
英語 日本語 日本語（よみ）
M machine or tool subject to inspection 検定対象機械器具 けんていたいしょうきかいきぐ

machine or tool, etc. subject to self-labelling 自主表示対象機械器具等 じしゅひょうじたいしょうきかいきぐとう
machine or tool, etc. used for fire defense 消防の用に供する機械器具等 しょうぼうのようにきょうするきかいきぐとう
Machinery Operation Class 機関科 きかんか
magnesium マグネシウム まぐねしうむ
magnitude of the earthquake 地震の規模 じしんのきぼ
mail chute メールシュート めーるしゅーと
main fire control center 主防災センター しゅぼうさいせんたー
main for firefighting 消火主配管 しょうかしゅはいかん
main shock 本震 ほんしん
Main Wide-area Disaster Management Base Facility in the
Tokyo Waterfront area

東京湾臨海部基幹的広域防災拠点 とうきょうわんりんかいぶきかんてきこういきぼう
さいきょてん

main wide-area disaster-management base 基幹的広域防災拠点 きかんてきこういきぼうさいきょてん
maintenance 維持 いじ
maintenance and management 維持管理 いじかんり
maintenance of employment 雇用の維持 こようのいじ
maintenance record 維持台帳 いじだいちょう
maintenance team / MT メンテナンスチーム めんてなんすちーむ
maintenance of public safety 公共の安全の維持 こうきょうのあんぜんのいじ
major disaster management headquarters 非常災害対策本部 ひじょうさいがいたいさくほんぶ
major fire fighting vehicle 大型消防車 おおがたしょうぼうしゃ
major metropolitan areas 大都市地域 だいとしちいき
major remodeling 大規模の模様替 だいきぼのもようがえ
major repair 大規模の修繕 だいきぼのしゅうぜん
making a bonfire たき火 たきび
making buildings earthquake-resistant 建築物の耐震化 けんちくぶつのたいしんか
making buildings fire-resistant 建築物の不燃化 けんちくぶつのふねんか
malfunction 機能異常 きのういじょう
malicious ignition 放火 ほうか
management official 管理権原者 かんりけんげんしゃ
manager 管理者 かんりしゃ
mandatory 必須の ひっすの
mandatory element 強制要素 きょうせいようそ
mandatory indication 必須の表示 ひっすのひょうじ
manual call point 発信機 はっしんき
manual fire alarm pull station 手動火災発信機 しゅどうかさいはっしんき
manual fire alarm pull station 手動火災報知機用の発信機 しゅどうかさいほうちきようのはっしんき
manual fire alarm system 手動火災報知装置 しゅどうかさいほうちそうち
manufacture's adjustment 製造者による調整 せいぞうしゃによるちょうせい
manufacturing facility 製造所 せいぞうしょ
map-based training 図上訓練 ずじょうくんれん
marine fire 海上火災 かいじょうかさい
marine squadrons 水上部隊 すいじょうぶたい
maritime accidents 海上事故 かいじょうじこ
maritime security and rescue organization 海上警備救難機関 かいじょうけいびきゅうなんきかん
marking 表示 ひょうじ
marking for exit or exit direction 誘導標識 ゆうどうひょうしき
masonry construction 石造 せきぞう
masonry construction 組積造 そせきぞう
masonry wall 石壁 いしかべ
masonry wall 築壁 ちくへき
mass burning rate 質量燃焼速度 しつりょうねんしょうそくど
mass of combustibles 可燃物量 かねんぶつりょう
massive inter-plate earthquakes プレート境界型巨大地震 ぷれーときょうかいがたきょだいじしん
mass-murdering type terrorist attacks 大量殺傷型テロ たいりょうさっしょうがたてろ
Material Safety Data Sheet / MSDS 危険性物質の安全データ きけんせいぶっしつのあんぜんでーた
material  材質 ざいしつ
matters subject to inspection 点検対象事項 てんけんたいしょうじこう
maximum 高限度 さいこうげんど
maximum possible earthquake and tsunami to occur ,taking
all possibilities into account

あらゆる可能性を考慮した 大クラスの地震・津
波

あらゆるかのうせいをこうりょしたさいだいくらす
のじしん・つなみ

maximum possible loss (MPL) 大予想損害 さいだいよそうそんがい
mayor 市町村長 しちょうそんちょう
MC 306 vehicle 毒性液体用運搬車 どくせいえきたいよううんぱんしゃ
means of escape 避難手段 ひなんしゅだん
measure 測定する そくていする
measurement 測定 そくてい
measurement line 測定線 そくていせん
measures against anticipated serious road traffic paralysis 深刻な道路交通麻痺対策 しんこくなどうろこうつうまひたいさく
measures for disposition of disaster debris 災害廃棄物の処理対策 さいがいはいきぶつのしょりたいさく
measures for emergency delegations of power 緊急的な権限委任の措置 きんきゅうてきなけんげんいにんのそち
measures for land slides ,soil liquidation 土砂災害・地盤災害・液状化対策 どしゃさいがい・じばんさいがい・えきじょうかた

いさく
measures for long-period earthquake motion 長周期地震対策 ちょうしゅうきじしんたいさく
measures for residents in need of assistance in evacuation 避難行動要支援者の避難行動支援 ひなんこうどうようしえんしゃのひなんこうどうし

えん
measures for support to disaster-affected people 被災者支援対策 ひさいしゃしえんたいさく
measures to be taken urgently for prevention of disasters
related to the volcanic eruption

火山噴火に関して緊急的に行う主な被害防止対
策

かざんふんかにかんしてきんきゅうてきにおこな
うおもなひがいぼうしたいさく

measures to prevent accidents that result in injury 人身事故の防止対策 じんしんじこのぼうしたいさく
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英語 日本語 日本語（よみ）
M measuring device 測定装置 そくていそうち

measuring equipment 計測装置 けいそくそうち
measuring ionization chamber 測定用電離箱 そくていようでんりばこ
mechanical engineering 機械工学 きかいこうがく
mechanical foam 機械泡 きかいあわ
mechanical foam fire extinguishing agent 機械泡消火薬剤 きかいあわしょうかやくざい
mechanical smoke venting method 機械排煙方式 きかいはいえんほうしき
mechanical ventilation device 機械換気装置 きかいかんきそうち
mechanical ventilation device 強制換気装置 きょうせいかんきそうち
mechanically operated single station fire alarm device 機械式簡易型火災警報器 きかいしきかんいがたかさいけいほうき
mechanically smoke-venting volume 居室機械排煙量 きょしつきかいはいえんりょう
media organizations 報道機関 ほうどうきかん
Medical Anti-Shock Trousers ショックパンツ しょっくぱんつ
medical plans 医療対策 いりょうたいさく
medical team 医療チーム いりょうちーむ
medical institution  医療機関 いりょうきかん
medium expansion foam 中発泡 ちゅうはっぽう
medium fire 中火災 ちゅうかさい
medium-high-storied dwelling 中高層住宅 ちゅうこうそうじゅうたく
medium-sized companies 中堅企業 ちゅうけんきぎょう
megaphone 拡声器 かくせいき
melting 溶解 ようかい
melting 溶融 ようゆう
melting behavior 溶融挙動 ようゆうきょどう
melting point 融点 ゆうてん
member body 会員団体 かいいんだんたい
membrane structure 薄膜構造物 うすまくこうぞうぶつ
metal clad fire door 金属製防火扉 きんぞくせいぼうかとびら
metal fire 金属火災 きんぞくかさい
metal hydrides 金属の水素化物 きんぞくのすいさんかぶつ
metal lath mortal finish construction 鉄網モルタル造 てつもうもるたるぞう
metal phosphides 金属のりん化物 きんぞくのりんかぶつ
metal powders 金属粉 きんぞくふん
metallic conduit wiring 金属電線管配線 きんぞくでんせんかんはいせん
metallic duct wiring 金属製ダクト配線 きんぞくせいだくとはいせん
metallic escape ladder 金属製避難はしご きんぞくせいひなんはしご
meteorological conditions 気象条件 きしょうじょうけん
methanol メタノール めたのーる
methyl alcohol メチルアルコール めちるあるこーる
Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel 首都圏外郭放水路 しゅとけんがいかくほうすいろ
Metropolitan Police Department 警視庁 けいしちょう
MFL fire wall エムエフエル防火壁 えむえふえるぼうかへき
Micro-radio communication system 地上マイクロ無線 ちじょうまいくろむせん
mid-to-high-rise housing 中高層住宅 ちゅうこうそうじゅうたく
mildly injured 軽症 けいしょう
mildly injured patients 軽症者 けいしょうしゃ
milk of lime 石灰乳 せっかいにゅう
mill construction building ミル構造建物 みるこうぞうたてもの
minimum 低限度 さいていげんど
minimum ignition time 小発火時間 さいしょうはっかじかん
Minister 大臣 だいじん
Minister of Construction 建設大臣 けんせつだいじん
Minister of Home Affairs 自治大臣 じちだいじん
Minister of Internal Affairs and Communications 総務大臣 そうむだいじん
Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 国土交通大臣 こくどこうつうだいじん
Minister of State for Disaster Management 防災担当大臣 ぼうさいたんとうだいじん
Ministerial Ordinance on Eligible Equipment and Tools that
Use Fire

対象火気省令 たいしょうかきしょうれい

Ministry 省 しょう
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 農林水産省 のうりんすいさんしょう
Ministry of Construction 建設省 けんせつしょう
Ministry of Construction Order 建設省令 けんせつしょうれい
Ministry of Defense 防衛省 ぼうえいしょう
Ministry of Economy, Trade and Industry 経済産業省 けいざいさんぎょうしょう
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 文部科学省 もんぶかがくしょう
Ministry of Finance 財務省 ざいむしょう
Ministry of Foreign Affairs 外務省 がいむしょう
Ministry of Health, Labour and Welfare 厚生労働省 こうせいろうどうしょう
Ministry of Home Affairs 自治省 じちしょう
Ministry of Home Affairs Order 自治省令 じちしょうれい
Ministry of Justice 法務省 ほうむしょう
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 国土交通省 こくどこうつうしょう
Ministry of the Environment 環境省 かんきょうしょう
Ministry of Internal Affairs and Communications. 総務省 そうむしょう
minor fire ぼや ぼや
minor revision 軽微な改訂 けいびなかいてい
Miscellaneous Provisions 雑則 ざっそく
missing person 行方不明者 ゆくえふめいしゃ
mitigation 災害軽減 さいがいけいげん
mitigation and preparedness 予防 よぼう
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英語 日本語 日本語（よみ）
M mitigation of the damage 被害の軽減 ひがいのけいげん

mix proportion 配合 はいごう
mobile base station 移動系基地局 いどうけいきちきょく
mobile communication 移動体通信 いどうたいつうしん
mobile radio communication system 移動無線回線 いどうむせんかいせん
mobile station 移動局 いどうきょく
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
model (type) approval 型式承認 かたしきしょうにん
model alteration test 型式変更試験 かたしきへんこうしけん
model box test 模型箱試験 もけいばこしけん
model building code モデル建築基準 もでるけんちくきじゅん
model code モデル基準 もでるきじゅん
model compliance inspection 型式適合検定 かたしきてきごうけんてい
model fire prevention code モデル防火基準 もでるぼうかきじゅん
model test 型式試験 かたしきしけん
model  型式 かたしき
moderately injured 中等症 ちゅうとうしょう
moist air exposure 湿潤空気暴露 しつじゅんくうきばくろ
moisture absorption 吸湿性 きゅうしつせい
moisture absorptive property 吸湿性 きゅうしつせい
moisture content 含水率 がんすいりつ
molded case circuit breaker 配線用遮断器 はいせんようしゃだんき
molded plywood 成形合板 せいけいごうはん
molecule 分子 ぶんし
molten metal 金属溶融物 きんぞくようゆうぶつ
monitoring and alarming system for sprinkler operation スプリンクラーの作動警報装置 すぷりんくらーのさどうけいほうそうち
monitoring and surveillance of the volcanoes
continuously,24hours a day

２４時間の観測・監視体制 にじゅうよじかんのかんそく・かんしたいせい

monitoring head 監視用ヘッド かんしようへっど
monitoring of detachable detector 取外し可能な感知器の監視 とりはずしかのうなかんちきのかんし
monitoring of entire building 全館情報監視 ぜんかんじょうほうかんし
monitoring speaker 監視用スピーカー かんしようすぴーかー
moratorium on financial obligation 金銭債務の支払い猶予 きんせんさいむのしはらいゆうよ
mortar finish モルタル塗 もるたるぬり
motor dumbwaiter ダムウェーダー だむうぇーたー
motor vehicle fire 車両火災 しゃりょうかさい
mountain collapse 山体崩壊 さんたいほうかい
mountain forests 山林 さんりん
mountaineering accident rescue activities 山岳救助活動 さんがくきゅうじょかつどう
mounting connection 取付接続部 とりつけせつぞくぶ
movable CO2 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 dry chemical fire extinguishing equipment 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 evacuation bridge 移動式避難橋 いどうしきひなんきょう
movable fire extinguishing equipment 移動式消火設備 いどうしきしょうかせつび
movable halogenated 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
MSDS / Material Safety Data Sheet 危険性物質の安全データ きけんせいぶっしつのあんぜんでーた
MT / maintenance team メンテナンスチーム めんてなんすちーむ
mud wall 土壁 つちかべ
multi signal type detector 多信号感知器 たしんごうかんちき
multi stage fire control system 多段階火災制御 ただんかいかさいせいぎょ
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
multiband detector 紫外線赤外線併用式スポット型感知器 しがいせんせきがいせんへいようしきすぽっとが

たかんちき
multicycle sprinkler head 開閉式スプリンクラーヘッド かいへいしきすぷりんくらーへっど
multifamily residential complex 共同住宅 きょうどうじゅうたく
multiple death fire 多死者火災 たししゃかさい
multiple flame burner 多孔型バーナー たこうがたばーなー
multiple-orifice マルチオリフィス まるちおりふぃす
multiple-orifice pendant sprinkler 下向きマルチ型スプリンクラー したむきまるちがたすぷりんくらー
multi-purpose property under fire prevention measures 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
municipal disaster administration wireless communications 市町村防災行政無線 しちょうそんぼうさいぎょうせいむせん
municipal teams 都道府県隊 とどうふけんたい
municipal teams commanding teams 都道府県隊指揮隊 とどうふけんたいしきたい
Mutual Aid Fund for Official Casualties and Retirement of
Volunteer Firefighters

消防団員等公務災害補償等共済基金 しょうぼうだんいんとうこうむさいがいほしょうとう
きょうさいききん

mutual-help 共助 きょうじょ
N nail 釘 くぎ

Nankai Trough Earthquake 南海トラフ地震 なんかいとらふじしん
Nankai, Tounannkai earthquake 南海・東南海地震 なんかい・とうなんかいじしん
National Body / NB 国代表組織 くにだいひょうそしき
National Bureau of Standards 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 Committee / NC 国内委員会（IEC用語) こくないいいんかい
National Disaster Medical Center 国立病院機構災害医療センター こくりつびょういんきこうさいがいいりょうせん
National Electric Codes / NEC 全米電気設備基準 ぜんべいでんきせつびきじゅん
National Fire Academy 全米消防大学校 ぜんべいしょうぼうだいがっこう
National Fire Codes / NFC 全米防火基準 ぜんべいぼうかきじゅん
National Fire Prevention Week 全米火災予防週間 ぜんべいかさいよぼうしゅうかん
National Fire Protection Association / NFPA 全米防火協会 ぜんべいぼうかきょうかい
National Fire Safety Week 火災予防週間 かさいよぼうしゅうかん
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英語 日本語 日本語（よみ）
N National Fire-Service Team (for Disaster Response) 緊急消防援助隊（消防庁） きんきゅうしょうぼうえんじょたい

National Fire-Service Team for Disasters with Energy /
Industrial Disaster / Dragon Hyper Command Unit

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

National Fire-service Team movement information system 緊急消防援助隊動態情報システム きんきゅうしょうぼうえんじょたいどうたいじょうほ
うしすてむ

National Government Organization Act 国家行政組織法 こっかぎょうせいそしきほう
national land conservation facilities 国土保全施設 こくどほぜんしせつ
national platform for disaster risk reduction 防災ナショナルプラットフォーム ぼうさいなしょなるぴらっとふぉーむ
National Police Agency 警察庁 けいさつちょう
National Public Safety Commission 国家公安委員会 こっかこうあんいいんかい
National Research Institute of Fire an Disaster 消防研究センター しょうぼうけんきゅうせんたー
National Safety Council / NSC 全米安全協会 ぜんべいあんぜんきょうかい
national treasure 国宝 こくほう
Nationwide Female Firefighting Skills Convention 全国女性消防操法大会 ぜんこくじょせいしょうぼうそうほうたいかい
nationwide joint training drill 全国合同訓練 ぜんこくごうどうくんれん
natural calamity 天災 てんさい
natural disasters 自然災害 しぜんさいがい
natural gaseous fuel compressor 天然ガス圧縮機 てんねんがすあっしゅくき
natural hazard 自然ハザード しぜんはざーど
natural illumination 採光 さいこう
natural smoke venting 自然排煙 しぜんはいえん
natural smoke venting method 自然排煙方式 しぜんはいえんほうしき
natural ventilation 自然換気 しぜんかんき
natural ventilation port 自然換気口 しぜんかんきこう
nature 性質 せいしつ
NB / National Body 国代表組織 くにだいひょうそしき
NC / National Committee 国内委員会（IEC用語) こくないいいんかい
NEC / National Electric Codes 全米電気設備基準 ぜんべいでんきせつびきじゅん
necessary area of sprinkler discharging water スプリンクラーの必要散水面積 すぷりんくらーのひつようさんすいめんせき
necessary water amount discharged from hydrant 消火栓必要放水量 しょうかせんひつようほうすいりょう
necessary water amount of sprinkler discharging スプリンクラーの必要放水量 すぷりんくらーのひつようほうすいりょう
negligence 失火 しっか
NEN / Netherlands Standardization Institute オランダ規格協会 おらんだきかくきょうかい
Netherlands Standardization Institute / NEN オランダ規格協会 おらんだきかくきょうかい
network type fire alarm system 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
neutral flame 中性炎 ちゅうせいえん
neutral salt spray testing machine 塩水噴霧試験機 えんすいふんむしけんき
new field of technical activity 新専門業務分野 しんせんもんぎょうむぶんや
New Work Item / NWI 新業務項目 しんぎょうむこうもく
New Work Item Proposal / NP 新業務項目提案 しんぎょうむこうもくていあん
New York City Fire Department 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 construction 新築 しんちく
NFC / National Fire Codes 全米防火基準 ぜんべいぼうかきじゅん
NFPA / National Fire Protection Association 全米防火協会 ぜんべいぼうかきょうかい
nitrates 硝酸塩類 しょうさんえんるい
nitric acid 硝酸 しょうさん
nitric esters 硝酸エステル類 しょうさんえすてるるい
nitro compounds ニトロ化合物 にとろかごうぶつ
nitroso compounds ニトロソ化合物 にとろそかごうぶつ
nominal alarm verification time 公称蓄積時間 こうしょうさどうじかん
nominal capacity 公称容量 こうしょうようりょう
nominal operating temperature 公称作動温度 こうしょうさどうおんど
nominal voltage 公称電圧 こうしょうでんあつ
nomination 指名 しめい
non sprinklered area スプリンクラー未設置区域 すぷりんくらーみっせちくいき
noncoded alarm signal 共通警報信号 きょうつうけいほうしんごう
noncombustible 不燃性 ふねんせい
noncombustible construction 不燃構造 ふねんこうぞう
noncombustible material 不燃材料 ふねんざいりょう
noncombustible material 不燃性物質 ふねんせいぶっしつ
non-compressed gas type extinguisher 消火器（高圧ガス以外） しょうかき（こうあつがすいがい）
nonflammable 不燃性 ふねんせい
non-flammable 発炎燃焼性のない はつえんねんしょうせいのない
nonflammable gas 不燃性ガス ふねんせいがす
nonflammable liquid 不燃性液体 ふねんせいえきたい
nonflammable material 不燃性物質 ふねんせいぶっしつ
noninflammable exterior building 外壁不燃構造建物 がいへきふねんこうぞうぶつ
non-penal fine 過料 かりょう
non-resettable detector 非再用型感知器 ひさいようがたかんちき
non-resettable frangible element 非再用型の保護板 ひさいようがたのほごばん
non-separating element 非区画部材 ひくかくぶざい
nonstructural element 非構造材 ひこうぞうざい
nonstructural member 非構造材 ひこうぞうざい
non-utility generating unit 自家用発電設備 じかようはつでんせつび
non-volatile memory 不揮発性メモリ ふきはつせいめもり
normative 規定 きてい
normative document 規範文書 きはんぶんしょ
normative elements 規定要素 きていようそ
normative reference 引用文書 いんようぶんしょ
north latitude 北緯 ほくい
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N note 注記 ちゅうき

Notice on Details of Technical Standard Concerning Control
of Dangerous Objects

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を
定める告示

きけんぶつのきせいにかんするぎじゅつじょうの
きじゅんのさいもくをさだめるこくじ

notification 通達 つうたつ
notification 通知 つうち
notification fire call 火災通報 かさいつうほう
notification of building 建築工事届け けんちくこうじとどけ
Notification of the Ministry of Construction in accordance
with the Building Standard Law

建築基準法に基づく建設省告示 けんちくきじゅんほうにもとづくけんせつしょうこく
じ

notify 届け出る とどけでる
nozzle 筒先 つつさき
nozzle ノズル のずる
nozzle aspirator system 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 tip 替口 かえぐち
NP / New Work Item Proposal 新業務項目提案 しんぎょうむこうもくていあん
NSC / National Safety Council 全米安全協会 ぜんべいあんぜんきょうかい
nuclear disasters 原子力災害 げんしりょくさいがい
nuclear-related accidents 原子力災害 げんしりょくさいがい
number of buildings burned 焼損棟数 しょうそんとうすう
number of control line 回線数 かいせんすう
number of deaths and missing persons 死者・行方不明者数 ししゃ・ゆくえふめいしゃすう
number of estimated death toll 想定される死者数 そうていされるししゃすう
number of estimated total collapse of buildings 想定される建築物の全壊棟数 そうていされるけんちくぶつのぜんかいとうすう
number of fatalities from fires 火災による死者数 かさいによるししゃすう
number of fire incidents 出火件数 しゅっかけんすう
number of fires 火災件数 かさいけんすう
number of fires 出火度数 しゅっかどすう
number of households affected り災世帯数 りさいせたいすう
number of lot 地番 ちばん
numerical analysis 数値解析 すうちかいせき
numerical analysis method 数値解析手法 すうちかいせきしゅほう
nursing home 養老院 ようろういん
NWI / New Work Item 新業務項目 しんぎょうむこうもく

O objective 目的 もくてき
objective verification method 客観的検証法 きゃっかんてきけんしょうほう
obscuration meter 減光計 げんこうけい
observation system 観測体制 かんそくたいせい
obstruct 妨げる さまたげる
obstruction of city functions 都市機能の阻害 としきのうのそがい
obstruction of traffic 交通の障害 こうつうのしょうがい
occupancy hazard classification 用途危険級別 ようときけんきゅうべつ
occupant area 占有面積 せんゆうめんせき
occupants 占有者 せんゆうしゃ
occurrence of disaster 災害の発生 さいがいのはっせい
off road driving performance 悪路走行性能 あくろそうこうせいのう
offer opinion 意見具申 いけんぐしん
offering technology related to use of rescue equipment 救助資機材取り扱いに関する技術供与 きゅうじょしきざいとりあつかいにかんするぎじゅ

つきょうよ
officer 役員 やくいん
officers meeting 幹事会 かんじかい
offices, etc. 事務所等 じむしょとう
offset distance 離隔距離 りかくきょり
offset orientation オフセット方向 おふせっとほうこう
oil circuit breaker 油入遮断器 あぶらいりしゃだんき
oil fence オイルフェンス おいるふぇんす
oil fence extension boat 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 fire 油火災 あぶらかさい
oil immersed transformer 油入変圧器 あぶらいりへんあつき
oil mist オイルミスト おいるみすと
oil recovery vessel 油回収船 あぶらかいしゅうせん
oil safety shut-off valve 油配管遮断弁 あぶらはいかんしゃだんべん
oil separator 油分離装置 あぶらぶんりそうち
oil service station 給油取扱所 きゅうゆとりあつかいじょ
oil spill fire 流出油火災 りゅうしゅつゆかさい
oil storage tank 貯油槽 ちょゆそう
oil switch 油入開閉器 あぶらいりかいへいき
oil extracted from animals and plants 動植物油類 どうしょくぶつゆるい
oil-fill opening 給油口 きゅうゆこう
oil-filled electric transformer 油入変圧器 あぶらいりへんあつき
oil-fired 油焚き あぶらだき
oily waste 油廃棄物 あぶらはいきぶつ
oily waste 油侵廃棄物 ゆしんはいきぶつ
OIML / International Organization of Legal Metrology 国際法定計量機関 こくさいほうていけいりょうきかん
old type (style) sprinkler head 旧型スプリンクラーヘッド きゅうがたすぷりんくらーへっど
oleophobicity 疎油性度 そゆせいど
on site inspection 立入検査 たちいりけんさ
on/off sprinkler 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
one channel sprinkler system 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
on-off sprinkler head 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 開閉式スプリンクラーヘッド かいへいしきすぷりんくらーへっど
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O on-site adjustment of response behavior 作動特性の現場調整 さどうとくせいのげんばちょうせい

On-site Contact Office 現地連絡対策室 げんちれんらくたいさくしつ
On-site Disaster Management Head quarters 現地災害対策本部 げんちさいがいたいさくほんぶ
onsite headquarters for disaster management 現地災害対策本部 げんちさいがいたいさくほんぶ
On-site Headquarters for Major Disaster Management 非常災害現地対策本部 ひじょうさいがいげんちたいさくほんぶ
On-Site Operations Coordination Centre / OSOCC 現地活動調整センター げんちかつどうちょうせいせんたー
on-time オン時間 おんじかん
open circuit 開回路 かいかいろ
open circuit fault 断線故障 だんせんこしょう
open cup flash point 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 fire / open flame 裸火 はだかび
open flame 直火 じかび
open grating 開放グレーチング かいほうぐれーちんぐ
open sprinkler head 開放型ヘッド かいほうがたへっど
open web member 非充腹材 ひじゅうふくざい
open air  屋外 おくがい
open-circuit 断線 だんせん
open-close switch 開閉器 かいへいき
opening and closing function 開閉機能 かいへいきのう
opening part / opening 開口部 かいこうぶ
opening part protection 開口部の防護 かいこうぶのぼうご
opening-closing valve 開閉弁 かいへいべん
operating area 操作面積 そうさめんせき
operating element 起動ボタン きどうぼたん
operating temperature 作動温度 さどうおんど
operating training 実動訓練 じつどうくんれん
operating weight 作動用の重り さどうようのおもり
operating weight 操作錘 そうさおもり
operation 作業 さぎょう
operation 作動 さどう
operation for open and close 開閉操作 かいへいそうさ
operation test 作動試験 さどうしけん
operation test 動作試験 どうさしけん
optical beam smoke detector 光電式分離型感知器 こうでんしきぶんりがたかんちき
optical density 光学濃度（密度） こうがくのうど（みつど）
optical path length 光路長 こうろちょう
optional function オプション機能 おぷしょんきのう
order a necessary measures 必要な措置を命じる ひつようなそちをめいじる
Order for Enforcement of the Fire Services Act 消防法施行令 しょうほうほうせこうれい
order  命令 めいれい
Orders to Comply with Regulations on Storage and Handling 貯蔵又は取扱いに関する遵守命令 ちょぞうまたはとりあつかいにかんするじゅん

しゅめいれい
Orders to Take Measures Related to Standards for
Installing, Constructing or Establishing Equipment

施設の位置、構造及び設備の基準に関する措
置命令

しせつのいちこうぞうおよびせつびのきじゅんに
かんするそちめいれい

ordinance 条例 じょうれい
Ordinance of the Ministry of Internal Affairs and 
Communications.

総務省令 そうむしょうれい

ordinance-designated city 政令指定都市 せいれいしていとし
ordinary building 一般建築物 いっぱんけんちくぶつ
ordinary combustibles 一般可燃物 いっぱんかねんぶつ
organic peroxides 有機過酸化物 ゆうきかさんかぶつ
organization 機関 きかん
organization 組織 そしき
organization  編成 へんせい
organizational structure 組織構成 そしきこうせい
organometallic compounds  有機金属化合物 ゆうききんぞくかごうぶつ
orientation 方向 ほうこう
orifice オリフィス おりふぃす
orifice diameter オリフィス口径 おりふぃすこうけい
origin of fire 火源 かげん
origin of fire 出火源 しゅっかげん
OSOCC / On-Site Operations Coordination Centre 現地活動調整センター げんちかつどうちょうせいせんたー
out door loudspeaker slave station 屋外拡声子局 おくがいかくせいこきょく
out of control 消火不能 しょうかふのう
out of service 故障 こしょう
outbreak of fire 出火 しゅっか
outdoor feed water facilities 消火用屋外給水施設 しょうかようおくがいきゅうすいしせつ
outdoor fire hydrant 屋外消火栓 おくがいしょうかせん
outdoor fire hydrant system 屋外消火栓設備 おくがいしょうかせんせつび
outdoor item collection site 屋外物品集積所 おくがいぶっぴんしゅうせきじょ
outdoor loudspeaker facility with surveillance camera 監視カメラ付き屋外拡声局 かんしかめらつきおくがいかくせいきょく
outdoor loudspeaker facility with text display board 文字表示装置付き屋外拡声子局 もじひょうじそうちつきおくがいかくせいこきょく
outdoor loudspeakers 屋外の拡声器 おくがいのかくせいき
outdoor storage 屋外貯蔵所 おくがいちょぞうしょ
outdoor storage facilities 屋外貯蔵所 おくがいちょぞうしょ
outdoor storage tanks 屋外タンク貯蔵所 おくがいたんくちょぞうしょ
outdoor tank reservoir 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 type current transformer 屋外型変流器 おくがいがたへんりゅうき
outdoor water supply equipment for firefighting 消火用屋外給水施設 しょうかようおくがいきゅうすいしせつ
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O outflow of hazardous materials  危険物の流出 きけんぶつのりゅうしゅつ

outlet 吐水口 とすいこう
outlet コンセント こんせんと
outlet box 埋込ボックス うめこみぼっくす
outline of building confirmation 建築計画概要書 けんちくけいかくがいようしょ
output monitoring method 出力値監視方式 しゅつりょくちかんしほうしき
outside fire 屋外火災 おくがいかさい
outside hose system 屋外消火栓設備 おくがいしょうかせんせつび
outside stairs 屋外階段 おくがいかいだん
outside standpipe 消防隊用送水口 しょうぼうたいようそうすいこう
outstanding case studies 優良事例 ゆうりょうじれい
overcharge 過充電 かじゅうでん
overcharge 過放電 かほうでん
overcharge preventive device 過放電防止装置 かほうでんぼうしそうち
overcharge protection device 過充電防止装置 かじゅうでんぼうしそうち
overcurrent circuit breaker 過電流遮断機 かでんりゅうしゃだんき
overcurrent protection 過電流防止対策 かでんりゅうぼうしたいさく
overcurrent relay 過電流継電器 かでんりゅうけいでんき
overcurrent-protective device 過電流保護措置 かでんりゅうほごそち
overflow pipe 溢水用配水管 いっすいようはいすいかん
overflow pipe オーバーフローパイプ おーばーふろーぱいぷ
overhanging ladder つり下げはしご つりさげはしご
overhead 高架の こうかの
overheating 過熱 かねつ
overload 過負荷 かふか
overpass 跨線橋 こせんきょう
overpressure protection system 過剰圧力防止措置 かじょうあつりょくぼうしそうち
overseas deployment of the disaster management 防災技術の海外展開 ぼうさいぎじゅつのかいがいてんかい
overvoltage relay 過電圧継電器 かでんあつけいでんき
owner  所有者 しょゆうしゃ
oxidization 酸化 さんか
oxidizer 酸化剤 さんかざい
oxidizing chemical 酸化性化学薬品 さんかせいかがくやくひん
oxidizing liquids 酸化性液体 さんかせいえきたい
oxidizing solids 酸化性固体 さんかせいこたい
oxyacetylene blowpipe cutting outfit アセチレン溶断機 あせちれんようだんき
oxygen tension measurements 酸素分圧測定値 さんそぶんあつそくていち

P paint 塗料 とりょう
paint loading test 塗装試験 とそうしけん
paint spray booth, spray booth 塗装ブース とそうぶーす
painted surface of the joint 目地塗面 めじとめん
panic hardware (door) 非常扉の開放金具 ひじょうとびらのかいほうかなぐ
paper drill 図上訓練 ずじょうくんれん
paper fire test 紙燃焼試験 かみねんしょうしけん
paraboloid water distribution 放物型散水分布 ほうぶつがたさんすいぶんぷ
paragraph 項（法令） こう
paragraph 段落 だんらく
parallel-series centrifugal pump 直並列遠心ポンプ ちょくへいれつえんしんぽんぷ
parallel-series switch type 直列並列切替え型 ちょくれつへいれつきりかえがた
parapet wall 手すり壁 てすりかべ
parapet wall パラペット ぱらぺっと
parking area 駐車場・駐車施設 ちゅうしゃじょう・ちゅうしゃしせつ
parking lot 駐車場 ちゅうしゃじょう
Parliamentary Secretary 政務官 せいむかん
Parliamentary Vice-Minister 政務官 せいむかん
part of a building 建築物の部分 けんちくぶつのふぶん
partial burning 半焼 はんしょう
partial damage by fire 半焼 はんしょう
partial sprinkler 部分スプリンクラー ぶぶんすぷりんくらー
partially destroyed 小損 しょうそん
particle of combustion 燃焼粒子 ねんしょうりゅうし
particleboard パーティクルボード ぱーてぃくるぼーど
partition 防火壁 ぼうかへき
party wall 戸境壁 こさかいかべ
PAS / publicly available specification 公開仕様書 こうかいしようしょ
passage 通路 つうろ
patent right 特許権 とっきょけん
PC / Project Committee プロジェクト委員会 ぷろじぇくといいんかい
PDC / Policy Development Committee 政策開発委員会 せいさくかいはついいんかい
peculiarity of the weather or climate  気候又は風土の特殊性 きこうまたはふうどのとくしゅせい
penal code 刑法 けいほう
penal provisions 罰則 ばっそく
pendent installed sprinkler 下向きに設置されたスプリンクラー したむきにせっちされたすぷりんくらー
pendent sprinkler 下向きスプリンクラー したむきすぷりんくらー
pent roof ひさし ひさし
PEO / plant emergency organization 工場の自衛消防隊 こうじょうのじえいしょうぼうたい
people protection 国民保護 こくみんほご
People Protection, Disaster Prevention Division Chief 国民保護防災部長 こくみんほごぼうさいぶちょう
people who can form a network between the national and
local entities

国・地方のネットワークを形成できる人 くに・ちほうのねっとわーくをけいせいできるひと
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P people who can respond to the emergency promptly and

appropriately
危機事態に迅速・的確に対応できる人 ききじたいにじんそく・てきかくにたいおうできる

ひと
perception 覚知 かくち
perchlorates 過塩素酸塩類 かえんそさんえんるい
perchloric acid 酸化性液体 さんかせいえきたい
performance 性能 せいのう
performance approach 性能規定化 せいのうきていか
performance criteria 性能判定基準 せいのうはんていきじゅん
performance curve 性能曲線 せいのうきょくせん
performance evaluation 性能評価 せいのうひょうか
peril 危険 きけん
periodic duty 定周期運転 ていしゅうきうんてん
Periodic Inspection and Reporting System for Fire
Prevention Properties

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 operation 定周期運転 ていしゅうきうんてん
permanent deformation 永久歪 えいきゅうひずみ
permanent deformation 永久変形 えいきゅうへんけい
permanent load 長期荷重 ちょうきかじゅう
permanent strain 永久歪 えいきゅうひずみ
permanent stress/permanent force 長期応力 ちょうきおうりょく
permanent transformation 永久変形 えいきゅうへんけい
permanganates 過マンガン酸塩類 かまんがんさんえんるい
permissible leakage 許容漏水量 きょようろうすいりょう
permissible limit 許容範囲 きょようはんい
permission 許可 きょか
perpendicular 垂直 すいちょく
person concerned 関係者 かんけいしゃ
Personal Alert Safety System 消防隊員携帯用の非常時所在通報装置 しょうぼうたいいんけいたいようのひじょうじしょざ

いつうほうそうち
personnel transport vehicle 人員搬送車 じんいんはんそうしゃ
petrochemical complexes 石油コンビナート せきゆこんびなーと
petrochemical plant complex 石油コンビナート せきゆこんびなーと
petroleum industrial complexes 石油コンビナート せきゆこんびなーと
petroleum industrial complexes and other special disaster
prevention area

石油コンビナート等特別防災区域 せきゆこんびなーととうとくべつぼうさいくいき

Petroleum Pipeline Business Act 石油パイプライン事業法 せきゆぱいぷらいんじぎょうほう
petroleum tanks 石油タンク せきゆたんく
phosphorus sulfide 硫化りん りゅうかりん
photoelectric type smoke detector 光電式煙感知器 こうでんしきけむりかんちき
photopic vision 明所視 めいしょし
physical protection; safeguard 防災対策 ぼうさいたいさく
pick-head axe 尖頭斧 せんとうおの
pike pole とびぐち とびぐち
pile storage 積み重ね貯蔵 つみかさねちょぞう
pile storage はい積 はいせき
pilot flame 口火 くちび
pipe duct パイプダクト ぱいぷだくと
pipe hanger 配管のつり金具 はいかんのつりかなぐ
pipe hanger パイプハンガー ぱいぷはんがー
pipe schedule 管の肉厚 かんのにくあつ
pipe shaft パイプシャフト ぱいぷしゃふと
pipe valve バルブ ばるぶ
pipes for fire extinction 消火用屋外給水施設 しょうかようおくがいきゅうすいしせつ
piping 配管 はいかん
piping equipment 配管設備 はいかんせつび
place of work 仕事場 しごとば
place with public access 公衆の出入りする場所 こうしゅうのでいりするばしょ
plain concrete 無筋コンクリート むきんこんくりーと
plain water 淡水 たんすい
plan of the building 建築計画 けんちくけいかく
plan to spread out municipal fire services 消防の広域化計画 しょうぼうのこういきかけいかく
plans for the victim bodies 遺体対策 いたいたいさく
plant emergency organization / PEO 工場の自衛消防隊 こうじょうのじえいしょうぼうたい
plant self-defense organization 工場の自衛消防隊 こうじょうのじえいしょうぼうたい
planting belt 植樹帯 しょくじゅたい
planting ladder 立てかけはしご たてかけはしご
plaster board 石膏ボード せっこうぼーど
plastic deformation 塑性変形 そせいへんけい
playpipe 管そう かんそう
plunge test 投げ込み試験 なげこみしけん
plunge test プランジ試験 ぷらんじしけん
plunge test tunnel プランジ試験機 ぷらんじしけんき
plywood for display  展示用合板 てんじようごうはん
plywood standard for structure 構造用合板規格 こうぞうようごうはんきかく
pneumatic conveyor 空送コンベヤ装置 くうそうこんべやそうち
pneumatic line type 空気管式 くうきかんしき
point 構成機器 こうせいきき
point type flame detector スポット型炎感知器 すぽっとがたほのおかんちき
point type heat detector スポット型熱感知器 すぽっとがたねつかんちき
pointed joint 化粧目地 けしょうめじ
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英語 日本語 日本語（よみ）
P 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

point-type smoke detector using scattered light,
transmitted light or ionization

スポット型煙感知器（イオン・光電） すぽっとがたけむりかんちき（いおん・こうでん）

police office 警察署 けいさつしょ
Policy Development Committee / PDC 政策開発委員会 せいさくかいはついいんかい
Policy Framework for Large-scale Earthquake Disaster
Prevention and Reduction

大規模地震防災・減災対策大綱 だいきぼじしんぼうさい・げんさいたいさくたいこ
う

polisher 研磨機 けんまき
polishing machine 研磨機 けんまき
polyurethane foam ポリウレタンフォーム ぽりうれたんふぉーむ
pool fire プール火災 ぷーるかさい
population in flooded area 浸水域人口 しんすいいきじんこう
Port and Harbor Act 港湾法 こうわんほう
port facilities 港湾施設 こうわんしせつ
portable electric heater 局所暖房器 きょくしょだんぼうき
portable fire extinguisher 可搬式消火器 かはんしきしょうかき
portable fire extinguisher 小型消火器 こがたしょうかき
portable fire pump 可搬式消防ポンプ かはんしきしょうぼうぽんぷ
portable foam cannon 可搬式泡放水砲 かはんしきあわほうすいほう
portable heavy oil heater 可搬式の重油ヒーター かはんしきのじゅうゆひーたー
portable mobile station 携帯（可搬）移動局 けいたい（かはん）いどうきょく
portable water 携帯用飲料水 けいたいよういんりょうすい
portion liable to catch fire (from outside) 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
position 位置 いち
position of sprinkler head スプリンクラーヘッドの配置 すぷりんくらーへっどのはいち
positive pressure 正圧 せいあつ
positive pressure-injection method 加圧混合方式 かあつこんごうほうしき
possessor  占有者 せんゆうしゃ
possessory rights 占有権 せんゆうけん
possible inundation areas 想定氾濫区域 そうていはんらんくいき
possible inundation areas, 浸水想定区域 しんすいそうていくいき
post earthquake fire 地震火災 じしんかさい
post hydrant 地上式消火栓 ちじょうしきしょうかせん
post-exposure RTI 暴露後RTI ばくろごあーるてぃあい
postfire investigation 火災調査 かさいちょうさ
potassium カリウム かりうむ
potential risk of oxidation  酸化力の潜在的な危険性 さんかりょくのせんざいてきなきけんせい
pottery / porcelain 陶磁器 とうじき
pouring water 注水 ちゅうすい
powder extinguisher 粉末消火設備 ふんまつしょうかせつび
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 粉末消火薬剤 ふんまつしょうかやくざい
power circuit 電源回路 でんげんかいろ
power driven fire pomp 動力消防ポンプ どうりょくしょうぼうぽんぷ
power driven fire pomp system 動力消防ポンプ設備 どうりょくしょうぼうぽんぷせつび
power fuse unit 電力ヒューズ でんりょくひゅーず
power limited 電力制限型 でんりょくせいげんがた
power on lamp 電源灯 でんげんとう
power outlet 電源取出口 でんげんとりだしぐち
power plant fire 発電所火災 はつでんしょかさい
power source 電源 でんげん
power supervision panel 電源盤 でんげんばん
power supply 電源 でんげん
power supply equipment 電源装置 でんげんそうち
power supply test 電源試験 でんげんしけん
power supply voltage 電源電圧 でんげんでんあつ
power switch 電源スイッチ でんげんすいっち
practical course 実務講習 じつむこうしゅう
pre-action sprinkler 予作動式スプリンクラー よさどうしきすぷりんくらー
precipitation 沈殿物 ちんでんぶつ
precipitous terrains 急峻な地形 きゆうしゅんなちけい
precursors to volcanic eruptions 噴火の前兆 ふんかのぜんちょう
predetermined temperature 事前設定温度 じぜんせっていおんど
prediction procedure 算定方法 さんていほうほう
prefectural battalion 都道府県大隊 とどうふけんだいたい
prefectural battalion chief 都道府県大隊長 とどうふけんだいたいちょう
prefectural battalion command unit 都道府県大隊指揮隊 とどうふけんだいたいしきたい
prefectural firefighting support teams 県内消防応援隊 けんないしょうぼうおうえんたい
prefectural governor 都道府県知事 とどうふけんちじ
prefectural public safety commission 都道府県公安委員会 とどうふけんこうあんいいんかい
prefecture 都道府県 とどうふけん
preheated circulating air oven 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
pre-heating system 予熱式 よねつしき
Preliminary Work Item (PWI) 予備業務項目 よびぎょうむこうもく
premixed burning 混合燃焼 こんごうねんしょう
preparation to evacuate 避難準備 ひなんじゅんび
preparations for fire extinguishing activities 消火準備 しょうかじゅんび
prepare to evacuate 避難準備 ひなんじゅんび
preparedness 事前準備 じぜんじゅんび
president 理事長 りじちょう
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英語 日本語 日本語（よみ）
P pressure alarm equipment 圧力警報装置 あつりょくけいほうそうち

pressure control device 圧力調整装置 あつりょくちょうせいそうち
pressure detection equipment 圧力検知装置 あつりょくけんちそうち
pressure filling 加圧充填 かあつじゅうてん
pressure gauge 圧力計 あつりょくけい
pressure indicating device 圧力指示装置 あつりょくしじそうち
pressure loss 圧力損失 あつりょくそんしつ
pressure maintenance device 圧力保持装置 あつりょくほじそうち
pressure measuring device 圧力計測装置 あつりょくけいそくそうち
pressure reducing device 圧力調整器 あつりょくちょうせいき
pressure regulator 圧力調整器 あつりょくちょうせいき
pressure relief valve 圧力放出弁 あつりょくほうしゅつべん
pressure surge ウォーターハンマー うぉーたーはんまー
pressure switch 圧力スイッチ あつりょくすいっち
pressure tank 圧力タンク あつりょくたんく
pressure type extinguisher 加圧式消火器 かあつしきしょうかき
pressure testing machine 耐圧試験機 たいあつしけんき
pressure-retention test 気密試験 きみつしけん
pressure-tight joint 圧力継手 あつりょくつぎて
pressurized evacuation route 加圧式避難路 かあつしきひなんろ
pressurized smoke control 加圧防煙 かあつぼうえん
pressurized smoke exhaustion 加圧排煙 かあつはいえん
pressurized smoke venting system 加圧排煙システム かあつはいえんしすてむ
pressurized water 加圧水 かあつすい
preventing damage from nuclear reactors 原子炉等による被害の防止 げんしろとうによるひがいのぼうし
preventing danger from dangerous materials 危険物質等に関する危険の防止 きけんぶっしつとうにかんするきけんのぼうし
preventing secondary disasters ２次災害の防止 にじさいがいのぼうし
prevention 予防 よぼう
prevention of fire 火災予防 かさいよぼう
prevention of fire outbreak 出火防止 しゅっかぼうし
Prevention of secondary damage from spreading 二次的被害の拡大防止 にじてきひがいのかくだいぼうし
preventive personnel 予防要員 よぼうよういん
PRF / Proof of a new International Standard プルーフ（発行前規格の校正） ぷるーふ
primary battery 一次電池 いちじでんち
primary device 呼水装置 こすいそうち
primary fire protection district 防火地域 ぼうかちいき
primary side 一次側 いちじがわ
primary voltage 一次電圧 いちじでんあつ
Prime Minister 内閣総理大臣 ないかくそうりだいじん
Prime Minister of Japan and His Cabinet 首相官邸 しゅしょうかんてい
Prime Minister's Office 官邸 かんてい
Prime Minister's Office of Japan 首相官邸 しゅしょうかんてい
priming pump 呼び水ポンプ よびみずぽんぷ
priming tank 呼水槽 こすいそう
priming tank 呼水槽 よびみずそう
priming water 呼び水 よびみず
priming water device 呼び水装置 よびみずそうち
principal building parts 主要構造部 しゅようこうぞうぶ
principle 原理 げんり
private emergency organization 自衛消防隊 じえいしょうぼうたい
private fire department 私設消防署 しせつしょうぼうしょ
private residential home 有料老人ホーム ゆうりょうろうじんほーむ
probable maximum loss (PML) 大予想損害額 さいだいよそうそんがいがく
procedure 手順 てじゅん
procedure for building confirmation 建築確認手続き けんちくかくにんてつづき
procurement of life support necessities 生活必需品の調達 せいかつひつじゅひんのちょうたつ
product consistency 製品の一貫性 せいひんのいっかんせい
program プログラム ぷろぐらむ
program for developing disaster management specialists 防災スペシャリスト養成研修 ぼうさいすぺしゃりすとようせいけんしゅう
Project Committee / PC プロジェクト委員会 ぷろじぇくといいんかい
project team / PT プロジェクトチーム（IEC用語） ぷろじぇくとちーむ
projected beam type smoke detector 光電式分離型感知器 こうでんしきぶんりがたかんちき
projected road 計画道路 けいかくどうろ
projecting part 突出物 とっしゅつぶつ
projection 突子 とっし
promoting national land conservation 国土保全の推進 こくどほぜんのすいしん
promotion of organized earthquake proofing 計画的な耐震化の促進 けいかくてきなたいしんかのそくしん
promotion of tourism 観光振興 かんこうしんこう
Promotion Program for Scientific Fire and Disaster
Prevention Technologies

消防防災科学技術研究推進制度 しょうぼうぼうさいかがくぎじゅつけんきゅうすい
しんせいど

Proof of a new International Standard / PRF プルーフ（発行前規格の校正） ぷるーふ
proof stress for high temperature 高温時耐力 こうおんじたいりょく
properties under disaster prevention measures 防災管理対象物 ぼうさいかんりたいしょうぶつ
property conservation 財物保全 ざいぶつほぜん
property under fire prevention measures which is subject to
management under separate titles

管理について権原が分かれている防火対象物 かんりについてけんげんがわかれているぼうか
たいしょうぶつ

property under fire defense measures 消防対象物 しょうぼうたいしょうぶつ
property under fire prevention measures 防火対象物 ぼうかたいしょうぶつ
proportion by volume 容積比 ようせきひ
proportion of ingredients 配合 はいごう
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P 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 泡消火薬剤混合装置 あわしょうかやくざいこんごうそうち
proprietary element 専有部分 せんゆうぶぶん
proprietary home 有料老人ホーム ゆうりょうろうじんほーむ
prospective disaster risk management 予見的災害リスク管理 よけんてきさいがいりすくかんり
protected escape route 防護避難路 ぼうごひなんろ
protected evacuation route 防護避難路 ぼうごひなんろ
protected stairway 防護階段 ぼうごかいだん
protection area 防護範囲 ぼうごはんい
protection measures for affected people 被災者支援策 ひさいしゃしえんさく
protection zone 防護区画 ぼうごくかく
protective clothes 安全作業服 あんぜんさぎょうふく
protein foaming agent たん白泡消火薬剤 たんぱくあわしょうかやくざい
protein form fire extinguishing concentrate たん白泡消火薬剤 たんぱくあわしょうかやくざい
providing information 情報の提供 じょうほうのていきょう
provision 規定 きてい
provision of disaster information 災害情報の提供 さいがいじょうほうのていきょう
provision of public housing 公営住宅の供給 こうえいじゅうたくのきょうきゅう
provision of temporary housing 一時提供住宅の供給 いちじていきょうじゅうたくのきょうきゅう
pseudo-input response method 疑似入力応答方式 ぎじにゅうりょくおうとうほうしき
PT / project team プロジェクトチーム（IEC用語） ぷろじぇくとちーむ
public 公設 こうせつ
public awareness 住民意識 じゅうみんいしき
public bath house 公衆浴場 こうしゅうよくじよう
public fire protection capacity 消防力 しょうぼうりょく
public halls, etc. 公会堂等 こうかいどうとう
public help 公助 こうじょ
public notice 公示 こうじ
public sewerage system 公共下水道 こうきょうげすいどう
public water main 公共水道管（本管） こうきょうすいどうかん
Publicly Available Specification / PAS 公開仕様書 こうかいしようしょ
pumice flow 軽石流 かるいしりゅう
pump operation ポンプ運転 ぽんぷうんてん
pump pressure 送水圧力 そうすいあつりょく
pump tank fire extinguisher 水槽式消火器 すいそうしきしょうかき
pump trucks ポンプ車 ぽんぷしゃ
pumper connection 送水口 そうすいこう
purging パージング ぱーじんぐ
purging and pressurizing equipment 内圧暴爆対策 ないあつぼうばくたいさく
purlin もや もや
purple K カリウム塩タイプの粉末消火薬剤 かりうむえんたいぷのふんまつしょうかやくざい
purple-K パープルK ぱーぷるけい
PWI (Preliminary Work Item) 予備業務項目 よびぎょうむこうもく
pyroclastic flows 火砕流 かさいりゅう
pyrophoric material 自燃性材料 じねんせいざいりょう
pyrophoric material 自燃性物質 じねんせいぶっしつ

Q 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 for disaster prevention management 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 of property under fire prevention  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
quality management system 品質管理システム ひんしつかんりしすてむ
quasi fire prevention district 準防火地域 じゅんぼうかちいき
quick and accurate communications system 迅速かつ確実な伝達体制 じんそくかつかくじつなでんたつたいせい
quick-opening device 急速開放装置 きゅうそくかいほうそうち
quiescent condition 定常状態 ていじょうじょうたい

R rack storage ラック倉庫 らっくそうこ
rack storage 立体倉庫 りったいそうこ
rack style storage ラック式貯蔵 らっくしきちょぞう
radiant flux 放射熱流束 ほうしゃねつりゅうそく
radiant heat 輻射熱 ふくしゃねつ
radiant panel 放射パネル ほうしゃぱねる
radiated electromagnetic fields 放射電磁界 ほうしゃでんじかい
radiation 放射 ほうしゃ
radiation exchange 放射熱交換 ほうしゃねつこうかん
radiation intensity 放射強度 ほうしゃきょうど
radio relay vehicle 無線中継車 むせんちゅうけいしゃ
radiometer 放射計 ほうしゃけい
rafter たるき たるき
rail bracket レールブラケット れーるぶらけっと
railroad accidents 鉄道事故 てつどうじこ
railway 線路 せんろ
rainfall 雨量 うりょう
rainfalls 雨 あめ
raise awareness and readiness about the disaster 防災意識を高める ぼうさいいしきをたかめる
ramp 傾斜路 けいしゃろ
rate of deflection たわみ速度 たわみそくど
rate of heat release 発熱速度 はつねつそくど
rate of rise heat detector 差動式スポット型感知器 さどうしきすぽっとがたかんちき
rate of rise of air temperature 温度上昇率 おんどじょうしょうりつ
rate of risk 危険率 きけんりつ

消防関係「英和・和英単語集」（英和版）20220301rev1－M～R 11 / 15



英語 日本語 日本語（よみ）
R rated capacity 規定容量 きていようりょう

rated capacity 公称容量 こうしょうようりょう
rated capacity 定格容量 ていかくようりょう
rated discharge amount 規格放水量 きかくほうすいりょう
rated discharge capacity 定格放水量 ていかくほうすいりょう
rated discharge performance 規格放水性能 きかくほうすいせいのう
rated discharge pressure 規格放水圧力 きかくほうすいあつりょく
rated frequency 定格周波数 ていかくしゅうはすう
rated input 定格入力 ていかくにゅうりょく
rated load 定格負荷 ていかくふか
rated operation temperature 定格作動温度 ていかくさどうおんど
rated plate 定格銘板 ていかくめいばん
rated pressure 定格圧力 ていかくあつりょく
rated round speed 定格回転速度 ていかくかいてんそくど
rated speed 定格速度 ていかくそくど
rated test load 定格試験負荷 ていかくしけんふか
rated voltage 定格電圧 ていかくでんあつ
rate-of-rise fire detector 差動式火災感知器 さどうしきかさいかんちき
rate-sensitive response behavior 差動感度の速度感応応答挙動 さどうかんどのそくどかんのうおうとうきょどう
rate-sensitive response behavior 差動感度の反応挙動 さどうかんどのはんのうきょどう
ratio of the total floor area to the site area 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

あい
RC (reinforced concrete) 鉄筋コンクリート てっきんこんくりーと
RC construction 鉄筋コンクリート造 てっきんこんくりーとぞう
react 作動する さどうする
reaction 反応 はんのう
reaction 反力 はんりょく
reaction to fire 火災に対する作用性 かさいにたいするさようせい
reading of a thermocouple 熱電対の示度 ねつでんついのしど
real fire 実火災 じつかさい
real fire situation 実火災性状 じつかさいせいじょう
receiving equipment 受信機（電源装置） じゅしんき
receiving support 受援 じゅえん
receptacle コンセント こんせんと
receptacle 電源取出口 でんげんとりだしぐち
recessed リセスト りせすと
recessed housing 埋込ハウジング型 うめこみはうじんぐがた
recessed sprinkler 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 head 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
recharging 再充電 さいじゅうでん
recognition 承認 しょうにん
recognition 認知 にんち
recognition space 認知空間 にんちくうかん
recognition system 認証制度 にんしょうせいど
recommendation 勧告 かんこく
recommendation 推奨事項 すいしょうじこう
Recommendations for Countermeasures against Large-
scale Volcano Disasters

大規模火山災害対策への提言 だいきぼかざんさいがいたいさくへのていげん

reconstruction 改築 かいちく
record and transcend lessons from disaster experience 災害教訓の伝承 さいがいきょうくんのでんしょう
record-heavy rain 記録的な大雨 きろくてきなおおあめ
recording ammeter 記録電流計 きろくでんりゅうけい
recording frequency meter 記録周波数計 きろくしゅうはすうけい
recording thermometer 記録温度計 きろくおんどけい
recording voltmeter 記録電圧計 きろくでんあつけい
records storage 記録保管庫 きろくほかんこ
recovery and reconstruction 復旧・復興 ふっきゅう・ふっこう
recovery of industry and economy 産業・経済復興 さんぎょう・けいざいふっこう
recovery of infrastructures for agriculture ,forestry and 農林魚業基盤の再建 のうりんぎょぎょうきばんのさいけん
recreation hall 遊技場 ゆうぎじょう
red phosphorus 赤りん せきりん
re-definition of the land use plan 土地利用の再編 とちりようのさいへん
reduction 還元 かんげん
reduction 低下 ていか
reduction and exemption 減免 げんめん
reduction gear 減速装置 げんそくそうち
reduction in time required for arriving at disaster sites 現場到着時間の短縮 げんばとうちゃくじかんのたんしゅく
redundancy 冗長性 じょうちょうせい
re-enabled 回復 かいふく
referenced document 参照文書 さんしょうぶんしょ
references 参照 さんしょう
refilling 再充填 さいじゅうてん
reflectance 反射率 はんしゃりつ
reflection 反射 はんしゃ
reflection board 反射板 はんしゃばん
reflection coefficient 反射率 はんしゃりつ
reflectivity 反射率 はんしゃりつ
reflector 反射板 はんしゃばん
refuge area 安全区画 あんぜんくかく
refuge space 待避区域 たいひくいき
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英語 日本語 日本語（よみ）
R refuse a inspection 検査を拒む けんさをこばむ

regional disaster prevention capabilities 地域防災力 ちいきぼうさいりょく
regional disaster prevention control center 地域防災センター ちいきぼうさいせんたー
regional disaster prevention plans 地域防災計画 ちいきぼうさいけいかく
regional satellite communications network 地域衛星通信ネットワーク ちいきえいせいつうしんねっとわーく
regions where communication has been cut off 通信途絶地域 つうしんとぜつちいき
registration  登録 とうろく
regular fire prevention services 常備消防 じょうびしょうぼう
regularly closed fire door / permanently closed fire door 常時閉鎖式防火戸 じょうじへいさしきぼうかど
Regulation for Enforcement of the Fire Service Law 消防法施行規則 しょうぼうほうせこうきそく
regulation for the safety of general high pressure gas 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
regulations 法規 ほうき
reignited fire 再火災 さいかさい
reignition 再着火 さいちゃっか
reignition 再燃 さいねん
reinforced concrete (RC) 鉄筋コンクリート てっきんこんくりーと
reinforced concrete construction 鉄筋コンクリート造 てっきんこんくりーとぞう
reinforced plastic 強化プラスチック きょうかぷらすちっく
related pressure 圧力設定値 あつりょくせっていち
relative humidity 相対湿度 そうたいしつど
relay operation 中継送水操置 ちゅうけいそうすいそうち
relay station 中継局 ちゅうけいきょく
release element 作動部 さどうぶ
release temperature 作動温度 さどうおんど
releasing device 開放装置 かいほうそうち
relief supplies 支援物資 しえんぶっし
relief supplies 救援物資 きゅうえんぶっし
relief valve 圧力放出弁 あつりょくほうしゅつべん
relief valve 安全弁 あんぜんべん
relief vent 圧力放出口 あつりょくほうしゅつこう
relocate a the entire community to a highland area 高台への集団移転 たかだいへのしゅうだんいてん
relocation 移築 いちく
REMCO / Committee on Reference Materials 標準物質委員会 ひょうじゅんぶっしついいんかい
remodeling 模様替 もようがえ
remote control unit 遠隔操作器 えんかくそうさき
remote monitoring 遠方監視 えんぽうかんし
remote monitoring alarm system 遠隔警報監視装置 えんかくけいほうかんしそうち
repair 修繕 しゅうぜん
repeater 中継器 ちゅうけいき
repeater facility 中継所 ちゅうけいじょ
repeater panel 副受信機 ふくじゅしんき
report 答申 とうしん
report fire 火災通報 かさいつうほう
reproducibility 再現性 さいげんせい
request for re-examination 再審査請求 さいしんさせいきゅう
request for review 審査請求 しんさせいきゅう
required fire preventive performance 所要の防火性能 しょようのぼうかせいのう
requirement 要求事項 ようきゅうじこう
re-rumbling method 再鳴動方式 さいめいどうほうしき
rescind  取り消す とりけす
rescue 救助 きゅうじょ
rescue activities 救助（活動） きゅうじょ（かつどう）
rescue activities 救助活動 きゅうじょかつどう
rescue air cushion bag 空気式救助マット くうきしききゅうじょまっと
rescue ambulance 救助救急車 きゅうじょきゅうきゅうしゃ
rescue car 救助車 きゅうじょしゃ
rescue company 救助隊（米国） きゅうじょたい
rescue company 救助中隊 きゅうじょちゅうたい
rescue equipment 救助資機材 きゅうじょしきざい
rescue hoist 救助用ホイスト きゅうじょようほいすと
rescue reel 緩降機 かんこうき
rescue squad レスキュー隊 れすきゅーたい
rescue squad 救助隊 きゅうじょたい
rescue team 救助隊 きゅうじょたい
rescue teams 救助部隊 きゅうじょぶたい
rescue truck 救助工作車 きゅうじょこうさくしゃ
rescue vehicle 救助工作車 きゅうじょこうさくしゃ
rescue equipment 救助器具 きゅうじょきぐ
rescue of human life  人命救助 じんめいきゅうじょ
rescuing evacuated residents 避難住民等の救援 ひなんじゅうみんとうのきゅうえん
rescuing people from collapsed buildings 倒壊建物からの救助 とうかいたてものからのきゅうじょ
reserve of strength 余力 よりょく
reserved water volume of fire-extinguishing 消火用貯水量 しょうかようちょすいりょう
reservoir 貯水槽 ちょすいそう
reservoir 貯水池 ちょすいち
reset 復旧 ふっきゅう
resettable detector 再用型感知器 さいようがたかんちき
resettable frangible element 再用型の保護板 さいようがたのほごばん
residence 住宅 じゅうたく
residential fire 住宅火災 じゅうたくかさい
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英語 日本語 日本語（よみ）
R residential fire alarm 住宅用火災警報器 じゅうたくようかさいほうちき

residential 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
residential fire alarm system 住戸用自動火災報知設備 じゅうこようじどうかさいほうちせつび
residential sprinkler 住宅用スプリンクラー じゅうたくようすぷりんくらー
residential type smoke detector 簡易型煙火災警報器 かんいがたけむりかさいけいほうき
residual flame times 残炎時間 ざんえんじかん
residual risk 残余リスク ざんよりすく
residual water 残留水 ざんりゅうすい
resilience 回復力 かいふくりょく
resistance thermometer 抵抗温度計 ていこうおんどけい
resistance to arc discharge アーク放電耐力 あーくほうでんたいりょく
resource 活動資源 かつどうしげん
respiratory arrest 呼吸停止 こきゅうていし
responding to a call for ambulance service 救急事案対応 きゅうきゅうじあんたいおう

response 応急対応 おうきゅうたいおう
response 反応 はんのう
response capabilities 対応能力 たいおうのうりょく
response operations 対応状況 たいおうじょうきょう
response threshold value 応答しきい値 おうとうしきいち
response threshold value 作動しきい値 さどうしきいち
response time 作動時間（感知器の応答時間） さどうじかん
response time index (RTI) 感度指数 かんどしすう
response time index （RTI) 作動時間係数 さどうじかんけいすう
response time index （RTI) 作動時間指数 さどうじかんしすう
response time index 作動時間（感度）指数（スプリンクラーヘッド） さどうじかん（かんど）しすう（すぷりんくらーへっ

ど）
response to local communities highly likely to be isolated 孤立可能性の高い集落への対応 こりつかのうせいのたかいしゅうらくへのたいおう
responsibilities of resident 住民の責務 じゅうみんのせきむ
responsibility and authority for the investigation  調査の責任及び権限 ちょうさのせきにんおよびけんげん
restaurant 飲食店 いんしょくてん
restorable heat detector 再用型熱感知器 さいようがたねつかんちき
restrict the use of  使用を制限する しようをせいげんする
resuscitator 蘇生器 そせいき
retaining chamber 貯溜槽 ちょりゅうそう
retaining wall 擁壁 ようへき
retarding chamber リターディング・チャンバー りたーでぃんぐちゃんばー
retrofitting 補強改修 ほきょうかいしゅう
review 審査 しんさ
revision 改訂 かいてい
revocation  取消し とりけし
ridge board / ridge beam むなぎ むなぎ
ridge direction けた行方向 けたゆきほうこう
right of way (of a fire engine) 優先通行（消防車の） ゆうせんつうこう
RIMS / Risk and Insurance Management Society 全米リスクマネジメント協会 ぜんべいりすくまねじめんときょうかい
ring fire リング火災 りんぐかさい
rise けあげ けあげ
riser ライザー らいざー
risk 危険 きけん
risk リスク りすく
Risk and Insurance Management Society / RIMS 全米リスクマネジメント協会 ぜんべいりすくまねじめんときょうかい
risk assessment リスク評価 りすくひょうか
risk communication efforts about dangerous locations
among residents

危険個所の住民への周知徹底 きけんかしょのじゅうみんへのしゅうちてってい

risk index of fire occurrence 出火危険度 しゅっかきけんど
risk management リスク管理 りすくかんり
risk management (RM) リスクマネジメント りすくまねじめんと
risk management / RM 危機管理 ききかんり
risk manager リスクマネージャー りすくまねーじゃー
risk of explosion 爆発の危険性 ばくはつのきけんせい
risk of ignition 着火の危険性 ちゃっかのきけんせい
risk of ignition 発火の危険性 はっかのきけんせい
risk of inflammability 引火の危険性 いんかのきけんせい
risk transfer リスク移転 りすくいてん
river bed 河川敷 かせんじき
river plains 沖積平野 ちゅうせきへいや
rivers subject to flood warning 洪水予報河川 こうずいよほうかせん
rivers subject to water-level notifications 水位周知河川 すいいしゅうちかせん
riveting リベット接合 りべっとせつごう
RM / risk management 危機管理 ききかんり
Road Law 道路法 どうろほう
Road Traffic Act 道路交通法 どうろこうつうほう
roads and traffic facilities 道路・交通基盤 どうろ・こうつうきばん
roles and responsibilities 権限と責任 けんげんとせきにん
rolling steel fire door 防火シャッター（巻上げ式） ぼうかしゃったー
rolling-up steel fire door 巻き上げ式防火戸 まきあげしきぼうかど
roof base 屋根下地 やねしたじ
roof bed 屋根下地 やねしたじ
roof construction 屋根構造 やねこうぞう
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R roof covering 屋根ふき材 やねふきざい

roof deck construction デッキ構造屋根 でっきこうぞうやね
roof joint 小ばり こばり
roof parapet wall 屋根上突出防火壁 やねじょうとっしゅつぼうかへき
roof slab 屋根板 やねいた
roof slope 屋根の勾配 やねのこうばい
roof truss /roof frame 小屋組 こやぐみ
roof vent 屋根の換気口 やねのかんきこう
roofing material 屋根ふき材 やねふきざい
room temperature 室温 しつおん
room temperature 常温 じょうおん
room temperature fluctuation 室温変動 しつおんへんどう
rope ladder なわばしご なわばしご
rotor 回転子 かいてんし
rotor aircraft 回転翼航空機 かいてんよくこうくうき
rough surface 粗面 そめん
routine inspection 日常点検 にちじょうてんけん
routine management 日常管理 にちじょうかんり
roving thermo-couple 可動熱伝対 かどうねつでんつい
row house 長屋 ながや
RTI (response time index) 作動時間係数 さどうじかんけいすう
RTI (response time index) 作動時間指数 さどうじかんしすう
rubberized fire hose ゴム引きホース ごむびきほーす
Rules Concerning Control of Dangerous Objects 危険物の規制に関する規則 きけんぶつのきせいにかんするきそく
running data ランニングデータ らんにんぐでーた
running inspection 運転検査 うんてんけんさ
running lamp 運転灯 うんてんとう
rupture disk 破裂板 はれつばん
rust proofing さび止め さびどめ
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