
日本語 日本語（よみ） 英語
な 内圧暴爆対策 ないあつぼうばくたいさく purging  and  pressurizing  equipment

内閣官房 ないかくかんぼう Cabinet Secretariat
内閣府 ないかくふ Cabinet Office
内閣府防災担当 ないかくふぼうさいたんとう Director General for Disaster Management , Cabinet Office
内蔵型非常用照明器具 ないぞうがたひじょうようしょうめいきぐ self-contained  emergency  luminaire
内装材 ないそうざい interior  finish
内装材 ないそうざい upholstered furniture
内燃機関 ないねんきかん internal  combustion  engine
内部応力 ないぶおうりょく stress  in  cross  section
内部配線 ないぶはいせん internal  writing
長屋 ながや row house
投げ込み試験 なげこみしけん plunge test
ナトリウム なとりうむ sodium
鉛蓄電池 なまりちくでんち lead  acid  battery
なわばしご なわばしご rope  ladder
軟化する なんかする soften
難燃ｺｰﾃｲﾝｸﾞ なんねんこーていんぐ fire  retardant  coating
難燃剤 なんねんざい fire  retardant  agent
難燃材 なんねんざい fire　retardant
難燃材料 なんねんざいりょう fire retardant material
難燃処理 なんねんしょり fire retardant treatment
難燃処理剤 なんねんしょりざい fire  retardant  chemical
難燃性 なんねんせい fire-retardant
難燃度 なんねんど flame  spread  rating
難燃プラスチック板 なんねんぷらすちっくばん fire retardant plastic board
南米建築基準協会 なんべいけんちくきじゅんきょうかい SBCCI (Southern  Building  Code  Congress  International)
南米建築基準協会 なんべいけんちくきじゅんきょうかい Southern  Building  Code  Congress  International (SBCCI)

に 二機能ノズル にきのうのずる twinned  nozzle
2号消火栓 にごうしょうかせん type 2 fire hydrant
2サイクル機関 にさいくるきかん two-stroke  engine
二酸化硫黄腐食 にさんかいおうふしょく sulfur dioxide corrosion
二酸化炭素消火器 にさんかたんそしょうかき carbon  dioxide  fire  extinguisher
二酸化炭素消火設備 にさんかたんそしょうかせつび carbon  dioxide  extinguisher  system
二次電池 にじでんち secondary  battery
二重逆止弁 にじゅうぎゃくしべん double  check  valve
二重ねじ にじゅうねじ cross  screw
二重防火扉 にじゅうぼうかとびら double  fire  door
二信号機能 にしんごうきのう 2-signal  function
二信号式受信機 にしんごうしきじゅしんき 2-signal  type  control  panel
日常管理 にちじょうかんり routine  management
日常災害 にちじょうさいがい daily  disaster
日常点検 にちじょうてんけん routine  inspection
ニトロ化合物 にとろかごうぶつ nitro compounds
ニトロソ化合物 にとろそかごうぶつ nitroso compounds
二方向避難 にほうこうひなん 2-direction  escape
二方分岐管 にほうぶんきかん Siamese connection
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地
震防災対策の推進に関する特別措置法

にほんかいこう・ちしまかいこうしゅうへんがたじ
しんにかかるじしんぼうさいたいさくのすいしんに
かんするとくべつそちほう

Act on Special Measures concerning Advancement of
Countermeasures against Earthquake Disaster in Relation
to Subduction Zone Earthquake Around Japan Trench and
Chishima Trench

日本規格協会 にほんきかくきょうかい Japanese Standards Association (JSA)
日本規格協会 にほんきかくきょうかい JSA (Japanese Standards Association)
日本工業規格 にほんこうぎょうきかく Japanese Industrial Standards (JIS)
日本工業規格 にほんこうぎょうきかく JIS (Japanese Industrial Standards)
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 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 JISC (Japanese Industrial Standards Committee)
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 Fire Equipment Inspection Institute
（一財）日本消防設備安全センター にほんしょうぼうせつびあんぜんせんたー Fire Equipment and Safety Center of Japan
入出力中継器 にゅうしゅつりょくちゅうけいき input/output devices
ニューヨーク市消防局 にゅーよーくししょうぼうきょく New York City Fire Department
による による shall
二硫化炭素 にりゅうかたんそ carbon disulfide
任意要素 にんいようそ conditional element
認可 にんか authorization
認証制度 にんしょうせいど recognition  system
認知 にんち recognition
認知空間 にんちくうかん recognition  space
認定 にんてい approval
認定 にんてい certify
認定ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ にんていすぷりんくらー listed sprinkler
認定品 にんていひん approved  product
認定マーク付き製品 にんていまーくつきせいひん labeled  product
任命 にんめい appointment

ぬ 濡れホース ぬれほーす wet fire hose
濡れ水 ぬれみず wet water

ね ねじ式 ねじしき screw  type
ねじり振動 ねじりしんどう torsional  vibration
熱 ねつ heat
熱アナログ式スポット型感知器 ねつあなろぐしきすぽっとがたかんちき spot-type analog heat detector
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ね 熱応力 ねつおうりょく thermal stress

熱応力解析 ねつおうりょくかいせき thermal stress  analysis
熱遅れ ねつおくれ thermal lag
熱慣性 ねつかんせい thermal inertia
熱感知器 ねつかんちき heat  detector
熱起電力式感知器 ねつきでんりょくしきかんちき thermoelectric effect type detector
熱起動式 ねつきどうしき heat actuated
熱気流 ねつきりゅう a hot flow of air
熱煙複合式スポット型感知器 ねつけむりふくごうしきすぽっとがたかんちき combined heat smoke spot type detector
熱煙複合式スポット型感知器 ねつけむりふくごうしきすぽっとがたかんちき spot-type combination detector sensitive to heat and
熱源 ねつげん heat source
熱交換器 ねつこうかんき heat exchanger
熱拘束 ねつこうそく thermal restraint
熱式感知器 ねつしきかんちき heat detector
熱衝撃 ねつしょうげき thermal shock
熱線吸収ガラス ねっせんきゅうしゅうがらす heat  absorbing glass
熱線反射板ガラス ねっせんはんしゃばんがらす heat reflecting  glass
熱線風速計 ねっせんふうそくけい hot-wire anemometer
熱損害 ねつそんがい heat damage
熱中症 ねっちゅうしょう heat stroke
熱的 ねつてき thermal
熱的破損 ねつてきはそん thermal degradation
熱伝達係数 ねつでんたつけいすう heat transfer coefficient
熱伝達率 ねつでんたつりつ heat transfer　rate
熱電対式感知器 ねつでんついしきかんちき thermocouple type  detector
熱電対の示度 ねつでんついのしど reading of a thermocouple
熱伝導率 ねつでんどうりつ heat conductivity
熱伝導率 ねつでんどうりつ thermal conductivity
ネットワーク型自火報システム ねっとわーくがたじかほうしすてむ network type fire alarm system
熱媒 ねつばい heat transfer liquid
熱爆発 ねつばくはつ thermal explosion
熱暴露 ねつばくろ heat exposure
熱複合式スポット型感知器 ねつふくごうしきすぽっとがたかんちき point-type multisensor(light and heat) fire detectors
熱複合式スポット型感知器 ねつふくごうしきすぽっとがたかんちき spot-type multistate detector sensitive to fixed

temperature and/or rate of temperature rise
熱膨張力 ねつぼうちょうりょく thermal thrust
熱量の単位 ねつりょうのたんい BTU (British Thermal Unit）
燃焼安全装置 ねんしょうあんぜんそうち combustion safeguards
燃焼下限界 ねんしょうかげんかい LFL (lower flammable limit）
燃焼ガス ねんしょうがす combustion gas
燃焼挙動 ねんしょうきょどう burning behaviour
燃焼材料 ねんしょうざいりょう combustion material
燃焼試験 ねんしょうしけん burning test
燃焼室 ねんしょうしつ combustion chamber
燃焼性状 ねんしょうせいじょう burning behaviour
燃焼性の ねんしょうせいの combustible
燃焼装置 ねんしょうそうち combustion equipment
燃焼装置 ねんしょうそうち heating equipment
燃焼速度 ねんしょうそくど burning rate
燃焼粒子 ねんしょうりゅうし particle of combustion
燃線 ねんせん twisted wire
燃料 ねんりょう fuel
燃料圧 ねんりょうあつ fuel pressure
燃料移送ポンプ ねんりょういそうぽんぷ fuel transfer pump
燃料温度 ねんりょうおんど fuel temperature
燃料供給施設 ねんりょうきょうきゅうしせつ fuel supply handling place
燃料供給ポンプ ねんりょうきょうきゅうぽんぷ fuel feed pump
燃料計 ねんりょうけい fuel gauge
燃料消費量 ねんりょうしょうひりょう fuel consumption
燃料制御 ねんりょうせいぎょ throttle
燃料タンク ねんりょうたんく fuel service tank
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 calorific volume of fuel
燃料噴射ポンプ ねんりょうふんしゃぽんぷ fuel injection pump, fuel pressure pump
燃料補給車 ねんりょうほきゅうしゃ fuel supply vehicle

の 濃度 のうど density
農林水産省 のうりんすいさんしょう Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
残り火 のこりび ember
野地板 のじいた sheathing roof board
ノズル のずる nozzle
ノズルの起伏 のずるのきふく elevation and depression of nozzle
ノズル部吸引式発泡方式 のずるぶきゅういんしきはっぽうほうしき nozzle aspirator system
望ましくない のぞましくない should not
のど断面 のどだんめん throat section
延べ面積の敷地面積に対する割合 のべめんせきのしきちめんせきにたいするわり ratio of the total floor area to the site area
延べ床面積 のべゆかめんせき total floor area

は パージング ぱーじんぐ purging
パーティクルボード ぱーてぃくるぼーど particleboard
バーナー ばーなー burner
ハーフティンバー はーふてぃんばー half-timber construction
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は パープルケイ ぱーぷるけい purple K

灰 はい ash
排圧栓 はいあつせん safety relief device
灰色体 はいいろたい gray (grey) body
排煙 はいえん smoke elimination
排煙 はいえん smoke exhaustion
排煙機 はいえんき smoke exhaust equipment
排煙機 はいえんき smoke exhaust fan
排煙機 はいえんき smoke extractor
排煙システム はいえんしすてむ smoke venting system
排煙浄化設備 はいえんじょうかせつび smoke exhaust and purification device
排煙設備 はいえんせつび smoke exhaustion equipment
排煙塔 はいえんとう smoke exhaust tower
排煙風洞 はいえんふうどう smoke duct
排煙方式（排煙設備） はいえんほうしき（はいえんせつび） smoke venting method
廃ガス はいがす exhaust gas
配管 はいかん piping
配管システム はいかんしすてむ water distribution system
配管設備 はいかんせつび piping equipment
配管のつり金具 はいかんのつりかなぐ pipe hanger
配管腐食 はいかんふしょく cavitation
廃棄 はいき withdraw
排気 はいき air exhaustion
排気 はいき exhaust air
排気温度 はいきおんど exhaust temperature
排気温度曲線 はいきおんどきょくせん exhaust temperature curve
排気ガス圧 はいきがすあつ exhaust gas pressure
排気ガス温度 はいきがすおんど exhaust gas temperature
排気ガス燃焼装置 はいきがすねんしょうそうち fume incinerator
排気管 はいきかん exhaust pipe
排気系統の排圧 はいきけいとうのはいあつ back pressure in the exhaust system
排気口 はいきこう exhaust opening
排気消音器 はいきしょうおんき exhaust silencer
排気ダクト はいきだくと exhaust duct
排気筒 はいきとう flue
排気フード はいきふーど exhaust hood
配合 はいごう mix proportion
配合 はいごう proportion of ingredients
賠償責任 ばいしょうせきにん liability
排水 はいすい drainage
配水管 はいすいかん branch pipe line
排水トラップ はいすいとらっぷ drainage trap
排水弁 はいすいべん ball drip
はい積 はいせき pile storage
配線 はいせん wiring
配線箱 はいせんばこ distribution box
配線箱（配線函） はいせんばこ（はいせんかん） distribution head
配線用遮断器 はいせんようしゃだんき molded case circuit breaker
配置された はいちされた arranged
配電箱 はいでんばこ switch box
配電盤 はいでんばん switchboard
排熱・排煙口 はいねつはいえんこう heat-smoke exhaust
排熱・排煙口 はいねつはいえんこう smoke-heat exhaust
パイプシャフト ぱいぷしゃふと pipe shaft
パイプダクト ぱいぷだくと pipe duct
パイプハンガー ぱいぷはんがー pipe hanger
倍率 ばいりつ coefficient of expansion
倍率 ばいりつ expansion ratio
破壊圧力 はかいあつりょく burst pressure
破壊応力度 はかいおうりょくど fracture stress
破壊荷重 はかいかじゅう failure load
破壊強度 はかいきょうど fracture strength
破壊消防 はかいしょうぼう fire defence by destruction
破壊力 はかいりょく crush force
爆轟 ばくごう detonation
白熱 はくねつ incandescence
爆燃 ばくねん deflagration
爆発 ばくはつ explosion
爆発拡散パネル ばくはつかくさんぱねる explosion relief panel
爆発下限界 ばくはつかげんかい LFL (lower flammable limit)
爆発限界 ばくはつげんかい explosive limit
爆発限界 ばくはつげんかい flammable limit
爆発指数 ばくはつしすう explosion index
爆発上限界 ばくはつじょうげんかい upper flammable limit
爆発損害軽減構造 ばくはつそんがいけいげんこうぞう explosion damage limiting construction
爆発損害防止対策 ばくはつそんがいぼうしたいさく explosion damage control
爆発の危険性 ばくはつのきけんせい risk of explosion
爆発放散ベント ばくはつほうさんべんと explosion relief vent
爆発防止対策 ばくはつぼうしたいさく explosion control
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は 爆発放射パネル ばくはつほうしゃぱねる explosion relief panel

爆発放射ベント ばくはつほうしゃべんと explosion relief vent
爆発保護システム ばくはつほごしすてむ explosion protection system
爆発抑制システム（装置） ばくはつよくせいしすてむ explosive suppression system
爆薬 ばくやく blasting powder
はく（剥）離 はくり flaking
はく離 はくり segregation
はく離破壊 はくりはかい segregation fracture
爆裂 ばくれつ spalling
曝露 ばくろ exposure
暴露後RTI ばくろごあーるてぃあい post-exposure RTI
はしご車 はしごしゃ aerial ladder truck
はしご車 はしごしゃ ladder truck
はしご車隊 はしごしゃたい ladder company
はしご付き消防自動車 はしごつきしょうぼうじどうしゃ aerial ladder truck
はしごしゃ付き消防ポンプ自動車 はしごつきしょうぼうぽんぷじどうしゃ fire pumper with aerial ladder
はしご用放水ノズル はしごようほうすいのずる ladder pipe
破損 はそん degradation
破損 はそん damage
裸熱電対 はだかねつでんつい bare-wire thermo-couple
裸火 はだかび open fire / open flame
発炎 はつえん flame
発炎 はつえん flaming ignition
発煙 はつえん smoke generation
発煙係数 はつえんけいすう smoke generation coefficient
発炎性 はつえんせい flammability
発煙性状 はつえんせいじょう appearance of smoke outbreak
発炎性の はつえんせいの flammable
発炎燃焼 はつえんねんしょう flaming
発炎燃焼する はつえんねんしょうする flame
発炎燃焼性の はつえんねんしょうせいの flammable
発炎燃焼性のない はつえんねんしょうせいのない non-flammable
発煙量 はつえんりょう amount of smoke production
発煙量 はつえんりょう volume of smoke outbreak
発火 はっか ignition
発火温度 はっかおんど ignition temperature
発火しやすい はっかしやすい ignitable
発火する はっかする ignite
発火性の はっかせいの flammable
発火点（温度） はっかてん（おんど） ignition point (ignition temperature)
発火の危険性 はっかのきけんせい risk of ignition
発火物 はっかぶつ ignited material
罰金刑 ばっきんけい fine
バックドラフト ばっくどらふと backdraft
発光表示器 はっこうひょうじき light-emitting indicator
発信機 はっしんき manual call point
罰則 ばっそく penal provisions
バッチ ばっち batch
発展途上国対策委員会 はってんとじょうこくたいさくいいんかい Committee on developing country matters (DEVCO)
発展途上国対策委員会 はってんとじょうこくたいさくいいんかい DEVCO (Committee on developing country matters)
発熱速度 はつねつそくど rate of heat release
発熱体 はつねつたい heat generation material
発熱体 はつねつたい hot surface
発熱反応 はつねつはんのう exothermic reaction
発熱ポテンシャル はつねつぽてんしゃる calorific potential
発熱量 はつねつりょう calorific value
発熱量 はつねつりょう heat generation rate
発泡剤 はっぽうざい foamed agent
発砲プラスチック はっぽうぷらすちっく expanded plastic
発砲プラスチック はっぽうぷらすちっく foamed plastic
発泡プラスチック包装材料 はっぽうぷらすちっくほうそうざいりょう expanded plastic packaging material
ハニカムコア合板 はにかむこあごうはん honeycomb core plywood
幅厚比 はばあつひ depth-thickness ratio
幅厚比 はばあつひ width-thickness ratio
はめ殺し はめころし fixed
パラペット ぱらぺっと parapet wall
パリ消防旅団 ぱりしょうぼうりょだん Brigade des sapeurs-pompiers de Paris
バルブ ばるぶ pipe valve
破裂 はれつ bursting
破裂板 はれつばん rupture disk
ハロン１３０１（消火薬剤） はろん１３０１ halon1301
ハロン消火器 はろんしょうかき halogenated fire extinguisher
ハロン消火設備（装置） はろんしょうかせつび halogenated extinguishing system
ハロン消火薬剤 はろんしょうかやくざい halogenated extinguishing agent
版 はん edition (Ed.)
判決 はんけつ judgment
半硬質繊維板 はんこうしつせんいばん semi-hard board
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 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 ISA (International Standard Association) 
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は 反射 はんしゃ reflection

反射板 はんしゃばん reflection board
反射板 はんしゃばん reflector
反射率 はんしゃりつ reflectance
反射率 はんしゃりつ reflection coefficient
反射率 はんしゃりつ reflectivity
半焼 はんしょう partial burning
半焼 はんしょう partial damage by fire
半損 はんそん half destroyed
反応 はんのう reaction
反応 はんのう response
反応型消火器 はんのうがたしょうかき self-expelling type extinguisher
万能型消火器 ばんのうがたしょうかき all-purpose portable extinguisher
販売業者 はんばいぎょうしゃ seller
販売取扱所 はんばいとりあつかいしょ sales handling facilities
反力 はんりょく reaction

ひ 火 ひ fire
比 ひ comparison
火遊び ひあそび act of playing with fire
非圧縮性流体 ひあっしゅくせいりゅうたい incompressible fluid
被害の軽減 ひがいのけいげん mitigation of the damage
被害面積 ひがいめんせき damaged area
比較火災試験 ひかくかさいしけん comparative fire test
非火災報 ひかさいほう unwanted alarm
非火災報 ひかさいほう false alarm
光スクリーン ひかりすくりーん light screen
火管 ひかん fire tube
引き込み式防火戸 ひきこみしきぼうかど horizontal sliding fire door
非区画部材 ひくかくぶざい non-separating element
非構造材 ひこうぞうざい nonstructural element
非構造材 ひこうぞうざい nonstructural member
被災市街地 ひさいしがいち affected urban areas
被災世帯 ひさいせたい disaster striken household
被災世帯 ひさいせたい suffered family
被災報告 ひさいほうこく loss report
非再用型感知器 ひさいようがたかんちき non-resettable detector
非再用型の保護板 ひさいようがたのほごばん non-resettable frangible element
火盛り ひざかり intensive stage of fire
ひさし ひさし pent roof
飛散 ひさん scatter
比重 ひじゅう specific gravity
比重計 ひじゅうけい hydrometer
非充腹材 ひじゅうふくざい open web member
非常口 ひじょうぐち emergency exit
非常口 ひじょうぐち fire exit
非常口の開閉装置 ひじょうぐちのかいへいそうち exit hardware
非常警報装置 ひじょうけいほうそうち emergency alarm equipment
非常警報装置 ひじょうけいほうそうち emergency alarm system
非常災害 ひじょうさいがい serious disaster
非常時 ひじょうじ emergency
非常時の照明器具 ひじょうじのしょうめいきぐ emergency lighting (luminaire) apparatus
非常時の避難指示 ひじょうじのひなんしじ emergency exit instruction
非常照明 ひじょうしょうめい emergency lighting
非常照明用電源 ひじょうしょうめいようでんげん emergency lighting power supply unit
非常信号 ひじょうしんごう emergency signal
非常通報設備 ひじょうつうほうせつび emergency notification system
非常電源 ひじょうでんげん emergency power supply unit
非常電話 ひじょうでんわ emergency telephone
非常灯 ひじょうとう escape lighting
非常扉の開放金具 ひじょうとびらのかいほうかなぐ panic hardware (door)
非常排煙 ひじょうはいえん emergency smoke exhaust
非常発電装置 ひじょうはつでんそうち emergency power generation facility
非常ベル ひじょうべる emergency bell
非常放送ガイダンス ひじょうほうそうがいだんす guidance on emergency announcement
非常放送設備 ひじょうほうそうせつび emergency public address system
非常用エレベーター ひじょうようえれべーたー emergency elevator
非常用火災信号回路 ひじょうようかさいしんごうかいろ fire alarm signal circuit for emergency
非常用光源 ひじょうようこうげん lighting source for emergency operation
非常用照明器具 ひじょうようしょうめいきぐ emergency illumination equipment
非常用照明器具 ひじょうようしょうめいきぐ emergency lighting apparatus (equipment)
非常用進入口 ひじょうようしんにゅうこう emergency opening
非常用の昇降機 ひじょうようのしょうこうき elevatory equipment for emergency use
非常用配電盤 ひじょうようはいでんばん emergency switchboard
火種 ひだね ignition source
必須の ひっすの mandatory
必須の表示 ひっすのひょうじ mandatory indication
引張り強度試験装置 ひっぱりきょうどしけんそうち intensity testing device
必要な措置を講ずる ひつようなそちをこうずる take necessary measures
必要な措置を命じる ひつようなそちをめいじる order a necessary measures
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ひ ビデオ火災感知器 びでおかさいかんちき video fire detector

非特定複合用途防火対象物 ひとくていふくごうようとぼうかたいしょうぶつ unspecified multipurpose fire prevention properties
ヒドラジンの誘導体 ひどらじんのゆうどうたい hydrazine derivatives
ヒドロキシルアミン ひどろきしるあみん hydroxylamine
ヒドロキシルアミン塩類 ひどろきしるあみんえんるい hydroxylamine salts
避難 ひなん escape
避難 ひなん evacuation
避難安全支援性能 ひなんあんぜんしえんせいのう evacuation safety support performance
避難階 ひなんかい escape floor
避難階段 ひなんかいだん enclosed stairway
避難階段 ひなんかいだん exit stairway
避難階段 ひなんかいだん fire escape stairs
避難器具 ひなんきぐ escape equipment
避難口 ひなんぐち escape exits
避難口標識 ひなんぐちひょうしき exit marking
避難口標識 ひなんぐちひょうしき exit sign
避難口防護設備 ひなんぐちぼうごせつび exit enclosure
避難口誘導灯 ひなんぐちゆうどうとう emergency exit sign
避難口誘導灯 ひなんぐちゆうどうとう guide lamp for emergency exit sign
避難口誘導灯 ひなんぐちゆうどうとう luminaires for emergency exit sign
避難訓練 ひなんくんれん evacuation drill
避難訓練 ひなんくんれん evacuation training
避難訓練 ひなんくんれん fire exit drill
避難計画 ひなんけいかく evacuation plan
避難警報信号 ひなんけいほうしんごう evacuation alarm signal
避難施設 ひなんしせつ evacuation facility
避難施設計画 ひなんしせつけいかく facility planning for escape
避難手段 ひなんしゅだん means of escape
避難準備 ひなんじゅんび prepare to evacuate
避難照明 ひなんしょうめい escape lighting
避難所要時間 ひなんしょようじかん evacuation time
避難する ひなんする evacuate
避難設備 ひなんせつび escape equipment
避難通路 ひなんつうろ exit passageway
避難手順 ひなんてじゅん fire evacuation program
避難動線 ひなんどうせん evacuation route
避難橋 ひなんばし escape bridge
避難はしご ひなんはしご escape ladder
避難場所 ひなんばしょ evacuation place
避難場所 ひなんばしょ shelter
避難ハッチ ひなんはっち escape hatch
避難方式 ひなんほうしき evacuation method
避難誘導 ひなんゆうどう evacuation guidance
避難誘導標識 ひなんゆうどうひょうしき evacuation sign
避難用階段 ひなんようかいだん emergency stairway
避難用タラップ ひなんようたらっぷ escape steps
避難量 ひなんりょう discharge value
避難路 ひなんろ escape route
避難ロープ ひなんろーぷ escape rope
火の粉 ひのこ spark
被爆 ひばく exposure
百貨店 ひゃっかてん department store
評価結果 ひょうかけっか evaluation result
評議員会 ひょうぎいんかい board of councillors
評議会（IEC用語） ひょうぎかい CB (Council Board)
評議会（IEC用語） ひょうぎかい Council Board (CB)
表示 ひょうじ indication
表示 ひょうじ marking
標示温度 ひょうじおんど temperature rating
標識 ひょうしき sign
表示器 ひょうじき indicator
表示窓 ひょうじまど display window
標準温度曲線 ひょうじゅんおんどきょくせん standard temperature curve
標準型スプリンクラー ひょうじゅんがたすぷりんくらー standard-response sprinkler
標準管理評議会（IEC用語） ひょうじゅんかんりひょうぎかい SMB (Standardization Management Board)
標準管理評議会（IEC用語） ひょうじゅんかんりひょうぎかい Standardization Management Board (SMB)
標準使用温度 ひょうじゅんしようおんど typical application temperature
標準スプリンクラー設備 ひょうじゅんすぷりんくらーせつび standard sprinkler system
標準スプリンクラーヘッド ひょうじゅんすぷりんくらーへっど standard type sprinkler head
標準物質委員会 ひょうじゅんぶっしついいんかい Committee on Reference Materials (REMCO)
標準物質委員会 ひょうじゅんぶっしついいんかい REMCO (Committee on Reference Materials)
標準方向 ひょうじゅんほうこう standard orientation
費用対効果 ひようたいこうか cost-effectiveness
表面火災 ひょうめんかさい surface fire
表面火災挙動 ひょうめんかさいきょどう surface flame action
表面仕上げ剤 ひょうめんしあげざい coating agent
表面燃焼 ひょうめんねんしょう surface burn
火除け庇 ひよけひさし fire canopy
品質管理システム ひんしつかんりしすてむ quality management system
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ひ 品名 ひんめい Item
ふ 部（ﾊﾟｰﾄ) ぶ Part

ファイアボール ふぁいあぼーる fire ball
ファイアマーク ふぁいあまーく fire mark
ファストトランジェントバースト ふぁすととらんじぇんとばーすと fast transient bursts
ファスナー ふぁすなー fastener
フィードメインはいかん ふぃーどめいんはいかん feed main piping
風水害 ふうすいがい storms and floods
フート弁 ふーとべん foot valve
プール火災 ぷーるかさい pool fire
フォームウォータスプレー ふぉーむうぉーたすぷれー foam water spray
フォームスプレーヘッド ふぉーむすぷれーへっど foam spray head
負荷状態 ふかじょうたい loading
不活性の固体 ふかっせいのこたい inactive solid
不揮発性メモリ ふきはつせいめもり non-volatile memory
複合建築材料 ふくごうけんちくざいりょう composite building materials
複合式感知器 ふくごうしきかんちき spot type combined detector
複合用途防火対象物 ふくごうようとぼうかたいしょうぶつ multi use fire prevention property
複合用途防火対象物 ふくごうようとぼうかたいしょうぶつ multi-purpose property under fire prevention measures
輻射熱 ふくしゃねつ radiant heat
副受信機 ふくじゅしんき repeater panel
複信号用中継器 ふくしんごうようちゅうけいき alarm and supervisory signal transmitter
副節（法令） ふくせつ subclause
副大臣 ふくだいじん Senior Vice-Minister
ふくれ ふくれ blistering
附室 ふしつ attached room
負傷者 ふしょうしゃ injured
腐食試験機 ふしょくしけんき etching testing machine
腐食性雰囲気 ふしょくせいふんいき corrosive atmosphere
不正な手段 ふせいなしゅだん wrongful means
附属書 ふぞくしょ Annex
付属装置の接続 ふぞくそうちのせつぞく connection for ancillary device
部隊参集訓練 ぶたいさんしゅうくんれん team convergence training
普通火災 ふつうかさい class A fire
復旧 ふっきゅう reset
不同意 ふどうい unapproved
不凍式消火栓 ふとうしきしょうかせん frost proof hydrant
浮動電圧 ふどうでんあつ float voltage
不燃構造 ふねんこうぞう noncombustible construction
不燃材料 ふねんざいりょう noncombustible material
不燃性 ふねんせい noncombustible
不燃性 ふねんせい nonflammable
不燃性液体 ふねんせいえきたい nonflammable liquid
不燃性ガス ふねんせいがす nonflammable gas
不燃性物質 ふねんせいぶっしつ noncombustible material
不燃性物質 ふねんせいぶっしつ nonflammable material
不服申立て ふふくもうしたて appeal
部分スプリンクラー ぶぶんすぷりんくらー partial sprinkler
不偏標準偏差 ふへんひょうじゅんへんさ unbiased standard deviation
フラッシュオーバー ふらっしゅおーばー flashover
フラッシュ型スプリンクラー ふらっしゅがたすぷりんくらー flush sprinkler
フラットスプレー型スプリンクラー ふらっとすぷれーがたすぷりんくらー flat spray sprinkler
プランジ試験 ぷらんじしけん plunge test
プランジ試験機 ぷらんじしけんき plunge test tunnel
フランス規格協会 ふらんすきかくきょうかい AFNOR (Association francaise de normalization)
フランス規格協会 ふらんすきかくきょうかい Association francaise de normalization (AFNOR)
フリーズテスト ふりーずてすと freezer test
プルーフ、発行前規格の校正 ぷるーふ PRF (Proof of a new International Standard)
プルーフ、発行前規格の校正 ぷるーふ Proof of a new International Standard (PRF)
フレームアーム/フレーム ふれーむあーむ frame arm
フレームヨーク/フレーム ふれーむよーく frame yoke
プログラム ぷろぐらむ program
プロジェクト委員会 ぷろじぇくといいんかい PC (Project Committee)
プロジェクト委員会 ぷろじぇくといいんかい Project Committee (PC)
プロジェクトチーム（IEC用語） ぷろじぇくとちーむ project team (PT)
プロジェクトチーム（IEC用語） ぷろじぇくとちーむ PT (project team)
フロスオーバー ふろすおーばー frothover
ブロックバルブ ぶろっくばるぶ divisional valve
風呂場 ふろば bath heater
分解 ぶんかい decomposition
分科委員会 ぶんかいいんかい SC (Subcommittee)
分科委員会 ぶんかいいんかい Subcommittee (SC)
噴火警戒レベル ふんかけいかいれべる volcanic alert level
噴火警報 ふんかけいほう eruption warning
文化財 ぶんかざい cultural properties
噴火速報 ふんかそくほう volcanic activity bulletin
分光視感度 ぶんこうしかんど spectral luminous efficiency
分子 ぶんし molecule
粉じん試験機 ふんじんしけんき dust testing machine
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ふ 粉塵爆発 ふんじんばくはつ dust explosion

粉末・泡消防車 ふんまつあわしょうぼうしゃ combined agent vehicle
粉末・泡併用システム ふんまつあわへいようしすてむ combined agent system
粉末消火器 ふんまつしょうかき dry chemical fire extinguisher
粉末消火器 ふんまつしょうかき dry powder extinguisher
粉末消火設備 ふんまつしょうかせつび dry chemical extinguishing system
粉末消火設備 ふんまつしょうかせつび dry chemical fire extinguishing system
粉末消火設備 ふんまつしょうかせつび powder extinguisher
粉末消火薬剤 ふんまつしょうかやくざい dry chemical agent
粉末消火薬剤 ふんまつしょうかやくざい powder extinguishing agent
粉末消火薬剤 ふんまつしょうかやくざい powder fire extinguishing agent
噴霧ノズル ふんむのずる fog nozzle
噴霧ノズル ふんむのずる spray (fog) nozzle
噴霧ノズル ふんむのずる water spray nozzle
分類 ぶんるい classification

へ 平均設計強度 へいきんせけっけいきょうど average design strength
米国規格協会 べいこくきかくきょうかい American National Standards Institute (ANSI)
米国規格協会 べいこくきかくきょうかい ANSI (American National Standards Institute)
米国材料試験協会 べいこくざいりょうしけんきょうかい（あすてむ） American Society for Testing and Materials (ASTEM)
米国商務省標準局 べいこくしょうむしょうひょうじゅんきょく National Bureau of Standards
防火技術者協会（SFPE) べいこくぼうかぎじゅつしゃきょうかい Society of Fire Protection Engineers
米国保険協会 べいこくほけんきょうかい American Insurance Association
米国立標準局火災研究所 べいこくりつひょうじゅんきょくかさいけんきゅう

じょ
Center for Fire Research - National Institute of Standards
and Technology

米国連邦消防局 べいこくれんぽうしょうぼうきょく US Fire Administration
閉鎖型スプリンクラーヘッド へいさしきすぷりんくらーへっど enclosed-type sprinkler head
丙種危険物取扱者 へいしゅきけんぶつとりあつかいしゃ Class C hazardous materials engineer
別表（法令） べっぴょう Appended Table
別表第一 べっぴょうだいいち Appended Table I
熱分布測定装置 べつぶんぷそくてそうち heat distribution measuring device
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 helicopter movement management system
変更可能データ へんこうかのうでーた alterable data
編集委員会 へんしゅういいんかい EC (Editing Committee)
編集委員会 へんしゅういいんかい Editing Committee (EC)
編成 へんせい organization 
変性アルコール へんせいあるこーる alcohol denat
変性アルコール へんせいあるこーる denatured alcohol
ベント べんと vent

ほ 保安 ほあん safety
ボイルオーバー ぼいるおーばー boilover
防衛省 ぼうえいしょう Ministry of Defense
貿易の技術障壁に関する協定 ぼうえきのぎじゅつしょうへきにかんするきょうていAgreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement）
貿易の技術障壁に関する協定 ぼうえきのぎじゅつしょうへきにかんするきょうていTBT Agreement (Agreement on Technical Barriers to Trade）
防炎（性） ぼうえん（せい） flame retardance
防煙おおい ぼうえんおおい draft hood
防炎器 ぼうえんき flame arrester
防煙区画 ぼうえんくかく smoke control compartment
防煙区画 ぼうえんくかく smoke preventive partitioned part
防煙剤 ぼうえんざい smoke retarder
防煙剤 ぼうえんざい smoke suppressant
防炎処理 ぼうえんしょり flame retardation
防炎処理剤 ぼうえんしょりざい flame retardation agent
防炎性能 ぼうえんせいのう flame retardant
防炎対象物品 ぼうえんたいしょうぶっぴん goods under the flame retardancy requirement
防煙扉 ぼうえんとびら smoke prevention door
防煙板 ぼうえんばん smoke barrier
防炎物品 ぼうえんぶっぴん flame retardant goods
防煙壁 ぼうえんへき smoke prevention wall
防煙・防火垂れ壁 ぼうえんぼうかたれかべ draft curtain/ draft stop
防煙・防火垂れ壁 ぼうえんぼうかたれかべ smoke curtain
放火 ほうか arson
放火 ほうか deliberate ignition(英)
放火 ほうか firesetting; incendiarism
放火 ほうか incendiary fire
放火 ほうか malicious ignition(英)
放火 ほうか set fire
放火 ほうか touch-off
防火 ぼうか fire prevention
防火 ぼうか fire protection
防火安全性 ぼうかあんぜんせい fire safety
防火液 ぼうかえき fireproofing solution
防火おおい ぼうかおおい draft hood
防火監視員 ぼうかかんしいん fire watch / fire watcher
防火管理 ぼうかかんり fire prevention management
防火管理者 ぼうかかんりしゃ fire prevention manager
防火管理者 ぼうかかんりしゃ fire protection manager
防災管理制度 ぼうかかんりせいど Disaster Prevention Management System
防火基準点検済証 ぼうかきじゅんてんけんずみしょう Fire Prevention Standard Inspection Certificate of

Completion
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ほ 防火教育 ぼうかきょういく fire education

防火協会（ドイツやスイス） ぼうかきょうかい Brand-Verhutungs-Dienst fur Industrie und Gewerbe (BVD)
防火協会（ドイツやスイス） ぼうかきょうかい BVD (Brand-Verhutungs-Dienst fur Industrie und Gewerbe)
防火区画 ぼうかくかく fire compartment
防火区画 ぼうかくかく fire limit
防火区画 ぼうかくかく fire preventing separation
防火訓練 ぼうかくんれん fire drill
防火工学 ぼうかこうがく fire protection engineering
防火構造 ぼうかこうぞう fire preventive construction
防火材料 ぼうかざいりょう fire preventive material
防火試験 ぼうかしけん fire test
放火自殺者 ほうかじさつしゃ suicide by arson
防火指導 ぼうかしどう fire prevention instructions
防火シャッター ぼうかしゃったー fire shutter
防火シャッター（巻上げ式） ぼうかしゃったー rolling steel fire door
防火性能 ぼうかせいのう fire performance
防火性能評価委員会 ぼうかせいのうひょうかいいんかい Fire Preventive Performance Technical Appraisal
防火設備 ぼうかせつび fire prevention equipment
防火窓 ぼうかそう fire window
防火対策 ぼうかたいさく fire protection
防火対象物 ぼうかたいしょうぶつ fire prevention property
防火対象物 ぼうかたいしょうぶつ property under fire prevention measures
防火対象物定期点検報告制度 ぼうかたいしょうぶつていきてんけんほうこくせい

ど
Periodic Inspection and Reporting System for Fire
Prevention Properties

防火対象物点検資格者 ぼうかたいしょうぶつてんけんしかくしゃ qualified inspector of fire prevention properties
防火対象物点検資格者 ぼうかたいしょうぶつてんけんしかくしゃ qualified inspector of property under fire prevention 
防火垂れ壁 ぼうかたれかべ suspended firewall
防火ダンパー ぼうかだんぱー fire damper
防火地域 ぼうかちいき primary fire protection district
防火地域 ぼうかちいき fire prevention district
防火地域 ぼうかちいき fire protection district
防火調査 ぼうかちょうさ fire prevention inspection
防火戸（防火扉） ぼうかど fire door
防火塗料 ぼうかとりょう fire preventive paint
防火塗料 ぼうかとりょう fireproof paint
放火犯人 ほうかはんにん arsonist
防火被覆 ぼうかひふく fire preventive covering
防火壁 ぼうかへき fire cut-off
防火壁 ぼうかへき fire partition
防火壁 ぼうかへき fire protection wall
防火壁 ぼうかへき fire separation
防火壁 ぼうかへき partition
防火壁 ぼうかへき subdivision
防火毛布 ぼうかもうふ fire blanket
防火優良認定証 ぼうかゆうりょうにんていしょう Fire Prevention Certificate of Excellence
防火管理に係る消防計画 ぼうかんりにかかるしょうぼうけいかく firefighting plan for fire protection management
法規 ほうき regulations
方向 ほうこう orientation
方向依存性 ほうこういぞんせい directional dependence
防護階段 ぼうごかいだん protected stairway
防護区画 ぼうごくかく protection zone
防護範囲 ぼうごはんい protection area
防護避難路 ぼうごひなんろ protected escape route
防護避難路 ぼうごひなんろ protected evacuation route
防災 ぼうさい disaster prevention
防災 ぼうさい disaster protection
棒材 ぼうざい stick
防災活動 ぼうさいかつどう disaster prevention activities
防災緩衝緑地 ぼうさいかんしょうりょくち green buffer zone for disaster prevention
防災管理 ぼうさいかんり disaster prevention management
防災管理者 ぼうさいかんりしゃ disaster prevention manager
防災管理者 ぼうさいかんりしゃ disaster protection manager
防災管理対象物 ぼうさいかんりたいしょうぶつ properties under disaster prevention measures
防災管理点検資格者 ぼうさいかんりてんけんしかくしゃ qualified inspector for disaster prevention management
防災計画 ぼうさいけいかく fire protection plan
防災性能評定 ぼうさいせいのうひょうてい fire protection assessment
防災設備 ぼうさいせつび fire protection facility
防災センター ぼうさいせんたー disaster prevention center
防災センター ぼうさいせんたー fire fighting control room
防災対策 ぼうさいたいさく physical protection; safeguard
防災盤 ぼうさいばん fire protection control equipment
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 Guidelines for Education and Drills for Disaster Prevention

Personnel
放射 ほうしゃ radiation
放射強度 ほうしゃきょうど radiation intensity
放射計 ほうしゃけい radiometer
放射電磁界 ほうしゃでんじかい radiated electromagnetic fields
放射熱交換 ほうしゃねつこうかん radiation exchange
放射熱流束 ほうしゃねつりゅうそく radiant flux
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日本語 日本語（よみ） 英語
ほ 放射パネル ほうしゃぱねる radiant panel

放出 ほうしゅつ emit
法人 ほうじん juridical person
放水係数 ほうすいけいすう discharge coefficient
防水遮蔽を備えるスプリンクラー ぼうすいしゃへいをそなえるすぷりんくらー sprinkler with water shield
放水銃 ほうすいじゅう ground sweep nozzle
放水砲車 ほうすいほうしゃ water cannon truck
防耐火構造 ぼうたいかこうぞう fireproof and fire preventive construction
防耐火性（能） ぼうたいかせい fire resistance
膨張 ぼうちょう intumescence
膨張した ぼうちょうした intumescent
防排煙設備 ぼうはいえんせつび smoke control system
放物型散水分布 ほうぶつがたさんすいぶんぷ paraboloid water distribution
法務省 ほうむしょう Ministry of Justice
法令 ほうれい laws and regulations
望楼 ぼうろう watchtower
飽和一価アルコール ほうわいっかあるこーる saturated monovalent alcohol
ホース ほーす hose
ホース延長車 ほーすえんちょうしゃ hose tender
ホース放水 ほーすほうすい fire stream
ホース放水 ほーすほうすい hose stream
ホース放水 ほーすほうすい jet
牧野 ぼくや grassland
保険会社 ほけんがいしゃ insurance company
歩行距離 ほこうきょり walking distance
保護板 ほごばん frangible element
補償式スポット型感知器 ほしょうしきすぽっとがたかんちき spot-type combination detector sensitive to fixed

temperature and/or rete of temperature rise
補償する ほしょうする compensate
補足指針 ほそくししん Supplement (略語：Suppl.)
ボッカコード ぼっかこーど BOCA code （Building Officials and Code Administrators

International code)
炎 ほのお blaze
炎 ほのお flame
炎感知器 ほのおかんちき flame detector
炎切れ ほのおぎれ flameout
炎の貫通 ほのおのかんつう flame breakthrough
炎複合式スポット型感知器 ほのおふくごうしきすぽっとがたかんちき combined UV-IR spot type flame detector
炎複合式スポット型感知器 ほのおふくごうしきすぽっとがたかんちき spot-type combination detector sensitive to ultra-violet

(UV) and infrared (IR)
ぼや（ぼや火災） ぼや（ぼやかさい） minor fire
ポリウレタンフォーム ぽりうれたんふぉーむ polyurethane foam

ま まえがき まえがき foreword
巻き上げ式防火戸 まきあげしきぼうかど rolling-up steel fire door
紛らわしい まぎわらしい confusing
マグネシウム まぐねしうむ magnesium
曲げ変形性能 まげへんけいせいのう bending deformation capacity
町 まち Town
マルチオリフィス まるちおりふぃす multiple-orifice
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 human-machine interface

み 水系消火器 みずけいしょうかき water based extinguisher
水シート みずしーと water seat
水消火器 みずしょうかき water extinguisher
水消火薬剤 みずしょうかやくざい wetting agent
水と接触して みずとせっしょくして upon contact with water
水濡損 みずぬれそん water leakage damage
水噴霧ﾉｽﾞﾙ みずふんすいのずる spray nozzle
水噴霧消火設備 みずふんむしょうかせつび water spray extinguishing system
水噴霧消火設備 みずふんむしょうかせつび water spray protection system
密閉式燃料器具 みっぺいしきねんりょうきぐ closed combustion apparatus
密閉線源 みっぺいせんげん sealed radioactive source
ミル構造建物 みるこうぞうたてもの mill construction building

む 無機過酸化物 むきかさんかぶつ inorganic peroxides
無筋コンクリート むきんこんくりーと plain concrete
無線接続式機器 むせんせつぞくしききき components using radio transmission paths
無線中継車 むせんちゅうけいしゃ radio relay vehicle
無線通信補助設備 むせんつうしんほじょせつび auxiliary radio communication system
無窓の居室 むそうのきょしつ habitable room without windows
無停電電源装置 むていでんでんげんそうち uninterruptible power supply (UPS)
むなぎ むなぎ ridge board / ridge beam
むね飾 むねかざり crest
無防護開口部 むぼうごかいこうぶ unprotected opening
村 むら Village

め 明所視 めいしょし photopic vision
鳴動方式 めいどうほうしき sounding method
命令 めいれい instruction
命令 めいれい order 
メールシュート めーるしゅーと mail chute
目地塗面 めじとめん painted surface of the joint
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日本語 日本語（よみ） 英語
め メチルアルコール(メタノール) めちるあるこーる（めたのーる） methyl alcohol

滅失 めっしつ loss
面材置換 めんざいちかん surface material replacement
免震 めんしん base isolation
面積区画 めんせきくかく area separation
メンテナンスチーム めんてなんすちーむ maintenance team (MT)
メンテナンスチーム めんてなんすちーむ MT (maintenance team)

も 木材クリブ もくざいくりぶ wood crib
木材クリブ乾燥設備 もくざいくりぶかんそうせつび wood crib drying device
目視検査 もくしけんさ visual examination
木造 もくぞう wooden construction
木造建築士 もくぞうけんちくし wooden structures architect
木造建築物 もくぞうけんちくぶつ wooden building
木造建物 もくぞうたてもの wood frame construction
目的 もくてき objective
木片セメント板 もくへんせめんとばん wood-chip cement board
木毛セメント板 もくもうせめんとばん wood-fibre cement board
模型箱試験 もけいばこしけん model box test
モデル基準 もでるきじゅん model code
モデル建築基準 もでるけんちくきじゅん model building code
モデル防火基準 もでるぼうかきじゅん model fire prevention code
物置 ものおき storage
物見塔 ものみとう watchtower
もや もや purlin
模様替 もようがえ remodeling
モルタル塗 もるたるぬり mortar finish
門 もん gate
文部科学省 もんぶかがくしょう Ministry of Education, Culture, Sports, Science and

Technology
や 矢板 やいた sheet pile

焼き尽くす やきつくす burn out
役員 やくいん officer
役場事務組合 やくばじむくみあい association for municipal business
火傷 やけど burn
屋根板 やねいた roof slab
屋根裏部屋 やねうらべや attic
屋根構造 やねこうぞう roof construction
屋根下地 やねしたじ roof bed / roof base
屋根上突出防火壁 やねじょうとっしゅつぼうかへき roof parapet wall
屋根の換気口 やねのかんきこう roof vent
屋根の勾配 やねのこうばい roof slope
屋根ふき材 やねふきざい roof covering
屋根ふき材 やねふきざい roofing material
山火事 やまかじ bush fire
山火事 やまかじ forest fire

ゆ 油圧エレベーター ゆあつえれべーたー hydraulic elevator
有炎燃焼する ゆうえんねんしょうする flame
有機過酸化物 ゆうきかさんかぶつ organic peroxides
有機金属化合物 ゆうききんぞくかごうぶつ organometallic compounds 
遊技施設 ゆうぎしせつ amusement facility
遊技場 ゆうぎじょう recreation hall
遊技場等 ゆうぎじょう game center, etc.
有効開口面積 ゆうこうかいこうめんせき effective opening area
有効換気量 ゆうこうかんきりょう effective amount of ventilation
有効断面積 ゆうこうだんめんせき effective sectional area
有効細長比 ゆうこうほそながひ effective slenderness ratio
優先通行（消防車の） ゆうせんつうこう the right of way (of a fire engine)
ユーティリティ ゆーてぃりてぃ utility
融点 ゆうてん melting point
誘導灯 ゆうどうとう guide lamp
誘導灯 ゆうどうとう luminaires for escape lighting
誘導灯用移報装置 ゆうどうとうよういほうそうち transfer device for evacuation and emergency luminaires
誘導標識 ゆうどうひょうしき guide sign
誘導標識 ゆうどうひょうしき marking for exit or exit direction
有毒 ゆうどく toxicity
ユー・ピー・エス ゆーぴーえす uninterruptible power supply (UPS)
ユービーシー ゆーびーしー Uniform Building Code
有料老人ホーム ゆうりょうろうじんほーむ private residential home
有料老人ホーム ゆうりょうろうじんほーむ proprietary home
床板 ゆかいた floor slab
床組 ゆかぐみ floor framing
床根太 ゆかねだ floor joist
床面積 ゆかめんせき floor area
雪止め ゆきどめ snow stopper
行方不明者 ゆくえふめいしゃ missing person
油侵廃棄物 ゆしんはいきぶつ oily waste

よ 要因 よういん factor
溶解 ようかい melting
容器 ようき container
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よ 要求事項 ようきゅうじこう requirement

用語及び定義 ようごおよびていぎ terms and definitions
養生 ようじょう curing
容積比 ようせきひ proportion by volume
容積率 ようせきりつ floor-area ratio
溶接する ようせつする sweat
溶接継目 ようせつつぎめ welded joint
よう素酸塩類 ようそさんえんるい iodates
幼稚園等 ようちえんとう kindergartens, etc.
用途 ようと use
用途危険級別 ようときけんきゅうべつ occupancy hazard classification
用途相互間 ようとそうごかん between uses
用途地域 ようとちいき land use designated district
用途の変更 ようとのへんこう change of intended purpose
用途変更 ようとへんこう change of purpose
用途を廃止する ようとをはいしする discontinue the use of
擁壁 ようへき retaining wall
溶融 ようゆう melting
溶融挙動 ようゆうきょどう melting behaviour
養老院 ようろういん nursing home
ヨークアーム よーくあーむ york arm
浴室 よくしつ bathroom
横荷重 よこかじゅう lateral load
横壁みぞ よこかべみぞ horizontal channel
予告信号 よこくしんごう warning signal
横座屈 よこざくつ lateral buckling
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 centrifugal fire pump
横方向放水 よこほうこうほうすい lateral discharge
予作動式スプリンクラー よさどうしきすぷりんくらー pre-action sprinkler
予想損害額 よそうそんがいがく loss expectancy
予熱式 よねつしき pre-heating system
予熱循環空気乾燥器 よねつじゅんかんくうきかんそうき preheated circulating air oven
予備業務項目 よびぎょうむこうもく Preliminary Work Item (PWI)
予備業務項目 よびぎょうむこうもく PWI (Preliminary Work Item)
予備電源 よびでんげん back up power supply
呼び水 よびみず priming water
呼水槽 よびみずそう priming tank
呼び水装置 よびみずそうち priming water device
呼び水ポンプ よびみずぽんぷ priming pump
予備用スプリンクラーヘッド よびようすぷりんくらーへっど spare sprinkler head
予防規程 よぼうきてい fire prevention rules
予防警戒員 よぼうけいかいよういん security personnel
予防要員 よぼうよういん preventive personnel
余力 よりょく reserve of strength
四方向継ぎ手 よんほうこうつぎて four-way joint

ら ライザー らいざー riser
ラウドスピーカー らうどすぴーかー sound system loudspeaker
ラスシート らすしーと lath sheet
ラック式貯蔵 らっくしきちょぞう rack style storage
ラック倉庫 らっくそうこ rack storage
ラッチ付き弁 らっちつきべん latched valve
ラベル らべる labelling
ラッチ無し弁 らんちなしべん unlatched valve
ランニングデータ らんにんぐでーた running data

り 利益 りえき benefit
リエゾン機関 りえぞんきかん liaison organization
離隔距離 りかくきょり separation distance
離隔距離 りかくきょり offset distance
罹災証明書 りさいしょうめいしょ disaster certificate
り災世帯数 りさいせたいすう number of households affected
理事 りじ director
理事長 りじちょう president
リスクマネージャー りすくまねーじゃー risk manager
リスクマネジメント りすくまねじめんと risk management (RM)
リセスト りせすと recessed
リターディング・チャンバー りたーでぃんぐちゃんばー retarding chamber
立体倉庫 りったいそうこ rack storage
立地 りっち site
リネンシュート りねんしゅーと linen chute
リベット接合 りべっとせつごう riveting
略語 りゃくご abbreviation / abbreviated term
硫化りん りゅうかりん phosphorus sulfide
粒形 りゅうけい grain shape
流出 りゅうしゅつ flow out
流出油火災 りゅうしゅつあぶらかさい oil spill fire
流出油等防止堤 りゅうしゅつあぶらとうぼうしつつみ embankment to prevent oil spills
流出事故 りゅうしゅつじこ spillage accident
流水警報 りゅうすいけいほう water flow alarm
流水警報（装置） りゅうすいけいほう flow alarm
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り 流水警報弁 りゅうすいけいほうべん water flow alarm valve

流水検出弁 りゅうすいけんしゅつべん water flow detector check valve
流水検知装置 りゅうすいけんちそうち water flow detecting device
流通業務市街地 りゅうつうぎょうむしがいち unban distribution center
粒度 りゅうど grading
粒度 りゅうど granularity
粒度 りゅうど fineness
流入水 りゅうにゅうすい influent water
流量 りゅうりょう flow rate
流量試験 りゅうりょうしけん flow test / flow rate testing
流量定数 りゅうりょうていすう flow constant
領域 りょういき field
療養施設 りょうようしせつ health care facility
旅館等 りょかんとう hotels, etc.
臨界温度 りんかいおんど critical temperature
リング火災 りんぐかさい ring fire
隣接竪穴区画 りんせつたてあなくかく adjoining vertical shaft compartment
隣接地 りんせつち adjacent land lot
隣地境界線 りんちきょうかいせん boundary line with the adjacent land lot
林野火災 りんやかさい forest fire
林野火災 りんやかさい fires in forests and fields
林野火災工作車 りんやかさいこうさくしゃ forest fire truck
林野焼損面積 りんやしょうそんめんせき forest area burned

る 類焼火災 るいしょうかさい spreading fire
類する物品 るいするぶっぴん similar goods
類別（第一類） るいべつ Category（Category 1）
ループバック るーぷばっく loopback
るつぼ るつぼ crucible

れ レイアウト事業所 れいあうとじぎょうしょ layout business establishment
冷却 れいきゃく cooling
冷却水 れいきゃくすい coolant
冷却水 れいきゃくすい cooling water
冷却水塔用スプリンクラーヘッド れいきゃくすいとうようすぷりんくらーへっど cooling tower sprinkler head
冷却する れいきゃくする cool
冷却塔設備 れいきゃくとうせつび cooling tower facility
冷房 れいぼう cooling
レールブラケット れーるぶらけっと rail bracket
磔層 れきそう gravel layer
レスキュー隊 れすきゅーたい rescue squad
劣化 れっか deterioration
列車火災 れっしゃかさい train fire
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
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

solderlink and lever type sprinkler head

れんが れんが brick
れんが造 れんがぞう brick construction
連結散水設備 れんけつさんすいせつび sprinkler system with hose connection
連結送水管 れんけつそうすいかん fire fighting hydrant
連結送水口 れんけつそうすいこう fire fighting standpipe connection
連結送水口付きスプリンクラー設備 れんけつそうすいこうつきすぷりんくらーせつび sprinkler with standpipe system
連続警報 れんぞくけいほう continuous alarm
れん炭 れんたん briquette coal
連動開閉器 れんどうかいへいき interlock switch
連動停止スイッチ れんどうていしすいっち interlocking stop switch

ろ 炉 ろ furnace
ロイズ（保険会社） ろいず Lloyd's
漏えい ろうえい leak
漏洩点 ろうえいてん leak point
廊下 ろうか corridor
廊下通路誘導灯 ろうかつうろゆうどうとう fire exit guide light in corridor
漏出 ろうしゅつ leak
老人デイサービスセンター等 ろうじんでいさーびすせんたーとう elderly daycare centers, etc.
老人福祉施設 ろうじんふくししせつ welfare facility for the aged
老人福祉センター ろうじんふくしせんたー welfare centers for the aged
漏水検査 ろうすいけんさ water leakage test
漏電警報設備 ろうでんけいほうせつび electric leakage alarm system
漏電遮断機 ろうでんしゃだんき earth leakage circuit breaker
労働安全衛生法 ろうどうあんぜんえいせいほう Industrial Safety and Health Act
ローカル電源方式 ろーかるでんげんほうしき local power supply type
ロードセル ろーどせる load cell
ローム（地質） ろーむ loam
ロッジメント ろっじめんと lodgement
ロンドン消防隊 ろんどんしょうぼうたい London Fire Brigade

わ 枠組壁工法 わくぐみかべこうほう wood frame construction
枠組壁工法構造用製材 わくぐみかべこうほうこうぞうようせいざい structural lumber for wood frame construction
枠組壁工法構造用製材規格 わくぐみかべこうほうこうぞうようせいざいきかく standards for wood frame construction lumber
綿パッド わたぱっど cotton wool pad
渡り廊下 わたりろうか connecting corridor
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わ 割れ われ crack

割れ目 われめ fissure
歪曲 わんきょく distortion
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