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古ま　tニ　め　古ミニ

この資料時、科学技術政策を諭ずる際に比較的頻繁に用いられる用語の英訳を

整理したものである。

当グループにおいてこの資料を作成するに至った経緯は、，次のとおりである。

平成2年12月、我が国の科学技術政策の変遷をとりまとめた「日本の科学技術

政策史」が、故井上啓次郎元科学技術事務次官を中心として結成さ′れた科学技術

政策史研究会によりとりまとめられ、刊行された。（同研究会は、（社）未踏科

学技術協会の研究会として設置され、（財）新技術開発財団からの助成により本

報告書の編纂を進めた。）これと並行して、同報告書の英訳作成作業も進められ、

本年6月に完成した。

科学技術政策研究所は、これらの作業に監修を含めて全面的に協力した。その

過程で、英訳作業に資するため、「日本の科学技術政策史」分担執筆者の方々か

ら、それぞれの分担部分で使用されている科学技術政策特有の用語の英訳のリス

トを提供して頂いた。

また、最近、当研究所では成果の英訳を作成する機会が増えてきている。この

ため、このようにして提供された科学技術政策用語の英訳リストを再び散逸させ

るには惜しく、当研究所の調査研究成果の英文による発表の一層の促進に資する

見地から、上記リストから頻繁に使用されている科学技術政策用語を選び出し、

整理した英訳集を作成することとしたものである。

この英訳集には、平成2年版科学技術自書、科学技術庁パンフレット等の英訳

版に含まれている科学技術政策用語及び国立試験研究機関等の英語名もできる限

り収録することとし、この結果全体で1024語の英訳集となった。

我が国の経済発展に伴い、日本の科学技術政策の動向は、今や世界から注目さ

れているといっても過言ではない。我が国の科学技術政策が円滑に機能していく

ためには、今後は国内のみならず、海外からも十分な理解を得ていく必要がある

ことは明らかである。このような情勢の中で、この資料が我が国から世界に向け

ての科学技術政策関連情報の発信に少しでも役立てば幸いである。

なお、この英訳集は、科学技術政策関連文書の英訳の参考とするためにこれま

で用いられてきた英訳を整理したものであり、それぞれの英訳の妥当性を吟味す

ることを意図したものではないので、この点については留意願いたい。このため、

複数の種層の英訳が用いられ、どちらも捨てがたい用語については、それらの訳

を併記するにとどめた。

また、本資料については、使用された方々のご指摘を踏まえ、今後さらに使い

易いものとしていきたいので、用語の選択、訳の妥当性などについて利用者の方

々から積極的にご意見を寄せて頂くことをお願いしたい。

最後に、科学技術政策用語の英訳を提供して頂いた「日本の科学技術政策史」

執筆者の方々及び本資料作成にあたってご助言を頂いた科学技術庁をはじめとす

る関係機関の方々に深く感謝の意を表する次第である。
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使用　プi　法

この科学技術政策用語英訳集は、科学技術政策を諭ずる際にしばしば用いられ

る用語とその英訳を収録したものである。本文では、対象となる用語をアイウエ

オ順で列記し、強調文字で示される部分の英訳を併記している。また、各科学技

術政策用語に必要に応じカッコ書きで簡単な説明を付し、より使いやすくなるよ

うに心がけた。

このほか、利用者の便宜を図るため、【英文略称】、【キーワード】及び【英

訳された科学技術政策用語】の3種類の索引を付している。【英文略称】では組

織等のアルファベット大文字からなる略称をAB C順に、また、【キーワード】

では科学技術政策用語、あるいはその中で頻繁に用いられる単語等をアイウエオ

順に並べ、その単語等と関係のある科学技術政策用語を検索できるようにしてい

る。（例えば、「委員会」という単語からは、「00委員会」等その単語が含ま

れている科学技術政策用語を検索できるようにした。）【英訳された科学技術政

策用語】索引は、英訳された科学技術政策用語を冠詞を除いた形でAB C順に配

列し、対応する日本語の科学技術政策用語を検索できるようにしたものである。

なお、【英訳された科学技術政策用語】を除いて索引に収録されている科学技術

政策用語は、頭から11文字までを表記しており、それよりも長い用語は11文字目

に「…」をつけて表わしている。
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科学技術政策用　言吾英訳集

本文
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【ア行】

アジア綱麹銀行（ADB）：AsianDeYeIop肥ntBank（ADB）

アジア科学協お連合（ASCA）：AssociationforScienceCooperationinAsia（ASCA）

アジア太玉内報胼社会委員会（ESCAP）：UnitedNationsEcono血icandSociaICoJLnissionforAsia

and thePacific（ESCAP）

新たな情勢変化陪対応し、長期的匡望に立すね科学技術餉鈍の総合的基本力策批ついて（科学技術会議第11号答

申）：Co血PrehensiYeFundaqentalPolicyforPromotionofScienceandTechnologytoFocusCurrent

Changing Situationsfro血thelDng－TermViev

アラ：q議場l出国蝕牌（OAPEC）：OrganizationoflrabPetroleumExportingCountries（OAPEC）

ALARA（アララ）：AsLowAsReasonablyAChieYable（ALARA）

アリアンロケット：Ariane LaunCh Vehicle

安軸：safetycontrol
安全掬障理事会（UNSC、国連の機関）：UnitedNationsSeCurityCouncil（UNSC）

意見具申（科学技術会議関係）：supple血entaryreCOnmendation

意匠胞：designrights

委託：contraCt

委託開発（新技術事業団関係）：CooperativeDevelop血entWithlndustry

一次産品：prinary products

一般会計：generalaccount．

「毅郎近事葉音：commerCialbroadcasters

遺伝刊且換え：reCOJnbinant DNA

遺伝子組換え研究の推進力策の基本紀ついて（科学技術会議第8号答申）：TheFundahentalsofPron）Otion

Of ReCOmbinant DNA Research

遺伝子工学：genetiCengineering

遺伝子操作：genemanipulation

遺伝子治療：genetherapy

移動体通信：mobile telecobDUnications

緯度械測所（文部省所管の国立研究所。昭和お3年度国立天文台に統合された。）：InternationalLatitude

ObservatOry

医薬品副作用被害救済・研究振興基金（厚生省所管の認可法人）：TheAdverseDrugSufferingsReliefand

Research Promotion Fund

医療施毅（病院、診療所）：mediqllfacilities（hospital，Clinic）

因耐蝕憾l鮨技術研究内兜室（工業技術院総務部内の室）：MedicalandWelfareEquipmentTechnology

Develop血ent Office

印肺（大蔵省の附属機関）：PrintingBureau

印聯尋研究所（大蔵省印刷局の附属機関）：ResearchInstituteofPrintingBureau

宇宙開発：spacedeYelopment

宇部翔発委員会（内閣総理大臣の諮問機関）：SpaCeActivitiesCommission

字面脾発委員会設置法：TheLawforEstablishmentsof theSpaceActivitiesCom血ission

宇柵蛛（科学技術庁研究開発局内の課）：SpaceDevelopElentDiYision

宇部牌計画（宇宙開発委員会が毎年定めている宇宙開発の計画。宇宙開発政策大綱に沿って具体的内容を定め

たもの。）：SpaCeDevelopmentPrograh
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字面開発事業団（特殊法人）：NationalSpaceDevelopment AgencyofJapan（NASDA）

宇E帥柵怯：LawConCerning NationalSpaceDevelopnleJlt．AgehCyOfJapan
宇E帥棚会（昭和5年に設置された内観総理大臣の諮問機関。昭寺田3年の宇宙開発委員会設置に伴い廃止。）

：I Space DeyelopmentCouncil

宇部脾瑚触筐本部（昭和諭年に設置された科学技術庁の機関。昭和舶年宇宙開発事業団の設置に伴い廃止。）：

Space DeYelopJnentProbOtion Group t

宇胡脚宣教策大綱（昭和盟年宇宙開発委員会が我が国の宇宙開発政策の基本方針を定めたもの）：Funda一

mental Policy ofJapan’sspace DeYelopment

宇宙鞘先に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協力に関する交換公文：1969U．S．－JapanSpaCeAgree一

皿ent

宇宙科学：spacescience

宇E師斗学校桐醐鞘委員会（昭和鋸年に科学技術庁内に設けられた委員会）：SpaCeSCienceandTeCh－

nology Promotion and Preparation Co血mittee

宇宙科学研究所（ISAS、文部省大学共同利用機関の一つ）：theInstituteofSpaceandAstronautical

Science（ISAS）

宇輔勤：spaCeactiYities
宇由企画課（科学技術庁研究開発局内の課）：SpaceActivitiesPlanningDivision、

宇叡勤も協力協定：AgreementamOngtheGoYernmentOftheUnitedStatesofAmerica，GovernmentSOf

Met”ber States of the EuropeanSpaceAgency，the GoYernment OfJapan，and theGovernmentof

CanadaonCooperationin the Detailed Design，Development，Operation，and Utilizationof the

Permanently manned CivilSpaceStation

宇宙国際諌（科学技術庁研究開発局内の課）：lnternationalSpace－AffairsDivision

宇宙条約（月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約）：

TreatyonPrinciplesGoverning the ACtivitiesof Statesin the Explorationand Useof Outer

Space，Including the Moon and Other Celestial Bodies

宇宙ステーシビン計画（日米欧加が共同で地球周回軌道上に有人ステーションを建設する計画）：SpaceSta胃

tion Program

宇出漁愉快式会社：SpaceCoJnJhUnicationsCo．（SCC）

宇由利用推進室（科学技術庁研究開発局内の室）：OfficeofSpaceUtilization

運輸技術審議会（運輸大臣の諮問機関）：CouncilforTransportTechnics

運輸捉空規格室（工業技術院轢準部内の室）：TransportationMachineryStandardsOffice

運輸省：MinistryofTransportation

葡塁通信：sateIlitecomnIunication

葡島放送：broadcastingviasatel1iteあるいはsatellitebr。adCaStS

英仏海峡トンネル（ドーバー海峡トンネル）：EnglishChannelTunnel

濱化天然ガス（LNG）：LiquefiedNaturalGas（LNG）

液晶表示泰子（LCD）：LiquidCrystalDisplay（LCD）

柵体ロケッt：liquidpropellantr（氾ket

エスプリ計画（ESPRl、欧州情報技術研究開発戦略）：EuropeanStrategicProgramforResearchand

DevelopⅢentinInfornationTechnology（ESPRIT）

NHK総朗豪術研究所（日本放送協会の附属機関）：NHKScienceandTechnicalResearchLab。rat。rieS
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エネルギー研兜I聯酬画について（科学技術会議第7号答申）：BasiCPrograhforEnergyResearch

and Development

エネルギー消費効率：energyeffiCienCy

エネルギーの使用の創封ヒに関する法律（省エネ法）：LawConCerningRationalUseofEnergy

欧州宇宙機関（ESA）：EuropeanSpaCeAgency（ESA）

欧州宇宙研究機構（ESRO）：EuropeanSpaceResearchOrganization（ESRO）

欧州共同体（EC）：EuropeanConmunity（EC）

欧州原子力機関（ENEA）：EuropeanNuClear EnergyAgency（ENEA）

欧州障子力共同体（EURATOM）：EuropeanAtomiCEnergyCommunity（EURATOM）

馳鴨節鴫を子機研究懐閑（CERN）：EuropeanOrganizationforNuclearResearCh（略称：CREN）

欧州自由貿易連合（EFTA）：EuropeanFreeTradeAssociation（EFTA）

欧州特許庁：European Patent Office

欧州ロケット開発懐牌（ELDO）：EuropeanSpaceVehiCleLauncherDevelop血entOrganization（ELDO）

応用研究：applied research

応力腐食割れ：stresscorrosioncraCking

大型工業由I細棚発制腹（通商産業省の技術開発制度）：theNationalResearchandDeYelopmentPro－

gramof MITl（Large－SCaleProject）

大型放射光施設：SPring－8（8GevSynchrotron RadiationFacility）
l

（大蔵省：MinistryofFinance
ノ　大阪工業技術試験所（工業技術院の試蜘研究機関）：G。YernmentIndustrialResearChlnstitute，Osaka

大阪大学産業科学研究所：TheInstituteofScientificandlndustrialResearch，OsakaUniversity

大阪大学蛋白質研究所：Institute for ProteinResearch，OsakaUniversity

大阪大学積生物病研究所：ResearchInstitute for MicrobialDiseases，OsakaUniversity

大阪群舞鰯臣工学研究所：WeldingResearchInstituteofOsakaUniversity

岡崎国立共同研究醜構（昭和56年設立の文部省所管の国立大学共同利用機関の一つ）：OkazakiNational

ResearchInstitutes

岡崎国拉讃洞研究纏綿基礎生物学研究所：Nationallnstitutefor BasiCBiology，OkazakiNationalRe－

SearChlnstitutes

岡崎国立共 ：Nationallnstitute for Physiological ScienCeS，Okazaki National

ResearChInstitutes

岡崎回位撰洞研究樹紡）子科学研究所：Institute for MolecularScience，OkazakiNationalResearch

Institutes

岡山大学資源生物科学研究所：ResearchInstitute for BioresourCeS，OkayamaUniYerSity

沖縄：覗納洋博覧会：InternationalOceanExposition，Okinawa，Japan，1975

オゾン層：ozonelayer

オゾン層の保護のためのウィーン条約：ViennaConYention for theProteCtionof theOzoneLayer

オゾン眉を破壊する物質に関するモントリオール議定書：MontrealProtoCOlonSubstanCeS that Deplete

the Ozone Layer

覚書：memorandum

薗主効果：greenhouseeffect

音声多重放送：televisionsoundbultiplex broadCaSting

ー　7　－



【力行】

会計錬（科学技術庁長官官房内の課）：FinanoeDivision

会計蘇（工業技術院総務部内の諌）：Budget and AccountsDivision

会計疎度：fisCalye8r

海■蛸按庁：ぬriti血eSafetyAg餌Cy

海l榊闇搬船：underseaexperi皺entalworkYeSSel

開発土木研究所（北海道開発庁の附属機関）：CiYilEngineeringResearchJnstitute

開発のあっせん（新技術事業団関係）：Coordination for LiCenSing

開発のための秤肖淵鋤痢間委員会（ICSTD、昭和47年に設立が決定された国連の機関）：Intergovern－L

血entalCoⅢmitteeonScienceand TeChnology for DeYelopment（lCSTD）

開発利用：deYelopmentand utilization

外務省：MinistryofForeignAffairs

淘絆開発：ocean development

海洋開発錬（科学技術庁研究開発局内の課）：Ocean DeYelophent Division

海洋卵発議鏑会（内閣総理大臣の諮聞機関）：CounCilfor OceanDevelophent

樹幹l学技術：oceanscienceandtechnology

海洋科学技術審機会（昭和6年に設置された審議会。昭和46年に海洋開発審議会に改組。）：Councilfor

Ocean SCience and Technology

海洋科学技術センター（特別認可法人）：JapanMarineScienCeand TechnologyCenter（JAMSTEC）

海洋科学技術センター法：JapanMarineScienCeandTechnologyCenterLaw

海洋処分：seadisposal

淘洋投棄規制条約：Conventionon thePreYentionof刊arinePollutionbyDunpingofWastesandOther

Matters

科学技術：scienceandtechnology

科学技術会議（内閣総理大臣の諮問機関、CST）：PrimeMinister，scouncilforScienceandTechnol0－

gy（CST）あるいはCouncilfor ScienceandTechnology（CST）

科学技術会舗毅匿法：EstablishmentLawofCouncilforScienceandTechnology

科学按賑錮l第C埼答申：ReCO血血endationNo．00ftheCouncilforScienceandTeChnology

科学技術会議本会譲：PlenaryMeetingofCounCilforScienceandTechnology

科学技術脾係予算：Budget forScienceandTechnology

科学技術基本法案（昭和43年に国会上程。同年審議未了廃案。）：theBillforBasicLawforScienceand

Technology

科学技術基本法の制定について（科学技術会議諮問第1号に対する追加答申）：EstablishhentOfBasichw

OfScienceand TeChnology

科学技術行攻：administrationforscienceandtechnology

科学技術行政協鶴会（昭和24年に発足した総理府の審議機関。昭和31年科学技術庁設置にともない廃止。）：

SCientificTechnicalAdministrationConmittee（STAC）

化学技術研究所（工業技術院の試験研究機関）：NationalChemicalLaboratoryforIndustry

科学技術研究調査報告（総軌湖十局所管の科学技術統計）：ReportontheSurYeyOfResearch＆Deve1－
OPment

科学技術功労者表彰（科学技術庁所管の表彰制度）：AwardforPersonsofScientificandTechnological
Merits
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科学技術事務次官：Vice－MinisterforScienCeandTechnology

科学技術者：scientistsandengineers

科学掟貯恰報課（科学技術庁秤判支術振興局内の課）：ScienceandTechnologyInfo川ationDivision

科学技肘前畦の流通に関する基本的方恥こついて（科学技術会議第4号答申）：FundamentalMeasuresCon－

CerningFlowofScientificandTechnologicalInfor爪ation

秤瑚興：promotionofscienCeandtechnology
科賀輔振興基盤の整備に関する基本指針について（科学技術会議第16号答申）：CobPrehensiYeBasiCPol－

icy for UpgradingandStrengthening ofInfrastructures tosupport ScienceandTechnoIogy

科学技術振興局（科学技術庁内の局）：ScienCeandTechnologyPronotionBureau

科学技術振爽功繊着衣乾（科学技術庁所管の表彰制度）：lwardforPersonsofDistinguishedSerYicesto

the PromOtion ofScienceandTechnology

科学技術振興対策特別委員会（国会両院の科学技術委員会の前身）：SpecialSub－cOmmitteeforthePro帥ブ

tion of SCienceandTeChnology

科学技術振興鋼整費（科学技術庁の制勤：SpecialCoordinationFundsforPromotingScienceandTech－

nology（SCF）

科学技術政策：scienceandtechnologypoliCy

秤劉曲板政戦委員会（CSTP、OECDの委員会）：CommitteeforSCientificandTeChnologiCalPol－

iCy（CSTP）

科学技術政策局（科学技術庁内の局）：SCienCeandTeChnologyPolicyBureau

科学技術政策研究所（科学技術庁の附属機関）：NationalInstituteofScienceandTeChnologyPoliCy

（NISTEP）

科学技術政策大綱（閣議決定）：馳neralGuidelinesforScienceandTechnologyPoHcy

科学掟術政策大綱について（科学技術会議第12号答申）：GeneralGuidelinesforScienCeandTechnology

Policy

科学技術政務次官：ParliamentaryVice－MinisterforScienceandTechnology

科学技術庁：SCienceandTechnologyAgency（STA）

科学技術庁顧問：AdvisertotheMinisterofStateforSCienCeandTechnology

科鞘支術庁参与：SpeCialAssistanttotheMinisterofStateforScienceandTechnology

秤汽繍折韻官：MinisterofStateforScienceandTechnology

科学技術庁フェローシップ制度：STAFellowshipPrograTn

科学技師特別研究員制度：NationallnstitutePostDoCtOralFellow

科学技術自書：WhitePaperonScienceandTechnology

科学技術立国：nation－buildingon thebasisofscienceandtechnology

科学警察研究所（警瘢庁の附属機関）：Nati。nalResearchInstitute。fP。liceScienCe

科挙研兜難補助金（文部省の制度）：ResearChGrantProgramあるいはGrant－in－AidforScientificRe－
SearCh

秤鞘旨議官（科学技術庁内の官職）：DeputyMinisterforSCienceandTechnology

閣議：cabinetmeeting

朋舗決定：cabinet decision

核原料物質、核燃l開勿質及び原子炉の規制に関する法律：TheLawfortheRegulationsofNuClearSource

Material，Nuclear Fuel Materialand Reactors

学術牌報：scienceinformation
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学耐再報センター（大学共同利用機関の一つ）：theNationalCenter、forScienCeInforhationSystem

学肘審機会（文部省の諮問機関）：ScienCeCouncil

学術本制刷新委員会（昭和22年に設けられた内閣の臨時機関）：CoⅢmitteeforへReformofSCienceResearch

StruCture

革新腕空字画輸送技術：advancedtechnologyonaeronautiCalandspacetransportation

核燃料諌（科学技術庁原子力局内の諜）：NuclearFuelDivision

核媚料規制課（科学技術庁原子力安全局内の課）：NuclearMaterialsRegulationDivision

核燃料サイクル：nuclearfuelcyCle

樹聯神秘性工場：nuClearfuelrepr∝治SSingplant

核贈料物贋輸送対策室（科学技術庁原子力安全局内の室）：OfficeofNuclearMaterialsTransport

核物綻防護（PP）：PhysicalProt∝tionofNuClearMaterials（PP）

核分裂生成物（FP）：fissionproduCtS（FP）

核兵誰の不拡散に関する条約（NPT）：TreatyontheNon－ProliferationofNuclearWeapons（NPT）
核融合：nuclear fusion

吻雛畑闇開先塾矧画（原子力委員会が策定した計画）：BasicPrograJAforResearchandDevelopment
Of NuClear Fusion

核融合炉：nuclear fusion reaCtOr

閣僚会議：CouncilofMinisters

栗欄試験場（農林水産省の附属機関）：FruitTreeResearchStati。n

ガス遠心分離法：gascentrifugeprocess

家畜衛生試験場（農林水産省の附属機関）：NationalInstitute。fAnimalHealth

学域教育法：SchooIEducation LaW

金沢大学がん研究所：CancerResearchInstitute，KanazawaUniversity

株仲間（江戸時代の経済制度）：tradeguild（kabunakana）
仮処分：aninterimorder

仮蓉名（外交用語）：initialing

火力発電：thermalpowergeneration

環境アセスメント：EnvironmentalImpactAssessment

環境庁：EnvironmentAgency

環勅蛸線モニタリング：environ血entalradiationmonitoring

がん研究助成金（厚生省の制度）：Grant－in－AidforCancerResearCh

関西文化学術研究都市：KansaiScienceCity

慣性航法：inertialnaYigation

棚じ込め：inertialconfine肥nt

関税貿易「般協定（GATT）：GeneralAgreenentonTariffsandTrad。（GATT）
間接税：indireCt taXeS

官庁統計：officialstatistiCS

関東大震災：theGreatKantoEarthquakeof1923

がん特腑既（文部省科判形宅費補助金による特別研究）：SpecialPr。j。CtR。SearCh。nCancer
官房長：Deputy ViCe－Minister

管理区域：controlledarea

機械規格諌（工業技術院槙準部内の課）：MachineryStandardsDivisi。n
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機械技術研究所（工業技術院の試験研究機関）：MechanicalEngineering上aboratory

機絨翻訳“：machine translation

企画：planning

企画課（科学技術庁研究開発局内の課）：PoliCyDiYision

企画課（科学技術庁科学技術振興局内の課）：PolicyDivision

企業合理化促進法：EnterpriseRationalizationPromotion Law

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）：TheIntergovernmentalPanelonCli血ateChange（IPCC）

技術移転：technology transfer

技術院（昭和17年に発足し、終戦直後廃止された内蘭の機関）：AgencyforTechnologicalAdYancehent

技禍援助契約：techniCalliCenSeCOntraCt

技術格差：technologygap

技術企画課（工業技術院総務部内の課）：TechnologyPoliCyPlanningDivision

技術・経済プログラム（OECDのプロジェクト、TEP）：TechnologyECOnOmyProgram（TEP）

技術研究本部（防衛庁の附属機関）：TechnicalR＆DInstitute

技術士：ConsultingEngineer

技術士法：TheConsultingEngineerAct

技術試験衛星（ETS）：EngineeringTestSatellite（ETS）

技術士審議会（科学技術庁の諮問機関）：ConsultingEngineerCounCil

技禍振興課（科学技術庁原子力局内の課）：TechnologyDevelopment DiYision

按帽辰興諌（工業技術院総務部内の課）：TeChnologyPromotionDivision

技術調査課（工業技術院総務部内の諜）：TechnologyResearchandInformationDivision

技術等海外取引に係る特別控除：SpecialTaxExemptionsSystem forInternationalTechnologyTrade

技術導入：introduction of foreign technology

技術貿易：tradein technology

技術輸出：teChnology export

技術輸出所得特別控除制度：SpecialTaxExemptionsSystemfor theIncomebyTeChnology胃Exports

技術輸入：technologyimport

気象研究所（気象庁の附属機関）：MeteorologicalResearchInstitute

気象庁：MeteorologicalAgenCy

基礎科学特別研究員制度：SpecialResearchers，BasiCSCienceProgram

基礎研究：basic research

技能者：technician

基盤技術研究円滑化法：LawfQrtheFacilitationofResearchinFundamentalTeChnologies

基盤謝細I究促進センター（通商産業省・郵政省の特別認可法人）：TheJapanKeyTechnologyCenter

九州工業技術試験所（工業技術院の試験研究機関）：GovernmentlndustrialResearchInstitute，Kyushu

九州大学応用力学研究所：ResearChInstitutefor AppliedMechanics，KyushuUniversity

lnstitute of Advanced Material Study，Kyushu UniYerSity

湖中t大学生体防御医学研究所：Medical TnstituteofBioregulation，KyushuUniversity

旧制の専門学校：0】d technicalcollegein theagebeforetheWorldWar U

教育基本法：t BasicLawofEducation

協議：consultation

行政：publicadhinistration
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行政改革：adnlinistrativerefom

相改改革大綱（閣議決定）：theFunda血entalPrincipleofAdqinistratiYeReforndeterninedbythe

C8binet

行政改革の推進方策に関する答申（臨時行政改革推進審議会の答申）：ReportonExeCutionandProbOtion

Of AdIninistrative Reform

行朗監理委員会：Con皿issionforAdministratiYeManagenentandInspeCtion

行政管理庁：AdministrativeManage肥ntAgency

行政指導：adninistrativeguidance

期司研究：joint researchあるいはCOllectiYereSearch

共同声明：Joint Com血unique

共同利用：joint use

京菰大学ウィルス研究所：InstituteforVirusResearch，KyotoUniversity

京都大学化学研究所：TheInstituteforChenicalResearch，KyotoUniYerSity

京就大学基礎脚畔と研究所：ResearchInstituteforFundaTnentalPhysiCS，KyotoUniYerSity

京都六学胸部疾患研究所：ChestDiseaseResearchInstitute，KyotoUniversity

京都大学原子エネルギー研究所：lnstituteofAtoniCEnergy，KyotoUniversity

京都大学原子炉実験所：ResearchReactorInstitute，KyotoUniversity

京薪大学食畦科学研究所：ResearchlnstituteforFoodScience，KyotoUniversity

京都大判醇望解析研究所：ResearChInstituteforMathematiCalScienCe，KyotoUniversity

京秋期　　：DisasterPreYentionResearchInstitute，KyotoUniversity
京都大学木材研究所：WoodResearchInstitute，KyotoUniversity

京都光学霊長類研究所：Pri血ateResearchInstitute，KyotoUniYerSity

共用施設：faCiIity forcomOnuSe

緊急用炉心冷却装置（ECCS）：EI肥rgenCyCoreCoolingSystem（ECCS）

金属材料技術研究所（科学技術庁の附属機関）：NationalResearchInstitutef。rMetals

金融恐慌（昭和2年に発生した経済恐慌）：theFinancialCrisis

金融自由化：financialderegulation

組換えDNA技術：reCOmbinantDNAtechnology

組換えDNA技術の安全性に関する線色研究（科学技術振興調整費による総合研究（昭和56年～59年度））：

ResearchonReco血binant TechniqueandSafetyAssuranCe

組換えDNA技術の開放系における安全性に関する基礎的研究（科学技術振興調整費による研究（昭柵3年度開

始））：FundamentalresearchonSafetyinopenRecombinantDNATeChnologyinthefieIdtest

組換えDNA技術の利用に期する総合研究（科学技術振興調整費による総合研究（昭和56～57年度））：

ResearchonapplicationofrecombinantDNATechnique

組換えDNA実験：reconbinantDNAexperiment

組換えDNA実験指針（科学技術会議が定めたもの）：GuidelinesforRecombinantDNAExperinents

組換えDNA実験指針（米国NIHが定めたもの）：GuidelinesforResearchTn，。lvingRec。mbi。antDNA
Molecules

組立産業：assemblyindustry

群馬大学内分泌研究所：InstituteofEndocrinology，GummaUniv。，Sity

計画課（科学技術庁科学技術政策局内の課）：PlanningDivisi。n

計画課（工業技術院総務部内の課）：ResearchSystemPlanningDiYisi。n

－12－



職（科学技術庁の局。昭柵1年庁内組織再編に伴い廃止。）：PlanningBureau

景気：businessconditions

意気楯環：businesscyCle

纏済運営5ヶ年計画：p FiveYearsEcono皿icPlan

纏済企画庁：Econo皿icPlanningAgency

経済協力開発触牌（OECD）：OrganizationforEconomiCCooperationandDeYelopment（OECD）

経済協力臓嘲綿松組削領賜外取引の自由化に関する規約：OECDGuidelineontheLiberalizationof
the Trade out of Ordinance Trade

経済計画：economiCt）lan

経済研究所（経済企画庁の附属機関）：ECOnOnicResearchInstitute

経済再建：economiCrehabilitation

経済自立五ヶ年計画（昭和30年閣議決定）：FiveYearPlanofECOnOmiCIndependence

纏済審議会：ECOnOmicDeliberationCouncil

経済審議庁（昭和27年発足、昭和30年経済企画庁に改組された機関）：Econo血iCCouncilAgenCy

警察庁：NationalPoliceAgency

傾純増政策：priorityproduCtionpromotionpolicy

形相己憶合金：shapememOryalloys

経常収支：current balance

軽水炉：light water reactor

携帯電話：portabletelephone

計塁研究所（工業技術院の試験研究機関）：NationalResearChLaboratoryofMetrology

計塁法：WeightandMeasuresLaw

決裁：blakingaformaldecision

研究開発：R＆D

研究開発局（科学技術庁内の局）：Res飽rChandDevelopmentBureau

研究・技術計画学会：TheJapanSociety forScienCePoliCyandResearchManagement

研究業務課（工業技術院総務部内の課）：ResearchAdministrationDivision

研究功続者表彰（科学技術庁の表彰制度）：AwardsforPersonsofScientificandTechnologicalRe－
SearCh Mer・its

研究公務員：government researChers

研究交流：researchexChange

研究交流課（科学技術庁科学技術振興局内の課）：ResearChandDeYelopmentCooperationDiYision

研究交流促進法（昭柵1年制定）：TheLawforFacilitatingGovernl肥ntalResearchExchange

研究情報管理血画室（工業技術院総務部内の室）：ResearChlnf。rmationAdministrationOffiCe

研究振興課（科学技術庁科学技術振興局内の課）：ResearchandDeYelopmentPromotionDiYision

研究調整局（科学技術庁の局。昭和1年庁内組織再編に伴い廃止。）：ResearchCoordinationBureau

研究練防音：research assistant

原型炉：prototypereaCtOr

原子燃料公社（昭細1年発足し、昭和42年に動力炉・核燃料開発事業団の発足とともに廃止された特殊法人）：

Nuclear Fuel Corporation

研修所：trainingschool

原子力：nuClear energy
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原子力安全委員会（内観総理大臣の諮問機関）：NuClearSafetyCommission

原子力安全諌（科学技術庁原子力安全局内の課）：NuclearSafetyPolicy DiYision

原子力安全局（科学技術庁内の局）：NuclearSafetyBureau

原子力安城査室（科学技術庁原子力安全局内の室）：OfficeofNuclear SafetyPoliCyResearch

原子力委員会（内閣総理大臣の諮問機関）：AtomicEnergyCommission

原子力開発馳難彗理宮室（科学技術庁原子力局内の室）：InstituteAdministrationDivision

原子力開発利用長馳陪I画（原子力委員会が昭和B1年に内定した計画）：Long－TermBasicProgramfor

Developnlent and UtilizationofNuClear Energy

原子力開発利用長期計画（原子力委員会が定める計画）：LongterJnProgramforDevelopmentandU－tiliza－

tion of NuClear Energy

原子力機関（OECDの機関）：theNuclearEnergyAgency（OECD／NEA）

原子力基本法：AtomicEnergy BasiCLaw

原子力行政懇談会（昭和50年に設けられ、51年に最終報告を出した内閣総理大臣の諮問機関）：Advisory

Committee on Atomic Energy Administration

原子力局（科学技術庁内の局）：AtomicEnergyBureau

原子力工学試験センター（社団法人）：NuClearEngineeringTestCenter

原子力施設豪全性委員会（CSNI）：ComnitteeontheSafetyofNuclearInstallation（CSNI）

原子力損害賠償法：LawonCompensationforNuclearDamage

原子力調査室（科学技術庁原子力局内の室）：OffiCeOfAtomicEnergyPolicyResearch

原子力特定総合研究：AtomicEnergySpecialComprehensiveResearCh

原子力の日：AtomicEnergyDay

原子力バックエンド推進室（科学技術庁原子力局内の室）：OfficeofCompletionofFuelCyCleBackEnd

原子力発電：nuclear powergeneration

原子力発癌所：nuClearpower plant

原子力平和利用国際会議：InternationalConferenceonPeaCefulUsesofNuclearEnergy

原子力平和利用三原則：threeprinciplesonpeaCefuluseofatomicenergy

原子力利用：utilizationofnuclearenergy

原子炉規制課（科学技術庁原子力安全局内の課）：ReactorRegulationDivision

原子炉施設検査室（科学技術庁原子力安全局内の室）：OfficeofReactorFaCilitiesInspeCti。n

原子炉主任技術者：chieftechnicianofnuclearreaCt。rS

建改省：Ministry ofConstruCtion

建築研究所（建設省の附属機関）：BuildingResearchInstitute
公益事業：publicutilities

高エネルギー物理学研究所（大学共同手順機関の一つ）：NationalLabratoryforHighEnergyPhysics

高温ガス炉：high－temPeraturegaS－COOledreact。r

高地蹴云導体：highte町PeratureSuPerCOnduCt。rS
公海：high seas

公朝等源研究所（工業技術院の試験研究機関）：NationalResearChInstitutef。rP。11uti。nandRe－
SOurCeS

公害対策基本法：BasicLawforEnvironnentalPolluti。nC。ntr。1

公開ヒアリング：publichearing

光化学スモッグ：PhotocheDicalsnog
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交換公文：exchangeofnotes

工業技術：industrialtechnology

工業技術院（通商産業省の附属機関）：AgencyofIndustrialScienceandTechnology

工業高等専門学校：technicalcollege

工業所有権：IndustrialPropertyRight

工業所有権制度：IndustrialPropertySystem

工菊罪白‘権戦時法：InternationalPropertyActinWartime

工菊刑！硝疎薗司盟条約（パリ条約）：ParisConventionfortheProtectionofIndustrialProperty

工業標準化法：TndustrialStandardization Law

工業品検査所：TheIndustrialManufacturesInspectionInstitute

工業用水：IndustrialWater

公共料金：publicutilityrate

航空宇宙技術研究所（科学技術庁の附属機関）：NationalAerospaCehboratory

舶塑豪術研究所（昭和30年に設置され、昭和B8年に航空宇宙技術研究所と改称された）：NationalAeronau－

tical Laboratory

航空技術審議会：AeronautiCalTechnologyCounCil

航空・電子等技術審議会（科学技術庁長官の諮問機関）：CounCilforAeronautics，Electronicsandother

Advanced TeChnologies

鉱］二業：加iningandJnanUfaCturingindustries

鉱工業技術研究組合：ResearChAssociationsforMiningandManufacturingTechnology

鉱工業技術研究組合法：ResearChAssociationsforMiningandManufacturingT9ChnologyLaw
公衆電気通信法：Public TelecoⅢUnication Law

厚生秤i嘲究讃補助金（厚生省の制度）：Grant for HealthSciences

厚生省：Ministry of Health andWelfare

公i団文引委員会：Fair TradeComission

高速自動車国道：NationalExpressway

高速増殖炉（FBR）：FastBreederReactor（FBR）

交通安全公害研究所（運輸省の附属機関）：TrafficSafetyandNuisanceResearchInstitute

公定歩合：offiCialdisCOunt rate

願力平価：purchasingpower parity

公布：promulgation

工部省：MinistryofEngineering

広報室（科学技術庁長官官房内の室）：Officeof PubliCRelations

潜噂支術研究所（運輸省の附属機関）：Port andHarbour TechniCalResearchInstitute

国債：government bonds

国際宇宙年（ISY）：JnternationalSpaCeyear（ISY）

国際エネルギー機関（IEA）：InternationalEnergyAgency（IEA）

国酎ヒ：internationalization

国艶味（科学技紺事斗学技術振興局内の諜）：InternationalAffairsDiYision

匡l熱膝部駄塾陰牌（INMARSAT）：lnternationalMaritimeSatelliteOrganization（INMARSAT）

国！篩哨嘲慨会：thelnternationalExposition，Tsukuba，Japan，1985

国際学術連合会議（ICSU）：InternationalCouncilofScientifiCUnions（ICSU）
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回線核鱒料サイクル評価（INFCE）：

回順規格室（工業技術院標準部内の室）：

International Nuclear Fuel Cycle EYaluation（INFCE）

International Standards Office

国際鹸関：internationalorganizations

国際技術鋼査室（工業技術院総務部内の室）：lnternationalTechnologyResearChandJnformationOffice

国馳臨力：internationalcooperation

国勲脇力事業団（JICA、特殊法人）：JapanJnternationalCooperationAgency（JICA）

国篩形宅協力課（工業技術院総務部内の課）：InternationalResearchandDevelopnentCooperationDiYi－
Sion

国騎i形頓満促進事業（新技術事業団の事業）：InternationalResearchExchangeActivities

国際原子力機関（IAEA）：InternationalAtomicEnergyAgency（IAEA）

国際貢献：contributiontointernationalsocietyあるいはinternationalcontribution

国数定流：internationalexchange

国際交織推進室（科学技術庁秤判支術振興局内の室）：OfficeofInternationalCooperation

回読壁勤駐術研究事業（ITIT）：InstituteofTransferforIndustrialTeChnology（ITIT）

国際整合化：internationalharDOnization

国際石油資本（メジャー）：internationaloilmjors

国際地球観測年（IGY）：InternationalGeophysicalyear（IGy）

国璽護銅縛産業技術研究センター（ISTEC、財団法人）：InternationalSuperCOnductivityTeChnology

Center（ISTEC）

国際通貨基金（IMF）：lnternationalMonetaryFund（lMF）

国師的通信衛星懐構（INTELSAT）：InternationalTelecommunicationsSatelliteOrganization
（川TELSAT）

国師墓信電話株式会社（KDD）：XokusaiDenshinDenwaCo．，Ltd．（KDD）

国際特許分類（IPC）：InternationalPatentClassification（IPC）

国際熱核融合実験炉（ITER；日本、米国、EC、ソ連の共同事業）：Internati。nalThern。nuClearEx－

periment Reactor（ITER）

国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム推進機牌（HFSPO）：Internati。nalHuman

FrontierScienCeProgranOrganization（HFSPO）

国際掠準化機構（ISO）：Internationa10rganizationforStandardization（ISO）

国際フロンティア研究システム（理化学研究所の制度）：FrontierResearChProgran

国際放射線防護委員会（ICRP）：InternationalCommissiononRadiologicalProt。Cti。。（ICRP）

覗懇談会（科学技術会議の懇談会）：Ad－hocCommitteeon Tnternati。nalAffairs

国際連合（国連）：UnitedNations（UN）

国由寅術：independent technology

国税庁：NationalTaxAdninistrativeAgency

極超音速旅客醜（HST）：HypersonicTransport（HST）

国二増給開発法：ComprehensiveNationalLandDevelopmentLaw

国土庁：NationalLandAgenCy

国土地囁（建設省の附属機関）：GeographicalSurveyTnstitute

国内総生産（GDP）：GrossDo肥SticProduct（GDP）

国民経済計算：NationalECOnOmicCounting

国民純生産（NNP）：NetNationalProduct（NNP）
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国民総支出（GNE）：GrossNationalExpenditure（GNE）

国民総生産（GNP）：GrossNationalProduCtion（GNP）

国立遺伝学研究所（大学共同利用機関の一つ）：NationalInstituteofGenetiCS

国立因融砺増理研究所（厚生省の附属機関）：InstituteofHospitalAdministration

国立衛到院（NIH、米国厚生省附属の国立研究機開）：NationalInstitutesofHealth（NIH）

国立衛生試験所（厚生省の附属機関）：NationalInstituteofHygienicSCiences

国立科学財団（NSF、米国政府機関）：NationalScienceFoundation（NSF）

国立科判糊］館（文部省の附属機関）：NationalScienceMuseu山

国：出暁境研究所（環境庁の附属機関）：NationalInstituteforEnvironJnentStudies

国立がんセンター研究所（厚生省の附属機関）：NationalCancerCenter

国立教育研究所（文部省の附属機関）：National TnstituteforEducationalResearch

国立極地研究所（大学共同利用機関の一つ）：NationallnstituteofPolarResearCh

国立健康；悶師閉所（厚生省の附属機関）：NationalInstituteofNutrition

国立公衆衛生院（厚生省の附属機関）：InstituteofPublicHealth

国虫垂醇研究所（文化庁の附属機関）：NationalLanguageResearchInstitute

国瑚司会図書館（NDL）：theNationalDietLibrary（NDL）

国立試験研究機関：nationalresearchinstitutes

国立試験研究機関の中長期的あり方について（科学技術会議第13号答申）：IntermediateandLonrRange

Basic Policy of NationalResearchlnstitutes

国璃式験研究機関を刷新充実するための方策について（科学技術会議第3号答申）：MeasuresforRenova－

tion and Strengthening of National ResearChInstitutes

国立循環器病センター研究所（厚生省の附属機関）：NationalCardjovascularDiseaseCenter

国立精神・神経センター（厚生省の附属機関）：NationalCenterofNeurologyandPsychiatry

国立大学：Nationaluniversities

国立多摩研究所（厚生省の附属機関）：NationalInstituteforLeprosyResearCh

国立天文台（大学共同利用機関の一つ）：NationalAstronomical0bservatory

国立特殊教育研究所（文部省の附属機関）：NationallnstituteforSpecialEducation

国立文化財研究所（文化庁の附属機関）：NationalResearchInstituteofCulturalProperties

国瑚形と科学技術センター（科学技術庁の附属機関。防災科学技術研究所に改組。）：NationalResearch

Center for Disaster Prevention

国立水俣病研究センター（環境庁の附属機関）：NationalInstituteforMinamataDisease

国立予防衛生研究所（厚生省の附属機関）：NationalInstituteofHealth

国連総会：United NationsGeneralConferenCe

ココム（COCOM、対共産圏輸出統制委員会）：CoordinatingCommitteeforExportControltoCom）mu－

nist Area（COCOM）

固体ロケット：solidpropellantroCket

l司教行醜組織法：NationalGovernmentOrganizationLaw

国紅さ安委員会：NationalPublicSafetyConmission

顧問：Advjsers

コンビ＆－ター断層撮影法（CT）：ComputedToT”OgraPhy（CT）
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【サ行】

サービス総合デジタル鍋（ISDN）：IntegratedServicesDigitalNetwork（ISDN）

再処理：reprocessing

財政法：FinancialLaw

財閥：finanCialco血bine

細胞工学：Cellengineering

細胞培養技術：cellcultureteChnology

細胞融合：cellfusion

材料開発推進室（科学技術庁研究開発局内の室）：Officeof MaterialScienceandTeChnology

材料睨格諌（工業技術院標準部内の課）：MaterialStandards Division

査察：inspection

産学官：priYateSeCtOr，universitiesand government agencies

参舗院：HouseofCounCilors

産業史全研究所（労働省の附属機関）：Research TnstituteofIndustrialSafety

産業医学総合研究所（労働省の附属機関）：NationalInstituteofIndustrial Health

産業技術審舗会（通商産業大臣の諮問機関）：lndustrialTechnologyCounCil

産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律：LawConcerning theImprovement ofSystem for Re－

SearCh and Developmentin the Field ofIndustrial Technology

産業構造審積金（通商産業大臣の諮問機関）：IndustrialStruCture〔bunCil

産業投資特別会計：SpecialAcCOunt forlndustriallnvestment

三権分立：separationofpowers

毒糸・昆虫農剰支術研究所（農林水産省の附属機関）：Nationallnstitute of SeriCultural andEntom0－

10gical ScienCe

サンシャイン計画（通商産業省の制度）：SunShineProjeCt

三種の神器（昭手記9年頃、電気洗濯機・冷蔵庫・掃除機がこう呼ばれる）：theThreeSacredTreasures．

酸性雨：acid rain

暫定予算：provisional budget

参与：SpeCial Assistants

榻気浮上式鉄道：maglev（magneticlevitating transportationsysteTn）

資醇エ＊）レギー庁（通商産業省の外局）：AgenCyOfNaturalResourcesandEnergy

賀源室（科学技術庁科学技術政策局内の室）：OfficeOfResourCeS

賀嘲査会（科学技術庁長官の諮問機関）：ResourcesCouncil

貸瀕鋼査所（科学技術庁q）附属機関。昭和的年廃止。）：NationalInstituteofResourCeS

四国工業技術試験所（工業技術院の試験研究機関）：GovernmentIndustrialResearchInstitute，Shikoku

施策：measureあるいはprogram

自主技術：independent technology

静岡大学電子工学研究所：ResearchlnstituteofElectronics，SizuokaUniversity

次世代軽水炉：nextgenerationlightwaterreaCtOrS

（通商産業省の制度）：ResearchandDevelopment Project ofBasic

Technologies for Futurelndustries

自治省：帆inistry of Home Affairs

実験用静止通信衛星：ExperimentalCbnmunicationSatellite
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実験炉：experinentalreactor

実証炉：demonstration reactor

実用新案制度：theutility血Odelsystem

実用炉：co血merCialreactor

指定：designation

自動率技術協会：SocietyofAutomotiveEngineersofJapanInc．

自動嘩公害：autonobile pollution

自動軸択：automatic translation

地熱発電：geothermalpower generation

諮問：request for reco血mendation（科学技術会議の場合）あるいはinquiry

社会基盤：infrastructure

社会資本：socialoverhead CaPital

社会の高胼ヒ：agingof thesoCiety

社会福祉：socialwelfare

自由化：liberalizationあるいはderegulation

衆舗院：HouseofRepresentatives

修正包括貿易法（88年新通商法、米国国内法）：OALnibusTradeBillofl988

業績回路（IC）：IntegratedCircuit（IC）

住宅・都市整備公団（特殊法人）：Housingand UrbanDevelopment Corporation

重点基礎研究（科学技術振興調整費）：EncouragementOfBasiCResearCh

lO年後を目標とする科学技術振興のl勤知和基本方策について（科学技術会議第1号答申）：Co血Prehensive

and FundamentalMeasures for the Develop血ent Of ScienceandTeChnology for10Years Ahead

自由貿易：free trade

重粒子加速器：heavy particleaCCelerator

受託研究員制度：COntraCt trainingprogram

出力鋼整運転：load followoperation

首甜瑠中央連絡自動車道：Metropolitan Tnter－CityExpressway

主要蜜剤邁会議（サミット）：SumAit of theMajorIndustrializedNations（TrontoあるいはLondonの

ように地名＋EcononicSu仙itと呼ばれる場合も多い）

省エBJレギp：energyconservation

商］二省：Ministry ofCom血erceandlndustry

省俸基礎研究（科学技術振興調整費）：BasicResearchCoreSysten）

使用済燃料再処理：reprocessingofspent fuel

醸造試験所（国税庁の附属機関）：ResearChInstituteofBrewing

常磐自動車道：Joban Expressway

消費税弱体：Consumer group

消費者物価：consurner priCe

消費者物価指数（CPI）：Consu題er pricelndexes（CPI）

南棟：trのemark

商標梅：trademarkright

商法：伽m血ercialCode

情報帥学：conputer scienceあるいはinfornationscienCe
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惰職窺格錬（工業技術院標準部内の課）：lnformationTechnologyStandardsDivision

消防研究所（消防庁の附属機関）：FireResearchInstitute

憎報産業：informtionindustry

消防庁：FireDefenseAgency

情報・電子系科学技術に内する研兜脚1両について（科学技術会議第15号答申）：BasicPlansfor

ResearchandDeYelop皿entOnInforhation／ElectronicsSeriesof ScienCeandTechnology

昭和35年度における科学技術の重点方恥こついて（科学技術会議第2号答申）：TopPriorityMeasures

for Developpent of SCience andTechnology for Fisca11960

食l封脚院所（農林水産省の附属機関）：NationalFoodsResearchInstitute

白黒テレビジFン放送：blaCk－and－White televisionbroadcasting

新エ＊）レギー・盛業技槻総合開発騰牌（NEDO）：NewEnergyandIndustrialTeChnologyDevelop血ent

Organization（NEDO）

新型軽水炉：advancedlightwater reactor

新型転換炉（ATR）：AdvanCedThermlReactor（ATR）

新型動力炉：adYanCedpower reactor

新型動畑声開棚教会（原子力委員会の懇談会）：1dvisoryCommitteeon AdvancedPower ReaCtOr Deve1－

Opment

審蟻：deliberation

朝議官（科学技術庁内の官職）：DeputyDirector－General

新技術車乗軋／新技捕開発事業団（特殊臥）：ResearchandDevelopmentCorporationofJapan（JRDC）

真空管：YaCuuTntube

シンクロトロン放射光（SR）：synchrotron radiation（SR）

人工衛星：artifiCialsatelliteあるいはsatellite

振興局（科学技術庁の局。昭和1年、庁内組織再編に伴い廃止。）：PronK）tionBureau

振興工業経済地域（NIES）：NewlyIndustrializingECOnOmies（NIES）

人工授精：artificialinsemination

人工知能：artificialintelligence

人口間醇研究所（厚生省の附属機関）：InstituteofPopulationProblems

新・再生エネルギー国連会議：U．N．conferenceonNewandRenewableEnergy

審査請求期間：periodofdenandfor exanination

審査繚求制度：theexa皿ination－On－demandsystem

人事院：NationalPersonnelAuthority

人事院勧告：Recommendation by theNationalPersonnelAuthority

人事練（工業技術院総務部内の課）：PersonnelAffairsDiYision

親書：personalmessage

新世紀に向けてとるべき科学技術の総合的底本政策について（科学技術会議諮問第18号）：ComprehensiYe

and Basic ScienceandTedlnOlogy Policy to be taken toward the New Century

新世代コンピュータ技術開発触檎（ICOT）：InstituteforNewGenerationComputerTechnology（I（刀T）

進駐軍：theOCCuPationForces

侶l鞭拉輔潮発室（工業技術院標準部内の室）：ReliableTechnologyDevelopmentOffiCe

森林総会研究所（林業試験場。林野庁の附置研究所）：ForestryandForestProduCtSResearChInstitute

水密研究所（水産庁の附属機関）：RegionalFisheriesResearchLaboratory
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水産：口和胱所（水産庁の附属機関）：NationalResearChInstituteofFisheriesEngineering

水産庁：FisheriesAgency

水鞠醐発公団（特殊法人）：WaterResourcesDeYelopmentCorporation

水織l紺胼促進法：WaterResourcesDeYelopnentProhOtionLaw

水質汚剖防止法：Water PollutionPreventionLaw

水素自動串：hydrogen fueledcar

垂亡璃峠柑機（VTOL）：VerticalTake－OffandLandingAirCraft（VTOL）

水力発電：hydropower generation

水路部（海上保安庁の附属機関）：HydrographicDevelopment

政策吏員会（科学技術会議の会議）：Con血itteeonPoliCyMatters

政荊殊（科学技術庁科学技術政策局内の課）：PoliCyDiYision

政荊昧（科学技術庁原子力局内の課）：PoliCyDiYision

静止衛星：geostationarysatellite

静止軌道：geostationary orbit

静止軌道衛星：geostationaryorbitalsatellite

制定（法律の）：1egislation

整備摘嘲紆1両：ProjeCtedShinkansenLinePlan

製品科学研究所（工業技術院の附属機関）：IndustrialProduCtS ResearChInstitute

政欄増発援助（ODA）：OffiCial Developnent Assistance（ODA）

生物系特定謹製謝押f究推進擁構（特別認可法人）：Bi0－0rientedTechnologyResearchAdvancenentIn－

Stitution

生理活性物質：physiologicalactivatorあるいはphysiologicallyactivatesubstance

世界知的所有権触閑（WIPO）：WorldIntellectualPropertyOrganization（WIPO）

世界とともに生きる日本（経済審議会報告）：ECOnOmiC Managenent within aGlobalContext

石炭ガス化：coalgasification

石炭火力発電：coalburning thermalpower generation

石油化学工業：petrochemicalindustry

石油化学コンビナード　petrocheTnicalcon）Plex

石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律（通商産業省関係）：LawconcerningPromotionof

the Development andIntrduction of Alternative Energy

石油輸出国機構（OPEC）：OrganizationofthePetroleumExportingCountries（OPEC）

施行：enforCement

セラミック高温超伝導体：ceraTnicsuperconductor

繊維化学規格課（工業技術院標準部内の課）：TextileandChemicalStandardsDivision

織鵬彰1子材料研究所（工業技術院の試験研究機関）：ResearChInstitutefor PolymersandTextiles

織腋製品検査所（通商産業省の組織）：TheTextileProductslnspeCtionInstitute

1970改定大気浄化法（米国国内法）：CleanAir ACt AmendTnentOfl970

1970年代における総合的科学技緬政策の基本について（科学技術会議第5号答申）：TheFundahentals

Of Comprehensive ScienCeand Technology Policy for the1970’s

l988年包括貿易・競争力怯：0皿nibusTrade＆CompetitivenessACt Ofl988

全国新幹線鉄道整備法：theLawforNationalShinkansenNetwork

全国隆合胼I画：ComprehensiveNationalDevelopment Plan
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全国卸内表彰：，NationalInvention Award

先進とカ国職相会議（G7；日本、米国、西独、英、仏、伊、加の7ヶ国）：ConferenceofMinistersand

Governorsof theGroupofSeYen Countries（G7）

潜水鋼査船：deepsearesearChsub肥rSible

先端技術：advanced technology

先端瑚形訟壇と展開事業（新技術事業団関係）：PromotionSystemforHighTechnologyDevelopment

専売特許条例：thePatentMonopolyOrdinanceof1885

専売略規則：・theSummaryRulesof恥nopolyofl871

船舶技術研究所（運輸省の附属機関）：ShipTeChrLicalResearch tnstitute

線引き制度：LandUseZoningSystem

戦l鮎棚交渉（SALT）：StrategicArmsLinitationTalks（SALT）
占領地救済挽助費（GARIOA）：GovernJnentAccountforReliefinOccupiedArea（GARIOA）

占領地檎興援助費（EROA）：EconomicRehabilitationFundinOoCupiedArea（EROA）

騒音規制法：NoiseControILaw

鰯指溝佳肴（創造科学技術推進制度関係）：ProjectDirector

齢研究：C0－0PeratiYeResearChあるいはComprehensiveJointResearch

総合研究棘（科学技術庁研究開発局内の諜）：InterⅧinisterialResearchandDevelopmentDiYision

総命研究開発触構（経済企画庁所管の法人、NIRA）：NationalInstituteforResearchAdvance血ent

（バIRA）

総合鋼整：generalcoordination

走査トンネル顕微鏡（STM）：ScanningTunnelingMiCrOSCOPe（STM）

創迫科学技術推進制度（科学技術庁の制度、ERATO）：ExploratoryResearchforAdvanCedTechnology

（ERATO）

創迫的研究：creativeresearch

地業：proCeSSindustry
草地試験場（農林水産省の附属機関）：NationalGrasslandResearchlnstitute

総琳（科学技術庁長官官房内の諜）：GeneralCoordinationDiYision

給紙（工業技術院総務部内の課）：GeneralCoordinationDiYision

総務庁：ManageJnentandCoordinationAgency

総務部（工業技術院内の部）：GeneralCoordinationDepart血ent

総理府：PribeMinister，soffiCe

測地学審議会（文部省の諮問機関）：GeodesyCouncil

素材産業：primaryDaterialsindustry

組織培養：tissueculture

ソフト系科学技術：softseriesofsciencesandteChnologiesあるいはsoftscienceandtechnology

ソフト系科学技術の研邦，聯墟本計画について（科学技術会議諮問第19号）：BasiCPlansforResearchand

DevelopmentonSoftScienceandTechnology

損金：pecuniaryloss

【タ行】

第一俄材料実験計画（FMPT）：FirstMaterialProcessingTestPrograA（FMPT）

昇一一朝職整織5ヶ年計画：theFirstFive－YearRoadI即rOVementProgran
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第－－咳鵬陶石潮調査会：theFirstProYisionalCom血issionforAdJninistrativeRefor

大学粕司利用機関：Inter－UniversityResearchlnstitute

大学付属研究所：LaboratoryattachedtouniYerSity

対がん10ヶ年総合戦略：ComprehensivelO胃yearStrategyforCancerControl

大知弓染防止法：Air PollutionControILaw

大塊臨地密対策特別措置法：TheLhWfortheSpecialMeasuresagainstLarge－SCaleEarthquakes

大兢快無紋回路（LSI）：LargeS偽1eIntegration（LSI）

第五世代コンピュータ開発計画（通商産業省関係）：FifthGenerationComputerProject

第三次全国総合開発計画：Third（3rd）ComprehensiYeNationalDeYelopmentPlan

耐皺計：earthquake－prOOfdesign
代替エネルギー：alternativeenergyresourCeS

大統領鰊争カイニシアティブ（米国の政策）：thePresident，scompetitivenessInitiatives

太陽光発電：photovoltaicpowergeneration

太喘電池：solar Cell

太陽熱発電：solar thermalPowergeneration

剣封ヒ：multipolarization

多極分散型国土：themulti－POlarpatternofnationallanduse

多国間協議監視制定：multilateralsupervisionsystem

多国経企業（MNC）：Multi－NationalCorporation（MNC）

多産防護：defensein depth

単一クローン抗体技術：monoclonalantibodymanipulation

短期大学：junior col1ege

短璃難敵着陸惚（STOL）：ShortTake－OffandLandingAircraft（STOL）

撫索研究：exploratoryresearch

地域開発：regionaldevelopment

地域科学技術：RegionalScienceandTechnology

地域脇力：regionalcooperation

地域梱抑l究制度：JointResearch UtilizingSCientificandTechnologicalPotentiaIinRegion

地嫡出財ヒ：globalwarming

地球科学技術：earthscienceandtechnology

地球科学技術に関する研殉聯塗基本計画こついて（科学技術会議第17号答申）：BasiCPlansforResearch

and Development on EarthSCienceand TeChnology

地球邸貞朗題：globalenYironmentalproble血SあるいはglobalenvironhentalconCernS

畜産試験場（農林水産省の附属機関）：NationalInstituteofAniJnalIndustry

治山治水緊急措置法：ErosionandFlocdControIEhergenCyMeasureshw

知識工学：knowledgeengineering

知鵡産業：knowledgeindustry

地翰疇査所（工業技術院の試験研究機関）：GeologiCalSurYeyOfJapan

治水特別会計：FloodControISpeCialAcCOunt Law

地層処分：fornlationdisposal

窒素謝ヒ物（NOx）：nitrogenoxidesあるいはoxidesofnitrogen（NOx）

知的所有権：tintellectualpropertyright
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地方公共団体：localauthority

地力分陰：decentralization

中国工業技術試験所（工業技術院の試験研究機関）：GoYernmentIndustrialResearchlnstitute，Chugoku

中4嘘業：smalland．medIiunSized firTbS

超ウラン廃棄物（TRU廃棄物）：trans－uraniumwaste

長官官房（科学技術庁の官房）：Minister，s seCretariat

舶豊に立っね胞命的科学掟l胞云靖Eの基本について（科学技術会議第6号答申）：TheFoundationof

Japan’sover－AllScienceandTeChnology PoliCy Basedon Long－TermProspects

東査疎（科学技術庁科学技術政策局内の課）：ResearCht）iYision

綱適国欝脇力線（科学技術庁庶子力局内の課）：ResearchandlnternationalAffairsDiYision

細蛛（科学技術庁科学技術政策局内の課）：CoordinationDivision

超大規槙集稜回路（VLSI）：VeryLhrgeScaleIntegration（VLST）

超頓纂工学研究所（国際超電導産業技術センター（ISTEC）の研究所、SRL）：Superconductivity

ResearCh Laboratory（SRL）

超伝導餃気諷上鉄道：superCOnductingmagnetiCleYitationsystem

超伝！軸映到形理加速器（米国のプロジェクト、SSC）：SuperconduCtingSuper Collider（SSC）

超日嗣輔推週給：superconductingelectronagneticthrustship

著作膳：copy right

通商肺毎条約：treatyofconmerce＆navigation

通商産業省：MinistryofInternationalTradeandIndustry（MITI）

通信衛星（CS）：ComTnunications Satellite（CS）

通儲象朝田究所（CRL、郵政省の附属機関）：CommunicationsResearCh Laboratory（CRL）

通信・放逸新島腕輪（郵政省所管の認可法人）：TelecommunicationsSatelliteCorporation ofJapan

瑚棚所（工業技術院総務部内の事務所）：TsukubaAdministrationOffiCe

筑波研究学園都市：TsukubaScienceCity

筑淑研究学園都市建投法：LawforConstructionofTsukubaScienceCity

定員：personnelofbudget base

定則賊：ReductionofPersonnelofBudget Base

定款：the articles of association

逓信省：Ministry ofCo血munication

低レベル放射性廃棄物埋毅　　low－1eYelradioactiYeWaStefinalstoragebusiness

データ通信：datatelecon山unication

データ伝送：data transmission

截盛管理法：theEnemy，sproperty AdnlinistrationAct

デジタルオーディオ・テープレコーダー（DAT）：digitalaudiotapereCOrder（DAT）

鉄増建毅審議会：theRailwayConstruCtionCouncil

鉄道国有法：theLawforStateOwnershipofRailways

鉄道総合研究所（財団法人）：RailwayTechniCalResearChlnstitute

電化：electrification

電気規格棘（工業技術院槙準部内の諜）：EleCtrical＆EleCtrOnicStandardsDiYisi。n

電気藩業審議会（通商産業大臣の諮問機関）：ElectriCUtilityIndustryCouncil

電気通信技術審鵜会（郵政大臣の諮問機関）：TelecommunicationsTechnologyCounCil
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電気通信事業：telecomJnunicationbusiness

電気通信事業法：TeleCOnmunicationBusinessLaw

嘲帽省：MinistryofTelecommunication
電気通信政策：teleconmunicationpoliCy

頓開発：electricpowerdeYelop脚t

電源開発株式会社：ElectriCPowertkYelopnentCo．，Ltd．

電源開発促進特別会計：SpecialAcCOuntforPowerSourCeSDevelop肥nt

電源≡法：thepowersourcesitinglaws

電源多様化勘定：ACCOuntforDiYerSifiCationofPowerSourCeS

電源立地勘定：lCcOuntfortheSbOOthSitingofPowerPlantsandOtherNuClearEnergyFacilities

電刊輔声審鵜会：ElectricTeChnologyCouncil

電子技硝総合研究所（工業技術院の試験研究機関、ETL）：ElectroteChnicalLaboratory（ETL）

電子工業振興臨時措置法：theLawforEmergencyMeasuresfor thePromotionofEleCtrOniCIndustry

Development

電子航纏研究所（運輸省の附属機関）：ElectronicsNavigationInstitute

萄的鯛功学発電（MHD発電）：magnetohydrodynaniCPOWergeneration

電信事業：telegraphbusiness

天然資源の開発利用に関する日米会議（UJNR）：U・S・－JapanConferenceonPevelopmentandUtiliza－
tion of NaturalResourCeS、（UJNR）

電波研究所（郵政省の附属機関）：RadioResearchLaboratory

電披法：RadioLaw

電力貯蔵システム：powerstoragesystem

電砧交換業務：telephoneexchangeservice

竜辞霹業：telephonebusiness

ドイツ人工葡所有胞特別措置令：theSt杷CialRemedyOrderofGermanlndustriaIProperty

東海再処理施設（動力炉・核燃料開発事業団の施設）：TokaiNuclearFuelReprocessingPlant

東詞酎斗歯科大学医用器帥研究所：InstituteforMediCalandDentalEngineering，TokyoMedicaland

Dental University

東詞医科齢科大学難愉疾患研究所：MediCalResearchInstitute，TokyoMediCalandDentalUniversity

東京一極集中：concentrationofpopulationandvariousfunCtionsinTokyo

東京外郭環状道路：TokyoOuterRingRoad

東京：田き大学麻刊手工学研究所：ResearchLaboratoryforNuClearReactor，TokyoInstituteofTech－
nology

東京］ヨき大学工業材料研究所：ResearChLaboratoryofEngineeringMaterials，TokyoInstituteofTech－

nology

東証］ヨ欄酎ヒ学研究所：ResearChLaboratoryofResourcesUtilization，TokyoInstituteofTech－
nology

東京工業琉芳噸鯉口二学研究所：ResearchLaboratoryofPrecisionMachineryandElectronics，Tokyoln－

Stitute of Technology

東京大学医科学研究所：The TnstituteofMedicalScienCe，TheUniversityofTokyo

東京大学宇宙線研究所：InstituteforCos血icRayResearch，UniversityofTokyo

東京大学応用微生物研究所：lnstituteofApplied討icrobiology，UniversityofTokyo
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東京大学海洋研究所：OceanResearChInstitute，UniYerSityofTokyo

東京大学障子怯研究所：TnstituteforNuClearStudy，UniversityofTokyo

東京大学地霞研究所：EarthquakeResearchInstitute，UniversityofTokyo

東京大学生産技術研究所：lnstituteofIndustrialScienCeS，UniversityofTokyo

東京大学先端科学技術研究センター：ResearchCenter for AdYanCedScienceandTechnology，University

Of Tokyo

東京大学物性研究所：ThelnstituteforSolidPhysics，TheUniversityofTokyo

東京天文台（東京大学の附置研究所）：TokyoAstronomiCalObservatory

東京湾嶋断道路：Trans－TokyoBayHighway

東薗嘲I贈漣路株式会社：Trans－TokyoBayHighwayCorporation

統計局（総務庁内の局）：StatisticsBureau

統計教壇研究所（大学共同利用機関の一つ）：TheInstituteofStatisticalMathematiCS

答申（科学技術会議関係）：reCOmmendation（科学技術会議の場合）

東北工業技術式験所（工業技術院の試験研究機関）：GovernmentIndustrialResearchInstitute，Tohoku

東北大学科学計測研究所：ResearchInstituteforScientificMeasurements，TohokuUniYerSity

東北大学金属材料研究所：TheResearchInstituteforlron，SteelandOtherMetals，TohokuUniversity

東北大学拍酸菌病研究所：TheResearChlnstituteforTuberculosisandCanCer，TohokuUniversity

東北大学高速力学研究所：The TnstituteofHighSpeedMechanics，TohokuUniYerSity

東北大学遠鉱製錬研究所：ResearchInstituteofMineralDressingandMetallurgy，TohokuUniversity

東北大学電気通信研究所：Research TnstituteofElectricalComuniCation，TohokuUniYerSity

東北大学非水溶確化学研究所：ChemicalResearchInstituteofNon－AqueousSolution，TohokuUniversity
動力炉：power reaCtOr

動力炉開発棟（科学技術庁原子力局内の課）：PowerReactorDevelopmentDivision

動力炉・核燃料開発事業団（特殊法人、PNC）：PowerReactorandNuClearFuelDevelopⅢentCorpora胃
tion（PNC）

動力炉・核燃料開発事業団法：TheLawofPowerReaCtOrandNuclearFuelDevelopmentCorporation

ドーバー海峡トンネル（英仏海峡トンネル）：EnglishChannelTunnel

特殊法人：

特定研究：

特別会計：

特力蛤糾法：

特男腹却：

都怜I商法：

Semigovernmental corporation

SpeciaI Project Research

SPeCial acCOunt

act of speCial COllateral funds aCCOunt

aspecial depreciation system

City Planning Law

特許協力条約：PatentCooperationTr飽ty

特許公報：publicationofapplimtions

特許制度：thepatentsystem

特杵庁：Patent Agency

特許法：thePatent Law

土木研究所（建設省の附属機関）：PublicWorksResearchInstitute

富LL厨鞘薬科大学和漢薬研究所：ResearChInstituteforWAKAN－YAKU，ToyamaM。dicalandPharnaceutical
University

トロン計画：TRONProject（TRON：TheRealtimeOperatingSystemNucleus）
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【ナ行】

内舶：Cabinet

内部部局：inner bureaus

貞嫡大学熱帯医学研究所：InstituteforTropicalMedicine，NagasakiUniversity

名古屋工業揃欄瑚紡（工業技術院の試験研究機関）：GovernmentlndustrialResearchInstitute，Nagoya

名古庭大学環境医学研究所：TheResearchInstituteofEnYironmentalMedicine，NagoyaUniversity

名古藍大学空電研究所：ResearChInstituteofAtTnOSPheriCS，NagoyaUniversity

名高島大学刺圏科学研究所：WaterResearchInstitute，NagoyaUniversity

名韻大学プラズマ研究所：lnstituteofPlasmaPhysics，NagoyaUniYerSity

新潟大判置研究所：BrainResearchInstitute，NiigataUniversity

二重らせん：double helixstruCture

日・ECハイレベル協議：Japan－EC HighLevelConsultations

日豪科学技術研究据発協力協定：Japan－AustraliaAgreementonCooperationinResearchandDevelop皿ent

in SCienCe and Technology

日・フィンランド貿易経済協議：Japan－FinlandTradeandEconomicConsultations

日米宇宙開発協力交換公文：ExChangeofNotesConCerningCooperationbetweenJapanandtheUnited

States of Americain SpaCe Activities

日米エネルギー研究開発協力協定：Agreement between theGovernment ofJapanand theGovernment of

the United States of America on Cooperationin Research and Developnentin Energy and Re－

1ated Fields

日米欧3極特許庁会合：TrilateralPatentOffiCeMeetingBetweenJapan，U．S．＆Europe

日米科学技術協力協定：Agreenent between theGovernment ofJapanand theGoYernⅢentOf theUnited

States of Americaon Cooperationin Research and Developmentin ScienCe and Technology

（略称；Japan－U．S．Agreement onCooperationinResearChandDevelopmentinScienceand Tech－

nology

日米科学協力委員会：U．S．－JapanCommitteeonScientificCooperation

日米麻子力協力協定：Agreement forcooperationbetween theGovernment of theUnitedStatesof Amer－

iCaand the Government ofJapanconcerning peaceful uses of nuClear energy

日米柄造協議（SII）：StruCturalImpedimentsInitiative（SIl）

日米再処理交渉：Japan－U．S．ReprocessingNegotiation

日米判蓼体協定：U．S．－JapanSeniconductor Agreement

日慮戦争：the Russo－Japanese War

日韓科学技術大臣会議：Japan－KoreaMinisterialMeetingonScienceand TeChnology

日渦戦争：the Sino－JapaneseWar

日中閣僚会議：Japan－ChinaMinisterialMeeting

日本・アセアン科学技術協力：Japan－ASEANCooperation onScienceandTechnology

日本科学技術情報センター（特殊法人、JICST）：Japanlnformation CenterofSCienceandTech－

nology（JICST）

日本科判支術情報センタ一法：JapanlnformationCenter ofScienceandTeChnologyLaw

日本学士院：theJapan Acadeny

日本学術会議：theScienceCouncilofJapan

日本学術会滅法：theScienceCounCilofJapanAct
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日本学術振興会（特殊法人）：JapanS（紀iety for thePromotionofScience（JSPS）

日本肘綻文献法（米国国内法）：theJapaneseTechnicalLiteratureAct

日本銀行（特殊法人）：BankofJapan

日羽紆戸力研究所（特殊法人、JAERI）：JapanAtomicEnergyResearchInstitute（JAERI）

日本原子力研究所東海研究所：TokaiResearch Establishment，JAERI

日本原子力研究所法：JapanAtohic EnergyResearchInstituteLaw

日羽許チカ産業会議（社団法人、JAIF）：JapanAtoJnicIndustrialForun，Inc．（JAlF）

日羽話手ブ膿瀾発事業団（特殊法人）：JapanNuclear ShipDevelopnentAgenCy

日本原子力船研究開発事業団（特殊法人）：JapanNuclearShipResearQhandDeYelop血entAgenCy

日本原子力発庵は式会社：Japan AtoniCPower Co．，InC．

日本原燃サービス株式会社：JapanNuclearFuelServiceC0．，Ltd．

日本原職蛸等耕式会社：JapanNuclearFuellndustriesC0．，InC．

日本工業規格（JIS）：JapaneseIndustrialStandards（JIS）

日本国自鉄道（国鉄）：JapaneseNationalRailways

日本実験モジ＆－ル（JEM）：JapaneseExperimentModule（JEM）

日本住宅公団（特殊法人）：JapanHousingCorporation

日本生産性本部（JPC）：JapanProductivityCenter（JPC）

日本埴信衛星株式会社：JapanCo皿IunicationsSate11iteCo．，Inc．（JC－SAT）

日本通信規格（JUST）：JapaneseUnifiedStandardsfor TelecomJnunications（JUST）

日本軍副詞掟株式会社（NTT）：NippnTelegraphandTelephoneCorporation（NTT）

日本電信電話公社（特殊法人）：Nipl鳩nTelegraphandTelephonePublicCorporation

日本道路公団（特殊法人）：JapanHighwayPublicCorporation

日本闘醐鞠醐購（JAPIO）：JapanPatentInformationOrganization（JAPIO）

日本万国博覧会：JapanWorldExposition，Osaka，1970

日本貿易振爽会（特殊法人、JETRO）：JapanExternalTradeRecoYeryOrganization（JETRO）

日本放送協会（NHK）：JapanBroadcastingCorporation（NHK）

蹴古刹：certificationsystebl

熱熱象業研究センター（農林水産省の附属機関）：TropicalAgriculturalResearchCenter
燃料電池：fuel Cell

農業埋封支術研究所（農林水産省の附属機関）：NationallnstituteofAgro－EnvironmentalSciences

農業機械化研究所：InstituteofAgriculturalMachinery

農業脇同組合：agriculturalcooperativeassociation

農業研究センター（農林水産省の附属機関）：AgricultureResearchCenter

農業工学研究所（農業土木試験場、農林水産省の附属機関）：NationalResearchlnstituteofAgricuト

tural Engineering

農業試験場（農林水産省の附属機関）：NationalAgriculturalExperimentStations

農業生物資源研究所（農林水産省の附属機関）：NationalInstituteofAgrobiologicaIResourCeS

農期盤台研究所（農林水産省の附属機関）：NationalResearChInstituteofAgriculturalEconomiCS
脳死：brain death

農事試験場畿内支場：KinaiBranch，CentralAgriculturalExperimentalStation

農商務統計：StatisticsofAgriculture＆Comnerce

貞株和戦支術会議（農林水産省の機関）：Agriculture，ForestryandFisheriesResearchC。unCil
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農林水産省：MinistryofAgriculture，ForestryandFisheries

ノーベル賞：TheNobelPrize

【ハ行】

バイオテクノロジー：biotechnology

バイオハザード：biohazard

廃棄物処理：waste treatment

廃熱利用システム：systemofwasteheat utilization

ハイビジFン（HDTV）：HighDefinitionTeleYision（HDTV）

廃炉（原子炉）：decommissioning

発がん物質：carcinogen

発光ダイオード（LED）：Light Emitting Diode（LED）

発電所：power station

発明協会（社団法人）：JapanInstituteofInvention andlnnovation

パブリック・アクセプタンス（PA）：publicacceptanCe（PA）

捕磨秤芦公園都市（兵庫県）：HarimaScienceGardenCity

濠：a feudaldomain

半導体：semiconductor

光ファイバー：optical fiber

微細虹［技術：micro fabriCation technique

批准：ratifiCation

3牌用炉心冷却系（ECCS）：EmergenCyCoreCoolingSystem（ECCS）

秘書課（科学技術庁長官官房内の課）：PersonnelDivision

微生駄工業技術研究所（工業技術院の試験研究機関）：FerJnentationResearChInstitute

秘密特許：secret patent

ヒ＆－マン・フロンティア・サイエンス・プログラム（HFSP）：HumanFrontierSCienceProgram（HFSP）

病原微生物：pathogeniC microorganism

標準諌（工業技術院標準部内の課）：Standards DiYision

標準部（工業技術院内の部）：StandardsDepartment

広島大学脚き敵城軸距浮研究所：Researchlnstitute for Nuclear MedicineandBiology，Hiroshi皿aUni－

VerSity

広島大学髄論物理学研究所：ResearChInstitute for TheoreticalPhysics，HiroshimaUniversity

品質管理（QC）：Quality Control（∝）

風力発電：windpower generation

付姐鵬l通信網（VAN）：valueaddednetwork（VAN）

負荷迫従迦転：load follow－uPOPeration

普及奨励室（科学技術庁科学技術振興局内の室）：OfficeofScienceand TeChnology DiffusionandEn－

COuragement

福利厚生室（科学技術庁長官官房内の室）：Officeof Health and Welfare

不正静争防止法：the Unfair Competition Law

ブタペスト条約：Budapest Treaty（on thelnternationalRecognition of theDeposit of MiCrO－OrgarL－

isns for the Purposeof Patent Procedure）

ー29－



物質l郷頼嗣学技術：substance／materialseriesscienceandteChnologyあるいはmtter／d）aterial

Series of sCience and technology

物質・材料系科学技術に関する研知事形断I画について（科学技術会議第14号答申）：GoYernmentRe－

searChandDevelopmentPlanonSubstance／MaterialSeriesScienceandTechnologyあるいは

BasiCPlans for Researchandtkvelopment onMatter／MaterialSeriesofScienceandTechnology

物理・生物学的封じ込め：physiCalandbiologicalcontainment

物理的封じ込め：physicalCOntain血ent

フルブライト計画：Fulbright PrograJn

フレキシブル生産システム（FMS）：FlexibleManufacturingSystem（FMS）

フロンガス：chloro－fluorocarbon

文化庁：Agency for CulturalAffairs

分弛物学：molecular biology

米国髄格（ANSI）：AnericanNationalStandardslnstitute（ANSl）

米国航空宇宙局（NASA）：NationalAeronauticsandSpaceAdministration（NASA）

米覇虚商代表部（USTR）：UnitedStatesTradeRepresentative（USTR）

米国特許局：United States Patent Office

平和共存：peacefulcoexistence

ベルヌ同盟（知的所有権関係）：Berne Union（Berne convention for the Protection of Literary and

Artistic Works）

保安林：protection forest

防衛庁：DefenseAgenCy

貿易外収支：services balanCe

貿易収支：tradebalance

貿易摩線：trade friction

包揃司意方式：comprehensiveagreement method

防災：disaster prevention

I拇聯蝉技術：scienCeand technology for disaster prevention

防災科学技術研究所（科学技術庁の附属機関）：NationalResearChInstituteforEarthSCienCeandDis－

aster Prevention

防災環境対策室（科学技術庁原子力安全局内の室）：OfficeofEmergency PlanningandEnvironmental

Thdioactivity

防災に関する研榔瞬直栂1両について（科学技術会議第9号答申）：BasiCProgramfor theResearchand

Developrnent on Disaster PreYention

放射胼下物：radioactiYe fallouts

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律：TheLawConCerningPreventionfroJnRadiation

Hazards due to Radio－Isotopes，etc．

放射性廃棄物：radioactivewaste

放射性廃棄物規制室（科学技術庁原子力安全局内の室）：OfficeofRadioaCtiveWasteRegulation

触（麻子力委員会の部会）：AdvisoryCohJnitteeonRadioaCtiveWasteMan－
agement Technology

放射馳廃棄物対策専門部会（原子力委員会の部会）：AdvisoryCombitteeonRadioaCtiveWasteManagenent

放射性物質：radioactiven）aterials
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放射繰安全採（科学技術庁原子力安全局内の諜）：RadiationProtectionDiYision

放軸距亘学総合研究所（科学技術庁の附属機関）：NationallnstituteofRadiologicalSCienCeS

放射線検査室（科学技術庁原子力安全局内の室）：OffiCeOfInspectionforRadiationProteCtion

故郷害：radiationhazards
放射線譲機会（科学技術庁の諮問機関）：RadiationCouncil

放送衛星（BS）：BroadcastingSatellite（BS）

放送霹菓：broadCaStingbusiness

法商省：Ministry ofJustiCe

法親総合研究所（法務省の附属機関）：ResearchandTraininglnstituteoftheMinistryofJustice

ポータブルラジオ：portable radio receiYer

保縛措置：safe劉ards

保障措置諌（科学技術庁原子力安全局内の諜）：SafeguardsDivision
補助金：subsidy

補正予算：supplementarybudget

］蛸鑓開発庁：HokkaidoDeYelopzDentAgency

］鯛道工期増発試験所（工業技術院の試験研究機関）：GovernmentIndustrialDevelopmentLaboratory，
Hokkaido

］域ぼ大学応用電気研究所：ResearchInstituteofAppliedElectricity，HokkaidoUniversity

北海道大学触媒研究所：TheResearchInstituteforCatalysis，HokkaidoUniversity

北海道大学低温科学研究所：TheInstituteofLowTemperatureScience，HokkaidoUniYerSity

Institute ofIrnmunological Science，Hokkaido UniYerSity

ポリ塩化ビフェニル（PCB）：polychlorinatedbiphenyl（PCB）

本州酉国連絡橋：Honshu－ShikokuBridge

本州四国連絡輔公団（特殊法人）：Honshu－ShikokuBridgeAuthority

【マ行】

見騎もり方針嘱整：CoordinationofBudgetRequests

水剤陳］り］報所（科学技術庁の地方支分部局）：MitoAtomiCEnergyOffiCe

宮崎実験線：MiyazakiMaglevTest Track

民主、自主、公開の原則：theprinciplesofdemocratiC，independentandpubliC

民主主義科学者協会：DebOCraticScientistsAssociation

民法典：theCivilCode

ムーンライ．ト計画（通商産業省の制度）：MoonlightProjeCt

無機材質研究所（科学技術庁の附属機関）：NationalInstituteforResearchinlnorganicMaterials
メカトロニクス：mechatronics

文字多重放送：teleYisioncharactermultiplexbroadcasting

文部篩生外研究員制度（文部省の制度）：MonbusyoFellowshipprograhforJapaneseScholarsandRe－

SearChers to study Abroad

【ヤ行】

野菜・茶業試験場（農休水産省の附属機関）：NationalResearchInstituteofVegetables，Ornanental

Plants and Tea
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優遇税制：special tax measures

融資：special financing

有人宇宙飛行計画：nannedspaCeflight program

郵政研究所（郵政省の附属機関）：Institute for Posts＆Telecommunications Policy

郵晩省：Ministry of PostsandTelecom血unications

輸入自由化：importliberalization

養殖研究所（水産庁の附属機関）：NationalResearchlnstituteofAquaCulture

予算移管：transfer of funds

世論綱査：public opinion poll

【ラ行】

ライフサイエンス：life scienCeS

ライフサイエンス諌（科学技術庁研究開発局内の課）：LifeSCiencesDivision

ライフサイエンスにおける先導的・基盤的技術の研究開発塾陪1両について（科学技術会議第10号答申）：

Basic Program for the Research and DeYelopment on Leadingand FundamentalTeChnologyin Life

Sciences

ライフサイエンスの推進に関する意見（科学技術会議の意見具申）：Views Concerning Promotion of Life

SCiences

蘭学：Dutchlearning

蘭学者：scholarsof Dutchlearning

ま封博研究所（特殊法人、RIKEN）：Instituteof PhysicalandChenicalResearCh（略称：RIKEN）

理化学研究所法：TheInstituteof PhysiCalandChemicalResearchLaw

陸地処分：landdisposal

理工系大学卒粟生：scienceandengineeringgraduates

立地地域対策室（科学技術庁原子力局内の室）：OfficeofNuclear FacilitySiting

リニアモーターカー推進浮上式鉄道：1inearJnOtOr Car maglevあるいはbaglevdriven bylinearmotor

領海：territorialseaあるいはterritorialwaters

量子力学：quantuJnTnechanics

線化：planting

臨界プラズマ試験装置：experimentaldeviCeforbreak－eVenPlasJnaCOndition

勘I軒i潮政利鴫磯会：ProvisionalCouncilfor thePromotionofAdministrativeReform

胞I新潮査会（内閣総理大臣の諮問機関）：ProYisionalCommission forAdAinistrativeReform

林野庁：Forestry Agency

レーザー核融合：laser fusion

レーザー加工：laser beam血aChining

レーザー濃縮法：laserisotopeseparation

連金串総司令部民間情報崗：GeneralHeadquarterCiYilInfompationS∝tion

連合乱に増ミ所靖欄戦後措置令：theAfterwarRemedyOrderofUnitedNations，sIndustrialProperty

労働省：Ministryof Labour
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【英文略称】

ADB
ANSI
ASCA
ATR
BS
CERN
COCOM

アジア開発銀行
米国規格
アジア科学協力連合
新型転換炉

放送衛星
欧州合同原子核研究機関
ココム

CPI　　　　　消費者物価指数
CRL　　　　　通信総合研究所
CS　　　　　　通信衛星
CSNI　　　　原子力施設安全性委員会
CST　　　　　科学技術会議
CSTP　　　　科学技術政策委員会
CT　　　　　　コンピューター断層撮…
DAT　　　　　　デジタルオーディオ・…
EC　　　　　　欧州共同体
ECCS　　　　緊急用炉心冷却装置

あるいは　非常用炉心冷却系
EFTA
ELDO
ENEA
ERATO
EROA
ESA
ESCAP
ESRO
ETL
ETS
EURATOM
FBR
FMPT
FMS
FP
G7
GARIOA
GATT
GDP
GNE
GNP
HDTV
HFSP
HFSPO
HST
IAEA
IC
ICOT
ICRP
ICSTD
ICSU
IEA
IGY
IMF
INFCE
INMARSAT
INTELSAT

欧州自由貿易連合
欧州ロケット開発機構
欧州原子力機関

創造科学技術推進制度
占領地復興援助費
欧州宇宙機関
アジア太平洋経済社会…
欧州宇宙研究機構
電子技術総合研究所
技術試験衛星
欧州原子力共同体
高速増殖炉
第一次材料実験計画
フレキシブル生産シス…
核分裂生成物
先進もカ国蔵相会議
占領地救済援助費
関税貿易一般協定
国内総生産
国民総支出
国民総生産
ハイビジロン
ヒェーマン●フロンテ…

国際ヒューマン・フロ…
極超音速旅客機
国際原子力機関
集積回路

新世代コンピュータ技…
国際放射線防護委員会
開発のための科学技術…
国際学術連合
国際エネルギー機関
国際地球観測年
国際通貨基金
国際核燃料サイクル評価
国際海事衛星機構
国際電気通信衛星機構

IPC
IPCC
ISAS
ISDN
ISO
ISTEC
ISY
ITER
ITIT
JAERI
JAIF
JAMSTEC
JAPIO
JC－SAT
JEM
JETRO
JICA
JICST
JIS
JPC
JRDC
JSPS
JUST
KDD
LCD
LED
LNG
LSI
MHD
MITI
MNC
NASA
NASDA
NDL
NEA
NEDO
NHK
NIES
NIH
NIRA
NISTEP
NNP
NOx
NPT
NSF
NTT
OAPEC
ODA
OECD
OPEC
PA
PCB
PNC
PP
QC
RIKEN
SALT
SCC

国際特許分類
気候変動に関する政府…
宇宙科学研究所
サービス総合デジタル綱
国附票準化機構
国際超電導産業技術研…

国際宇宙年
国際熱核融合実験炉
国際産業技術研究事業
日本原子力研究所
日本原子力産業会議
海洋科学技術センター
日本特許情事槻絹
日本通信衛星株式会社
日本実験モジュール
日本貿易振興会
国際協力事業団
日本科学技術情報セン…
日本工業規格
日本生産性本部
新技術事業団／新技術…
日本学術振興会
日本通信規格
国際電信電話株式会社
液晶表示素子

発光ダイオード
液化天然ガス
大規模集積回路
電磁流体力学発電

通商産業省
多国籍企業
米国航空宇宙局
宇宙開発事業団
国立国会図書館
原子力機関
新エネルギー・産業技・・・
日本放送協会
振興工業経済地域
国立衛生院
総合研究開発機構
科学技術政策研究所
国民純生産
窒素酸化物
核兵器の不拡散に関す…
国立科学財団

日本電信電話株式会社
アラブ石油輸出国搬構
政府開発援助

経済協力開発機構
石油輸出国機構
パブリック・アクセプ…
ポリ塩化ビフェニル

動力炉・核燃料開発事‥・
核物質防護
品質管理
理化学研究所
戦略兵器制限交渉
宇宙通信株式会社
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科学技術振興調整費
日米構造協議

シンクロトロン放射光
超電導工学研究所
超伝導超大型衝突型加・
科学技術庁
科学技術行政協議会
走査トンネル顕微鏡
短距離離着陸機
技術・経済プログラム
超ウラン廃棄物
天然資源の開発利用に・
国際連合

安全保障理事会
米国通商代表部
付加価値通信網
超大規模集積回路
垂直離着陸機

世界知的所有権機関

【キーワード】

OECD
科学技術政策委員会
技術・経済プログラム
経済協力開発機構
原子力機関

アセスメント
環境アセスメント

アララ
ALARA

委員会
アジア太平洋経済社会…
宇宙開発委員会
宇宙開発委員会設置法
宇宙開発計画
宇宙開発審議会
宇宙開発政策大綱
宇宙科学技術振興準備・‥
開発のための科学技術…
科学技術振興対策特別…
科学技術政策委員会

学術体制刷新委員会
核融合研究開発基本計画
行政監理委員会
原子力安全委員会
原子力委員会
原子力開発利用長期基…
原子力開発利用長期計画
原子力施設安全性委員会
公正取引委員会
国際放射線防護委員会
ココム

国家公安委員会
新型動力炉開発懇談会
政策委員会
日米科学協力委員会
放射性廃棄物対策技術…
放射性廃棄物対策専門…

医科学研究所
東京大学医科学研究所

遺伝学研究所
国立遺伝学研究所

遺伝子

遺伝子細換え
遺伝子組換え研究の推…
遺伝子工学
遺伝子操作
遺伝子治療

医用器材研究所
東京医科歯科大学医用…

医療病院管理研究所
国立医療病院管理研究所

ウィルス研究所
京都大学ウィルス研究所

宇由駒形宅所
東京大学宇宙線研究所
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字画輸送
革新航空宇宙輸送技術

衛星
衛星通信
衛星放送
技術試験衛星
国際海事衛星機構

国際電気通信衛星機構
実験用静止通信衛星

人工衛星
静止衛星
静止軌道衛星
通信衛星

通信・放送衛星機構
日本通信衛星株式会社
放送衛星

衛生院
国立衛生院
国立公衆衛生院

衛璽式鹸所
国立衛生試験所

応用電気研究所
北海道大学応用電気研…

応用微生物研究所
東京大学応用微生物研・・・

応用力学研究所
九州大学応用力学研究所

会議
「科学技術会議」の項参照
「科学技術会璃第〇号答申」の項参照

閣僚会議

原子力平和利用国際会議
国際学術連合会議
主要国首脳会議
新・再生エネルギ一国…
先進もカ国蔵相会議
天然資源の開発利用に…
日韓科学技術大臣会議
日中閣僚会議
日本学術会議
日本学術会議法
日本原子力産業会議
農林水産技術会議

会計
一般会計
会計課
会計年度
産業投資特別会計

治水特別会計
電源開発促進特別会計
特別会計
特別会計法

輌皇
国際海事衛星機構

海洋研究所
東京大学海洋研究所

科学技術会議
意見具申

科学技術会議（続き）
科学技術会議
科学技術会議設置法
「科学技鯨会議第0号答申」の項参照

科学技術会誌本会議
科学技術基本法の・・・（第1号追加答申）
組換えDNA実験指針
国際問題懇談会
諮問

新世紀に向けてとるべ…（諮問第18号）
政策委員会
ソフト系科学技術の研・‥（諮問第19号）
答申
ライフサイエンスの推…

科学技補悲痛l第0号答申
科学技術会議第〇号答申

10年後を目標とする…
昭和35年度における…
国立試験研究機関を刷…
科学技術情報の流通に…
1970年代における…
長期的展望に立った総・‥
エネルギー研究開発基…
遺伝子組換え研究の推…
防災に関する研究開発…
ライフサイエンスにお‥・

新たな情勢変化に対応…
科学技術政策大網につ…

国立試験研究機関の中…
物質・材料系科学技術…
情報・電子系科学技術…
科学技術振興基盤の整…
地球科学技術に関する…

科学技術情報センター
日本科学技術情報セン…
日本科学技術情報セン…

科学技術棚費
科学技術振興調整費
組換えDNA技術の安‥・
組換えDNA技術の開…
組換えDNA技術の利…

重点基礎研究
省際基礎研究

科学技術庁
宇宙開発課
宇宙開発推進本部
宇宙科学技術振興準備…
宇宙企画課
宇宙国際課
宇宙利用推進室
会計課

海洋開発課
科学技術行政協議会

科学技術功労者表彰
科学技術情報課
科学技術振興局

科学技術振興功績者表彰
科学技術振興調整費

（第1号答申）
（第2号答申）
（第3号答申）
（第4号答申）
（第5号答申）
（第6号答申）
（第7号答申）
（第8号答申）
（第9号答申）
（第10号答申）
（第11号答申）
（第12号答申）
（第13号答申）
（第14号答申）
（第15号答申）
（第16号答申）
（第17号答申）
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科学技術庁（続き）
科学技術政策局
科学技術政策研究所
科学技術庁
科学技術庁顧問
科学技術庁参与
科学技術庁長官
科学技術庁フェローシ…
科学審議官
核燃料課
核燃料規制課
核燃料物質輸送対策室
企画課

技術士審議会
技術振興課

金属材料技術研究所
計画課
計画局
研究開発局・
研究功績者表彰
研究交流課
研究振興課
研究調整局
原子力安全課
原子力安全局
原子力安全調査室

原子力開発機関管理官室
原子力局

原子力調査室
原子力バックエンド推…
原子炉規制課
原子炉施設検査室

航空宇宙技術研究所
航空・電子等技術審議会
広報室
国際課
国際交流推進室
国立防災科学技術セン…
材料開発推進室
資源室
資源調査会

資源調査所
審議官
振興局

政策課
総合研究課
創造科学技術推進制度
総務課
長官官房
調査課

調査国際協力課
調整課
動力炉開発課
秘書課

普及奨励室
福利厚生室

防災科学技術研究所
防災環境対策室

科学技術庁（続き）
放射性廃棄物規制室
放射線安全課
放射線医学総合研究所
放射線検査室
放射線審議会
保障措置課

水戸原子力事務所
無機材質研究所
ライフサイエンス課

立地地域対策室
科学技術統計
科学技術研究調査報告

科学計測研究所
東北大学秤邦十測研究所

化学研究所
京都大学化学研究所
国際フロンティア研究・・・
東京工業大学資源化学・・・
東北大学非水溶液化学…
理化学研究所

理化学研究所法
科挙研究費緒助金
科学研究費補助金
がん特別研究
厚生科学研究費補助金

科学財団
国立科学財団

科学博物館
国立科学博物館

学士院
日本学士院

学術会議
日本学術会議
日本学術会議法

学術振興会
日本学術振興会

核融合
核融合
核融合研究開発基本計画
核融合炉

国際熟核融合実験炉
レーザー核融合

学会
研究・技術計画学会

頚城医学研究所
名古屋大学環境医学研…

環境研究所
国立環境研究所

がん研究所
金沢大学がん研究所

勘定
電源多様化勘定
電源立地勘定

がんセンター研究所
国立がんセンター研究所

規格
運輸航空規格室
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規格（続き）
機械規格課
国際規格室

材料規格課
情報規格室

繊維化学規格室
電気規格課
日本工業規格
日本通信規格
米国規格

基金

医薬品副作用被害救済…
国際通貨基金

機構

アラブ石油輸出国機構
欧州宇宙研究機構
欧州ロケット開発機構
岡崎国立共同研究機構
岡崎国立共同研究機構…
岡崎国立共同研究機構…
岡崎国立共同研究機構…
経済協力開発機構
経済協力開発機構の経…
国際海事衛星機構

国際電気通信衛星機構
国際ヒューマン・フロ…

国際標準化機構
新エネルギー・産業技…
新世代コンピュータ技…
生物系特定産業技術研…
石油輸出国機構
総合研究開発機構

通信・放送衛星機構
日本特許情報機構

気象庁
気象研究所
気象庁

基礎生物学研究所
岡崎国立共同研究機構…

基礎物理学研究所
京都大学基礎物理学研…

舗道書
オゾン層を破壊する物…

畿内支場
農事試験場畿内支場

機能物贋科学研究所
九州大学機能物質科学…

基掃I画
エネルギー研究開発基…
核融合研究開発基本計画
原子力開発利用長期基…
情報・電子系科学技術…
ソフト系科学技術の研…
地球科学技術に関する…
物質・材料系科学技術…
防災に関する研究開発…
ライフサイエンスにお…

基本指針
科学技術振興基盤の整・・・

基本法
科学技術基本法案
科学技術基本法の制定…
教育基本法
原子力基本法
公害対策基本法

規約
経済協力開発機構の経…

教育研究所
国立教育研究所

国立特殊教育研究所
協議
科学技術行政協議会
協議
多国間協議監視制度
日・ECハイレベル協議
日・フィンランド貿易…

日米構造協議
協議会
科学技術行政協議会

協定
宇宙基地協力協定

関税貿易一般協定
日豪科学技術研究開発・‥

日米エネルギー研究開…
日米科学技術協力協定
日米原子力協力協定
日米半導体協定

共同体
欧州共同体

蜘小l原子力共同体
胸部疾患研究所
京都大学胸部疾患研究所

極地研究所
国立極地研究所

銀行
アジア開発銀行
日本銀行

金属材料研究所
東北大学金属材料研究所

空電研究所
名古屋大学空電研究所

組合
鉱工業技術研究組合
鉱工業技術研究組合法
農業協同組合

計画
宇宙開発計画
宇宙ステーシロン計画
エスプリ計画
エネルギー研究開発基…
核融合研究開発基本言1・画
計画課
計画局
経済運営5ヶ年計画
経済計画

－39胃



計画（続き）
経済自立五ヶ年計画
研究・技術計画学会

原子力開発利用長期基…
原子力開発利用長期計画
サンシャイン計画

情報・電子系科学技術…
整備新幹線計画
全国総合開発3個
ソフト系科学技術の研・・・
第一次材料実弯如十画
第一次道路整備5ヶ年…
第五世代コンピュータ…

第三次全国総合開発計画
地球科学技術に関する…
都市計画法

トロン計画
物質・材料系科学技術…
フルブライト計画
防災に関する研究開発…
ムーンライト計画
有人宇宙飛行計画
ライフサイエンスにお…

経済企画庁
経済企画庁
経済研究所

経済審議庁
総合研究開発機構

経済審機会
経済審議会
世界とともに生きる日本

軽水炉
軽水炉
次世代軽水炉
新型軽水炉

働敵闇師I究所
国立健康栄養研究所

原子エわレギー研究所
京都大学原子エネルギ…

原子核研究
欧州合同原子核研究機関
東京大学原子核研究所

原子咳研究所
東京大学原子核研究所

原子力委員会

核融合研究開発基本計画
原子力委員会
原子力開発利用長期基…
原子力開発利用長期計画
新型動力炉開発懇談会
放射性廃棄物対策技術…
放糾明亘棄物対策専門…

原子力研究所
日本原子力研究所
日本原子力研究所東海…
日本原子力研究所法

原子力産業会議
日本原子力産業会議

原子力船開発
日本原子力船開発事業団

原子加蛤研究開発
日本原子力船研究開発…

原子力発電
原子力発電
原子力発電所
日本原子力発電株式会社

原子炉工学研究所
東京工業大学原子炉工…

原子炉実験所
京都大学原子炉実験所

建設省
建設省
建築研究所
国土地理院
土木研究所

原則
宇宙条約
原子力平和利用三原則
民主、自主、公開の原則

原燃サービス
日本原燃サービス株式…

原燃産業
日本原燃産業株式会社

原爆放射能医学研究所
広島大学原爆放射能医…

工業規格
日本工業規格

工業技術院
医療福祉機器技術研究…
運輸航空規格室
大阪工業技術試験所
会計課
化学技術研究所

機械規格課
機械技術研究所

技術企画課
技術振興課
技術調査課
九州工業技術試験所
言1一画課

計量研究所
研究業務課
研究情事離箸理企画室
公害資源研究所
工業技術院
国際規格室
国際技術調査室
国際研究協力課
材料規格諜
四国工業技術試験所
情報規格諜
人事課
信頼性技術開発室
製品科学研究所

繊維化学規格課
繊維高分子材料研究所
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工業技術院（続き）
総務課
総務部
地質調査所
中国工業技術試験所
筑波管理事務所
電気規格課

電子技術総合研究所
東北工業技術試験所

名古屋工業技術試験所
微生物工業技術研究所
槙準課
標準部

北海道工業開発試験所
工業材料研究所

東京工業大学工業材料…
航空宇宙局

米国航空宇宙局

抗酸菌病研究所
東北大学抗酸菌病研究所

公社
原子燃料公社

日本電信電話公社
公衆衛生院

国立公衆衛生院
交渉

戦略兵器制限交渉
日米再処理交渉

蘭蛮力学研究所
東北大学高速力学研究所

公団

住宅・都市整備公団
水資源開発公団
日本住宅公団
日本道路公団
本州四国連絡橋公団

公文
宇宙開発に関する日本…
交換公文
日米宇宙開発協力交換…

高齢化
社会の高齢化

五（5）ヶ年計画
経済運営5ヶ年計画
経済自立五ヶ年計画
第一次道路整備5ヶ年…

国顔研究所
国立国語研究所

瑚紀塾議
原子力平和利用国際会議

国鉄
日本国有鉄道

国連
安全保障理事会
開発のための科学技術…
国際連合
国連総会
新・再生エネルギ一国…

国連（続き）
本州四国連絡橋
本州四国連絡橋公団

国会
科学技術基本法案
科学技術振興対策特別…
国立国会図書館

顧問
科学技術庁顧問
顧問

懇蔽会
原子力行政懇談会

国際問題懇談会
新型動力炉開発懇談会

在外研究員制度
文部省在外研究員制度

サミット
主要国首脳会議

産婆科学研究所
大阪大学産業科学研究所

参与
科学技術庁参与
参与

事業団
委託開発

宇宙開発事業団
宇宙開発事業団法
宇宙開発推進本部
開発のあっせん
原子燃料公社
国際協力事業団
国際研究交流促進事業

新技術事業団／新技術…
先端的研究成果展開事業
東海再処理施設
動力炉・核燃料開発事…
動力炉・核燃料開発事…
日本原子力船開発事業団
日本原子力船研究開発‥・

事業団法
宇宙開発事業団法
動力炉・核燃料開発車…

試験賑星
技術試験衛星

餓酎ヒ学研究所
東京工業大学資源化学・‥

賀綻壇胼斗学研究所
岡山大学資源生物科学…

地震研究所
東京大学地震研究所

実験線
宮崎実験線

実験モジュール
日本実験モジュール

自由化
金融自由化
経済協力開発機構の経…
自由化
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自由化（続き）
輸入自由化

住宅公団
日本住宅公団

自由貿易
欧州自由貿易連合
自由貿易

循環器病センター研究所
国立循環器病センター…

条約
宇宙条約
オゾン層の保護のため…
海洋投棄規制条約

核兵器の不拡散に関す…
工業所有権保護同盟条約

通商航海条約
特許協力条約
ブタペスト条約

触媒研究所

北海道大学触媒研究所
食纏科学研究所

京都大学食糧科学研究所
助成金

がん研究助成金
審議会

宇宙開発審議会
運輸技術審議会
海洋開発審議会
海洋科学技術審議会
学術審議会
技術士審議会

行政改革の推進方策に…
経済審議会
航空技術審議会
航空・電子等技術審議会
産業技術審議会
産業構造審議会
世界とともに生きる日本
測地学審議会
鉄道建設審議会
電気事業審議会
電気通信技術審議会
電子技術審議会
放射線審議会
臨時行政改革推進審議会

新技術事業団
委託開発
開発のあっせん

国際研究交流促進事業
新技術事業団／新技術…
先端的研究成果展開事業

水餅唱と研究所
名古屋大学水圏科学砺ト

数圏l紳i研究所
京都大学数理解析研究所

勤射ヒ
国際整合化

生産技術研究所
東京大学生産技術研究所

生産性本部
日本生産性本部

精神・神経センター
国立精神・神経センタ一

生桐欄卿医学研究所
九州大学生体防御医学…

制度
大型工業技術研究開発・‥
科学技術功労者表彰

科学技術振興功績者表彰
科学技術振興調整費

科学技術庁フェローシ‥・
科学技術特別研究員制度
科学研究費補助金
株仲間
がん研究助成金

．技術輸出所得特別拙除・・・
基礎科学特別研究員制度
研究功績者表彰
工業所有権制度
厚生科学研究費補助金
国際フロンティア研究‥・
サンシャイン計画

次世代産業基盤技術研‥・
実用新案制度
受託研究員制度
審査請求制度
線引き制度
総括責任者
創造科学技術推進制度

多国間協議監視制度
地域流動研究制度
特許制度
ムーンライト計画
文部省在外研究員制度

政府間パネル
気候変動に関する政府…

精密工学研究所
東京工業大学精密工学‥・

政務次官
科学技術政務次官

生理学研究所
岡崎国立共同研究機構…

石地資本
国際石油資本

設置法
宇宙開発委員会設置法
科学技術会議設置法

選鉱製錬研究所
東北大学選鉱製錬研究所

全国総合開発計画
全国総合閲発言1一画
第三次全国総合開発計画

先端科学技術研究センター
東京大学先端科学技術…
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戦略
エスプリ計画
戦略兵器制限交渉

対がん10ヶ年総合戦略
総会

国連総会

総合研究
組換えDNA技術の安…
組換えDNA技術の利…
原子力特定総合研究
産業医学総合研究所
食品総合研究所

森林総合研究所
総合研究
総合研究課
総合研究開発機構
通信総合研究所
鉄道総合研究所
電子技術総合研究所
農業総合研究所
放射線医学総合研究所
法務総合研究所

細部蝉：技術推進制度
総括責任者
創造科学技術推進制度

総務庁
科学技術研究調査報告
総務庁

統計局
大学共同利用機関
宇宙科学研究所
岡崎国立共同研究機構
学術情報センター
高エネルギー物理学研…
国立遺伝学研究所

国立極地研究所
国立天文台

大学共同利用機関
統計数理研究所

大気浄化法
1970改定大気浄化法

大綱
宇宙開発計画
宇宙開発政策大綱
科学技術政策大綱
科学技術政策大網につ…
行政改革大綱

多摩研究所
国立多摩研究所

蛋白質研究所
大阪大学蛋白質研究所

知的所有権
世界知的所有権機関
知的所有権
ベルヌ同盟

綱査会
資源調査会
第一次臨時行政調査会

調査会（続き）
臨時行政調査会

調整費
科学技術振興調整費
組換えDNA技術の安…
組換えDNA技術の開…
組換えDNA技術の利・‥
重点基礎研究
省際基礎研究

超伝（電）導
高温超伝導体
国際超電導産業技術研・‥
セラミック高温超伝導体
超電導工学研究所
超伝導磁気浮上鉄道
超伝導超大型衝突型加…
超伝導電磁推進船

通商産業省
大型工業技術研究開発…
基盤技術研究促進セン…
「工業技舶勤の項参照

サンシャイン計画
資源エネルギー庁
次世代産業基盤技術研…
石油代替エネルギーの…
繊維製品検査所
第五世代コンピュータ…
通商産業省
ムーンライト計画

通商代表部
米国通商代表部

通信
移動体通信
宇宙通信株式会社
衛星通信
公衆電気通信法
国際電気通信衛星機構
実験用静止通信衛星
通信衛星
通信総合研究所
通信・放送衛星機構
データ通信

電気通信技術審議会
電気通信事業
電気通信事業法
電気通信省
電気通信政策
東北大学電気通信研究所
日本通信衛星株式会社
日本通信規格

付加価値通信網
通信衛星

国際電気通信衛星機構

実験用静止通信衛星
通信衛星
日本通信衛星株式会社

通信規格
日本通信規格
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低粒伴翔I究所
北海道大学低温科学研…

電気通信研究所
東北大学電気通信研究所

電子工学研究所
静岡大学電子工学研究所

電信電話株式会社
国際電信電話株式会社
日本電信電話株式会社

電信電話公社
日本電信電話公社

天文台
緯度観測所
国立天文台
東京天文台

東海研究所
日本原子力研究所東海…

統計
科学技術研究調査報告
官庁統計
統計局

農商務統計
統計帰
科学技術研究調査報告
統計局

動力炉・核蠍覗挽事業団
原子燃料公社
東海再処理施設

動力炉・核燃料開発事…
動力炉・核燃料開発車…

道路公団

日本道路公団
特殊教育研究所

国立特殊教育研究所
特別会計

産業投資特別会計
治水特別会計
電源開発促進特別会計
特別会計
特別会計法

特別研究

科学技術特別研究院制度
がん特別研究

基礎科学特別研究員制度
特別措置法
大規模地震対策特別措…

特紺
米国特許局

特昨情報織構
日本特許情報機構

特許庁
欧州特許庁
特許庁

日米欧3極特許庁会合
内分泌研究所
群馬大学内分泌研究所

戴治疾患研究所
東京医科歯科大学難治‥・

無職疫学研究所
島崎大学熱帯医学研究所

脳研究所
新潟大学脳研究所

自書
科学技術自書

博覧会
沖縄国際海洋博覧会
国際科学技術博覧会

日本万国博覧会
万国博覧会

日本万国博覧会
非水溶液化学研究所
東北大学非水溶液化学…

微生物病研究所
大阪大学微生物病研究所

表彰
科学技術功労者表彰
科学技術振興功績者表彰
研究功績者表彰
全国発明表彰

物性研究所
東京大学物性研究所

プラズマ研究所
名古屋大学プラズマ研…

フロンティア
国際ヒューマン・フロ…
国際フロンティア研究…
ヒューマン●フロンテ…

文化財研究所
国立文化財研究所

分子科学研究所
岡崎国立共同研究機構…

米国（米、アメリカ合衆国）
宇宙開発に関する日本…

宇宙ステーション言個
組換えDNA実験指針

国際熟核融合実験炉
国立衛生院
国立科学財団
修正包括貿易法
1970改定大気浄化法
先進もカ国蔵相会議
大統領競争力イニシア…

超伝導超大型衝突型加…
天然資源の開発利用に…
日米宇宙開発協力交換…
日米エネルギー研究開‥・
日米欧3極特許庁会合
日米科学技術協力協定
日米科学協力委員会
日米原子力協力協定
日米構造協議

日米再処理交渉
日米半導体協定
日本技術文献法
米国規格
米国航空宇宙局
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米国（米、アメリカ命鞋動（続き）
米国通商代表部
米国特許局

法案
科学技術基本法案

貿易振興会
日本貿易振興会

包括貿易法
修正包括貿易法

防災科学技術センター

国立防災科学技術セン…
防翔師究所

京都大学防災研究所
放射馳廃棄物

低レベル放射性廃棄物…
放射性廃棄物
放射性廃棄物規制室
放射性廃棄物対策技術…
放柳生廃廃物対策専門…

放射線防護
国際放射線防護委員会

放送
一般放送事業者
衛生放送
NHK総合技術研究所
音声多重放送

白黒テレビジョン放送
通信・放送衛星機構
日本放送協会
放送衛星
放送事業
文字多重放送

放送協会
NHK総合技術研究所
日本放送協会

補助金
科学研究費補助金
がん特別研究
厚生科学研究費補助金
補助金

本会議
科学技術会議本会議

本部

宇宙開発推進本部
技術研究本部
日本生産性本部

水俣病研究ゼンター
国立水俣病研究センター

免疫科学研究所
北海道大学免疫科学研‥・

木材研究所
京都大学木材研究所

モニタリング
環境放射線モニタリング

文部省
緯度観測所

宇宙科学研究所
岡崎国立共同研究機構

文部省（続き）
科学研究費補助金
学術審議会
がん特別研究
国立科学博物館
国立教育研究所

国立特殊教育研究所
測地学審議会
文部省在外研究員制度

溶接工学研究所
大阪大学溶接工学研究所

予算
科学技術関係予算
暫定予算
補正予算
予算移管

予防衛生研究所
国立予防衛生研究所

理論物理学研究所
広島大学理論物理学研…

臨時行政改酎任進審議会
行政改革の推進方策に…
臨時行政改革推進審議会

臨時措匿法
電子工業振興臨時措置法

霊長類研究所
京都大学霊良類研究所

連合
アジア科学協力連合
欧州自由貿易連合
国際学術連合
国際連合
連合軍総司令部民間情・‥
連合国人工業所有権戦…

ロケット
アリアンロケット
液体ロケット
欧州ロケット開発機構
固体ロケット

和漢薬研究所
富山医科薬科大学和漢…
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⊂　英訳　さ　れ　た　科学技術政策用　語］
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8馳Ⅴ　抑chrotron馳diationF∽ility：大型放射光施設

1渦U．S．－J蜘Sp8ceAqee輸ent：宇宙開発に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協力に関する交換公文

【A】

Acoount forDiYerSificationofPo管er buroeS：電源舞糾ヒ勘定

Acoount for theSbOOthSitingofPo冊rPlantsandOtherNuclearE隙rgyF8cilitieB：電源立地勘定

acidrain：酸性雨

actOf5peCi＆lCOll＆ter＆lfundS貼∝りnt：特別会計法

Ad璃ocCollitteeonIntern＆tion＆lAft＆irs：国際問題懇談会（科学技術会議の懇談会）

dJLiniStr＆tion for scienceand technology：科学技術行政

dJLinistr＆tiYeguidanCe：行政指導

AdliniStratiYe触れ叫e意ent鹿ency：行政管理庁

dJLinistr＆tiYereforJL：行政改革

AdⅥmCed Light hter R飽ctOr：新型軽水炉

のⅥm虎d関曹er reactOr：新型動力炉

のⅥmced techology：先端技術

dYanOedtechnologyonaeron8utic818rdspacetransport＆tion：革新航空宇宙輸送技術

AdⅥmCedTherzBalReactOr（ATR）：新型転換炉（ATR）

AdYerSeDrugSufferingsReliefd馳se＆rchProlOt王onFund：医薬品副作用被害救済・・研究振興基金（厚

生省所管の認可法人）

AdvisぼS：顧問

AdYiser to theMinister ofSt＆teforScienceandTechnology：科学技術庁顧問

AdYisoryCon且itteeonAdY的CedPo甘erReaCtOrDeYelopRent：新型動力炉開発懇談会（原子力委員会の懇談

会）

AdYisoryCo皿itteeonAtolicEnergyA血inistr＆tion：原子力行政懇談会（昭和50年に設けられ、51年に最

終報告を出した内閣総理大臣の諮問機関）

AdYiswyCollitteeonRdoactiYeYasteぬIl叫e量ent：放射性廃棄物対策専門部会（原子力委員会の部会）

AdYisoryCollitteeonRdio8ctiYe馳軸日加噸e量entTeChnology：放貞潤三廃棄物対策技術専門部会（原子力

委員会の部会）

Aeron8uticalTechnoloByCouncil：航空技術審議会

AftervwReAedyOrderofUnitedN＆tiorB，sIndustrialProperty：連合国人工業所有権戦後措置令

蜘cyfor Culturallffairs：文化庁

ApcyforTechnologicalAdYance齢nt：技術院（昭和17年に発足し、終戦直飽廃止された内閣の機関）

ABencyOfIndustri81ScienceandTedlrKIlogy：工業技術院（通商産業省の附属機関）

ABencyOfN＆tur81ResourceSWdEnergy：資源エネルギー庁（通商産業省の外局）

叫inBOf thesociety：社会の高齢化

Agree■ent aおOnB theGoYernlent Of tl拾UnitedSt＆teS Of AJeric8，GoYern齢nt50fNelber St＆teSOf the

EtJrO脚IISp紀eAgency．theGoYern齢rLtOfJ叫鳴れ，and theGoYernment Of随旭血onCoo聞r＆tionin

theDet＆iledDeBip，tbYelopJent，Oper＆tion．uldUtilizationof thepermently払medCiYil

S関虎Station：宇宙基地協力協定
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AgreeJentt治tYeentheGoYernlentOf血喩IlandtheGoYern齢ntOftheUnitedStateSOfAJWiaonC0－

oper＆tioninReBCqchaJIdDeYel∞JehtinEner肝andRel＆tedFields：日米エネルギー研究開発協力

協定

Agree題entbtveentheGoYern意entOfJapnaJldtheGoYernbentOftheUnitedSt＆teSOfAJKlricaort－Cor－

oFer＆tioninRewdhaJldtbYelopBntinScienceandTecholow：日米科学技術協力協定

Agree題entforcooper＆tionbtYeentheGoYern℡entOftheUnitedSt＆teBOfAJKlricaandtheGoYern車ent

of　叩an．cOncerninepeaCefulu釧BOfnuclearenergy：日米原子力協力協定

叫ricultur＆lcooper＆tiYeaSSOci＆tion：農業協同組合

ABriculture，ForeStryaJIdFi血eriesReBCWchCouncil：農林水産技術会議（農林水産省の機関）・

AqicultureR脚chCenter：農業研究センター（農林水産省の附属機関）

l汀Pollution伽ntrollが：大気汚染防止法

＆lterrBtiYeenergyreSOurCe8：代替エネルギー

AJWicwN＆tionalStandardBInStitute（ANSl）：米国規格（ANSI）

坤plidr喀e膿rch：応用研究

kiもne血ch Vのicle：　アリアンロケット

訂ticle80f腿Oci＆tion：定款

8rtifici＆linse皿ination：人工授精

肝tifici＆1intelligence：人工知能

肝tifici＆188tellite：人工衛星

AsianDeYeloptLentB組k（ADB）：アジア開発銀行（ADB）

AsLoYABReaSOnablyAchieYable（ALARA）：ALARA（アララ）

岨記1blyindustry：組立産業

ABSKX）iationforScienceCooperationinAsia（ASCA）：アジア科学協力連合（ASCA）

Ato■iCEnergyBasicLm：原子力基本法

AtoAicEnergyBureau：原子力局（科学技術庁内の局）

Ato■icEnergyCoIHission：原子力委員会（内閣総理大臣の諮問機関）

ltqmic馳ergyD坤：原子力の日

AtoLicEnergySpecialCoprehensiYeR馳rCh：原子力特定総合研究

autoJLatictranSl＆tion：自動翻訳

8ub量のilepollution：自動車公害

A削げdforPersonsofDiStinguishedSerYiceBtOthePro勘OtionofScienCeandTechnology：科学技術振

興功績者表彰（科学技術庁所管の表彰制度）

AYardforPerS0nSOfScientific8ndTechnologic81Nerits：科学技術功労者表彰（科学技術庁所管の表彰

制度）

AYardsforPersonsofScientific＆ndTechnologic81馳盟earchNerits：研究功績者表彰（科学技術庁の表

彰制度）

【B】

恥血of血関信　日本銀行（特殊臥）

Basich膚forEnYirom齢rLt＆lPollutionControl：公害対策基本法

BaBicLwof’Education：教育基本法
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BaSicPlatLSforResearch的dDeYelopLentOnEarthScienceandTechnolow：地球科学技術に関する研究

開発基本言1頑について（科学技術会議第17号答申）

BwiCPlansforRescwchaJldDeYelopLentOnInfor齢tionAilectronicsSerieS0fScienceandTechnoloey

：情報・電子系科学技術に関する研究開発基本言1頑について（科学技術会議第15号答申）

BasicPlansforReSeWd18ndDeYelopLentOnhtter／‰teri＆lSerie80fScienceandTechnolo評：物質

・材料系科学技術に関する研究開発捕十画について（科学技術会議第14号答申）

BaBicPl糾旭forReBearchandDeYelopLentOnSoftScience8ndTechnology：ソフト系科学技術の研究開発

基本計画について（科学技術会議諮問第19号）

BaBiCProgr8JLforEnerwReBCWcha鵬DeYelopJklnt：エネルギー研究開発基本計画について（科学技術会議

第7号答申）

BaSicProgr8血forRese肝chandDeYelop肥ntOfNuClearFusion：核融合研究開発基本計画（原子力委員会

が策定した計画）

BaSicPrograJIfortheReBeWchandbYelop｝entOTLDisaSterPreYentiaI：防災に関する研究開発基本言1画

について（科学技術会議第9号答申）

BwiCProgr8nfor the esewcha鵬bYelopmentonLedingandFLLn血齢ntalTechnologyinLifeScト

er鵬：ライフサイエンスにおける先導的・基盤的技術の研究開発基本昌博について（科学技術会議第10号

答申）

basicresearCh：基礎研究

BasicRese胼chCoreSysten：省際基礎研究（科学技術振興調整費）

BerneconYentionfor theProtectionofLiteraryandArtisticYorks：ベルヌ同盟（知的所有権関係）

馳rneUnion：ベルヌ同盟（知的所有権関係）

BillforBaSicL8WforSciencea鵬Tedmology：科学技術基本法案（昭和43年に国会上程。同年審議未了廃

案。）

bioha刀げd：　バイオハザード

Bi0－0rientedTechnologyReSLe凪rchAdYal℃e抑Itlnstitution：生物系特定産業技術研究推進機構（特別認可

法人）

biotedmology：バイオテクノロジー

b18Ck・・電nd一血iteteleYisionbroadbはting：白黒テレビジョン放送

brain de＆th：脳死

BrainReSLearchInstitute．Niig＆taUniYerSity：新潟大学脳研究所

broa caStingbusiness：放送事業

Br鴨dcnstingSatellite（BS）：放送衛星（BS）

broadq嶋tingYiaSatellite：衛星放送

Bu血p色StTreaty：ブタペスト条約

BudgetandAccountsDiYiSion：会言1・課（工業技術院総務部内の諜）

Budgetfor ScienceandTechnolosy：科学技術関係予算

BuildinBRese＆rchInstitute：建築研究所（建設省の附属機関）

busineBScOnditions：景気

b旧in登迫t瑠cle：景気循環

【C】

Cのinet：内閣
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伽binet胞ision：閣議決定

のinet意治ting：閣議

Camer馳迫earchlnBtitute，払n鮎は肩＆UniYerSity：金沢大学がん研究所

carcir剛陣n：発がん物質

cellculturetechnology：細胞培養技術

cellenBineerinB：細胞工学

cell fuSion：細胞融合

Centr＆lAqicultur81Ex関ri齢nt＆lSt＆tion：農事試験場

ceraJLicふuPercOnductor：セラミック高温超伝導体

certific＆tionsystel：認定制

CheLi鴎1触炒earchInstituteo川α「AqtJeOuSSolution，TohokuUniYerSity：東北大学非水溶液化学研究所

CheStDiBeGSeR馳rchlnstitute，KyotoUniYerSity：京都大学胸部疾患研究所

chieftechnicianofnuclear reactors：原子炉主任技術者

｛chloroイIuorowbon：　フロンガス

City Pl鮎mingLm：都市計画法

CivilCde：民法典

CiYilEngineeringResewchInBtitute：開発土木研究所（北海道開発庁の附属機関）

Cl餞mAirActA題end齢ntOf1370：1970改定大気浄化法（米国国内法）

coalbrninBtherJBalpoYergeneratiα1：石炭火力発電

co81psific8tion：石炭ガス化

COllectiYere包earch：共同研究

co車把rCial brodcaSterS：一般放送事業者

伽■記Pcial Me：商法

00案脚ci81re馳ctOr：実用炉

ColiBSionforAdJLiniStr＆tiYe肋叫ementandlnspection：行政監理委員会

Co⊥■itteeforRefornofScienceRe訳乳rChStructure：学術体制刷新委員会（昭和22年に設けられた内閣の

臨時機関）

ColitteeforScientificBndTechologic＆lPolicy（CSTP）：科学技術政策委員会（CSTP、OECDの

委員会）

CoJLitteeonPolicyN＆tterS：政策委員会（科学技術会議の会議）

ColitteeontheS＆fetyofNuclearInst8118tion（CSNI）：原子力施設安全性委員会（CSNI）

Cohnic＆tionsRescwchI血r＆tOry（CRL）：通信総合研究所（CRL、郵政省の附属機関）

Co■りnic＆tionsS＆tellite（CS）：通信衛星（CS）

Co卿rehenSiYelO－y肺Str＆teWfor伽購rControl：対がん10ヶ年総合戦略

co卿rehenBiYeagree鱒entlethod：包括同意方式

CoprのenSiYeandBaSicScienceandTechnolo訂Policytobet止entovdtheNeYCentury：新世紀に

向けてとるべき科学技術の総合的基本政策について（科学技術会議諮問第18号）

CoJPrehensiYeandFund8齢nt81NeaSureSfor theDeYeloplentOfScienoeandTechnologyforlOYearB

A肺d：10年後を目槙とする秤婆技術振興の総合的基本方策について（科学技術会議第1号答申）

CoprehensiYeBasicPolicyforU搾rdingwdStrengtheningofInfraStrtJCtureBtOSuppOrtScienceand

T∝加ology：科学技術振興基盤の整備に関する基本指針について（科学技術会議第16号答申）
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CoJPrehensiYeFundaJent＆1PolicyforPro輸OtionofScienceandTednolo騨tO OcuSCurrentCha叩inB

Situ＆tionsfroJLtheLonrTerlVieY：新たな情勢変化に対応し、長期的展望に立った科学技術振興の総

合的基本方策について（科学技術会議第11号答申）

CoprdlenBiYeJoint Resewch：総合研究

伽卿r血miveN鵬ional馳Yelop鷲mt Plもn：全国総合開発計画

Co卿rdlenSiYeN＆tionalLmdDeYelopJEBntLw：国土総合開発法

CoJPutedTolOgr8phy（CT）：コンピューター断層掃影法（CT）

coJPuterScience：情報科学

concentrationofpopul＆tionaJldY＆riotJSfunctionsinTokyo：東京一極集中

ConferenceofNinistersandGoYernOrSOftheGroupofSeYenCountrieB（G7）：先進もカ国蔵相会議（G

7；日本、米国、西独、英、仏、伊、加の7ヶ国）

consultation：協議

伽帽ultingE叱ineer：技術士

CorBultingEngineerAct：技術士法

ConBultingEnsineerCouncil：技術士審議会（科学技術庁の諮問機関）

consu齢r grOup：消費者団体

0°nSu］er price：消費者物価

Consu齢rPricelndexes（CPl）：消費者物価指数（CPl）

COntr8ct：委託

COntr8Ct trainingprograJL：受託研究員制度

contribution tointemation81裾iety：国際貢献

controlld8re8：管理区域

ConYentiononthePreYentionofhrinePollutionbyD叫PingofYastes8ndOther‰tters：海洋投棄規

制条約

Cooper8tiYeDeYelo関entYithIndtJStry：委託開発（新技術事業団関係）

ColperatiYeResearch：総合研究

Ccwdin＆tingCollitteeforExportControltoCollUnistArea（COCOM）：ココム（COCOM、対共産圏輸

出統制委員会）

CoordinationDiYision：調整課（科学技術庁科学技術政策局内の課）

Cwdin＆tionforLiCenBing：開発のあっせん（新技術事業団関係）

Coordin＆tionofBudgetRequests：見積もり方針調整

coⅣright：著作権

Councilforleronautics，ElectronicBandotherAdYancedTechnologies：航空・電子等技術審議会（科学

技術庁長官の諮問機関）

Councilfor馳eanDeYelo聞ent：海洋開発審議会（内閣総理大臣の諮問機関）

CotJncilfor政治anScienceandTechnology：海洋科学技術審議会（昭和B6年に設置された審議会。昭和46年

に海洋開発審議会に改組。）

CouncilforScienceandTechnolo騨（CST）：科学技術会議（内閣総理大臣の諮問機関）

伽Ⅶ氾ilforTr8nSpOrtTのhics：運輸技術審議会（運輸大臣の諮問機関）

CotncilofMinisters：閣僚会議

creatiYer馳rch：創造的研究

current balance：経常収支
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【D】

d＆t＆teleco工munic8tion：データ通信

dab tr鵬1ission：データ伝送

decentr＆lization：地方分権

deool量iBSioning：廃炉（原子炉）

deep8ear鰭餓rchsubぉersible：潜水調査船

馳ねnSe蝕ency：防衛庁

defenBeindepth：多重防護

delibぼation：審議

DeJKK：r鵬icScientistSABSOCi＆tion：民主主義科学者協会

deJDnStr＆tionreactOr：実証炉

DeputyDirector一飴ner＆1：審議官（科学技術庁内の官職）

DeputyXinisterforScienceandTechnology：科学審議官（科学技術庁内の官職）

鮎関tyVioe－Hinister：官房長

de川場ulation：自由化

deSig払tion：指定

deSignrights：意匠権

deYelop齢nt8ndutiliz＆tion：開発利用

digitalaudiotaPerecOrder（DAT）：デジタルオーディオ・テープレコーダー（DAT）

disaSter preYention：防災

DisasterPreYentionR馳rchInstitute，KyotoUniYerSity：京都大学防災研究所

doublehelix struCture：二重らせん

hbhlearning：蘭学

【E】

倒肝t叫膿e－prOOfdesign：両億討十

EwthquakeResearChInstitute，UniYer唱ityofTokyo：東京大学地震研究所

earthScienceandtechnology：地球科学技術

Eqy101icCouncilABency：経済審議庁（昭和27年発足、昭看mO年経済企画庁に改組された機関）

Eca10鼻ic DeliberationCouncil：経済審議会

EcaIOlicNan叫enentYithin＆Glob＆1CαlteXt：世界とともに生きる日本（経済審議会報告）

醐101icplan：経済計画

EcmoJLicPlamingABency：経済企画庁

ecmolicreh8bilitation：経済再建

E∝椚01icRehのilit＆tionFundinbctJPiedArea（EROA）：占領地復興援助費（EROA）

肋01ic馳rchlnstitute：経済研究所（経済企画庁の附属機関）

EIectri鴎l＆ElectrorLicStandardSDiYision：電気規格課（工業技術院槙準部内の課）

eleCtric pover deYeloplent：電源開発

EIectricPowerDeYelop■entCo．，Ltd．：電源開発株式会社

ElectricTechnologyCouncil：電子技術審議会

Ⅲectricutilityl血try伽uncil：電気事業審議会（通商産業大臣の諮問機関）

eleCtrific＆tion：電化
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ElectroniCS aVigationInStitute：電子航法研究所（運輸省の附属機関）

Electrotechnic＆lhtKIr＆tOry（ETL）：電子技術総合研究所（工業技術院の試験研究機関）

EwgencyCoreCoolingSySteJL（E（℃S）：緊急用炉心冷却装置（ECCS）あるいは非常用炉心冷却系（E

CCS）

hcoum堰enentOfB的ic馳8earの：重点基礎研究（科学技術振興調整費）

Enev’spropertyAdJLiniStr＆tionAct：敵産管理法

enereycOnBerYation：省エネルギー

en胼gy e†ficiency：エネルギー消費効率

enfbroelent：施行

EnBineerinSTestSatellite（ETS）：技術試験衛星（ETS）

EnelidlChannelTurnel：英仏瀞爽トンネル（ドーバー海峡トンネル）

Enterpri8eRationaliz8tionProlOtionlAY：企業合理化促進法

EnYirαは給nt Agency：環境庁

EnYironJKntalI叩aCt血糊l把nt：環境アセスメント

enYirmJK！ntalradiation鴫Onitoring：環境放射線モニタリング

む偲imandFlod伽ntroIE齢rgeにy　切SWeSh膚：治山治水緊急措匿法

EstdbliShJAenthYOfCouncilforScieTK治8ndTechnology：科学技術会議設置法

EstのlishJBentOfBasichYOfScienceandTechnology：科学技術基本法の制定について（科学技術会議諮

問第1号に対する追加答申）

Europe乱nAtomicEnergyColmunity（EURATOM）：欧州原子力共同体（EURATOM）

EurOpeanCo皿孤unity（EC）：欧州共同体（EC）

EuropeanFreeTrde ssoCi＆tion（EFTA）：欧州自由貿易連合（EFTA）

EuropeanNuclear EnergyAgency（ENEA）：欧州原子力機関（ENEA）

Europ飽nOrganizationforNucle8r eSearch：欧州合同原子核研究機関（CERN）

Europe乱n Patent Office：欧州特許庁

Europe乱nSpweAgency（ESA）：欧州宇宙機関（ESA）

EuroeanS関ceResearchOr脚izAtion（ESRO）：欧州宇宙研究機構（ESRO）

Europ飽nSpceVehicleLaAJncherbYel叩JBntOr脚ization（ELDO）：卿、lロケット開発機構（ELDO）

Europ飽nStrategicPrograJLforReB轍・d＝肌dDeYelopnentinInforn＆tionTechnoloey（ESPRIT）：エスプ

リ言個（ESPRI、欧州情瑚支術研究開発戦略）

exaJLimtion－On－denLandSyStel：審査請求制度

exdla叩eOfnotes：交換公文

ExdlangeOfNoteSConcerningCooper＆tionbet曹een　抑anandtheUnitedSt＆teSOfAJk3ricainSp8ce

ActiYities：日米宇宙開発協力交換公文

Experi血entalCo皿unic＆tionS＆tellite：実験用静止通信衛星

exFeriJLentaldeYiceforbreak－eYenPlaSふacOndition：臨界プラズマ試験装置

experi皿entalreactor：実験炉

explor＆tOryreSearCh：探索研究

Explor＆tOryResewchforNYanCedTeChnolo騨（ERATO）：創造科学技術推進制度（科学技術庁の制定、ER

ATO）
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【F】

f糾〉illtyforcol｝OnuSe：共用施設

Fair TmdeC胡瓜isSion：公正取引委員会

F8St触感er R飽ctOr（FBR）：高速増殖炉（FBR）

Fer題ent＆tionReBeWのInBtitute：微生物工業技術研究所（工業技術院の試験研究機関）

feldaldolain：藩

FifthGener＆tionCoJPuterProject：第五世代コンピュータ開発計画（通商産業省関係）

Fim山伏Division：会計課（科学技術庁長官官房内の課）

fimmci＆lcoJbine：財閥

F血のcialCriSis：金融恐慌（昭和2年に発生した経済恐慌）

Ilnanci＆lderegul＆tion：金融自由化

FimmcialhⅣ：財政法

FireEbfenBeAsency：消防庁

Fire胞朗鉗ChInstitute：消防研究所（消防庁の附属機関）

FirStFiYeTYewRodl坤rOYemtPrQgraJL：第一次道路整備5ヶ年計画

FirBtN＆teri＆lProcwingTestPro田≠m（FMPT）：第一次材料実験（FMPT）計画

FirBtProYiSionalCo工missionforAdJLinistr8tiYeReforA：第一次陶時行政調査会

fimlye8r：会計年度

FidlerieSAeency：水産庁

fisSicnproducts（FP）：核分裂生成物（FP）

FiYeYのrP18nOfEconoliclndependence：経済自立五ヶ年計画（昭和即年閣議決定）

FiveY飽rS肋noliCPlan：経済運営5ヶ年言1個

FlexiblehnufacturingSyBtel（FMS）：フレキシブル生産システム（FMS）

Fl∞dControIS関南lAαOunth曹：治水特別会計

Forestrylgency：林野庁

ForestryandForestProductsReseBrdlInstitute：森林総合研究所（林業試験場。林野庁の附置研究所）

formationdis昭弘1：地層処分

FoLnd＆tionofJ胼爪，soYer－AllScierx；eandTechnologyPolicyBasedonl．onrTerlProspects：長期的展

望に立った総合的科学技術政策の基本について（科学技術会議第6号答申）

free tr8de：自由貿易

FrontierResewchPro訂aJL：国際フロンティア研究システム（理化学研究所の制度）

FruitTree馳離漁rchStation：果樹試験場（農林水産省の附属機関）

fuel恍11：燃料電池

FulbrightPrograJL：フルブライト計画

FurKl＆lent81NewuresConcerningFloYOfScientificandTeChnologicalInforJLation：科学技術情報の流

通に関する基本的方策について（科学技術会議第4号答申）

FurKh齢ntalPolicyofJ坤肌，ssp眈eDeYelop肥nt：宇宙開発政策大綱（昭和53年宇宙開発委員会が我が国の

宇宙開発政策の基本方針を定めたもの）

FundaJBnt＆lPrincipleofAdJLiniStr＆tiYeReforldeterLinedbythethbinet：行政改革大綱（閣議決定）

FurKl＆Jent＆1rescwchonS＆fetyino陣nRecodbin帥tDNATechnologyinthefieldtest：組換えDNA技

術の開放系における安全性に関する基礎的研究（科学技術振興調整費による研究（昭手脈3年度開始））
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Furd＆影nt＆lsofCoJPrdlenSiYeScienoe乱ndTechnoloⅣPolicyfortl℃1970，5：1970年代における総合的

科学技術政策の基本について（科学技術会議第5号答申）

Furd＆案ent8180fProlOtionofRecobin8ntDNAR鰭e魚rch：遺伝子組換え研究の推進方策の基本について（科

学技術会議第8号答申）

【G】

gwcentrifugepr鵬β：ガス遠心分離法

gene延mipul＆tion：遺伝子操作

Ser給r＆lwcount：一般会計

Gener＆lABreenentOnTariffSandTr8de（GATT）：関税貿易一般協定（GATT）

generalcoordination：総合調整

Gener＆lCoordinationDep訂tlent：総務部（工業技術院内の部）

Gener＆lCoordinationDiYiSion：総務課（科学技術庁長官官房内の諜）あるいは総務課（工業技術院総務部

内の課）

Gener81GuidelinesforScience8鵬TedmologyPoliCy：科学技術政策大網（閣議決定）あるいは科学技

術政策大綱について（科学技術会議第12号答申）

Gener＆lHedquarterCiYilInfor皺止ionSection：連合軍総司令部民間情報局

gene therapy：遺伝子治療

geneticengineering：遺伝子工学

GedesyCouncil：測地学審議会（文部省の諮問機関）

Geogr8PhicalSurYeyInstitute：国土地理院（建設省の附属機関）

馳ologicalSurveyofJ坤的：地質調査所（工業技術院の試験研究機関）

geost＆tionaryOrbit：静止軌道

geoSt＆tionaryorbitals8tellite：静止軌道衛星

geostationaryS＆tellite：静止衛星

geotherJLa1power gener＆tion：地熱発電

glob81enYironnentalconcerns：地球環境問題

glob81enYironmentalproble題S：地球環境問題

glのalwarning：地球温暖化

GoYernJLentAccountforReliefinOccupiedArea（GARIOA）：占領地救済援助費（GARIOA）

goⅥ汀川肥nt bonds：国債

GoYern鵬entIndustria1DeYeloplentlのoratOry，Hokk＆ido：北海道工業開発試験所（工業技術院の試験研究

機関）

（hverm給nt

GoⅥ汀曲ent

（bvernlent

臨）Verm給nt

Gover川記nt

（bverm給nt

Industrial

lndustrial

Industrial

Industrial

lndustrial

lndustrial

ReSearch

胞漁rch

R馳rch

R馳rch

臨池rCh

馳蜘Jch

lnstitute．Chugoku：中国工業技術試験所（工業技術院の試験研究機関）

lrBtitute，bu血u：九州工業技術試験所（工業技術院の試験研究機関）

IrBtitute，N8gOy＆：名古屋工業技術試験所（工業技術院の試験研究機関）

IrBtitute，蝕山は：大阪工業技術試験所（工業技術院の試験研究機関）

IrBtitute，Shikoku：四国工業技術試験所（工業技術院の試験研究機関）

ll唱titute，Tohoku：東北工業技術試験所（工業技術院の試験研究扱閲）

GoYernJLentRt調＆rChandDeYelo聞肌tPlanOnSubstwce／hterialSeritsScience8ndTechnology：物質

・材料系科学技術に関する研究開発基本計画について（科学技術会議第14号答申）

goYernlent r馳rchers：研究公務員
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GrantforJle81thScienceS：厚生科学研究費補助金（厚生省の制度）

Grant－in胃AidforCancerResewch：がん研究助成金（厚生省の制度）

む腑t－in－AidforScientificR馳・の：科学研究費補助金（文部省の制度）

むeatK的tO払rthqu膿eoflSB：関東大震災

訂eenk氾Seeffect：温室効果

GroSSDoleSticProduct（GDP）：国内総生産（GDP）

む暖泊池tion81蜘nditu・e（GNE）：国民総支出（GNE）

GroBBN＆tion＆lProduction（GNP）：国民総生産（GNP）

GuidelineSforRecod）inaAtDNAExperi齢ntS：組換えDNA実験指針（科学技術会議が定めたもの）

GuidelinesforResearchInYOIYinB肋0めinantDNA‰leCules：組換えDNA実験指針（米国NIHが定め

たもの）

【H】

H訂imaScience随rdenCity：播磨科学公園都市（兵障県）

hewyp肝ticle800eler＆tOr：重粒子加速器

HiのDefinitionTeleYiSion（HDTV）：ハイビジョン（HDTV）

hi曲的S：公海

hiの－teqPerature gaS－COOledreactOr：高温ガス炉

hiのte耶er＆tureSuPercOnductors：高温超伝導体
I

nokhidoDeYelop肥nt Agency：北海道開発庁

Honshu－Shikoku Bridge：本州四国連絡橋

Honshu－ShikokuBridgeAuthority：本州四国連絡橋公団（特殊法人）

Hoは把OfCouncilors：参議院

恥胱OfRepreSent8tives：衆議院

HousingandUrbaJIDeYelopJentCorpor＆tion：住宅・都市整備公団（特殊法人）

Hu放れFrontierSciencePro伊am（HFSP）：ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム

b血ogen fueled随r：水素自動車

Hydro訂坤hicDeYelopbent：水路部（海上保安庁の附属機関）

hydropoYer generation：水力発電

HyperBOnicTransport（HST）：極超音速旅客機（HST）

【I】

iJPrtlitx！r＆liz＆tion：輸入自由化

independent techTLOlow：自主技術あるいは国産技術

indirect t8XeS：間接税

InduStri＆1地肌ufactureBlnSPeCtionln8titute：工業品検査所

InduBtri81ProductsReSe8rdllnBtitute：製品科学研究所（工業技術院の附属機関）

IndustrialPropertyRight：工業所有権

Industri81PropertySystem：工業所有権制度

hdustria1Standardi払tionb胃：工業慄準化法

InduStri＆lStructureCouncll：産業稀造審議会（通商産業大臣の諮問機関）

industri＆l technology：工業技術
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Industri＆lTechnologyCouncil：産業技術審議会（通商産業大臣の諮問機関）

Industri＆1恥ter：工業用水

inertialconfinenent：慣性閉じ込め

inertialnaVi帥tion：慣性航法

infor私tioninduStry：情報産業

infor私tionscience：情報科学

Infor払tionTechnologyStandardsDiYision：情報規格課（工業技術院標準部内の課）

infrastructure：社会基盤

initi＆ling：仮署名（外交用語）

in肥r bureauS：内部部局

inquiry：諮問

in印ection：査察

InSLtituteA血inistrationDiYiBion：原子力開発機関管理官室（科学技術庁原子力局内の室）

InstituteforChenicalResewch，KyotoUniYerSity：京都大学化学研究所

InBtituteforCosJnicR岬R暢飽rch．UniYerSityofTokyo：東京大学宇宙線研究所

InBtituteforMedicalandDentalEngineering，TokyoNediCaland胞It81UniYerSity：東京医科歯科大学

医用器材研究所

InstituteforMoleCu18rScience，OkazdkiNationalResearChInstitutes：岡崎国立共同研究機構分子科学

研究所

InstituteforNewGenerationCo叩uterTechnology（lCOT）：新世代コンピュータ技術開発機構（ICOT）

InstituteforNuclearStudy，UniYerSityofTokyo：東京大学原子核研究所

In鈍ituteforPosts＆Teleoonlunic鵬ionsPolicy：郵政研究所（郵政省の附属機関）

InstituteforProteinReSearch，bdkaUniYerSity：大阪大学蛋白質研究所

InstituteforSolidPhysicS，TheUniYerSityofTokyo：東京大学物性研究所

lnstituteforTropical械edicine，Tl喝a馳kiUniYerSity：長崎大学熱帯医学研究所

InBtituteforVirusResearch，KyotoUniYerSity：京都大学ウィルス研究所

InstituteofldY帥CedNateri＆lStudy，XyushuUniYerSity：九州大学機能物質科学研究所

InstituteofAgriCultur＆lhchinery：農業機械化研究所

InstituteofAppliedMicrobiology，UniYerSityofTokyo：東京大学応用微生物研究所

InstituteofAtoJliCEnergy，XyotoUniYerSity：京都大学原子エネルギー研究所

InstituteofEndocrinology，GuJLBUniYerBity：群馬大学内分泌研究所

InstituteofHighSpeedNechanicS，TohokuUniYerSity：東北大学高速力学研究所

Instituteof・HospitalAdzLiniBtration：国立医療病院管理研究所（厚生省の附属機関）

Instituteof　皿nunOlogicalScien耽，HokhidoUniYerSity：北海道大学免疫科学研究所

InstituteofIndustri＆lSciences，UniYerSityofTokyo：東京大学生産技術研究所

InstituteofLovTe血Per＆tureScience，Hokk＆idoUniYerSity：北海道大学低温科学研究所

InstituteofMedicalScience，TheUniYerSityofTokyo：東京大学医科学研究所

InstituteofPhysic81andChemicalResearch（略称：RIKEN）：理化学研究所（特殊法人、RIKEN）

lnstituteofPhysic＆landChelic81馳能紺ChL胼：理化学研究所法

InstituteofPlas阻PhysicS，N叫Oy＆UniYerSity：名古屋大学プラズマ研究所

InstituteofPopulationProble車S：人口問題研究所（厚生省の附属機関）

lnstituteofPubliCHealth：国立公衆衛生院（厚生省の附属機関）
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Instituteof・Scientific的dIndustri＆lR腺賂rch，Osak＆UniYerSity：大阪大学産業科学研究所

InstituteofSp∽e8ndABtrOn8utic81Science（lSAS）：宇宙科学研究所（ISAS、文部省大学共同利用機

関の一つ）

lnStituteofSt＆tiSti鴎1肋theJBtics：柑十数理研究所（大学共同手順機関の「つ）

1nBtituteofTr8mSferforIDduStri＆lTedholow（lTIT）：国際産業技術研究事業（lTIT）

lntegr＆tedCircuit（IC）：集積回路（IC）

Integr＆tedSerYi∝癌Digit＆1】et曹OPk（lSDN）：サービス総合デジタル網（ISDN）

intellectu81Propertyright：知的所有権

InterBOYernJN，nt＆lCo⊥mltteeonScie肩にeandTechnologyforDeYelop岬t（TCSTD）：開発のための科学技術

政府間委員会（ICSTI）、嘲伽7年に設立が決定された国連の機関）

lnterBOYernJent81PaJlelonCliBteCh咄e（IPCC）：気候変動に関する政府間パネル（IPCC）

interiJLOrder：仮処分

Interdi＆teandLo雄一RanBeBaBicPolicyofN＆tion＆1RewchlrLStituteB：国立試験研究機関の中長期

的あり方について（科学技術会議第13号答申）

ln触1ini5terial恥的肝のand　即elo剛記ntDiviSion：総合研究課（科学技術庁研究開発局内の課）

lntern＆tion＆lAff＆irsDiYiSion：匡際諜（科学技術庁科学技術振興局内の課）

Inter随tionalAtoliCEner〝ABenCy（lAEA）：国際原子力機関（IAEA）

Inter愉tionalColliSSiononRdiologiqllProtection（ICRP）：国際放射線防護委員会（ICRP）

Intern腋tionalConferenceonPe8Cdul馳esofNucle8rEnergy：原子力平和利用国際会議

intern＆tion81COntribution：国際責献

intern＆tion＆lcooperation：国際協力

Internation＆lCouncilofSclentiflcUnions（lCSU）：国際学術連合会議（ICSU）

lnternation81EnergyAgency（IEA）：国際エネルギー機関（IEA）

internation＆lexchange：国際交流

InternationalExposition．T8ukuba．J＆隅m．1985：国際科学技術博貿会

Intern＆tionalGeophysical ear（IGY）：国際地球観測年（IGY）

intermtionalh8rュOni払tion：国際整合化

Inter随tionalHuJBnFrontierScienceProgr8JOrgwiz＆tion（HFSPO）：国際ヒューマン・フロンティア●サ

イエンス・プログラム推進機構（HFSPO）

internation＆lization：国際化

InternationalL＆titudeObBerY＆tOry：緯度観測所（文部省所管の国立研究所。昭和お3年度国立天文台に統合

された。）

Inter恥tionalNaritileS＆telliteOr帥niz8tion（川MARSAT）：国際海事衛星機構（INMARSAT）

lnternation＆1敗）netaryFuJld（1肝）：国際通貨基金（IMF）

Intern＆tion81NucleArFuelCycleEY＆ltJ＆tion（川FCE）：国際核燃料サイクル評価（INFCE）

lnter随tionalbeanExpoSition，晩i随町，J8P址，1975：沖縄国際海洋博覧会

inter随tionaloil払jors：国際石油資本（メジャ，）

Intern＆tion810r脚izationforStan血rdization（ISO）：国際標準化機構（ISO）

inter愉tionalopgani払tiomB：国際機関

InternationalPatentClaBSific＆tion（IPC）：国際特許分類（IPC）

lnternation81PropertyActin恥rtile：工業所有権戦時法

InternationalResc8rchandDeYelq贈れtCoo陣r＆tionDiYision：国際研究協力課（工業技術院総務部内の諜）
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Internation＆1ReBCarchExch叫eActiYities：国際研究交流促進事業（新技術事業団の事業）

Intern＆tionalSp。e－Aff＆irSDiYision：宇宙国際課（科学技術庁研究開発局内の課）

Intern＆tion＆lSpceYew（ISY）：国際宇宙年（ISY）

Inter随tionalStandardsOffice：国際規格室（工業技術院標準部内の室）

Inter随tio払ISuperconductiYityTednolo肝Center（ISTEC）：国際超電導産業技術研究センター（ISTE

C、財団法人）

lntern＆tionalTedhnoloByReBeWdhdInforJBtionOffice：国際技術調査室（工業技術院総務部内の室）

lnter愉tionalTeleco叫unic8tionsS＆teIliteOrganization（INTELSAT）：匡際電気通信衛星機構（INTE

LSAT）

lnterr鵬ionalTher題Onucl鴎rExper油凱tR肋ctOr（lTER）：国際熟核融合実験炉（ITER；日本、米国、E

C、ソ連の共同事業）

lnter－UniYer8ityRescarchInStitute：大学共同利用機関

introductionofforeigntechnolow：技術導入

【J】

Ja脚IA鴎de町：日本学士院

加地n－ASEAN‰perationonScienceandTechnology：日本・アセアン科学技術協力

J＆P8nAtoAicEnergyReBCArchInstitute（JAERl）：日本原子力研究所（特殊法人、JAERI）

J抑帥Ato皿icEnergyReSearChInstitutehY：日本原子力研究所法

J抑抑AtoJLicIndustrialForuJn，IrK：．（JAIF）：日本原子力産業会議（社団法人、JAIF）

JaPnAto血ic Power Co．，lnc．：日本原子力発電株式会社

Ja陣n－AuBtr＆li＆Agree薗entOnCooprationin・ReseaPchandDeYelop耽れtinScienceandTechnology：

日豪科学技術研究開発協力協定

J＆関nBrodcaStingCorporation（NHK）：日本放送協会（NHK）

J脚rl－－ChinaHinisteri81Neeting：日中閣僚会議

血陣nCoJJLunicationsS＆telliteCo．，Inc．（JC－SAT）：日本通信衛星株式会社

J抑mづCHighLeYelConsult＆tions：日・ECハイレベル協議

Ja脚l領把蝕関ri孤ent仙ule（JEM）：日本実験モジュール（JEM）

J8脚IeSelndustrialStand8rds（JIS）：日本工業規格（JIS）

Ja陣n飴e貼tionalhilWS：日本国有鉄道（国鉄）

J坤的eSeTechnicalLiter＆tureAct：日本技術文献法（米国国内法）

Ja卿IeSeUnifiedStandardSforTeleo鱒皿iCations（JUST）：日本通信規格（JUST）

Ja卿ExternalTradeRecoYeryOr脚nization（JETRO）：日本貿易振興会（特殊法人、JETRO）

血場n－FinlandTrde8ndEconolicCoTBult＆tions：日・フィンランド貿易経済協議

J坤抑HighY町PublicCorpor＆tion：日本道路公団（特殊法人）

Ja脚IHousing伽r関ration：日本住宅公団（特殊法人）

Ja陣nInfornationCenterofScierK：e＆rdTechnology（JICST）：日本科学技術情報センター（特殊法人、J

ICST）

J脚nlnfor払tionCenterofScienCe＆rdTedhnologylAW：日本科学技術情報センター法

血取れInstitbteofInYentionandInJXIY＆tion：発明協会（社団法人）

Ja脚IIntern＆tionalCooper8tionABency（JICA）：国際協力事業団（JICA、特殊法人）

J脚nKeyTechnologyCenter：基盤技術研究促進センター（通商産業省・郵政省の特別認可法人）
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J8脚1－Kore＆NiniSteri81NeetinBmScienceandTechnology：日韓科学技術大臣会議

J脚n馳rineScienceandTechnologyCenter（JAMSTEC）：海洋科学技術センター（特別認可法人）

JpN＆rineScienceandTechnologyCenterLm：海洋科学技術センター法

J脚Nucle＆rFuelInduStriesCo．．Inc．：日本原燃産業株式会社

J調nNuclearFuelSerYiceCo．，Ltd．：日本原燃サービス株式会社

血卿川ucle乱rShipDeYelop量ent肺ncy：E］本原子力船開発事業団（特殊法人）

血卿川ucle8rShipRese肝ChandbYel即題entAgency：日本原子力船研究開発事業団（特殊法人）

J8卿P＆tentlnfor払tionOr88niz＆tion（JAPIO）：日本特許情報機構（JAPIO）

J脚【lProductiYityCenter（JPC）：日本生産性本部（JPC）

J叩肌S眈ietyforSciencePolicy＆nd胞earCh馳劇堵elent：研究・技術言1画学会

J8陣nS鵬ietyfor thePro最Otionof艶ience（JSPS）：日本学術振興会（特殊法人）

J脚l刊．S．Agree血entOnCqper＆tioninResearch8ndDeYelop肥ntinScienceandTechnology：日米科学

技術協力協定

J叫喩n－U．S．Reproce83ingNegoti＆tion：日米再処理交渉

J8陣n恥rldEx陣旭ition，蝕血，1那0：日本万国博覧会

JobmE耶reS聞け：常磐自動車道

JointCoqunique：共同声明

joint reBearCh：共同研究

JointResearChUtilizingScientifiC＆rKITechnologicalPotentialinRegion：地域流動研究制度

joint uSe：共同利用

juniorcollege：短期大学

【K】

KanmiScienceCity：関西文化学術研究都市

KinaiBranch，Centr81AgriculturalEx囲riJLentalStation：農事試験場故内支場

knoYl肺eenBineering：知識工学

knowldgeindustry：知識産業

Kokus＆iDenshinDenwaCo．，Ltd．（KDD）：国際電信電話株式会社（KDD）

【L】

LiLx）r8tOryatt8ched touniYerSity：大学付属研究所

1血diS問81：陸地処分

b鵬u馳ZoningSyStel：線引き制度

LugeScaleIntegration（LSl）：大規模集積回路（LSI）

hrge－S仇leProj餌t：大型工業技術研究開発制度（通商産業省の技術開発制度）

lascr b飽n肋chining：レーザー加工

1む記r fuSion：レーザー核融合

18Serisotopeseparation：レーザー渦縮法

bⅣC∝l恍rningN鵬ionalSpa恍恥velq田脈肌t触encyofJ叩弧：宇宙開発事業団法

LmCcncerningPreYentionfroIRdiationH∝払rdsduetoRdio－Isoto関軌etc．：放射性同位元素等によ

る放射線障害の防止に関する法律
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hⅣcmcerningPro蜃OtionoftheDeYelop意en andlntroductionofAltern誠iYeEnergy：石油代替エネル

ギーの開発及び導入の促進に関する法律（通商産業省関係）

LwConcerningR＆tion81UseofErxBr騨：エネルギーの使用の創封ヒに関する法律（省エネ法）

LaYC皿cerningtheIIPrOYekntOfSystelforR馳rchandDeYelop脈∋ntintheFieldoflndustria1

TeCh0logy：産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律

LmforConstruCtionofTBukub＆Scien虎City：筑波研究学園都市建設法

LmforEhergenCyNeaBureSfortheProhOtionofElectroniclndustryDeYeloplent：電子工業振興臨時措

置法

hvforEstのliShJBentSOftheSpaCeACtiYitiesCoLJission：宇宙開発委員会設置法

LwforF舵ilitatingGoYernJent＆lREBeBrchExchange：研究交流促進法（昭柵1年制定）

L＆YforNationalShinkaJ旭enNetYOrk：全国新幹線鉄道整備法

Lmfor St8teOYnerShipofR＆ilY岬ふ：鉄道国有法

LaYfortheF8cilitationofRewChinFundaJent＆lTechnologies：基盤技術研究円滑化法

hYfortheRegulationsofNuclcqSotJrCeぬteri＆1．NuclearFuelhteri＆landReactors：核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

hvfortheSpecialNeaSureSq＆instLugel氾aleEwthqudke8：大規模地震対策特別措置法

hwofPoYerReactOrandNuclearFuelDeYelo関entCorporation：動力炉・核燃料開発事業団法

h州OnCo叫崎nSation for Nuclearh叫e：原子力損害賠償法

legislation：制定（法律の）

liberalization：自由化

life sCiences：　ライフサイエンス

Life SciencesDiYiSion：ライフサイエンス課（科学技術庁研究開発局内の課）

Liのt EnittingDiode（LED）：発光ダイオード（LED）

light water reactOr：軽水炉

line＆rnOtOr Car臥gleY：リニアモーターカー推進路上式鉄道

LiquefiedNaturalGas（LNG）：液化天然ガス（LNG）

LiquidCryst81Displ坤（LCD）：液晶表示素子（LCD）

liquidpropel18nt r（氾ket：液体ロケット

load follow oper＆tion：出力調整運転

lod folloW－uPOperation：負荷追従運転

localauthority：地方公共団体

LonrTerlBasicPrograJLforDeYelop齢ntandUtiliz＆tionofNuClearEnergy：原子力開発利用長期基本計

画（原子力委員会が昭和B1年に内定した計画）

LongterlProgranforDeYeloplenta鵬UtilizationofNucle＆rEnerw：原子力開発利用長期計画（原子力

委員会が定める計画）

low■leYelr8dioactiYeYaStefin＆18torqebusiness：低レベル放易欄三廃棄物埋設事業

【M】

ぬ血it℃rySt血血DiYiSion：機械規格課（工業技術院標準部内の課）

馳dline tranSl＆tion：機械翻訳

－agleY：磁気浮上式鉄道

LqleYdriYenbylinear細OtOr：リニアモーターカー推進浮上式鉄道
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即eticleYit＆tingtran5POrt＆tionsystel：磁気浮上式鉄道

岬ebb血血ic剛押er en訂鵬ion：電磁流体力学発電（MHD発電）

Jdking＆forJaldecision：決裁

NaJqekntandCoordin＆tionABenCy：総務庁

勘medSPWeflightpro訂am：有人宇宙飛行計画

ぬritileS＆fetyAgency：海上保安庁

恥brialStandardsDiviSion：材料規格課（工業技術院標準部内の諜）

車atter／払teri81seriesofsciencedtechnology：物質材料系科学技術

岸翔Sure：施策

MeasuresforRenoYationandStrengtheningofN＆tion81ResewchInstitutes：国立試験研究機関を刷新充

実するための方策について（科学技術会議第3号答申）

艶d賂nicaIEngineeringl血r＆tOry：機械技術研究所（工業技術院の試験研究機関）

細edlatrOnics：　メカトロニクス

艶dic＆landYelf＆reEquipJentTedlnOl噂yDeYelop齢ntOffice：医療福祉機器技術研究開発室（工業技術院

総務部内の室）

肺ic＆lf8cilities：医療施設

kdic8日nstituteofBioreeul＆tiα1，伽血uUniYerSity：九州大学生体防御医学研究所

Nedic＆lResearChlnstitute，Tokyo肋icalandDentalUniYerSity：東京医科歯科大学難治疾患研究所

¶患コDr札ndun：覚書

Neteorologic81Agency：気象庁

NeteorologicalResewchInstitute：気象研究所（気象庁の附属機関）

搬tropolitanlnter－CityExpre8SYay：首都圏中央連絡自動車道

JLi訂Ofabricationtechnique：微細加工技術

liningand恥nuf8cturinBinduStries：鉱工業

Xinister ofState for ScienceandTcchnology：科学技術庁長官

Ninister，BSecret8ri＆t：長官官房（科学技術庁の官房）

NinistryofAgriculture，Forestrya鵬FisherieS：農林水産省

XiniStry Of CoAnerCe andIndustry：商工省

Ninistry of Con皿unication：逓信省

Xinistry of Construction：建設省

HiniStryOH独ineeri叩：工部省

XinistryofFinance：大蔵省

削れistryofForeignlffairs：外務省

NinistryofHealth8nd曹elf8re：厚生省

照iniStry Of Hole AffairS：自治省

嵐iniStryOf hternのion＆lTrdeもndIrdustry（＝Tl）：通商産業省

NiniBtryOfJuStice：法務省

≠iniStryOf肋町：労働省

蝿inistry ofPostBandTeleco車1unic＆tiα協：郵政省

NiniStryOfTelecowunic＆tion：電気通信省

NinistryofTranSPOrt＆tion：運輸省

削toAtolicEnergyOffice：水戸原子力事務所（科学技術庁の地方支分部局）
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Xiyazd（iM肺leYTeStTrack：宮崎実験線

eobiletelecoJuunications：移動体通信

101ecularbiology：分子生物学

NonbusyoFelloYBhippro訂8mforJ＆PneSeScholar日nd熟労earcherStO5tudyAbrod：文部省在外研究員

制度（文部省の制度）

K）rDclon818ntibody麟mipul＆tion：単一クローン抗体技術

肋ntre81ProtocolonSubStanceSth＆tDepletetheOzonebyer：オゾン層を破壊する物質に関するモント

リオール議定書

NoonlightProject：ムーンライト計画（通商産業省の制度）

ⅡultilateralsuperYisionsyste量：多国間協議監視制度

NultiTN＆tionalCorpor＆tion（MNC）：多国籍企業（MNC）

lultipolarization：多極化

lulti－POlar patternOfn＆tion811anduse：多極分散型国土

【N】

N＆tio随1Aeronautic8lLdx）ratOry：航空技術研究所（昭和30年に設置され、昭柵8年に航空宇宙技術研究所

と改称された）

NationalAeron8utiCSandS関ceAdLinistration（NASA）：米国航空宇宙局（NASA）

N＆tiomIAerospaCeLabr＆tOry：空宇宙技術研究所（科学技術庁の附属機関）

Nation＆lAgriCulturalExperi血entStations：農業試験場（農林水産省の附属機関）

NationalAstrononiCal0bserYatOry：国立天文台（大学共同利用機関の一つ）

Natio随ICwcer Center：国立がんセンター研究所（厚生省の附属機関）

NationalCardioYaSCularDi掴SeCenter：国立循環器病センター研究所（厚生省の附属機関）

NationalCenterforScienceInforl＆tionSystel：学術情報センター（大学共同利用機関の一つ）

随tionalCenterofNeurologyaJldPsychi＆try：国立精神・神経センター（厚生省の附属機関）

NationalChemicalLdbor＆tOryforIndustry：化学技術研究所（工業技術院の試験研究機関）

NationalDiet Library（NDL）：国立国会図書館（NDL）

N8tio肋lEcono皿iCCounting：国民経済計算

NationalExpressw町：高速自動車国道

N＆tion81FoodsResearchInstitute：食品総合研究所（農林水産省の附属機関）

NationalGoYernnentOrganiz＆tionL＆Y：国家行政組織法

NationalGrassland臨池rChInStitute：草地試験場（農林水産省の附属機関）

NationalInstituteforBasicBiology，OkazakiN＆tion＆lResewchIr坦titutes：岡崎国立共同研究機構基

礎生物学研究所

Natior仏日nBtituteforEduc＆tional馳searCh：国立教育研究所（文部省の附属機関）

N＆tiornl tnstituteforEnYiron車entStdieS：国立環境研究所（環境庁の附属機関）

NatiorBIInstituteforLeprosy esearch：国立多摩研究所（厚生省の附属機関）

Nation＆lInstituteforXinu払t＆DiBeW：国立水俣病研究センター（環境庁の附属機関）

N8tionalInstituteforPhySiologic＆lSciences，Ok8ZdkiN＆tionalReBearの1個titutea：岡崎国立共同研

究機構生理学研究所

N8tionalInBtitutefor馳8e肝chAdYanCe｝ent（NJRA）：総合研究開発機構（経済企画庁所管の法人、NIR

A）
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N＆tion8日nstituteforR馳rchinlnor脚icぬteri＆ls：無機材質研究所（科学技術庁の附属機関）

‰tio随llnstituteforSpeci＆lEdu鴎tion：国立特殊教育研究所（文部省の附属機関）

N＆tion8日nstituteofAqobiologic＆l胞ources：農業生物資源研究所（農林水産省の附属機関）

‰tio他日nstituteofAq0－EnYiron皺刑t＆lSciences：農業環境技術研究所（農林水産省の附属機関）

‰tior凪lInstituteofAniJBlTIealth：家畜衛生試験場（農林水産省の附属機関）

N＆tio旭日nstituteof血imallndtJBtry：畜産試験場（農林水産省の附属機関）

N＆tio肋lInstituteofGeneticS：国立遺伝学研究所（大学共同利用機関の一つ）

N＆tionalInstituteofHe81th：国立予防衛生研究所（厚生省の附属機関）

‰tion＆lInstituteoH的ieniCScierに喀：国立衛生試験所（厚生省の附属機関）

N＆tion＆lInstituteofInduStrialHe＆lth：産業医学総合研究所（労働省の附属機関）

N＆tion811nstituteofNutrition：国立馳走栄養研究所（厚生省の附属機関）

N＆tionalInstituteofPol紺Resqch：国立極地研究所（大学共同利用機関の一つ）

N＆tionalInstituteof肋diologic＆lScienceS：放射線医学総合研究所（科学技術庁の附属機関）

N＆tionalInstituteofReS0urCeS：資源調査所（科学技術庁の附属機関。昭柵3年廃止）

N＆tion8日nstituteofScienCeandTechnologyPoliCy（NISTEP）：科学技術政策研究所（科学技術庁の附属

機関）

N＆tiomlInstituteofSericulturalandEntolOlogic81Science：蚕糸・昆虫農業技術研究所（農林水産省

の附属機関）

‰tionallnstitutePostD叱tOr＆lFellow：科学技術特別研究員制度

N＆tio旭日nstitutesofH飽lth（NIH）：国立衛生院（NIH、米国厚生省附属の国立研究機関）

N＆tionalInYention A恥rd：全国発明表彰

恥tionalhboratOryforHighEnergyPhySics：高エネルギー物理学研究所（大学共同利用機関の一つ）

N＆tionalLandAgency：国土庁

NationalLqu8geReBMchInBtitute：国立国語研究所（文化庁の附属機関）

N＆tioTnlPersonnelAuthority：人事院

‰tionalPoliCeABency：警察庁

‰tio随lPubliCS＆fetyCom■ission：国家公安委員会

N＆tio凪lRese＆rch8ndDeYelopJCntPro訂aJLOfXITl（Large－ScaleProject）：大型工業技術研究開発制度

（通商産業省の技術開発制度）

N＆tionalReSearchCenter for DisaSter PreYention：国立防災科学技術センター

NationalReSearChInstitute forE＆rthScienceandDi馳Ster PreYention：防災科学技術研究所（科学技術

庁の附属機関）

N＆tio随lRe餌粗rchlnstitutefor艶t＆18：金属材料技術研究所（科学技術庁の附属機関）

N＆tion81esearchInBtituteforPollutionandResourCeS：公害資源研究所（工業技術院の試験研究機関）

N＆tionalReBearchInstituteofA訂iculturalEconoli曙：農業総合研究所（農林水産省の附属機関）

抽止io愉lR臨e紺chlnStituteofA訂iculturalE叱ineering：農業工学研究所（農業土木試験場、農林水産省

の附属機関）

N＆tio随lReSe＆rchInstituteoflqu吼lture：養殖研究所（水産庁の附属機関）

N銃io肺IReBeWChInstituteofCulttJralProperties：国立文化財研究所（文化庁の附属機関）

N＆tionalRese8rchInstituteofFiSheriesEngineering：水産工学研究所（水産庁の附属機関）

N＆tionalRe8e＆rChInBtituteofPolioeScience：科学警察研究所（警察庁の附属機関）
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N＆tional］88earchlnstituteofYeget＆bles，OmJentalPlantSmdTe＆：野菜・茶業試験場（農林水産省

の附属機関）

n鵬io愉lr蜘肩chinstitutes：国立試験研究機関

Ⅳ＆tion＆lR馳rchLdbor＆tOryOfNetrology：計量研究所（工業技術院の試験研究機関）

N＆tion＆lScienceFoun血tion（NSF）：国立科学財団（NSF、米国政府機関）

Nation81ScienceMuseuJL：国立科学博物館（文部省の附属機関）

朗＆tion＆lSpaceDeYelop肥ntAgencyofJ坤an（NASDA）：宇宙開発事業団（特殊法人）

N＆tio随lT＆XAdJLiniStr＆tiYeAgency：国税庁

N＆tio随1UniYerSitieS：国立大学

nation－buildingontheb88isofSCienα8ndtechnology：科学技術立国

NetNationalProduct（NNP）：国民純生産（NNP）

NeYEnergyandIndustria1TechnologyEbYelopJNlntOrganization（NEm）：新エネルギー・産業技術総合開

発機構（NEDO）

NeYlyIndustrializingEoonoJLies（NIES）：振興工業経済地域（NIES）

next generationlightYater r飽ctOrS：次世代軽水炉

N比ScienceandTechniCalReBCWdlhtx）ratOrieS：NHK総合技術研究所（日本放送協会の附属機関）

NipponTelegr8PhandTelephoneCorpor＆tion（NTT）：日本電信電話株式会社（NTT）

71ipponTelegraphandTelephonePublicCorporation：日本電信電話公社（特殊法人）

nitrogenoxides（NOx）：窒素酸化物（NOx）

Not治IPriZe：ノーベル賞

Noise ControI Law：騒音規制法

nucleもr energy：原子力

NuclearEnergyAgency（OECD／NEA）：原子力機関（OECDの機関）

NuClearEnsineeringTestCenter：原子力工学試験センター（社団法人）

NuCle肝FuelCorporation：原子燃料公社（昭和31年発足し、昭和42年に動力炉・核燃料開発事業団の発足と

ともに廃止された特殊法人）

nuclear fuelcycle：核燃料サイクル

NuclearFuelDiYision：核燃料課（科学技術庁原子力局内の諜）

nuclear fuelreprocessinBp18nt：核燃料再処理工場

nuclear fusion：核融合

nuclear fusionreactOr：核融合炉

NuclearぬterialsRegul＆tionDiYisi飢：核燃料規制課（科学技術庁原子力安全局内の課）

nuclear power generation：原子力発電

nucle肝閃Wer plant：原子力発電所

Nuclear S＆fetyBure軋u：原子力安全局（科学技術庁内の局）

NuclearS＆fetyConniSSion：原子力安全委員会（内閣総理大臣の諮問機関）

NuclearS＆fetyPolicyDivision：原子力安全課（科学技術庁原子力安全局内の課）

【0】

馳cupationForces：進駐軍

他ndevelop肥nt：海洋開発

OceanDeYelop血entDiYision：海洋開発課（科学技術庁研究開発局内の課）
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臨池Il馳∈肋rchInstitute，UniYerSityofTokyo：東京大学海洋研究所

棚l馳ienceandt血010騨：海洋科学技術

OE∝日加idelineon theLitw＆lizationof theTrdeoutofOrdinanceTr肺：経済協力開発機構の経常的

貿易外取引の自由化に関する規約

OfficeofAtoAicEnergyPolicy随e訂dl：原子力調査室（科学技術庁原子力局内の室）

OfficeofCopletionofFuelCycleBDdtEnd：原子力バックエンド推進室（科学技術庁原子力局内の室）

OfficeofEJLergencyPlanningandErLYiron題ent81RdioactiYity：防災環境対策室（科学技術庁原子力安全

局内の室）

OfficeofHe＆lthand曹elf肝e：福手I原生室（科学技術庁長官官房内の室）

OfficeofInBPeCtionforRdi＆tionProtectiorL：放射線検査室（科学技術庁原子力安全局内の室）

OfficeofIntern＆tion＆lCqper＆tion：国際交流推進室（科学技術庁科学技術振興局内の室）

Officeof肋teri81ScienceandTeChnology：材料開発推進室（科学技術庁研究開発局内の室）

OfficeofNucle8rF8cilitySiting：立地地域対策室（科学技術庁原子力局内の室）

OfficeofNuclearN＆teri＆lBTran印Ort：核燃料物質輸送対策室（科学技術庁原子力安全局内の室）

OfficeofNucle＆rS＆fetyPolicy馳BCarch：原子力安全調査室（科学技術庁原子力安全局内の室）

OfficeofPublicRel＆tionS：広報室（科学技術庁長官官房内の室）

OfficeofRdio8ctiYeY8SteRe糾lation：放射性廃棄物規制室（科学技術庁原子力安全局内の室）

OfficeofReactOrF8cilitieslns剛，ction：原子炉施設検査室（科学技術庁原子力安全局内の室）

OfficeofResources：資源室（科学技術庁科学技術政策局内の室）

OfficeofScienCeandTechnologyDifflJSionandEncouragenent：普及奨励室（科学技術庁科学技術振興局

内の室）

OfficeofSpaceUtiliz＆tion：宇宙利用推進室（科学技術庁研究開発局内の室）

OfficialDeYelopnent Assistance（ODA）：政府開発援助（ODA）

Officialdiscount rate：公定歩合

Officialst＆tistics：官庁統計

Oka2akiN＆tionalR鰭earchInBtitutes：岡崎国立共同研究機構（昭和閲年設立の文部省所管の国立大学共同

利用機関の一つ）

01dtechnic81COllegein the叫ebefore theYorldY＆rII：旧制の専門学校

01nibtJS Tr8de＆ConpetitiYeneBSActofl988：1988年包括貿易・競争力法

01nibusTradeBillof1988：修正包括貿易法（88年新通商法、米国国内法）

Optical fibeド　光ファイバー

Or脚niz＆tionforEconolic‰per8tionandDeYelop舵nt（OECD）：経済協力開発機構（OECD）

Or曲れizationofArabPetroleu量ExportinBCountries（OAPEC）：アラブ石油輸出国機構（OAPEC）

Orpniz＆tionofthePetroleuLExportingCountries（OPEC）：石油輸出国機構（OPEC）

OXidesofnitrogen（NOx）：窒素酸化物（NOx）

0割mel岬er：オゾン層

【P】

P8risConYentionfortheProtectionofIndustrialProperty：工業所有権保護同盟条約（パリ条約）

ParliaJKlnt＆ryVice－NiniBterforScience8ndTechnology：科学技術政務次官

Pabntlgency：特許庁

P＆tentCooper＆tionTreaty：特許協力条約
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Pabntb曹：特許法

P＆tent搬〉nOpOlyOrdinanceOf1885：専売特許条例

p＆tentSySten：特許制度

pathogeniCJAicroorg8nisl：病原微生物

問妃efulooexistem：平和共存

脚ni8ryl脱：損金
periodofdemand for exaJLin＆tion：審査請求期間

関rSOn81聾eSSage：親書

PersonnelAffairsDiYision：人事課（工業技術院総務部内の課）

PersonnelDiYision：秘書課（科学技術庁長官官房内の諜）

personnelofbudget baSe：定員

petrodleJLicalco叩lex：石油化学コンビナート

petrochelicalindustry：石油化学工業

photodleJLicalsnOg：光化学スモッグ

photoYOlt＆icpower generation：太陽光発電

physical8ndbiologicalcontainJent：物理・生物学的封じ込め

physicalCOntainJBent：物理的封じ込め

PhysicalProteCtionofNucle8r‰terials（PP）：核物質防護（PP）

physiologica18ctiYatOr：生理活性物質

physiologicallyaCtiYateSubstan【治：生理活性物質

plmning：企画

Plmning8ureau：計画局（科学技術庁の局。昭寺鵬1年庁内組織再編に伴い廃止。）

PlamingDiYision：計画課（科学技術庁科学技術政策局内の課）

Planting：緑化

PlenaryMeetingofCouncilforScierにeandTechnology：科学技術会議本会議

PolicyDiYision：政策課（科学技術庁科学技術政策局内の諜）あるいは政策課（科学技術庁原子力局内の課）

あるいは企画課（科学技術庁科学技術振興局内の諜）あるいは企画課（科学技術庁研究開発局内の課）

関lyChlorinatedbiphenyl（PCB）：ポリ塩化ビフェニル（PCB）

portableradioreceiver：ポータブルラジオ

portable telephone：携帯電話

Port andHarbourTechnicalResearChIrBtitute：港湾技術研究所（運輸省の附属機関）

関Wer reactOr：動力炉

PowerReactOrandNucl飽rFuelDeYelopDentCorpor8tion（PNC）：動力炉・核燃料開発事業団（特殊法人、

PNC）

PoYer eactOrDeYelopbentDiYisiαl：動力炉開発課（科学技術庁原子力局内の課）

powersourCeSitingl弼：電源三法

関Wer Station：発電所

閑職r StOr8geSySten：電力貯蔵システム

hesi血It，sh即吟titiveneSSlniti8tives：大統領競争力イニシアティブ（米国の政策）

pri払rynaterialsindustry：素材産業

pri払ry prOducts：一次産品

PrilateResearChlnstitute，KyotoUniYerSity：京都大学霊長類研究所
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Pri案eNinister，scouncilforScienceandTechnology（CST）：科学技術会議（内閣総理大臣の諮閥機関、C

ST）

Pri寒eKini5ter，soffice：総理府

principlesofde賊r＆tic，indeperdent8ndpublic：民主、自主、公開の原則

扼intingBureau：印刷局（大蔵省の附属機関）

priorityproductionpro意Otionpolicy：傾斜生産政策

priva随SeCtOr，miversiti田的dg胼ernmentagencies：産学官

proceBSindustry：装置産業

pr堰r孤m：施策

hdeCtDirectoド　総括責任者（創造科学技術推進制度関係）

ProjectedShinkaJuenLinePlan：整備輌十画
ProぉotionBureau：振興局（科学技術庁の局。昭柵1年、庁内組織再編に伴い廃止。）

prC嬢Otionofscience的dtechnolqy：科学技術振興

PromOtionSyBtenforHighTechnoloeyDeYelopment：先端的研究成果展開事業（新技術事業団関係）

promul脚tion：公布

protection forest：保安林

proto肺re8ctOr：原型炉

proYisionalbudget：暫定予算

ProYision81CoJLlissionforAdlinistr＆tiYeReforl：臨時行政調査会（内閣総理大臣の諮問機関）

ProYision81Councilfor theProlOtionofAdLinistr＆tiYeReforn：臨時行政改革推進審議会

public∝氾ePtance（PA）：パブリック・アクセプタンス（PA）

関blicのlinistratlon：行政

publicationofapPlic＆tions：特許公報

publiche訂i叩：公開ヒアリング

publicopinion poll：世論調査

PublicTeleooqJLunicationLw：公衆電気通信法

publicutilities：公益事業

publicutilityrate：公共料金

PublicYorksRese＆rchInstitute：土木研究所（建設省の附属機関）

purch8Singpower p＆rity：購買力平価

【Q】

Qu81ityControl（QC）：品質管理（QC）

咄antull紀chanics：量子力学

【R】

R組：研究開発

Rdi＆tionCouncil：放射線審議会（科学技術庁の諮問機関）

rdiationh㍑肝血：放射線障害

RdiationProtectionDiYiSion：放射線安全課（科学技術庁原子力安全局内の課）

r8dioeCtiYefallouts：放射性降下物

r8dio8ctiYe帆teri818：放射性物質
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r8dioもCtiYeYaSte：放射性廃棄物

馳dioLa胃：電波法

RdioReBeWchhbor＆tOry：電波研究所（郵政省の附属機関）

RailYayConBtructionCouncil：鉄道建設審議会

随ilw坤Techic81触盟e肝chlnStitute：鉄道総合研究所（財団法人）

ratification：批准

恥8CtOrRegulationDiYiBion：原子炉規制課（科学技術庁原子力安全局内の課）

reoJLbin抽t DNA：遺伝子組換え

recoJLbinatIt DNAexperiユent：組換えDNA実験

reoonbin8ntDNAtechnology：組換えDNA技術

re∞n肥ndation（科学技術会議の場合）：答申

Recomhend8tionbytheN＆tion＆lPerSαlrH！lAuthority：人事院勧告

Recom］endationNo．00ftheCouncilforScienceatLdTechnology：科学技術会議第〇号答申

ReductionofPersonnelof8udgetBase：定員削減

regionalcooper8tion：地域協力

regionaldeYelopJhent：地域開発

Regio旭IFisheriesReBeWchhbor8tOry：水産研究所（水産庁の附属機関）

RegionalScienceandTechnology：地域科学技術

ReliableTechnologyDeYelop題entOffice：信頼性技術開発室（工業技術院標準部内の室）

ReprtonExeCutionatLdPro鰍）tionofA血inistr＆tiYeReforl：行政改革の推進方策に関する答申（臨時行

政改革推進審議会の答申）

Re関rtOntheSurYeyOfReSearCh＆tkYelop¶ent：科学技術研究調査報告（総務庁統計局所管の科学技術統

計）

reprocessing：再処理

reprocessing ofspent fuel：使用済燃料再処理

request for reco皿endation（科学技術会議の場合）：諮問

Re胼rChAdninistr＆tionDiYision：研究業務課（工業技術院総務部内の課）

Rese＆rCh8ndDeYelopJBentBur飽u：研究開発局（科学技術庁内の局）

Rese＆rChandDeYelopzN！ntCooper＆tionDiYision：研究交流課（科学技術庁科学技術振興局内の諜）

ResearCh8ndDeYelop血entCorporationofJ脚（JRDC）：新技術事業団／新技術開発事業団（特殊法人）

ResearChandDeYelopnentProjcctofBasicTechnologiesforFutureIrKlustrieS：次世代産業基盤技術研

究開発制度（通商産業省の制度）

Rese＆rCh8ndDeYelopJbentProlOti珊DiYision：研究振興課（科学技術庁科学技術振興局内の諜）

ReBe＆rCh的dlnternationalAffairsDiYision：調査国際協力課（科学技術庁原子力局内の課）

ResearChandTrainingInstituteoftheNinistryofJustice：法務総合研究所（法務省の附属機関）

researCh8SSistant：研究補助者

R馳rchAssociationsforNining＆nd抽muf8cturingTechnology：鉱工業技術研究組合

ResearChAssociationsforNining＆ndぬnuf8cturingTechnologyhY：鉱工業技術研究組合法

R睨凪mhCenterforAdv腑胱d馳ience帥dTeChnolo臥UniverSityofT血0：東京大学先端科学技補研究

センター

Rese8rch伽ordinationBureau：研究調整局（科学技術庁の局。昭和酎年庁内組織再編に伴い廃止。）

ResearChDiYision：調査課（科学技術庁科学技術政策局内の課）
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r世紀卯Chexch瑚e：研究交流

R仮肋mhむant Pro訂鶴m：科学研究費補助金（文部省の制度）

ReBe払rChlnfortatlonA血iniStr＆tionOffice：研究情報管理企画室（工業技術院総務部内の室）

ReBe＆rChlnBtituteforApplied触h8ncS，Xyu8huUniYerSity：九州大学応用力学研究所

Rese＆rChInBtituteforBioreS0urceS，qCayaJLBUniYerSity：岡山大学資源生物科学研究所

ReBe＆rChInstituteforC＆t＆lyBiS．HdthidoUniYerSity：北海道大学触媒研究所

ReBearChInBtituteforFoodScierK：e，EyotoUniYerSity：京都大学食糧科学研究所

ReE胼rchInstituteforF血nt＆lPh搾ic＄，EyotoUniYerSity：京都大学基礎物理学研究所

ReBe＆rChInStituteforlron，Steel鶴ndOther艶t＆15，TohokuUniYerBity：東北大学金属材料研究所

Rese＆rChInstituteforNBthebticmlScience，KyotoUniYerSity：京都大学数理解析研究所

Reee＆rChInstituteforXicrobi＆lDiBeaSeB，OBak＆UniYerSity：大阪大学微生物病研究所

ReBearChInstituteforNuclear馳dicineandBiology，HiroshilaUniYerSity：広島大学原爆放射能医学研

究所

Ree胼rChlnstituteforPoly事erSandTextileS：繊維高分子材料研究所（工業技術院の試験研究機関）

ReBearchInStituteforScientific馳岨1re最entS，TohokuUniYerSity：東北大判陣翔十測研究所

ReEmrChInstituteforTheoretic81PhyBi偲，HiroshimaUniYerSity：広島大学理論物理学研究所

ReEmrChInstituteforTutxlrculosis＆rdCanCer，TohokuUniYerSity：東北大学抗酸菌病研究所

Re記軋rChInstituteforYAXAN－YAXU，Toyam＆Nedical8ndPhar舶ceuticalUniYerSity：富山医科薬科大学和

漢薬研究所

ReS胼rChlnStituteofAppliedElectriCity，HokkaidoUniYerSity：北海道大学応用電気研究所

Re配8rchInstituteofAt鮎Spherics誹agoy＆UniYerSity：名古屋大学空電研究所

ResearchInStituteofBreYing：醸造試験所（国税庁の附属機関）

R馳rChInstituteofElectricalCol■ulic＆tion，TohokuUniYerSity：東北大学電気通信研究所

ReEKRichInBtituteofElectroni偲，Sizuok＆UniYerBity：静岡大学電子工学研究所

R恍魚rChInstituteofEnYironlent81馳dicine，N叫OyaUniYerSity：名古屋大学環境医学研究所

ReBe＆rChInstituteotIndustri＆1S＆fety：産業安全研究所（労働省の附属機関）

ResarChInstituteofNiner81DreSSingand馳t811urgy，TohokuUniYerSity：東北大学選鉱製錬研究所

ReBe＆rChInstituteofPrintinBBtJr助11：印刷局研究所（大蔵省印刷局の附属機関）

Ree胼rchLAboratOryforNuclear鮎act肝，TokyolnstituteofTechnolow：東京工業大学原子炉工学研究

所

ReE胼rChLdbor＆tOryOfEnBineeringNBteri815，TokyoInBtituteofTe血10logy：東京工業大学工業材料研

究所

Re5KRrChhbor＆tOryOfPrecisionhdineryandEIectronics，TokyoIrBtituteofTechnology：東京工業

大学精密工学研究所

Rese＆rChLdx）r＆tOryOfReS0urceふUtilization，TokyoInstituteofTechnology：東京工業大学資源化学研

究所

ReSe＆rChonapPlic＆tionofr∝0血inantDNATechniqtJe：組換えDNA技術の利用に関する総合研究（科学

技術振興調整費による総合研究（昭和56～57年度））

ReSarChonRecoJbinantTechniquedS＆fety ssurance：組換えDNA技術の安全性に関する総合研究

（科学技術振興調整費による総合研究（昭和56年～59年度））

ReSe＆rChR飽ctOrInstitute，KyotoUniYerBity：京都大学原子炉実験所

ReBe＆rChSystelPlanningDiYision：言1画課（工業技術院総務部内の課）
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ReBOurCeBCouncil：資源調査会（科学技術庁長官の諮問機関）

血腫氾」叩an餌eT肝：日露戦争

【S】

弘fegw血：保障措置

hfegW血Division：保障措置諜（科学技術庁原子力安全局内の課）

sa飴ty∞ntrOl：安全管理

Sabllite：人工衛星

S8tellitebrodcaStS：衛星放送

88tellitecoJLDRJnic＆tion：衛星通信

ScamingTumelinBXicroSCOPe（STM）：走査トンネル顕微鏡（STM）

BCblarsofDutchle乱rning：蘭学者

Scl迫01Educ＆tionLm：学校教育法

Scienoe8血denBineeringgr8du＆teS：理工系大学卒業生

餌ience8nd technology：科学技術

ScienceandTechnologyABency（STA）：科学技術庁

scien（光md technologyfordisasterpreYention：防災科学技術

Scienoe8爪dTechnologyInforJL＆tiαlDiYision：科学技術情報課（科学技紺事斗学技術振興局内の諜）

scien（光8nd technologypolicy：科学技術政策

Scien（治的dTechnologyPolicyBure肌：科学技術政策局（科学技術庁内の局）

Science帥dTechnologyPro｝OtionBureau：科学技術振興局（科学技術庁内の局）

馳ienoe伽uncil：学術審議会（文部省の諮問機関）

ScienceCouncil of aan：E］本学術会議

Scien（光CouncilofJapanAct：日本学術会議法

scienq∋informtion：学術情報

ScientificTechnicalAdlinistrationComlittee（STAC）：科学技術行政協議会（昭和24年に発足した総理府

の審議機関。昭寺田1年科学技術庁設置にともない廃止。）

scientiStSandengineers：科学技術者

seadiS関S81：海洋処分

secretptent：秘密特許

selic珊ductor：半導体

seligoYernnentalcorpor＆tion：特殊法人

馳聞け戚ionofpowers：三権分立

馳Pvi恍Shlance：貿易外収支

sh8関皺ehOryalloys：形状記憶合金

ShipTechnicalReSeWchInstitute：船舶技術研究所（運輸省の附属機関）

ShortTdIe瑠ff8ndl〟ldingAircraft（STOL）：短距離離着陸機（STOL）

Sino－JapaneseYar：E］清戦争

8恥Iland叡山iuJLSized firtS：中小企業

∝にialoverheの随pital：社会資本

socialwelfare：社会福祉

飴ciebOfAutolOtiveE叩in恍rSdJ叩mlnC．：自動車技術協会
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soft science8ndteChnolow：ソフト系科学技術

soft seriesofscienceBandtechnologies：ソフト系科学技術

sol訂cell：太陽電池

solar therJLalpoYergener8tion：太陽熱発電

solidpropell的trOcket：固体ロケット

sp鉱治誠tivities：宇宙活動

Sp8aActiYitiesCo題liELSion：宇宙開発委員会（内閣総理大臣の諮問機関）

Sp8CeActiYitiesPlaminBDiYision：宇宙企画課（科学技術庁研究開発局内の課）

SP8CeCopunicationsCo．（SCC）：宇宙通信株式会社

sp批develop齢nt：宇宙開発

S関恍D餅elo陣entCouncil：宇宙開発審議会（昭柵5年に設置された内閲総理大臣の諮問機関。昭和43年の宇

宙開発委員会設置に伴い、廃止。）

SpaCeDeYelo関entDiYision：宇宙開発課（科学技術庁研究開発局内の課）

Sp拇DeYelopJAentProgmJ：宇宙開発召1個（宇宙開発委員会が毎年定めている宇宙開発の計画。宇宙開発政策

大綱に沿って具体的内容を定めたもの。）

SpaCeDeYelopnentProlOtionGroup：宇宙開発推進本部（昭和39年に設置された科学技術庁の機関。昭紬4年

宇宙開発事業団の設置に伴い廃止。）

spacescienCe：宇宙科学

SpaCeScienceandTeChnologyPrmition的dPrepr＆tionCo地ittee：宇宙科学技術振興準備委員会（昭和

34年に科学技術庁内に設けられた委員会）

SpaceSt8tionPrograb：宇宙ステーション計画（日米欧加が共同で地球周回軌道上に有人ステーションを建設

する計画）

seChl糾氾Ount：特別会計

SpecialAccount forIndustrialInYeSt肥nt：産業投資特別会計

Speci81ACcOunt forPoYerSourCeSDeYelop肥nt：電源開発促進特別会計

SpecialAssistanttOthe〟inisterofStateforScienCeandTeChnolo訂：科学技術庁参与

SeC al A防istantS：参与

SpecialCoordinationFundBforPro題OtingScience8ndTechnology（SCF）：科学技術振興調整費（科学技術

庁の制度）

SpecialdepreCiationByStel：特別償却

SPeCi＆l financing：融資

SpccialProject胞earch：特定研究

SpecialProjectResewchon随ncer：がん特別研究（文部省科学研究費補助金による特別研究）

Speci81RenedyOrderofGer勘のIrxlustrialProperty：ドイツ人工業所有権持別措置令

Spcci81Researchers，BaSicScienceProgr81：基礎科学特別研究員制斐

SpecialSub－COnnitteeforthePro■OtionofScienceandTechnology：科学技術振興対策特別委員会（国会

両院の科学技術委員会の前身）

Speci＆lTaxExeqptionsSyBteJLforInternationalTechnologyTrade：技術等海外取引に係る特別控除

S卿ialTaXExe叫tionS馳stem†胼tl℃lnconebyTeChology一触関rtS：技術輸出所得特別控除制斐

S脚ial taX血eaSWeS：優遇税制

SPri叩－8：大型放射光施設

STIFellowshipProgral：科学技術庁フェローシップ制度
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St8nd鮮血馳paPt題ent：榎準部（工業技術院内の部）

St的d鮮血Division：標準課（工業技術院標準部内の課）

St鵬i或i鴎BWe肌：統計局（総務庁内の局）

St鵬istiC50fAgriculture＆CoJdWce：農商務統計

Str＆tegicAr鯵Linit8tionT＆lkS（SAIJ）：戦略兵器制限交渉（SALT）

streBScOrrOSioncracking：応力腐食割れ

Structur＆l t叩di記ntSlniti＆tiYe（Sll）：日米構造協議（SIl）

Subiか：補助金

subtance／車ateri＆1卵ries’BCience8鵬technolo肝：物質材料系科学技術

Su車ary鮎Ie30fHonopolyofl871：専売略規則

SuJmitofthehjorIndustria1izd日払tions（TrontoあるいはLondonのように地名＋ECOnOmicSummitと

呼ばれる場合も多い）：主要国首脳会議（サミット）

SunShineProject：サンシャイン計画（通商産業省の制度）

super∝nductingelectro叫neticthrtJStShip：超伝導電磁推進船

suFerのnducting肋gneticleYit＆tionSyBtel：超伝導磁気浮上鉄道

Sul杷r∝mductingSuperCollider（SSC）：超伝導超大型衝突型加速器（米国のプロジェクト、SSC）

SuperoonductiYityResewchLiboratOry（SRL）：超電導工学研究所（国際超電導産業技術センター（ISTE

C）の研究所、SRL）

suppledK！ntarybudget：補正予算

SupplenentaryRecoⅧ記nd8tion：意見具申（科学技術会議関係）

synchrotron r8diation（SR）：シンクロトロン放射光（SR）

SyStenOfwaSteheatutili払tion：廃熱利用システム

【T】

tedlnic81COllege：工業高等専門学校

technicalliCenSecOntract：技術援助契約

TeduicalR＆Dlnstitute：技術研究本部（防衛庁の附属機関）

tedmiCian：技能者

TednologyDeYelopJLentDiYision：技術振興課（科学技術庁原子力局内の課）

TedvtologyEcono町Progral（TEP）：技術・経済プログラム（OECDのプロジェクト、TEP）

techologyexport：技術輸出

tdInOlogygap：技術格差

tedmologyi叫鳩rt：技術輸入

TedhnologyPoliCyPlanningDiYision：技術企画課（工業技術院総務部内の諜）

TdnologyPro丑OtionDiviSion：技術振興課（工業技術院総務部内の課）

TednologyReSeWchandInforJAtionDiYiSion：技術調査課（工業技術院総務部内の課）

tednolo騨trBnSfer：技術移転

telec瑚題unic＆tionbusineBB：電気通信事業

TeleCqりりnicationB岨in哉迫LⅣ：電気通信事業法

telecomluniCationpolicy：電気通信政策

Telecq仰皿cation8S＆telliteCorpr膿ionofJ調れ：通信・放送衛星機牌（郵政省所管の認可法人）

TelecopunicationsTechnolo騨Council：電気通信技術審議会（郵政大臣の諮問機関）
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telegr坤hbusiness：電信事業

telephnebuSiness：電話事業

telephoneexchangeSerYice：電話交換業務

teleYiSionch＆r8ctermultiplexbroaのBStinB：文字多重放送

teleYiSionsound凱Iltiplexbrodcwting：音声多重放送

territori815ea：領海

もerritorialwaters：領海

TextileandChenic81StaJld8rdBDiYision：繊維化学規格諜（工業技術院慄準部内の諜）

TextileProductsInspectionInStitute：繊維製品検査所（通商産業省の組織）

therm81poYergeneration：火力発電

Third（3rd）CoJPrehensiYeN＆tion＆lDeYelopkntP18m：第三次全匡駄合開発計画

threeprinciplesonpeBCefuluseof＆tO量icener肝：原子力平和利用三原則

Three acredTrewures：三種の神器（昭和29年頃、電気洗濯機・冷蔵障・掃除機がこう呼ばれる）

tiSSueculture：組織培養

TohiNuclearFuelReproceaLSinBPlant：東海再処理施設（動力炉・核燃料開発事業団の施設）

TohiResewchEstのIish艶nt，JAERt：日本原子力研究所東海研究所

TokyoAStrOnOnic810bserY＆tOry：東京天文台（東京大学の附置研究所）

TokyoOuter RingRoad：東京外郭環状道躇

TopPriorityMe88ureS10rtkNelopLentOfScienceandTechnologyforFisCall960：昭和35年度における

科学技術の重点方策について（科学技術会議第2号答申）

tr8debal8nCe：貿易収支

trdeぁfriction：貿易摩擦

tr8deguild（kabunakama）：株仲間（江戸時代の経済制度）

tradein technology：技術貿易

trde恥rk：商標

trdeJBrkright：商標権

TrafficS＆fety andNui矧ICeReseqChInBtitute：交通安全公害研究所（運輸省の附属機関）

tr＆iningschool：研修所

tr8nSねr of funds：予算移替

Tr8nSPrt＆tion MachineryStandards OffiCe：運輸航空規格室（工業技術院標準部内の室）

TranSでokyoB坤Hig加町：東京湾横断道路

Tran5－TokyoB坤HighⅥⅣCorporation：東京湾横断道路株式会社

translmniuJLVaSte：超ウラン廃棄物（TRU廃棄物）

treatyOfcobAerce＆naVig＆tion：通商航海条約

TreatyOnPrinciplesbYerninetheActiYitiesofSt＆teSintheExplor＆tionandUseofOuterSpace．

lr肥ludingtheNoonandOtherCeleSti＆lBodies：宇宙条約（月その他の天体を含む宇宙空間の探査及

び利用における国家活動を律する原則に関する条約）

TreatyontheNon－Prolifer＆tionofNuclear ea関nS（NPT）：核兵器の不拡散に関する条約（NPT）

Tril＆ter＆lP＆tentOffce艶etingBetYeenJ叩恥U．S．＆Europe：日米欧3極特許庁会合

TK削ProjeCt（TRON：TheRealtimeOperatingSystemNucleus）：トロン計画

Tr叩iC臥lAgricultur81鮎Se訂chCenter：熱帯農業研究センター（農林水産省の附属機関）

TsukubaAdJLinistrationOffice：筑波管理事務所（工業技術院総務部内の事務所）
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Tstd（utnScienceCity：筑波研究学園都市

【U】

U．N．00nferenceonNeYand鮎ne職blehergy：新・再生エネルギー国連会議

underse＆eXPerilent＆lYOrkYeSSel：海中作業実験船

UnfairCo題PetitionLm：不正競争防止法

UnitedN＆tionS（UN）：国際連合（国連）

UnitedN＆tionsEconoAicand oci＆1（hmiBSionforAsiaandtheP8cific（ESCAP）：アジア太平洋経済社

会委員会（ESCAP）

UnitedN＆tionsGener＆lConference：国連総会

UnitedNationsSecurityCouncil（UNSC）：安全保障理事会（UNSC、国連の機関）

UnitedSt＆teSPatentOffice：米国特許局

UnitedSt＆teSTradeRepre8ent＆tiYe（USTR）：米国通商代表部（USTR）

U．S．－J8PJICoJJLitteeonScientific【b叩er＆tion：日米科学協力委員会

U．S．一血panConferenceonDeYelopJE！ntandUtilizAtionofNaturalRES仇肝CeS（UJNR）：天然資源の開発利

用に関する日米会議（UJNR）

U．S．－J抑肌Se皿iconduCtOr Aqeenent：日米半導体協定

utilitylOdelsyste血：実用新案制度

utilization ofnuClear energy：原子力利用

【Ⅴ】

Y8cuuntube：真空管

Yalue8dded netvork（VAN）：付加価値通信網（VAN）

VertiqllTake－OffandlAndingAirCr8ft（VTOL）：垂直離着陸懐（VTOL）

VeryIBrgeSc81eIntegration（VLSI）：超大規模集積固持（VLSI）

Vioe－Ninister forScienceandTedlnOlogy：科学技術事務次官

ViennaConYentionfortheProtectionoftheOzoneLwer：オゾン層の保護のためのウィーン条約

YievsConcerningPronotionofLifeSciences：ライフサイエンスの推進に関する意見（科学技術会議の意見

具申）

【W】

恥Ste treatnent：廃棄物処理

hter PollutionPreYentionLm：水質汚濁防止法

YaterResearchInstitute，N郎Oy＆UniYerSity：名古屋大学水圏科学研究所

管aterR鰭OurCeSDeYelop齢ntCorpor＆tim：水資源開発公団（特殊法人）

YaterResourcesDeYeloplentPro鰍）tionI．＆Y：水資源開発促進法

Teightandhasuresb∬：計量法

YeldingReSLearchInstituteofOSahUniYerSity：大阪大学溶接工学研究所

恥itePa関r OnScienCe8ndTechnolo騨：科学技術自書

YirKIpvergener＆tion：風力発電

Yのd胞earchlnStitute，恥otoUniYerSity：京都大学木材研究所

YorldIntellectualPropertyOrganization（WIPO）：世界知的所有権機関（WIPO）
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