
A 義記号で唖順序哀組分けの1番め亜決1年
蔭組 蟻段階の1番め亜決蔭クラス 誼血液
型の一亜A型亜議紙の大きさの一亜A判亜掬

答え亜＊answer 菊電流の単位アンペアを表
わす記号亜鞠長さの単位オングストロームを
表わす記号亜吉隠語で唖キス亜

Å 長さの単位オングストロームを表わす記号亜
a 面積の単位アールを表わす記号亜
＠ ⇨アットマーク

AA アジア哀アフリカ磯地方姶諸国逢亜＊Asian-
AfricanまたはAfro-Asianの略亜

AAM 空対空ミサイル亜＊air-to-air missile

A.B. 米国で唖文学士哀文科系学士亜＊
ラテ
ン

Artium Baccalaureus →B.A.

ABC 英語のアルファベット姶磯の最初の3文
字逢亜按ものごとの初歩哀基本亜決運転の蔭 決
院兵器へい

き 7 原子兵器哀生物兵器哀化学兵
器の総称亜＊atomic, biological and chem-
ical weapons

ABM 弾道弾迎撃ミサイル亜＊antiballistic
missile

ABS 義自動車で唖ブレーキをかけたとき唖車輪
がロックして運転操作が効かなくなるのを防ぐ
自動制御システム亜＊anti-lock brake sys-
tem 蟻資産担保証券亜＊asset-backed se-
curities

AC 義交流電流亜○対DC＊alternating cur-
rent 蟻アダルトチルドレン亜＊adult children

Ac アクチニウムの元素記号亜＊actinium

ACTH 副腎皮質刺激ホルモン亜アクス亜＊
adrenocorticotrophic hormone

AD 義現金自動預金機亜＊automatic de-
positor 蟻アシスタントディレクター亜＊assis-
tant director 誼アートディレクター亜＊art di-
rector

A.D. 西暦の紀元を表わす記号亜＊A.D.331

または331A.D.のように書く亜愛ラテン anno Dom-
ini ○対B.C.

ADEOS 地球観測プラットフォーム技術衛
星亜アデオス亜＊Advanced Earth Observing
Satellite

ADHD 注意欠陥多動障害亜注意力に欠
陥があり唖落ち着きなく動き回る亜＊attention
deficit hyperactivity disorder

ADI 姶有害物質の逢1日当たり摂取許容量亜
農薬などについていう亜＊acceptable daily
intake

ADL 介護福祉用語で唖人の日常生活動
作亜＊activity of daily living

ADSL 電話回線を用いた高速のデータ通信
技術の一亜＊asymmetric digital subscrib-
er line

AED 突然唖心停止状態に陥った人に使う
救命装置亜自動体外式除細動器亜＊auto-
mated external defibrillator

AF 空軍亜＊Air Force

AFP フランス通信社亜＊
フラ
ンスAgence Fran-

ce-Presse

AFTA アセアン自由貿易地域亜アフタ亜＊
ASEAN Free Trade Area

Ag 銀の元素記号亜＊
ラテ
ン argentum

AGM 空対地 ミ サ イ ル亜＊air-to-ground
missile

AGT 無人軌道交通機関亜空港での無人軌
道シャトルバスなど亜＊automated guideway
transit

AI 義⇨アムネスティ＊Amnesty Interna-
tional蟻人工知能亜＊artificial intelligence

AID 非配偶者間の人工受精亜＊artificial
insemination by donor

AIDS ⇨エイズ

AIIB アジアインフラ投資銀行亜中国の主導
で唖途上国のインフラ整備の費用を貸与する
銀行亜＊Asian Infrastructure Investment
Bank

AIM 空対空迎撃ミサイル亜＊air-launched
intercept missile

Al アルミニウムの元素記号亜＊aluminium

ALS 義自動着陸装置亜＊automatic land-
ing system 蟻筋萎縮性側索硬化症亜＊
amyotrophic lateral sclerosis 誼抗リンパ球
血清亜＊antilymphocyte serum

ALT 外国語指導助手亜外国語教育で唖会
話の指導などにあたる外国人補助教員亜＊
assistant language teacher

AM 義振幅変調亜音声などの信号を電波で
伝送する際の変調の方式の一亜ラジオの中波
放送やテレビ放送に利用亜→FM義 蟻AM
義による放送亜AM放送亜♢＊amplitude
modulation

Am アメリシウムの元素記号亜＊americium

a.m.午前を表わす記号亜A.M.とも亜＊9.30

a.m.のように書く亜愛ラテン ante meridiem ○対

p.m.

AMDA アジア医師連絡協議会亜アムダ亜＊
Association of Medical Doctors of Asia

AMeDAS アメダス亜全国に設置した自動気
象観測システム亜＊Automated Meteoro-
logical Data Acquisition System

AMEX NYSEアメリカンの通称亜アメック
ス亜＊American Stock Exchange

ANS アジア通信社亜＊Asian News Service

ANSI 米国国家規格協会亜＊American
National Standards Institute

ANSP ⇨KCIA ＊Agency for National
Security Planning

AP 連合通信社亜決 蔭電＊Associated
Press

APEC アジア太平洋経済協力会議亜エーペ
ッ ク亜＊Asia-Pacific Economic Coopera-
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アルファベットの略語哀記号一覧

1 現在唖一般にアルファベットで書き表わされる略語哀記号のう

ち唖使用頻度の高いものをまとめ唖ABC順に示した亜

2 A型哀X線のように唖アルファベットと漢字哀仮名がまざった表

記の語は唖辞書の本文中に示したものもある亜



tion

APL コンピューターのプログラミング言語の
一亜＊IBM社 が開発亜愛A Programming
Language

Apr. 4月亜＊April

APS 幅24mmのカートリッジ入りフイルムを
使用する写真システム亜＊Advanced Photo
System

APT 義自動送画装置亜＊automatic pic-
ture transmission 蟻工作機械の数値制御
用に使われるプログラミング言語亜＊automat-
ically programmed tools

A.Q. 学力指数亜＊achievement quotient

AR 拡張現実亜現実に知覚できる映像にデジ
タル技術を重ね合わせる技術亜＊artificial
reality

Ar アルゴンの元素記号亜＊
ドイ
ツ Argon

As ヒ素の元素記号亜＊arsenic

ASA 米国規格協会亜アサ亜決蔭感度＊
American Standards Association愛ANSIに
改称亜

ASCII アスキー亜データ通信用符号体系の
一亜アスキーコード亜＊American Standard
Code for Information Interchange

ASEAN 東南アジア諸国連合亜アセアン亜＊
Association of Southeast Asian Nations

ASM 空対地ミサイル亜＊air-to-surface mis-
sile

AST ⇨GOT＊aspartate aminotransfer-
ase

ASV 先進安全自動車亜自動運転装置や高
度の事故防止機能を備える亜ハイテク安全
車亜＊advanced safety vehicle

AT 自動車の自動変速装置亜オートマチック亜
決蔭車 ○対MT＊automatic transmission

At アスタチンの元素記号亜＊astatine

ATC 義自動列車制御装置亜＊automatic
train control 蟻航空交通管制亜＊air traf-
fic control

ATL 成人T細胞白血病亜＊adult T-cell
leukemia

ATM 現金自動預金支払い機亜＊automat-
ic teller machine

ATO 自動列車運転装置亜＊automatic
train operation

ATP 義生物学で唖アデノシン3リン酸亜＊
adenosine triphosphate 蟻世界男子プロテ
ニス選手会亜＊Association of Tennis Pro-
fessionals

ATS 自動列車停止装置亜＊automatic
train stop

Au 金の元素記号亜＊
ラテ
ン aurum

Aug. 8月亜＊August

AV 義視聴覚に関すること亜決蔭機器＊au-
dio visual 蟻アダルトビデオ亜＊日 adult vid-
eo

AVC 自動音量調整亜＊automatic volume
control

Ave. 大通り亜アベニュー亜＊avenue

B 義記号で唖順序哀組分けの2番め亜決1年
蔭組 蟻段階の2番め亜決蔭クラス 誼血液
型の一亜B型亜議紙の大きさの一亜B判亜掬

鉛筆の芯し
んのかたさを表わす記号の一亜決2B

＊black 菊胸囲を表わす記号亜＊bust 鞠地
階を表わす記号亜決B1＊basement 吉ホウ

素の元素記号亜＊boron 吃隠語で唖ペッティ
ング亜

B.A. 英国で唖文学士哀文科系学士亜＊Bac-
helor of Arts →A.B.

Ba バリウムの元素記号亜＊
ドイ
ツ Barium

BASIC ⇨ベーシック

BBC 英国放送協会亜国営放送亜＊British
Broadcasting Corporation

BBS ネットワークを介して情報を交換するシ
ステム亜電子掲示板亜＊bulletin board sys-
tem

B.C. 西暦紀元前を表わす記号亜＊331B.C.

のように書く亜愛before Christ ○対A.D.
Bcc 電子メールで唖その受信者に知らせずに唖
他の宛先にメールのコピーを送る機能亜Bccx亜

＊blind carbon copy

BCG 結核予防のためのワクチン亜＊フラ
ンス bac-

ille de Calmette-Guérin

BCR バーコード読み取り装置亜＊bar code
reader

Be ベリリウムの元素記号亜＊beryllium

BF ボーイフレンド亜＊boy friend

BG 女性事務員亜＊日 business girl愛現在は
OLが一般的亜

BGM バックグラウンドミュージック亜＊back-
ground music

Bh ボーリウムの元素記号亜＊bohrium

BHC 強力な殺虫剤の一亜＊現在唖使用哀製
造禁止亜愛benzene hexachloride

Bi ビスマスの元素記号亜＊bismuth

BIOS コンピューターで唖基本的な入出力のシ
ステム亜＊basic input output systems

BIS 国際決済銀行亜ビス亜＊Bank for In-
ternational Settlements

Bk バークリウムの元素記号亜＊berkelium

BL ボーイズラブ亜＊boys love

BMI 肥満度の目安となる指標亜体格指数亜

＊body mass index

BMX 自転車で行なうモトクロス亜また唖その
自転車亜ビメックス亜＊bicycle motocross

BOD 生物化学的酸素要求量亜水質汚染
の程度を示す数値亜＊biochemical oxygen
demand

BOJ 日本銀行亜＊Bank of Japan

BOP 開発途上国の低所得者層を対象とし
た国際的な事業活動亜＊base of the eco-
nomic pyramid

bps 情報伝送速度の単位亜ビット毎秒亜＊
bits per second

Bq 放射性物質の量の単位ベクレルを表わす
記号亜＊becquerel

Br 臭素の元素記号亜＊
ドイ
ツ Brom

BRT バス高速輸送システム亜バス専用道路
による高速唖高頻度の運行亜＊bus rapid
transit

BS 放送衛星亜＊broad-casting satellite

B愛S 貸借対照表亜＊balance sheet

BSE 牛海綿状脳症亜＊bovine spongiform
encephalopathy

BSL 細菌やウイルスなどの病原体を危険度
によって分類したレベル亜WHOにより4段階
に分類亜＊biosafety level

BtoB 企業間Eコマース亜＊business to
business

BtoC 消費者向けEコマース亜＊business to
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