
環境・管理分野
和　名 読　み 英　名 備　考

喘ぐ あえぐ gasp

足関節 あしかんせつ foot pad

アシドーシス、酸血症 あしどーしす、さんけつしょう adisosis

味取り あじとり conditioning

足肌荒れ あしはだあれ scaly leg

アニマルウェルフェア あにまるうぇるふぇあ animal welfare 動物福祉
アヘメラル周期 あへめらるしゅうき ahemeral cycle

アルカローシス あるかろーしす alkalosis

鞍羽 あんう saddle feathers

暗期 あんき dark period

暗期 あんき scotophase

鞍部 あんぶ saddle

安楽死 あんらくし euthanasia

慰安行動 いあんこうどう comfort behavior

威嚇 いかく threatening

育雛 いくすう brooding

育雛 いくすう brooding

育雛器（舎） いくすうき（しゃ） brooder

育成 いくせい raising rearing

育成 いくせい rearing raising

育成鷄 いくせいけい grower

育成率 いくせいりつ rate of raising

維持行動 いじこうどう maintenance behavior

異常行動 いじょうこうどう abnormal behavior

異常卵 いじょうらん abnormal egg

意図行動 いとこうどう intention movement

胃壁 いへき tripe

陰圧 いんあつ negative pressure

飲水行動 いんすいこうどう drinking behavior

ウォーターカップ（給水器） うおーたーかっぷ water cup

羽軸 うじく quill

うずくまる、体を丸める うずくまる、からだをまるめる huddling

うつ（状態） うつ（じょうたい） depression

羽毛鑑別 うもうかんべつ feather sexing

羽毛乳状突起 うもうにゅうじょうとっき feather papilla

鋭端 えいたん sharp end small end

エイビアリー えいびありー aviary



鋭敏化 えいびんか sensitization

栄養不良 えいようふりょう dystrophia

栄養法 えいようほう alimentation

液卵 えきらん liquid egg

エリートストック えりーとすとっく elite stock ES、育種素材基礎鶏
塩素滅菌 えんそめっきん chlorination

横断換気 おうだんかんき cross ventilation

オールイン・オールアウト管理 おーるいん・おーるあうとかんり all-in, all-out management

雄拒絶（動作） おすきょぜつ（どうさ） avoiding

オゾン脱臭 おぞんだっしゅう ozone deodorization

温度勾配 おんどこうばい temperature grading

温熱環境 おんねつかんきょう thermal environment

温風育雛法 おんぷういくすうほう hot air brooding system

カーテン鶏舎 かーてんけいしゃ curtain house

概日リズム がいじつりずむ circadian rhythm

回避行動 かいひこうどう avoiding

開放鶏舎 かいほうけいしゃ open-side house

快楽性 かいらくせい hedonic

下顎骨 かがくこつ mandible

家禽学 かきんがく poultry science

格落ち かくおち downgrading

隔日給餌 かくじつきゅうじ skip-a-day feeding every other day feeding =

覚醒 かくせい arousal

隔離 かくり isolation

傘型育雛器 かさがたいくすうき hover type brooder

かさぶた（脚） かさぶた hockburn

かさぶた かさぶた scab

過食 かしょく overfed

ガス交換 がすこうかん gaseous transfer

カタ温度計 かたおんどけい Kata thermometer

家畜化 かちくか domestication

家畜管理 かちくかんり animal management

家畜糞尿処理利用 かちくふんにょうしょりりよう animal waste management

活性汚泥 かっせいおでい activated sludge

活動 かつどう activity

葛藤行動 かっとうこうどう conflict behavior

割卵機 かつらんき egg breaking machine

カニバリズム かにばりずむ cannibalism

化膿 かのう suppuration



過敏症 かびんしょう hypersensitivity

過密 かみつ overstocking

カラーファン からーふぁん color fan

殻付卵 からつきらん shell egg

下臨界温度 かりんかいおんど lower critical temperature

枯れビナ かれびな dehydrated chick

換羽 かんう molting moulting

換気 かんき ventilation

換気装置 かんきそうち ventilator

換気不足 かんきぶそく under ventilation

乾球温度 かんきゅうおんど dry bulb temperature

環境エンリッチメント かんきょうえんりっちめんと environmental enrichment

環境温度 かんきょうおんど ambient temperature environmental temperature

環境制御鶏舎 かんきょうせいぎょけいしゃ controlled environment house

環境抵抗 かんきょうていこう environmental resistance

環境複合 かんきょうふくごう environmental complex

環境容量 かんきょうようりょう carrying capacity

換気輪道 かんきりんどう air-circuit

間欠照明 かんけつしょうめい intermittent lighting

頑健性 がんけんせい robustness

感光期間 かんこうきかん photosensitive period

癇癪 かんしゃく jittery

感受性 かんじゅせい sensitivity susceptability

関節 かんせつ joint

関節炎 かんせつえん arthritis

汗腺 かんせん sudriferous gland

乾燥全卵 かんそうぜんらん dried whole egg

乾燥卵黄 かんそうらんおう dried yolk

乾燥卵白 かんそうらんぱく dried albumen

鉋屑 かんなくず wood shavings

鑑別雛 かんべつひな sexed chick

完了行動 かんりょうこうどう consummatory behavior

飢餓、餓死 きが、がし starvation

気化冷却 きかれいきゃく evaporative cooling

気管 きかん trachea

奇形 きけい deformity

奇形卵 きけいらん misshapen egg

気孔（卵） きこう pore

気候区分 きこうくぶん climatic zone



気候順応 きこうじゅんのう acclimatization 気候順化
儀式化 ぎしきか ritualization

気室 きしつ air chamber air space

気室 きしつ air space air chamber

絆 きずな bond

輝度 きど light intensity

気嚢炎 きのうえん airsacritis

機能停止 きのうていし quiescence

脚弱 きゃくじゃく leg weakness

虐待 ぎゃくたい cruelty

脚転倒 きゃくてんとう perosis

脚毛 きゃくもう furnishing

求愛（行動） きゅうあい（こうどう） courtship

求愛誇示行動 きゅうあいこじこうどう courtship display

吸気口、給気口 きゅうきこう、きゅうきこう air inlet

給餌 きゅうじ feeding

給餌器（機） きゅうじき feeder

休止卵巣 きゅうしらんそう quiescent ovary

給水 きゅうすい water supply

給水器 きゅうすいき drinker

給水器，給水機 きゅうすいき waterer

急速堆肥化 きゅうそくたいひか high-rate composting

吸着剤 きゅうちゃくざい adsorbent

休薬期間 きゅうやくきかん withdrawal period

胸囲 きょうい chest girth

強化 きょうか reinforcement

競合 きょうごう competition

凝集剤 ぎょうしゅうざい coagulant

強制換羽 きょうせいかんう forced molting forced moulting

強制給餌 きょうせいきゅうじ forced feeding

胸腺 きょうせん thymus

峡部 きょうぶ isthmus

胸部水腫、胸だこ きょうぶすいしゅ、むねだこ breast blister

居住環境 きょじゅうかんきょう habitat

去勢 きょせい castration

去勢鶏 きょせいけい capon

許容限界 きょようげんかい critical limit

空間行動 くうかんこうどう spacing behavior

空舎期間 くうしゃきかん down time



クープ くーぷ coop

空腹 くうふく hunger

クーリング・パッド くーりんぐ・ぱっど cooling pad evaporative cooling system

苦痛、心痛 くつう、しんつう distress

屈折異常 くっせついじょう ametropia

屈折指脚弱症 くっせつしきゃくじゃくしょう curled-toe paralysis

クラッチ、連産卵数 くらっち、れんさんらんすう clutch

クランブル くらんぶる crumble

クロップ・アップ くろっぷ・あっぷ cropping up

クロップ・フィル くろっぷ・ふぃる crop fill

群居（性） ぐんい（せい） gregariousness

群飼 ぐんし group feeding group housing

群飼バタリー ぐんしばたりー group battery

燻蒸（消毒法） くんじょう（しょうどくほう） fumigation

蛍光灯、蛍光照明 けいこうとう、けいこうしょうめい fluorescent lighting

鶏舎,鶏小屋 けいしゃ chicken coop poultry house

傾斜 けいしゃ gradient

鶏糞ボイラー けいふんぼいらー broiler litter boiler

ケージ けーじ cage

ケージ飼い けーじがい cage feeding

血管拡張 けっかんかくちょう vasodilation

血管収縮（性） けっかんしゅうしゅく（せい） vasoconstriction

ゲット・アウェイ・ケージ げっと・あうぇい・けーじ get-away cage

蹴爪 けづめ spur

結露 けつろ condensation

結露 けつろ dew condensation

下痢 げり diarrhea

腱 けん tendon

検疫 けんえき quarantine

限界生産力 げんかいせいさんりょく marginal productivity

肩甲骨 けんこうこつ scapula

原種鶏 げんしゅけい grand parent stock GPS

喧騒性 けんそうせい hysteria

倦怠（感） けんたい（かん） boredom

検知管 けんちかん detector tube

顕熱放散 けんねつほうさん sensible heat loss

検卵器 けんらんき egg tester egg candler

口渇（感） こうかつ（かん） thirst

硬化卵 こうからん plastic yolk rubbery yolk



硬化卵 こうからん rubbery yolk plastic yolk

攻撃 こうげき aggression

交差嘴 こうさし crossbeaks

光周期 こうしゅうき photoperiod

甲状腺 こうじょうせん thyroid

甲状腺腫 こうじょうせんしゅ goiter

更新率 こうしんりつ replacement rate

光線管理 こうせんかんり lighting control

光線刺激 こうせんしげき light stimulation

光線プログラム こうせんぷろぐらむ lighting programmes

光線漏れ こうせんもれ light seepage

高体温（症） こうたいおん（しょう） hyperthermia

行動 こうどう behavior activity

行動学 こうどうがく ethology

行動様式、行動型 こうどうようしき、こうどうがた patterns of behavior

行動欲求 こうどうよっきゅう behavioral needs

交尾 こうび coupulation

交尾行動 こうびこうどう mating

交尾行動 こうびこうどう cotis

抗病性 こうびょうせい disease resistance

肛門 こうもん vent

肛門鑑別 こうもんかんべつ vent sexing

固液分離 こえきぶんり solid-liquid separation

固液分離機 こえきぶんりき solid-liquid separator

呼吸 こきゅう respiration

呼吸不全症候群 こきゅうふぜんしょうこうぐん malabcorption syndrome

誇示行動 こじこうどう display

護身行動 ごしんこうどう self-protective behavior

黒球温度計 こっきゅうおんどけい globe thermometer

骨折 こっせつ fracture

骨粗鬆症 こつそしょうしょう osteoporosis

骨軟化症 こつなんかしょう osteomalacia

コマーシャルチック こまーしゃるちっく commercial chick

婚姻羽装、生殖羽 こんいんうそう、せいしょくう nuptial plumage

昏睡 こんすい narcosis

採食量、摂食量 さいしょくりょう、せっしょくりょう feed intake

最大換気量 さいだいかんきりょう maximum ventilation rate

最低換気量 さいていかんきりょう minimum ventilation rate

最適温度の さいてきおんどの euthermic



採卵 さいらん ovum recovery egg collection

採卵、集卵 さいらん、しゅうらん egg collection ovum recovery

逆毛 さかげ frizzled feather

坐骨神経 ざこつしんけい ischium nerve

さし毛 さしげ guard hair pencilling

作用温度 さようおんど operative temperature

産肉性 さんにくせい meat productivity

散霧 さんむ coarse spraying

産卵 さんらん egg laying

産卵開始時点 さんらんかいしじてん point of lay

産卵鶏 さんらんけい laying hen

産卵鶏舎 さんらんけいしゃ laying house hen house

産卵検定 さんらんけんてい egg laying test

産卵指数 さんらんしすう egg production index

産卵持続性 さんらんじぞくせい laying persistency

産卵遅延症候群 さんらんちえんしょうこうぐん late bird syndrome

産卵低下症候群 さんらんていかしょうこうぐん egg drop syndrome EDS-76

産卵能力 さんらんのうりょく egg laying performance

産卵率 さんらんりつ egg production ratio

産卵率 さんらんりつ egg‐laying rate egg production rate

飼育密度 しいくみつど floor space allotment stock density, housing

飼育密度 しいくみつど stock density housing density

GPセンター じーぴーせんたー grading and packaging center 選別包装センター
敷料 しきりょう bedding litter

敷料 しきりょう litter

嗜好性 しこうせい palatability

死後硬直 しごこうちょく rigor mortis

死籠もり しごもり dead in shell

死籠卵 しごもりらん hatch-failed egg

趾蹠皮膚炎 しせきひふえん footpad dermatitis FPD

脂腺 しせん sebaceous gland

下嘴 したくちばし mandible

下もも したもも drum

失宜行動 しつぎこうどう disturbed behavior

湿球温度 しつきゅうおんど wet bulb temperature

実効温度、体感温度 じっこうおんど、たいかんおんど effective temperature

脂肪肝 しぼうかん fat liver

脂肪蓄積 しぼうちくせき fat deposition

嗜眠 しみん lethargy



湿り空気線図 しめりくうきせんず psychrometric chart

社会（的）距離 しゃかい（てき）きょり social distance

社会的階級 しゃかいてきかいきゅう social hierarchy

社会的隔離 しゃかいてきかくり social isolation

社会的促進 しゃかいてきそくしん social facilitation

雌雄鑑別 しゆうかんべつ sexing sex sorting

雌雄鑑別師 しゆうかんべつし sexer

就巣（性） しゅうそう（せい） broodiness nesting

就巣鶏 しゅうそうけい sitting hen

集中育雛 しゅうちゅういくすう spot brooding

雌雄別給餌 しゆうべつきゅうじ sex separated feeding SSF

種鶏 しゅけい parent stock PS

寿命 じゅみょう longevity

種卵 しゅらん hatching egg

順位 じゅんい dominance rank

瞬間殺菌法 しゅんかんさっきんほう flash pasteurization

馴致、馴化 じゅんち、じゅんか taming

消化促進剤 しょうかそくしんざい digestion enhancer

条件付け じょうけんづけ conditioning

条件反射 じょうけんはんしゃ conditioned reflex

照度 しょうど illuminance

常同行動 じょうどうこうどう stereotype behavior

上臨界温度 じょうりんかいおんど upper critical temperature

食餌誘導性熱産生 しょくじゆうどうせいねつさんせい diet induced thermogenesis

食滞 しょくたい sour crop

食卵 しょくらん oophagy

食卵（癖） しょくらん（へき） egg eating (habit)

初産日齢 しょさんにちれい age at first egg AFE

初産卵重 しょさんらんじゅう egg weight at first egg

初生雛 しょせいびな day-old chick newborn chick, newly

hatched chick
初発日齢 しょはつにちれい age of onset

尻つつき しりつつき cannibalism

飼料給与回数 しりょうきゅうよかいすう feeding frequency

飼料切替 しりょうきりかえ change-over

飼料要求率 しりょうようきゅうりつ feed conversion ratio FCR

新奇恐怖（症） しんききょうふ（しょう） neophobia

新奇性 しんきせい curiosity

真空行動 しんくうこうどう vacuum activity



神経腫 しんけいしゅ neuroma

人工育雛 じんこういくすう artificial brooding

人工気象室 じんこうきしょうしつ climatic chamber

振戦、震え しんせん、ふるえ shivering

振戦、震え しんせん、ふるえ tremor

振動篩 しんどうぶるい vibrating screen

心拍数 しんぱくすう heart rate

親和欲求 しんわよっきゅう affiliation

随意行動 ずいいこうどう voluntary behavior

水腫、浮腫 すいしゅ、ふしゅ oedema

竦み、擬死、凍結挙動 すくみ、ぎし、とうけつきょどう freezing

スクレーパー すくれーぱー scraper

スタニング すたにんぐ stunning

砂浴び すなあび dust bathing sand-bathing

砂浴び すなあび dusting

砂浴び すなあび sand-bathing dust bathing

脛 すね shank

棲み分け すみわけ habitat segregation

スラリー すらりー slurry

刷込み すりこみ imprinting

静圧 せいあつ static pressure

斉一性、均一性 せいいつせい、きんいつせい uniformity

成鷄 せいけい adult chicken

成鷄（雄） せいけい（おす） cock rooster

成鷄（雌） せいけい（めす） hen

制限給餌 せいげんきゅうじ restricted feeding

制限給餌 せいげんきゅうじ restrictive feeding controlled feeding

性行動 せいこうどう sexual behavior

生産指数 せいさんしすう production score

生産力 せいさんりょく productivity

生時体重 せいじたいじゅう birth weight

脆弱な、攻撃されやすい、（病気
に）かかりやすい

ぜいじゃくな、こうげきされやすい、 vulnerable

正常体温、平熱 せいじょうたいおん、へいねつ normothermia

生存率 せいぞんりつ liveability survival rate

生存率 せいぞんりつ survival rate

生体重 せいたいじゅう live weight

生得行動 せいとくこうどう innate behavior

正肉歩留まり せいにくぶどまり meat percentage



赤外線 せきがいせん infrared

積算温度 せきさんおんど accumulated temperature

絶食 ぜっしょく fasting

折衷行動 せっちゅうこうどう compromise behavior

設定温度 せっていおんど set point temperature

セミウインドウレス鶏舎 せみういんどうれすけいしゃ semiwindowless poultry house

先住権、定住効果 せんじゅうけん、ていじゅうこうか seniority

潜熱放散 せんねつほうさん evaporative heat loss insensible heat loss, latent

heat loss
選別包装センター せんべつほうそうせんたー grading and packaging center GPセンター
洗卵機 せんらんき egg cleaner

早羽性 そううせい early feathering

相対湿度 そうたいしつど relative humidity RH

速羽性 そくうせい fast feathering rapid feathering

そ嚢 そのう crop

ダーク・アウト だーく・あうと dark-out

体温調節 たいおんちょうせつ thermoregulation

体感温度 たいかんおんど perceived temperature

体感温度 たいかんおんど sensible temperature effective temperature,

perceived temperature
耐寒性 たいかんせい cold tolerance cold resistance

代謝体重 たいしゃたいじゅう metabolic body weight metabolic body size

対処（行動） たいしょ（こうどう） coping

代償 だいしょう replacement

代償性成長（発育） だいしょうせいせいちょう（はついく） compensatory growth

耐暑性 たいしょせい heat tolerance heat resistance

堆肥 たいひ compost

堆肥化 たいひか composting

体表面積 たいひょうめんせき body surface area

対流 たいりゅう convection

唾液 だえき saliva

多段式ワイヤー床（方式） ただんしきわいやーゆか（ほうしき） tiered wire floor TWFシステム
脱羽 だつう（だっぱ） plucking

脱羽機 だつうき picker

脱水 だっすい dehydration

段階給餌 だんかいきゅうじ phase feeding

単冠 たんかん single comb

断冠 だんかん dubbing

断冠 だんかん dubbing of comb

短脚鶏 たんきゃくけい creeper



探索（行動） たんさく（こうどう） exploration

探索行動 たんさくこうどう exploratory and investigative behavior

単飼 たんし individual feeding individual housing

断嘴、デビーク だんし、でびーく debeak beak trimming

単飼バタリー たんしばたりー individual battery

断頭 だんとう decapitation

断熱 だんねつ insulation

短波放射 たんぱほうしゃ short wave radiation

遅羽性 ちうせい slow feathering tardy feathering

蓄熱 ちくねつ heat storage thermal storage, heat reserve

致死温度 ちしおんど fatal temperature

チック・ガード ちっく・がーど chick guard surrounding

注意 ちゅうい attention

中間出荷 ちゅうかんしゅっか middle hauling

中止卵 ちゅうしらん embryonic death

調光 ちょうこう dimming

鳥類学 ちょうるいがく ornithology

直腸温 ちょくちょうおん rectal temperature

貯卵 ちょらん egg storage

貯卵日数 ちょらんにっすう egg age

つつき順位 つつきじゅんい peck order

つつき順位 つつきじゅんい pecking order

爪 つめ toenail

爪切り つめきり detoenailing

ディープ・リター でぃーぷ・りたー deep litter 堆積敷わら
低酸素症 ていさんそしょう hypoxia

低体温（症） ていたいおん（しょう） hypothermia

適応 てきおう adaptation

適温範囲 てきおんはんい thermoneutrality

敵対行動 てきたいこうどう agonistic behavior

転位行動 てんいこうどう displacement behavior

添加行動 てんかこうどう adjunctive behavior

転嫁行動 てんかこうどう redirected behavior

点灯 てんとう lighting

伝導 でんどう conduction

点灯養鶏 てんとうようけい laying under artificial lighting

転卵 てんらん egg turning

動因 どういん drive

動機づけ どうきづけ motivation



凍結卵 とうけつらん frozen egg

闘争 とうそう fighting

淘汰 とうた culling

淘汰圧、選択圧 とうたあつ、せんたくあつ selection pressure

淘汰率 とうたりつ culling rate

淘汰率 とうたりつ rate of culling

同調因子 どうちょういんし zeitgeber

逃避行動 とうひこうどう escape behavior

同腹子、一腹子、リター どうふくし、ひとはらご、りたー litter

動物権 どうぶつけん animal right

動物飼養（法） どうぶつしよう（ほう） animal husbandry

動物福祉 どうぶつふくし animal welfare

鶏冠 とさか comb

屠殺 とさつ slaughter

屠体 とたい carcass

屠体率 とたいりつ dressing percentage

突然死症候群、ポックリ病 とつぜんししょうこうぐん、ぽっくりびょ
う

sudden death syndrome SDS

トニック・インモービリティ、持続性
不動（状態）

とにっく・いんもーびりてぃ、じぞくせ
いふどう（じょうたい）

tonic immobility

止まり木 とまりぎ perchery roost, perch

止まり木 とまりぎ roost perch, perchery

トラップネスト とらっぷねすと trap nest

鈍端 どんたん large end

トンネル換気 とんねるかんき tunnel ventilation

中抜き なかぬき evisceration thinning

中抜き歩留 なかぬきぶどまり eviscerated yield

慣れ なれ habituation

縄張 なわばり territory

縄張行動 なわばりこうどう territorial behavior

軟卵 なんらん soft shell egg

軟卵 なんらん soft shelled egg

二黄卵 におうらん double yolk egg

肉髯，肉垂 にくぜん、にくすい wattle

日長 にっちょう day length

ニップル・ドリンカー にっぷる・どりんかー nipple drinker

入卵 にゅうらん egg setting for hatching

熱産生 ねつさんせい heat production

熱産生 ねつさんせい thermogenesis

熱死 ねっし heat death sun-scald



熱射病、日射病 ねっしゃびょう、にっしゃびょう heatstroke

熱収支、熱平衡 ねつしゅうし、ねつへいこう heat balance thermal balance

熱性多呼吸 ねつせいたこきゅう thermal polypnea panting

熱性多呼吸、開口呼吸、浅速呼
吸、パンティング

ねつせいたこきゅう、かいこうこきゅ
う、せんそくこきゅう、ぱんてぃんぐ

panting

熱増加 ねつぞうか heat increment

熱的中性圏 ねつてきちゅうせいけん thermoneutral zone

熱伝導率 ねつでんどうりつ heat conductivity heat transfer rate

熱負荷 ねつふか heat load

熱不耐性 ねつふたいせい heat intolerance

熱放散 ねつほうさん heat dissipation heat loss

ねり餌 ねりえ wet mash

伸び のび stretching

ノン・スターター のん・すたーたー non-starter

排気扇 はいきせん exhaust fan

廃鶏 はいけい culled chicken spent, used hen

廃鶏 はいけい spent used hen, culled chicken

排泄行動 はいせつこうどう eliminative behavior

排泄物 はいせつぶつ excrement feces

配雄率 はいゆうりつ mating ratio

ハウ・ユニット はう・ゆにっと haugh unit

ハウス乾燥 はうすかんそう plastic house drying

跛行、無力性歩行 はこう、無力性歩行 ameness

嘴打ち はしうち pipping

バタリーケージ ばたりーけーじ battery cage conventional cage

発育段階 はついくだんかい ｄevelopｍｅｎｔａｌ　stage 発育ステージ
発育不良 はついくふりょう stunt

発育不良鶏 はついくふりょうけい runt

発汗 はっかん perspiration

曝気槽 ばっきそう aeration tank

羽繕い、整羽 はづくろい、せいう preening

ハッチウインドウ はっちうぃんどう hatchwindow

ハッチスプレッド はっちすぷれっど hatchspread spread of hatch

発熱 はつねつ fever

羽つつき はねつつき feather pecking 羽喰い
羽根を逆立てる はねをさかだてる ruffle

羽ばたき はばたき flutter

羽ばたき はばたき wing flapping

破卵 はらん cracked egg



晩羽性 ばんうせい late feathering

般化 はんか generalization

反快楽性 はんかいらくせい agonic

汎適応症候群 はんてきおうしょうこうぐん general adaptation syndrome

斑紋卵黄 はんもんらんおう mottled yolk

ピープ（ぴよぴよ鳴く（雛の鳴き
声））

ぴーぷ peep

尾羽 びう sickle

飛節 ひせつ hock joint

皮癬、疥癬、掻痒、痒み ひせん、かいせん、ようそう、かゆみ itch

雛 ひな chick

ヒビ卵 ひびらん hair cracked egg

皮膚温度 ひふおんど skin temperature

平飼い ひらがい floor feeding floor housing

敏捷性 びんしょうせい agility

不安（症） ふあん（しょう） anxiety

風速、気流速度 ふうそく、きりゅうそくど air velocity

風土病 ふうどびょう endemic

フェザーミール ふぇざーみーる feather meal

孵化 ふか hatching

不快（感） ふかい（かん） discomfort

不快指数 ふかいしすう discomfort index DI, THI

不快指数 ふかいしすう temperature humidity index THI

孵化場 ふかじょう hatchery

孵化率 ふかりつ hatchability

腹腔脂肪 ふくくうしぼう abdominal fat

副産物 ふくさんぶつ by-product

福祉ケージ ふくしけーじ furnished cage enriched cage

輻射、放射 ふくしゃ、ほうしゃ radiation

輻射熱、放射熱 ふくしゃねつ、ほうしゃねつ radient heat

輻射率、放射率 ふくしゃりつ、ほうしゃりつ emissivity

腹水症 ふくすいしょう ascites water belly

腹墜卵 ふくついらん egg in peritoneal cavity

フケ、脂粉 ふけ、しふん scurf

不断給餌 ふだんきゅうじ ad libitum feeding ad lib feeding

不断照明 ふだんしょうめい continuous illumination

歩留まり ぶどまり yield

不満(快)の鳴き声 ふまん（かい）のなきごえ gakel-calls

踏み込み盤 ふみこみばん foot dipping vessel

孵卵 ふらん incubation



孵卵器 ふらんき incubator

フリー・レンジ、放飼 ふりー・れんじ、ほうし free range

ブロイラー ぶろいらー broiler

ブロイラー鶏舎 ぶろいらーけいしゃ broiler house

糞 ふん manure droppings, faeces

糞受け板 ふんうけばん dropping board

噴霧装置 ふんむそうち fogging system

平均動態温度 へいきんどうたいおんど mean kinetic temperature

斃死率 へいしりつ mortality

ヘンデイ産卵率 へんでい　さんらんりつ hen day average HAD

ヘンハウス へんはうす hen housed

ヘンハウス産卵数 へんはうす　さんらんすう hen housed egg number HHE

ヘンハウス産卵率 へんはうす　さんらんりつ hen housed average HHA

ヘンハウス種卵数 へんはうす　しゅらんすう hen housed hatching egg HHHE

ヘンハウス雛数 へんはうす　ひなすう Hen Housed Chick Number HHC

弁別 べんべつ discrimination

包括適応度 ほうかつてきおうど inclusive fitness

放散 ほうさん dissipation

放熱 ほうねつ heat loss

抱卵 ほうらん nesting

母鶏孵化 ぼけいふか natural incubation

母性行動 ぼせいこうどう maternal behavior

捕鳥 ほちょう catching

ホッパー ほっぱー hopper tube feeder

本能行動 ほんのうこうどう instinctive behavior

撒き餌 まきえ floor feeding scratch feeding

マッシュ、粉餌 まっしゅ、ふんじ mash

まどろみ まどろみ drowing

ミートスポット みーとすぽっと meat spot

身繕い行動 みづくろいこうどう body care behavior

無汗（症） むかん（しょう） anhidrosis

無嗅覚（症） むきゅうかく（しょう） anosmia

無精卵 むせいらん unfertilized egg clear egg

無窓鶏舎、ウィンドレス鶏舎 むそうけいしゃ、ういんどれすけい
しゃ

windowless poultry house

明暗周期 めいあんしゅうき light dark cycle

鳴管 めいかん syrinx

明期 めいき light period

籾殻 もみがら rice hulls

薬浴 やくよく dipping



優位 ゆうい dominance

誘因 ゆういん incentive

遊戯行動 ゆうぎこうどう play behavior

床面給温 ゆかめんきゅうおん floor heating

床面給餌 ゆかめんきゅうじ floor feeding

陽圧 ようあつ positive pressure

養鶏業 ようけいぎょう poultry industry

養鶏場 ようけいじょう poultry farm

幼雛 ようすう starting chick

翼帯 よくたい wing band

卵黄嚢 らんおうのう yold sac

卵形係数 らんけいけいすう egg shape index

卵墜 らんつい internal ovulation

卵墜症 らんついしょう egg peritomitis

粒餌 りゅうじ grain

緑餌 りょくじ green feed

緑便 りょくべん green droppings

羸痩、削痩 るいそう、さくそう emaciation

冷却装置 れいきゃくそうち cooling devise

劣位 れつい subordinance

連合 れんごう association

矮小鶏 わいしょうけい dwarf

矮小卵 わいしょうらん dwarf egg

若鶏（雄） わかどり（おす） cockerel

若鶏（雌） わかどり（めす） pullet


