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資料

養豚用語事典における用語の表記法について

養豚用語事典編纂委員会＊

日本養豚学会事務局，神奈川県海老名市， 243-0417

(2019年4月18日受付， 2019年4月25日受理）

はじめに

養豚用語事典（く2019年3月5日発行，日本養豚

学会編＞，以後事典と記載する）は，明解養豚用語

辞典 (2000, 日本養豚学会）として発行された書籍

内容をその後の学術および技術の発展に照らして

掲載用語ならびに解説内容の刷新を目指して編纂さ

れた。新旧用語の取捨選択は，学会誌等で採用でき

るものであるとともに，広く生産現場でも活用でき

ることを基本として考慮し，関係分野の専門者が選

別することで作業的には多くの労力を要したが円滑

に進行した。しかし，解説文の原案が作成，提出さ

れた時点で，用語の表記法における統一性が欠けて

いた。したがって，その編纂過程においては，用語

の表記法について下記にとりまとめたような編集方

針を事典編纂委員会幹事会で検討し，記述内容の表

記統一における基本的な事項とした。

用語の表記法において特に問題となるのは，漢

字，ひらがなあるいはカタカナによる表記法か，複

数の用語が存在する場合はどの用語を採用するか，

漢数字か算用数字か，動詞の送りがなで「揺れ」の

あるものはどれを採用するかなどである。表記法の

個別の事項は事典の内容に反映しているが，全体像

を把握するため一覧表を作成した。

本稿は，事典の編集方針の補足説明として作成し

た内容に，その理由などを付記して肉付けしたもの

である。さらに，複数の表示法が存在する用語につ

いて，採用した根拠等を解説した。今後の事典の改

訂における資料として活用されることと， 日本養豚

学会誌の論文等や日本養豚学会大会の講演要旨にお

ける用語の統一化にも十分活用されることを視野に

入れて取りまとめた。

解説 内容

表 1に採用した用語の一覧表を示し，以下に分類

した項目順に解説した。掲載した用語は，解説する

必要があると考えられた主なものである。

1. 単位記号

①単位記号については，国際単位系に基づいた。

②「リットル」の表記法は，国際単位系では小文

字の「l」と大文字の「L」が認められている。一方，

一般社会生活では，「ml」,「mQ」および「 Q」が一

般に使われているが「 0」は国際単位系に基づくも

のではない。本事典では誤記や誤読のリスクを回避

するべく，小文字の「l」は採用せず「mL」,「L」と

大文字の「L」で表記した。

2. 漢数字と算用数字

漢数字と算用数字の使い分けは，極めで悩ましい

ことの一つである。数字が少ない場合の使い方には

特に揺れがある。一般に，漢数字を用いるか算用数

字を用いるかを見分ける方法は，その数字を任意の

数字に置き換えられる場合には算用数字，その数字

がそれ以外は通常用いられない場合には漢数字であ

る。今回はこの考えを基本として，以下のように取

り組んだ。

1) 漢数字を採用したもの

①「・・・の」の次に続く「一つ」，「1つ」および

「ひとつ」は，「・・．の一つ」と漢数字とした。

The Agreement of Description for The Swine Technical Term Glossary 

EDITORIAL COMMITTEE for The SWINE TECHNICAL TERM GLOSSARY 

*：養豚用語事典編纂委員会の幹事名は本稿の末尾に掲げる。

連絡者：伊藤米人 (E-mail:riceman@hello.email.ne.jp TEL. 042-343-1124) 
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②「第一歩」などの慣用旬も漢数字とした。

2) 算用数字を採用したもの

①横書きの学術文章では，原則として数字は算用

数字を用いることとされている。よって本事典で

も，例えば「二つ， 2つ」は「2つ」と算用数字とし

た。また，「10数本」とする表記法には違和感があ

るが，算用数字を優先した表記法とした。

②「1日当たり，一日当たり」は，上記の見分け方

からすると漢数字を用いる表記法になるが，本事典

ではあえて算用数字として「1日当たり」と表記し

た。「1日平均」も同様である。この理由としては，

本表記法を利用する頻度の高い，栄養・飼料分野で

参考とする日本飼養標準・豚 (2013年版） （2013, 

く独＞農業・食品産業技術総合研究機構）において，

「1日当たり」，「l頭当たり」としていることに基づ

くものである。

3) 統一しなかったもの

①「第一，第 1」の表記法は，これまでに発行され

ている各種専門書においてもさまざまである。特

に，専門用語の筆頭に記される「第一，第 1」の表記

法は，専門分野の慣行があり一律に統一できない。

したがって，「第 1減数分裂」と「第一減数分裂」の

表記法は，著者の記載を尊重し「第 1減数分裂」と

算用数字を採用した。また，「第一種換気」と「第 1

種換気」の場合には，著者の記載を尊重し「第一種

換気」と漢数字を採用した。

3. 漢字とかな

漢字，ひらがなおよびカタカナによる表記法は，

各専門分野，公用文としての基準およびその他種々

の慣行や基準により多様である。本事典編纂におい

ては，専門用語は常用漢字以外の漢字についても可

能な範囲で漢字を採用した。

したがって，本事典の用語を学会誌に投稿する原

稿で参照されることを推奨しているが，漢字とかな

の選択に関しては，その学術分野の規程や慣行を参

照されることを付言する。

1) 漢字を採用したもの

①学術分野においては，動植物名は原則としてカ

タカナ表記とされることが多いが，本事典では家畜

名のうち「豚，ブタ」，「牛，ウシ」，「鶏ニワトリ」

については原則として漠字表記とした。その根拠

は，家畜の呼称は一般社会のみならず生産現場にお

いても，漠字が広く使われている状況にあることに

よる。一方，新編畜産用語辞典 (2001, ＜社＞日本

畜産学会）においては，「ブタ」，「ウシ」，「ニワトリ」

として，カタカナの表記法を採用し，「乳牛」，「肥育

豚」などのような熟語においては漢字を採用してい

る。

②「犬，イヌ」についても，家畜名と同様に原則

として漢字表記とした。

③「燻煙」，「挽肉」，「排泄」は専門用語として漢字

表記とした。

2)全部または一部にひらがなを採用したもの

①「糞，ふん」は，旧版の明解養豚用語辞典（前

述）では漠字を採用して「糞」としており，新編畜

産用語辞典（前述）でも漢字を採用している。しか

し，最近ではひらがな表記が多くみられ，法令等を

含む公用文でもひらがな表記で統一されていること

から，本事典ではひらがな表記の「ふん」に統一し

た。「屠畜と畜」に関しても同様の理由からひらが

なの「と畜」に統一した。

②「残流残さ」に関しては，漢字表記の「残流」

が一般に多く使われているが，上記①の「ふん」や

「と畜」と同様に法令等を含む公用文においてひら

がな表記で統一されていることから，ひらがな表記

の「残さ」とした。

③「醤歯目」など通常使わない漠字は，「げっ歯

目」のようにひらがな表記とした。

3) 全部または一部にカタカナを採用したもの

①上記 3の1)で記載したように，学術分野にお

いては，動植物名は原則としてカタカナ書きとされ

ている。したがって，家畜の「豚，牛，鶏」と「犬」

以外の名称についてはこの原則に従った。「イノブ

タ」と「ミニブタ」も，カタカナ表記とした。

②「蛋白質たんぱく質，タンパク質」は，専門

分野により前記の通り 3種に分かれている。例え

ば，飼料関係では「蛋白質」が多く，食品関係では

「たんぱく質」を用いている。学術用語としては「タ

ンパク質」が推奨されていることから，「タンパク

質」を基本的に採用した。ただし，熟語として用い

られている場合や引用先で漢字を採用している場

合例えば日本標準飼料成分表 (2009年版） （2009, 

く独＞農業・食品産業技術総合研究機構）では漢字

表記の「蛋白質」を使用しているので，表4,表5-1

では漢字表記とした。

③穀物の呼称も基本的にカタカナとしたが，前述

の「タンパク質」と同様に引用部分では漢字の「大

麦」，「小麦」，「大豆」の表記法とした。

④「オガクズ」については，一般社会では「おが

屑，おがくず，おが粉，オガコ，オガ粉」のように，
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さまざまな用語が使われているが，新編畜産用語

辞典（前述）で「オガクズ」が採用されていること

から，カタカナ書きとした。

4. 漢字の略字体等

①医学分野で汎用される用語については，略語の

使用が指針となっている。この流れを受けて新編

畜産学用語集 (1981, ＜社＞日本畜産学会）でも使

用する略語を定めている。一方，新繁殖学辞典

(1992, 家畜繁殖学会）では，例えば「頸，頚」は

「頸」を採用しており略字体は採用していない。畜

産分野でも揺れがあるが，略字体でない漢字は一般

的にも利用頻度が低下してきていることから，本事

典においては略字体を採用した。上記の例で示せ

ば，「頸頚」は「頚」を採用した。

②「胚，経」，「謄， H斉」および「頬頬」は，略字

体が定着していないことから略字体は採用していな

い。

5. 同音漢字による専門用語

①「弯曲」，「線維」は，極めて使用が限定された専

門用語であり，一般社会では「湾曲」，「繊維」であ

る。「線維繊維」については，解剖•生理分野や畜

産物利用分野では動物組織における構造において

「筋線維」のように「線維」が使用されている。一

方，飼料・栄養分野で植物を対象とした成分では

「繊維」を使用している。したがって，各専門分野に

おける慣行を踏襲した。なお，表 14-2における「湾

曲」は，専門用語ではないので一般用語として表記

した。

6. 送りがなの統一

①送りがなの付け方は，基本的には 1973（昭和

48)年の内閣告示第二号 (1981く昭和 56>年一部改

正）に基づいた。これによると，本則と例外や許容

があり複雑であるが，可能な範囲の統一をした。

②「行う，行なう」は，上記内閣告示の本則では

「行なう」から「行う」に改正された。明解養豚用語

辞典（前述）では「行なう」であったが，本事典で

も内閣告示の本則に基づき「行う」とした。なお，

「行なう」も許容されているが最近は「行う」の方が

多い。

③「当たり，当り」は「当たり」，「表す，表わす」

は「表す」とした。

7. その他の用語

①「lヵ月」の表記法について， NHKでは「1か

月」を用い，他のマスコミ関係ではさまざまである。

日本畜産学会報への投稿の手引きではこの小さな力

を挟む表記法が採用されており，学術用語の範疇で

混乱を生じさせないように本事典もこれに準じた。

また同様に，一般社会では「1ヶ所」，「l箇所」が多

いが，事典では「1ヵ所」を採用した。なお，この表

記法には，「か，力，力，ケ，箇」のように種々のも

のがある。

②「腎臓周囲脂肪，腎臓脂肪，腎周囲脂肪，腎囲

脂肪」は，「腎臓周囲脂肪」で統一した。

8. 英単語の日本語表記法

①ホルモンの名称において「エステロジェン，エ

ストロゲン」は「エストロジェン」を，「アンドロ

ジェン，アンドロゲン」は「アンドロジェン」をそ

れぞれ採用した。なお，他の学術書では「エストロ

ゲン」，「アンドロゲン」も同等に使われている。

②「インスリン，インシュリン」は「インスリン」

を採用した。なお，一般では「インシュリン」も同

等に使われているが，学術分野では「インスリン」

が採用されている。

9. 統一が難しい用語

部分的には統一が可能であっても全体として統一

できなかった用語に下記のものがある。

①「におい，臭い，匂い」

これらの用語は文脈や専門分野により適宜使い分

けた。「臭い」としての表記は不快な状況を示すこ

とが多いものの，あらゆる状況に使うことができる

とされており，熟語では雄臭，牡臭の用語があるこ

とから「雄豚の臭い」のように表記した。客観的な

用語としては「におい」のひらがな表記を用いるよ

うにした。なお，一般社会では「香水の匂い」のよ

うに好ましい状況の意味で使う場合は「匂い」が使

われているが，本事典では使用例はない。

②「ヒト，人，人間」

動物の一種として用いる場合は「ヒト」とした。

しかし，「ヒト，人，人間」の使い分けは明瞭でない

場合が多いことから本事典では特に統一していな

い。ただし，病原菌に関する記述では「ヒト」を採

用した。

10. 英語などの外来語（アルファベット）の日本

語表記法

英語などの外来語（アルファベット）をカタカナ

で日本語表記する場合には，「A：エーとエイ， C:

シーとスイー， J:ジェーとジェイ」等のように表記

法に大きな揺れがあるが，本事典では表2の表記法

を採用した。

この表記法に関しては，見出し語を五十音に並べ
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採用した表記法

1. 単位記号

mL, L 

養豚用語事典編纂委員会

表 1. 採用用語一覧表

その他の表記法 説 明

ml. mQ, Q 国際単位系によるが，小文字のエル

「l」は使わない。

2. 漠数字と算用数字

1)漢数字を採用したもの

一つ

一腹記録一腹総体重

2)算用数字を採用したもの

1日当たり， 1頭当たり

1日平均

1個， 2個 3個

1つ 2つ， 3つ

10数本

3)統一しなかったもの

第 1減数分裂， 1次卵胞

第一種換気

3. 漢字とかな

1)漢字を採用したもの

粕

燻煙，挽肉

締まり

排泄

豚，牛，鶏

犬

素豚

指す

ひとつ， 1つ

一日当たり，一頭当たり

一日平掏

一個，二個三個

一つ，二つ，三つ

十数本

第一減数分裂一次卵胞

第 1種換気

かす， カス

くん煙ひき肉

しまり

排せつ

ブタ，ウシ，ニワトリ

イヌ

もと豚

さす

例：加熱加工法の一つ，骨の一つ

後に漢字が付く場合は算数字になる。

算用数字を優先。例：同種 2つ以上

算用数字を優先した例。

漠数字を優先した例。

例：とうふ粕

例：肉，脂肪の締まり

漢字表記を原則とした。

漢字表記を原則とした。

例：肥育用素豚

例：窒素とリンを指す。

2)全部または一部にひらがなを採用したもの

稲わら イナワラ，稲ワラ

かた，もも，うで 肩

げっ歯目

残さ

と殺，と場と畜，と体

ふん，ふん尿

わが国

いう

醤歯目

残涜

屠殺屠場，屠畜，屠体

糞糞尿

我が国我国

言う

できる 出来る

なる 成る

および，ほとんど 及び，殆ど

または，ため，こと 又は，為，事

3)全部または一部にカタカナを採用したもの

イノシシ，キッネ 猪，狐

イノブタ， ミニブタ

枝肉の用語として使う場合。例：かた

ロース， もも張り， うで

ひらがな書きに統一した。

例：受動免疫という。

例：推定できる。

例：指標となる。

動物名は原則としてカタカナ表記。
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表 1. 採用用語一覧表（続き）

採用した表記法 その他の表記法 説 明

オガクズ

スノコ

タンパク質

トウモロコシ，

ギ

ヌカ

オオムギ， コム

おが屑おがくず，

コ，オガ粉

すのこ

蛋白質，たんぱく質

とうもろこし，大麦，小麦

おが粉， オガ

ぬか，糠

植物名はカタカナ表記。

例：米ヌカ

4. 漢字の略字体等

潅

躯

頚

腟

嚢

灌

艦

頸

腟

嚢

例：子宮潅流

例：前躯

例：子宮頚管

一般社会では腑。

例：嚢腫

5. 同音漢字による専門用語

線維

弯曲

繊維

湾曲

一般社会では繊維。例：筋原線維，中

間型筋線維

一般社会では湾曲。例：精子尾部の弯

曲，骨の弯曲

6. 送りがなの統一

当たり

表す，現す

行う

起こる

組換え

細かい

当り

表わす，現わす

行なう

起る

組み換え

細い

例： l頭当たり

旧版では「行なう」となっている。

「おきる」と混同するので。

例：遣伝子組換え

「ほそい」と混同するので。

7. その他の用語

lヵ月

1ヵ所

1か月，

腎臓周囲脂肪

子

ーカ月， 1ヶ月， 1箇月

1か所， 1カ所， 1ヶ所， 1箇所

腎臓脂肪，腎周囲脂肪，腎囲脂肪

仔

小さいヵ。一般社会ではあまり使わ

れていない。

小さいヵ。 1ヵ月に合わせた。一般社

会ではあまり使われていない。

例：子豚

8.英単語の日本語表記法

アンドロジェン

エストロジェン

インスリン

アンドロゲン

エストロゲン

インシュリン 学術用語はインスリン

9. 統ーが難しい用語

におい，臭い，匂い

ヒト， 人， 人間

例：においの原因雄豚の臭い，異常

な臭い

例：ヒトに感染，ヒト絨毛性性腺刺激

ホルモン，抵抗力の弱い人，人間が動

物に対し
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表 2.

養豚用語事典編纂委員会

英語アルファベットの日本語表記法

日豚会誌 56巻 2号

日本語表記 日本語表記 日本語表記

エー

デイー

ジ一

ジェー

エム

ピー

エス

ヴィ

ワイ

B

E

H

K

N

Q

T

w

z

 

ビー

イー

エイチ

ケー

エヌ

キュー

ティー

ダブリュー

ゼット

C

F

I

L

O

R

u

x

 

A

D

G

J

M

P

S

v

Y

 

シー

エフ

アイ

エル

オー

アール

ユー
エックス

る場合に重要な要件となる。なお，長音「一」の五

十音の並び順は，前の母音と同じ読みとして並べ

た。

お ゎ り に

本稿では，事典の編集方針のうち用語の表記法に

ついて，具体的な用語をあげて補足説明をしてき

た。特に，表記法が複数存在する用語について，採

用した根拠または背景を説明した。

今回事典で採用した表記法の中には，学術用語と

しての表記法分野の慣行，一般社会や生産現場で

の使われ方など立脚点によって違いのあるものもあ

る。また，他の畜産関連の辞典類との整合性をとる

ようにしたが，一部にはとれていないものもある。

その主なものは，「漢字」と「ひらがな」または「カ

タカナ」の選択である。これらは，今後事典を改訂

する場合の課題である。

本事典の用語を学会誌等に投稿する原稿で参照さ

れる場合は，投稿先の雑誌の規程やその専門分野の

慣行を考慮のうえ活用していただきたい。この稿

が適切な用語の使用と統一性のある出版物の刊行

の一助になれば幸いである。

編纂幹事会の構成員は下記のとおりである。

委員長：押田敏雄（元麻布大学），副委員長：伊藤米

人（元く公財＞東京都農林水産振興財団），幹事：大

貫勝彦（（株）フロンティアインターナショナル），小

蟻孝（＜一社＞日本養豚協会），坂田亮ー（麻布大

学），祐森誠司（東京農業大学），美川 智（く国研＞

農業・食品産業技術総合研究機畜産研究部門），羽賀

清典（く一財＞畜産環境整備機構），古川 力（ヤマ

ザキ動物看護大学）

・幹事の氏名の並びは五十音順である。
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