
IBM 厩商標浦 International Business Ma-

chines亜

i挨Books牡áɪbks乙n 厩商標浦アイブックス
恩Apple社のアプリケーション温亜

IBRD International Bank for Reconstruc-

tion and Development 国際復興開発銀行
恩俗称 告the World Bank’温亜

IBS irritable bowel syndrome 過敏性腸症
候群亜

i挨bu挨pro挨fen牡àɪbjuːprófən乙n 厩薬浦イブ
プロフェン恩非ステロイド性抗炎症剤温亜

IC integrated circuit亜

ICANN Internet Corporation for Assigned

Names and Numbers亜

ICAO International Civil Aviation Organi-

zation 姶国連逢国際民間航空機関亜

ICAP International Carbon Action Partner-

ship 国際炭素取引協定亜

ICBM intercontinental ballistic missile亜

ÍĆ càrd ICカード恩ICチップを埋め込んだ
カード温亜

ICE internal-combustion engine 内燃機関亜
芋芋ice牡aɪs乙n 氷

■ 氷面 ■ 氷菓子唖アイスクリー
ム ■ 砂糖衣 ■ 臼俗渦ダイヤモンド ■ 臼俗渦アイス
恩覚醒剤温亜break the 院 堅苦しさをほぐす唖
打ちとける ■ 口を切る亜cut no 院 with a

person 人に効果がない唖別にどうということが
ない亜keep価 on 院 将来のためにしまってお
く亜on thin 院 危険を冒して唖窮地に陥って亜

vt唖vi 凍らす旭る葦■ 氷で冷やす旭覆う唖覆われ
る葦姶up唖over逢■ 砂糖衣をかける ■ 臼A話渦姶勝
利を逢確実にする ■ 臼A俗渦を殺す亜院 down
A氷で冷やす亜院 out 疎外する唖無視する亜

íce àge 氷河時代亜
íce àx姶e逢登山用砕氷おの唖ピッケル亜
íce bàg 氷嚢姶のう逢亜
íce挨bèrg牡-bːrɡ乙n 氷山 ■ 冷静な人亜the

tip of the 院 氷山の一角亜

íceberg léttuce アイスバーグレタス恩結球
性レタス温亜

íce挨blìnk n 氷映恩水平線上に見える氷原
の照返し温亜

íce挨blòck n 臼豪･ニュージー渦棒状アイスキャン
ディ亜

íce挨bòat n 氷上ヨット ■ 砕氷船亜

íce挨bòund a 氷にとざされた亜

íce挨bòx n A冷蔵庫 ■姶氷使用の逢冷蔵箱亜

íce挨brèaker n 砕氷船亜
íce bùcket アイスペール恩ワインなどを冷や
す温■姶水割りなどに用いる逢氷入れ亜

íce càp 万年雪唖氷冠亜
íce-cóld a 氷のように冷たい亜

íce crèam アイスクリーム亜

íce cùbe 角氷唖アイスキューブ亜
iced牡aɪst乙a 氷で冷やした ■ 糖衣をかけた亜

íce挨fàll n 氷瀑亜
íce fìeld 氷原亜
íce flòe 姶浮流する逢小氷原亜
íce-frée a 氷結しない亜

íce gíant 厩天浦巨大氷惑星恩天王星唖海王
星温亜

íce hòckey 厩スポーツ浦アイスホッケー亜
íce挨hòuse n 氷室亜

Ice挨land牡áɪslənd乙n アイスランド恩北大西
洋の島阿共和国温亜院挨er n アイスランド人亜
Ìce挨lán挨dic牡-lǽndɪk乙a唖n アイスランド姶人･
語逢の ■ アイスランド語亜

íce lòlly Bアイスキャンデー亜

íce挨màn n A氷屋亜

íce mélt挨er 融雪剤亜
ÍCE númber 緊急連絡先電話番号 姶＜in

case of emergency逢亜

íce pàck 浮氷群 ■ A氷嚢姶のう逢亜

íce pìck 姶氷割り用逢アイスピック亜
íce shèet 氷床恩陸地を覆う温亜
íce-skàte vi アイススケートをする亜院挨er n
íce skàtes 姶アイス逢スケート靴亜
íce slèdge hóckey 厩スポーツ浦アイススレッ
ジホッケー亜

íce wàter 氷で冷やした水唖氷水亜
ich挨neu挨mon牡ɪknjúːmən乙n 厩動浦エジプ
トマングース ■ ＝院 fly ヒメバチ亜
ich挨thy挨ol挨o挨gy牡kilədʒi俺--乙n 魚類
学亜-gist n
ich挨thy挨o挨saur, -sau挨rus牡kiəsːr乙唖
牡kiəsːrəs乙n 厩古生浦魚竜亜

i挨ci挨cle牡áɪsɪkl乙n つらら亜

ic挨ing牡áɪsɪŋ乙n 砂糖衣唖アイシング ■ 着氷 ■

厩アイスホッケー浦アイシング亜

ícing sùgar B粉砂糖亜

ICJ International Court of Justice亜

ick挨y牡ki乙a Aいやな唖不快な ■ 趣味の悪い ■

洗練されてない亜

i挨con, i挨kon牡áɪkɑn俺-ɔ-乙n 像唖肖像唖偶
像 ■厩ギ正教浦聖像唖画像 ■厩IT浦アイコン亜

i挨con挨ic牡aɪknɪk俺--乙a 像の唖肖像の ■

厩美浦因襲的な恩彫像唖肖像などにいう温亜

i挨con挨i挨fy牡aɪknəfàɪ俺--乙vt 姶-fies阿-fied阿
院ing逢厩IT浦姶ウィンドウを逢アイコン化する亜

i挨con挨o挨clasm 牡aɪknəklzəm俺--乙 n

聖像破壊唖偶像破壊 ■ 因習打破亜-clàst
牡-klst乙n 偶像破壊者 ■ 因習打破主義
者亜i挨còn挨o挨clás挨tic a

i挨co挨nog挨ra挨phy 牡àɪkənɡrəfi俺--乙 n

厩美浦図像学亜

i挨co挨nol挨a挨try牡àɪkənlətri俺--乙n 聖像
崇拝亜

i挨co挨nol挨o挨gy牡àɪkənlədʒi俺--乙n 図像
解釈学 ■恩集合温肖像唖画像亜

i挨co挨nos挨ta挨sis牡àɪkənstəsɪs俺--乙n 姶pl亜
-ses 牡-sìːz乙逢姶東方教会の逢聖画壁恩内陣と
本堂を仕切る温亜

ICPO ＝Interpol亜

ICSID International Centre for Settlement

of Investment Disputes 投資紛争解決国際
センター亜

ICT information and communication tech-

nology亜

ic挨tus牡ktəs乙n 姶pl亜院姶･es逢逢厩韻浦強音 ■

厩医浦発作亜

ICU intensive care unit亜
芋i挨cy牡áɪsi乙a 氷の姶ような逢■ 氷の多い ■ 氷で
覆われた ■ 氷のように冷たい ■ 冷淡な亜í挨ci挨ly
ad í挨ci挨ness n

ID1 identification ■ identity ■ intelligent de-

sign亜

ID2, Id., Ida. Idaho亜
id牡ɪd乙n 姶the id逢厩精神分析浦イド恩自己保
存の欲求に基づく本能的衝動温亜

id. idem 姶同上唖同書逢亜
芋I’d牡aɪd乙 I had 旭would唖should葦の縮亜

IDA International Development Associa-

tion亜

I挨da挨ho牡áɪdəhò乙n 米国北西部の州
恩略 ID唖Ida亜唖Id亜温亜

I挨da挨ho挨an牡唖乙a ア イ ダ ホ州
姶人逢の亜 n アイダホ州の人亜

ÍD́ càrd牡áɪdíː乙身分証明書亜

325IBM ID card

II

hypér挨bo挨le牡-bəli乙n 厩修浦誇 張 姶法逢亜
-bol挨ic牡hàɪpəːrblɪk俺--乙 -i挨cal a 誇張
姶法逢の ■ 双曲線の亜

hỳper挨corréction n 厩言浦過剰修正亜

hýper挨crítical a 酷評姶的逢の ■ あら捜し的
な亜院挨ly ad

hýper挨inflátion n 厩経浦超インフレ姶期逢亜

hýper挨lìnk n 厩IT浦ハイパーリンク恩リンクをク
リックするとリンク先にジャンプする機能温亜

hỳper挨li挨pé挨mi挨a A , -páe- B 牡-laɪpíː-
miə乙, -dáe- B牡-lpədíː-乙n 厩医浦高脂血
姶症逢亜

hýper挨màrket n B姶通例郊外にある逢大型
スーパーマーケット亜

hýper挨mèdia n 厩IT浦ハイパーメディア恩画
像･音声･動画などを付加した情報形式温亜

hýper挨sénsitive a 過敏症の亜-sènsitívi-
ty n

hỳper挨sónic a 厩理浦極超音速の 姶cf亜su-
personic逢亜

hýper挨spàce n 超空間恩厩数浦3次元より
多い空間阿ユークリッド空間とは別の仮想の空
間温亜

hỳper挨ténsion n 厩医浦高血圧姶症逢■ 過度
の緊張亜

hýper挨tèxt n 厩IT浦ハイパーテキスト恩リンクか
ら関連するファイルを呼び出せるシステム温亜

hỳper挨thý挨roid挨ìsm 牡-áɪrɔɪdzm乙 n

厩医浦甲状腺機能亢姶こう逢進姶症逢亜

hy挨per挨tro挨phy牡haɪpːrtrəfi乙n 厩医浦肥
大亜

hỳper挨ventilátion n 厩医浦過度呼吸唖換
起増大亜hýper挨véntilate vi唖vt

芋hy挨phen牡háɪfən乙n唖vt ハイフン旭連字符葦姶で
つなぐ唖切る逢亜

hý挨phen挨àte牡-èɪt乙vt ＝ hyphen亜 hý挨
phen挨àt挨ed a ハイフンでつないだ亜hý挨phen挨
á挨tion n

hyp挨no挨sis牡hɪpnósɪs乙n 催眠姶術逢■ 催
眠状態亜

hyp挨no挨ther挨a挨py牡hpnoérəpi乙n 催
眠姶術逢療法亜

hyp挨not挨ic牡hɪpntɪk俺--乙a唖n 催眠姶術逢
の ■催眠剤 ■催眠術にかかっている旭かかりやす
い葦姶人逢亜-i挨cal挨ly ad

hyp挨no挨tism牡hpnətzəm乙n 催眠姶術逢唖
催眠状態亜-tist n hýp挨no挨tìze vt 催眠術
をかける ■魅する 姶charm逢亜

hy挨po牡háɪpo乙n 姶pl亜院s逢厩化浦ハイポ恩現
像定着剤温■ ＝hypodermic亜

hy挨po-牡hàɪpə乙pref 易下に唖下の唖以下唖従
属した椅の意亜

hỳpo挨allergénic a 姶化粧品唖食品などが逢
アレルギーを起さない亜

hýpo挨cènter n 震源姶地逢姶通例 the 蔭逢■

姶核兵器の逢爆心姶地点逢亜

hỳpo挨chón挨dri挨a牡-kndriə俺--乙n 厩医浦

心気症唖ヒ ポ コ ン デ リ ー亜 -chón挨dri挨ac
牡-driæk乙a唖n 心気症の姶患者逢亜

hy挨poc挨ri挨sy牡hɪpkrəsi俺--乙n 偽善亜
芋hyp挨o挨crite牡hpəkrət乙n 偽善者亜hýp挨

o挨crít挨i挨cal姶ly逢a 姶ad逢
hypo挨der挨mic牡-dːrmɪk乙a唖n 皮下の‖
蔭 injection 皮下注射 ■皮下注射姶器逢亜

hỳpo挨gly挨cé挨mi挨a A , -cáe- B 牡-ɡlaɪsíː-
miə乙n 厩医浦低血糖姶症逢亜-gly挨cé挨mic a

hy挨pos挨ta挨sis牡haɪpstəsɪs俺--乙n 姶pl亜
-ses 牡-siːz乙逢厩医浦血液沈降 ■ 厩哲浦実在 ■

厩神浦姶三位一体のどれか逢一位亜hý挨po挨stát挨

ic牡-stǽtɪk乙a
hy挨po挨tax挨is牡hàɪpətǽksɪs乙n 厩文浦従属
姶構文逢姶cf亜parataxis逢亜

hỳpo挨ténsion n 厩医浦低血圧姶症逢亜

hy挨pot挨e挨nuse 牡haɪptənjùːs唖-z俺-tə-
njùːz乙n 厩数浦姶直角三角形の逢斜辺亜

hỳpo挨thér挨mi挨a牡-ːrmiə乙n 厩医浦低体
温法 ■低温法亜
芋hy挨poth挨e挨sis 牡haɪpəsɪs俺--乙n 姶pl亜
-ses 牡-siːz乙逢仮説 ■ 仮定亜hy挨póth挨e挨size
vi唖vt 仮説を設ける ■仮定する亜hý挨po挨thét挨
ic, -i挨cal牡-pəét-乙a 仮説旭仮定葦の亜
hy挨po挨thy挨roid挨ism 牡hàɪpoáɪrɔɪd-
zəm乙n 厩医浦甲状腺機能不全姶症逢亜hý挨
po挨thỳ挨roid a唖n 甲状腺機能不全姶症逢の姶患
者逢亜

hys挨sop牡hsəp乙n 厩植浦ヒソップ唖ヤナギハッ
カ恩欧州産ハッカの一種温■ 厩聖浦ヒソップ恩古
代ユダヤ人が祓姶はら逢いにその枝を用いた温亜

hys挨ter挨ec挨to挨my 牡hstəréktəmi乙 n

厩医浦子宮摘出亜
芋hys挨te挨ri挨a牡hɪstəriə乙n 厩医浦ヒステリー
姶症逢■病的興奮亜

hys挨ter挨ic牡hɪstérɪk乙a ＝hysterical亜 n

姶通例 pl亜逢ヒステリーの発作亜

hys挨tér挨i挨cal a ヒステリー症の唖ヒステリック
な ■病的に興奮した亜院挨ly ad

Hz hertz亜

I

I, i牡aɪ乙n Iの字姶形のもの逢■ ローマ数字の1亜
芋芋I牡aɪ乙pron 姶pl亜we逢私姶は唖が逢亜 n I 姶私逢
という語 ■厩哲浦＝ego亜

I 厩化浦iodine亜
I. Island姶s逢■ Isle姶s逢亜
-i牡i乙suf 易伽の唖伽人旭語葦姶の逢椅の意‖Pakis-

tani亜

IA, Ia. Iowa亜
IAEA International Atomic Energy Agency亜

-i挨al牡-iəl乙suf 形容詞 を作 る 姶＝ -al逢‖
manorial亜

i挨amb牡áɪmb乙n 厩韻浦弱強旭短長葦格亜

i挨ám挨bic牡-bɪk乙a唖n 弱強旭短長葦格姶の逢■

姶pl亜逢弱強格の詩亜

i挨am挨bus牡aɪǽmbəs乙n ＝iamb亜

IAS International Accounting Standards 国
際会計基準亜

IATA牡aɪːtə唖 ɪː-乙 International Air

Transport Association 国際民間航空輸送
協会亜

iàtro挨génesis n 医原性亜

i挨at挨ro挨gen挨ic牡aɪtrodʒénɪk乙a 厩医浦

姶疾患が逢医原性の恩医師の処置が原因温‖蔭
disease亜

IB International Baccalaureate亜

ib. ibidem亜
IBA Independent Broadcasting Authority
B独立放送公社亜

I挨be挨ri挨a牡aɪbəriə乙n イベリア半島恩スペイ
ンとポルトガルを含む温亜-ri挨an a

Ibérian yóga 臼ユーモア渦午睡亜
i挨bex牡áɪbèks乙n 姶pl亜院es唖i挨bi挨ces 牡íbə-
siːz唖áɪ-乙唖蔭逢姶アルプス山中の逢野生ヤギ亜

ibid. ibidem亜
i挨bi挨dem牡bədèm唖ɪbáɪdəm乙ad 姶L.逢同
じ箇所旭本･章･ページ葦に恩略 ib亜唖ibid亜温亜

i挨bis牡áɪbɪs乙n 厩鳥浦トキの類亜
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