　aiming for ...　～を目指す
□　air conditioning　空調
□　Air purifiers　空気清浄機
□　air routes　航空路線
□　air-permeable　通気性に優れた
□　aircraft　機体
□　aircraft carrier　空母
□　aircraft carriers　空母
□　airliner　旅客機
□　airspace　上空
□　airstrikes　空爆
□　airtightness　気密性
□　albeit　ながら
□　alcohol addiction　アルコール依存症
□　alcohol disinfectant　アルコール消毒

液
□　alcohol tax　酒税
□　alcoholic beverages　酒類
□　alertness　警戒感
□　alienated　離反する、不和になる
□　all-time high　過去最高の
□　all-you-can-eat　食べ放題の
□　allegation　疑惑
□　allegations　主張

□　allegations of ...　～の容疑
□　allegations of fraud　不正疑惑
□　alleged　訴える、主張する
□　alleged irregularities　不正疑惑
□　alleged violation　違反の疑い
□　allegedly ...　～とされる
□　alleging ...　～として、～だと主張する
□　alleviate　緩和する
□　alleviating　緩和する
□　alliance　連携
□　allied with ...　～と同盟した
□　allies　同盟国
□　allocate　充てる
□　allocated　割り当てる
□　allocated for ...　～に計上する、に充て

る
□　allocated to ...　～に充てる
□　allocates wage increase capital　賃

上げの原資を配分する
□　allocation　配分
□　allocation method　配分方法
□　allocations　割り当て
□　allotment　割当
□　allotted　割り当てる
□　allotted to ..　～に振り向ける
□　allowance　容認
□　alluded　言及する
□　Along with ...　～とともに
□　amassed　蓄える
□　ambitious　野心的な
□　amend　改める、改定する
□　amending　改正する
□　amendment　改正
□　amendment of articles of 

incorporation　定款変更
□　amenities　設備
□　Amid ...　～のなか
□　Amidst ...　～のなか
□　ammonium nitrate　硝酸アンモニウム
□　ammunition　弾薬
□　amount of snowfall　降雪量
□　amount of the acquisition　買収金額
□　ample　ゆとりのある
□　amplifies　増幅させる
□　analogy　なぞらえて
□　ancient tomb　古墳
□　and the like　など
□　animal conservation　動物保護
□　animated film　アニメ映画
□　anime studios　アニメ制作会社
□　annex　別館
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□　annexation　併合
□　annotations　注釈
□　announcement　発表
□　annual expenditure and revenue　歳

出入
□　annual general meeting of 

shareholders　定時株主総会
□　annual income　年収
□　annual meeting　年次総会
□　annual presidential address　年次教

書演説
□　annual report　年次報告書
□　annual salaries　年俸
□　annual sales　年間売上高
□　annual shareholders meeting　定時

株主総会
□　annualized basis　年率換算
□　annualized pace　年率換算
□　annually　年間
□　anonymized　匿名化された
□　anteroom　控室
□　anthropomorphized　擬人化した
□　anti-American sentiment　反米感情
□　anti-cancer drugs　抗がん剤
□　anti-collision devices　衝突防止装置
□　anti-competitive　反競争的
□　anti-inflammatory agents　抗炎症剤
□　anti-inflammatory drugs　抗炎症薬
□　anti-monopoly act　独占禁止法
□　Anti-Piracy　海賊対処
□　anti-regime activities　反体制活動
□　anti-terrorism facilities　テロ対策施設
□　antibacterial effects　抗菌作用
□　antibodies　抗体
□　antibody drug　抗体医薬
□　antibody test　抗体検査薬
□　antibody-producing　抗体をつくる
□　anticancer agents　抗がん剤
□　antigens　抗原
□　Antimonopoly Act　独占禁止法
□　antitrust law　独占禁止法
□　antitrust laws　反トラスト法、独占禁

止法
□　Apart from ...　～とは別に
□　apparel　アパレルの
□　appeal the ruling　控訴する
□　appealed for ...　～を訴える
□　appearance　外観
□　appears to ...　～とみられる
□　applause　拍手
□　applicable　通用する

□　applicable period　適用期間
□　application　申請
□　application form　申請書
□　applied to ...　～を申請する
□　apply for ...　～を申請する
□　apply to ...　～に適用する
□　appropriate　適した
□　appropriately　適切に
□　appropriateness　適正さ
□　approval　承認
□　approval ratings　支持率
□　approvals　認可
□　approximately　約
□　aquaculture　養殖
□　arbitrary　恣意的な
□　arbitrator　仲裁人
□　are made of ...　～で作られている
□　area-wide ceasefire　全域での停戦
□　armed group　武装勢力
□　armed insurgents　武装勢力
□　armed rebel forces　武装勢力
□　arms　武器
□　aroma　アロマ、香り
□　arose from ...　～から生じる
□　arrest warrant　逮捕状
□　artificial　人工の
□　artificial intelligence　人工知能
□　artificial island　人工島
□　artificial photosynthesis　人工光合成
□　artificial satellite　人工衛星
□　artificially　人為的に
□　as a general rule　原則
□　as a precaution　念のため
□　as a whole　全体で
□　as little as　わずか
□　as of　時点で
□　as one　一体で
□　as required　必要に応じて
□　As to　～に関しては
□　ascended　浮上する
□　ascertain　見極める
□　ascertained　判明した
□　ascertaining　把握する
□　ascertains　把握する、確認する
□　ash fall　降灰
□　assassinated　暗殺する
□　assault　暴行
□　assault and murder　暴行死事件
□　assemble　一堂に会する
□　assembled　まとめる
□　assembly plant　組み立て工場
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□　assert　主張する
□　asserted　主張する
□　assertion　主張
□　assertions　主張
□　assess　評価する
□　assessed　査定する
□　assessment　判断
□　assessments　評価
□　asset　資産
□　asset backing　裏付け資産
□　asset building　資産形成
□　asset expansion　資産拡大
□　asset formation　資産形成
□　asset management　資産運用
□　asset management consultations　

資産運用の相談
□　asset purchase limit　資産買い取り枠
□　asset securities reports　有価証券報

告書
□　asset size　資産規模
□　asset-backed securities　資産担保証

券
□　asset-buying program　資産買い入れ

策
□　assets　資産
□　assets under management　預かり

資産
□　assign　配置する
□　assignor companies　出向元企業
□　associated with ...　～に関する
□　association　連想
□　association representative　団体代表
□　assuaged ...　～を除く
□　assuming　就任する
□　assumptions　想定
□　asteroid　小惑星
□　asteroid explorer　小惑星探査機
□　astronaut　飛行士
□　astronauts　飛行士
□　asymptomatic　無症状の
□　at a bargain price　割安に
□　at a standstill　足踏みして
□　at an impasse　行き詰まって
□　at no charge　無償で
□　at no cost　無償で
□　at room temperature　常温で
□　at stake　問われて
□　at the expense of ...　～を犠牲にして
□　at the forefront　筆頭に
□　at the moment　現時点では
□　at the time of　時に

□　at this stage　現段階で
□　At this time　現時点では
□　athletics　陸上
□　attached importance to ...　～を重視

する
□　attempt to ...　～を図る
□　attempted to ...　～を試みる
□　attendance　入場者
□　attendees　出席者
□　attorney　弁護人
□　attorney general　検事総長
□　attracted attention　注目される、注目

を集める
□　attracting attention　注目を集める
□　attracting customers　集客
□　attractiveness　妙味
□　attracts the most attention　最も注

目を集める
□　attributed ...　～の結果とみている
□　attributed to ...　～が要因とされる
□　audit firm　監査法人
□　audit status　監査状況
□　auditing　監査
□　auditing firms　監査法人
□　auditorium　講堂
□　augmented　拡張
□　augmented reality　拡張現実
□　augur　占う
□　authentication　確証
□　authoritarian　独裁的な
□　authoritarian politics　強権的な政治
□　authorities　当局
□　authority　権限
□　authorization　許可
□　automakers　自動車メーカー
□　automate　自動化
□　automated　自動化した
□　automated driving　自動運転
□　automates　自動化する
□　automatic breaks　自動ブレーキ
□　automatic deletion　自動消去
□　automatic gates　自動ゲート
□　automatic turnstiles　自動改札（機）
□　automatically　自動で
□　automatically follow　自動追従する
□　automating　自動化する
□　automation　自動化
□　automobile industry　自動車業界
□　automobile liability insurance　自賠

責保険
□　automobile ownership　自動車保有
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□　automobile parts giant　自動車部品大
手

□　automotive　自動車の
□　automotive industry　自動車産業
□　automotive market　自動車市場
□　autonomous　自動の
□　autonomous driving　自動運転
□　autonomous driving system　自動運

転システム
□　autonomous driving technology　自

動運転技術
□　autonomous regions　自治区
□　autonomous vehicle　自動運転車
□　autonomous vehicles　自動運転車
□　autonomous weapons　自律型兵器
□　autonomy　自治権
□　autopilot　自動操縦
□　available　入手できる
□　avalanche　雪崩
□　average age　平均年齢
□　average inflation target　平均物価目

標
□　average spending per customer　客

単価
□　average wholesale price　平均卸値
□　avian influenza　鳥インフルエンザ
□　aviation　航空
□　aviation alliance　航空連合
□　aviation demand　航空需要
□　aviation engine　航空エンジン
□　aviation industry　航空業界
□　aviation law　航空法
□　avoid　避ける
□　avoid confusion　混乱を避ける
□　avoid infection　感染を避ける
□　await　控える
□　awarded to ...　～に与えられる
□　awareness　啓発
□　awash in criticism　批判を浴びて、批

判であふれて
□　awkwardness　ぎこちなさ
□　baby boomer generation　団塊の世代
□　baby boomers　団塊世代
□　back to back　背を向けて
□　backdoor　バックドア、裏口
□　backdrop　背景
□　backdrop of ...　～を背景に
□　backed　裏付けとする
□　backing assets　裏付け資産
□　backlog of orders　受注残
□　bacteria　細菌

□　bad debt　不良債権
□　bahts　バーツ
□　balance　残高
□　balance of borrowings　借入残高
□　balance sheets　貸借対照表
□　ballistic missiles　弾道ミサイル
□　balloon　膨らむ
□　ballooned　膨らむ
□　ballooning trade deficit　膨らむ貿易

赤字
□　bamboo shoots　たけのこ
□　ban　禁止する
□　ban of ...　～の禁止
□　bankbooks　通帳
□　bankruptcies　破綻
□　bankruptcy　経営破綻
□　banned　禁止する
□　barcodes　バーコード
□　bare minimum　必要最低限
□　bargain　割安な
□　barley-derived　大麦由来
□　barrier-free facilities　バリアフリー設

備
□　bartering　物々交換
□　base salary increase　ベースアップ
□　base stations　基地局
□　based on ...　～に基づいて
□　baseline　基調
□　basic human rights　基本的人権
□　basin　流域
□　bathing suit　水着
□　battlefield　群雄割拠、闘争の場
□　be enough for ...　～に十分
□　be entrusted with ...　～を受託する
□　be equipped with ...　～を搭載する
□　be rekindled　再燃する
□　be sworn in　就任する
□　be tasked with　任務を負う
□　bear　負担する
□　bearing in mind　念頭に置く
□　bearish　弱、弱気の
□　became a subsidiary of ...　～の傘下

に入る
□　became known as ...　～として知られ

るようになる
□　became mandatory　義務化する
□　became radical　過激化する
□　became uncertain　不透明になる
□　become a burden　重荷となる
□　become distant　遠のく
□　become established　定着する
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□　become positive　陽性になる
□　become prolonged　長期化する
□　become seriously ill　重症化する
□　become the norm　常態化する
□　become widespread　普及する
□　becoming a liaison with ...　～との窓

口になる
□　becoming an issue　課題となる
□　becoming clear　鮮明になる
□　becoming enthusiastic　熱狂する
□　becoming imperative　急務になる
□　becoming intense　激しくなっている
□　becoming widespread　浸透する
□　been battered by ...　～の打撃を受け

る
□　befitting　ふさわしい
□　before dawn　未明
□　before too long　そう遠くないうちに
□　begin in earnest　本格化する
□　begin talks with ...　～と協議を始める
□　begun in earnest　本格化する
□　behavioral　行動の
□　behavioral economics　行動経済学
□　behavioral patterns　行動様式
□　behavioral regulations　行動規制
□　behind closed doors　無観客の
□　being reluctant to lend　貸し渋る
□　belching　げっぷ
□　bellwether　先例
□　belonging to　所属の
□　below the break-even point　採算割

れに
□　benchmark　指標、基準
□　benefits　恩恵
□　bereaved family　遺族
□　best known for ...　～で最もよく知ら

れている
□　best of seven contest　七番勝負
□　best-of-five match　五番勝負
□　betrayed by ...　～に裏切られる
□　bewilderment　困惑
□　bidding　入札
□　biennial　隔年
□　biggest earner　稼ぎ頭
□　biggest feature　最大の特徴
□　bilateral　両国の
□　bilateral relations　両国関係
□　bilateral talks　2カ国間協議
□　biliary tract cancer　胆道がん
□　billing fees　課金手数料
□　bio-pharmaceutical　バイオ薬品

□　biodegradable　生分解性の
□　Biofuel　バイオ燃料
□　biological weapon　生物兵器
□　biometric data　生体認証データ
□　biometrics　生体認証
□　bipartisan　超党派の
□　bipartisan experts　超党派の有識者
□　birthplace　発祥の地
□　birthplace of ...　～を生み出した（場所）
□　blast furnace　高炉
□　blast furnaces　高炉
□　blight　禍
□　blind spot　死角
□　bloated　肥大化した
□　blocking　妨げる
□　blood pressure monitors　血圧計
□　blow　痛手、打撃
□　blue tarpaulins　ブルーシート
□　blueprint　設計図
□　board meeting　理事会
□　board of directors　取締役会
□　Board of Directors meetings　取締役

会
□　board of directors’ meeting　取締役

会
□　boasted　誇る
□　body fat percentage　体脂肪率
□　bold　果敢な
□　bold ideas　大胆な発想
□　boldly　果敢に
□　bolster　強める
□　bolstering　強化する
□　bonds　社債
□　book value basis　簿価ベース
□　boost　後押しする
□　boost production and sales　生産・

販売に弾みをつける
□　boost work efficiency　作業効率を高

める
□　boosted　後押しする、押し上げる
□　boosted by　～が押し上げた
□　boosted earnings　業績を押し上げた
□　boosted sales　販売を押し上げた
□　boosting　後押しする
□　border measures　水際対策
□　born and bred　生え抜きの
□　boron neutron capture therapy　ホ

ウ素中性子捕捉療法
□　bottom line　最終損益
□　bottom-line effect　収益効果
□　bouldering　ボルダリング



009 PB

　Appendix2　

□　bounce back　好転する
□　bounty　報奨金
□　box office revenue　興行収入
□　box-office revenue　興行収入
□　bracing for　～を覚悟して
□　branches　支店
□　branded as a security on alert　特設

注意市場銘柄になる
□　Brazilian　ブラジルの
□　breach of trust　背任
□　break away　脱却する
□　break away from ...　～から脱却する
□　break the law　法を犯す
□　break up　解体する
□　break-even point　損益分岐点
□　breakaway　脱却
□　breakdown　内訳
□　breaking down　分解し
□　breaking the stalemate　事態を打開

する
□　breakthrough　打破
□　breakwater　防波堤
□　breathability　通気性
□　breeding ground　温床
□　brewer　ビール会社
□　breweries　醸造所
□　bribery　贈賄罪
□　bribery case　金品受領問題
□　brick and mortar stores　実店舗
□　brick-and-mortar stores　実店舗
□　briefing　説明会
□　bring back memories　思い出がよみ

がえる
□　bring forward　繰り上げる
□　brisk　活発な、活気ある
□　brittle　もろい
□　broad spectrum of　幅広い
□　broadcast live　在庫管理
□　broadcasts　放映
□　broaden　広げる
□　broadening the horizons　視野を広げ

る
□　broadens　広げる
□　broke out in ...　～で発生した
□　brokerage　売買仲介
□　brought forward　前倒しする
□　brought on　もたらされた
□　browse　閲覧する
□　browsing history　閲覧履歴
□　budget deficit　財政赤字
□　budgetary measures　予算措置

□　budgetary request　予算の概算要求
□　buds of results　成果の芽
□　building an era　一時代を築いた
□　building up results　実績を積み上げる
□　built-in　搭載した
□　bulk carriers　ばら積み船
□　bullet holes　弾痕
□　bullet trains　新幹線
□　bullish　堅調な、強気の
□　bump up　高める
□　bumper performance　好業績
□　buoyed by ...　～にけん引され
□　burden on ...　～の負担
□　burden on the public　国民負担
□　burden reduction measures　負担軽

減策
□　burglary　侵入盗
□　bursting of the bubble　バブル崩壊
□　business alliance　業務提携
□　business card　名刺
□　business confidence　景況感
□　business continuity plan　事業継続計

画
□　business development　事業展開
□　business disruptions　業務の混乱
□　business environment　経営環境
□　business failures　経営破綻
□　business feasibility　事業性
□　business foundation　事業基盤
□　business integration　経営統合
□　business merger　経営統合
□　business performance deterioration　

業績悪化
□　business restructuring　事業リストラ
□　business suspension　事業停止
□　business synergies　事業上のシナ

ジー
□　business tie-up　業務提携
□　business trips　出張
□　bustling districts　繁華街
□　bustling with ...　～でにぎわう
□　busy streets　繁華街
□　busyness　多忙
□　buy-outs　買い占め
□　buyback　自社株買い
□　buybacks　買い戻し
□　buzz　話題、噂話
□　by chance　偶然
□　By contrast　一方、対照的に
□　By industry classification　業種別で
□　By manufacturer　メーカー別で
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□　by prefecture　都道府県別
□　by region　地域別に
□　bypass　バイパス
□　Cabinet decision　閣議決定
□　cabinet meeting　閣議
□　Cabinet Office　内閣府
□　cabinet room　閣議室
□　cabinet-level　閣僚級の
□　cable cars　ケーブルカー
□　calamity　惨禍
□　calculated　算出する
□　called for ...　～を求めて
□　called on ...　～に呼びかける、～に訴

える
□　calling for ...　～を呼びかける
□　calling out ...　～を非難して
□　calmness　落ち着き
□　came in first place　首位になる
□　came into effect　発効した
□　came into force　施行される
□　came short of ...　～には不十分だった
□　came to the fore　前面に出る
□　camp　陣営
□　campaign pledge　公約
□　cancel the treasury stock　自己株式

を消却する
□　cancellation　解除
□　cancellation of the contract　契約解

除
□　cancellations　解約
□　cancer immunotherapy drug　がん免

疫薬
□　cancer immunotherapy medicine　

がん免疫薬
□　cancerous cells　がん細胞
□　Candidacies　立候補
□　candidacy　立候補
□　candidate　候補者
□　candidate nomination　候補指名
□　candidates　候補
□　cannabis　大麻
□　capabilities　対応力
□　capacity　容量
□　capital and business alliance　資本

業務提携
□　capital and business tie-up　資本業

務提携
□　capital efficiency　資本効率
□　capital injection　資本注入
□　capital investment　設備投資
□　capital outflow　資金流出

□　capital regulation　資本規制
□　capital regulations　自己資本規制
□　capital structure　資本構造
□　capital tie-up　資本提携
□　capital tie-ups　資本提携
□　capricious　突拍子もない
□　capsizing　転覆
□　captivity　とらわれの身
□　capture　取り込む
□　capture visitors to Japan　訪日客の

取り込み
□　captured　拿捕する
□　car sharing　カーシェア
□　carbon border tax　国境炭素税
□　carbon dioxide　二酸化炭素
□　carbon fiber　炭素繊維
□　carbon footprints　二酸化炭素（ＣＯ ₂）

排出量
□　carbon monoxide　一酸化炭素
□　carbon neutrality　炭素中立
□　carbonated alcoholic beverage　ア

ルコール入り炭酸飲料
□　carbonated beverage　炭酸飲料
□　carbonated drinks　炭酸飲料
□　cardboard　段ボール
□　cardboard boxes　ダンボール箱
□　cardless payments　カードレス決済
□　career-track positions　総合職
□　caregivers　介護士
□　carried out　実施する
□　carrying capacity　積載量
□　cash benefits　現金給付
□　cash cow　稼ぎ頭
□　cash flow　資金繰り
□　cash handouts　給付金
□　cash holdings　現金の保有
□　cash on hand　手元資金
□　cash on-hand　手元資金
□　cash payouts　給付金
□　cash register-free　レジなしの
□　cash reserves　手元資金
□　cashing out　現金化する
□　cashless payment service　キャッ

シュレス決済サービス
□　cashless payments　キャッシュレス

決済
□　casualization　カジュアル化
□　casualties　犠牲者
□　catalyst　起爆剤
□　catalyst for metabolization　新陳代

謝の契機、促進
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□　catastrophe　大惨事
□　catches on ...　～が広がれ
□　cater to　満たす、取り込む
□　catering to demand　需要に応えて
□　caucus　党員集会
□　cause major disruption　大きな混乱

を引き起こす
□　cautious　慎重な
□　cautious about ...　～に慎重である
□　cease　停止する
□　cease and desist order　排除措置命

令
□　cease operation　運転を停止する
□　ceasefire　停戦
□　cedar　スギ
□　ceding ...　～を譲る
□　ceding territories　領土を割譲する
□　celebrities　著名人、有名人
□　celestial body　天体
□　cell phone industry　携帯業界
□　Celsius　セ氏
□　cementing　決定的にする
□　censorship　検閲
□　centered on　～を柱とする
□　centerpiece policies　看板政策
□　central processing unit　中央演算処

理装置
□　centralize　一元化する
□　centralized　一元化する
□　centrally manage　一元管理
□　centrifugal force　遠心力
□　centripetal force　求心力
□　centrist　中道派
□　centrist opposition coalition　中道野

党連合
□　centrists　中道派
□　certain period of time　一定期間
□　certification　認証
□　certification organization　認定団体
□　certification system　認証制度
□　certifications　資格
□　certified public accountants　公認会

計士
□　certify　認定する
□　cessation　停止
□　cessation of business　業務停止
□　cession　割譲
□　chain of job losses　失業の連鎖
□　Chancellor　首相
□　changeover　代替わり
□　changes drastically　大きく変わる

□　chaos　混乱
□　characterized　特徴
□　characterized by ...　～が特徴
□　charge and discharge cycles　充放

電
□　charged　起訴する
□　charging facilities　充電設備
□　charismatic　カリスマ的な
□　charter properties　貸し切りの物件
□　chat app　対話アプリ
□　cheaply　安く
□　check for the infection　感染のチェッ

ク
□　Chief Cabinet Secretary　官房長官
□　chief mourner　喪主
□　chief negotiator　交渉担当の幹部
□　chief scientific advisers　首席科学顧

問
□　child allowance　児童手当
□　child care allowance　児童手当
□　child care leave benefits　育児休業給

付金
□　child-oriented　子供向けの
□　child-rearing demographic　子育て層
□　child-rearing families　子育て家庭
□　childbearing age　出産適齢期
□　childcare　育児
□　childcare business　保育事業
□　childcare leave　育児休業
□　childcare support facilities　子育て支

援施設
□　children on day-care waiting lists　

待機児童
□　Chilean　チリ産
□　cholesterol　コレステロール
□　chronic　慢性的な
□　chronic illness　持病
□　chronologically　時系列で
□　churn out profits　多額の利益を上げる
□　Churn rates　解約率
□　circuit configuration　回路の構成
□　circuit line　回路線
□　circuit line width　回路線幅
□　circulated　流れる
□　circulation　循環
□　circulations　発行部数
□　cited　挙げる
□　citing ...　～として
□　city gas　都市ガス
□　civil engineering　土木工事
□　civil rehabilitation　民事再生
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□　civil servant　公務員
□　civil society representatives　市民団

体代表
□　civilian control　文民統制
□　claim of sovereignty　領有権主張
□　claiming restitution　損害賠償を請求

する
□　clarified　明かす
□　clarifies　明確にする
□　clarify　解明する
□　clarifying　明確にした
□　classified information　機密情報
□　clauses　条文、条項
□　clear references　明確な言及
□　clearing institutions　清算機関
□　clerical　事務職員
□　clerical work　事務作業
□　climate change　気候変動
□　climate change mitigation　気候変動

対策
□　clincher　決定打
□　clinical research　臨床研究
□　clinical study　臨床試験
□　clinical trial　臨床試験、治験
□　clinical trials　臨床試験、治験
□　cloister government　院政
□　close adviser　側近
□　close contact　濃厚接触
□　close contact with ...　～に濃厚接触す

る
□　close out　成立させる
□　closed off　封鎖した
□　closely watched　注目を浴びている
□　closing price　終値
□　closure　休園、休業
□　closures　閉店、休業
□　cloud-based　クラウド型の
□　clowns　道化師
□　clusters　クラスター、集団感染
□　co-chairs　共同委員長
□　co-Chief Executive Officer　共同最高

経営責任者
□　co-developing with ...　～と共同開発

する
□　co-establishing　共同で設立する
□　co-existence　両立
□　co-existing with ...　～と共存する
□　co-founded　共同創業する
□　co-founder　共同創業者
□　co-parent company　共同出資会社
□　Co-starring　共演

□　coal mining companies　石炭採掘会
社

□　coal-fired　石炭火力の
□　coal-fired dependence　石炭火力依存
□　coal-fired power　石炭火力
□　coal-fired power generation　石炭火

力発電
□　coal-fired power plant　石炭火力発電

所
□　coal-fired power plants　石炭火力発

電所
□　coalition　連合
□　Coalition of the willing　有志連合
□　coastal　沿岸
□　cocoon-shaped　繭型の
□　coexist　併存する
□　coexisting　併存する
□　cofinance　協調融資
□　cognitive　認知
□　cognitive function　認知機能
□　cohesive　結束した
□　cohesiveness　結束力
□　coincide with ...　～に合わせる
□　coincided with ...　～に重なる
□　coined　造る
□　cold shutdown state　冷温停止状態
□　collaborate　連携する
□　collaborate with ...　～と連携する
□　collaboration　連携
□　collaboration will ...　～との協力
□　collaboration with ...　～と組む
□　collaborative　協業の
□　collaborative research　共同研究
□　collapse　崩壊
□　collapse of the bubble economy　バ

ブル崩壊
□　collapsed　崩す
□　collapsing　崩壊
□　collateral　担保
□　collectively　一括で
□　collide　衝突する
□　collide with ...　～に衝突する
□　collides　ぶつかる
□　collides with ...　～と衝突する
□　collision　衝突
□　collision avoidance brakes　衝突回避

ブレーキ
□　collisions　衝突
□　colluding with ...　～と結託する
□　collusion　結託
□　combat system　戦闘システム
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□　combination with ...　～と組み合わせ
て

□　combustion　燃焼
□　combustion efficiency　燃焼効率
□　come to a compromise　折り合いが

つく、妥協に至る
□　come to fruition　実る
□　come to the forefront　台頭する
□　come up with ...　～を考え出す
□　comes to fruition　実現する
□　comes with ...　～を伴う
□　comfortable　快適な
□　comfortably　快適に
□　commander　司令官
□　commemorative photography　記念

撮影
□　commence　始まる
□　commence efforts　取り組みを始める
□　commencement　開始
□　commencement of construction　着

工
□　commencing　開始する
□　commensurate with ...　～にふさわし

い
□　commentary　解説
□　commented enthusiastically　意気込

む、熱く語った
□　commercial　業務用の
□　commercial areas　商圏
□　commercial building　商業ビル
□　commercial car　商用車
□　commercial operations　商業運転
□　commercial satellite imagery　商業

衛星写真
□　commercial use　商用
□　commercial vehicles　商用車
□　commercialization　商用化
□　commercialization of ...　～の商業化
□　commercialize　実用化する
□　commercialized　実用化
□　commission　手数料
□　commission-based　手数料ベースの
□　committed suicide　自殺する
□　committing violations of ...　～に違反

する
□　commodities　日用品
□　commodity price　物価
□　common sense　常識
□　commonality　共通性
□　commonly known as ...　～の通称で

知られる

□　commonplace　身近な
□　communication equipment　通信機

器
□　communication technology　通信技

術
□　communications protocol　通信規格、

通信プロトコル
□　communicative power　発信力
□　Communist Party　共産党
□　commute　通う
□　commuted　減刑する、免除する
□　commuting　通勤する
□　comparatively　比較的
□　compare favorably with ...　～と遜色

ない
□　compatibility　連携性、互換性
□　compatible　対応する
□　compatible with ...　～に対応している
□　compelled　強いる
□　compensate　補填する
□　compensates　補償する
□　compensating　補償する
□　compensation　補償
□　compensation claimed　補償請求
□　compete with ...　～に対抗する
□　compete with each other　競い合う
□　competing　競う
□　competing for ...　～を奪い合う
□　competition law　競争法
□　competition venue　競技会場
□　competitive bids　相見積もり
□　competitive mechanism　競争原理
□　competitiveness　競争力
□　compile　まとめる
□　compile a policy　方針を示す
□　compiled　まとめる
□　compiled a report　報告書をまとめた
□　compiled recommendations　提言を

まとめる
□　complement　補完する
□　complementary relationship　補完関

係
□　complete exclusion　完全排除
□　complete the procedure　手続きを完

了する
□　completely unemployed　完全失業者
□　completion　完成
□　complex stores　複合型の店
□　complexity　煩雑さ
□　compliance　法令遵守
□　complications　煩雑さ
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□　complied　応じる
□　comply with　従う
□　comply with ...　～を順守する
□　complying　準拠する
□　complying with ...　～に応じる
□　component　部品
□　components　部品
□　composed　作曲する
□　composed of ...　～から成る
□　composite parts　複合部品
□　composites　複合材
□　compounds　化合物
□　comprehensive　包括的な
□　comprehensive agreement　包括的

な協定
□　comprehensive alliance　包括提携
□　comprehensive logistics　総合物流
□　comprehensive partnership　包括提

携
□　comprehensively　総合的に
□　comprehensively support　総合的に

支援する
□　comprised of ...　～で構成する
□　comprises　構成する
□　comprising ...　～で構成する
□　compromise　歩み寄り
□　compromises　妥協案
□　compulsory　義務の
□　compulsory automobile liability 

insurance　自賠責、自動車損害賠償責
任保険

□　compulsory education　義務教育
□　computational machine　計算機
□　computational power　演算能力
□　computer-generated　コンピューター

で作成した
□　computes　割り出す
□　concealed　隠す
□　concede　敗北を受け入れる、落選を認

める
□　conceivable　考えられる
□　concentrate on ...　～に専念する
□　concentrated in ...　～に集中している
□　conceptualized　構想する
□　concern over ...　～を懸念する
□　concerned about ...　～を懸念する
□　concerned government agencies　

関係省庁
□　concessions　譲歩
□　conclude　締結する
□　conclude the investigation　調査の結

論を出す
□　conclusion　収束
□　concrete　具体的な
□　concrete measures　具体策
□　concurrent　兼業で、同時に
□　concurrent jobs　兼業
□　Concurrent with ...　～と同時に
□　concurrently　兼務
□　concurrently serves as ...　～を兼務

する
□　condemn　非難する
□　conditions of bail　保釈条件
□　condominium construction　マン

ション建設
□　condominiums　マンション
□　conducive to ...　～を促す
□　conducted　実施する
□　conductor　指揮者
□　confectionery　菓子
□　Confederates　南軍
□　conference of experts　有識者会議
□　conferred with ...　～と協議した
□　confidant　側近
□　confidence　信認
□　confidential　秘匿扱い
□　confidential information　機密情報
□　confined　密閉された
□　confined to ...　～を対象にした
□　confirmable　確認できる
□　confirmation　確認
□　confiscated　没収される
□　conflict　対立
□　Conflicts　対立
□　conflicts with ...　～と対立する
□　conformed　適合する
□　confrontation　対立
□　confusion　混乱
□　congested　渋滞した
□　congestion　混雑
□　conglomerate　複合企業
□　conglomerates　財閥
□　congratulatory message　祝辞
□　congratulatory or condolence 

money　慶弔見舞金
□　congratulatory visit　参賀
□　congress for both houses　上下両院

の連邦議会
□　congressional　議会の
□　congressional approval　議会承認
□　congressional hard-liners　強硬派の

議員
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□　congressional testimony　議会証言
□　Congresspersons　（米国の）議員
□　conjunction with ...　～と連携する
□　consciousness　意識
□　consecutive　連続の
□　consecutive holiday　連休
□　consecutive holidays　連休
□　consecutive month ...　～ヵ月連続
□　consecutive quarter　四半期連続
□　consecutive victories　連勝
□　consecutive year　年連続
□　consecutive years　年連続
□　consensus　一致
□　consent　同意
□　consequences　影響
□　conservatives　保守派
□　conserving　守って
□　consider　検討する
□　consideration　配慮
□　consideration for ...　～に配慮して
□　considering as problematic　問題視

する
□　considering or implementing　検討

もしくは実施する
□　consignment contract　委託契約
□　consignment contracts　委託契約
□　Consignment costs　委託費用
□　consignment fees　委託料
□　consignment period　委託期間
□　consistent with ...　～と矛盾しない、

～と一致する
□　consistently　一貫して
□　consolidate　一本化する
□　consolidated　連結の
□　consolidated final deficit　連結最終赤

字
□　consolidated final profit and loss　

連結最終損益
□　consolidated financial result　連結決

算
□　consolidated financial results　連結

決算
□　consolidated financial statements　

連結決算
□　Consolidated net income　連結純利

益
□　consolidated net loss　連結最終損益
□　consolidated net profit　連結純利益
□　consolidated net profit and loss　連

結最終損益
□　consolidated operating income　連

結営業利益
□　consolidated operating profit　連結

営業利益
□　consolidated operating profit and 

loss　連結営業損益
□　consolidated pre-tax loss　連結税引

き前損益
□　consolidated results　連結業績
□　consolidated sales　連結売上高
□　consolidated subsidiary　連結子会社
□　consolidating　集約して
□　consolidation　集約する
□　conspicuous　目立つ
□　conspicuously　顕著に
□　conspiracy　共謀
□　conspired　共謀する
□　constituencies　選挙区
□　constitutional amendment bill　憲法

改正法案
□　constitutional revision　憲法改正
□　constitutional revision debate　憲法

改正論議
□　constraints　制限
□　construction cost　建設費用
□　construction machinery　建設機械
□　consultation　協議
□　consultation fee　窓口負担、診察料
□　consulted with ...　～と協議する
□　consumer electronic devices　民生

用電子機器
□　consumer organization　消費者団体
□　consumer preferences　消費者の嗜好
□　consumption　消費
□　consumption behavior　消費行動
□　consumption expenditure　消費支出
□　consumption tax hike　消費増税
□　consumption tax rate　消費税率
□　contactless　非接触の
□　contactless IC　非接触 IC
□　contactless payment　タッチレス決

済
□　contagion　感染
□　containing　抑え込む
□　containment　封じ込め
□　containment measures　封じ込め策
□　contended with ...　～と闘って
□　contested　疑問を呈する、異議を唱え

る
□　contextualized　文脈にあった
□　contiguous zone　接続水域
□　continuance　存続
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□　continuation　存続
□　continuation of planning　計画継続
□　continuity　継続
□　contours　輪郭
□　contract　縮小する
□　contract amount　契約高
□　contract companies　受託企業
□　contract manufacturing　受託生産
□　contract production　受託生産
□　contracted　感染する
□　contractees　契約者
□　contraction　縮小
□　contractor　委託先
□　contractors　施工業者
□　contradictory　否定的な、矛盾した
□　contribute　拠出する
□　contributed　一因となる
□　contributed to ...　～への貢献
□　contributing　寄与する
□　contribution　寄稿
□　contributions　貢献
□　convene　集める
□　convened　開催する
□　convening　召集する
□　conventional　従来の
□　conventional line　在来線
□　conventional lines　在来線
□　conventional methods　従来の手法
□　conventional railway lines　在来線
□　conventions　慣例
□　converged　収束する
□　convergence　収束
□　convert　転換する
□　convert it into ...　～につくり替える
□　converted　改装する
□　Converted into ...　～に換算する
□　converter　転炉
□　convey　伝える
□　conveyed　伝える
□　conveyor　ベルトコンベヤー
□　convicted　有罪判決を下す
□　convocation notice　招集通知
□　cooking appliances　調理家電
□　cooperate in ...　～に協力する
□　cooperate with ...　～に協力する
□　cooperating with ...　～と連携して
□　cooperation　連携
□　cooperation benefit　協力金
□　cooperation on ...　～での協力
□　cooperation with ...　～と連携して
□　cooperative　協力的な

□　cooperative financial institutions　
系統金融機関

□　cooperatively　協力して
□　coordinated monetary easing　協調

的な金融緩和
□　coordinated production cut　協調減

産
□　coordinating　取りまとめる
□　coordinating organization　調整機関
□　coordinating role　調整役
□　coordination　連携
□　coordination skills　調整力
□　cope with ...　～に対抗する
□　coping abilities　対処力
□　coping with ...　～への対処
□　copyright holder　著作権者
□　copyright royalties　著作権使用料
□　copyrighted property　著作財産
□　coral reefs　サンゴ礁
□　core business　本業
□　core capital regulation　自己資本規制
□　cornerstones　要
□　coronavirus　コロナウイルス
□　coronavirus calamity　コロナ禍
□　corporate alliances　企業連合
□　Corporate bankruptcies　企業倒産
□　corporate bond　社債
□　corporate bond issuance　社債発行
□　corporate bonds　社債
□　corporate brands　企業ブランド
□　corporate governance　企業統治
□　corporate logistics　企業物流
□　corporate pensions　企業年金
□　corporate productivity　企業の生産性
□　corporate revitalization　企業再生
□　corporate transformation　企業変革
□　corporate valuation　企業価値の評価
□　corporate value　企業価値
□　corpus　運用額
□　corrective action　是正措置
□　corresponding period of the 

previous year　前年同期間
□　corresponding to ...　～に対応してい

る
□　corresponding with ...　～に合う
□　corresponds to　に対応する
□　corrugated paper　段ボール原紙
□　corruption　汚職
□　corruption case　汚職事件
□　corruption issues　汚職問題
□　corsets　コルセット
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□　cost burden　コスト負担
□　cost reductions　経費の削減
□　costly　コストが高い
□　counter　対抗する
□　counter-evidence　反証
□　counter-terrorism　テロ対策
□　counter-terrorism measures　テロ対

策
□　counteract　対抗する
□　counterattack　反撃
□　Counterattacks　反撃
□　countermeasure　対抗措置
□　countermeasures　対策
□　countermeasures against ...　～への

対抗策
□　countermeasures against fraud　不

正対策
□　counterpart　相手
□　counterstrikes by ...　～による反撃
□　counterterrorism　テロ対策
□　counterweight　対抗勢力
□　courier services　宅配便
□　court battle　法廷闘争
□　court case　訴訟
□　cover up　隠蔽する
□　coverage　補償
□　crack down on ...　～を取り締まる
□　crackdown　規制
□　cram schools　塾
□　craniocervical cancer　頭頸部がん
□　crash site　墜落現場
□　craze　ブーム
□　create an environment　環境を整える
□　create employment　雇用を創出する
□　create ripples　波紋を呼ぶ
□　created a boom　ブームを生む
□　creativity　創造性
□　credentials　資格情報
□　credit facility　融資枠
□　credit line　信用枠
□　creditor　債権者
□　creditors　債権者
□　creditworthiness　信用力
□　creditworthy　信用力の高い
□　crewed spaceflight　有人宇宙飛行
□　crime documentary　犯罪ドキュメン

タリー
□　criminal cases　刑事事件
□　criminal extradition treaty　犯罪人引

き渡し条約
□　criminal justice system　刑事司法制

度
□　crisis management　危機管理
□　crisis-tested　危機への対処に手慣れた
□　criteria for transition　移行基準
□　Criteria specifics　基準の詳細
□　critically ill　重症の
□　critically ill patients　重症患者
□　criticized　批判する
□　cross-border　越境の
□　Cross-border EC　越境 EC
□　cross-checks　照合
□　crossroads　岐路
□　crowds　人混み
□　crude oil　原油
□　Crude oil inventory　原油在庫
□　crude oil prices　原油価格
□　crude steel　粗鋼
□　crypto asset　暗号資産
□　crypto assets　暗号資産
□　crypto currency　暗号資産、暗号通貨
□　crypto-assets　暗号資産
□　cryptocurrency　仮想通貨
□　crystallization　結晶化
□　cubic meters　立方メートル
□　cultivate　開拓する
□　cultivate demand　需要を開拓する
□　cultivated　培う
□　cultivating　育成する
□　cultivation　栽培
□　cultivation of human resources　人

材育成
□　culturing　培養する
□　cumulative　累計の
□　cumulative number　累計
□　cumulative total　累計
□　cumulative totals　累計
□　Cumulatively　累計では
□　curb　減らす、抑える
□　curbed　抑える
□　curbing　抑える
□　curfew　外出禁止
□　curfew times　規制時間
□　currency　通貨
□　Currency depreciation　通貨安
□　current account balance　経常収支
□　curtail　食い止める
□　curtailed　圧縮した
□　curtailing　削減
□　curtailment　抑制
□　custody　預かり、保管
□　custom-made　オーダーメードの
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□　custom-made products　特注品
□　customary　恒例の、習慣的な
□　customer base　顧客基盤
□　customer traffic　客足
□　customs clearance procedures　通

関手続き
□　cut off　断つ
□　cutbacks　削減
□　cuteness　かわいらしさ
□　cutting-edge　最先端の
□　cutting-edge semiconductors　最先

端半導体
□　cutting-edge technologies　最先端技

術
□　cutting-edge technology　最先端技術
□　cutting-edge 

technologydeteriorated　悪化する
□　cyber attack　サイバー攻撃
□　cyber attacks　サイバー攻撃
□　cyberattack-associated　サイバー攻

撃関連
□　cyberattacks　サイバー攻撃
□　cybercrime　サイバー犯罪
□　cybersecurity　サイバーセキュリティ
□　cylindrical　円筒形の
□　daily necessities　生活必需品、日用品
□　dairy and beverage business　乳飲

料事業
□　dairy farms　酪農場
□　dairy industry　酪農
□　dampened　落ちこむ
□　darkened　暗転する
□　data allowance　データ容量
□　data analysis　データ分析
□　data capacity　データ容量
□　data utilization　データ活用
□　day trips　日帰り旅行
□　day-to-day　日常の
□　de facto　事実上の
□　deactivates　不活性化する
□　deadlock　膠着
□　deadlocks　行き詰まり
□　deal with ...　～を処分する
□　dealerships　販売店
□　dealing with ...　～と取引する
□　dealt a heavy blow　追い打ちをかける
□　death toll　死者数
□　debacle　大失敗
□　debt　債務
□　debt relief　債務免除
□　debt restructuring　債務再編

□　debts　債務
□　decarbonation　脱炭素
□　decarbonization　脱炭素化
□　decarbonized　脱炭素の
□　decarbonized society　脱炭素社会
□　deceased　死去した
□　decelerates　減速
□　deceleration　減速
□　deceleration in demand　需要減速
□　decision-making　意思決定
□　decisive　決定的な
□　decisive battle　天王山、決戦
□　decisive change　決定的な変化
□　declaration　宣言
□　declaration form　申告書
□　declaration of a state of emergency　

緊急事態宣言
□　decline　減少
□　declined　拒否する
□　declining birthrate　少子化
□　declining birthrate and aging 

population　少子高齢化
□　declining trend　減少傾向
□　decommission　廃棄する
□　decommissioning work　廃炉作業
□　decomposes　分解する
□　deconcentrate risks　リスクを分散す

る
□　deconcentration　分散、集中排除
□　decrease in consumption　消費の減

退
□　decrease in revenues　減収
□　dedicated　専用の
□　dedicated app　専用のアプリ
□　dedicated contractors　専門の事業者
□　dedicated smartphone app　専用の

スマホアプリ
□　dedicated to ...　～に特化した
□　deducted　差し引く
□　deduction　控除
□　deducts　控除する
□　deemed　判断した、みなした
□　deep rooted　根強い
□　deep-rooted　根強い、根深い
□　deep-seated feud　根深い確執
□　deepen　深める
□　deepen cooperation with ...　～との

連携を深める
□　deepening　深める
□　deeply pro-Israeli　親イスラエル色が

濃い
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□　defaults　不履行
□　defeating　破る
□　defections　離反、脱会
□　defector　脱北者
□　defendant　被告
□　defending　防衛する
□　defense capabilities　防衛力
□　defensive　守りの
□　deferment　猶予、延期
□　deferral　猶予措置
□　deferrals　猶予
□　deferred payment　後払い決済
□　deferred significantly　大きく先送り

する
□　defiantly　開き直って
□　deficiencies　不備
□　deficit　赤字
□　deficits　赤字
□　defined　確定した
□　defined contribution pension　確定

拠出年金
□　defined contribution pension plan　

確定拠出年金
□　definitive value　確定値
□　deflation　デフレ
□　deforestation　森林消失、森林破壊
□　defrauded　詐取する
□　defrayal　負担分
□　degree of dependence　依存度
□　degree of trade dependence　貿易依

存度
□　delay　遅延
□　delegates　代議員
□　delegates count　獲得代議員数
□　delegation　代表団
□　deliberate provocation　意図的な挑発
□　deliberately　じっくり
□　deliberating　審議する
□　deliberation　検討
□　deliberations　審議
□　delineation　線引き
□　delinquent　滞納
□　delisted　上場廃止にする
□　delisting criteria　上場廃止基準
□　delivery capabilities　配送能力
□　delivery date　納期
□　delve deeper　深く掘り下げて調査する
□　delve into ...　～に深入りする
□　demand for aviation　航空需要
□　demand forecasts　需要予測
□　dementia　認知症

□　demilitarization　非武装化
□　Demilitarized Zone　軍事境界線
□　democratization　民主化
□　democratization movement　民主化

運動
□　demographics　人口動態
□　demolished　解体する
□　demonstration　実証
□　demonstration experiment　実証実験
□　demonstration experiments　実証実

験
□　demonstration tests　実証実験
□　denounces　非難する
□　densely populated　人口密集した
□　density　密度
□　denuclearization　非核化
□　denuclearization talks　非核化交渉
□　denuclearize　非核化する
□　denying　否定する
□　departure and arrival slots　発着枠
□　depicting　描く
□　depiction　描写
□　depictions of violence　暴力表現
□　depicts　描いた
□　deplete　枯渇させる
□　deploy　配備する
□　deployed　展開する
□　deploying　展開する
□　deployment　展開
□　deported　国外退去にする
□　deposited　供託する
□　depositors　預金者
□　depreciated　下落する
□　depreciation costs　減価償却費
□　depreciation of the currency　通貨安
□　depreciation of the yuan　人民元安
□　depressant　降下剤
□　depressing　落ち込ませる
□　deprive　剥奪する
□　depriving　奪う
□　deputy　副
□　deputy general manager　副本部長
□　deputy mayor　助役
□　deputy prime minister　副首相
□　deputy secretary-level　次官級の
□　derailments　脱線
□　deregulation　規制緩和
□　derivative　デリバティブ、金融派生商

品
□　derivatives　デリバティブ、派生商品
□　derived from　由来の
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□　derives from ...　～を意味する、～に由
来する

□　desecrate　冒涜する
□　desert　砂漠
□　deserved victory　順当な勝利
□　designated　指定する
□　designating　指定する
□　designation　指定
□　desire to purchase　購入意欲
□　desperately protect　死守する
□　destination　到達点
□　destination of the distribution　配分

先
□　destroyer　護衛艦
□　destroyers　護衛艦、駆逐艦
□　destruction　破壊
□　detached houses　戸建て
□　detain　拘束する
□　detained　拘束する
□　detained in　～で勾留中
□　detect　感知する
□　detected　検知する
□　detection　検知
□　detection range　検知距離
□　detection system　検知システム
□　detects　検知する
□　detention　拘留
□　deter　思いとどまらせる
□　deteriorate　悪化
□　deteriorated　悪化する
□　deteriorates　老朽化する
□　deteriorating　悪化する
□　deterioration　悪化
□　deterrence　抑止力
□　deterrent capability　抑止力
□　deterrent power　抑止力
□　detrimental　不利益
□　detrimental to ...　～の妨げとなる
□　deuterium　重水素
□　developed a device　機器を開発する
□　developed symptoms　発症する
□　developer　開発（企業）
□　developer conference　開発者会議
□　developing countries　途上国
□　development costs　開発費
□　deviated　乖離した
□　deviates　外れる
□　deviation　逸脱
□　deviations　逸脱
□　device　仕掛け
□　devote　充てる

□　diabetes　糖尿病
□　diagnose　診断する
□　diagnosed　診断する
□　diagnosed with ...　～と診断された
□　diagnostic　診断
□　diapers　おむつ
□　dietary fiber　食物繊維
□　dietary staple　主食
□　differentiates　差をつける
□　difficult voyage　難航
□　diffusion index　業況判断指数
□　diffusion rate　普及率
□　digital communications technology　

デジタル通信技術
□　digital currencies　デジタル通貨
□　digital display board　電子看板
□　digital signage　デジタルサイネージ
□　digitalization　デジタル化
□　digitally display　デジタル表示
□　digitization　デジタル化
□　digitize　デジタル化
□　digitized　電子化する
□　dilapidated　老朽化した
□　dilemma　苦境
□　diminished　減る
□　dims　暗くなっている
□　diplomacy　外交
□　diplomatic　国交、外交
□　diplomatic documents　外交文書
□　diplomatic relations　外交関係
□　diplomatic stance　外交姿勢
□　direct hiring　直接雇用
□　directive　指示
□　directly leads to　～に直結する
□　directly managed stores　直営店
□　directly operated stores　直営店
□　director-general　事務局長
□　disabilities　障害者
□　disabling　無力化する
□　disallowing　許さない
□　disaster area　被災地
□　disaster prevention　防災
□　disaster recovery　災害復旧
□　disaster-stricken area　被災地
□　disastrously　天災級の、破滅的な
□　disbursement　給付、支払い
□　discerned　見極める
□　discharge　全うする
□　discharged　放電
□　disciplinary measure　懲戒処分
□　discipline　規律
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□　disciplines　種目、分野
□　disclose　開示する
□　disclosed　公表する
□　disclosed the number of　数を明らか

にした
□　disclosure　開示
□　disclosure of contract conditions　

契約条件の開示
□　disclosure of information　情報開示
□　discontent　不満
□　discontinuation　廃止
□　discontinue　打ち切る
□　discontinued　やめた、停止した
□　discourse　談話
□　discrepancies　食い違い
□　discretely　独自に、個別に
□　discretion　判断、裁量
□　discretionary reserve　予備費
□　discriminatory expressions　差別表

現
□　discussions are underway　協議に

入っている
□　disease prediction　疾病予測
□　disembarked from ...　～から下船した
□　disguising　なりすます
□　disinfect　消毒する
□　disinfectants　消毒液
□　disinfected　消毒する
□　dismantled　解体する
□　dismiss　解雇する
□　dismissal　解雇
□　dismissals　解雇
□　dismissed　棄却する
□　disparities　格差
□　disparity　格差
□　dispatch　派遣する
□　dispatched　派遣する
□　dispatching　派遣する
□　dispel　払拭する
□　dispensing pharmacies　調剤薬局
□　disperse ...　～を分散させる
□　dispersed　分散する
□　dispersion　分散
□　displacement　排気量
□　displayed a reluctance　難色を示す
□　displayed tenacity　粘りを見せる
□　disposable　使い捨ての
□　disposable face masks　使い捨てマ

スク
□　disposable income　可処分所得
□　disposition　整理

□　dispute　紛争
□　disregard　軽視
□　disrupt　混乱させる
□　disruption　混乱
□　disruptions　寸断
□　dissatisfaction　不満
□　dissatisfied with ...　～への不満を持つ
□　disseminated　普及させる
□　dissemination　普及
□　dissidents　反体制派
□　dissipates　逃す、散らす
□　dissolution　解散
□　dissolving　解消する
□　distance education　遠隔教育
□　distance learning　遠隔学習
□　distilled spirit　蒸留酒
□　distillery　蒸留所
□　distort　ゆがめる
□　distorted　歪められる
□　distributed　配信する
□　distributed ledger　分散型台帳
□　distributing　配信する
□　distribution　配布
□　distribution centers　物流現場
□　distribution ratio　構成比
□　distribution routes　販路
□　distribution system　流通体制
□　district court　地裁
□　Distrust　不信感
□　disturbed　混乱させる
□　disturbs　乱す
□　diverse　多様な
□　diversification　多様化
□　diversified　多岐に渡った
□　diversify　多様化する
□　diversifying risk　リスク分散
□　diversion　転用
□　diversity　多様性
□　divert customers from ...　～から顧客

を切り崩す
□　dividend　配当
□　dividends　配当
□　dividing up　分散する、分ける
□　division　部門
□　divisions　部門
□　do tricks　芸をする
□　do-over　やり直し
□　doctoral courses　博士課程
□　doing business with ...　～と取引があ

る
□　dollar-denominated　ドル建ての
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□　domestic calls　国内通話
□　domestic demand　内需
□　domestic flights　国内線
□　domestic infrastructure　国内インフ

ラ
□　domestic investment　国内投資
□　Domestic manufacturers　国内メー

カー
□　domestic price　国内価格
□　Domestic shipments　国内出荷台数
□　domestic spectators　国内の観客
□　domestic telecommunications 

subsidiary　国内通信子会社
□　Domestic tour　国内ツアー
□　domestic violence　家庭内暴力
□　domestically　国内で
□　domestically and overseas　国内外
□　dominance　支配
□　dominant party　第 1党
□　dominate　制圧する
□　dominated　多数派を占める
□　dominated by selling　売り優勢で
□　donations　寄付金
□　donning　施された
□　doomsday world　終末世界
□　doping tests　ドーピング検査
□　dormitory　寮
□　dosage instructions　服薬指導
□　doses　用量
□　double digits　2桁
□　double wing attack　相掛かり
□　double-cropping　二毛作
□　double-digit　2ケタの
□　double-digit increase　２ケタ増
□　double-dip recession　景気の二番底
□　double-income household　共働き世

帯
□　doubled　2倍になる
□　downgraded　格下げした
□　downloaded　ダウンロードされた
□　downsizing　縮小する
□　downstream sector　下流部門
□　downtown area　繁華街
□　downturn　下振れ
□　downturn risk　下振れリスク
□　downward adjustment　下方修正
□　downward pressure　下押し圧力
□　downward revision　下方修正
□　draft budget　予算案
□　drafts　草案
□　dragged down　引き下げる

□　drags on　長引く
□　drained　放水する
□　dramatically　飛躍的に、劇的に
□　drastic　抜本的な
□　drastic decrease in ...　～の激減
□　drastic low rate　思い切った低価格
□　drastically　大幅に
□　drastically curb　大幅に抑える
□　drastically reducing　急減させる
□　draw a line　線引きする
□　drawn fire from　～から批判を浴びて
□　draws together　引き合わせる
□　dressing　着こなし
□　drive motor　駆動モーター
□　driving a wedge into ...　～にくさびを

打ち込む
□　driving force　けん引役
□　driving force behind　けん引役
□　driving forces　けん引役
□　driving performance　走行性能
□　driving up　膨らむ、上昇させる
□　drone　ドローン
□　droplets　飛沫
□　dropped prices　値下げする
□　dropping out of college　大学を中退

する
□　drought　干ばつ
□　drug trafficking　麻薬密売
□　dual criminality　双罰性
□　dubbed　異名をつける
□　Duchess　公爵夫人、妃
□　due to ...　～のため
□　due to the effects of　の影響で
□　duel　一騎打ち
□　dumped　投げ売った
□　dumping　投げ売る
□　durability　耐久性
□　durable　耐久性
□　duration　期間
□　dysfunction　機能不全
□　e-book vendors　電子書籍業者
□　e-commerce　電子商取引
□　eagerness　意欲
□　early dawn　未明
□　early on　早くから
□　early phase　初期段階
□　early retirement　早期退職
□　early stage commercialization　早期

の事業化
□　early warning aircraft　早期警戒機
□　early-stage investment　初期の投資
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□　earmarked ...　～が確保されて
□　earmarked in advance　あらかじめ決

められている
□　earned the moniker of ...　～の異名を

とる
□　earning capacity　収益力
□　earnings announcement　決算発表
□　earnings call　電話による決算発表
□　earnings forecast　業績予想
□　earnings guidance　業績予想
□　earthquake resistant design　耐震設

計
□　ease　緩和する
□　ease negative effects　悪影響を緩和

する
□　ease restrictions　制限を緩和する
□　eased　和らぐ
□　eases restrictions　規制を緩和する
□　easing　緩和
□　eastward　東に
□　easy-to-sell undertone　売られやすい

地合い
□　eateries　飲食店
□　eatery　飲食
□　Ebola hemorrhagic fever　エボラ出血

熱
□　Ebola virus　エボラ出血熱
□　Ebola virus disease　エボラ出血熱
□　eco-friendly　環境に優しく
□　eco-friendly car　エコカー
□　economic activity　経済活動
□　economic countermeasure　景気対

策
□　Economic deceleration　経済減速
□　economic depletion　経済の消耗
□　economic downturn　景気悪化
□　economic growth rate　経済成長率
□　economic outlook　経済見通し
□　economic rebound　景気回復
□　economic recession　景気後退
□　economic reconstruction　経済再建
□　economic recovery　経済復興
□　economic recovery plan　経済復興策
□　economic sanctions　経済制裁
□　economic situation　経済状況
□　economic slowdown　景気減速
□　economic stagnation　景気停滞
□　economic stimulus measures　景気

刺激策
□　economic stimulus package　景気刺

激策

□　economic uncertainty　景気の先行き
不安

□　economically　経済的に
□　economically-minded　節約志向の
□　economizing　節約する
□　ecosystem　生態系
□　ecosystems　生態系
□　editor-in-chief　編集長
□　effect　効果
□　effectively　事実上の
□　effectively control　実効支配する
□　effectively participate　効果的に関与

する
□　effectively utilize　有効活用する
□　effectiveness　有効性
□　efficacy　有効性
□　efficiency　効率化
□　efficiently　効率的に
□　efficiently identifying　効率的に割り出

す
□　elaborate on the details　詳細を詰め

る
□　Elapsed Time　経過時間
□　election results　選挙結果
□　electric furnaces　電炉
□　electric vehicle　電気自動車
□　electric vehicles　電気自動車
□　electrical outages　停電
□　electricity usage　電気使用量
□　electrification　電動化
□　electrify　電動化する
□　electrocardiograph　心電計
□　electrodes　電極
□　electromagnetic waves　電磁波
□　electronic commerce　電子商取引
□　electronic components　電子部品
□　electronic money　電子マネー
□　electronic payment　電子決済
□　electronic signature　電子署名
□　electronic warfare　電子戦
□　eligibility　要件を満たしていること
□　eligible　対象で
□　eligible bachelor　結婚したい男
□　eligible for　～ができる、～の資格を有

する
□　eliminate　なくす
□　eliminate oversupply　供給過剰を解消

する
□　eliminate the anxieties　不安を解消す

る
□　eliminated　なくす
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□　eliminating　消失する
□　elimination　撤廃
□　embargo　禁輸
□　embargoed　～への輸出を禁じる
□　embark　乗り出す
□　embark on ...　～に乗り出す
□　embarked　乗り出す
□　embarking　乗り出す
□　embarking on ...　～を本格始動させる
□　embedded　埋め込む
□　embezzling　横領する
□　embody　体現する
□　emerged　出る
□　emergence　出る、出現
□　emergency benefits　緊急時の給付金
□　emergency declaration　緊急事態宣

言
□　emergency landing　緊急着陸
□　emergency shutdown order　緊急停

止命令
□　emerges as ...　～に浮上する
□　emerging　新興の
□　emerging and developing countries　

新興・途上国
□　emerging countries　新興国
□　eminent　高名な
□　emission　排出
□　emission regulations　排ガス規制
□　emissions　排出量
□　emissions falsifications　排ガス不正
□　emissions trading　排出量取引
□　emit　排出する
□　emit greenhouse gases　温暖化ガス

を出す
□　emits　排出する
□　emits carbon dioxide　二酸化炭素を

排出する
□　emitted　出す
□　emitting　発する
□　emotionally　精神的に、情緒的に
□　emphasized　強調する
□　employee buyout　従業員による買収
□　employee evaluation　人事評価
□　employee pension　厚生年金
□　employment adjustment subsidies　

雇用調整助成金
□　employment ice age generation　就

職氷河期世代
□　employment instability　雇用不安
□　employment insurance premiums　

雇用保険料

□　employment rate　就業率
□　employment situation　雇用情勢
□　employment support　就労支援
□　en masse　大量に
□　enact　発効する
□　enact a new law　新法を制定する
□　enacted　成立させる
□　enacted on ...　～に発動した
□　enacting　制定する
□　enactment　成立
□　enactment policy　制定方針
□　encirclement　包囲網
□　encircling net　包囲網
□　enclosure　囲い込み
□　encourage　促す
□　encourages　促す
□　encouraging business alliances　企

業連合を促す
□　encrypted　暗号化する
□　encryption　暗号化
□　end of fiscal　年度末
□　end of the novel coronavirus　新型コ

ロナウイルス終息
□　end-of-year　年末
□　end-of-year sales season　年末商戦
□　endorse　肯定する、是認する
□　endorsed　賛同する
□　endoscopes　内視鏡
□　energy consumption　エネルギー消費

量
□　energy-intensive　エネルギー多消費型

の
□　energy-saving　省エネルギーの
□　enforce　実施する
□　enforceable　強制力のある
□　enforced　施行した
□　Enforcement　執行
□　enforcement action　処分
□　enforcement agency　執行機関
□　engaged in ...　～を手がける、に従事

している
□　engagement　婚約
□　engagement policy　関与政策
□　engine displacement　排気量
□　engine ignition　エンジン点火
□　English language proficiency 

examination　英語検定試験
□　English proficiency　英語力
□　engulfed in flames　炎に包まれる
□　enhance　充実させる
□　enhanced　充実させる
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□　enhanced efficiency　効率化につなげ
る

□　enhancement　強化
□　enhancing　向上
□　enjoined　差し止める
□　enlargement　大型化
□　enlist　応募する
□　enroll in ...　～に入る
□　enrolled　加入した
□　enrollment　入学
□　enrollment procedure　加入手続き
□　enshrined in law　法制化された
□　ensure　確保する
□　ensure the soundness　健全性を担保

する
□　ensures　確保する
□　ensuring　確保する
□　enter into contracts　契約を結ぶ
□　enter the business　事業に参入する
□　entered into ...　～に参入する
□　enters a new stage　新たな段階に入

る
□　entertain clients　接待する
□　entertainment businesses　娯楽ビジ

ネス
□　entertainment facilities　娯楽施設
□　entire　全体の
□　entire day　終日
□　entirety　すべて
□　entity　存在
□　entrance examinations　入試
□　entrants　入国者
□　entrepreneur　起業家
□　entrepreneurial　企業の
□　entrepreneurs　起業家
□　entrust decisions　判断を委ねる
□　entrusted　委ねる
□　entrusted with ...　～を受託する
□　entrusts　託す
□　entry regulations　参入規制
□　environmental　環境の
□　environmental activist　環境活動家
□　environmental assessment　環境評

価
□　environmental awareness　環境意識
□　environmental burden　環境負荷
□　environmental changes　環境変化
□　environmental conservation　環境保

護
□　environmental consideration　環境

配慮

□　environmental destruction　環境破壊
□　environmental impact　環境負荷、環

境影響
□　environmental issues　環境問題
□　environmental performance　環境性

能
□　environmental regulations　環境規制
□　environmentally friendly　環境配慮の
□　environmentally-friendly　環境対応

の、環境に優しい
□　Envisaged　想定される
□　envisaging　想定する
□　envisioned　想定する
□　envisioning　想定する
□　enzymes　酵素
□　epidemic　流行
□　epidemics　流行
□　epidemiologist　疫学者
□　epoch-making　画期的な
□　equate to ...　～にあたる
□　equating to ...　～にあたる
□　equip　備える
□　equipped with ...　～を備えた
□　equities　普通株
□　equity capital　自己資本
□　equity method affiliate　持ち分法適用

会社
□　equity-method affiliate　持ち分法適用

会社
□　equivalent of ...　～に相当する（もの）
□　equivalent to ...　～に相当する
□　era　時代
□　eradicate　撲滅する
□　eradicate prejudice　偏見を根絶する
□　eroded　損なう
□　escalated　深まる、拡大する
□　escalating　強まる
□　esophageal cancer　食道がん
□　espionage activities　スパイ活動
□　Essential outings　必要不可欠な外出
□　establish　設立する
□　established　定着して
□　establishes　設ける
□　establishment　成立
□　estimated　想定の
□　estimated value　推計値
□　estimates　試算する
□　ethanol　エタノール
□　ethnic　民族的な
□　euglena　ミドリムシ
□　euro-denominated　ユーロ建ての
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□　eurozone economy　ユーロ圏経済
□　evacuated　疎開する
□　evacuation advisories　避難勧告
□　evacuation plan　避難計画
□　evacuations　避難
□　evaluate　評価する
□　evaluated　評価する
□　evaluation　評価
□　evaluation criteria　評価基準
□　evaluations　評価
□　evangelist　伝道師
□　evaporated　蒸発する
□　evaporation　蒸発
□　evenly split　折半する
□　ever since　その後
□　everyday goods　生活雑貨
□　evictions　立ち退き
□　exacting major damage　大きなダ

メージを与える
□　examinees　受験生
□　examples of initiatives　取り組みの事

例
□　excavating　掘削
□　excavation　掘削
□　exceeded　超える
□　exceeded expectations　予想を上回

る
□　exceeded market forecasts　市場予

想を上回る
□　exceeding　上回る
□　exceeding expectations　予想を上回

る
□　exceeds　上回る
□　exceptional talent　優秀な人材
□　exceptions　特例
□　excess　過剰な
□　excess inventory　過剰在庫
□　excessive　過剰な
□　excessive dependence　過度な依存
□　exchange rate　為替レート
□　exchange traded funds　上場投資信

託
□　exchange-traded funds　上場投資信

託
□　exclusion　排除
□　exclusionary　排他的な
□　exclusive concern　専権事項
□　Exclusive Economic Zone　排他的経

済水域
□　exclusively　独占的に
□　execute　執行する

□　executed　実行する
□　execution　執行
□　executive　幹部
□　executive candidates　幹部候補
□　executive compensation　役員報酬
□　executive order　大統領令
□　executive orders　大統領令
□　exempt　免除する
□　exempted　対象外の
□　exemption　免除
□　exercise voting rights　議決権を行使

する
□　exercised　行使する
□　exert influence　影響力を行使する
□　exhaust gas　排ガス
□　exhaust gas fraud problem　排ガス

不正問題
□　existing　既存の
□　existing domestic stores　国内既存店
□　existing manufacturer products　既

存メーカー品
□　existing shareholders　既存株主
□　expanded into ...　～に進出する
□　expansion　拡大
□　expatriates　駐在員
□　expectations　期待
□　expedited　迅速な
□　expenditures　支出
□　experiential learning　体験学習
□　experimental reactor　実験炉
□　experimental studies　実証研究
□　expertise　専門技術
□　expiration　任期切れ、満了
□　expiration date　消費期限
□　explanatory session　説明会
□　explicit　明白な
□　explicitly　明確に
□　exploits　活用する
□　exploration plan　探査計画
□　explosion　爆破
□　explosive increase　爆発的な拡大
□　explosively　爆発的に
□　explosives　爆発物
□　export controls　輸出規制
□　export finance　輸出金融
□　export restrictions　輸出規制
□　exporting　輸出する
□　exposure　露出
□　exposures　摘発する
□　Expounding　説明する
□　expressed concern　懸念を表明する
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□　expressed eagerness　意欲を示す
□　expressed her deep gratitude to ...　

～に深い感謝の意を示す
□　expressway　高速道路
□　expulsion　追放
□　extension　延長
□　extensive validation　広範な検証
□　exterior-wall inspections　外壁検査
□　external business operators　外部事

業者
□　external directors　社外取締役
□　external management oversight　外

部の経営監視
□　external provision　外部提供
□　external strategy　対外戦略
□　extract　抜き取る
□　extracted　採取する
□　extracting　取り出す
□　extradition treaty　犯罪人引き渡し条

約
□　extraordinary　臨時の
□　extraordinary board meeting　臨時取

締役会
□　extraordinary Diet session　臨時国会
□　extraordinary general meeting　臨時

総会
□　extraordinary general shareholder 

meeting　臨時株主総会
□　extreme poverty　極度の貧困
□　Extreme Ultraviolet　極端紫外線
□　extremely embarrassing　恥ずかしい

限り
□　extremely optimistic　極めて楽観的な
□　eying the possibility　視野に入る
□　face to face meetings　直接顔を合わ

せた会合
□　face wash　洗顔料
□　face-to-face　対面の
□　face-to-face contact　対面での接触
□　facial expression　表情
□　facial recognition　顔認証
□　facial recognition function　顔認証機

能
□　facial recognition system　顔認証シ

ステム
□　facial recognition technology　顔認

証の技術
□　facilitators　進行役
□　facing a crisis of ...　～の危機に直面す

る
□　faction　派

□　factual　事実の
□　faculties　学部
□　fade　薄れる
□　failing to break even　採算割れする
□　fall in income　減収
□　fall in prices　値下がり
□　fall in step　足並みをそろえる
□　fall over　転ぶ
□　fall prevention　転落防止
□　fallen behind　出遅れる、後れを取る
□　fallen below　下回る
□　fallen into a slump　不振に陥った
□　falling below　下回る
□　false accusations　冤罪
□　falsehoods　虚偽
□　falsely　偽って
□　falsification　改ざん
□　falsified　改ざんされた
□　falsifying　改ざんする
□　falter　揺らぐ
□　family doctor　かかりつけ医
□　far-reaching　大幅な
□　far-right group　極右団体
□　farm and pasture land　農牧地
□　farmland　農地
□　fast-track approval　特例承認
□　fatal accident　死亡事故
□　fatal accidents　死亡事故
□　fatal assault incident　暴行死事件
□　fatality rate　致死率
□　fatigue　疲れ
□　fatted　脂ののった
□　favorable judgement　有利な判決
□　feasibility　実現性
□　feasible　実現できる
□　feature phones　フィーチャーフォン
□　federal corporate tax rate　連邦法人

税率
□　federal government　連邦政府
□　federation　連合
□　fee-based content　有料コンテンツ
□　feed　飼料
□　fell short of　下回る
□　ferment　寝かせる、発酵させる
□　ferociously　猛然と
□　fertility rate　出生率
□　feud　確執
□　feud with ...　～との確執
□　fiber optic communications　光ファ

イバー通信
□　fictitious transaction　架空取引



028 PB

　Appendix2　

□　field　擁立する
□　field of oncology　がん分野
□　field of view　視界
□　fierce　激しい
□　fierce battle　激戦
□　fierce competition　激しい競争
□　fierce exchanges　激しい応酬
□　fierce pursuit　猛追
□　fiercely　激しく
□　fiercely protested　猛抗議する
□　fifty-fifty joint venture　折半出資
□　fighter jet　戦闘機
□　file a complaint　告発する
□　filed a lawsuit　提訴する
□　filed a lawsuit against ...　～を相手取

り訴えを起こす
□　filed a suit　提訴する、訴訟を起こす
□　filed for ...　～を申請する
□　filing for　を申請する
□　fill in　書き込む
□　final clinical trials　最終治験
□　final deficit　最終赤字
□　final profit and loss　最終損益
□　final settlement　最終決着
□　final straw　我慢の限界
□　final tax return　確定申告
□　finalize　完了
□　finalized　確定させる
□　finalizing　最終調整する
□　financial assets　金融資産
□　financial burden　金銭的な負担
□　financial crisis　金融危機
□　financial district　金融街
□　financial foundation　財政基盤
□　financial inclusion　金融包摂
□　financial information　財務情報
□　financial insecurity　財政不安
□　financial institution　金融機関
□　financial institutions　金融機関
□　financial position　財務体質
□　financial power　資金力
□　financial resources　財源
□　financial results　決算
□　financial transactions　金融取引
□　financially　資金力に、金銭的に
□　financing　資金繰り
□　fine　罰金
□　fine grooves　微細な溝
□　fine particles　微粒子
□　fined　罰金を科す
□　finely-tuned response　きめ細かな対

応
□　fines　罰金
□　finished automotive plant　完成車工

場
□　finished products　完成品
□　fintech　フィンテック
□　fire insurance　火災保険
□　firefighting　消防
□　fireworks　花火
□　firmly　しっかりと
□　first half　上半期
□　first in line to the throne　皇位継承順

位 1位
□　first inbound departures　上りの始発
□　first-come, first-served　先着優先
□　fiscal　年度
□　fiscal discipline　財政規律
□　fiscal sustainability　財政の持続性
□　fiscal year　会計年度
□　fiscal year’s　今年度の
□　fisheries　漁業
□　fishing rights　漁業権
□　fit with ...　～と一致する
□　fixed amount of time　一定期間
□　fixed costs　固定費
□　flagship　主力の
□　flagship product　主力商品
□　flagship store　主力店
□　flagship stores　旗艦店
□　flat pay raise　一律の賃上げ
□　flat-rate　定額制の
□　flat-screen TVs　薄型テレビ
□　fleet　艦船
□　flew off shelves　飛ぶように売れ
□　flexibility　柔軟性
□　flexible　柔軟な
□　flexible work patterns　柔軟な勤務形

態
□　flexion　屈曲
□　flight ban　運航停止措置
□　flight distance　飛距離
□　flood control dam　流水型ダム
□　flooded　殺到する
□　floodgates　水門
□　flooding　氾濫
□　flounder　ヒラメ
□　floundering　低迷する
□　flow rate　流量
□　fluctuate　変動する
□　fluctuates　変動する
□　fluctuating　推移して
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□　fluctuations　振れ幅
□　fluid　体液
□　flushed　流す
□　flying objects　飛翔（ひしょう）体
□　focal point　焦点
□　focal points　焦点
□　focusing on　専念
□　foldable smartphones　折りたたみ式

のスマートフォン
□　foliage plants　観葉植物
□　follow suit　追随する
□　followed by ...　～が続く
□　Following  ...　～を受けて
□　following suit　追随する
□　Following this decision ...　～を受け

て
□　food wholesaler　食品卸
□　foothold　足がかり
□　for a certain period of time　一定期

間
□　For educational institutions　教育機

関向け
□　for free　無料で
□　for no apparent reasons　明確な理由

なく
□　for the first time in ...　～で初めて
□　for the sake of　のため
□　For the time being　当面は
□　for the year to date　年初来の
□　foray　参入
□　forced to ...　～を余儀なくされる
□　forcibly　強制的に
□　forcibly withdraw　貸しはがす
□　forecast　予想
□　forecast the outlook　先行きを見通す
□　forecasting　予測する
□　forecasts　予測する
□　forefront　最も先端、最前部
□　foreign capital　外資
□　foreign currency　外貨
□　foreign currency reserves　外貨準備
□　foreign direct investment　海外直接

投資
□　foreign lecturers　外国人講師
□　foreign-affiliated　外資系
□　forerunner　先導役、先駆者
□　foresee　見通す
□　forged a business tie-up　業務提携し

た
□　forging contracts　契約書を偽造する
□　forgo　見送る

□　form a business partnership　業務提
携する

□　form a cabinet　組閣する
□　form a capital alliance　資本提携する
□　form a partnership　提携する
□　formal procedures　正規の手続き
□　formed a business alliance with ...　

～と業務提携を結ぶ
□　former aide　元側近
□　former colonial power　旧宗主国
□　former factory site　工場跡
□　former forced laborers　元徴用工
□　former sites　跡地
□　Former Vice President　前副大統領
□　formulate　編成する
□　formulated　策定する
□　formulated a plan　方針を固める
□　formulates　策定する
□　formulating　策定する
□　formulation　策定
□　fortification　強化
□　fortified　強化した
□　fortify　強化する
□　fortifying　強化する
□　fossil fuels　化石燃料
□　foster　育成する
□　foundation’s activities　財団活動
□　founded　創業した
□　founder　創業者
□　founding family　創業家
□　four-tier　4段階の
□　fragility　もろさ
□　fragmentation　分裂
□　framework　枠組み
□　frankfurters　フランクフルト
□　frantically　大急ぎで
□　fraud　不正
□　fraud case　詐取問題
□　fraudulent　不正
□　fraudulent accounting　不正会計
□　fraudulent activities　不正行為
□　fraudulent investigation　不正調査
□　fraudulent sales　不適切販売
□　fraudulent use　不正利用
□　fraudulent withdrawals　不正出金
□　fraudulently　不正に
□　free of charge　無料で
□　free shipping　送料無料
□　free-trade agreement　自由貿易協定
□　freedom of expression　表現の自由
□　freedom of navigation　航行の自由
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□　freedom of speech　言論の自由
□　freestyle　自由形
□　freezer container　冷凍コンテナ
□　freight　貨物
□　freight trains　貨物列車
□　frequencies　周波数
□　frequent occurrences　多発
□　frequently used　利用頻度の高い
□　fresh food　生鮮食品
□　fretboard　指板
□　friction　摩擦
□　friendliness　親しみやすさ
□　from a year earlier　前年比
□　from an independent standpoint　独

立した立場で、独自の立場から
□　from here on out　今後
□　from now on　今後
□　frontline　最前線
□　frozen foods　冷凍食品
□　frustration　いらだち
□　fuel cell　燃料電池
□　fuel cell vehicle　燃料電池車
□　fuel cell vehicles　燃料電池車
□　fuel cells　燃料電池
□　fuel efficiency　燃費
□　fuel injection　燃料注入
□　fuel prices　燃料価格
□　fuel-cell vehicles　燃料電池車
□　fulfilled　満たす
□　fulfilling　実現する
□　full business year　通期
□　full fledged　本格化してきた
□　full-blown war　全面戦
□　full-fledged　本格
□　full-fledged implementation　本格実

施
□　full-fledged rollout　本格展開
□　full-scale　本格的な
□　full-scale armed conflict　本格的な武

力衝突
□　full-scale construction　本格的な工事
□　full-scale discussions　本格協議
□　full-scale entry into ...　～に本格参入

する
□　full-scale foray into　～への本格参入
□　full-scale introduction　本格的な導入
□　full-scale investigation　本格調査
□　full-scale mass production　本格量産
□　full-scale start　本格的始動
□　full-year　通年の
□　full-year net income　通期の純利益

□　full-year’s　通年の
□　fully acquitted　完全無罪
□　fully agree　全面的に賛同する
□　fully equipped with　完備する
□　fully operational　本格運用
□　fully proliferates　本格的な普及
□　functional　機能
□　functionality　機能性
□　functions linking to ...　～との連携機

能
□　fund swaps　資金融通
□　fundamentally undermining　根本的

に損なう
□　funding acquisition　資金調達
□　funding requirements　資金需要
□　fundraising　資金繰り
□　furiously　激しく
□　furloughed　休業させる
□　furloughs　一時帰休
□　furnace　炉
□　furniture specialty stores　家具専門

店
□　further boost　一段と高める
□　further entrenched in ...　～を深めて
□　further strengthen　一段と強化する
□　Furthermore　さらに
□　fuses　融合する
□　fusing　融合させる
□　fusion　連合
□　future demand　将来の需要
□　future-oriented manner　未来志向
□　gain a competitive advantage　競争

を優位に進める
□　gain momentum　弾みが付く
□　gain popularity　人気を集める
□　gain traction　勢いを増し
□　gained momentum　勢いが増す
□　gained popularity　人気を集める
□　gaining momentum　弾みがつく
□　gaining popularity　人気を集める
□　game console　ゲーム機
□　game developers　ゲーム開発会社
□　gap between the rich and the poor　

貧富の差
□　gargantuan　膨大な
□　gas field　ガス田
□　gasoline stations　ガソリンスタンド
□　gasoline-powered cars　ガソリン車
□　gastrointestinal cancer　消化器がん
□　gatherings　集会
□　gauging　見る
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□　gave instructions　指示する
□　geared toward　向けの
□　gene therapy　遺伝子治療
□　gene-related reagent　遺伝子関連試

薬
□　general account　一般会計
□　general affairs department　総務部
□　general election　総選挙
□　general elections　総選挙
□　general meeting of shareholders　株

主総会
□　general merchandise stores　総合

スーパー
□　general public　一般国民、一般大衆
□　general rule　原則
□　general shareholder meeting　株主

総会
□　general shareholders meetings　株

主総会
□　general ward　一般病棟
□　generate electricity　発電する
□　generate power　発電する
□　generate revenue　収益を生む
□　generating capacity　発電能力
□　generic　一般的な
□　generic drug　後発薬、ジェネリック医

薬品
□　generic name　一般名
□　generous subsidy　手厚い補助金
□　genetic analysis　遺伝子解析
□　genetic information　遺伝情報
□　genetic sequence information　遺伝

子配列情報
□　gentleman's agreement　紳士協定
□　geomagnetism　地磁気
□　geothermal　地熱の
□　get a grasp of ...　～を把握する
□　get into hot water　苦境に陥る
□　get the jump on　抜け駆けする
□　gets underway　開幕し
□　giant coalition　巨大連合
□　gigantic　巨大な
□　give a boost to ...　～に弾みをつける
□　give guidance　指導する
□　give in　負ける、降参する
□　give momentum　弾みをつける
□　give priority　優先する
□　give rise to misunderstandings　誤

解を生む
□　giveaways　景品
□　given ...　～を考慮に入れると

□　gives top priority to ...　～を最優先す
る

□　giving a boost to ...　～を後押しする
□　glaucoma　緑内障
□　global financial crisis　世界金融危機
□　global stock market capitalization　

世界の株式時価総額
□　global warming　地球温暖化
□　global warming countermeasures　

地球温暖化対策
□　global warming issue　地球温暖化問

題
□　global warming-causing　地球温暖化

の原因となる
□　globalization　グローバル化
□　globally　世界で
□　glum　さえない
□　go along with ...　～にあわせる
□　go public　上場する、新規上場する
□　go toward ...　～にあてる、～に使われ

る
□　go with ...　～を選ぶ
□　goes into ...　～になる
□　going ahead with ...　～を進める
□　going forward　今後は
□　going into full swing　本格化する
□　good reputation　定評
□　gotten used to　慣れる
□　governance　統治
□　government bonds　国債
□　government intervention　政府の介入
□　government troops　政府軍
□　government-affiliated　政府系の
□　government-affiliated financial 

institutions　政府系金融機関
□　government-approved　政府から認可

を受けた
□　government-led　政府主導の
□　government-managed　国営の
□　governor　知事
□　gradually　段階的に
□　gradually expanding　順次広げる
□　graduate school　大学院
□　grant　認める
□　granted a pardon　特赦を与える
□　grasp the situation　状況を把握する
□　grasped　把握する
□　grasping　把握する
□　gratitude　感謝
□　grave　深刻な
□　grave view　厳しい見方
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□　Great Depression　大恐慌
□　Great East Japan Earthquake　東日

本大震災
□　great pressure　大きな圧力
□　greater China　中華圏
□　greater profits　大きな利益
□　greater Tokyo area　首都圏
□　greatly exceeded　大幅に上回る
□　green bonds　グリーンボンド、環境債
□　greengrocer　青果店、八百屋
□　greenhouse gas emissions　温暖化

ガスの排出量
□　greenhouse gases　温暖化ガス
□　greet　歓迎する
□　grew in popularity　人気が出て
□　groceries　食料品
□　grocery delivery　食料品宅配
□　gross domestic product　国内総生産
□　ground improvement　地盤改良
□　ground-based interceptor missile 

system　地上配備型迎撃
□　group credit life insurance　団体信用

生命保険
□　Group subsidiary　グループ傘下の
□　growing awareness　意識が高まる
□　growing increasingly severe　厳しさ

を増す
□　grown in popularity　人気に火が付く、

人気が出る
□　growth market　成長市場
□　growth pillar　成長の柱
□　growth rate　伸び率
□　growth strategy　成長戦略
□　growth trajectory　成長軌道
□　guardians　保護者
□　gubernatorial　州知事の
□　gubernatorial election　知事選
□　guidance fees　指導料
□　guidelines　指針
□　guilty verdict　有罪
□　gulf　溝
□　gushes out　湧き出る
□　gymnasiums　体育館
□　habitat　生息域
□　hacker group　ハッカー集団
□　hackers　ハッカー
□　had a fault　落ち度がある
□　had a major impact on ...　～に大き

な影響を与える
□　halt　停止する
□　halt operations　運転を差し止める

□　halted　休止する
□　halting　止まる
□　halve　半減させる
□　halved　半分にする
□　halving　半分以下にする、半減する
□　hammer out　詰める
□　hammer out the details　詳細を詰め

る
□　hammered out　打ち出す
□　hand sanitizer　手指の消毒剤
□　handheld-only　携帯専用の
□　handles　手掛ける
□　handling　対応
□　handover　引き継ぎ
□　harassing　挑発的な
□　hard-hit　打撃を受ける
□　hard-line policy　強硬策
□　hard-line stance　強硬姿勢
□　hard-liners　強硬派
□　hardliners　強硬派
□　harm of cigarettes　たばこの害
□　harmonious　円満に
□　harsh　厳しい
□　harsh failure　手痛い失敗
□　harvest seasons　収穫期
□　has an edge　強みを持つ
□　has jurisdiction　所管する
□　has jurisdiction over ...　～を管轄する
□　has no relation to ...　～とは関係がな

い
□　hassle　手間
□　hastening　急ぐ
□　hastily called　急きょ招集した
□　hasty relaxation　拙速な緩和
□　hate speech　ヘイトスピーチ
□　hatred　憎悪
□　have a business relationship　取引関

係にある
□　have a track record　実績がある
□　have a track record of ...　～の実績が

ある
□　have a wealth of experience　豊富な

実績がある
□　have deep ties with ...　～と関わりが

深い、～と深いつながりがある
□　have jurisdiction over ...　～を所管す

る
□　have no teeth　強制力がない
□　have something to do with ...　～に

影響している、～と関係がある
□　hay fever　花粉症
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□　hazardous waste　有害廃棄物
□　head out to ...　～に向かう
□　headquartered　本拠を構える
□　headquartered in ...　～に本社を置く
□　headquarters　本社
□　headrace　導水路
□　headwind　逆風
□　headwinds　逆風
□　health awareness　健康意識
□　health consciousness　健康志向
□　health insurance　健康保険
□　health insurance card　健康保険証
□　health management　健康管理
□　health-conscious　健康志向の
□　healthcare preparedness　医療態勢

が整った
□　hearing　審理
□　heart rate　心拍数
□　heart rate monitor　心拍計
□　heartland　中心地
□　heartwarming　ほのぼのした、心温ま

る
□　heat exchangers　熱交換器
□　heat stroke prevention　熱中症予防
□　heat-sensitive　熱に弱い
□　heavy burden　重荷
□　Heavy rains　大雨
□　hedgehogs　ハリネズミ
□　hegemony　覇権
□　heighten　高まる
□　heightened　高まった
□　heightening　高める
□　held a press conference　記者会見を

開く
□　held press conference　記者会見した
□　held sway　影響を及ぼした
□　hepatitis　肝炎
□　herd immunity　集団免疫
□　hereafter　今後
□　hesitating　ためらう
□　heyday　全盛期
□　hiatus　ブランク、中断
□　hiatuses　休止
□　high blood pressure　高血圧
□　high concentration　高濃度
□　high degree of autonomy　高度な自

治
□　high fives　ハイタッチ
□　high frequency traders　超高速取引業

者
□　high functionality　高機能

□　high personnel evaluation　人事評価
の高い

□　high stock prices　株高
□　high-capacity data usage　大容量の

データ通信
□　high-efficiency　高効率の
□　high-end　高級の
□　high-end model　上位機種
□　high-net-worth individual business　

富裕層ビジネス
□　high-performance　高性能な
□　high-precision　高精度な
□　high-rise　高層
□　high-rise buildings　高層ビル
□　high-rise condominiums　高層マン

ション
□　high-speed railway　高速鉄道
□　high-speed telecommunication 

standard　高速通信規格
□　high-tech stocks　ハイテク株
□　highest ever　過去最高の
□　highest honor　最高の栄誉
□　highest priority　最優先
□　highest-priority issues　最優先課題
□　highlight　目玉
□　highlighted　浮き彫りにする
□　highlights　目玉
□　highly evaluated for ...　～を買われる、

～を高く評価される
□　highly functional　機能の高い
□　highly profitable　採算が良い
□　hijacked　乗っ取られた
□　hijacking　乗っ取り
□　hinder　妨げる
□　hindered　障害となる
□　hinders　阻む
□　hindrance　足かせ、妨げ
□　hindrances　支障
□　His Majesty's　陛下
□　Hispanic　ヒスパニック系の
□　historic defeat　歴史的大敗
□　historical moment　歴史的な瞬間
□　Historically　歴史的に
□　hit a record high　過去最高を記録する
□　hit rock bottom　底に達する
□　hoarding　買いだめ
□　hold discussions　議論する
□　holding company　持ち株会社
□　holding up　持ちこたえて
□　holiday shopping season　年末商戦
□　home appliances　家電
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□　home electric bulbs　家庭用電球
□　home electronics　家電
□　Home electronics mass retailer　家

電量販店
□　home ownership ratio　持ち家比率
□　home video game console　家庭用

ゲーム機
□　homecoming rush　帰省ラッシュ
□　homosexuality　同性愛の
□　hone　磨く
□　horizontally　水平に
□　horizontally and vertically　縦横
□　horsepower　馬力
□　hospital visits　通院
□　hospital-acquired infections　院内感

染
□　hospitalizations　入院
□　hospitalized　入院した
□　hostages　人質
□　hostile　敵対的
□　hostile policy　敵視政策
□　hotbed　温床
□　house calls　往診
□　House of Councillors　参院
□　household appliances　生活家電
□　household budgets　家計
□　household consumption　家計消費
□　household game machines　家庭用

ゲーム機
□　household income　家計収入
□　household penetration rate　世帯普

及率
□　households　家庭
□　housing construction　住宅建設
□　hovering around　前後で推移する
□　hovers around　前後で推移している
□　huge　巨大な
□　huge loss　巨額損失
□　human rights　人権
□　human rights group　人権団体
□　human rights violations　人権侵害
□　humane　人道的な
□　humanitarian standpoint　人道的見地
□　humanity　人類
□　humbly　謙虚に
□　humidity　湿度
□　hurdle　難関
□　hurriedly　急きょ
□　hustle and bustle　雑踏
□　hybrid vehicles　ハイブリッド車
□　hydroelectric　水力発電の

□　hydroelectric power plants　水力発
電所

□　hydrogen　水素
□　hydrogen energy corridor　水素エネ

ルギー回廊
□　hydrogen production technology　

水素製造技術
□　hydrogen station　水素ステーション
□　hydrogen-fueled airplanes　水素を燃

料とした飛行機
□　hygiene　衛生
□　hygiene awareness　衛生意識
□　hygiene management　衛生管理
□　hygiene risk　衛生上の危機
□　hygiene-related products　衛生関連

商品
□　hypersonic　極超音速
□　hypertension　高血圧症
□　hypothesis　想定、仮定
□　ideal state　あり方
□　identifiers　識別子
□　identifying　掘り起こす、確認する
□　identity theft　なりすまし
□　identity verification　本人確認
□　ignorant　知らない、無知な
□　illegal labor　違法な労働
□　illegal logging　違法伐採
□　illegal parking　違法駐車
□　illegally　違法に
□　illegally tampering　不正操作する
□　Illicit　不正な
□　image processing　画像処理
□　image recognition　画像認識
□　imitators　模倣者
□　immediate　差し迫った
□　immediately after　直後に
□　immensely humbled　大変恐縮して
□　immigration between two countries　

2国間の出入国
□　immigration restrictions　入国制限
□　immune　免疫を持っている
□　immune response　免疫反応
□　immune system　免疫の仕組み
□　immune to ...　～に免疫がついている
□　immunotherapy　免疫療法
□　immunotherapy drugs　免疫薬
□　impairment　減損
□　impairment loss　減損損失
□　impartial　公平な
□　impartial decisions　公平な判断
□　impeachment　弾劾
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□　impeachment trial　弾劾裁判
□　Imperial Palace　皇居
□　impersonating　なりすます
□　impetus　弾み
□　implement　実施する
□　implement a campaign　キャンペー

ンを実施する
□　implement postponements　実施延

期
□　implementation　実施
□　implementation bill　実施法案
□　implemented　実施した
□　implemented from ...　～から実施する
□　implementing　運用する
□　implements　実施する
□　implicitly　暗に
□　implored　訴える、懇願する
□　important to ...　～にとって重要
□　impose sanctions　制裁を科する
□　imposed　科す
□　imposed on ...　～に課税する
□　imposing　強いる
□　impractical　現実的でない
□　imprisoned　収監する
□　improper　不正な
□　improper sales　不適切販売
□　improve the performance　性能を高

める
□　improved durability　耐久性向上
□　improvement　改善
□　improvement plan　改善計画
□　impurities　不純物
□　in a bid to ...　～を図って
□　in a hurry to take measures　対策を

急ぐ
□　In a reversal from ...　～から一転
□　in a row　連続で
□　in a sense　ある意味で
□　in a state of collapse　崩壊状態で
□　In a typical year　例年は
□　in accordance with ...　～に応じて
□　in accordance with plans　計画通り
□　in advance　事前に
□　In an attempt to　ために
□　In an average year　例年
□　in an emergency　緊急時に
□　in anticipation of ...　～を見込んで
□　in bulk　一括で
□　in case of compliance　応じた場合は
□　In charge of ...　～を担当して
□　in collaboration with ...　～と連携し

□　in competition with ...　～と競うなか
□　in concert with ...　～にあわせ
□　in conflict with ...　～と対立する
□　in conjunction with ...　～とセットで
□　in consideration of ...　～に配慮して
□　in consultation with ...　～と協議して
□　In contrast to ...　～と対照的に
□　In cooperation with ...　～と共同で
□　in custody　拘置中で
□　in earnest　本格的に
□　in excess of ...　～を超えて
□　in exchange for ...　～と引き換えに
□　in foreign currency　外貨建てで
□　in general　全般
□　in good spirits　元気で
□　in installments　分割して
□　In its pursuit of ...　～を追い求め
□　in jeopardy　危ぶまれて
□　in light of　足元の、を考慮して
□　In line with ...　～に伴い
□　in one fell swoop　一気に
□　in one go　一気に
□　in parallel to　～と並行して
□　in place　実施して
□　in practical use　実用化されて
□　in preparation for ...　～に向け
□　in principle　原則
□　in public places　公共の場で
□　in recent years　近年
□　In relation to ...　～に関連して
□　in response to ...　～を受けて
□　in stages　段階的に
□　in succession　相次いで
□　in sync with ...　～に合わせて
□　in tandem with ...　～と合わせて
□　in terms of ...　～の観点から
□　in terms of cost　コスト面で
□　in the event of ...　～の際に
□　in the field of　分野で
□　in the meantime　その一方
□　in the medium to long term　中長期

的に
□　in the midst of ...　～の最中
□　in the red for tax purposes　税務上の

赤字
□　in the run-up to ...　～に向けて、～に

先駆けて
□　in the second half of ...　～の後半に
□　in the suburbs of　近郊に
□　in the wake of ...　～を受けて
□　in the words of ...　～の言葉を借りれ
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ば
□　In the worst case scenario　最悪の場

合
□　in time for ...　～に向けて、～に間に合

うように
□　in total　全体で
□　in vitro fertilization　体外受精
□　in-flight　飛行中の
□　in-flight service　機内サービス
□　in-game immersion　ゲームへの没入
□　in-house　自社の
□　in-house sales network　自社の営業

網
□　in-store　店内の
□　in-vehicle　車載の
□　in-vehicle battery　車載電池
□　in-vehicle equipment　車載機器
□　in-vehicle lithium-ion batteries　車載

リチウムイオン電池
□　inability　行えないこと、できないこと
□　inability to eat　食べられないこと
□　inadequacy　不備
□　inadequate　不十分な
□　inappropriate　不適切な
□　inappropriate posts　不適切な投稿
□　inaugural　就任
□　inaugural recipient　初代受賞者
□　inaugurated　発足する
□　inauguration　発足
□　inauguration ceremony　就任式
□　inbound effects　インバウンド効果
□　incentive　きっかけ、誘因
□　incentives　奨励金
□　incineration　焼却
□　inciting　扇動する
□　inclination　意向
□　income from fees　手数料収入
□　income inequality　所得格差
□　income limit　所得制限
□　income limitations　収入制限
□　inconvenience　迷惑
□　incorporate　取り込む
□　incorporated　盛り込んだ
□　incorporating　盛り込む
□　incorrect　誤った
□　increase effectiveness　実効性を高め

る
□　increase in severity　重症化
□　increase production　増産する
□　increase the output of ...　～を増産す

る

□　increased sharply　急増する
□　increased slightly　微増する
□　increments　単位
□　incumbent　現職の
□　incur　かかる、負う
□　incurred　伴う
□　incurring damages　被害を受ける
□　incursions　侵入
□　indefinite　不特定の
□　independent life　独立した生活
□　independent movies　自主映画
□　independently　単独で
□　independently developed　独自開発

した
□　index　指数
□　indicative　示す
□　indicative of ...　～を表して
□　indicators　指標
□　indict　訴追
□　indicted　起訴する
□　indictment　起訴状
□　indigenous people　先住民
□　indispensable　不可欠な
□　indispensable for ...　～に欠かせない
□　individual consumption　個人消費
□　individual currency linked type　個別

通貨連動型
□　individual evaluations　個人の評価
□　individual investors　個人投資家
□　individual shareholders　個人株主
□　individually　個別に
□　indivisible　不可分の
□　induce　仕向ける
□　induced pluripotent stem cells　人工

多能性幹細胞
□　inducted　入れる
□　industrial doctor　産業医
□　industrial machinery　産業機械
□　industrial subsidies　産業補助金
□　industrial world　産業界
□　industrialization　産業化
□　industry group　業界団体
□　industry-academia collaboration　

産学連携
□　industry-academia-government　産

学官
□　ineffective　効果のない
□　inefficient　非効率な
□　inevitable　必至の
□　inevitably　必至で
□　inexpensive　安価な
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□　inexperienced drivers　ペーパードラ
イバー

□　infected　感染した
□　infected people　感染者
□　infected with ...　～に感染した
□　infection　感染
□　infection expansion　感染拡大
□　infection prevention measure　感染

防止策
□　infection prevention measures　感染

防止対策
□　infection risk　感染リスク
□　infection routes　感染経路
□　infection spread　感染が広がった
□　infections　感染
□　infectious diseases　感染症
□　infer　推測する
□　inferences　推測
□　infertility treatments　不妊治療
□　infiltrating　侵入する
□　infinitely　無数の
□　inflated　膨らませる
□　inflators　インフレーター（ガス発生装

置）
□　inflow　流入
□　influential　影響力のある
□　influential companies　有力企業
□　influential media　有力メディア
□　influenza　インフルエンザ
□　influx　流入
□　informally　非公式に
□　information leak　機密漏洩
□　information leakage　情報漏洩
□　information leaks　情報漏洩
□　information provision　情報提供
□　infrared　赤外線
□　infrared rays　赤外線
□　infrastructure　インフラ
□　infrastructure development　インフ

ラ整備
□　infringe　侵害する
□　infringed　侵害する
□　infringement　侵害
□　infringing　侵害する
□　infused　注入する
□　inheritance　相続
□　inherited　継ぐ
□　initial　当初の
□　initial consultations　初診
□　initial installation　初期搭載
□　initial investment　初期投資

□　initial plan　当初計画
□　initial public offering　新規株式公開
□　initial stock quote　初値
□　initially　当初
□　initiate　発動する
□　initiative　主導
□　initiatives　取り組み
□　inject　供給する
□　injected　注入する
□　injecting　注入する
□　injunction　差し止め命令
□　injustice　不公平
□　innovate　変革
□　innovation　技術革新
□　innovation power　イノベーション力
□　innovative　革新的な
□　innovative business　革新的なビジネ

ス
□　inoculated with ...　～を接種する
□　inoculating　接種する
□　inoculation　接種
□　inpatients　入院患者
□　inquiries　問い合わせ
□　insecurity　不安（定）
□　inseparable　分けることができない
□　inseparable capital　不可分の首都
□　insignificant　軽微な
□　insisting　主張する
□　insists　主張する
□　insolvency　債務超過
□　insourcing　内製化
□　inspecting the baggage　手荷物検査
□　inspection　視察
□　inspection history　点検履歴
□　instability　不安定
□　installation　据え付け
□　installed　設置する
□　installed in ...　～を搭載した
□　instant cup noodle　即席カップめん
□　instant payment　即時決済
□　instantaneously　瞬時に
□　Instead of ...　～ではなく
□　institutional investors　機関投資家
□　institutionalized　制度化する
□　insufficient　不十分な
□　insulation　断熱性
□　insurance payouts　保険金支払い
□　insurance premiums　保険料
□　insurgents　勢力、暴徒
□　intake　摂取
□　integral　不可欠な
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□　integrate　統合する
□　integrate with ...　～と統合する
□　integrated　統合する
□　integrated into　組み込まれた
□　integrated resorts　統合型リゾート
□　integrated services　サービスを統合

した
□　integrated with ...　～に統一する
□　integrating　一体化する
□　integration　一体化、統合
□　integrity　保全
□　intellectual property　知的財産
□　intellectual property receipts　知的

財産権
□　intelligence agencies　情報機関
□　intelligence agency　情報機関
□　intelligence gathering　情報収集活動
□　intended for ...　～を対象にしている
□　intensification of ...　～の激化
□　intensified　強まった
□　intensifies　激しくなる
□　intensify　激しくなる
□　intensifying　激しくなっている
□　intensifying competition　競争が激化

する
□　intensive care unit　集中治療室
□　intensively　集中的に
□　intent　方針
□　intentionally　意図的に
□　interact　交流する
□　interact with ,,,　～に対面する
□　interacting　交流する
□　interactions　交流
□　interceptor　迎撃
□　intercontinental ballistic missiles　

大陸間弾道ミサイル
□　interest　権益
□　interest-bearing debt　有利子負債
□　interest-free　無利子の
□　interfere　影響する、邪魔をする
□　interference　支障
□　Interim　暫定の
□　interlisted　重複上場
□　intermediate holding company　中

間持ち株会社
□　Intermittent　断続的な
□　intermittently　断続的に
□　internal　社内の
□　internal conflict　内部対立
□　internal control system　内部管理体

制

□　internal guidelines　内部指針
□　internal reserves　内部留保
□　internal rules　社内ルール
□　internally　社内で
□　international consortium　国際的な企

業連合
□　international framework　国際的枠組

み
□　international index　国際指標
□　international norm　国際基準
□　international standard　国際水準
□　internationalization　国際化
□　internationally　国際的に
□　internment camps　収容所
□　interoperability　相互利用
□　interpersonal　個人間の
□　interrupted　中断する
□　intertwined　絡み合う
□　intervene　介入する
□　intervention　介入
□　intimidated　威圧する
□　intractable cancers　難治がん
□　intractable disease　難病
□　intractable diseases　難病
□　intraday　取引時間中の、その日のうち

に起こる
□　intricately　複雑に
□　introduce a new service　新サービス

を導入する
□　introductory　導入
□　introductory video　紹介動画
□　invades　侵入する
□　invalid　無効な
□　invalidated　無効とする
□　invalidation　無効
□　inventory　在庫
□　inventory information　在庫情報
□　inverse proportion　反比例
□　inverted yield curve　逆イールド
□　inverter　インバーター
□　investee companies　投資先企業
□　investees　投資先
□　investigates whether or not ...　～か

どうか調べる
□　investigating　調査する
□　Investigative and regulatory 

authorities　捜査・規制当局
□　investigative authorities　捜査当局
□　investigative committee　調査委員会
□　investment amount　出資額、投資額
□　investment fund　投資ファンド
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□　investment ratio　出資比率
□　investment subsidiary　投資子会社
□　investment trusts　投資信託
□　investor briefing　投資家説明会
□　investors　投資家
□　invoked　発動した
□　involuntary　強制的な
□　involvement　関与
□　Iran nuclear deal　イラン核合意
□　Iranian　イランの
□　Iranian commander　イラン司令官
□　irk ...　～をいら立たせる
□　iron ore　鉄鉱石
□　irradiation device　照射装置
□　irreplaceable　かけがえのない
□　irreversible　不可逆的な
□　is assigned to ...　～に配属される
□　is exemplified by ...　～で示されてい

る
□　is home to　～がいて
□　is looking to ...　～しようとしている
□　is poised to　構えだ
□　is rattling　混乱させている
□　is set to　する予定だ
□　isolation　独立
□　issuance　発給
□　issuance of new shares　新株発行
□　issue a joint statement　共同声明を発

表する
□　issued a joint statement　共同声明を

出す
□　issued a statement　声明を発表する
□　issued shares　発行済み株式
□　issuer　発行体
□　issues an alert　アラートを出す
□　IT giants　IT大手
□　Japanese flying squid　スルメイカ
□　Japanese government bonds　日本

国債
□　Japanese subsidiary　日本法人
□　Japanesque space　和の空間
□　jeopardizing　危うくする
□　join hands　手を組む
□　join the company　入社する
□　joint acquisition　共同買収
□　joint committee　合同委員会
□　joint cutback　協調減産
□　joint declaration　共同宣言
□　Joint management　共同経営
□　joint military maneuvers　合同軍事演

習

□　joint proposal　共同提案
□　joint statement　共同声明
□　joint venture　共同出資会社
□　joint venture with ...　～との共同出資

会社
□　jointly　共同で
□　jointly developed with ...　～と共同開

発した
□　jointly funded by ...　～が共同出資する
□　jointly utilize　相互利用する
□　jointly with ...　～と共同で
□　judicial　司法の
□　judicial decision　司法判断
□　judicial intervention　司法介入
□　judicial process　司法手続き
□　judicial system　司法制度
□　Judiciary Committee　司法委員会
□　juggle ...　～をこなす
□　jurisdiction　管轄
□　keenly　強い、激しく
□　keep down　抑制する
□　keep pace with ...　～に歩調を合わせ

る
□　Keeping pace with ...　～に歩調を合

わせる
□　kelp　昆布
□　kept down　抑える
□　kerosene　灯油
□　key characteristic　特徴、主要特性
□　keynote speech　基調講演
□　keynote speeches　基調講演
□　kidnappings　誘拐
□　kindling　火種
□　knee-deep　巻き込まれた
□　knocked out power　停電を引き起こ

し
□　known for　～で知られる
□　kroner　クローネ
□　labor cost　人件費
□　labor costs　人件費
□　labor market　労働市場
□　labor negotiations　労使交渉
□　labor shortage　人手不足
□　labor shortages　人手不足
□　labor union　労働組合
□　labor union negotiations　労使交渉
□　labor unions　労組、労働組合
□　labor-intensive　労働集約型の
□　labor-management negotiations　労

使交渉
□　laboratories　研究室
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□　Labour Force Survey　労働力調査
□　lagged behind ...　～に比べて遅れる
□　lagging behind in ...　～で遅れている
□　lagging far behind　大きく出遅れる
□　laid off　解雇する
□　laid out　掲げる
□　land acquisition　土地取得
□　land reclamations　埋め立て
□　land-based ballistic missile defense 

system　地上配備型の迎撃ミサイルシ
ステム

□　land-based interceptor missile 
system　地上配備型迎撃ミサイルシス
テム

□　landed　水揚げする
□　landfall　（台風の）上陸
□　landfill　埋め立て
□　landowners　地権者
□　landscaping work　造園工事
□　landslides　土砂崩れ
□　large amounts of　多額の
□　large corporate non-manufacturers　

大企業非製造業
□　large-capacity　大容量の
□　large-scale　大規模の
□　large-scale eruption　大規模噴火
□　large-scale leverage　大規模なテコ入

れ
□　large-scale restructuring　大規模な

リストラ
□　largest shareholder　筆頭株主
□　larva　幼生
□　laser light　レーザー光
□　last-minute demand　駆け込み需要
□　late teens to 20s　10代後半から 20代
□　late-night operation　深夜営業
□　latecomer　後発
□　latency　遅延
□　latest　最新の
□　Latin America　中南米
□　latter half　後半
□　latter half of ...　～の後半
□　latter-stage elderly people　後期高齢

者
□　launch　打ち出す、立ち上げる
□　launched　打ち出す
□　laundry list　長いリスト
□　law revision　法改正
□　lawsuit　訴訟
□　lawsuits　訴訟
□　lax expenditure　放漫な歳出

□　laxity　甘さ
□　laxness　緩み、怠慢
□　laying the groundwork　地ならしをす

る
□　leading contenders　有力候補
□　leading indicator　先行指標
□　leading-edge technology　最先端の

技術
□　leaflets　チラシ
□　leakage　漏洩
□　leaned toward ...　～に傾く
□　learning efficiency　学習効率
□　leaves office　辞任する
□　leaving office　退任する
□　Lebanese　レバノンの
□　left behind　取り残される
□　left out　省く
□　left-of-center　中道左派の
□　left-wing　左派系の、左派の
□　leftist government　左派政権
□　legal action　法的措置
□　legal circles　法曹界
□　legal compliance　法令順守
□　legal liquidation　法的整理
□　legal scholars　法学者
□　legal tender　法定通貨
□　legally binding　法的な拘束力のある
□　legally liable　法的責任がある
□　legendary　伝説の
□　legislators　議員
□　legitimacy　正当性
□　legitimate　正当な
□　legroom　足元
□　Lehman bankruptcy　リーマン・

ショック
□　Lehman Crisis　リーマン危機
□　Lehman shock　リーマンショック
□　leisure facilities　レジャー施設
□　leisurely　ゆったりと
□　lending interest rate　貸出金利
□　lengthened　長い
□　lengthening　長期化
□　lengthy　長い
□　letter of inquiry　質問状
□　leukemia　白血病
□　leveling　整地
□　leverage　てこ入れ
□　leverages　テコ
□　leveraging ...　～を生かして
□　levied　徴収する
□　LGBT　性的少数者
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□　liable　法的責任を問う
□　liaison council　連絡協議会
□　liberal　リベラル派
□　liberal arts field　文科系
□　license agreement　ライセンス契約
□　life-saving training　救命講習
□　lifeline　生命線
□　lifestyle-related diseases　生活習慣

病
□　lifted　解除された
□　lifting　解除
□　lifting of the zero interest rate　ゼロ

金利の解除
□　light commercial vehicle　小型商用車
□　light commercial vehicles　小型商用

車
□　lighten　軽減する
□　lightweight　軽量な
□　likelihood　可能性
□　likelihood of suicide　自殺の可能性
□　likely to ...　～しそうだ
□　likening　なぞらえる
□　limited express　特急
□　line of defense　防衛線
□　line-of-sight misalignment　視線のず

れ
□　linear rainband　線状降水帯
□　linkage　連携
□　linking　つなぐ
□　liquefied carbon dioxide　液化炭酸ガ

ス
□　liquefied natural gas　液化天然ガス
□　liquefying　液化する
□　liquid crystal displays　液晶ディスプ

レー
□　liquid left inside　飲み残し
□　liquid-crystal　液晶
□　liquidated　整理、清算
□　liquidation　整理
□　liquidity　流動性
□　liquidize　流動化する、液状にする
□　listed company　上場企業
□　listed in ...　～に上場する
□　listed on　に上場して
□　listed stocks　上場株
□　listed subsidiary　上場子会社
□　listed their stock　株式を上場した
□　listing　上場する
□　literary works　著作物
□　Lithium-sulfur batteries　リチウム硫

黄電池

□　lithography system　露光装置
□　litigation　訴訟
□　litmus test　試金石
□　livability　居住性
□　liver cirrhosis　肝硬変
□　livestock　家畜
□　Livestock production　家畜生産
□　livestock raising　畜産
□　living expenses　生活費
□　living funds　生活資金
□　loan　出向させる
□　loan referrals　融資の紹介
□　lobbying expenses　ロビー活動費
□　local municipality　地元自治体
□　local production for local 

consumption　地産地消
□　local subsidiary　現地法人
□　local time　現地時間
□　locally　現地で
□　location information　位置情報
□　lockdown　都市封鎖、ロックダウン
□　lockdowns　都市封鎖
□　logistics　物流
□　logistics companies　物流業者
□　logistics equipment　流通機器
□　logistics facilities　物流施設
□　logistics facility　物流施設
□　logistics network　物流網
□　logistics services　物流サービス
□　long shelf life　日持ちする
□　long-distance route　長距離路線
□　long-established companies　老舗企

業
□　long-established store　老舗
□　long-range missiles　長距離ミサイル
□　long-term care facilities　長期療養施

設
□　long-term goals　長期目標
□　long-term management stability　長

期的な経営の安定
□　long-term slump　長期低迷
□　long-term stays　長期滞在
□　longstanding　長い間の
□　look into　調査する
□　Looking ahead　見据える
□　looking ahead to ...　～を見据える
□　looking at ...　～に着目し
□　looks ahead　見据える
□　looks for ...　～を探している
□　Looseness in fiscal discipline　財政

規律の緩み
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□　looting　略奪
□　loss burden　損失負担
□　lottery　抽選
□　lottery entry rate　抽選倍率
□　low birthrates　低い出生率
□　low carbon　低炭素
□　Low crude oil prices　原油安
□　low delay　遅延の少ない
□　low interest rates　低金利
□　low latency　低遅延
□　low odds　劣勢
□　low-altitude flight　低空飛行
□　low-carbon　低炭素の
□　low-efficiency　低効率の
□　low-enrichment uranium　低濃縮ウラ

ン
□　low-exhaust-gas　排ガスの少ない
□　low-income earners　低所得者
□　low-interest loan　低利融資
□　low-priced model　廉価版
□　low-priced strategies　低価格戦略
□　low-rated bonds　低格付け債
□　low-wage　低賃金の
□　lucrative　利益をもたらす
□　lull　小康状態
□　lump sum payment　一時金
□　lump-sum　一時金
□　lump-sum payment　一時金
□　lunar exploration program　月探査計

画
□　lunar lander　月面着陸機
□　lunar probe　月面探査機
□　lure ...　～を引き付けている
□　lurking　潜む
□　luxury　高級な
□　luxury brand stores　高級ブランド店
□　luxury car　高級車
□　luxury car business　高級車事業
□　machinery　機械
□　macroeconomic　マクロ経済
□　made a Cabinet decision　閣議決定

する
□　made a leap　躍進する
□　made a press announcement　記者

発表した
□　made a statement　声明を発表する
□　made landfall　上陸する
□　made progress　進む、進展する
□　made public　公にする
□　magnetism　磁気
□　magnifying　拡大させる

□　magnitude　大きさ
□　mahjong　マージャン
□　mail-in ballots　郵便投票
□　main battlefield　主戦場
□　main battleground　主戦場
□　main feature　目玉
□　main principle　大原則、主要原則
□　mainland　本土
□　mainstay　主力の
□　mainstream　主流
□　mainstream of consumption　消費の

主流
□　maintain a set distance　一定の距離

をとる
□　maintain employment　雇用を維持す

る
□　maintain the status quo　現状維持す

る
□　maintained a high level　高水準を維

持する
□　maintenance technician　整備士
□　major acquisitions　大型買収
□　Major automotive　自動車大手
□　major conglomerate　大手財閥
□　major shareholder　大株主
□　major shareholders　主要株主
□　major victory　大勝
□　make a decision　判断する
□　make a large-scale investment　大

型投資をする
□　make an emergency landing　緊急着

陸する
□　make another attempt　再挑戦する
□　make good use of ...　～をうまく活用

する
□　make inroads into ...　～に攻め込む
□　make readjustments　見直す
□　make the most of ...　～を生かす
□　make up ...　～を占める
□　make up for ...　～を補う
□　make up the majority　過半数を占め

る
□　make use of ...　～を生かす
□　makes up　占める
□　making a case for ...　～を訴えた
□　making a good showing　気を吐く
□　making up for ...　～を補う
□　malaise　不安
□　malfunction　不具合
□　malicious　悪質な
□　malnutrition　栄養失調
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□　malpractice　不正行為
□　management decision-making　経

営判断
□　management methods　運営手法
□　management reorganization　経営再

建
□　management rights　経営権
□　management transparency　経営の

透明性
□　managerial　経営の
□　managerial positions　管理職
□　mandate　義務付ける
□　mandated　義務付けられた
□　mandates　義務付ける
□　mandating　義務付ける
□　mandatory　強制力のある
□　mandatory spending　義務的経費
□　maneuver　策動
□　maneuvering　駆け引き
□　maneuvers　操作
□　manifesting　現れる
□　manipulation　工作、操作
□　manned　有人
□　manned spacecraft　有人宇宙船
□　manpower　人手
□　manpower shortage　人手不足
□　manually　手作業で
□　manufacturer　メーカー
□　manufacturing bases　製造拠点
□　manuscript　原稿
□　margin calls　追い証
□　marginal increase　微増
□　marine transport interchange　海上

輸送の中継地
□　maritime advance　海洋進出
□　maritime security　海洋の安全保障
□　markdown ratio　下げ率
□　marked a turning point　節目となる
□　market capitalization　時価総額
□　market competition　市場競争
□　market predictions　市場予測
□　Mars exploration　火星探査
□　mass produce　量産する
□　mass production　量産
□　mass production facility　量産設備
□　mass production line　量産ライン
□　mass resignation　総辞職
□　mass shooting incident　銃乱射事件
□　mass-defection　大量造反
□　mass-produce　量産する
□　mass-produced　量産の

□　mass-produced car　量産車
□　massive debt　巨額の債務
□　massive project　超大型事業
□　material synthesis　材料合成
□　materialization　具現化
□　matures　満期を迎える
□　maturing　成熟する
□　maximum output　最大出力
□　maximum overdraft amount　当座貸

し越し極度額
□　mayoral　市長の
□　mazes　迷路
□　meandering　曲折
□　meaningless　意味がない
□　Meanwhile　一方
□　measles　麻疹
□　measurement function　測定機能
□　measures　措置
□　measures against infection　感染対

策
□　measures to prevent a recurrence　

再発防止策
□　measuring instruments　測定器
□　media outlets　報道機関
□　median　中央値の
□　median strip　中央分離帯
□　median value　中央値
□　mediate　仲介する
□　mediated　仲介する
□　mediation　仲介
□　medical check-up　身体検査
□　medical costs　医療費
□　medical equipment subsidiary　医療

機器子会社
□　medical expenses　医療費
□　medical institutions　医療機関
□　medical journal　医学誌
□　medical personnel　医療関係者
□　medical procedures　医療処置
□　medical-use　医療用の
□　medium jetliners　中型機
□　medium-range ballistic missiles　中

距離弾道ミサイル
□　medium-range missiles　中距離ミサ

イル
□　medium-term management plan　中

期経営計画
□　meet the demand　需要に応える
□　meeting venue　会議場
□　Megabank　メガバンク
□　member states　加盟国
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□　membership service　会員サービス
□　membrane roof　膜屋根
□　memoir　手記
□　memory capacity　記憶力
□　mentioned　言及する
□　merchant fee　加盟店手数料
□　merge　合併する
□　merged　合併する
□　merger　統合
□　merger talks　合併協議
□　mergers　合併
□　merging　合流する
□　metal 3D printers　金属3Dプリンター
□　meteorological　気象の
□　meteorological data　気象データ
□　methane　メタン
□　metropolitan area　首都圏
□　microgravity　微小重力
□　microgrid　小規模電力網、マイクログ

リッド
□　microorganisms　微生物
□　microsatellites　超小型衛星
□　microscopes　顕微鏡
□　microwave oven　電子レンジ
□　microwave ovens　電子レンジ
□　mid-career hiring　中途採用
□　mid-career recruitment　中途採用
□　middle-of-the-road　中道
□　midwestern　中西部
□　migrant workers　出稼ぎ労働者
□　mild　軽度の
□　mileage　走行距離
□　mileage members　マイル会員
□　milestone　節目
□　militant group　過激派組織
□　militant organization　過激派組織
□　militaristic　親軍の、軍国主義の
□　military drones　軍用ドローン
□　military exercises　軍事演習
□　military intimidation　軍事的な威嚇
□　military power　軍事力
□　military pressure　軍事的圧力
□　milking　搾乳
□　mimics　まねている
□　mindful　留意して
□　miniaturization　微細化
□　miniaturized　小型化する
□　minibubble　ミニバブル
□　minimize　最小化する
□　minimizing　必要最小限にする
□　minimum hourly wage　最低時給

□　mining　採掘
□　mining area　鉱区
□　ministerial　閣僚級による
□　ministerial posts　閣僚ポスト
□　ministerial-level　閣僚級の
□　ministers　閣僚
□　minority shareholder　少数株主
□　minority shareholders　少数株主
□　mirrorless interchangeable-lens 

cameras　ミラーレス一眼カメラ
□　misappropriated　不正流出した
□　miscellaneous goods　雑貨
□　misconduct　不正
□　misdiagnosis　誤診
□　misinformation　デマ
□　mismanagement　不手際
□　mismatches　ミスマッチ
□　misrepresentation　虚偽の説明
□　missile defense systems　ミサイル防

衛システム
□　mistakenly　誤って
□　misused　悪用する
□　mitigate　軽減する
□　mitigation　軽減
□　mixed loads　混載
□　mixed reality　複合現実
□　mobile carriers　携帯電話会社
□　mobility　可動性、乗り物
□　mobilization　出動、動員
□　Mobilize　動員する
□　mobilized　動員する
□　moderate　穏健派
□　moderator　司会者
□　momentum　機運
□　momentum of ...　～の勢い
□　monarchy　王室、君主制
□　monetary and fiscal policies　金融・

財政政策
□　monetary easing　金融緩和
□　monetary easing measures　金融緩

和策
□　monetary gifts　祝い金
□　monetary policies　金融政策
□　monetary policy　金融政策
□　monetary policy objective　金融政策

の目標
□　monetary stimulus　金融刺激策
□　monetize　収益化する
□　money laundering　マネーロンダリン

グ
□　money-losing　赤字の
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□　moneymaker　稼ぎ頭
□　monitoring　監視する
□　monopolies　独占
□　monopoly　独占
□　monopoly supply　独占供給
□　monthly income　月収
□　Monthly usage fees　月額利用料
□　monthly wages　月給
□　morale　士気
□　moratorium　支払い猶予
□　more than threefold　３倍以上
□　morphing　変える
□　mortality rate　死亡率
□　mortgage　住宅ローン
□　mortgage insurance　住宅ローン保険
□　mortgage-backed securities　不動産

ローン担保証券
□　mortgage-backed security　住宅ロー

ン担保証券
□　mortgages　住宅ローン
□　most nominations　最多ノミネート
□　motion　動議
□　motivated　意欲がある
□　motor vehicle tonnage tax　自動車重

量税
□　mount a pursuit　追撃する
□　mounted　搭載する
□　mounted on ...　～に搭載する
□　mounting　かさむ
□　mounting on vehicles　車両への搭載
□　move forward with　進める
□　moved away from ...　～から離れる
□　movement range　可動範囲
□　movement restrictions　移動制限
□　mucous membrane　粘膜
□　multi-factor authentication　多要素

認証
□　multilateral　多国間の
□　multilateral cooperation　多国間協力
□　multilateralism　多国間主義
□　multilingual interpreter　複数の外国語

を話せる通訳
□　multinational companies　多国籍企業
□　multiple　複数の
□　multiple subsidiary funds　複数の子

ファンド
□　multiple-title holders　複数タイトル保

持者
□　multiplying　乗じる
□　multipurpose　多目的の
□　municipalities　直轄市

□　municipality　市町村
□　municipality’s　自治体の
□　mural paintings　壁画
□　music distribution　音楽配信
□　mutters　つぶやく
□　mutual　相互の
□　mutual hostilities　相互の敵対行為
□　mutual legal assistance treaty　刑事

共助条約
□　mutually　互いに
□　name recognition　知名度
□　narrowed　狭める
□　narrowing down application　用途を

絞る
□　national defense　国防
□　national qualifications　国家資格証
□　national referendum.　国民投票
□　national resilience　国土強靱化
□　national security　安全保障
□　nationality　国籍
□　nationalization　国有化
□　nationwide　全国で
□　nationwide average　全国平均
□　nationwide scale　全国規模
□　natural attrition　自然減
□　natural disasters　自然災害
□　natural gas　天然ガス
□　natural heritage　自然遺産
□　nautical miles　カイリ
□　naval base　海軍基地
□　navigation-prohibited　航行禁止の
□　necessities　必需品
□　negative effect of　悪影響
□　negative effect on ...　～への悪影響
□　negative growth　マイナス成長
□　negative interest rates　マイナス金利
□　negative margin　マイナス幅
□　negotiate　交渉する
□　negotiate shortened　時短交渉
□　negotiating with ...　～と交渉する
□　negotiations　交渉
□　negotiator　交渉官
□　neighboring countries　周辺国
□　neologism　造語
□　nest eggs　貯金
□　nest-dweller consumption　巣ごもり

消費
□　nesting　巣ごもり
□　nesting consumption　巣ごもり消費
□　net cash balance　純現金収支
□　Net income　純利益
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□　net investment.　純投資
□　net profit　純利益
□　net worth　純資産
□　neutrality　中立性
□　neutrality of public affairs　公務の中

立性
□　neutralize　無力化する
□　neutralizing antibody　中和抗体
□　new coronavirus　新型コロナウイルス
□　new feature　新機能
□　new fiscal year　新年度
□　new innovations　新機軸
□　new product launch event　新製品発

表会
□　new product reveal　新商品発表会
□　new record high　更新
□　new registrations　新規登録
□　new strain of coronavirus　新型コロ

ナウイルス
□　new strain of pneumonia　新型肺炎
□　new type of coronavirus-induced 

pneumonia　新型コロナウイルスによ
る肺炎

□　new type of pneumonia　新型肺炎
□　new virus　新型ウイルス
□　new-type Coronavirus　新型コロナウ

イルス
□　new-type pneumonia　新型肺炎
□　newcomer　後発
□　newly established　新設の
□　newly introduced　新たに導入する
□　news conference　記者会見
□　news conferences　記者会見
□　next generation communication 

standard　次世代通信規格
□　next-generation communication 

standard　次世代通信規格
□　nibble on ...　～をかじる
□　night shift　夜勤
□　nitrogen oxide　窒素酸化物
□　No contact acceptances　非対面での

受け取り
□　no later than ...　～までに
□　no shortage of ...　～は少なくない
□　no-confidence　不信任
□　nominal　名目の
□　nominal gross domestic product　名

目国内総生産
□　nominated　起用する、指名する
□　nominated for ...　～にノミネートされ

た

□　nomination　指名
□　nomination acceptance speech　指

名受諾演説
□　nomination committee　指名委員会
□　nominations　候補
□　nominees　候補
□　non-cabinet alliance　閣外協力
□　Non-consolidated financial results　

単独決算
□　non-consolidated sales　単独売上高
□　non-contact　非接触の
□　non-core businesses　非中核事業
□　non-essential and non-urgent　不要

不急の
□　non-essential business　不要不急の

用事
□　non-face-to-face　非対面の
□　non-governmental organizations　

非政府組織
□　non-immigrant visas　非移民ビザ
□　non-life insurance　損保
□　non-profit organization　非営利
□　non-reserved seat　自由席
□　non-spectators　観戦者以外
□　non-tariff barriers　非関税障壁
□　nonbinding resolution　強制力のない

決議
□　nonsensical talks　たわ言
□　normalization　正常化
□　normalization of diplomatic 

relations　国交正常化
□　normalize　正常化する
□　normalize diplomatic relations　国交

正常化
□　northward　北上
□　Norwegian　ノルウェーの
□　not sit well with ...　～には受け入れ難

い
□　notable　目立つ、目立った
□　notably　目立って
□　notation　表記
□　noteworthy　目立つ
□　noticeable　目立った
□　noticeably　目立って
□　notification　通知
□　notification for termination　破棄通

告
□　notification function　通知機能
□　notified　通告した
□　notifies　通知する
□　novel coronavirus　新型コロナウイル
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ス
□　novel coronavirus infection　新型コ

ロナウイルス感染
□　novel coronavirus infections　新型コ

ロナウイルスの感染
□　novelty　新規性
□　now in full swing　本格化する
□　nuclear accident　原発事故
□　nuclear development　核開発
□　nuclear disarmament　核軍縮
□　nuclear engineering　原子力工学
□　nuclear fusion　核融合
□　nuclear power　原発
□　nuclear power generation　原子力発

電
□　nuclear power plant　原発
□　nuclear power plants　原発
□　nuclear war　核戦争
□　nuclear warheads　核弾頭
□　nuclear-powered aircraft carrier　原

子力空母
□　nuclear-related　核関連の
□　nucleic acid medicines　核酸医薬
□　nudge them into　を促し
□　nullification　取り消し
□　number hospitalized　入院者数
□　number of births　出生数
□　number of people infected　感染者数
□　number portability system　番号持ち

運び制度
□　numerical　数値の
□　numerical targets　数値目標
□　nursery school　保育園
□　nursery schools　保育所
□　nursing care　介護
□　nursing homes　高齢者施設
□　nutrients　栄養素
□　nutrition　栄養
□　nutritionally-unbalanced　栄養の偏っ

た
□　objected　反発する
□　objected strongly　強く反発する
□　obligation　義務
□　obligation of repayment　返済義務
□　Obligations　義務
□　obligatory efforts　努力義務
□　obscene　わいせつな
□　observation data　観測データ
□　observational study　観察研究
□　observe　見守る
□　obstacle for trade negotiations　貿

易交渉の障害
□　obstacles　支障
□　obstetrics and gynecology　産婦人科
□　obstruction　妨害
□　obstructs　妨げる
□　obtain　取得する
□　obtains　取得する
□　occupancy rates　入居率
□　occupation　占拠
□　occupations　職種、職業
□　odds　倍率
□　of choice　最適な
□　offensive and defensive battle　攻防

戦
□　offensive posture　攻勢
□　official aid　公的支援
□　official announcement　公表
□　official residence　公邸
□　officially　正式に
□　officially notified　正式通告する
□　offset　相殺
□　offsetting　相殺する
□　offshore　海洋の、海上の
□　offshore wind power　洋上風力
□　offshore wind power generation　洋

上風力発電
□　often happens　頻発する
□　oil field　油田
□　oligopoly　寡占
□　omitting　省く
□　on a large scale　大規模に
□　on a monthly basis　単月ベースで
□　on a par with ...　～と並ぶ
□　on a self-financing basis　自己資金で
□　on a trial basis　実験的に
□　on a voluntary basis　自発的に
□　on a voting right basis　議決権比率で
□　on alert　警戒態勢を取って、警戒して
□　on average　平均
□　on behalf of ...　～を代表して
□　on foot　徒歩で
□　on hiatus　停滞して
□　on par with ...　～と同水準の
□　on suspicion of ...　～の疑いがあると

して
□　on the brink of ...　～の瀬戸際にある
□　on the decline　衰退傾向で
□　on the ground that ...　～として
□　on the grounds that ...　～として
□　on the market　市販されて
□　On the other hand　一方で
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□　on the premise of ...　～を前提に
□　on the principle of ...　～の原則にそっ

て
□　on the verge of ...　～にひんして
□　on-board batteries　車載電池
□　on-campus　キャンパス内の
□　on-site　現場の
□　on-site sales staff　現場の販売員
□　on-the-job training　職業訓練
□　oncoming vehicles　対向車
□　one after another　相次いで
□　one billionth　１０億分の１
□　one country, two systems　一国二制

度
□　one-off　単発の
□　one-on-one battle　一騎打ち
□　one-tenth　10分の 1
□　one-tenth of ...　～の 10分の 1
□　one-third of ...　～の３分の１
□　one-to-one battle　一騎打ち
□　ongoing　続いている
□　online　オンラインの
□　online information sessions　オンラ

イン説明会
□　online meeting　オンライン会合
□　online press conference　オンライン

記者会見
□　online procedure　ネット手続き
□　online retailing　インターネット通販
□　onset　発症
□　onshore　陸上の
□　onus　責務
□　onward　以降
□　onwards　以降
□　open colonnade　吹き抜け
□　open letter　公開書簡
□　open the door　門戸を広げる
□　opening statement　冒頭陳述
□　opening to traffic　開通
□　openly　公然と
□　operating costs　運営コスト
□　operating deficits　営業赤字
□　operating income　営業利益
□　operating license　操業許可
□　operating margins　営業利益率
□　operating profit　営業利益
□　operating profit and loss　営業損益
□　operating profit on sales　売上高営業

利益率
□　Operating revenue　営業収益
□　operating system　基本ソフト

□　operational management 
institutions　運営管理機関

□　operational status　稼働状況
□　operational vitality　経営体力
□　ophthalmology　眼科
□　opinion poll results　世論調査結果
□　opponent　対戦相手
□　opposing stance to ...　～に抗議する

姿勢
□　opposition　反対
□　opposition alliance　野党連合
□　oppositional　対抗
□　opted to delist　上場廃止を選ぶ
□　optic nerve　視神経
□　optical drive　光学ドライブ
□　optical technology　光技術
□　optimal　最適な
□　optimally　適正、的確な
□　optimism　前を向く、前向きな
□　optimistic　前向きな、楽観的な
□　optimization　適正化
□　optimize　最適にする
□　optimized　最適化する
□　optimizing　最適化
□　oral guidance　口頭での指導
□　orbit　軌道
□　orbit the moon　月を回る軌道を描く
□　orbits　（軌道を）回る
□　order backlog　受注残
□　order frequency　注文頻度
□　ordinances　法令
□　ordinary Diet session　通常国会
□　ordinary general shareholders 

meeting　定時株主総会
□　ordinary general shareholders’ 

meeting　定時株主総会
□　organizational　組織の
□　organizational changes　組織改正
□　organizer　主催者
□　organizers　主催者
□　other than　以外の
□　Out of consideration for ...　～に配慮

して
□　out of deference to ...　～に配慮して
□　out of reach　手が届かない
□　out-of-pocket medical expenses　

医療費窓口負担
□　outbreak　発生
□　outbreaks　発生
□　outcome　結果
□　outdated　時代遅れの
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□　outdoor apparel　アウトドア衣料品
□　outdoors-oriented　アウトドア志向
□　outflow　流出
□　outflow of cash　資金流出
□　outing restriction　外出制限
□　outing restrictions　外出制限
□　outline plan　骨子案
□　outlined　骨子を決める
□　outlook　見通し
□　outlying islands　離島
□　outnumbered　上回る
□　outperformer　優等生
□　outposts　出先の
□　output　出力
□　output gap　需給ギャップ
□　outskirts　郊外
□　outsource　外部委託する
□　outsourced　受託の
□　outsources　委託する
□　outsourcing　業務委託する
□　outstanding debt　未払い債務
□　outstanding shares　発行済み株式
□　outweighed　上回る
□　over-concentrated production　集中

生産
□　overall assessment　基調判断
□　overall picture　全体像
□　overall score　総合得点
□　overcome with emotion　感極まる
□　overconcentration　一極集中
□　overcrowding　過密
□　overhaul　全面改良する
□　overlaid　重ね合わせる
□　overlap　重なる
□　overlapping　重なる
□　overlapping with ...　～と重なって
□　overlooking　俯瞰する
□　overly　過度に
□　overproduction　過剰生産
□　overridden　押し切る
□　overseas economic slowdown　海外

の経済の減速
□　oversee　監督する
□　oversees　束ねる、監督する
□　overshadowed　影を落とす
□　overshadowing　暗い影を落とす
□　oversight　監視
□　oversubscribed　募集枠を超えた
□　oversupply　供給過剰
□　overtake　追い抜く
□　overtaking　抜いて

□　overture　秋波、申し入れ
□　overturned　覆す
□　overturning　覆す
□　overview　概要
□　overview of guidelines　ガイドライン
（指針）の概要

□　overviews　概要
□　overwhelm　圧倒する
□　overwhelming　非常に大きな
□　overwhelming victory　圧勝
□　owner satisfaction　所有車満足度
□　ownership　保有（主）
□　ownership ratio　保有比率
□　oxygen　酸素
□　oxygen inhalation　酸素吸入
□　packaging container　包装容器
□　packed meals　弁当
□　palatability　嗜好性
□　Palestinian　パレスチナの
□　pancreatic cancer　すい臓がん
□　pandemic　疫病、パンデミック
□　Parallel with　～と並行し
□　paralysis　まひ
□　parasitizes　寄生する
□　pardoned　恩赦する
□　pare down　切り売りする
□　parent company　親会社
□　parliament members　国会議員
□　parliamentary statement　国会答弁
□　partial annexation　一部併合
□　partial exemption　一部免除
□　partial nationalization　部分的な国有

化
□　participants　参加者
□　participated in ...　～に参加する
□　participating stores　加盟店
□　particles　粒子
□　particularly　特に
□　partisan conflict　党派対立
□　partner with ...　～と提携する
□　partnering with ...　～と提携する
□　partnership agreement　連携協定
□　partnership with ...　～との連携
□　parts procurement　部品調達
□　passbooks　預金通帳、通帳
□　passenger cars　乗用車
□　passenger plane　旅客機
□　passenger revenue　旅客収入
□　passenger ships　客船
□　passenger vehicle　乗用車
□　passersby　通行者
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□　patent　特許
□　patent infringement lawsuit　特許侵

害訴訟
□　patent royalties　特許使用料
□　patents　特許
□　pathfinding　経路検索
□　pathogen　病原体
□　pathogenic　病原性の
□　Patients　患者
□　patronage　支援
□　patrons　利用者、客
□　patty　パティ
□　pay a dividend　配当を行う
□　pay-as-you-go　都度払い
□　paying close attention　注視する
□　paying members　有料会員
□　payment grace　支払い猶予
□　payment moratorium　支払い猶予
□　payment moratoriums　支払猶予
□　payment usage rate　決済利用率
□　PCR testing　PCR検査
□　PCR testing business　PCR検査事業
□　PCR testing system　PCR検査体制
□　peace agreement　和平合意
□　peace of mind　安心
□　pedestrians　歩行者
□　peers　同業他社
□　penetrate　通過する
□　penetrated　突く
□　penetration　進出
□　pension benefits　年金
□　pension payment day　年金支給日
□　pension reform　年金改革
□　people with disabilities　障害者
□　per capita income　1人当たりの収入
□　per hour　1時間あたり
□　per person　1人あたり
□　perception　イメージ、認識
□　periodic inspections　定期検査
□　peripheral equipment　周辺機器
□　perishables　生鮮品
□　permanent　恒久的な
□　permanently stationed　常駐する
□　permeated　浸透する
□　permeation　浸透
□　perpetrator　実行犯、犯人
□　perpetrators　加害者
□　persecuted　迫害する
□　persecution　迫害
□　persist　続く
□　persisted in ...　～に固執した

□　persistently　粘り強く
□　personal asset　個人資産
□　personal authentication　個人認証
□　personal computers　パソコン
□　personal consumption　個人消費
□　Personal ID verification　本人確認
□　personal information　個人情報
□　personal loan　個人ローン
□　personally identifiable information　

個人が特定される情報
□　personnel　人員
□　personnel affair　人事
□　personnel alignment　人員適正化、人

員調整
□　personnel expenses　人件費
□　personnel system　人事制度
□　pertaining　～に関する
□　pessimistic　悲観的な
□　pessimistic economic outlook　悲観

的な経済見通し
□　PET resin recycling business　PET

樹脂のリサイクル事業
□　petition　訴状
□　petitioning　署名活動をする
□　petrochemical products　石油化学製

品
□　petrochemistry　石油化学
□　petrol bombs　火炎瓶
□　petroleum　石油
□　petroleum product　石油製品
□　petroleum products　石油製品
□　Petty Bench　小法廷
□　pharmaceutical　製薬の
□　pharmaceutical companies　製薬会

社
□　pharmaceutical company　製薬会社
□　pharmaceutical giant　製薬大手
□　pharmaceutical industry　製薬業界
□　pharmaceuticals　医薬品
□　pharmacist　薬剤師
□　pharmacists　薬剤師
□　pharyngeal cancer　咽頭がん
□　phase one deal　第 1段階の合意
□　phenomenal　とても良い
□　philanthropic work　慈善事業
□　phishing scams　フィッシング詐欺
□　photocatalyst　光触媒
□　photoimmunotherapy　光免疫療法
□　photosynthesis　光合成
□　physical branches　店舗
□　physical store　実店舗
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□　physical stores　（実）店舗
□　physical therapists　理学療法士
□　physically　物理的に
□　Physiology　生理学
□　picked up　買う
□　piggyback on ...　～を利用する
□　pilgrimage　巡礼
□　pillar　柱
□　pillar of the agreement　合意の柱
□　pillars　柱
□　PIN　暗証番号
□　pipeline　パイプ
□　pivot　軸足を移す
□　place restrictions　制限をかける
□　placebo　偽薬
□　placed restrictions on ...　～を制限す

る
□　plagued by ...　～に苦しめられている
□　plainclothes　私服の
□　plaintiff's　原告側の
□　plant-based　植物由来の
□　plant-based ingredients　植物性の材

料
□　plant-based material　植物由来の素材
□　plant-based meat　植物肉
□　plant-derived ingredient　植物由来の

成分
□　plant-derived proteins　植物由来のタ

ンパク質
□　plasma pyrolysis　プラズマ熱分解
□　plaster　しっくい
□　plastic bottle recycling business　

ペットボトルの再生利用事業
□　Plastic-sleeve　クリアファイル
□　platform　プラットフォーム
□　platform shoes　厚底シューズ
□　plausible　有力な
□　play a leading role　主導的な役割を果

たす
□　play an extremely important role　極

めて重要な役割を担う
□　plea deal　司法取引
□　plead innocent　無罪を訴える
□　pleaded　申し立てをする
□　pleaded guilty　有罪を認める
□　pleasure cruises　遊覧船
□　pledge　公約
□　pledged　公約した
□　plenary session　本会議
□　plentifully　ふんだんに
□　plug　つなぐ

□　plug-in hybrid vehicle　プラグインハ
イブリッド車

□　plug-in hybrid vehicles　プラグインハ
イブリッド車、PHV

□　plumbing business　水回り事業
□　plummet　急落する
□　plummeted　急落する
□　plummeting　急落する
□　plunge　急落
□　plunged　急落する
□　plutonium　プルトニウム
□　pneumonia　肺炎
□　pneumonia caused by the novel 

coronavirus　新型コロナウイルスによ
る肺炎

□　pneumonia from the new 
coronavirus　新型コロナウイルスによ
る肺炎

□　pneumonia infection　肺炎感染
□　pneumonia patients　肺炎患者
□　poach　奪う、盗む
□　point man　責任者
□　point of contention　争点
□　point redemption system　ポイント

還元制度
□　pointed out　指摘する
□　points of compromise　妥協点
□　poised　構えで
□　poised to ...　～する構えだ
□　poised to embark　乗り出す構えで
□　polar exploration　極地遠征
□　policy coordination　政策協調
□　policy decisions　方針決定
□　policy interest rates　政策金利
□　policyholders　契約者
□　polio　ポリオ
□　political circles　政界
□　political environment　政治環境
□　political initiative　政治主導
□　political turmoil　政治混乱
□　polling stations　投票所
□　polyvinyl alcohol　ポリビニルアルコー

ル
□　poor liquidity　乏しい流動性
□　popularization　普及
□　popularize　普及させる
□　popularizing　普及
□　population decline　人口減
□　positioned　位置づける
□　positioned as ...　～と位置づける
□　positions　位置づける
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□　positive about ...　～に前向きな
□　positive attitude　前向きな姿勢
□　positive electrodes　正極
□　positive turnaround　プラス転換
□　post-war　戦後の
□　post-war era　戦後
□　postal voting　郵便投票
□　postpone　延期する
□　postpone until ...　～に延期する
□　postponed　延期する
□　postponement　延期
□　postulated　となえた
□　posture correction　姿勢の矯正
□　potential　見込み
□　potential customers　潜在顧客
□　potential supply capacity　潜在的な

供給力
□　potentially　可能性がある
□　poured into ...　～に流れ込んで
□　power generation　発電
□　power grid　送電網
□　power grid development　電力網整備
□　power mix　電源構成
□　power outage　停電
□　power through　～を乗り切る
□　power transmission and distribution　

送配電
□　practical implementation　実用化
□　practical use　実用化
□　practical validation　実用性の検証
□　practitioner　実務家
□　pragmatically　実利を稼いで
□　pre-approval　事前承認
□　pre-establishment　創業前の
□　pre-order sales　予約販売
□　pre-owned home　中古住宅
□　pre-register　事前登録して
□　pre-registrations　事前登録
□　precautionary　予防の
□　precautions　予防
□　preceding　前の
□　precious metal futures trading　貴金

属先物取引
□　precise inventory management　緻

密な在庫管理
□　predatory　略奪的な
□　predecessor　前身
□　predetermine　あらかじめ定める
□　predetermined　あらかじめ決めた
□　predetermined terms　事前に決めた

条件

□　predictability　予見可能性
□　prediction result　予測結果
□　predictions　予測
□　predominant　主流の
□　predominantly　主に
□　prefectural office　県庁
□　preferential　優先的な
□　preferential tariffs　関税優遇
□　preferential treatment　優遇措置
□　preferentially　優先的に
□　preferentially supply　優先供給する
□　preferred stock　優先株式
□　prejudice　偏見
□　preliminary　暫定的な
□　preliminary election　予備選
□　preliminary figures　速報値
□　preliminary negotiations　予備的交渉
□　preliminary step　前段階
□　preliminary vote　事前投票
□　premature　拙速な
□　premise　前提
□　premise for ...　～を前提とした
□　premised on　～を前提とした
□　premises　構内
□　premium rate　保険料
□　premium retirement packages　割増

退職金
□　prenatal diagnosis　出生前診断
□　prepaid cards　プリペイドカード
□　preparatory　準備の
□　preparatory company　準備会社
□　preparatory construction　準備工事
□　preparedness　覚悟
□　prepares to　準備を進める
□　prepayment　前払い
□　prescribed　定める
□　prescribed medicine　処方された薬剤
□　prescribing　処方する
□　prescriptions　処方箋
□　presence　存在
□　present conditions　今の状況、現状
□　presented　示す
□　preserving jobs　雇用を維持する
□　presided over ...　～を取り仕切る
□　Presidential　大統領の
□　presidential aide　大統領補佐官
□　presidential candidates　大統領候補
□　presidential decree　大統領令
□　presidential election　大統領選
□　presidential elections　大統領選
□　presidential office　大統領府
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□　presidential re-election　大統領再選
□　presidential transition　政権移行
□　Presiding Judge　裁判長
□　presiding ministry　所管省庁
□　press conference　記者会見
□　pressing　当面の
□　prestigious　名門の
□　presumed　想定する
□　presupposing　前提を立てる
□　pretreatment　前処理
□　prevailed　広がる
□　prevalence　浸透、普及
□　prevalent　流行している
□　prevent　防ぐ
□　preventative　予防する
□　prevention　防止、予防
□　prevention measures　防止策
□　preventive　予防の
□　preventive measures　感染防止策
□　preventive vaccine　予防ワクチン
□　preventive vaccines　予防ワクチン
□　previous fiscal year　前年度
□　previous year　前年
□　price competition　価格競争
□　price competitiveness　価格競争力
□　price fluctuations　物価変動
□　price gap　価格差
□　price reductions　値下げ
□　pricing strategy　価格戦略
□　primarily　主に
□　primary care doctor　かかりつけ医
□　primary totalization　1次集計
□　prime example　最たるもの
□　Prime Minister's Office　首相官邸
□　Prime Minister's residence　首相官

邸
□　principal investor　筆頭株主
□　prior investment　先行投資
□　prior to ...　～に先立ち
□　prior to Brexit　離脱前の
□　priorities　優先課題
□　prioritize　優先させる
□　prioritized　優先する
□　prioritizes　重視する、優先する
□　prioritizing　重視する
□　prisoners of war　捕虜
□　privacy protections　プライバシー保

護
□　private companies　民間企業
□　private final consumption 

expenditure　民間最終消費支出

□　private organization　民間団体
□　privatization　民営化
□　privatized　民営化する
□　privatizing　非公開化する
□　privilege　特典
□　prize　尊重する
□　pro-democracy activist　民主活動家
□　pro-Iran　親イラン
□　pro-Russian militants　親ロシア派武

装勢力
□　proactive　積極
□　proactively　積極的に
□　procedure　手続き
□　proceed　進む
□　proceed with a plan　計画を進める
□　proceeding with ...　～を進める
□　process data　データを処理する
□　processed foods　加工食品
□　processes data　データを処理する
□　processing capacity　処理能力
□　processing functionality　処理性能
□　procure　調達する
□　procured　調達する
□　procurement　調達
□　procurement cost　調達コスト
□　procurement costs　調達費削減
□　produce immunity　免疫をつける
□　production base　生産拠点
□　production capacity　生産能力
□　production cars　量産車
□　production cutbacks　減産
□　production efficiency　生産効率
□　production equipment　生産設備
□　production halt　生産停止
□　production line　生産ライン
□　production lines　生産ライン
□　production site　生産拠点
□　production subsidiary　生産子会社
□　production volume　生産量
□　productivity　生産性
□　proficient in ...　～を使いこなす
□　profit from revaluation of securities　

有価証券評価益
□　Profit margins　利益率、利幅
□　profit outlook　利益の見通し
□　profit recovery　収益回復
□　profitability　収益力
□　profound　深刻な
□　prognosis　予後
□　progressively　進んでいる
□　prohibit　禁止する
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□　prohibited　禁じる
□　prohibiting　禁止する
□　prohibition　禁じる
□　prohibits　禁じる
□　proliferated　普及
□　proliferating　普及している
□　proliferation　普及、拡散
□　prolonged　長引く
□　prolonged closing of schools　休校

の長期化
□　prolonged low interest rates　長引く

低金利
□　prolonged stagnation　長期停滞
□　prolonged trial　裁判の長期化
□　prominent　著名な
□　promises　約束する
□　promising　有望な
□　promoted a pawn ...　～と金を作る
□　promoting discrimination　差別の助

長
□　prompt　迅速な
□　prompt realization　早期実現
□　promptly　速やかに
□　prone to ...　～しがちである
□　properties　物件
□　property deal　土地売買
□　prophylactic　予防の
□　proportion　割合
□　proportional representation system　

比例代表制
□　proposed amendment　改正案
□　propositions　提案
□　propped up　～を支えて
□　proprietary　独自の
□　proprietary trading system　私設取引

システム
□　propriety　是非
□　propulsive force　推進力
□　pros and cons　是非
□　prosecute　起訴する
□　prosecution　検察
□　prosecutor　検事
□　prosecutor’s　検察の
□　prosecutors　検察官
□　prospects　潜在顧客
□　prospectus　目論見書
□　protection measures at ports and 

airports　水際対策
□　protection of human rights　人権保

護
□　protectionism　保護主義

□　protein component　たんぱく質成分
□　Protest demonstrations　抗議デモ
□　protests　抗議
□　prototype　試作車
□　prototypes　原型
□　protrusions　突起物
□　provide advice　助言する
□　provide credit　与信を行う
□　Province　省
□　provincial capital　州都
□　provision　提供
□　provision for bad debts　貸倒引当金
□　provision of funding　資金提供
□　provisional　暫定的な
□　provisional administration　暫定政権
□　provisional disposition　仮処分
□　provisionally　暫定的に
□　provisions　規定
□　provocate　挑発する
□　provocatively　挑発的に
□　provoke　刺激する、引き起こす
□　proxy battle　委任状争奪戦
□　pseudo　疑似の
□　public administration　行政
□　public affair　以降
□　public aid　公的な支援
□　public companies　上場企業
□　public company　上場企業
□　public compensation　公的補償
□　public facilities　公共施設
□　public facility　公共施設
□　public funds　公的資金
□　public health　公衆衛生
□　public health perspective　公衆衛生

の観点
□　public interest incorporated 

foundation　公益財団法人
□　public nature　公共性
□　public offering　公募
□　public opinion polls　世論調査
□　public pension　公的年金
□　public roads　公道
□　public spending　財政出動
□　public stock offering　公募増資
□　public support　公的支援
□　publicize　周知する、告知する
□　publicized　公表する
□　publicly traded company　上場企業
□　published a paper　論文を発表する
□　pulp　パルプ
□　punitive　懲罰的な
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□　punitive action　処分、処罰
□　punitive duties　制裁関税
□　purchase history　購買履歴
□　purchase site　購入サイト
□　purchaser　購入者
□　purchasing restraint　買い控え
□　pursuit　追及
□　pushed down　下押しする
□　put a damper　水を差す
□　put an end to ...　～を終了する
□　put at a disadvantage　不利になる
□　put forth　打ち出す
□　put into practical use　実用化する
□　put off　先延ばしにする
□　put the brakes on ...　～にブレーキが

かかる
□　put to bed　ひと段落する
□　put together　まとめる
□　put together a proposal　案をまとめ

る
□　putting a sudden brake　急ブレーキ

をかける
□　pyrolyzing　熱分解する
□　quadcopters　クワッドコプター
□　quadrupled　4倍にする
□　qualification　資格
□　qualifications　資格
□　quality deterioration　品質劣化
□　quality fraud issue　品質不正問題
□　quantified　数値化する
□　quantifies　数値化
□　quantitative　量的
□　quantitative and qualitative 

monetary easing　異次元緩和
□　quantitative data　定量データ
□　quantitative easing　量的緩和
□　quantitative easing measures　量的

緩和政策
□　quantum computer　量子コンピュー

ター
□　quantum computers　量子コンピュー

ター
□　quantum computing　量子計算
□　quantum cryptographic 

communication　量子暗号通信
□　Quantum Dot　量子ドット
□　quarantine　隔離
□　quarterly　四半期の
□　quarterly average　四半期平均
□　quarterly basis　四半期ベース
□　quarterly dividend　四半期配当

□　questioning　聴取
□　questionnaire　アンケート
□　questionnaire survey　アンケート調査
□　questionnaire surveys　アンケート調

査
□　queues　行列
□　quick to adapt to ...　～に慣れるのが

早い
□　quoted　引用する
□　racial discrimination　人種差別
□　racial disparity　人種間格差
□　racism　人種差別
□　racist remarks　人種差別的な発言
□　racked up ...　～を計上した
□　radiating　放つ
□　radiation cancer treatment　放射線

によるがん治療
□　radical　過激な
□　radical thought　過激思想
□　radically　抜本的に
□　radio-frequency identification　無線

自動識別
□　radius　半径
□　Rail operator　鉄道会社
□　rainfall probability　降水確率
□　raise funds　資金調達する
□　raise the morale of ...　～の士気を高

める
□　raising the problem of ...　～の問題提

起
□　rallies　集会
□　rampant　横行する
□　rampant practice　横行している行為
□　ran aground　座礁する
□　random shooting　乱射
□　ransomware　ランサムウェア
□　rapid decrease in ...　～の急減
□　rate of decline　下落率
□　ratifying countries　批准国
□　ratio　比率
□　rational　合理的な
□　rationale　根拠
□　raved about ...　～をほめる
□　raw material　原料
□　raw oysters　生カキ
□　re-election　再選
□　re-employment　再就職
□　re-enter　再参入する
□　re-examination　再検討
□　re-expansion　再拡大
□　re-opening　再開
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□　re-partition　仕切り直す
□　re-released　再販売する
□　re-securing　再確保する
□　reacceleration in growth　成長再加速
□　reached a basic agreement　基本合

意する
□　reached a record high　過去最高を記

録する
□　reaction speed　反応速度
□　reactionary decline　反動減
□　reaffirmed　再確認する
□　reagent　試薬
□　reagents　試薬
□　real economic growth rate　実質経済

成長率
□　real estate　不動産
□　real estate brokerages　不動産仲介
□　real estate investment trust　不動産

投資信託
□　real estate management companies　

不動産管理会社
□　real estate transactions　不動産取引
□　real growth rate　実質成長率
□　real-estate investment trusts　不動

産投資信託
□　realistic　現実的な
□　realm　分野
□　reap　得る
□　reappointment　再任
□　rear　後方
□　rear camera　背面のカメラ
□　reassess　見直す
□　reassessing　見直す
□　reassign　配置転換
□　reassigned　配置転換する
□　reassignment　配置転換
□　rebates　リベート、手数料
□　rebound to ...　～まで回復する
□　rebuild　立て直し
□　rebuild the economy　経済を立て直す
□　rebuilt　再建した
□　recalls　リコール
□　recede　後退する
□　receive medical examinations　診察

を受ける
□　received support　支援を受ける
□　recession　景気後退
□　recession phase　後退局面
□　rechargeable　二次、充電式の
□　recipients　受賞者
□　reciprocal　互恵的な

□　recited a passage　一節を唱える
□　recommendation function　レコメン

ド機能、おすすめ機能
□　recommended retail price　希望小売

価格
□　reconcile　擦り合わせる
□　reconciliation　和解
□　reconfirm　再確認
□　reconfirmation　再確認
□　reconnaissance　偵察
□　reconsider　見直す
□　reconsidered　見直す
□　reconstruct　再建する
□　reconstructed　復興した
□　reconstructing buildings　建て替え
□　reconstruction　再建
□　reconstruction plan　再生プラン
□　record high　過去最多
□　record-setting　記録的な
□　recount　再点検、数え直し
□　recounted　集計し直す
□　recoup ...　～を回収する
□　recovering　回復する
□　recovery fund　復興基金
□　recovery trend　回復傾向
□　recreation　再現
□　recruitment　採用
□　recruitment activities　採用活動
□　rectification　是正
□　rectify　是正する
□　recuperate　療養する、回復する
□　recurrence　再発
□　Recycling　リサイクル
□　recycling society　循環型社会
□　red sea bream　マダイ
□　red tape　官僚主義
□　redemption　還元
□　redemption deadlines　償還期限
□　redemption period　償還期間
□　redeploy　再配置する
□　redeployed　配置転換する
□　redeployment　配置転換
□　redevelopment　再開発
□　redistributes　融通し合う
□　redress　救済
□　reduce　抑える
□　reduce overlap　重複を減らす
□　reduce the burden　負担を軽くする
□　reduce the burden on ...　～の負担を

軽減する
□　reduced-sugar　糖質を抑えた
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□　reduction　削減
□　reductions in production　減産
□　reelection　再選
□　reemployment　再就職
□　reevaluate　練り直す
□　reexamine　見直す
□　reexamined　見直す
□　reexchange　再交換
□　referendum　国民投票
□　referral letter　紹介状
□　Referral recruitment　リファラル採用
□　referred to as ...　～と呼ぶ
□　refinance　借り換える
□　refineries　製油所
□　refining petroleum　石油を精製する
□　reflect　反射させる
□　reflected　反映する
□　reflecting on　反省する
□　refrain for the time being　当面見送

る
□　refrain from　しない、控える
□　refrain from comment　コメントを差

し控える
□　refrained　控えた
□　refrained from ...　～を控える
□　refraining　控える
□　refraining from ...　～を自粛する
□　refugees　難民
□　refund　返還、払い戻し
□　refurbished　改装する
□　refurbishment　改装
□　refused　拒否する
□　refuted　否定する
□　regain　取り返す
□　regardless of ...　～を問わず
□　regardless of gender　性別に関係なく
□　regenerate　再生する
□　regional bank　地銀、地方銀行
□　regional banks　地方銀行
□　regional revitalization　地方創生
□　registered players　登録プレーヤー
□　regretful　残念な
□　regular inspection　定期点検
□　regular press conference　定例記者

会見
□　regular residents　一般住民
□　regulators　監督機関
□　regulatory　規制
□　regulatory authorities　規制当局
□　regulatory reform　規制改革
□　rehabilitation　再生

□　rehire　再雇用する
□　reignite　再燃する
□　reignited　再燃する
□　reimbursement　返還
□　reinforcement　増強
□　reinforcing　強化する
□　reinforcing bars　鉄筋
□　reinstatement　復帰
□　reinsurance　再保険
□　reinvent　つくり直す
□　reinvest　再出資する
□　reinvestigating　再調査
□　reinvesting　再投資する
□　reissuing　再交付する
□　reiterated　繰り返す
□　reiterating　繰り返す
□　rejuvenation　新陳代謝、活性化
□　relapsed　再発する
□　related to ...　～に関連する
□　related to automobiles　車に関わる
□　relatively　比較的
□　relaxation　緩和
□　relayed　中継する
□　released a forecast　見通しを公表す

る
□　relentless　止まらない
□　relevant　該当する
□　relevant authorities　関係当局
□　relevant laws　関連法令
□　reliability　信頼性
□　reliance　依存
□　reliance on ...　～に依存する
□　reliant upon ...　～に依存して
□　relics　遺構品
□　relief fund　救済基金
□　Relief measures　救済措置
□　relies on　に頼る
□　Relieving excess and deficiency　過

不足を緩和する
□　religious conservatives　宗教保守派
□　relinquish　手放す
□　relisted　再上場する
□　relocate　再配置する
□　relocated　再配置された
□　relocation　移転
□　reluctance to lend　貸し渋り
□　reluctant　及び腰な
□　reluctant to　に消極的だ
□　Reluctantly　不本意ながら
□　relying on outsourcing　外注に頼る
□　remain in limbo　中途半端なままに
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なっている
□　remained about the same　ほぼ変わ

らない
□　remained flat　横ばいである
□　remained high　高止まりしている
□　remaining work　残務
□　remains high　高止まりしている
□　remarkable　目立って
□　remedial action　改善措置
□　remedy　治療薬
□　remittance　送金
□　remittances　送金
□　remitted　送金する
□　remodel　改造する
□　remodeled　改造する
□　remote classes　遠隔授業
□　remote medical practice　遠隔診療
□　remote monitoring　遠隔監視
□　Remote work　テレワーク
□　remotely-attendable　遠隔受講
□　removable　取り外せる
□　remove the mask　マスクを外す
□　removed from ...　～から外す
□　remuneration　報酬
□　renegotiations　再交渉
□　renewable　再生可能な
□　renewable energies　再生可能エネル

ギー
□　renewable energy　再生可能エネル

ギー
□　renewal　更新
□　renewed　更新する
□　renewing　継続する
□　renovated　改装された
□　renovating　再生する
□　renovation　改修
□　renowned　著名な
□　rent reductions and exemptions　賃

料減免
□　rent subsidies　家賃補助
□　rental properties　賃貸物件
□　reopen　再開する
□　reopened　再開する
□　reopening　再開
□　reopenings　再開
□　reorganization　再編
□　reorganization talk　再編協議
□　reorganizations　再編
□　reorganize　再編する
□　repaid　返済する
□　repayment　返済

□　Repayment conditions　返済条件
□　repayment evasion　返済逃れ
□　repayment grace period　返済猶予の

期限
□　repayments　返済
□　repeatedly　繰り返し
□　repels heat　熱をはじく
□　repercussions　影響
□　replaced by ...　～に取って代わられる
□　replacement costs　交換コスト
□　replenish　補充する
□　replenishment　補充
□　reported to prosecutors　書類送検さ

れた
□　Reportedly ...　～という
□　representative chairman of the 

board　代表権のある会長
□　representatives　代表
□　reprimanded　とがめる
□　Reproaching　非難する
□　reproduces　再現する
□　reproduction　再現
□　repudiated　否定する
□　reputation damage　風評被害
□　reputational　評判の
□　reputational damage　風評被害
□　requirements　要件
□　rescind　取り消す
□　research and development　研究開

発
□　research firm　調査会社
□　research funds　研究費用
□　research institutions　研究機関
□　research results　研究結果
□　resell　再販売する
□　reservation site　予約サイト
□　reserve　積立金
□　reserve fund　積立金
□　reserve in advance　事前に予約する
□　reserved　遠慮がちな
□　reserves　埋蔵量
□　reshape　再形成する
□　reshuffle　刷新
□　residential business　住宅事業
□　residential mortgage-backed 

securities　住宅ローン証券
□　residing　居住する
□　residual disability　後遺障害
□　residual value　残価
□　residue　残留物
□　resign en masse　総辞職する
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□　resignation　辞任
□　resignation turmoil　辞任騒動
□　resigned　辞任する
□　resigned mid-year　年度途中で辞任す

る
□　resilience　回復力
□　resilient　強固な
□　resin　樹脂
□　resistance　抵抗力
□　resistant to　しにくい
□　resolutely　断固
□　resolution　解像度
□　resolution of the disputes　紛争解決
□　resolve　決意
□　resonate　響く
□　resonated　響いた
□　resort to compulsory process　強制

手段を使う
□　respective　それぞれの
□　respectively　それぞれ
□　respirators　呼吸器
□　respiratory assistance　呼吸補助
□　respiratory disorder　呼吸器疾患
□　respiratory illnesses　呼吸器疾患
□　respiratory status　呼吸状態
□　responsible for ...　～を担う
□　restart　再開
□　restarted　再開する
□　restocked　新たな入荷、再入荷
□　restoration　復旧
□　restoration work　修復作業
□　restore　修復する
□　restored　復旧する
□　restrained impression　落ち着いた印

象
□　restraints　抑制
□　restraints on ...　～の自粛
□　restraints on going outside　外出自

粛
□　restricted　制約されて
□　restriction on outings　外出制限
□　restrictions on going out　外出制限
□　restrictions on outings　外出制限
□　restructure　リストラ
□　restructuring　再編
□　restructuring measures　リストラ策
□　resume　再開する
□　resume operation　運転を再開する
□　resume operations　営業を再開する
□　resumed　再開する
□　resumed operations　再稼働する

□　resumes　再開する
□　resuming　再開する
□　resumption　再開
□　resumption of operations　稼働再開
□　resurged　再び増加する
□　resurgence　再生
□　retail business　小売業
□　retail prices　小売価格
□　retail sales　小売売上高
□　retained　残す、保つ
□　retake　奪還する
□　retaliate　報復する
□　retaliation　報復
□　retaliation measure　報復措置
□　retaliatory attack　報復攻撃
□　retaliatory measure　報復措置
□　retaliatory measures　報復措置
□　retaliatory tariffs　報復関税
□　retention rate　定着率
□　rethink　練り直す
□　retired as ...　～を退任する
□　retirement　退役、退職
□　retirement age　定年
□　retracted　撤回
□　retreated　後退する
□　retributory back-and-forth　報復の応

酬
□　retroactively　遡って
□　reusable　再利用可能な
□　revamp　刷新する
□　revamped　刷新する
□　revealed　明らかにする
□　revenue　収入
□　revenue base　収益基盤
□　revenue growth　増収
□　revenue pillar　収益の柱
□　revenue recovery　収益回復
□　revenue source　収益源
□　revenue streams　収益源
□　revenues　収入
□　reverberated　響く
□　reversal　反転
□　revert to ...　～に逆戻りする
□　revise　修正する
□　revised downward　下方修正する
□　revised negatively　マイナス改定する
□　revised upward　上方修正する
□　revision　改定
□　revitalization　再生
□　revitalization support　再生支援
□　revitalize　復興する
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□　revitalizing　活性化する
□　revocation　取り消し
□　revolutionize　変革
□　reward for success　成功報酬
□　rewriting　書き換え
□　ridicule　からかう
□　Rig　不正をする
□　right-size　適切な規模にする
□　rigorously　厳しく
□　riot　暴動
□　ripple in the pond　波及効果
□　ripples　波紋
□　rips through ...　～を直撃している
□　rise　台頭
□　rising calls　高まる要求
□　rising exponentially　急増する
□　risk aversion dispositions　リスク回

避姿勢
□　risk aversion posture　リスク回避姿

勢
□　risk of default　貸し倒れリスク
□　rivalry　対立
□　robust　活発な
□　rock solid　盤石
□　roll out　展開する
□　rolled out　展開した
□　rolled up their sleeves　気を引き締め

る
□　Rolling blackouts　計画停電
□　room　余地
□　room temperature　常温
□　roughly　およそ
□　round robin　総当たりで
□　round-robin cabinet meeting　持ち

回り閣議
□　routine tests　定期検査
□　royal family　王室
□　royalties　ロイヤルティー
□　rule violations　違反
□　ruled in favor of ...　～を認める判決を

下す
□　rules violation　規約違反
□　ruling　与党の
□　ruling Liberal Democratic Party　与

党・自民党
□　rum　ラム酒
□　run for office　出馬する、立候補する
□　run short　品薄になる
□　runaway success　圧倒的な成功
□　runway　滑走路
□　runways　滑走路

□　ruptured　破裂した
□　rush to ...　～を急ぐ
□　rushing to　～を急ぐ
□　sacred Muslim sites　イスラム教徒の

聖地
□　sacrificed his rook　飛車を切る
□　safety management　安全管理
□　sailors　船員
□　salary compensation measures　給

与の補填策
□　sale transaction　売却取引
□　sales capabilities　営業力
□　sales incentives　販売奨励金
□　sales pitches　売り文句
□　sales representatives　営業員
□　sales subsidy　販売補助金
□　saliva　唾液
□　same-store sales　既存店売上高
□　sanction　制裁
□　sanction tariffs　制裁関税
□　sanctions　制裁
□　sanctions against ...　～への制裁
□　sanctions tariffs　制裁関税
□　sanitary wipes　除菌シート
□　sanitation　清潔度
□　sarcastically　皮肉な
□　satellite　衛星
□　satellite broadcaster　衛星放送
□　satellite communications　衛星通信
□　satisfaction rating　満足度
□　satisfies certain conditions　一定の

条件を満たす
□　saturated　飽和した
□　saury　サンマ
□　Savings-consciousness　節約意識
□　scaffold　足場
□　scale back　規模を縮小する
□　scarce　乏しい
□　scathingly　痛烈に
□　scatter　飛散する
□　scattered　点在する
□　scenarios　シナリオ
□　scenic flight　遊覧飛行
□　scenic routes　風光明媚（ふうこうめ

いび）なルート
□　scheduled to　予定だった
□　scheme　仕組み
□　schemes　工夫、計画
□　school closures　学校閉鎖
□　school year　学年
□　scientifically　科学的に



061 PB

　Appendix2　

□　scope　範囲
□　scope of exemption　免責範囲
□　scramble　争奪戦
□　scrambling　急ぐ
□　scrapped　廃止する、撤廃する
□　screening　選抜する
□　screenings　審査
□　screenwriters　脚本家
□　scrutinize　精査する
□　scrutinized　精査した
□　scrutinizing　精査する
□　scrutiny　監視
□　seabirds　海鳥
□　seal the contract　契約を締結する
□　search engine　検索エンジン
□　search-linked type　検索連動型
□　seasonally adjusted　節調整済み
□　seasonally adjusted figures　季節調

整値
□　seasonally-adjusted　季節調整した
□　seat occupancy　搭乗率
□　second consecutive quarter　2四半

期連続
□　second consecutive year　2年連続
□　second half of the　後半
□　second supplementary budget plan　

2次補正予算案
□　second-tier　準大手の
□　seconded　出向させる
□　secretaries　秘書
□　Secretary of the Treasury　財務長官
□　secure　確保する
□　secure employment　雇用を確保する
□　secure superior personnel　優秀な人

材を確保する
□　secured　確保する
□　secured a win　当選を確実にする
□　securing a win　当選を確実にする
□　securities　証券
□　securities company　証券会社
□　security guarantee　安全保障
□　security standpoint　安全保障の観点
□　sedans　セダン
□　seek out　探し求めて
□　seeking　求める
□　seeks to crack　割って入ろうとしてい

る
□　seen a sudden surge　急増する
□　Segment profit and loss　セグメント

損益
□　seismic　耐震の

□　seized　押収する
□　selective　選別された、選択的な
□　selectivity　選別
□　self-built　自ら組み上げた
□　self-defense　自己防衛
□　self-employed workers　自営業者
□　self-isolate　待機する
□　self-isolation　自主隔離
□　self-quarantine　自主隔離
□　self-reliance　自助、自立
□　self-restraint　自粛
□　self-restraint mood　自粛ムード
□　selfie　自撮り
□　sell off　売却する
□　selling point　売り、セールスポイント
□　selling unit price　販売単価
□　semi-annually　半年ごとに
□　semi-underground　半地下の
□　semiconductor　半導体
□　semiconductor giant　半導体大手
□　semiconductor memory　半導体メモ

リー
□　semiconductor substrates　半導体基

板
□　Semiconductor trading companies　

半導体商社
□　semiconductors　半導体
□　senate and house　上下両院
□　seniority　年功
□　sense of caution　警戒心
□　sense of immersion　没入感
□　sense of uncertainty　不透明感
□　sense of uncertainty about the 

future　先行きの不透明感
□　sense of unity　一体感
□　sense of wariness　警戒感
□　senses danger　危険を察知する
□　sentencing　量刑
□　sentry post　歩哨所
□　separate budget brand　廉価な別ブ

ランド
□　separations　離反、離脱
□　sequel　続編
□　sequentially　順次
□　serious indications　重大な形跡
□　serious side effects　重篤な副作用
□　seriousness　深刻さ
□　serve concurrently as ...　～を兼務す

る
□　served as ...　～を務めていた
□　service animal　介助動物
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□　set a concrete goal　具体的な目標を
掲げる

□　set a goal　目標を掲げる
□　set a goal of　目標を掲げる
□　set back　後退する
□　set meal chain　定食チェーン
□　set out　打ち出す
□　settlement money　和解金
□　settlement operators　決済事業者
□　settlement service　決済サービス
□　seven-day moving average　7日移

動平均
□　several dozen　数十
□　severance pay　退職金
□　severance payment　退職金
□　severe blow　大きな打撃
□　severe damage　甚大な被害
□　severely criticized　厳しく批判する
□　sexual assault　性的暴力
□　sexual exploitation　性的搾取
□　sexual harassment　セクハラ
□　SG&A to sales ratio　売上高販管費率
□　shaky　揺らぐ
□　shale development　シェール開発
□　shale oil　シェールオイル
□　shameful　恥ずべき
□　share acquisition　株式取得
□　share buyback　自社株買い
□　share exchange　株式交換
□　share options　新株予約権
□　share repurchase　自社株買い
□　shareholder　株主
□　shareholder activist　物言う株主
□　shareholder proposal　株主提案
□　shareholder value　株主価値
□　shareholders　株主
□　shareholders meeting　株主総会
□　shareholding　株式保有
□　shareholding ratio　株式保有割合
□　sharp deterioration　急激な落ち込み
□　sharp increase in　～の急増
□　sharp rise in stock prices　株価急上

昇
□　shelling out ...　～を支払う
□　shelve　陳列する
□　shelved　棚上げする
□　Shia Islam organization　イスラム教

シーア派組織
□　shift away　転換する
□　shift away from rice consumption　

コメ離れ

□　shift in strategy　戦略転換
□　shipment volume　出荷量
□　shipments　出荷
□　shore up ...　～を強化する
□　shoring up　てこ入れ
□　short duration　短時間
□　short expiration dates　消費期限が短

い
□　short sellers　空売り筋
□　short-distance　近距離の
□　short-range ballistic missiles　短距

離弾道ミサイル
□　short-range wireless standard　近距

離無線規格
□　short-term debentures　短期社債
□　short-term interest rates　短期金利
□　shortage of masks　マスク不足
□　shorten　短縮する、短くする
□　shortening of business hours　時短

営業
□　shoulder damages　損害賠償を肩代わ

りする
□　shoulder joints　肩の関節
□　shouldering the wages of　～の賃金

を肩代わりする
□　showcase　アピールする、目立たせる
□　Showdown　決定戦、対決
□　showed a desire　意欲を示す
□　showed an estimation　見通しを示す
□　showed disdain for ...　～を指弾した
□　showed dissatisfaction　不満を示し

た
□　showing a willingness　姿勢を示す
□　shrewdly　したたかに
□　shrink　縮小する
□　shrink significantly　大幅に縮小する
□　shrinking　縮小する
□　shrunk　縮まる
□　shut down　閉鎖する
□　shut down operations　操業を停止す

る
□　shut out　締め出す
□　shutdowns　停止、（工場などの）一時

休業
□　side effects　副作用
□　side effects of ...　～の副作用
□　side-by-side　横一線で
□　siege　包囲
□　signaled　点灯させる
□　signatories　加盟国、調印者
□　Signatory countries　締約国、署名国
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□　signature-collection campaign　署
名活動

□　signed a contract　契約を結ぶ
□　signed a contract with ...　～と契約を

結ぶ
□　significance　意義
□　significant　大きい
□　significant expansion　大幅な拡充
□　significantly　大幅に
□　significantly stagnated　大きく停滞す

る
□　signs of recovery　回復の兆し
□　silicon wafer　シリコンウエハー
□　similar efforts　同様の取り組み
□　similarity　近い、似ている
□　simple comparison　単純比較
□　simplify　簡素にする
□　simplifying　簡略にする
□　simultaneous　同時の
□　simultaneously　同時に
□　simultaneously record　同時撮影
□　simultaneously resign　同時に退く
□　simultaneously resume　一斉に再開

する
□　single-family homes　戸建て
□　sister-city relationship　姉妹都市関係
□　Sitting　現職の
□　sitting up in bed　ベッドに体を起こし

座る
□　situational awareness　状況認識
□　skillfully　うまく
□　skyrocketed　急増する
□　skyscrapers　高層ビル
□　slander　中傷
□　slapstick　ドタバタ
□　sleep deprivation　睡眠不足
□　slim margin　僅差
□　slimming down　スリム化する
□　slowdown　減速
□　slowdown of growth　成長の鈍化
□　sluggish　低迷する
□　sluggish aviation demand　低迷する

航空需要
□　Sluggish consumption　消費不振
□　sluggish demand　低迷する需要
□　slump　低迷
□　slumped　下落する
□　small and medium-sized businesses　

中小事業者
□　small and medium-sized enterprises　

中小企業

□　small-scale　小規模の
□　small-scale production　小規模生産
□　smash hit　大ヒット作
□　smelting plants　製錬工場
□　smoking cessation　禁煙
□　smoking rate　喫煙率
□　smolder　くすぶる
□　smoldering　くすぶる
□　snapped up　購入する
□　snatch away personnel　人材を奪う
□　sniffer dogs　探知犬
□　social inequality　格差社会
□　social insurance　社会保険
□　social media platforms　SNS、交流

サイト
□　Social security expenditures　社会保

障費
□　social significance　社会的意義
□　socialist policies　社会主義的政策
□　socked away ...　～をため込んだ
□　solar power generation　太陽光発電
□　sole proprietors　個人事業主
□　solicit　募る
□　solicited　募る
□　solidification materials　固化材
□　solidified　固まる
□　solidified a policy　方針を固める
□　solidify　固める
□　solidifying　固める
□　solutions　解決策
□　solvent　溶剤
□　someone to take over　担い手
□　somewhat　やや
□　son-in-law　娘婿
□　soon-encroaching　まもなく期限を迎

える
□　sooner or later　早晩
□　sophisticated　精巧な
□　sought confirmation　確認を求める
□　sounded the alarm　警鐘を鳴らす
□　soundness　健全性
□　source　発信源
□　source of power　動力源
□　sovereignty　主権
□　soy protein　大豆たんぱく質
□　soybeans　大豆
□　space debris　宇宙ごみ
□　spacious　広い
□　spalling　剥離
□　sparked　火をつける
□　sparkling beverages　炭酸飲料
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□　sparsely　まばらに
□　spearheaded　陣頭指揮にあたる
□　special allowance　特別手当
□　special caution prefectures　特定警

戒都道府県
□　Special demand　特需
□　special dividend　特別配当
□　special local revitalization grants　

地方創生臨時交付金
□　Special Presidential Envoy　大統領特

使
□　special purpose acquisition 

company　特別買収目的会社
□　specialized　専門の
□　specialized maker　専門メーカー
□　specialized trading companies　専

門商社
□　specializes in　専業の
□　specializing in ...　～を専門にする
□　specialties　専門家
□　specialty　お家芸、専門
□　specific examples　具体例
□　Specifically　具体的には
□　specifications　仕様
□　specifics　詳細
□　specified　明記する
□　speculation　思惑
□　spending spree　消費ブーム
□　spent nuclear fuel　使用済み核燃料
□　spike　急増
□　spilled　流出させる
□　spilled over　飛び火する
□　spillover effect　波及効果
□　spillover effects　波及効果
□　spinal muscular atrophy　脊髄性筋萎

縮症
□　split　分社化する
□　split equally　折半する
□　split into ...　～に分割する
□　spokesperson　広報担当者
□　spoofing　見せ玉
□　sport utility vehicle　多目的スポーツ車
□　sports utility vehicle　多目的スポーツ

車
□　sports utility vehicles　多目的スポー

ツ車、SUVs
□　spotted deer　ニホンジカ
□　spouses　配偶者
□　spread of infection　感染拡大
□　spread of the infection　感染拡大
□　spread out　分散する

□　spreadsheet　表計算
□　springboard　たたき台
□　spun off into a separate company　

分社する
□　spur　拍車をかける
□　spurred selling　売りに拍車をかける
□　spurring　拍車をかける
□　sputum　唾液
□　square meters　平方メートル
□　squeezed　しぼめる
□　stability　安定
□　stabilize　安定させる
□　stabilize supply　供給安定化
□　stabilizing　安定させる
□　stable growth　安定成長
□　stable procurement　安定調達
□　stable supplies　安定供給
□　stable supply　安定供給
□　stable system transition　安定した体

制移行
□　stably　安定して
□　staffed with personnel　人員を配置す

る
□　stages　主催する
□　staggered　ずらす
□　staggered shifts　時差出勤、時差勤務
□　stagnant　停滞した
□　stagnated　停滞した
□　stagnates　低迷する
□　stagnating　停滞する
□　stagnating sales　販売低迷
□　stagnation　停滞
□　stagnation in　～の低迷
□　stagnation of entrepreneurship　起

業の停滞
□　stake　出資
□　stalemate　手詰まり
□　stall prevention　失速防止
□　stance of opposition　反対姿勢
□　stand by　待機する
□　stand out　目立つ
□　standardize　統一する
□　stands out　目立つ
□　standstill　膠着状態
□　staple product　主力商品
□　start-up businesses　スタートアップ

企業
□　start-up companies　新興企業
□　start-up lending　創業融資
□　starting salary　初任給
□　startup　スタートアップ
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□　startup company　スタートアップ企
業

□　startups　スタートアップ企業
□　State Duma　ロシア下院
□　state governors　州知事
□　state of emergency　緊急事態
□　state of emergency declaration　緊

急事態宣言
□　State of the Union address　一般教

書演説
□　state-of-the-art　最新の
□　state-operated　公社の
□　state-owned　国有の
□　state-owned enterprises　国有企業
□　state-run　国営の
□　stateless currency　無国籍通貨
□　statement　声明
□　stateroom　大広間
□　stationed in ...　～に駐留する
□　statistically　統計的に
□　statistics　統計
□　stave off　抑止する
□　stay-at-home consumption　巣ごも

り消費
□　stay-at-home order　外出禁止令
□　stay-at-home orders　外出制限
□　steadfast coordination　強固な連携
□　steadily　着実に
□　steady economic growth　堅調な経

済成長
□　steady income　安定収入
□　steady replacement demand　底堅い

買い替え需要
□　steam locomotive　蒸気機関、SL
□　steelworks　製鉄所
□　steeper　険しい
□　steer the ship　かじ取り
□　steering wheel　ハンドル
□　stem　防止する
□　stemmed from ...　～に端を発した、～

から起きた
□　step down　退任する
□　step down as ...　～を退き
□　step up　強化する
□　stepping stone　足がかり
□　stethoscope　聴診器
□　stigmatization　汚名を着せること
□　stimulants　覚せい剤
□　stimulate　喚起する
□　stimulate competition　競争を促す
□　stimulate demand　需要喚起

□　stimulating　喚起する
□　stipulate　明記する
□　stipulated　規定する
□　stipulates　定める
□　stock buy-back　自社株買い
□　stock indices　株価指数
□　stock markets　株式市場
□　stock price　株価
□　stock price fluctuations　株価変動
□　stock prices　株価
□　stock split　株式分割
□　stock swap　株式交換
□　stockout　欠品
□　stockpile　備蓄する
□　stoked　あおる
□　stoppage　取りやめる
□　storable　保存性のある
□　storage batteries　蓄電池
□　storage device　記憶装置
□　storage medium　記憶媒体
□　storage period　保存期間
□　store　蓄積する
□　stored　蓄積する
□　story　階
□　straight-faced　笑顔のない
□　Strait　海峡
□　stranded vessel　座礁船
□　strategic　戦略的な
□　strategic bombers　戦略爆撃機
□　strategic business　戦略事業
□　strategic resources　戦略物資
□　strategically　戦略的に
□　strategically review　戦略的見直し
□　streaming　動画配信
□　streamline　効率化する
□　streamlined　スリム化する
□　streamlining　効率化
□　street price　末端価格
□　strengthen　強化する
□　strengthen cooperation　連携強化
□　strengthen ties　関係を強化する
□　strengthening　強める
□　strengthening of control　統制強化
□　strengthening relationships with ...　

～との関係を強化する
□　strenuous　懸命の
□　stretches to ...　～に延びる
□　striking　顕著な
□　striking a blow　打撃を与える
□　stringent　厳しくなる
□　strive　努力する
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□　strollers　ベビーカー
□　strong centrism　中道色の強い
□　strong performance　堅調な業績
□　strong presence　存在感
□　strong probability　大きい公算
□　stronghold　牙城
□　struck a major blow　大きな打撃をも

たらす
□　structural　構造
□　structural changes　構造変化
□　structural reform　構造改革
□　struggle　苦戦する
□　struggling to ...　～に苦戦する
□　struggling with ...　～に苦しむ
□　struggling with cash flow　資金繰り

に苦しむ
□　stuck at home　家にこもって
□　student-dominated seller market　

学生優位の売り手市場
□　subcommittee　小委員会
□　subcommittee meeting　分科会
□　subcontract　業務委託先の
□　subcontracting　業務委託
□　subcontractors　委託（業者）、下請事

業者
□　subduing　収束する、抑える
□　subdural hematoma　硬膜下血腫
□　subject to ...　～を条件に
□　submarine　潜水艦
□　submarines　潜水艦
□　submerged　沈める
□　submission　提案
□　submitted　提出する
□　subordinate　部下
□　subordinated loans　劣後ローン
□　subpoena　召喚状
□　subscribers　契約者
□　subscription　継続課金型の
□　subsequent　その後の
□　subsequent visits　再診
□　subside　おさまる
□　subsided　下がる
□　subsidence　地盤沈下
□　subsides　収束する
□　subsidiaries　子会社
□　subsidiaries for domestic sales　国

内販売子会社
□　subsidiary　子会社
□　subsidiary of ...　～の傘下
□　subsidies　補助金
□　subsidize　補助する

□　subsidized　支給された
□　subsidizes　助成する
□　subsidizing　補助する
□　subsidy　補助金
□　subsidy system　補助金制度
□　subsidy-related services　助成金関連

業務
□　substance　物質
□　substance abuse　薬物乱用
□　substantial　大幅な
□　substantially　実質
□　substitute meat derived from plants　

植物由来の代替肉
□　substituted　代用する
□　subtracting　引く
□　suburban　郊外の
□　subversion　転覆
□　success rate　成功率
□　successfully　成功した
□　succession　継承
□　Succession disputes　跡目争い
□　succession of scandals　相次ぐ不祥

事
□　Successive　相次ぐ
□　successive troubles　相次ぐトラブル
□　successive typhoons　相次ぐ台風
□　successive US administrations　歴

代の米政権
□　successively　相次ぎ
□　successor　後継の
□　successor candidate　後継候補
□　successor difficulties　後継者難
□　successor model　後継機種
□　succumbing　屈する、負ける
□　succumbing to ...　～に屈する
□　such as　など
□　suddenly intensified　一気に緊迫する
□　sued　訴える
□　suffer a blow　打撃を受ける
□　suffer losses　損失を被る
□　suffering from ...　～で苦しむ
□　sufficiently　十分に
□　suffocate　窒息させた
□　sugarcane　サトウキビ
□　suicide bombings　自爆テロ
□　suing　訴える
□　suitable candidate　ふさわしい候補
□　suitable for ...　～に適任だ
□　suitable to　適している
□　summarize　要約する
□　summarized　まとめる
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□　summit　首脳会議
□　summit meeting　首脳会議
□　summon　招致する
□　summons　召喚状
□　sunk into negative territory　マイナ

ス圏に沈む
□　super-high-performance 

semiconductors　超高性能な半導体
□　superb　優れた
□　supercomputer　スーパーコンピュー

ター
□　superimposes　重ね合わせる
□　supervise　監督する
□　supervision　監修
□　supervisor　上司
□　supervisory authorities　監督当局
□　supervisory authority　監督権限
□　supervisory committee　監督委員会
□　supervisory responsibility　監督責任
□　supplement　補充する
□　supplementary budget　補正予算
□　supplementary budget plan　補正予

算案
□　supplementary fiscal 2020 budget　

2020年度補正予算
□　supplementary indictment　追起訴
□　supplementary procurement　追加調

達
□　supplemented　補填する
□　supply and demand　需給
□　supply capacity　供給能力
□　support measures　支援策
□　supporters’ association　後援会
□　suppress　抑える
□　suppress budget expenditure　歳出

を抑制する
□　suppress fluctuation　動揺を抑える
□　suppress the demonstrations　デモ

を鎮圧する
□　suppressed　抑制する
□　suppressing　抑える
□　suppressing inflammation　炎症を抑

える
□　suppression　抑制
□　suppression of free speech　言論弾

圧
□　surcharge　追徴金
□　surface membrane　表面膜
□　surge in demand　需要急増
□　surged　上昇する
□　surgical　手術の

□　surpass　上回る
□　surpassed　上回る
□　surpasses　上回る
□　surpassing　上回る
□　surplus　余剰
□　surplus funds　余剰資金
□　surveillance　監視
□　surveillance camera　監視カメラ
□　surveillance cameras　監視カメラ
□　susceptible to ...　～に左右される
□　suspend　停止する
□　suspended　停止する
□　suspended from office　停職させる
□　suspended operations　営業を見合わ

せていた
□　suspending　休止、停止
□　suspension　停止
□　suspension of ...　～の停止
□　suspension of business　営業停止
□　suspension order　停止命令
□　Suspicion　疑い
□　suspicion of treason　国家反逆容疑
□　suspicions　疑い
□　sustainability　存続
□　sustainable　持続的な
□　sustained growth　成長持続
□　swelled to ...　～に膨らむ
□　swept　席巻する
□　swift　迅速な
□　swiftly　迅速に
□　swine flu　豚インフルエンザ
□　switch over　切り替える
□　Symphony　交響曲
□　symptoms　症状
□　syndicated loans　協調融資
□　synergistic effect　相乗効果
□　synergistic effects　相乗効果
□　synergized　相乗りする
□　synergy　相乗効果
□　synonymous with ...　～の代名詞で
□　synthesized　合成させる
□　synthetic fibers　合成繊維
□　synthetic resin material　合成樹脂素

材
□　system failure　システム障害
□　system of governance　統治体制
□　systematization　システム化
□　tablet terminal　タブレット端末
□　tacit approval　黙認
□　tackle　取り組む
□　tackling　取り組む
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□　tactile sensation　触感
□　tactile technology　触覚技術
□　tailgating　あおり運転
□　tailored to ...　～に合わせた
□　tailwind　追い風
□　take a countermeasure　対抗措置を

講じる
□　take a step back　一歩引く
□　take advantage of ...　～を生かす
□　take effective measures　有効な手段

を講じる
□　take into account　考慮する
□　take longer than expected　想定より

時間がかかる
□　take measures　対策をとる
□　take measures to ...　～の対策
□　take office　就任する
□　take over bid　株式公開買い付け
□　take place　開催される
□　take responsibility　責任をもつ
□　take the initiative　主導権を握る
□　take time to ...　～に時間がかかる
□　take-off and landing slots　発着枠
□　take-over-bid　株式公開買い付け
□　take-up rate　普及率
□　taken out　取り出す
□　taken place　起きて
□　taken root　定着する
□　taken the lead　先行する
□　taken to a hospital　病院に搬送される
□　taken to hospital　病院に搬送する
□　takeoff and landing　離着陸
□　takeover battle　買収合戦
□　takeover bid　株式公開買い付け
□　takeover talks　買収交渉
□　takes office　就任する
□　taking a bold step in ...　～に踏み切る
□　taking a breather　一服する
□　Taking advantage of ...　～を生かす
□　taking into account ...　～を考慮する
□　taking into consideration ...　～を考

慮して
□　taking measures against　対策をとる
□　taking office　就任する
□　taking root　根付き
□　taking the plunge　踏み切る
□　talent　人材
□　tally　集計
□　tangled　入り乱れた
□　tantamount to ...　～にあたる
□　tapping into　取り込む

□　targeted　対象にする
□　targeted advertisements　ターゲティ

ング広告
□　tariff　関税
□　tariff elimination rate　関税撤廃率
□　tariffs　関税
□　tarmac　駐機場
□　task force　対策本部
□　taverns　居酒屋
□　tax deduction　所得控除
□　tax incentive policies　税優遇策
□　tax incentives　税優遇
□　tax inclusive　税込み
□　tax increase　増税
□　tax revenues　税収
□　taxation　税制
□　taxpayers　納税者
□　team up with ...　～と提携する
□　teamed up with ...　～と連携する
□　tech　テック、科学技術
□　technical collaboration　技術的な提

携
□　technical cooperation　技術協力
□　technical internship　技能実習
□　technical training　技能教育
□　technological capabilities　技術力
□　technological development　技術開

発
□　technological innovation　技術革新
□　technology infrastructure　技術基盤
□　telecommunication　通信
□　telecommunication equipment　通

信機器
□　telecommunications　通信
□　telecommunications companies　通

信会社
□　telecommunications equipment　通

信機器
□　telecommuting　在宅勤務
□　telecommuting work　在宅勤務
□　teleconference　テレビ会議
□　telemedicine　遠隔診療
□　televised debate　テレビ討論会
□　telework　テレワーク
□　teleworking　在宅勤務
□　temporarily　一時
□　temporarily closed　臨時休業している
□　temporarily halted　一時休止していた
□　temporary closure　臨時休校
□　temporary employees　臨時従業員
□　temporary injunction　仮処分
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□　temporary leave　一時帰休
□　temporary postponement　当面の延

期
□　tenant form　テナント形式
□　tendencies　動向
□　tender offer　株式公開買い付け
□　tens of millions of doses　数千万回分
□　tentative agreement　暫定合意
□　tentative name　仮称
□　tentative reopening　手探りの再開
□　tenure　在任期間
□　term of office　任期
□　terminal station　終着駅
□　terminals　端末
□　terminate　破棄する
□　terminated　打ち切る
□　terminating　終着する
□　termination of ...　～の打ち切り
□　terms and conditions　取引条件
□　terms applied　適用の条件
□　terrestrial digital broadcasting　地上

デジタル放送
□　terrible break-up　こっぴどい別れ
□　territorial disputes　領土紛争
□　territorial rights　領有権
□　territorial waters　領海
□　terrorism　テロ
□　terrorist organization　テロ組織
□　test-drive event　試乗会
□　test-ride event　試乗会
□　tested negative　陰性になる
□　tested positive　検査で陽性反応が出る
□　testified　証言する
□　testify before Congress　議会で証言

する
□　than expected　予想していたよりも
□　the number of unemployed　失業者

数
□　the right time　適切な時期
□　the shift away from alcohol　アル

コール離れ
□　theme park　テーマパーク
□　then-Prime Minister　当時の首相
□　therapeutic　治療用の
□　therapeutic agents　治療薬
□　therapeutic cure candidates　治療薬

候補
□　therapeutic drug　治療薬
□　therapeutic drugs　治療薬
□　therapeutic medication　治療薬
□　thereby　することで

□　thermal power generation　火力発電
□　thermal power operations　火力事業
□　thermal power plant　火力発電所
□　thermal power plants　火力発電所
□　thermal power station　火力発電所
□　thin ice truce　薄氷の休戦
□　thinking abilities　思考力
□　third consecutive year　3年連続
□　third-category beer　第三のビール
□　third-party allocation　第三者割当増

資
□　third-party allocation of shares　第

三者割当増資
□　third-party allotment of increased 

capital　第三者割当増資
□　thoroughly　徹底的に
□　three dimensional cultures　立体培養
□　three principles　3原則
□　three-cornered　三つどもえの
□　three-dimensional diagram　立体図

面
□　three-dimensional sound system　

立体音響システム
□　throne　王位
□　through diplomatic channels　外交

ルートで
□　throughout the ages　時代を超えて
□　throughout the country　全国に
□　throw down the gauntlet　勝負を挑む
□　thumbs-up　支持
□　Thus far　これまでも
□　tie-up　連携
□　tie-up with ...　～と提携する
□　tier　次
□　tighten　厳格化する
□　tighten the rules　ルールを厳しくする
□　tightened　厳しくする
□　tightening　厳しくする
□　tightening of regulations　規制強化
□　tilting　傾ける
□　timber　木材
□　timetable revision　ダイヤ改正
□　To coincide with ...　～に合わせ
□　to date　現在までに
□　to the fore　前面に
□　Tokyo metropolitan area　首都圏
□　Tokyo-based　東京に拠点を置く
□　tolerate　容認する
□　toll road　有料道路
□　tone　論調
□　took part in ...　～に出場する
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□　took the lead　トップを走る
□　top earner　稼ぎ頭、高所得者
□　top priority　最優先事項
□　top-class model　最上位モデル
□　top-down management　トップダウ

ン経営
□　top-of-the-line　最高機種
□　topping the list　上位に並ぶ
□　torch relay　聖火リレー
□　torrential rain　豪雨
□　Torrential rains　豪雨
□　total acquisition price　買収総額
□　total cessation　全面中止
□　total floor area　延べ床面積
□　total operating funds　運用総額
□　total revenue　総収入
□　totalization errors　集計ミス
□　tottering　ふらつく
□　touched upon　言及する
□　tourism industry　観光業界
□　tourist destinations　観光地
□　touted　話題にする
□　touted as　～がうたい文句の
□　touts secularism　世俗主義を掲げる
□　townspeople　町民
□　track　追跡する
□　track record　実績
□　track records　実績
□　track the behavior　行動を追跡する
□　trackless type　無軌道型
□　traction　けん引力
□　trade agreement　通商協定
□　trade balance　貿易収支
□　trade disputes　貿易紛争
□　trade fair　見本市
□　trade friction　貿易摩擦
□　trade negotiations　通商交渉
□　trade policy　通商政策
□　trademark registration　商標登録
□　trademarks　商標
□　tradition　伝統
□　Traditionally　従来
□　traffic blockades　交通封鎖
□　traffic congestion　交通渋滞
□　traffic jams　渋滞
□　trailing　推移する
□　trainee　訓練生
□　trainees　研究生
□　trajectory　軌道
□　transaction　取引
□　transaction volume　取引量

□　transcends　越える
□　transcribe　文字に書き起こす
□　transformer station　変電所
□　transformers　変圧器
□　transition　移行
□　transition period　移行期間
□　transitioning　推移する
□　transmission　感染
□　transmission routes　感染経路
□　transparency　透明性
□　Transparent　透明な
□　transportation authorities　交通当局
□　transportation expenses　交通費
□　transportation networks　交通網
□　transvaginal ultrasound　経膣エコー
□　travel distance　走行距離
□　Treasury　財務省
□　Treasury bonds　国債
□　treated water　処理水
□　treatment for pneumonia　肺炎の治

療
□　tremendous　大きな
□　trend toward recovery　回復傾向
□　triage　選別
□　trial　公判
□　trial period　試行期間
□　trialed　試行する
□　tributary　支流
□　trickled into ...　～に流れた
□　trigger　引き金
□　triggered　発動した
□　triggered by ...　～を契機として
□　trilogy　3部作
□　trimming　削減する
□　tripled　3倍になる
□　tripped　つまずく
□　triumphantly　意気揚々と
□　trolling　荒らし行為
□　tropical nights　熱帯夜
□　trustworthiness　信頼性
□　try-ons　試着
□　tsar　司令塔、権威
□　tuberculosis　結核
□　tubular　筒状の
□　tug of war　攻防
□　tumor　腫瘍
□　turbines　タービン
□　turmoil　騒ぎ
□　turn a profit　黒字を達成する
□　turn around ...　～を好転させる
□　turnaround　一変する、逆転
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□　turnaround offensive　反転攻勢
□　turning around　好転させる
□　turning point　転機
□　turning positive　プラスに転じる
□　turnips　カブ
□　turnout　人出
□　turnover rate　離職率
□　twice as high as　２倍
□　twin deficits　双子の赤字
□　two-poled　二極の
□　two-shot photo　ツーショット写真
□　two-step verification　２段階認証
□　two-timing　二股交際
□　two-wheeled vehicles　二輪車
□　twofold increase　2倍増
□　typhoon　台風
□　Ukranian　ウクライナの
□　ulcerative colitis　潰瘍性大腸炎
□　ultimate impact　最終的な影響度
□　ultra-large telescopes　超大型望遠鏡
□　ultra-supercritical　超々臨界圧
□　ultrafine　超微細な
□　ultrasonic diagnostic equipment　超

音波診断装置
□　ultrasonic fingerprint sensor　超音波

を使った指紋センサー
□　ultrasonic irradiation　超音波照射
□　ultraviolet rays　紫外線
□　Umbrella Movement　雨傘運動
□　unaccompanied duty allowance　単

身赴任手当
□　unaffiliated　無所属の
□　unanimous　一致して
□　unanimously　全会一致で
□　unarmed　非武装の
□　unattended seat　無人の客席
□　unauthorized　不正の、認定されてい

ない
□　unauthorized access　不正アクセス
□　unauthorized login　不正ログイン
□　unauthorized logins　不正ログイン
□　unauthorized use　不正利用
□　unavailable ...　～にない
□　unavoidable　避けられない
□　unaware　気づいていない
□　unblended whisky　（ウィスキーの）

原酒
□　uncertain　不透明な
□　uncertain factors　不透明要因
□　uncertainties about the future　先行

き不安

□　uncertainty　不確実性
□　uncertified　未認証の
□　unchanged from ...　～と変わらない
□　unchanging　横ばいの、変わらず
□　unclear　不透明な
□　uncompetitive　競争力の低い
□　unconditionally　無条件で
□　uncooked noodles　生麺
□　undecided　未定の
□　undeclared　未申告の
□　undeniable　否定しがたい
□　under a dictatorship　独裁政権下で
□　under certain conditions　一定の条件

下で
□　under development　開発中で
□　under management reconstruction　

経営再建中の
□　under pressure　迫られて
□　under pressure from ...　～に押される
□　under pressure to ...　～を迫られてい

る
□　under the jurisdiction ...　～の傘下
□　under the name of ...　～の名前で
□　under the umbrella　傘下の
□　under the umbrella of ...　～の子会社

の
□　under their umbrella　傘下の
□　underbody　足回り
□　undergo ...　～に対応する
□　underlying　潜在的な
□　underlying decline　下落基調
□　underlying strength　底堅さ、底力
□　undermine　陰らせる、徐々に弱らせる
□　undermining　弱体化させる
□　underpin　下支え
□　Undersecretary　次官
□　undertake　取りかかる
□　undertaken by　手掛ける
□　undertakes　手がける
□　underway　進んで、進行中で
□　underwrite　引き受ける
□　underwriting　引き受け
□　underwriting of securities　証券発行

の引き受け
□　undesirable　好ましくない
□　undetected　見抜けない
□　undetermined　未定
□　undeveloped　未開拓の
□　undisclosed　非公表の
□　unearth　発掘する
□　unelected　選出されたわけでもない
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□　unemployment　失業
□　unemployment allowance　失業手当
□　unemployment benefits　失業給付
□　unemployment rate　失業率
□　unencrypted　暗号化を解いた
□　unexpected　想定外の
□　unfairly　不当に
□　unfairness　不公平
□　unfavorable conditions　不利な条件
□　unfiltered voices　生の声
□　unforeseen circumstances　不測の事

態
□　unicorn bandwagon　ユニコーン・

ブーム
□　unicorn companies　ユニコーン企業
□　unicorn company　ユニコーン企業
□　unification　統一
□　unified　一丸となって
□　uniform　一律な
□　uniform nationwide start　全国一律開

始
□　uniformity　一律
□　uniformly　一律に
□　unify　統一する
□　unifying　統一する
□　unilateral　一方的な
□　unilateral dominion　一方的な主権
□　unilaterally　一方的に
□　union-equivalent　労働組合に相当する
□　unity　融和
□　university bonds　大学債
□　unlawful　違法
□　unlimited　放題
□　unlisted　非上場の
□　unlisted company　未上場企業
□　unlisted corporate stocks　非上場企

業株式
□　unlocking　解除する
□　unmanned　無人の
□　unmanned aircraft　無人機
□　unmanned exploration　無人探査
□　unmanned supply craft　無人補給機
□　unnaturally　不自然
□　unpaved roads　舗装していない道
□　unprecedented　これまでなかった
□　unprecedented contraction　前例の

ない収縮
□　unprecedented impact　前例のない影

響
□　unprecedented scale　空前の規模
□　unprecedentedly　かつてない

□　unpredictable　不透明な
□　unprofitable　不採算の
□　unprofitable departments　不採算部

門
□　unprofitable stores　不採算店舗
□　unreasonable　不合理な
□　unreleased　未発表の
□　unresolved issue　懸案、未解決問題
□　unrest　混乱
□　unsafe　安全ではない
□　unsatisfied　満足できない
□　unsecured　無担保の
□　unsecured lending　無担保融資
□　unsecured loan　無担保融資
□　unsecured loans　無担保ローン
□　unsecured low-interest loan　無担保

の低利融資
□　unsold　売れ残りの
□　unsold products　売れ残った商品
□　unspecified number of　不特定多数の
□　unstable　不安定な
□　unstable output　不安定な出力
□　unsworn witness　参考人
□　Until now　これまで
□　unused　未利用の
□　unusual allegation　異例の疑惑
□　unusual situation　異例の事態
□　unveil　お披露目する、発表する
□　unveiled　公開する
□　unwillingness　できない意向
□　up to ...　～まで
□　up until now　これまで
□　updated daily　毎日更新する
□　updating　更新する
□　upfront investment　先行投資
□　upfront investments　先行投資
□　upholding　掲げる
□　Upper House plenary session　参院

本会議
□　upper limit　上限
□　upset　金星
□　upstream　上流の
□　urge　促す
□　urged　求める
□　urgency　危機
□　urgent economic measure　緊急経済

対策
□　urgent issue　喫緊の課題
□　urgently　急いで
□　urging　求める
□　US government bonds　米国債
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□　US presidential election　米大統領選
□　US troops　米軍
□　US-China conflict　米中対立
□　usability　使い勝手
□　usable　使える
□　usage allotment　利用枠
□　usage fee　利用料
□　usage fees　利用料
□　usage result　利用実績
□　usher in a new era　新たな時代の到来

を告げる
□　utilization　利用
□　utilization rate　稼働率
□　utilization rates　稼働率
□　utilize　生かす
□　utilizes　活用する
□　utilizing　活用する
□　utterances　発生
□　vacancy　空席
□　vacant period　空白期間
□　vaccinated　接種する
□　vaccination　ワクチン接種
□　vaccination-related　ワクチン接種な

ど
□　vaccinations　（ワクチン）接種
□　vaccine　ワクチン
□　vaccine manufacturing facilities　ワ

クチン製造施設
□　vaccines　ワクチン
□　vague　あいまいな
□　valid data　有効なデータ
□　validity　妥当性
□　valuation　評価
□　valuation loss　評価損
□　valuation losses　評価損
□　value exchange engineering　価値交

換工学
□　value-added tax　付加価値税
□　value-for-money feeling　割安感、お

買い得感
□　vandalism　破壊行為
□　vanished　消失する
□　variable electricity rates　変動型電気

料金
□　vary　変わる
□　vehicle dispatch services　配車サー

ビス
□　vehicle dispatched　配車
□　vending machine　自動販売機
□　vendor　ベンダー、業者
□　ventilation　換気

□　ventilator　人工呼吸器
□　ventilators　人工呼吸器
□　venue　会場
□　venues　会場
□　verification　検証
□　verification testing　実証実験
□　verified　検証する
□　verify　検証する
□　verify the identity　本人確認をする
□　versatility　汎用性
□　vertical division　縦割り
□　vertical take-off and landing aircraft　

垂直離着陸機
□　vertically　垂直に
□　vertically integrated model　対応する
□　vessels　艦船
□　vested interests　既得権益
□　veto　拒否権
□　veto power　拒否権
□　via a smartphone app　スマホアプリ

で
□　via connection　乗り継ぎで
□　via remote control　遠隔操作で
□　via smartphone　スマホから
□　vibration　振動
□　vibrations　振動
□　vicinity　周辺の
□　victoriously　勝ち誇って
□　video conferencing　ビデオ会議
□　video distributor　動画配信会社
□　video platformers　動画プラット

フォーマー
□　video posting app　動画投稿アプリ
□　video sharing service　動画共有サー

ビス
□　video streaming　動画配信
□　video streaming service　動画配信

サービス
□　Video-streaming service　動画配信

サービス
□　Vietnamese　ベトナムの
□　viewed as problematic　問題視する
□　viewer　視聴者
□　viewpoint　観点
□　vigilance　警戒
□　vigilant　厳しい
□　vigorous　有力な
□　vineyards　ブドウ園
□　violate　違反する
□　violated　反する
□　violating　違反する
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□　violation　違反
□　violators　違反者
□　viral load　ウイルス量
□　viral replication　ウイルス複製
□　virtual　仮想の
□　virtual currencies　仮想通貨
□　virtual currency　仮想通貨
□　virtual obligation　実質的な義務
□　virtual party convention　バーチャル

党大会
□　virtual reality　仮想現実
□　virtual space　仮想空間
□　virtually　ほぼ
□　virtually zero　実質ゼロ
□　virtuous cycle　好循環
□　virus-specific protein　ウイルスに特

有のたんぱく質
□　visualize　可視化
□　visualized　可視化する
□　vital　重要な
□　volatile　乱高下する
□　volatile organic compounds　揮発性

有機化合物
□　volcanic ash　火山灰
□　voluntarily　自主的に
□　voluntarily refrain from ...　～の自粛
□　voluntarily resign　希望退職、自主退

職
□　voluntarily return　自主返納する
□　voluntary　有志
□　voluntary action　自主行動
□　Voluntary cutbacks　自主減産
□　voluntary event cancellations　イベ

ント自粛
□　voluntary group　任意団体
□　voluntary redundancies　再現する
□　voluntary resignations　自主的離職
□　voluntary restraint　自主規制
□　voluntary restraint regarding outings　

外出自粛
□　voluntary retirement　自主退職
□　Volunteers　ボランティア
□　vote casting and counting　投開票
□　voter turnout　投票率
□　voters　有権者
□　voting app　投票アプリ
□　voting rights　議決権
□　vulnerabilities　（攻撃などを）受ける可

能性
□　vulnerable to ...　～を受けやすい
□　wage　起こす

□　wage fluctuations　賃金の変動
□　wage system　賃金制度
□　wall-to-wall　ひしめいた
□　war fleet business　艦艇事業
□　war of attrition　消耗戦
□　warehouse　倉庫
□　warehouses　倉庫
□　warehousing　保管
□　wariness　警戒感
□　warm winter　暖冬
□　warrant　令状
□　wary　警戒
□　wary of ...　～を警戒する
□　was commissioned　就役した
□　water leakage　漏水
□　water vapor　水蒸気
□　wave of　相次ぐ
□　wavering　揺らぐ
□　weak point　弱点
□　weakness　弱点
□　wealth of　豊富な
□　wealth of experience　豊富な実績
□　wealthy demographic　富裕層
□　weapons of mass destruction　大量

破壊兵器
□　weather conditions　天候条件
□　web browser　ネット閲覧ソフト
□　weekdays　平日
□　weekly three holiday system　週休 3

日制
□　weeknight　平日夜
□　welding　溶接する
□　welding work　溶接作業
□　well-established　老舗の
□　well-known　著名な
□　went bankrupt　経営破綻する
□　went into operation　稼働する
□　went on the offensive　攻勢をかける
□　went out of control　暴走する
□　wet wipes　ウエットティッシュ
□　wheat allergies　小麦アレルギー
□　whereabouts　居場所
□　wherein　そこで
□　White Paper　白書
□　white supremacy　白人至上主義
□　white-collar　事務系の
□　whole picture of ...　～の全体像
□　wholesale price　卸値
□　Wholesale prices　卸値
□　wholly owned subsidiaries　全額出資

子会社
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□　wholly owned subsidiary　完全子会社
□　wholly-owned subsidiary　完全子会

社
□　wide economic sphere　広域経済圏
□　wide range of　幅広い
□　widespread　普及する
□　widespread use　普及
□　wild boars　イノシシ
□　Wildfire　山火事
□　wildlife　野生動物
□　will　遺言
□　willingness　意欲
□　wind propulsion　風力推進
□　winning formula　勝利の方程式
□　wipe out　壊滅させる
□　wireless charging　無線給電
□　wirelessly　無線で
□　wiretap　盗聴
□　wiretapping　盗聴
□　with a track record　実績がある
□　with a view to ...　～を見据えて
□　with an eye on ...　～を念頭に
□　with close attention　注意深く
□　with confidence　安心して、自信をもっ

て
□　with disregard for ...　～を無視した
□　with great haste　急ピッチで
□　with no human intervention　人を介

さない
□　With regard to ...　～を巡っては
□　with regards to ...　～に関して
□　with the exception of ...　～を除き
□　withdraw　撤回する
□　withdraw from ...　～から撤退する
□　withdrawal　離脱
□　withdrawal agreement　離脱協定
□　withdrawal from ...　～から撤退する
□　withdrawing from ...　～からの離脱
□　withdrawn　取り下げる
□　withdrew　撤回する
□　withered away　しぼむ
□　withheld　抑制する
□　withholding of military aid　軍事支援

停止
□　within the premises　敷地内に
□　without hesitation　ちゅうちょなく
□　without human intervention　人手を

かけずに
□　without permission　無断で
□　withstand　耐える
□　won by a landslide　圧勝する

□　wooden patterns　木型
□　woody biomass power generation　

木質バイオマス発電
□　woolen fabric　毛織物
□　word of mouth　口コミ
□　work against　足を引っ張る
□　work efficiency　仕事の効率化
□　work from home　在宅勤務
□　work history　職歴
□　work-at-home system　在宅勤務制度
□　work-from-home　在宅勤務
□　work-from-home system　在宅勤務

制度
□　work-style reforms　働き方改革
□　worked diligently　尽力した、熱心に

取り組んだ
□　worked in favor of ...　～に有利に働く
□　workforce　人員
□　working at home　在宅勤務
□　working from home　在宅勤務
□　working generation　現役世代
□　working generations　現役世代
□　working-level meeting　実務者会合
□　workload　作業負荷、作業量
□　workload on-site　現場作業の負担
□　world-class　世界最高水準の、国際レ

ベルの
□　world-famous　世界的に有名な
□　worldwide　世界で
□　worsening　悪化
□　worsening in consumer mentality　

消費者心理の悪化
□　worsening significantly　大幅に悪化

する
□　worst case scenario　最悪の事態
□　wreaks havoc　大打撃を与えている
□　wristbands　リストバンド
□　wristwatches　腕時計
□　write-offs　処理
□　written complaint　訴状
□　year on year　前年同期比
□　year-end dividends　期末配当
□　year-end sales battle　年末商戦
□　year-end shopping season　年末商戦
□　year-on-year　前年同月比
□　year-on-year growth rate　前年同期

比増加率
□　year-on-year increase　前年実績を上

回る、前年比増加
□　year-over-year　前年同期比
□　yearly average　年間平均
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□　yesteryear　往年
□　yield　利回り
□　yield-chasing　利回りを追う
□　youngsters　若手
□　yuan　元（中国の通貨単位）
□　zero-emission vehicles　排ガスゼロ

車


