
英語 日本語 日本語（よみ）
G G-1 powder 金属火災用の粉末消火剤 きんぞくかさいようのふんまつしょうかざい

GA (General Assembly) 総会 そうかい
galvanic corrosion 電解腐食 でんかいふしょく
galvanized steel pipe 亜鉛メッキ鋼管 あえんめっきこうかん
game center, etc. 遊技場等 ゆうぎじょう
garden hose for firefighting 消火用ガーデンホース しょうかようがーでんほーす
gas chromatograph ガスクロマトグラフ がすくろまとぐらふ
gas cylinder ガス容器 がすようき
gas engine ガス機関 がすきかん
gas explosion ガス爆発 がすばくはつ
gas fire ガス火災 がすかさい
gas generator ガス発生器 がすはっせいき
gas leakage alarm and indication system ガス漏れ火災警報設備 がすもれかさいけいほうせつび
gas oil 軽油 けいゆ
gas oil ディーゼル油 でぃーぜるゆ
gas safety shut-off valve ガス遮断弁 がすしゃだんべん
gas turbine ガスタービン がすたーびん
gas turbine power plant ガスタービンプラント がすたーびんぷらんと
gaseous phase 気相 きそう
gases generated from fire 火災による発生ガス かさいによるはっせいがす
gas-fired ガス焚き がすたき
gasification ガス化 がすか
gasify ガス化する がすかする
gas-leak detector 検知器 けんちき
gas-liquid fluid 気液混合流体 きえきこんごうりゅうたい
gas-liquid mixed fluid 気液混合流体 きえきこんごうりゅうたい
gasoline ガソリン がそりん
gate 門 もん
gate valve 仕切弁 しきりべん
GD (Global Directory) グローバルディレクトリ ぐろーばるでぃれくとり
gear oil ギヤー油 ぎやーあぶら
general 概要 がいよう
General Assembly (GA) 総会 そうかい
general bathhouse 一般浴場 いっぱんよくじょう
general handling place 一般取扱所 いっぱんとりあつかいしょ
general outlets 一般取扱所 いっぱんとりあつかいしょ
general principles 一般原則 いっぱんげんそく
General Provisions 総則 そうそく
general purpose load 一般負荷 いっぱんふか
general purpose power supply circuit 一般電源回路 いっぱんでんげんかいろ
general requirements 一般要求事項 いっぱんようきゅうじこう
general security headquarter 統括警戒本部 そうごうけいかいほんぶ
general incorporated association 一般社団法人 いっぱんしゃだんほうじん
general incorporated foundation 一般財団法人 いっぱんざいだんほうじん
girder けた けた
give public notice 公示する 公示する
glass bulb グラスバルブ ぐらすばるぶ
glass bulb sprinkler グラスバルブ型スプリンクラー ぐらすばるぶがたすぷりんくらー
glass bulb sprinkler head ガラス球型スプリンクラーヘッド がらすきゅうがたすぷりんくらーへっど
Global Directory (GD) グローバルディレクトリ ぐろーばるでぃれくとり
glowing 赤熱 せきねつ
glowing smoldering cotton fire 赤色（白熱）くん焼木綿火災 せきしょくくんしょうもめんかさい
goods under the flame retardancy requirement 防炎対象物品 ぼうえんたいしょうぶっぴん
grade 勾配 こうばい
grade ability 勾配能力 こうばいのうりょく
grade ability 登坂能力 とはんのうりょく
grading グレーディング ぐれーでぃんぐ
grading 粒度 りゅうど
grain angle 繊維の傾斜 せんいのけいしゃ
grain elevator グレンエレベータ ぐれんえれべーた
grain shape 粒形 りゅうけい
granularity 粒度 りゅうど
graphic panel グラフィックパネル ぐらふぃっくぱねる
grass fire 草原火災 そうげんかさい
grassland 牧野 ぼくや
gravel layer 磔層 れきそう
gravity tank 高架水槽 こうかすいそう
gray (grey) body 灰色体 はいいろたい
great earthquake 巨大地震 きょだいじしん
great fire, group fire 大火（大火災） たいか（だいかさい）
green buffer zone for disaster prevention 防災緩衝緑地 ぼうさいかんしょうりょくち

grid system (for sprinkler piping) グリッド配管方式 ぐりっどはいかんほうしき

grinder / buff grinder 研磨機 けんまき
ground percolation capacity 地下浸透能力 ちかしんとうのうりょく
ground pressure 土圧 どあつ
ground relay set 地絡継電装置 ちらくけいでんそうち
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G ground sill 土台 どだい

ground sweep nozzle 放水銃 ほうすいじゅう
group control method 群管理方式 ぐんかんりほうしき
group supervisory system 群管理方式 ぐんかんりほうしき
grouped cable グループケーブル ぐるーぷけーぶる
grouped electrical conductor グループケーブル ぐるーぷけーぶる
grouped fire zone 集団防火地域 しゅうだんぼうかちいき
GR-type control panel GR型受信機 じーあーるがたじゅしんき
G-type control panel G型受信機 じーがたじゅしんき
guard personnel 警防要員 けいぼうよういん
guard service 警備 けいび
guarding against fire 火災の警戒 かさいのけいかい
guidance on emergency announcement 非常放送ガイダンス ひじょうほうそうがいだんす
Guide ガイド がいど
guide lamp 誘導灯 ゆうどうとう
guide lamp for emergency exit sign 避難口誘導灯 ひなんぐちゆうどうとう
guide lamp for exit-direction sign 通路誘導灯 つうろゆうどうとう
guide sign 誘導標識 ゆうどうひょうしき
Guidelines for Education and Drills for Disaster Prevention
Personnel

防災要員教育訓練指針 ぼうさいよういんきょういくくんれんししん

gymnasium 体育館 たいいくかん
gypsum 石膏 せっこう
gypsum board 石膏板 せっこうばん
gypsum lath board 石膏ラスボード せっこうらすぼーど
gypsum plaster 石膏プラスター せっこうぷらすたー
gypsum wall board 石膏ボード せっこうぼーど

H habitable room without windows 無窓の居室 むそうのきょしつ
half destroyed 半損 はんそん
half-timber construction ハーフティンバー はーふてぃんばー
halogenated extinguishing agent ハロン消火薬剤 はろんしょうかやくざい
halogenated extinguishing system ハロン消火設備（装置） はろんしょうかせつび
halogenated fire extinguisher ハロン消火器 はろんしょうかき
halon1301 ハロン１３０１（消火薬剤） はろん１３０１
hand carry type extinguisher 手提げ式消火器 てさげしきしょうかき
handline 手持ちノズル てもちのずる
handling facility 取扱所 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
handrail 手すり てすり
hangar 格納庫 かくのうこ
hanger / hanger attachment つり金具 つりかなぐ
hanging ladder つり下げはしご つりさげはしご
hanging wall 垂れ壁 たれかべ
hard cement wood chip board 硬質木片セメント板 こうしつもくへんせめんとばん
hard fiberboard 硬質繊維板 こうしつせんいばん
hazard 危険 きけん
hazardous incident response team 危険物処理隊 きけんぶつしょりたい
hazardous material(s) 危険物 きけんぶつ
Hazardous Materials Communication Standard 危険物周知基準 きけんぶつしゅうちきじゅん
hazardous materials engineers' license 危険物取扱者免状 きけんぶつとりあつかいしゃめんじょう
hazardous materials response team (HMRT) 危険物処理隊 きけんぶつしょりたい
Hazardous Materials Safety Techniques Association 危険物保安技術協会（KHK) きけんぶつほあんぎじゅつきょうかい
hazardous substance 危険物 きけんぶつ
hazardous waste 危険性廃棄物 きけんせいはいきぶつ
hazardous materials engineer 危険物取扱者 きけんぶつとりあつかいしゃ
hazardous materials engineer's qualification examination 危険物取扱者試験 きけんぶつとりあつかいしゃしけん
hazardous materials safety supervising manager 危険物保安統括管理者 きけんぶつほあんとうかつかんりしゃ
hazardous materials security superintendent 危険物保安管理者 きけんぶつほあんかんりしゃ
haz-chem 危険物 きけんぶつ
hazcom standard  (Haz Com Standard) 危険物周知基準 きけんぶつしゅうちきじゅん
haz-mat 危険物 きけんぶつ
haz-mat incident 危険物事故 きけんぶつじこ
haz-mat suit 危険物処理用防護服 きけんぶつしょりようぼうごふく
haz-mat team (unit) 危険物処理隊 きけんぶつしょりたい
Head of a Weather Station  測候所長 そっこうじょちょう
header joist 側根太 そくねだ
Health and Safety Executive（HSE） 英国健康安全局 えいこくけんこうあんぜんきょく
health care facility 療養施設 りょうようしせつ
hearing 聴聞 ちょうもん
heat 熱 ねつ
heat  absorbing glass 熱線吸収ガラス ねっせんきゅうしゅうがらす
heat  detector 熱感知器 ねつかんちき
heat actuated 熱起動式 ねつきどうしき
heat air current 火災の熱気流 かさいのねつきりゅう
heat conductivity 熱伝導率 ねつでんどうりつ
heat damage 熱損害 ねつそんがい
heat detector 熱式感知器 ねつしきかんちき
heat exchanger 熱交換器 ねつこうかんき
heat exposure 熱暴露 ねつばくろ
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H heat generation material 発熱体 はつねつたい

heat generation rate 発熱量 はつねつりょう
heat insulation property 断熱性能 だんねつせいのう
heat insulation sash 断熱サッシ だんねつさっし
heat protective clothing (textile) 耐熱繊維 たいねつせんい
heat reflecting  glass 熱線反射板ガラス ねっせんはんしゃばんがらす
heat resistance 耐熱性 たいねつせい
heat resistance coating 耐火塗料 たいかとりょう
heat resistant 耐熱の たいねつの
heat resistant material 耐熱材料 たいねつざいりょう
heat resistant wire 耐熱電線 たいねつでんせん
heat sensing element 感熱素子 かんねつそし
heat sensing wire 感知線 かんちせん
heat sensitive cable 感熱電線 かんねつでんせん
heat sensitive cable 感知線 かんちせん
heat shielding termination condition 遮熱終局条件 しゃねつしゅうきょくじょうけん
heat source 火源 かげん
heat source 熱源 ねつげん
heat storage 蓄熱 ちくねつ
heat storaging system 蓄熱システム ちくねつしすてむ
heat storaging tank 蓄熱槽 ちくねつそう
heat stroke 熱中症 ねっちゅうしょう
heat transfer 伝熱 でんねつ
heat transfer coefficient 熱伝達係数 ねつでんたつけいすう
heat transfer liquid 熱媒 ねつばい
heat transfer　rate 熱伝達率 ねつでんたつりつ
heat transmission 伝熱 でんねつ
heat transmission area 伝熱面積 でんねつめんせき
heat transmission load 伝熱負荷 でんねつふか
heat distribution measuring device 熱分布測定装置 べつぶんぷそくてそうち
heater / heating apparatus 加熱器 かねつき
heating 加熱 かねつ
heating 暖房 だんぼう
heating apparatus 暖房設備 だんぼうせつび
heating appliance 暖房機器 だんぼうきき
heating equipment 燃焼装置 ねんしょうそうち
heating index number 加熱指数 かねつしすう
heating limit temperature 暖房限界温度 だんぼうげんかいおんど
heating load 暖房負荷 だんぼうふか
heating oil 灯油 とうゆ
heating period 暖房期間 だんぼうきかん
heating surface area 伝熱面積 でんねつめんせき
heating system 暖房方式 だんぼうほうしき
heating temperature 加熱温度 かねつおんど
heating temperature curve 加熱曲線 かねつきょくせん
heating test 温度試験 おんどしけん
heating test 加熱試験 かねつしけん
heating test for loading 載荷加熱試験 さいかかねつしけん
Heating Ventilating and Air Conditioning (HVAC) 空調設備 くうちょうせつび
heat-responsive element 感熱素子 かんねつそし
heat-sensitive element 感熱素子 かんねつそし
heat-smoke exhaust 排熱・排煙口 はいねつはいえんこう
heavy snow area 多雪区域 たせつくいき
heavy timber construction 重木造建物 じゅうもくぞうたてもの
heavy fuel oil 重油 じゅうゆ
height restriction 高さの制限 たかさのせいげん
Height control districts 高度地区 こうどちく
helicopter movement management system ヘリコプター動態管理システム へりこぷたーどうたいかんりしすてむ
high bay warehouse 高層ラック倉庫 こうそうらっくそうこ
high capacity foam cannon 大容量泡放水砲 だいようりょうあわほうすいほう
high capacity foam system 大容量泡放射システム だいようりょうあわほうしゃしすてむ
high expansion foam 高発泡 こうはっぽう
high expansion foam 高膨張泡 こうぼうちょうあわ
high inflammability material 易燃性物質 いねんせいぶっしつ
high power bolt aperture 高力ボルト孔 こうりょくぼるとこう
high pressure gas 高圧ガス こうあつがす
high pressure gas cylinder 高圧ガス容器 こうあつがすようき
High Pressure Gas Safety Act 高圧ガス保安法 こうあつがすほあんほう
high pressure side 高圧側 こうあつがわ
high pressure and large volume testing pump 高圧大容量試験ポンプ こうあつだいようりょうしけんぽんぷ
high strength bolted connection 高力ボルト接合 こうりょくぼるとせつごう
high strength bolted friction connection (joint) 高力ボルト摩擦接合 こうりょくぼるとまさつせつごう
high temperature component 高温機器 こうおんきき
high temperature sprinkler head 高温度（作動型）スプリンクラーヘッド こうおんど（さどうがた）すぷりんくらーへっど
high tension side 高圧側 こうあつがわ
high voltage circuit 高電圧回路 こうでんあつかいろ
high voltage detector 高電圧型感知器 こうでんあつがたかんちき
high-level use districts 高度利用地区 こうどりようちく
highly-densed low-rise build-up district 低層高密度市街地 ていそうこうみつどしがいち
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H highly-protected fisk（HPR) ＨＰＲ（優良防災物件） えいちぴーあーる

high-rise building 高層ビル こうそうびる
high-rise building  高層建築物 こうそうけんちくぶつ
high‐voltage phase‐advancing capacitor 高圧進相コンデンサー こうあつしんそうこんでんさー
hollow part 空隙部 くうげきぶ
hollow section 空隙 くうげき
home fire alarm 住宅用火災警報器 じゅうたくようかさいほうちき
home fire alarm system 家庭用火災警報設備 かていようかさいけいほうせつび
homogeneity 一様性 いちようせい
honeycomb core plywood ハニカムコア合板 はにかむこあごうはん
hook up fire hose 消火ホースの接続 しょうかほーすのせつぞく
horizontal centrifugal fire pump 横軸式消火用遠心ポンプ よこじくしきしょうかようえんしんぽんぷ
horizontal channel 横壁みぞ よこかべみぞ
horizontal deformation 水平変形 すいへいへんけい
horizontal extended fire 水平延焼火災 すいへいえんしょうかさい
horizontal sliding fire door 引き込み式防火戸 ひきこみしきぼうかど
horizontal sprinkler 水平型スプリンクラー すいへいがたすぷりんくらー
hose ホース ほーす
hose cabinet of outside hydrant 屋外消火栓箱 おくがいしょうかせんばこ
hose cabinet of standpipe 屋内消火栓箱 おくないしょうかせんばこ
hose house 消火栓箱 しょうかせんばこ
hose stream ホース放水 ほーすほうすい
hose tender ホース延長車 ほーすえんちょうしゃ
hose valve 消火栓バルブ しょうかせんばるぶ
hot surface 発熱体 はつねつたい
hotels, etc. 旅館等 りょかんとう
hot-wire anemometer 熱線風速計 ねっせんふうそくけい
house fire 住宅火災 じゅうたくかさい
house tank 貯水槽 ちょすいそう
household fire warning system 家庭用火災警報設備 かていようかさいけいほうせつび
HPR standards ＨＰＲ防災基準 えいちぴーあーるぼうさいきじゅん
human-machine interface マンマシンインターフェイス まんましんいんたーふぇいす
humidity testing machine 湿度試験機 しつどしけんき
hung ceiling つり天井 つりてんじょう
HVAC (Heating Ventilating and Air Conditioning ) 空調設備 くうちょうせつび
hydrant flow test 消火栓の放水量テスト しょうかせんのほうすいりょうてすと
hydrant house 消火栓箱 しょうかせんばこ
hydrant wrench 消火栓開閉用レンチ しょうかせんかいへいようれんち
hydraulic elevator 油圧エレベーター ゆあつえれべーたー
hydraulic friction loss 水圧圧力損失 すいあつあつりょくそんしつ
hydraulic platform appliance 高所作業車 こうしょさぎょうしゃ
hydraulic pressure 水圧 すいあつ
hydrazine derivatives ヒドラジンの誘導体 ひどらじんのゆうどうたい
hydrocarbon surfactant 炭化水素系界面活性剤 たんかすいそけいかいめんかっせいざい
hydrogen peroxide 過酸化水素 かさんかすいそ
hydrometer 比重計 ひじゅうけい
hydrostatic pressure 静水圧 せいすいあつ
hydrostatic strength 静水強度 せいすいきょうど
hydroxylamine ヒドロキシルアミン ひどろきしるあみん
hydroxylamine salts ヒドロキシルアミン塩類 ひどろきしるあみんえんるい
hygroscopy 吸湿性 きゅうしつせい

I IAFC (International Association of Fire Chiefs) 全米消防長会 ぜんべいしょうぼうちょうかい
ICBO (International Conference of Building Officials) 全米建築業協会 ぜんべいけんちくぎょうきょうかい
ICS (International Classification for Standard) 国際規格分類 こくさいきかくぶんるい
identification card 証票 しょうひょう
IEC 国際電気標準会議 こくさいでんきひょうじゅんかいぎ
IEC (International Electrotechnical Commission) 国際電気標準会議 こくさいでんきひょうじゅんかいぎ
ignitable 発火しやすい はっかしやすい
ignite 着火する ちゃっかする
ignite 点火する てんかする
ignite 発火する はっかする
ignited material 発火物 はっかぶつ
ignition 発火 はっか
ignition 引火 いんか
ignition 着火 ちゃっか
ignition (ignitability) test 着火性試験 ちゃっかせいしけん
ignition device 点火器 てんかき
ignition point (ignition temperature) 発火点（温度） はっかてん（おんど）
ignition source 点火源 てんかげん
ignition source 火種 ひだね
ignition temperature 発火温度 はっかおんど
ignition time 出火時間 しゅっかじかん
ignition time 着火時間 ちゃっかじかん
illuminated exit route light for staircase 階段通路誘導灯 かいだんつうろゆうどうとう
immunity イミュニティ（耐性要求事項） いみゅにてぃ
impact 衝撃 しょうげき
impact 打撃 だげき
impact resistance 耐衝撃性 たいしょうげきせい
impact test 衝撃試験 しょうげきしけん
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I impact testing machine 衝撃試験機 しょうげきしけんき

impairment 機能停止 きのうていし
impeller インペラ いんぺら
important cultural property 重要文化財 じゅうようぶんかざい
imprisonment with work 懲役 ちょうえき
Improperly Closed Valve ＩＣＶ あいしーう゛ぃー
improve the equipment  施設の整備 しせつのせいび
improved explosion resistance 安全増防爆 あんぜんぞうぼうばく
in fire 火災時 かさいじ
in the open air  屋外 おくがい
inactive solid 不活性の固体 ふかっせいのこたい
incandescence 白熱 はくねつ
incendiary fire 放火 ほうか
incineration plant ごみ焼却場 ごみしょうきゃくじょ
incompressible fluid 非圧縮性流体 ひあっしゅくせいりゅうたい
index インデックス いんでっくす
indicating valve 開閉表示付バルブ かいへいひょうじつきばるぶ
indication 表示 ひょうじ
indicator インジケータ― いんじけーたー
indicator 表示器 ひょうじき
indicator gate valve 開閉表示付バルブ かいへいひょうじつきばるぶ
indicator post 開閉表示付ポスト かいへいひょうじつきぽすと
individual alarm indication 個別の警報表示 こべつのけいほうひょうじ
individual floor indication lamp 階別作動表示灯 かいべつさどうひょうじとう
individual inspection 個別検定 こべつけんてい
indoor electric wiring 屋内電気配線 おくないでんきはいせん
indoor evacuation stairway 屋内避難階段 おくないひなんかいだん
indoor fire hydrant 屋内消火栓 おくないしょうかせん
indoor fire hydrant system 屋内消火栓設備 おくないしょうかせんせつび
indoor post insulator 屋内支持がいし（碍子） おくないしじがいし
indoor reservoir 屋内貯蔵所 おくないちょぞうしょ
indoor storage facilities 屋内貯蔵所 おくないちょぞうしょ
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 屋内タンク貯蔵所 おくないたんくちょぞうしょ
indoor type current transformer 屋内変流器 おくないへんりゅうき
industrial chemistry 工業化学 こうぎょうかがく
industrial district 工業地域 こうぎょうちいき
industrial factory 工場 こうじょう
industrial fire protection 工場防火 こうじょうぼうか
industrial hygiene 産業衛生 さんぎょうえいせい
Industrial Safety and Health Act 労働安全衛生法 ろうどうあんぜんえいせいほう
Industrial Standardization Act 工業標準化法 こうぎょうひょうじゅんかほう
industrial truck 作業用トラック さぎょうようとらっく
industry 工業 こうぎょう
industry owned generating unit 自家用発電設備 じかようはつでんせつび
ineligibility 欠格条項 けっかくじょうこう
inflammable 引火性の いんかせいの
inflammable liquids 引火性液体 いんかせいえきたい
inflammable solids 引火性固体 いんかせいこたい
influent water 流入水 りゅうにゅうすい
Information transfer function 情報伝達機能 じょうほうでんたつきのう
informative 参考 さんこう
informative elements 参考要素 さんこうようそ
infrared (IR) detector 赤外線式スポット型感知器 せきがいせんしきすぽっとがたかんちき
infrared flame detector 赤外線式スポット型感知器 せきがいせんしきすぽっとがたかんちき
ingredient 成分 せいぶん
ingress 侵入 しんにゅう
initial fire fighting 初期消火 しょきしょうか
initial spread inhibition performance 初期拡大抑制性能 しょきかくだいよくせいせいのう
initially 初期に しょきに
initiating device 起動装置 きどうそうち
injured 負傷者 ふしょうしゃ
inlet 入口(機器) いりぐち
in-line inductor 管路混合器 かんろこんごうき
inner solution container 泡消火器の内筒 あわしょうかきのうちつつ
inorganic peroxides 無機過酸化物 むきかさんかぶつ
input/output devices 入出力中継器 にゅうしゅつりょくちゅうけいき
in-rack sprinkler インラックスプリンクラー いんらっくすぷりんくらー
inside screw type valve 内ネジ式バルブ うちねじしきばるぶ
inspect 点検する てんけんする
inspection 検査 けんさ
inspection 検定 けんてい
inspection 点検 てんけん
inspection and maintenance 点検と整備 てんけんとせいび
inspection hole 点検口 てんけんこう
inspection lamp 点検灯 てんけんとう
inspection of machine or tool, etc. 機械器具等の検定 きかいきぐとうのけんてい
inspection switch 点検スイッチ てんけんすいっち
inspection standard 点検基準 てんけんきじゅん
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英語 日本語 日本語（よみ）
I inspector of the fire protection equipment 消防設備点検資格者 しょうぼうせつびてんけんしかくしゃ

installation and maintenance 設置及び維持 せっちおよびいじ
instantaneous 差込式 さしこみしき
Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE（電気電子学会） あいいーいーいー
instruction 命令 めいれい
instruction  manual 取扱い説明書 とりあつかいせつめいしょ
instrumentation device 計測装置 けいそくそうち
insulated steel deck roof 断熱施工スチールデッキ屋根 だんねつせこうすちーるでっきやね
insulation door 断熱戸 だんねつど
insulation glass 断熱ガラス だんねつがらす
insulation material 断熱材 だんねつざい
insurance carrier 損害保険会社 そんがいほけんがいしゃ
insurance company 損害保険会社 そんがいほけんがいしゃ
insurance company 保険会社 ほけんがいしゃ
intake duct 吸気ダクト きゅうきだくと
intake resistance 吸気抵抗 きゅうきていこう
integral 一体式 いったいしき
integral designing 総合的設計 そうごうてきせっけい
integrated fire protection system 総合防災システム そうごうぼうさいしすてむ
integration of Fire Department 広域化（消防本部の） こういきか
intelligent fire protection system 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
intensity testing device 引張り強度試験装置 ひっぱりきょうどしけんそうち
intensive stage of fire 火盛り ひざかり
intercept planting 遮蔽植栽 しゃへいしょくさい
intercom system 構内通話システム こうないつうわしすてむ
interior  finish 内装材 ないそうざい
interlock switch 連動開閉器 れんどうかいへいき
interlocking stop switch 連動停止スイッチ れんどうていしすいっち
intermediate chamber 中間室 ちゅうかんしつ
intermediate level leadership course 中級幹部科 ちゅうきゅうかんぶか
intermittent signal 断続信号 だんぞくしんごう
internal  combustion  engine 内燃機関 ないねんきかん
internal  writing 内部配線 ないぶはいせん
internal pressure 室内圧 しつないあつ
International Association of Fire Chiefs (IAFC) 全米消防長会 ぜんべいしょうぼうちょうかい
International Classification for Standards (ICS) 国際規格分類 こくさいきかくぶんるい
International Commission on Illumination (CIE) 国際照明学会 こくさいしょうめいがっかい
International Conference of Building Officials ＩＣＢＯ あいしーびーおー
International Conference of Building Officials (ICBO) 全米建築業協会 ぜんべいけんちくぎょうきょうかい
International Electrotechnical Commission (IEC) 国際電気標準会議 こくさいでんきひょうじゅんかいぎ
international emergency relief 国際緊急援助 こくさいきんきゅうえんじょ
international emergency relief team 国際緊急援助隊 こくさいきんきゅうえんじょたい
International Fire Service Information Center 海外消防情報センター かいがいしょうぼうじょうほうせんたー
international media center 国際メディアセンター こくさいめでぃあせんたー
International Organization for Standardization ISO（国際標準化機構） あいえすおー
International Organization for Standardization (ISO) 国際標準化機構 こくさいひょうじゅんかきこう
International Organization of Legal Metrology (OIML) 国際法定計量機関 こくさいほうていけいりょうきかん
International Rescue Team 国際消防救助隊 こくさいしょうぼうきゅうじょたい
International Search and Rescue Advisory Group INSARAG（国際捜索・救助諮問グループ） こくさいそうさくきゅうじょさもんぐるーぷ
International Standard (IS)　（大文字） 国際規格（ISO又はIECが策定した国際規格） こくさいきかく
international standard　（小文字） 国際規格（一般的な国際規格） こくさいきかく
International Standard Association (ISA) 万国規格統一協会 ばんこくきかくとういつきょうかい
International Standard Book Number (ISBN) 国際標準図書番号 こくさいひょうじゅんとしょばんごう
International Standard Serial Number (ISSN) 国際標準逐次刊行物番号 こくさいひょうじゅんちくじかんこうぶつばんごう
International Standardized Profile (ISP) 国際標準プロファイル こくさいひょうじゅんぷろふぁいる
International System of Units 国際単位系 こくさいたんいけい
International Telecommunication Union ITU（国際電気通信連合） あいてぃーゆー
International Telecommunication Union -
Telecommunication Standardization Sector (ITU-T)

国際電気通信連合ー電気通信標準化部門 こくさいでんきつうしんれんごう‐でんきつうしん
ひょうじゅんかぶもん

International Telecommunication Union (ITU) 国際電気通信連合 こくさいでんきつうしんれんごう
International Telecommunication Union (ITU) -
Radiocommunication Sector (ITU-R)

国際電気通信連合ー無線通信部門 こくさいでんきつうしんれんごう‐むせんつうしん
ぶもん

International Workshop Agreement (IWA) 国際ワークショップ協定 こくさいわーくしょっぷきょうてい
inter-story deflection angle 層間変形角 そうかんへんけいかく
introduction 序文 じょぶん
introduction 序論 じょろん
Introduction to Disaster Prevention Activities for Disaster
Prevention Organizations for Self-defense

自衛防災組織等のための防災活動の手引 じえいぼうさいそしきとうのためのぼうさいかつど
うのてびき

intumescence 膨張 ぼうちょう
intumescent 膨張した ぼうちょうした
invalidate 失効させる しっこうさせる
invalidation of model (type) approval property 型式失効 かたしきしっこう
inverse time 逆時限 ぎゃくじげん
inverter 逆変換装置 ぎゃくへんかんそうち
inverter インバーター いんばーたー
investigate the cause of a fire 火災原因の調査を行う かさいげんいんのちょうさをおこなう
investigation 鑑定 かんてい
investigation of fire 火災の調査 かさいのちょうさ
investigation of the cause of ～ 原因調査 げんいんちょうさ
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英語 日本語 日本語（よみ）
I iodates よう素酸塩類 ようそさんえんるい

ionization smoke detector イオン化式煙感知器 いおんかしきけむりかんちき
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
iron net 鉄網 てつもう
iron powder 鉄粉 てっぷん
irradiation 照射 しょうしゃ
IS (International Standard) 国際規格（特にISO/IEC規格をさす。　他の規格

は小文字を使用）
こくさいきかく

IS unit 国際単位系 こくさいたんいけい
ISA (International Standard Association) 万国規格統一協会 ばんこくきかくとういつきょうかい
ISBN (International Standard Book Number) 国際標準図書番号 こくさいひょうじゅんとしょばんごう
island-wide evacuation 全島避難 ぜんとうひなん
ISO (International Organization for Standardization) 国際標準化機構 こくさいひょうじゅんかきこう
ISO Central Secretariat (ISO/CS) ISO 中央事務局 あいえすおーちゅうおうじむきょく
ISO Committee on consumer policy (COPOLCO) ISO消費者政策委員会 あいえすおーしょうひしゃせいさくいいんかい
ISO information network (ISONET) ISO情報ネットワーク あいえすおーじょうほうねっとわーく
ISO/CS (ISO Central Secretariat) ISO 中央事務局 あいえすおーちゅうおうじむきょく
ISO/IEC Joint Presidents Coordination  Group (JPCG) ISO/IEC会長合同調整グループ あいえすおーあいいーしーかいちょうごうどうちょ

うせいぐるーぷ
ISO/IEC Joint Technical Advisory Board (JTAB) ISO/IEC合同技術諮問委員会 あいえすおーあいいーしーかいちょうごうどう
isochronous fire front line 延焼同時線 えんしょうどうじせん
isolated region 孤立地域 こりつちいき
isolation 隔離（危険物など） かくり（きけんぶつなど）
ISONET (ISO information network) ISO情報ネットワーク あいえすおーじょうほうねっとわーく
ISP (International Standardized Profile) 国際標準プロファイル こくさいひょうじゅんぷろふぁいる
ISSN (International Standard Serial Number) 国際標準逐次刊行物番号 こくさいひょうじゅんちくじかんこうぶつばんごう

item 号（法令） ごう
Item 品名 ひんめい
iteration testing machine 繰返し試験機 くりかえししけんき
ITU (International Telecommunication Union) 国際電気通信連合 こくさいでんきつうしんれんごう
ITU-BR (ITU-Radiocommunication Bureau) ITU無線通信局 あいてぃーゆーむせんつうしんきょく
ITU-R (International Telecommunication Union (ITU) -
Radiocommunication Sector)

国際電気通信連合ー無線通信部門 こくさいでんきつうしんれんごう‐むせんつうしん
ぶもん

ITU-Radiocommunication Bureau (ITU-BR) ITU無線通信局 あいてぃーゆーむせんつうしんきょく
ITU-T (International Telecommunication Union -
Telecommunication Standardization Sector)

国際電気通信連合ー電気通信標準化部門 こくさいでんきつうしんれんごう‐でんきつうしん
ひょうじゅんかぶもん

ITU-Telecommunication Standardization Bureau (ITU-TSB) ITU電気通信標準化局 あいてぃーゆーでんきつうしんひょうじゅんかきょく
ITU-TSB (ITU-Telecommunication Standardization Bureau) ITU電気通信標準化局 あいてぃーゆーでんきつうしんひょうじゅんかきょく
IWA (International Workshop Agreement) 国際ワークショップ協定 こくさいわーくしょっぷきょうてい

J Japan Coast Guard 海上保安庁 かいじょうほあんちょう
Japan Fire Engineering Qualification Center （一財）消防試験研究センター しょうぼうしけんけんきゅうせんたー
Japan Fire Equipment Inspection Institute 日本消防検定協会 にほんしょうぼうけんていきょうかい
Japan Meteorological Agency (JMA) 気象庁 きしょうちょう
Japan Self-Defense Forces (JSDF) 自衛隊 じえいたい
Japanese Industrial Standards (JIS) 日本工業規格 にほんこうぎょうきかく
Japanese Industrial Standards Committee (JISC) 日本工業標準調査会 にほんこうぎょうひょうじゅんちょうさかい
Japanese Standards Association (JSA) 日本規格協会 にほんきかくきょうかい
JCG (Joint Coordination Group) 合同調整グループ ごうどうちょうせいぐるーぷ
jet ホース放水 ほーすほうすい
JIS (Japanese Industrial Standards) 日本工業規格 にほんこうぎょうきかく
JISC (Japanese Industrial Standards Committee) 日本工業標準調査会 にほんこうぎょうひょうじゅんちょうさかい
jockey pump ジョッキーポンプ じょっきーぽんぷ
joint 緊結金具 きんけつかなぐ
joint 接合部 せつごうぶ
Joint Coordination Group (JCG) 合同調整グループ ごうどうちょうせいぐるーぷ
joint disaster prevention association 共同防災組織 きょうどうぼうさいそしき
joint fire protection management consultation system 共同防火管理協議制度 きょうどうぼうかかんりきょうぎせいど
joint fire protection management consultative committee 共同防火管理協議 きょうどうぼうかかんりきょうぎ
Joint Project Committee (JPC) 合同プロジェクト委員会 ごうどうぷろじぇくといいんかい
Joint Task Force 統合機動部隊 とうごうきどうぶたい
Joint Technical Committee (JTC) 合同専門委員会 ごうどうせんもんいいんかい
Joint Working Group (JWG) 合同作業グループ ごうどうさぎょうぐるーぷ
JPC (Joint Project Committee) 合同プロジェクト委員会 ごうどうぷろじぇくといいんかい
JPCG (ISO/IEC Joint Presidents Coordination  Group) ISO/IEC会長合同調整グループ あいえすおーあいいーしーかいちょうごうどうちょ

うせいぐるーぷ
JSA (Japanese Standards Association) 日本規格協会 にほんきかくきょうかい
JTAB (ISO/IEC Joint Technical Advisory Board) ISO/IEC合同技術諮問委員会 あいえすおーあいいーしーかいちょうごうどう
JTC (Joint Technical Committee) 合同専門委員会 ごうどうせんもんいいんかい
judgment 判決 はんけつ
juridical person 法人 ほうじん
justifiable grounds 正当な理由 せいとうなりゆう
JWG (Joint Working Group) 合同作業グループ ごうどうさぎょうぐるーぷ

K karaoke box and stores, etc. カラオケボックス等 からおけぼっくすとう
KATS (Korean Agency for Technology and Standards) 韓国技術標準化機構 かんこくぎじゅつひょうじゅんかきこう
kelvin degree 国際ケルビン温度 こくさいけるびんおんど
kindergartens, etc. 幼稚園等 ようちえんとう
kitchen range こんろ こんろ
Korean Agency for Technology and Standards (KATS) 韓国技術標準化機構 かんこくぎじゅつひょうじゅんかきこう
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L labeled  product 認定マーク付き製品 にんていまーくつきせいひん

labelling ラベル らべる
laboratory test 実験室の試験 じっけんしつのしけん
ladder company はしご車隊 はしごしゃたい
ladder elevation 起梯 きてい
ladder pipe はしご用放水ノズル はしごようほうすいのずる
ladder truck はしご車 はしごしゃ
laminar air flow 層気流 そうきりゅう
land category 地目 ちもく
Land Expropriation Law 都市収用法 とししゅうようほう
Land Readjustment Law 土地区画整理法 とちくかくせいりほう
land use designated district 用途地域 ようとちいき
landslide 土砂崩れ どしゃくずれ
landslide disaster 土砂災害 どしゃさいがい
large chemical fire pumper 大型化学消防車 おおがたかがくしょうぼうしゃ
large loss fire 大火（大火災） たいか（だいかさい）
large scale fire 大火（大火災） たいか（だいかさい）
large space 大空間 だいくうかん
large water tower fire truck 大型高所放水車 おおがたこうしょほうすいしゃ
large-capacity water pump vehicle 大容量送水ポンプ車 だいようりょうそうすいぽんぷしゃ
large-scale building 大規模建築物 だいきぼけんちくぶつ
large-scale retail store 大規模な小売店舗 だいきぼなこうりてんぽ
large-size chemical ladders fire pumper 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
last place of refuge 最終避難場所 さいしゅうひなんばしょ
latched valve ラッチ付き弁 らっちつきべん
latent heat 潜熱 せんねつ
latent heat load 潜熱負荷 せんねつふか
lateral buckling 横座屈 よこざくつ
lateral discharge 横方向放水 よこほうこうほうすい
lateral load 横荷重 よこかじゅう
lateral loading 水平荷重 すいへいかじゅう
lath sheet ラスシート らすしーと
laws and regulations 法令 ほうれい
layout business establishment レイアウト事業所 れいあうとじぎょうしょ
LC50 (lethal concentration for 50%) 吸入半数致死量 きゅうにゅうはんすうちしりょう
LD50 (lethal dose for 50%) 経口半数致死量 けいこうはんすうちしりょう
lead  acid  battery 鉛蓄電池 なまりちくでんち
leadership education 幹部教育 かんぶきょういく
leak 漏えい ろうえい
leak 漏出 ろうしゅつ
leak point 漏洩点 ろうえいてん
leak resistance 耐漏洩 たいろうえい
leaning ladder 立てかけはしご たてかけはしご
letter of gratitude 感謝状 かんしゃじょう
level meter 液面計 えきめんけい
LFL (lower flammable limit） 燃焼下限界 ねんしょうかげんかい
LFL (lower flammable limit) 爆発下限界 ばくはつかげんかい
liability 賠償責任 ばいしょうせきにん
liaison organization リエゾン機関 りえぞんきかん
libraries, etc. 図書館等 としょかんとう
lieutenant 消防隊次長 しょうぼうたいじちょう
life chute 救助袋 きゅうじょぶくろ
life line throwing gun 救助索発射銃 きゅうじょさくはっしゃじゅう
life net 救助幕 きゅうじょまく
life net 救命幕 きゅうめいまく
life-first sprinkler system 人命優先スプリンクラー設備 じんめいゆうせんすぷりんくらーせつび
light 点火する てんかする
light hazard occupancy 軽級危険用途 けいきゅうきけんようと
light oil ディーゼル油 でぃーぜるゆ
light quantity measuring apparatus 光量測定装置 こうりょうそくていそうち
light receiving unit 受光器 じゅこうき
light rescue vehicle 軽量救助車 けいりょうきゅうじょしゃ
light screen 光スクリーン ひかりすくりーん
light source 光源 こうげん
light source wagon 電源照明車 でんげんしょうめいしゃ
light-emitting indicator 発光表示器 はっこうひょうじき
lighting 採光 さいこう
lighting circuit 電灯回路 でんとうかいろ
lighting off 断火 だんか
lighting source for emergency operation 非常用光源 ひじょうようこうげん
lighting area 採光面積 さいこうめんせき
lightweight aggregate 軽量骨材 けいりょうこつざい
lightweight cellular concrete panel (plate) 軽量気泡コンクリート板 けいりょうきほうこんくりーとばん
likely to hinder 支障を及ぼすおそれ ししょうをおよぼすおそれ
lime 石灰 せっかい
lime mortar 石灰モルタル せっかいもるたる
lime plaster 漆喰 しっくい
limestone 石灰岩 せっかいがん
limit date 期限 きげん
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英語 日本語 日本語（よみ）
L limit distance for fire spreading 延焼限界距離 えんしょうげんかいきょり

limiting oxygen index (LOI) 限界酸素指数 げんかいさんそしすう
line proportioner 管路混合装置 かんろこんごうそうち
line type fixed temperature detector 定温式感知線型感知器 ていおんしきかんちせんがたかんちき
linear burning rate 線形燃焼率 せんけいねんしょうりつ
linen chute リネンシュート りねんしゅーと
line-type analog smoke detector using a transmitted optical
beam

光電アナログ式分離型感知器 こうでんあなろぐしきぶんりがたかんちき

line-type rate of rise heat detector 差動式分布型感知器 さどうしきぶんぷがたかんちき
line-type smoke detector using a transmitted optical beam 光電式分離型感知器 こうでんしきぶんりがたかんちき
link and lever type sprinkler head レバー型低融点合金スプリンクラーヘッド ればーがたていゆうてんごうきんすぷりんくらー

へっど
liquefaction 液化状態 えきかじょうたい
liquefied natural gas ＬＮＧ えるえぬじー
liquefied natural gas（LNG） 液化天然ガス えきかてんねんがす
liquefied petroleum gas ＬＰＧ えるぴーじー
liquefied petroleum gas（LPG） 液化石油ガス えきかせきゆがす
liquid crystal display（LCD) 液晶表示（ＬＣＤ） えきしょうひょうじ
liquid damage 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 fuel engine 液体燃料機関 えきたいねんりょうきかん
liquid hazardous material 液体の危険物 えきたいのきけんぶつ
liquid level gage 液面計 えきめんけい
liquid level indication equipment 液面指示装置 えきめんしじそうち
liquid phase 液相 えきそう
liquid spill fire 液体流出火災 えきたいりゅうしゅつかさい
liquid surface area 液表面積 えきひょうめんせき
listed sprinkler 認定ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ にんていすぷりんくらー
listed sprinkler 検定スプリンクラー けんていすぷりんくらー
livestock shed 畜舎 ちくしゃ
Lloyd's ロイズ（保険会社） ろいず
load (loading) 荷重 かじゅう
load (loading) test 載荷試験 さいかしけん
load bearing capacity 荷重支持能力 かじゅうしじのうりょく
load bearing element 荷重支持部材 かじゅうしじぶざい
load bearing wall 耐力壁 たいりょくへき
load carrying ability 荷重支持能力 かじゅうしじのうりょく
load indicator 荷重計 かじゅうけい
load test 荷重試験 かじゅうしけん
load cell ロードセル ろーどせる
loaded stream fire extinguisher 強化液消火器 きょうかえきしょうかき
loaded stream fire extinguisher agent 強化液消火薬剤 きょうかえきしょうかやくざい
loading 負荷状態 ふかじょうたい
loam ローム（地質） ろーむ
local alarm system 構内警報設備 こうないけいほうせつび
local application system 局所放出方式 きょくしょほうしゅつほうしき
Local Autonomy Act 地方自治法 ちほうじちほう
local discharge system 局所放出方式 きょくしょほうしゅつほうしき
local exhaust system 局所排気装置 きょくしょはいきそうち
local fire (protection) officer 自治体の消防職員 じちたいのしょうぼうしょくいん
local fire alarm signaling system 構内火災警報監視装置 こうないかさいけいほうかんしそうち
local power supply type ローカル電源方式 ろーかるでんげんほうしき
local public entity 地方公共団体 ちほうこうきょうだんたい
localized alarm sounding 区分鳴動方式 くぶんめいどうほうしき
lodgement ロッジメント ろっじめんと
logistical support sub-team 後方支援小隊 こうほうしえんしょうたい
LOI (limiting oxygen index) 限界酸素指数 げんかいさんそしすう
London Fire Brigade ロンドン消防隊 ろんどんしょうぼうたい
long term heat storage 長期蓄熱 ちょうきちくねつ
long time loading 長期荷重 ちょうきかじゅう
loopback ループバック るーぷばっく
looped fire main 格子状消火配管 こうしじょうしょうかはいかん
looped system (for sprinkler piping) 周回式消火主配管 しゅうかいしきしょうかしゅはいかん
looped system for sprinkler piping スプリンクラーのループ式消火配管 すぷりんくらーのるーぷしきしょうかはいかん
lose fire integrity 遮炎性を失う しゃえんせいをうしなう
loss 損害 そんがい
loss 損失（額） そんしつ
loss 滅失 めっしつ
loss expectancy 予想損害額 よそうそんがいがく
loss in mass 重量損失 じゅうりょうそんしつ
Loss Prevention Council ＬＰＣ（英国保険業界設立の団体） えるぴーしー
loss ratio 損害率 そんがいりつ
loss report 被災報告 ひさいほうこく
lot inspection 個別検定 こべつけんてい
loud speaker 拡声器(装置） かくせいき（そうち）
low back pressure type generation 低背圧型発泡器 ていはいあつがたはっぽうき
low expansion foam 低発泡 ていはっぽう
low expansion ratio foam 低膨張率泡 ていぼうちょうりつあわ
low pressure type differential dry pipe value 定差圧型乾式弁 ていさあつがたかんしきべん
low temperature foaming agent 低温用泡原液 ていおんようあわげんえき
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英語 日本語 日本語（よみ）
L low voltage type detector 低電圧型感知器 ていでんあつがたかんちき

lower (ladder) 倒伏する（はしご車のはしごなど） とうふくする
lower calorific volume of fuel 燃料の低位発熱量 ねんりょうのていいはつねつりょう
lower edge 下端 かたん
lower end 下端 かたん
lower level line 最低液面線 さいていえきめんせん
lower tolerance limit 下限許容値 かげんきょようりょう
lowest floor 最下階 さいかかい
low-rise 低層 ていそう
low-rise house 低層住宅 ていそうじゅうたく
low-rise housing area (district) 低層住宅地 ていそうじゅうたくち
luminaire for exit direction sign 通路誘導灯 つうろゆうどうとう
luminaires for emergency exit sign 避難口誘導灯 ひなんぐちゆうどうとう
luminaires for escape lighting 誘導灯 ゆうどうとう
luminaries for theatre step lighting 客席誘導灯 きゃくせきゆうどうとう
luminous flame 輝炎 きえん
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