
日本語 日本語（よみ） 英語
あ アーク放電耐力 あーくほうでんたいりょく resistance to arc discharge

アーケード あーけーど arcade
亜塩素酸塩類 あえんそさんえんるい chlorites
亜鉛メッキ鋼管 あえんめっきこうかん galvanized steel pipe
アクセスレベル あくせすれべる access level
アクセラレータ あくせられーた accelerator
悪路走行性能 あくろそうこうせいのう off road driving performance
アセチレン溶断機 あせちれんようだんき oxyacetylene blowpipe cutting outfit
アセトン あせとん acetone
アゾ化合物 あぞかごうぶつ azo compounds
圧縮アセチレンガス あっしゅくあせちれんがす compressed acetylene gas
圧縮圧力 あっしゅくあつりょく compression pressure
圧縮ガス あっしゅくがす compressed gas
圧縮機 あっしゅくき compressor
圧縮強度試験装置 あっしゅくきょうどしけんそうち compressive strength testing device
圧縮試験 あっしゅくしけん compression test
圧入式泡混合器 あつにゅうしきあわこんごうき balanced pressure proportioner
圧力計 あつりょくけい pressure gauge
圧力計測装置 あつりょくけいそくそうち pressure measuring device
圧力警報装置 あつりょくけいほうそうち pressure alarm equipment
圧力検知装置 あつりょくけんそうち pressure detection equipment
圧力指示装置 あつりょくしじそうち pressure indicating device
圧力スイッチ あつりょくすいっち circuit closer
圧力スイッチ あつりょくすいっち pressure switch
圧力設定値 あつりょくせっていち design pressure
圧力設定値 あつりょくせっていち related  pressure
圧力損失 あつりょくそんしつ friction loss
圧力損失 あつりょくそんしつ pressure loss
圧力タンク あつりょくたんく pressure tank
圧力調整器 あつりょくちょうせいき pressure reducing device
圧力調整器 あつりょくちょうせいき pressure regulator
圧力調整装置 あつりょくちょうせいそうち pressure control device
圧力継手 あつりょくつぎて pressure-tight joint
圧力放出口 あつりょくほうしゅつこう relief vent
圧力放出弁 あつりょくほうしゅつべん pressure relief valve
圧力放出弁 あつりょくほうしゅつべん relief valve
圧力保持装置 あつりょくほじそうち pressure maintenance device
アトリウム あとりうむ atrium
アドレス あどれす address
アドレス機能付き構成機器 あどれすきのうつきこうせいきき addressable point
アドレス機能付きシステム あどれすきのうつきしすてむ addressable system
アナログ式 あなろぐしき analog (analogue) type
アナログ式感知器 あなろぐしきかんちき analog type detector
アナログ式自動火災報知設備 あなろぐしきじどうかさいほうちせつび analog type automatic fire alarm system
アナログ信号 あなろぐしんごう analog signal
アナログ値 あなろぐち analog value
油入開閉器 あぶらいりかいへいき oil switch
油入遮断器 あぶらいりしゃだんき oil circuit breaker
油入変圧器 あぶらいりへんあつき oil immersed transformer
油入変圧器 あぶらいりへんあつき oil-filled electric transformer
油回収船 あぶらかいしゅうせん oil recovery vessel
油火災 あぶらかさい class B fire
油火災 あぶらかさい oil fire
油焚き あぶらだき oil-fired
油配管遮断弁 あぶらはいかんしゃだんべん oil safety shut-off valve
油廃棄物 あぶらはいきぶつ oily waste
油分離装置 あぶらぶんりそうち oil separator
網入りガラス あみいりがらす wired glass
アラーム弁 あらーむべん alarm valve
アルカリ金属 あるかりきんぞく alkali metal
アルカリ電池 あるかりでんち alkaline battery
アルカリ土類金属 あるかりどるいきんぞく alkaline-earth metal
アルキルアルミニウム あるきるあるみにうむ alkyl aluminium
アルキルリチウム あるきるりちうむ alkyl lithium
アルコール火炎 あるこーるかえん alcohol flame
アルコール用泡消火薬剤 あるこーるようあわしょうかやくざい alcohol type air foam liquid concentrate (ATC)
アルコール類 あるこーるるい alcohols
アルゴリズム（火災判断） あるごりずむ algorithm (fire decision)
アルミニウム合金 あるみにうむごうきん aluminium alloys
泡安定剤 あわあんていざい foam stabilizer
泡安定剤 あわあんていざい foam stabilizing agent
泡原液 あわげんえき foam concentrate
泡原液貯蔵設備 あわげんえきちょぞうせつび foam solution storage facility
泡原液搬送車 あわげんえきはんそうしゃ foam solution transport vehicle
泡消火化学車 あわしょうかかがくしゃ foam fire engine
泡消火化学車 あわしょうかかがくしゃ foam pumper
泡消火化学車 あわしょうかかがくしゃ foam vehicle
泡消火器 あわしょうかき foam extinguisher
泡消火器 あわしょうかき foam type fire extinguisher
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あ 泡消火器の内筒 あわしょうかきのうちつつ inner solution container

泡消火設備 あわしょうかせつび foam extinguishing system
泡消火設備 あわしょうかせつび foam fire-extinguishing equipment
泡消火栓 あわしょうかせん foam fire hydrant
泡消火薬剤 あわしょうかやくざい fire-extinguishing foam
泡消火薬剤 あわしょうかやくざい foam compound
泡消火薬剤 あわしょうかやくざい foam concentrate
泡消火薬剤 あわしょうかやくざい foam liquid
泡消火薬剤混合装置 あわしょうかやくざいこんごうそうち proportioner
泡消火薬剤混合装置 あわしょうかやくざいこんごうそうち proportioning equipment
泡消火薬剤混合装置 あわしょうかやくざいこんごうそうち proportioning system
泡消火薬剤槽 あわしょうかやくざいそう foam concentrate container
泡消火薬剤槽 あわしょうかやくざいそう foam concentrate tank
泡消火薬剤貯蔵タンク あわしょうかやくざいちょぞうたんく foam agent tank
泡消火薬剤発泡装置 あわしょうかやくざいはっぽうそうち fire-extinguishing foam generator
泡水溶液 あわすいようえき foam solution
泡水溶液混合法 あわすいようえきこんごうほう foam solution premix method
泡水溶液混合法 あわすいようえきこんごうほう foam solution proportioning method
泡水溶液放射圧力 あわすいようえきほうしゃあつりょく discharge pressure of foam solution
合わせ釘 あわせくぎ dowel pin
泡の還元時間 あわのかんげんじかん drainage time
泡ノズル混合器 あわのずるこんごうき foam nozzle mixer
泡の分布 あわのぶんぷ distribution of foam
泡の膨張 あわのぼうちょう foam expansion
泡配管 あわはいかん foam delivery line
泡発生機（器） あわはっせいき foam generator
泡発生機（器） あわはっせいき foam maker
泡被膜 あわひまく blanketing foam
泡・粉末・水併用消防車 あわふんまつみずへいようしょうぼうしゃ triple-agent fire engine
泡ヘッド あわへっど foam head
泡ヘッド あわへっど foam spray head
泡放射（出）口 あわほうしゃこう foam discharge outlet
泡放射（出）口 あわほうしゃこう foam outlet
泡放射砲 あわほうしゃほう foam discharge canon
泡放射用器具 あわほうしゃようきぐ foam discharging equipment
泡放射用器具 あわほうしゃようきぐ foam nozzle and hose
泡放出時間 あわほうしゅつじかん foam discharging time
泡放水銃 あわほうしゅつじゅう foam turret
泡膨張率 あわぼうちょうりつ foam expansion rate
泡ホースノズル あわほーすのずる foam hose nozzle
泡ホースリール あわほーすりーる foam hose reel
泡ポンプ方式 あわぽんぷほうしき foam pump system
泡・水兼用スプリンクラーヘッド あわみずけんようすぷりんくらーへっど foam and water sprinkler head
泡水放射 あわみずほうしゃ foam and water spray
アングル弁 あんぐるべん angle valve
暗雑音 あんざつおん background noise
安全 あんぜん safety
安全 あんぜん security
安全掛金 あんぜんかけがね safety latch
安全缶 あんぜんかん safety can
安全器 あんぜんき safety breaker
安全器 あんぜんき safety cutout
安全技師 あんぜんぎし safety engineer
安全区画 あんぜんくかく refuge area
安全区画 あんぜんくかく safety compartment
安全工具 あんぜんこうぐ safety tool
安全作業服 あんぜんさぎょうふく protective clothes
安全遮断弁 あんぜんしゃだんべん safety shut-off valve
安全装置 あんぜんそうち safety device
安全装備品 あんぜんそうびひん safety equipment
安全増防爆 あんぜんぞうぼうばく improved explosion resistance
安全対策 あんぜんたいさく safeguard
安全地帯 あんぜんちたい safety place
安全地帯 あんぜんちたい safety zone
安全配置距離 あんぜんはいちきょり safety distance
安全標識 あんぜんひょうしき safety sign
安全弁 あんぜんべん relief valve
安全弁 あんぜんべん safety valve
安全溶剤 あんぜんようざい safety solvent
安定化電源 あんていかでんげん voltage stabilizer
安定性試験 あんていせいしけん stability test
アンフォ（ANFO）爆薬 あんふぉばくはつ Ammonium Nitrate Fuel Oil explosive
アンモニア‐空気混合体 あんもにあ‐くうきこんごうたい ammonia-air mixture

い 委員会原案（ISO) いいんかいげんあん CD (Committee draft(s))
委員会原案（ISO) いいんかいげんあん Committee draft(s) (CD)
委員会内投票（ISO) いいんかいないとうひょう CIB (Committee internal balloting)
委員会内投票（ISO) いいんかいないとうひょう Committee internal balloting (CIB)
イエローカード いえろーかーど yellow card
硫黄 いおう sulfur
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い イオン化アナログ式スポット型感知器 いおんかあなろぐしきすぽっとがたかんちき spot-type analog smoke detector using ionization

イオン化式煙感知器 いおんかしきけむりかんちき ionization smoke detector
イオン化式スポット型感知器 いおんかしきすぽっとがたかんちき ionization spot type smoke detector
イオン化式スポット型感知器 いおんかしきすぽっとがたかんちき spot-type smoke detector using ionization
行き止まり いきどまり dead end
異径継手 いけいつぐて different diameter joint
維持 いじ maintenance
石壁 いしかべ masonry wall
維持管理 いじかんり maintenance and management
維持台帳 いじだいちょう maintenance record
異常危険準備金 いじょうきけんじゅんびきん contingency reserve
異常警報 いじょうけいほう trouble alarm
異常現象 いじょうげんしょう unusual phenomena
異常現象 いじょうげんしょう abnormal phenomena
異常状態 いじょうじょうたい abnormal condition
移送取扱所 いそうとりあつかいしょ handling facility for transfer
移送取扱所 いそうとりあつかいしょ transfer handling place ; transfer handling facilities
委託する いたくする entrust
板状棚 いたじょうだな solid shelf
イタリア規格協会 いたりあきかくいいんかい Ente Nazionable Italiano di Unificazione (UNI)
イタリア規格協会 いたりあきかくいいんかい UNI (Ente Nazionable Italiano di Unificazione)
位置 いち position
一気圧において いちきあつにおいて at one atmospheric pressure
移築 いちく relocation
一系統のスプリンクラー設備 いちけいとうのすぷりんくらーせつび one channel sprinkler system
一次側 いちじがわ primary side
一次側 いちじがわ upstream
一次電圧 いちじでんあつ primary voltage
一次電池 いちじでんち primary battery
一時避難所 いちじひなんじょ temporary refuge place
一様性 いちようせい homogeneity
一級建築士 いっきゅうけんちくし first class architect
一酸化炭素 いっさんかたんそ carbon monoxide
一酸化炭素火災感知器 いっさんかたんそかさいかんちき carbon monoxide fire detectors using electro-chemical cells
一酸化炭素濃度分布測定装置 いっさんかたんそのうどぶんぷそくていそうち carbon monoxide concentration distribution measuring 
溢水用配水管 いっすいようはいすいかん overflow pipe
一斉開放弁 いっせいかいほうべん deluge valve
一斉放出式スプリンクラー設備 いっせいほうしゅつしきすぷりんくらーせつび deluge sprinkler system
一斉放出装置 いっせいほうしゅつそうち deluge discharge system
一斉放送スイッチ いっせいほうそうすいっち simultaneous broadcasting switch
一斉鳴動 いっせいめいどう simultaneous alarm
一体式 いったいしき integral
一体的建築物 いったいてきけんちくぶつ complex building
一定の防護区画 いっていのぼうごくかく definite protection area
一般可燃物 いっぱんかねんぶつ ordinary combustibles
一般感知器 いっぱんかんちき conventional detector
一般原則 いっぱんげんそく general principles
一般建築物 いっぱんけんちくぶつ ordinary building
一般高圧ガス保安規則 いっぱんこうあつがすほあんきそく regulation for the safety of general high pressure gas
一般財団法人 いっぱんざいだんほうじん general incorporated foundation
一般社団法人 いっぱんしゃだんほうじん general incorporated association
一般電源回路 いっぱんでんげんかいろ general purpose power supply circuit
一般取扱所 いっぱんとりあつかいしょ general handling place
一般取扱所 いっぱんとりあつかいしょ general outlets
一般負荷 いっぱんふか general purpose load
一般要求事項 いっぱんようきゅうじこう general requirements
一般用スプリンクラー いっぱんようすぷりんくらー conventional sprinkler
一般浴場 いっぱんよくじょう general bathhouse
移転 いてん relocation
移動経路 いどうけいろ corridors for the movement
移動式消火設備 いどうしきしょうかせつび movable fire extinguishing equipment
移動式二酸化炭素消火設備 いどうしきにさんかたんそしょうかせつび movable CO2 fire extinguishing equipment
移動式ハロゲン化物消火設備 いどうしきはろげんかぶつしょうかせつび movable halogenated fire extinguishing equipment
移動式避難橋 いどうしきひなんきょう movable evacuation bridge
移動式粉末消火設備 いどうしきふんまつしょうかせつび movable dry chemical fire extinguishing equipment
移動体通信 いどうたいつうしん mobile communication
移動タンク貯蔵所 いどうたんくちょぞうしょ mobile tank storage
移動タンク貯蔵所 いどうたんくちょぞうしょ mobile tank storage facility
移動タンク貯蔵所 いどうたんくちょぞうしょ transfer storage tanks
易燃性 いねんせい flammability
易燃性の可燃物 いねんせいのかねんぶつ flammable combustibles
易燃性物質 いねんせいぶっしつ high inflammability material
違反対象物の公表制度 いはんたいしょうぶつのこうひょうせいど System for Publicly Announcing Violating Properties
囲壁面積 いへきめんせき area of total enclosure
移報 いほう transfer of alarm
イミュニティ（耐性要求事項） いみゅにてぃ immunity
易融性金属 いゆうせいきんぞく fusible metal material
入口(機器) いりぐち inlet
入り口金具 いりぐちかなぐ entrance truss
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入り口枠 いりぐちわく entrance frame
医療機関 いりょうきかん medical institution 
色温度 いろおんど color temperature
引火 いんか ignition
引火性液体 いんかせいえきたい inflammable liquids
引火性・可燃性液体 いんかせいかねんせいえきたい flammable and combustible liquid
引火性固体 いんかせいこたい inflammable solids
引火性の いんかせいの inflammable
引火性溶剤 いんかせいようざい flammable solvent
引火性を示す いんかせいをしめす demonstrate inflammability
引火点 いんかてん flash point
引火の危険性 いんかのきけんせい risk of inflammability
引火防止器 いんかぼうしき flame arrester
インジケータ― いんじけーたー indicator
飲食店 いんしょくてん restaurant
飲食店 いんしょくてん eating and drinking house
インデックス いんでっくす index
インテリジェント防災システム いんてりじぇんとぼうさいしすてむ intelligent fire protection system
インバーター いんばーたー inverter
隠蔽空間 いんぺいくうかん concealed space
インペラ いんぺら impeller
引用文書 いんようぶんしょ normative reference
インラックスプリンクラー いんらっくすぷりんくらー in-rack sprinkler

う ウインドガーダー ういんどがーだー wind girder
ウォーターシールド うぉーたーしーるど water shield
ウォーターシールド防護角 うぉーたーしーるどぼうごかく water shield angle of protection
ウォーターミストノズル うぉーたーみすとのずる water mist nozzle
ウォーター・モーター うぉーたーもーたー water motor
ウォーター・モーター・アラーム うぉーたーもーたーあらーむ water motor alarm
浮き屋根式屋外貯蔵タンク うきやねしきおくがいちょぞうたんく floating roof outdoor storage tank
うず巻きポンプ うずまきぽんぷ centrifugal fire pump
うず巻きポンプ うずまきぽんぷ turbine pump
薄膜構造物 うすまくこうぞうぶつ membrance structure
内ネジ式バルブ うちねじしきばるぶ inside screw type valve
移し替え作業 うつしかえさぎょう dispensing operation
埋込型スプリンクラー うめこみがたすぷりんくらー recessed sprinkler
埋込型スプリンクラーヘッド うめこみがたすぷりんくらーへっど recessed sprinkler head
埋込式 うめこみしき flush mounting　type
埋込ハウジング型 うめこみはうじんぐがた recessed housing
埋込ベース うめこみべーす flush mounted base
埋込ボックス うめこみぼっくす outlet box
上向き型乾式スプリンクラーヘッド うわむきがたかんしきすぷりんくらーへっど dry upright sprinkler head
上向き乾式スプリンクラー うわむきかんしきすぷりんくらー dry upright sprinkler
上向きスプリンクラー うわむきすぷりんくらー upright sprinkler
上向きに設置されたスプリンクラー うわむきにせっちされたすぷりんくらー upright installed sprinkler
運転検査 うんてんけんさ running inspection
運転制御装置 うんてんせいぎょそうち driving control equipment
運転灯 うんてんとう running lamp
運搬容器 うんぱんようき carrying container

え エアゾール式消火具 えあぞーるしきしょうかぐ aerosol type extinguisher appliance
エアゾール製品 えあぞーるせいひん aerosol product
エア抜き弁 えあぬきべん air bleed valve
エアフォーム えあふぉーむ air foam
永久歪 えいきゅうひずみ permanent strain (deformation)
永久変形 えいきゅうへんけい permanent transformation（deformation）
英国規格 えいこくきかく British Standard（BS)
英国規格協会 えいこくきかくきょうかい British Standards Institution (BSI)
英国規格協会 えいこくきかくきょうかい BSI (British Standards Institution)
英国健康安全局 えいこくけんこうあんぜんきょく Health and Safety Executive（HSE）
英国防火協会 えいこくぼうかきょうかい Fire Protection Association（FPA）
英国保険（業）協会 えいこくほけんきょうかい Association of British Insurers（ABI）
英国保険協会 えいこくほけんきょうかい Fire Offices' Committee（FOC）
交流 えいしー Alternating Current（AC)
英数字表示器 えいすうじひょうじき alphanumeric display
エージング えーじんぐ aging
エージングテスト えーじんぐてすと aging test
液化状態 えきかじょうたい liquefaction
液化石油ガス えきかせきゆがす liquefied petroleum gas（LPG）
液化天然ガス えきかてんねんがす liquefied natural gas（LNG）
液口栓 えきこうせん vent plug
液晶表示（ＬＣＤ） えきしょうひょうじ liquid crystal display（LCD)
エキスパート えきすぱーと expert
液相 えきそう liquid phase
液体燃料機関 えきたいねんりょうきかん liquid fuel engine
液体の危険物 えきたいのきけんぶつ liquid hazardous material
液体の流出、放出による損害 えきたいのりゅうしゅつほうしゅつによるそんがい liquid damage
液体流出火災 えきたいりゅうしゅつかさい liquid spill fire
液表面積 えきひょうめんせき liquid surface area
液面計 えきめんけい level meter
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え 液面計 えきめんけい liquid level gage

液面指示装置 えきめんしじそうち liquid level indication equipment
液面上の泡の展開 えきめんじょうのあわのてんかい distribution of foam
液面表示 えきめんひょうじ filling indication
液面表示 えきめんひょうじ water level mark
エグゾースタ えぐぞーすた exhauster
エスカッション えすかっしょん escutcheon
エネルギー・産業基盤災害即応部隊（ドラゴンハ
イパー・コマンドユニット）

えねるぎー・さんぎょうきばんさいがいそくおうぶ
たい

Emergency Response Units for Disasters with Energy and
Industrial Infrastructure(Dragon Hyper Command Units)

エマルジョン破壊剤 えまるじょんはかいざい emulsion breaking chemicals
エムエフエル防火壁 えむえふえるぼうかへき MFL fire wall
エルボ えるぼ elbow
遠隔警報監視装置 えんかくけいほうかんしそうち remote monitoring alarm system
遠隔操作器 えんかくそうさき remote control unit
エンキャプシュレション えんきゃぷしゅれしょん encapsulation packaging
エンクロージャー えんくろーじゃー enclosure
延焼 えんしょう exposure
延焼 えんしょう spread
延焼危険度 えんしょうきけんど conflagration hazard  index
延焼限界距離 えんしょうげんかいきょり limit distance for fire spreading
延焼遮断帯 えんしょうしゃだんたい firebreak belt
延焼速度 えんしょうそくど spreading velocity of fire
延焼同時線 えんしょうどうじせん isochronous fire front line
延焼のおそれのある部分 えんしょうのおそれのあるぶぶん portion liable to catch fire (from outside)
延焼防止材 えんしょうぼうしざい fire barrier
延焼防止対策 えんしょうぼうしたいさく exposure protection
延焼防止用シール えんしょうぼうしようしーる fire-stop sealant
エンジン駆動発電機 えんじんくどうはつでんき engine driven generator
塩水噴霧 えんすいふんむ salt spray
塩水噴霧試験機 えんすいふんむしけんき neutral salt spray testing machine
煙層 えんそう smoke layer
塩素酸塩類 えんそさんえんるい chlorates
煙損 えんそん smoke damage
煙道 えんどう exhaust duct
煙道ガス えんどうがす flue gas
円筒密閉型ニッケルカドミウム蓄電池 えんとうみっぺいがたにっけるかどみうむちくで sealed nickel-cadmium cylindrical rechargeable single cell
煙突効果 えんとつこうか stack effect
遠方監視 えんぽうかんし remote monitoring

お オイルフェンス おいるふぇんす oil fence
オイルフェンス展張船 おいるふぇんすてんちょうせん oil fence extension boat
オイルミスト おいるみすと oil mist
ウォーターハンマー おうーたーはんまー pressure surge
ウォーターハンマー おうーたーはんまー water hammer
応援消防本部 おうえんしょうぼうほんぶ supporting fire department
応急の措置 おうきゅうのそち emergency measures
応急の手当 おうきゅうのてあて first-aid treatment
欧州電気通信標準化機構 おうしゅうでんきつうしんひょうじゅんかきこう ETSI (European Telecommunication Standards Institute)
欧州電気通信標準化機構 おうしゅうでんきつうしんひょうじゅんかきこう European Telecommunication Standards Institute (ETSI)
欧州電気標準化委員会 おうしゅうでんきひょうじゅんかいいんかい CENELEC (European Committee for Electrotechnical

Standardization)
欧州電気標準化委員会 おうしゅうでんきひょうじゅんかいいんかい European Committee for Electrotechnical

Standardization(CENELEC)
欧州標準化委員会 おうしゅうひょうじゅんかいいんかい CEN (European Committee for Standardization)
欧州標準化委員会 おうしゅうひょうじゅんかいいんかい European Committee for Standardization (CEN)
欧州防火協会連合 おうしゅうぼうかきょうかいれんごう Confederation of Fire Protection Association Europe(CFPA

Europe)
応力腐食 おうりょくふしょく stress corrosion
黄りん おうりん yellow phosphorus
大雨特別警報 おおあめとくべつけいほう special warning for heavy rain
覆う おおう blank off
大型化学高所放水車 おおがたかがくこうしょほうすいしゃ large-size chemical ladders fire pumper
大型化学消防車 おおがたかがくしょうぼうしゃ large chemical fire pumper
大型高所放水車 おおがたこうしょほうすいしゃ large water tower fire truck
大型消火器 おおがたしょうかき wheeled extinguisher
大型消防車 おおがたしょうぼうしゃ major fire fighting vehicle
オーバーフローパイプ おーばーふろーぱいぷ overflow pipe
オープンカップ式引火点 おーぷんかっぷしきいんかてん open cup flash point
屋外 おくがい in the open air 
屋外階段 おくがいかいだん outside stairs
屋外火災 おくがいかさい outside fire
屋外型変流器 おくがいがたへんりゅうき outdoor type current transformer
屋外消火栓 おくがいしょうかせん outdoor fire hydrant
屋外消火栓設備 おくがいしょうかせんせつび outdoor fire hydrant system
屋外消火栓設備 おくがいしょうかせんせつび outside hose system
屋外消火栓設備 おくがいしょうかせんせつび yard hydrant
屋外消火栓箱 おくがいしょうかせんばこ hose cabinet of outside hydrant
屋外タンク貯蔵所 おくがいたんくちょぞうしょ outdoor tank storage facility
屋外タンク貯蔵所 おくがいたんくちょぞうしょ outdoor storage tanks（危険）
屋外タンク貯蔵所 おくがいたんくちょぞうしょ outdoor tank reservoir
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日本語 日本語（よみ） 英語
お 屋外貯蔵所 おくがいちょぞうしょ outdoor storage

屋外貯蔵所 おくがいちょぞうしょ outdoor storage facilities（危険）
屋外貯蔵所 おくがいちょぞうしょ yard storage
屋内支持がいし（碍子） おくないしじがいし indoor post insulator
屋内消火栓 おくないしょうかせん indoor fire hydrant
屋内消火栓設備 おくないしょうかせんせつび indoor fire hydrant system
屋内消火栓箱 おくないしょうかせんばこ hose cabinet of standpipe
屋内タンク貯蔵所 おくないたんくちょぞうしょ indoor storage tanks
屋内タンク貯蔵所 おくないたんくちょぞうしょ indoor tank storehouse
屋内貯蔵所 おくないちょぞうしょ indoor reservoir
屋内貯蔵所 おくないちょぞうしょ indoor storage facilities
屋内電気配線 おくないでんきはいせん indoor electric wiring
屋内避難階段 おくないひなんかいだん indoor evacuation stairway
屋内避難階段 おくないひなんかいだん smokeproof stairway
屋内変流器 おくないへんりゅうき indoor type current transformer
送り配線 おくりはいせん through wiring
送り配線 おくりはいせん feed wiring
送り配線 おくりはいせん wiring without interruption
乙種危険物取扱者 おつしゅきけんぶつとりあつかいしゃ Class B hazardous materials engineer
乙種消防設備士 おつしゅしょうぼうせつびし Class B fire defense equipment officer
乙種防火戸 おつしゅぼうかど Type-B fire door
オプション機能 おぷしょんきのう optional function
オフセット方向 おふせっとほうこう offset orientation
オランダ規格協会 おらんだきかくいいんかい NEN (Netherlands Standardization Institute)
オランダ規格協会 おらんだきかくいいんかい Netherlands Standardization Institute (NEN)
折り畳み式水槽 おりたたみしきすいそう folding type water tank
折り畳みはしご おりたたみしきはしご folding ladder
折り畳み式フック おりたたみしきふっく folding hook
織布ホース おりぬのほーす unfolded fabric hose
オリフィス おりふぃす orifice
オリフィス口径 おりふぃすこうけい orifice diameter
音圧 おんあつ sound pressure
オン・オフ型スプリンクラー おんおふがたすぷりんくらー on/off sprinkler
オンオフ型スプリンクラーヘッド おんおふがたすぷりんくらーへっど on-off sprinkler head
音響警報器 おんきょうけいほうき alarm sounding appliance
音響警報器 おんきょうけいほうき alarming appliance
音響警報装置 おんきょうけいほうそうち audible alarm device
音響警報装置 おんきょうけいほうそうち alarm sounding appliance
音響故障表示 おんきょうこしょうひょうじ audible trouble signal
音響装置 おんきょうそうち sound equipment
音響装置 おんきょうそうち sounding appliance
音響装置 おんきょうそうち sounding device
音響停止 おんきょうていし silencing
音響停止用スイッチ おんきょうていしようすいっち sound off switch
音響表示 おんきょうひょうじ audible indication
オン時間 おんじかん on-time
温湿度サイクリック(耐久試験） おんしつどサイクリック（たいきゅうしけん） damp heat, cyclic (endurance)
温湿度サイクリック　（動作試験） おんしつどサイクリック（どうさしけん） damp heat, cyclic (operational)
温湿度サイクル おんしつどさいくる Damp heat, cyclic
音色 おんしょく timbre
音色 おんしょく tone
音声警報 おんせいけいほう voice alarm
音声警報装置 おんせいけいほうそうち audible alarm device
音声警報装置 おんせいけいほうそうち voice alarm system
音声源 おんせいげん audio source
音声システム制御・表示装置 おんせいしすてむせいぎょひょうじそうち sound system control and indicating equipment
音声装置 おんせいそうち audible device
温度 おんど temperature
温度換算 おんどかんざん temperature conversion
温度計 おんどけい thermometer
温度時間面積 おんどじかんめんせき temperature-time area
温度試験 おんどしけん heating test
温度上昇率 おんどじょうしょうりつ rate of rise of air temperature
音量調節器 おんりょうちょうせつき volume controller
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