
英語 日本語 日本語（よみ）
S SAC / Standardization Administration of the P.R.C. 中国国家標準化管理委員会 ちゅうごくひょうじゅんかかんりいいんかい

safe and secure regional development 安心・安全な地域づくり あんしん・あんぜんなちいきづくり
safeguard 安全対策 あんぜんたいさく
safety 安全 あんぜん
safety 保安 ほあん
safety breaker 安全器 あんぜんき
safety bung 過圧防止栓 かあつぼうしせん
safety can 安全缶 あんぜんかん
safety compartment 安全区画 あんぜんくかく
safety cutout 安全器 あんぜんき
safety device 安全装置 あんぜんそうち
safety distance 安全配置距離 あんぜんはいちきょり
safety engineer 安全技師 あんぜんぎし
safety equipment 安全装備品 あんぜんそうびひん
safety inspection of dangerous objects 危険物保安検査 きけんぶつほあんけんさ
safety latch 安全掛金 あんぜんかけがね
safety measure of area 地域安全基準 ちいきあんぜんきじゅん
safety officer for facilities for hazardous materials 危険物施設保安員 きけんぶつしせつほあんいん
safety place 安全地帯 あんぜんちたい
safety relief device 排圧栓 はいあつせん
safety shut-off valve 安全遮断弁 あんぜんしゃだんべん
safety sign 安全標識 あんぜんひょうしき
safety solvent 安全溶剤 あんぜんようざい
safety tool 安全工具 あんぜんこうぐ
safety valve 安全弁 あんぜんべん
safety zone 安全地帯 あんぜんちたい
SAG / Strategic Advisory Group 戦略諮問グループ せんりゃくしもんぐるーぷ
salamander サラマンダー さらまんだー
sales handling facilities 販売取扱所 はんばいとりあつかいしょ
salt spray 塩水噴霧 えんすいふんむ
salvage 海難救助 かいなんきゅうじょ
salvage 救助財産 きゅうじょざいさん
salvage サルベージ さるべーじ
salvage squad 救助隊 きゅうじょたい
salvage team 海難救助隊 かいなんきゅうじょたい
same specification 同一規格 どういつきかく
sample 試料（サンプル） しりょう（さんぷる）
sand bag 土のう どのう
sand bucket 消火用砂バケツ しょうかようすなばけつ
sander 研磨機 けんまき
SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) スーパーファンド修正および再授権法（米国） すーぱーふぁんどしゅうせいおよびさいじゅけん

ほう（べいこく）
satellite communication system 衛星回線 えいせいかいせん
saturated monovalent alcohol 飽和一価アルコール ほうわいっかあるこーる
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
SC / Subcommittee 分科委員会 ぶんかいいんかい
scatter 飛散 ひさん
scavenging 掃気 そうき
scene of the fire 火災現場 かさいげんば
scenes of emergencies 救急現場 きゅうきゅうげんば
Schmidt hammer test シュミットハンマー試験 しゅみっとはんまーしけん
School Education Act  学校教育法 がっこうきょういくほう
science and technology 科学技術 かがくぎじゅつ
scope 業務範囲(TC,SC等の業務) ぎょうむはんい
scope 適用範囲(TC,SC等の業務) てきようはんい
scorch こげる こげる
screw type ねじ式 ねじしき
screw type couplings for suction 吸管用ねじ式結合金具 きゅうかんようねじしきけつごうかなぐ
sea level area ゼロメートル地帯 ぜろめーとるちたい
sea water 海水 かいすい
sealable equipment 扉付き機器 とびらつききき
sealed nickel-cadmium cylindrical rechargeable single cell 円筒密閉型ニッケルカドミウム蓄電池 えんとうみっぺいがたにっけるかどみうむちくで

んち
sealed radioactive source 密閉線源 みっぺいせんげん
sealed small type lead-acid (storage) battery 小型シール鉛蓄電池 こがたしーるなまりちくでんち
search and rescue activities 捜索救助活動 そうさくきゅうじょかつどう
seating surface シート面 しーとめん
secondary battery 二次電池 にじでんち
secondary fire protection district 準防火地域 じゅんぼうかちいき
section computation 断面算定 だんめんさんてい
sectional alarm sounding 区分鳴動方式 くぶんめいどうほうしき
sectional control valve 区画制御弁 くかくせいぎょべん
sectional graphic panel 断面グラフィックパネル だんめんぐらふっくぱねる
securing alternative facilities 代替庁舎の確保 だいたいちょうしゃのかくほ
securing and stabilizing social order 社会秩序の確保・安定 しゃかいちつじょのかくほ・あんてい
securing business continuity of the private sector 民間企業等の事業継続性の確保 みんかんきぎょうとうのじぎょうけいぞくせいのか

くほ
securing financial sources for recovery 復興財源の確保 ふっこうざいげんのかくほ
securing main traffic network 基幹交通網の確保 きかんこうつうもうのかくほ
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英語 日本語 日本語（よみ）
S securing services continuity of the national and local public

entities
国及び地方公共団体の業務継続性の確保 くにおよびちほうこうきょうだんたいのぎょうむけ

いぞくせいのかくほ
security 警防 けいぼう
security 安全 あんぜん
security guard 警備員 けいびいん
security headquarter 警戒本部 けいかいほんぶ
security personnel 予防警戒員 よぼうけいかいよういん
security personnel for dangerous objects 危険物施設保安員 きけんぶつしせつほあんいん
security team 警戒部隊 けいかいぶたい
sediment disaster alert information 土砂災害警戒情報 どしゃさいがいけいかいけいほう
sediment disaster hazard maps 土砂災害ハザードマップ どしゃさいがいはざーどまっぷ
Sediment Disaster Prevention Act 土砂災害防止法 どしゃさいがいぼうしほう
sediment disaster prone areas 土砂災害の危険性のある区域 どしゃさいがいのきけんせいのあるくいき
segregation 剥離 はくり
segregation fracture 剥離破壊 はくりはかい
seismic 地震の じしんの
seismic activity 揺れ ゆれ
seismic intensity in the municipalities 市町村の震度 しちょうそんのしんど
seismic intensity meters 地震計 じしんけい
seismic intensity observation points 震度観測点 しんどかんそくてん
seismic load 地震力 じしんりょく
seismic reinforcement 耐震化 たいしんか
seismometer 地震計 じしんけい
seizure 差し押さえ さしおさえ
selection valve 選択弁 せんたくべん
self ignition 自己発火 じこはっか
self propagation of flame 自己火炎伝播 じこかさいでんぱ
self-contained breathing apparatus 自給式呼吸器 じきゅうしきこきゅうき
self-contained emergency luminaire 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 type fire alarm device 簡易型火災警報器 かんいがたかさいけいほうき
self-defense disaster prevention system 自衛防災組織 じえいぼうさいそしき
self-diagnosis function 自己診断機能 じこしんだんきのう
self-evaluation table 自己評価項目表 じこひょうかこうもくひょう
self-expelling type extinguisher 反応型消火器 はんのうがたしょうかき
self-extinguishing 自消性 じしょうせい
self-extinguishing material 自己消炎性のある物質 じこしょうえんせいのあるぶっしつ
self-heating 自己発熱 じこはつねつ
self-help 自助 じじょ
self-preparedness for disaster 自らの災害への備え みずからのさいがいへのそなえ
self-priming 自吸式 じきゅうしき
self-reactive substances 自己反応性物質 じこはんのうせいぶっしつ
self-restoring heat detector 再用型熱感知器 さいようがたねつかんちき
self-restoring heat detector 自己復旧型熱感知器 じこふっきゅうがたねつかんちき
seller 販売業者 はんばいぎょうしゃ
semi fire retardant material 準難燃材料 じゅんなんねんざいりょう
semi fireproof construction 準耐火構造 じゅんたいかこうぞう
semi noncombustible material 準不燃材料 じゅんふねんざいりょう
semi underground malls 準地下街 じゅんちかがい
semi-hard board 半硬質繊維板 はんこうしつせんいばん
seminars 講演会 こうえんかい
Senior Vice-Minister 副大臣 ふくだいじん
senior person in charge of the fire service 上席消防員 じょうせきしょうぼういん
sensible heat 顕熱 けんねつ
sensible heat load 顕熱負荷 けんねつふか
sensible heat ratio 顕熱比 けんねつひ
sensible temperature 体感温度 たいかんおんど
sensing chamber 検出用チャンバー けんしゅつようちゃんばー
sensitivity 感度 かんど
sensitivity adjustment 感度調整 かんどちょうせい
sensitivity against impact  衝撃に対する敏感性 しょうげきにたいするびんかんせい
sensitivity measurement 感度測定 かんどそくてい
sensitivity range 感度範囲 かんどはんい
sensitivity setting 感度設定 かんどせってい
sensitivity test 感度試験 かんどしけん
sensor sensitivity testing device 感知器感度試験装置 かんちきかんどしけんそうち
separation 隔離 かくり
separation distance 離隔距離 りかくきょり
serial transmission シリアル伝送 しりあるでんそう
serious accidents 重大事故 じゅうだいじこ
serious disaster 非常災害 ひじょうさいがい
serious incidents 重大事故 じゅうだいじこ
service drop 架空引込線 かくうひきこみせん
service industry サービス業 さーびすぎょう
service interruption 停電 ていでん
service load サービス荷重 さーびすかじゅう
service voltage 供給電圧 きょうきゅうでんあつ
set fire 放火 ほうか
setting up a reconstruction fund 復興基金の設立 ふっこうききんのせつりつ
severely injured 重症 じゅうしょう
sewage pipe 下水管 げすいかん
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英語 日本語 日本語（よみ）
S sewer 下水溝 げすいこう

Sewerage Act 下水道法 げすいどうほう
sex establishment regulated by a specific Japanese law 性風俗特殊営業店舗等 せいふうぞくとくしゅえいぎょうてんぽとう
shading coefficient 遮蔽係数 しゃへいけいすう
shaft enclosure 縦穴区画壁 たてあなくかくへき
shank thread シャンクねじ しゃんくねじ
shape 形状 けいじょう
share disaster related information 防災情報の共有 ぼうさいじょうほうのきょうゆう
shear reinforcement せん断補強 せんだんほきょう
sheathing roof board 野地板 のじいた
sheet pile 矢板 やいた
shelter 避難場所 ひなんばしょ
sheltering effect 遮蔽効果 しゃへいこうか
ship fire 船舶火災 せんぱくかさい
Ship Safety Act  船舶安全法 せんぱくあんぜんほう
shock 衝撃 しょうげき
shock resistant capabilities 耐衝撃性 たいしょうげきせい
shock voltage testing machine 衝撃電圧試験機 しょうげきでんあつしけんき
short circuit 短絡 たんらく
short circuit indicator 短絡表示灯 たんらくひょうじとう
short time low load operation 短時間低負荷運転 たんじかんていふかうんてん
short-circuit isolators ショートサーキットアイソレーター しょーとさーきっとあいそれーたー
shorten 短縮する たんしゅくする
shrinkage 収縮 しゅうしゅく
shut-off nozzle 開閉ノズル かいへいのずる
shut-off valve 消火用水の制御弁 しょうかようすいのせいぎょべん
siamese connection 双口型送水口 そうこうがたそうすいこう
siamese connection 送水口 そうすいこう
siamese connection 二方分岐管 にほうぶんきかん
side ditch 側溝 そっこう
sidewall sprinkler 側壁型スプリンクラー そくへきがたすぷりんくらー
sight glass サイトガラス さいとがらす
sign 標識 ひょうしき
signaling system 監視警報装置 かんしけいほうそうち
signaling system 機械警備 きかいけいび
silencing 音響停止 おんきょうていし
sill 土台 どだい
silo サイロ さいろ
similar goods 類する物品 るいするぶっぴん
simple fire extinguishing tool 簡易消火用具 かんいしょうかようぐ
simple fireproof construction 準耐火構造 じゅんたいかこうぞう
simple storage tanks 簡易タンク貯蔵所 かんいたんくちょぞうしょ
simply supported 単純支持状態の たんじゅんしじじょうたいの
simulation シミュレーション しみゅれーしょん
simultaneous alarm 一斉鳴動 いっせいめいどう
simultaneous broadcasting switch 一斉放送スイッチ いっせいほうそうすいっち
simultaneous multiple fire 同時多発性火災 どうじたはつせいかさい
simultaneous wireless communications systems 同報系無線 どうほうけいむせん
single station fire alarm device 簡易型火災警報器 かんいがたかさいけいほうき
single station 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
sinusoidal vibration 正弦波振動 せいげんはしんどう
siren サイレン さいれん
SIS / Swedish Standards Institute スウェーデン規格協会 すうぇーでんきかくきょうかい
site 立地 りっち
site manager 現場管理者 げんばかんりしゃ
site-specific data 設置場所固有のデータ せっちばしょこゆうのでーた
sky light 天窓 てんまど
skyscraper 超高層建築物 ちょうこうそうけんちくぶつ
skyscrapers 高層ビル こうそうびる
slate 天然スレート てんねんすれーと
slaughter house と畜場 とちくじょう
sledge hammer 掛矢 かけや
sleeve 壁・床貫通用保護管 かべゆかかんつうようほごかん
slow high energy voltage surge 低速高エネルギー電圧サージ ていそくこうえねるぎーでんあつさーじ
slow-burning 緩燃性 かんねんせい
sluice operation 水門操作 すいもんそうさ
Small and Medium Enterprise Agency 中小企業庁 ちゅうしょうきぎょうちょう
small multiple-tenant buildings 小規模雑居ビル しょうきぼざっきょびる
small orifice sprinkler head 小口径のスプリンクラーヘッド しょうこうけいのすぷりんくらーへっど
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
smelling burnt 焦げ臭い こげくさい
smoke 煙 けむり
smoke accumulation 煙の蓄積 けむりのちくせき
smoke barrier 煙遮蔽 けむりしゃへい
smoke barrier 防煙板 ぼうえんばん
smoke chamber 煙チャンバー けむりちゃんばー
smoke chamber スモークチャンバー すもーくちゃんばー
smoke concentration 煙濃度 けむりのうど
smoke control 煙制御 けむりせいぎょ
smoke control compartment 防煙区画 ぼうえんくかく
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S smoke control system 防排煙設備 ぼうはいえんせつび

smoke curtain 防煙・防火垂れ壁 ぼうえん・ぼうかたれかべ
smoke damage 煙損 えんそん
smoke density distribution measuring device 煙濃度分布測定装置 けむりのうどぶんぷそくていそうち
smoke detection equipment for ducts ダクト用煙感知装置 だくとようけむりかんちそうち
smoke detection principle by resistance bridge 抵抗ブリッジ式煙検出原理 ていこうぶりっじしきけむりけんしゅつげんり
smoke detector 煙感知器 けむりかんちき
smoke duct 排煙風洞 はいえんふうどう
smoke elimination 排煙 はいえん
smoke exhaust equipment 排煙機 はいえんき
smoke exhaust fan 排煙機 はいえんき
smoke exhaust tower 排煙塔 はいえんとう
smoke exhaust and purification device 排煙浄化設備 はいえんじょうかせつび
smoke exhaustion 排煙 はいえん
smoke exhaustion equipment 排煙設備 はいえんせつび
smoke extractor 排煙機 はいえんき
smoke generation 発煙 はつえん
smoke generation coefficient 発煙係数 はつえんけいすう
smoke layer 煙層 えんそう
smoke particle 煙粒子 けむりりゅうし
smoke prevention door 防煙扉 ぼうえんとびら
smoke prevention wall 防煙壁 ぼうえんへき
smoke preventive partitioned part 防煙区画 ぼうえんくかく
smoke proof stairway 特別避難階段 とくべつひなんかいだん
smoke retarder 防煙剤 ぼうえんざい
smoke sensor 煙感知器 けむりかんちき
smoke suppressant 防煙剤 ぼうえんざい
smoke test chamber 煙試験チャンバー けむりしけんちゃんばー
smoke venting method 排煙方式 はいえんほうしき
smoke venting system 排煙システム はいえんしすてむ
smoke-heat exhaust 排熱・排煙口 はいねつはいえんこう
smokeproof stairway 屋内避難階段 おくないひなんかいだん
smoldering くん焼 くんしょう
smoldering (pyrolysis) wood fire くん焼（熱分解）木材火災 くんしょう（ねつぶんかい）もくざいかさい
smoldering fire くん焼火災 くんしょうかさい
smoldering smoke test くん焼煙試験 くんしょうけむりしけん
smooth and safe evacuation of residents, etc. 住民等の円滑かつ安全な避難の確保 じゅうみんとうのえんかつかつあんぜんなひなん

のかくほ
snow disaster 雪害 せつがい
snow stopper 雪止め ゆきどめ
snowmelt and volcanic mudflows 融雪型火山泥流 ゆうせつがたかざんでいりゅう
snow-plowing activities 除雪作業 じょせつさぎょう
Social Responsibility (SR) 社会責任 しゃかいせきにん
social workers 民生委員 みんせいいいん
Society of Fire Protection Engineers / SFPE 米国防火技術者協会 べいこくぼうかぎじゅつしゃきょうかい
socio-natural hazard 社会自然ハザード しゃかいしぜんはざーど
socket コンセント こんせんと
sodium ナトリウム なとりうむ
soften 軟化する なんかする
software-controlled detector ソフトウエアで制御される感知器 そふとうえあでせいぎょされるかんちき
soil conservation and flood control projects 治山・治水事業 ちさん・ちすいじぎょう
Soil Conservation and Flood Control Urgent Measures Act 治山治水緊急措置法 ちさんちすいきんきゅうそちほう
soil erosion control 砂防 さぼう
solid alcohol 固形アルコール こけいあるこーる
solid combustion 固体燃焼 こたいねんしょう
solid shelf 板状棚 いたじょうだな
soot スス すす
sound equipment 音響装置 おんきょうそうち
sound off switch 音響停止用スイッチ おんきょうていしようすいっち
sound pressure 音圧 おんあつ
sound system control and indicating equipment 音声システム制御・表示装置 おんせいしすてむせいぎょひょうじそうち
sound system loudspeaker ラウドスピーカー らうどすぴーかー
sound systems for emergency purposes 緊急用音声システム きんきゅうようおんせいしすてむ
sounder サウンダ さうんだ
sounding appliance 音響装置 おんきょうそうち
sounding device 音響装置 おんきょうそうち
sounding method 鳴動方式 めいどうほうしき
source circuit 電源回路 でんげんかいろ
source voltage 電源電圧 でんげんでんあつ
Southern Building Code Congress International / SBCCI) 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
space heater 暖房用加熱器 だんぼうようかねつき
space volume 空間容積 くうかんようせき
spacing distance 空間距離 くうかんきょり
spalling 爆裂 ばくれつ
spare sprinkler head 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
spark スパーク すぱーく
spark 火粉 ひのこ
spark 火の粉 ひのこ
spark ignition engine using gaseous fuel ガス用火花点火機関 がすようひばなてんかきかん
spark plug 点火栓 てんかせん
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S special administrative agency 特定行政庁 とくていぎょうせいちょう

special bathhouse 特殊浴場 とくしゅよくじょう
special building 特異建築物 とくいけんちくぶつ
special combustibles 特殊可燃物 とくしゅかねつぶつ
Special Countermeasures Act Concerning Earthquakes in
the Vicinity of the Japan and Chishima Trenches

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かいこ
う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

special disaster company 特殊災害中隊 とくしゅさいがいちゅうたい
special disaster prevention area 特別防災区域 とくべつぼうさいくいき
special disaster prevention area councils for petroleum
industrial complexes and the like

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

special disaster teams 特殊災害部隊 とくしゅさいがいぶたい
special drop extension 特殊ドロップ延長部 どくしゅどろっぷえんちょうぶ
special elderly nursing home, etc. 特別養護老人ホーム等 とくべつようごろうじんほーむとう
special equipment company 特殊装備中隊 とくしゅそうびちゅうたい
special equipment teams 特殊装備部隊 とくしゅそうびぶたい
special fire pomper 特殊消火ポンプ自動車 とくしゅしょうかぽんぷじどうしゃ
special fire prevention security 消防特別警戒 しょうぼうとくべつけいかい
special fire prevention security structure 消防特別警戒体制 しょうぼうとくべつけいかいたいせい
special hazardous material 特殊危険物 とくしゅきけんぶつ
special land use zone 特別用途地区 とくべつようとちく
special provision  特例 とくれい
special riser extension 特殊竪管延長部 とくしゅたてかんえんちょうぶ
special security period 警戒実施期間 けいかじっしきかん
special ward of Tokyo 東京都特別区 とうきょうととくべつく
special warning for heavy rain 大雨特別警報 おおあめとくべつけいほう
special fire defense equipment 特殊消防用設備 とくしゅしょうぼうようせつび
special inflammable materials 特殊引火物 とくしゅいんかぶつ
specialized class 専科教育 せんかきょういく
special-response sprinkler 特殊感度型スプリンクラー とくしゅかんどがたすぷりんくらー
specific and practical evacuation plans 具体的で実戦的な避難計画 ぐたいてきでじっせんてきなひなんけいかく
specific gravity 比重 ひじゅう
specifications 仕様書 しようしょ
specified area 仕様防護区域 しようぼうごくいき
specified block 特定街区 とくていがいく
specified business establishment 特定事業所 とくていじぎょうしょ
specified by Cabinet Order 政令で定める せいれいでさだめる
specified matters 特定事項 とくていじこう
specified multipurpose fire prevention properties 特定複合用途防火対象物 とくていふくごうようとぼうかたいしょうぶつ
Specified Urban River Inundation Countermeasures Act 特定都市河川浸水被害対策法 とくていとしかせんしんすいひがいたいさくほう
specified violating properties 特定違反対象物 とくていいはんたいしょうぶつ
specified property under fire prevention measures 特定防火対象物 とくていぼうかたいしょうぶつ
specimen 試験体 しけんたい
specimen 試料 しりょう
specimen holder 試料ホルダー しりょうほるだー
spectral luminous efficiency 分光視感度 ぶんこうしかんど
spectrum analyzer スペクトルアナライザ すぺくとるあならいざ
speed adjustment 調速 ちょうそく
speed controller 調速機・調速器 ちょうそくき
speed governing 調速 ちょうそく
speed governing system 調速装置 ちょうそくそうち
speed of revolution 回転速度 かいてんそくど
spherical water distribution 球形型散水分布 きゅうけいがたさんすいぶんぷ
spillage accident 流出事故 りゅうしゅつじこ
spontaneous combustion 自然燃焼 しぜんねんしょう
spontaneous heating 自然発熱 しぜんはつねつ
spontaneous ignition 自然発火 しぜんはっか
spontaneous ignition temperature 自然発火温度 しぜんはっかおんど
spontaneously combustible substances 自然発火性物質 しぜんはっかせいぶっしつ
spot type combined detector 複合式感知器 ふくごうしきかんちき
spot type fixed temperature detector 定温式スポット型感知器 ていおんしきすぽっとがたかんちき
spot type heat detector スポット型熱感知器 すぽっとがたねつかんちき
spot type heater 局所暖房器 きょくしょだんぼうき
spot type optical smoke detector 光電式スポット型感知器 こうでんしきすぽつとがたかんちき
spot-type analog heat detector 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 smoke detector using ionization イオン化アナログ式スポット型感知器 いおんかあなろぐしきすぽっとがたかんちき
spot-type analog smoke detector using scattered light or
transmitted light

光電アナログ式スポット型感知器 こうでんあなろぐ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 heat and 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 ultra-violet
(UV) and infrared (IR)

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 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
spot-type multiband flame 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
spot-type multistate detector sensitive to fixed
temperature and/or rate of temperature rise

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 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
spot-type smoke detector using ionization 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
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英語 日本語 日本語（よみ）
S spot-type smoke detector using photoelectric effect and

ionization
煙複合式スポット型感知器 けむりふくごうしきすぽっとがたかんちき

spot-type smoke detector using scattered light 光電式スポット型感知器 こうでんしきすぽっとがたかんちき
spot-type ultra-violet (UV) detector 紫外線式スポット型感知器 しがいせんしきすぽっとがたかんちき
spout 吐水口 とすいこう
spray density 散水密度 さんすいみつど
spray nozzle 噴霧ノズル ふんむのずる
spray nozzle 水噴霧ノズル みずふんむのずる
spray sprinkler スプレー型スプリンクラー すぷれーがたのすぷりんくらー
spray sprinkler head スプレー型スプリンクラーヘッド すぷれーがたすぷりんくらーへっど
spraying test 散布試験 さんぷしけん
SPRC structure / steel pipe reinforced concrete structure 鋼管コンクリート構造 こうかんこんくりーとこうぞう
spread 延焼 えんしょう
spreading fire 類焼火災 るいしょうかさい
spreading velocity of fire 延焼速度 えんしょうそくど
sprinkler スプリンクラー すぷりんくらー
sprinkler actuating temperature ratings スプリンクラーの作動温度級別 すぷりんくらーのさどうおんどきゅうべつ
sprinkler alarm スプリンクラー作動警報装置 すぷりんくらーさどうけいほうそうち
sprinkler alarm bell スプリンクラー作動警報ベル すぷりんくらーさどうけいほうべる
sprinkler control valve スプリンクラー制御弁 すぷりんくらーせいぎょべん
sprinkler discharge density スプリンクラーの消火必要散水密度 すぷりんくらーのしょうかひつようさんすいみつど
sprinkler equipment スプリンクラー設備 すぷりんくらーせつび
sprinkler gridded pipe system スプリンクラーのグリッド配管方式 すぷりんくらーのぐりっどはいかんほうしき
sprinkler guard スプリンクラーの防護枠 すぷりんくらーのぼうごわく
sprinkler head スプリンクラーヘッド すぷりんくらーへっど
sprinkler head actuating temperature rating スプリンクラーヘッドの作動温度級別 すぷりんくらーへっどのさどうおんどきゅうべつ
sprinkler head sensitivity testing device スプリンクラーヘッド感度試験装置 すぷりんくらーへっどかんどしけんそうち
sprinkler head spacing スプリンクラーヘッドの配置間隔 すぷりんくらーへっどのはいちかんかく
sprinkler model スプリンクラーの型式 すぷりんくらーのかたしき
sprinkler riser スプリンクラー設備用立管 すぷりんくらーせつびようたてかん
sprinkler stand pipe スプリンクラー設備用立管 すぷりんくらーせつびようたてかん
sprinkler stopper スプリンクラー放水止 すぷりんくらーほうすいし
sprinkler system スプリンクラー装置 すぷりんくらーそうち
sprinkler system with hose connection 連結散水設備 れんけつさんすいせつび
sprinkler water flow detector スプリンクラー作動（放水）の検知装置 すぷりんくらーのさどう（ほうすい）のけんちそうち
sprinkler with standpipe system 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 water shield 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
sprinkling duration 散水時間 さんすいじかん
squad company 特殊部隊 とくしゅぶたい
SR (Social Responsibility) 社会責任 しゃかいせきにん
SR / Systematic Review 定期見直し ていきみなおし
stability test 安定性試験 あんていせいしけん
stack effect 煙突効果 えんとつこうか
stage curtain どん帳（緞帳） どんちょう
stagger 千鳥型配置 ちどりがたはいち
staircase 階段 かいだん
stairs 階段 かいだん
stairs for elevator equipment machine room 昇降機械室用階段 しょうこうきかいしつようかいだん
standard 規格 きかく
standard building code (SBC) 建築基準コード けんちくきじゅんこーど
standard orientation 標準方向 ひょうじゅんほうこう
standard sprinkler system 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 temperature curve 標準温度曲線 ひょうじゅんおんどきょくせん
standard type sprinkler head 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
Standardization Administration of the P.R.C. / SAC 中国国家標準化管理委員会 ちゅうごくひょうじゅんかかんりいいんかい
Standardization Management Board / SMB 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
standard-response sprinkler 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
standards for wood frame construction lumber 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
standing vortex 停留渦 ていりゅううず
starter 起動装置 きどうそうち
state of disaster emergency 災害緊急事態 さいがいきんきゅうじたい
state of the art 新技術 さいしんぎじゅつ
statement 記述事項 きじゅつじこう
statement 記述 きじゅつじこう
statement 声明 きじゅつじこう
state-of-the-art fire protection system 新防災設備 さいしんぼうさいせつび
static load 静荷重 せいかじゅう
static operation 静的作動 せいてきさどう
static pressure 静圧 せいあつ
static response temperature 定温点 ていおんてん
static water pressure 静水圧 せいすいあつ
station 詰め所 つめしょ
stator 固定子 こていし
status of residence, status of the management  管理の状況 かんりのじょうきょう
steady state 定常状態 ていじょうじょうたい
steel construction 鉄骨造 てっこつぞう
steel flame construction building 鉄骨構造建物 てっこつこうぞうたてもの
steel frame reinforced concrete construction 鉄骨鉄筋コンクリート造 てっこつてっきんこんくりーとぞう
steel pipe reinforced concrete structure / SPRC structure 鋼管コンクリート構造 こうかんこんくりーとこうぞう
steel rope 鋼索 こうさく

消防関係「英和・和英単語集」（英和版）20220301rev1－S～Z 6 / 15



英語 日本語 日本語（よみ）
S steel wire 鋼索 こうさく

steel socket 鋼製ソケット こうせいそけっと
steep mountain ranges 急峻な山脈 きゅうしゅんなさんみゃく
steep rivers 急こう配の河川 きゅうこうばいのかせん
stepwise compensation 段階的補正 だんかいてきほせい
stick 棒材 ぼうざい
stimulation of agriculture, forestry and fisheries 農林水産業の活性化 のうりんすいさんぎょうのかっせいか
stipulation 規定 きてい
stipulation 法定化 ほうていか
stockpiling goods and resources 物資の備蓄 ぶっしのびちく
stockpiling of basic necessities 生活必需品の備蓄 せいかつひつじゅひんのびちく
stone 石材 せきざい
stone construction 石造 せきぞう
storage 物置 ものおき
storage battery 蓄電池 ちくでんち
storage battery facility 蓄電池設備 ちくでんちせつび
storage facility 貯蔵施設 ちょぞうしせつ
storage heat load 蓄熱負荷 ちくねつふか
storage facility 貯蔵所 ちょぞうしょ
store 貯蔵する ちょぞうする
store 店舗 てんぽ
storms and floods 風水害 ふうすいがい
straight discharge 直流放水 ちょくりゅうほうすい
straight stairway 直通階段 ちょくつうかいだん
strap つり木 つりき
Strategic Advisory Group / SAG 戦略諮問グループ せんりゃくしもんぐるーぷ
stray light 外光 がいこう
street manual call point 公設手動火災発信機 こうせつしゅどうかさいはっしんき
street network of minor streets 細街路網 さいがいろもう
street network of narrow streets 細街路網 さいがいろもう
street network of secondary streets 細街路網 さいがいろもう
stress corrosion 応力腐食 おうりょくふしょく
stress due to sustained loading 長期応力 ちょうきおうりょく
stress due to temporary loading 短期応力 たんきおうりょく
stress for temporary loading 短期応力 たんきおうりょく
stress in cross section 内部応力 ないぶおうりょく
stretcher 担架 たんか
striker 打撃部 だげきぶ
strong tremor 強い揺れ つよいゆれ
structural and non-structural measures ハード対策・ソフト対策 はーどたいさく・そふとたいさく
structural calculation 構造計算 こうぞうけいさん
structural design 構造設計 こうぞうせっけい
structural frame 架構骨組 かこうほねぐみ
structural lumber for 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 standard 構造基準 こうぞうきじゅん
structural resistance 構造耐力 こうぞうたいりょく
structure of building 建築構造 けんちくこうぞう
structure plywood 構造合板 こうぞうごうはん
structures for receiving support 受援体制 じゅえんたいせい
structures subject to security 警戒対象物 けいかいたいしょうぶつ
studios スタジオ すたじお
subclause 細分箇条 さいぶんかじょう
subclause 副節（法令） ふくせつ
Subcommittee / SC 分科委員会 ぶんかいいんかい
subdivision 防火壁 ぼうかへき
subject area 対象区域 たいしょうくいき
subject building 対象建築物 たいしょうけんちくぶつ
submergence time 冠泡時間 かんほうじかん
submission 届出 とどけで
submit plan 計画の届け出 けいかくのとどけで
substitute workers 交代要員 こうたいよういん
succession of disaster memory and experience 災害記憶の継承 さいがいきおくのけいしょう
suction hose 吸管 きゅうかん
suction hose 吸水ホース きゅうすいほーす
suction inlet 吸入口 きゅうにゅうぐち
suction lift 吸水落差 きゅうすいらくさ
suction pipe 吸水管 きゅうすいかん
suction pressure regulating valve 吸水圧力調整装置（ブースタポンプ用） きゅうすいあつりょくちょうせいそうち
suction valve 吸水弁 きゅうすいべん
sudden destruction 瞬間的破壊 しゅんかんてきはかい
suffered family 被災世帯 ひさいせたい
sugar-coating machine 糖衣機 とういき
suicide by arson 放火自殺者 ほうかじさつしゃ
sulfur 硫黄 いおう
sulfur dioxide corrosion 二酸化硫黄腐食 にさんかいおうふしょく
sulfur dioxide test for contacts and connections 接点及び接続部の二酸化硫黄試験 せってんおよびせつぞくぶのにさんかいおうしけ

ん
sulfur mining facility 硫黄採掘所 いおうさいくつじょ
superficies 地上権 ちじょうけん
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S Superfund Act / Comprehensive Environmental Response

Compensation and Liability Act / CERCLA
包括的環境対処・補償・責任法 ほうかつてきかんきょうたいしょほしょうせきにん

ほう
Superfund Amendments and Reauthorization Act (SARA) スーパーファンド修正および再授権法（米国） すーぱーふぁんどしゅうせいおよびさいじゅけん

ほう（べいこく）
super-high-rise building 超高層建築物 ちょうこうそうけんちくぶつ
supervise 監督する かんとくする
supervision of construction work; 工事監理 こうじかんり
supervisor of disaster protection management 統括防災管理者 とうかつぼうさいかんりしゃ
supervisor of fire protection management 統括防火管理者 とうかつぼうかかんりしゃ
supervisory audible alarm system 監視音声警報装置 かんしおんせいけいほうそうち
supervisory disaster protection management system 統括防災管理制度 とうかつぼうさいかんりせいど
supervisory fire protection management system 統括防火管理制度 とうかつぼうかかんりせいど
supervisory signal 監視信号 かんししんごう
supervisory signal condition 監視信号状態 かんししんごうじょうたい
supervisory system 監視システム かんししすてむ
supplement 補足指針 ほそくししん
supply voltage 供給電圧 きょうきゅうでんあつ
support maps 支え合いマップ ささえあいまっぷ
Support Team for Livelihood of Disaster Victims 被災者生活支援チーム ひさいしゃせいかつしえんちーむ
support to displaced workers for their reemployment and 離職者の生活・再就職支援 りしょくしゃのせいかつ・さいしゅうしょくしえん
supporting condition 支持条件 しじじょうけん
supporting fire department 応援消防本部 おうえんしょうぼうほんぶ
supporting fire departments within the prefecture 県内応援消防本部 けんないおうえんしょうぼうほんぶ
suppress fire 火災を鎮圧する かさいをちんあつする
suppression 鎮圧 ちんあつ
suppression 鎮火 ちんか
surface active agent 界面活性剤 かいめんかっせいざい
surface burn 表面燃焼 ひょうめんねんしょう
surface fire 表面火災 ひょうめんかさい
surface flame action 表面火災挙動 ひょうめんかさいきょどう
surface material replacement 面材置換 めんざいちかん
surface type fire hydrant 地上式屋外消火栓 ちじょうしきおくがいしょうかせん
Survey on Ambulance Service Implementation Status 救急業務実施状況調査 きゅうきゅうぎょうむじっしじょうきょうちょうさ
surveys of local disaster conditions 現地被害状況の調査 げんちひがいじょうきょうのちょうさ
suspended ceiling つり天井 つりてんじょう
suspended firewall 防火垂れ壁 ぼうかたれかべ
sustainable development 持続可能な開発 じぞくかのうなかいはつ
sustained flaming 持続性発炎 じぞくせいはつえん
sustained load 長期荷重 ちょうきかじゅう
sustained loads 長期応力 ちょうきおうりょく
sweat 溶接する ようせつする
Swedish Standards Institute / SIS スウェーデン規格協会 すうぇーでんきかくきょうかい
swift operation sprinkler head 迅速作動・消火スプリンクラーヘッド じんそくさどう・しょうかすぷりんくらーへっど
switch box 配電箱 はいでんばこ
switchboard 配電盤 はいでんばん
switching device 切替装置 きりかえそうち
symbols and abbreviated terms 記号及び略語 きごうおよびりゃくご
symbols for automatic fire alarm system 自動火災報知設備用シンボル じどうかさいほうちせつびようしんぼる
synthetic surfactant foam fire extinguishing concentrate 合成界面活性剤泡消火薬剤 ごうせいかいめんかっせいざいあわしょうかやく

ざい
syringe 注液スポイト ちゅうえきすぽいと
system estimation/system evaluation システム評価 しすてむひょうか
System for Publicly Announcing Violating Properties 違反対象物の公表制度 いはんたいしょうぶつのこうひょうせいど
Systematic Review / SR 定期見直し ていきみなおし

T Tachikawa Reserve Facility of the Government
Headquarters for Disaster Management

立川災害対策本部予備施設 たちかわさいがいたいさくほんぶよびしせつ

Tachikawa Wide-area Disaster Management Base 立川広域防災基地 たちかわこういきぼうさいきち
tachometer 回転計 かいてんけい
TAG / Technical Advisory Group 専門諮問グループ せんもんしもんぐるーぷ
tag closed cup method tester タグ式引火点測定器 たぐしきいんかてんそくていき
take necessary measures 必要な措置を講ずる ひつようなそちをこうずる
tangent modulus of elasticity 接線弾性係数 せっせんだんせいけいすう
tank heating equipment 凍結防止加熱装置 とうけつぼうしかねつそうち
tank storage 貯蔵タンク ちょぞうたんく
tank tower 高架水槽 こうかすいそう
tank tower 貯水塔 ちょすいとう
tap water 淡水 たんすい
TBT Agreement (Agreement on Technical Barriers to
Trade）

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

TC / Technical Committee 専門委員会 せんもんいいんかい
team 隊 たい
team convergence training 部隊参集訓練 ぶたいさんしゅうくんれん
technical 技術的（専門的） ぎじゅつてき
Technical Advisory Group / TAG 専門諮問グループ せんもんしもんぐるーぷ
Technical Committee / TC 専門委員会 せんもんいいんかい
technical corrigendum 技術訂正 ぎじゅつていせい
Technical Corrigendum / Cor. 専門的正誤票 せんもんてきせいごひょう
Technical Management Board / TMB 技術管理評議会 ぎじゅつかんりひょうぎかい
Technical Programmer Manager / TPM テクニカルプログラムマネージャー てくにかるぷろじぇくとまねーじゃー
technical report / TR 技術報告書 ぎじゅつほうこくしょ
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英語 日本語 日本語（よみ）
T technical specification / TS 技術仕様書 ぎじゅつしようしょ

technical standards 技術上の基準 ぎじゅつじょうのきじゅん
technical standards for the equipment 設備等技術基準 せつびとうぎじゅつきじゅん
technical assistance 技術援助 ぎじゅつえんじょ
technical specifications 技術上の規格 ぎじゅつじょうのきかく
technological hazard 技術ハザード ぎじゅつはざーど
technology 技術 ぎじゅつ
tee (fitting) 三方向接手 さんほうこうつぎて
telephoto 望遠カメラ ぼうえんかめら
telescopic elevating platform 直伸式空中作業車 ちょくしんしきくうちゅうさぎょうしゃ
temperature 温度 おんど
temperature allowance 許容温度 きょようおんど
temperature conversion 温度換算 おんどかんざん
temperature rating 標示温度 ひょうじおんど
temperature-time area 温度時間面積 おんどじかんめんせき
temples and shrines, etc. 神社・寺院等 じんじゃ・じいんとう
temporal pattern 時間パターン じかんぱたーん
temporary refuge place 一時避難所 いちじひなんじょ
temporary repairs for damaged houses 被災住宅の応急修理対策 ひさいじゅうたくのおうきゅうしゅうりたいさく
temporary stress 短期応力 たんきおうりょく
terminal stations ターミナル駅 たーみなるえき
termination condition 終局条件 しゅうきょくじょうけん
terms and definitions 用語及び定義 ようごおよびていぎ
terra cotta テラコッタ てらこった
terrestrial digital broadcasting 地上波デジタル放送 ちじょうはでじたるほうそう
terrorist attack on vital facilities 重要施設テロ じゅうようしせつてろ
terrorist disasters テロ災害 てろさいがい
terrorist response vehicle テロ対応車両 てろたいおうしゃりょう
test fires for fire detectors 試験火災 しけんかさい
test method 試験方法 しけんほうほう
test of basic materials 基材試験 きざいしけん
test report 試験報告（書） しけんほうこく（しょ）
testing fire resistance 耐火性実験 たいかせいじっけん
testing laboratory 試験用実験室 しけんようじっけんしつ
text information 文字情報 もじじょうほう
the Reconstruction Agency 復興庁 ふっこうちょう
theaters, etc. 劇場等 げきじょうとう
themed training 個別課題研修 こべつかだいけんしゅう
thermal 熱的 ねつてき
thermal conductivity 熱伝導率 ねつでんどうりつ
thermal degradation 熱的破損 ねつてきはそん
thermal explosion 熱爆発 ねつばくはつ
thermal inertia 熱慣性 ねつかんせい
thermal insulation 遮熱性 しゃねつせい
thermal lag 熱遅れ ねつおくれ
thermal resistance 耐熱性 たいねつせい
thermal restraint 熱拘束 ねつこうそく
thermal shock 熱衝撃 ねつしょうげき
thermal storage 蓄熱 ちくねつ
thermal storage floor 蓄熱床 ちくねつゆか
thermal storage tank 蓄熱槽 ちくねつそう
thermal storage wall 蓄熱壁 ちくねつかべ
thermal stress 熱応力 ねつおうりょく
thermal stress analysis 熱応力解析 ねつおうりょくかいせき
thermal thrust 熱膨張力 ねつぼうちょうりょく
thermocouple type detector 熱電対式感知器 ねつでんついしきかんちき
thermoelectric effect type detector 熱起電力式感知器 ねつきでんりょくしきかんちき
thermometer 温度計 おんどけい
thermo-responsive element 感熱素子 かんねつそし
thermosensitive device 感熱装置 かんねつそうち
thermostat 感熱体 かんねつたい
thermostat サーモスタット さーもすたっと
thick accumulation of volcanic ejecta 噴出物が厚く堆積 ふんしゅつぶつがあつくたいせき
thimble 壁・床貫通用保護管 かべゆかかんつうようほごかん
three-hour fire resistant structure ３時間耐火構造 さんじかんたいかこうぞう
three-line wiring system 三線配線式 さんせんはいせんしき
three-phase four wiring system 三相四線式 さんそうよんせんしき
Three-section ladder 三連はしご さんれんはしご
throat section のど断面 のどだんめん
throttle 燃料制御 ねんりょうせいぎょ
through air spacing 空間距離 くうかんきょり
through stairs 直通階段 ちょくつうかいだん
through stairways 直通階段 ちょくつうかいだん
through wiring 送り配線 おくりはいせん
tidal embankments 防潮堤 ぼうちょうてい
Tidal Wave Hazard Map 高潮ハザードマップ たかしおはあーどまっぷ
tide gauge systems 潮位計測システム ちょういけいそくしすてむ
tide gauges 潮位計 ちょういけい
tide level observation system 潮位計測システム ちょういけいそくしすてむ
tide prevention gates 膨張水門 ぼうちょうすいもん
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英語 日本語 日本語（よみ）
T tie beam 小屋ばり組 こやばりぐみ

tillerman 後部操縦員 こうぶそうじゅういん
tiltmeter 傾斜器 けいしゃき
timbre 音色 おんしょく
time constant 時定数 じていすう
time required to reach the scene 現場到着所要時間 げんばとうちゃくしょようじかん
time temperature curve 時間温度曲線 じかんおんどきょくせん
time-temperature function 時間温度関数 じかんおんどかんすう
tip 替口 かえぐち
title 権原 けんげん
TMB / Technical Management Board 技術管理評議会 ぎじゅつかんりひょうぎかい
to bolster disaster preparedness in local communities 地域コミュニュテイの防災力向上 ちいきもみゅにていのぼうさいりょくこうじょう
Tokai earthquake 東海地震 とうかいじしん
Tokyo Fire Department 東京消防庁 とうきょうしょうぼうちょう
Tokyo Inland Earthquake 首都直下地震 しゅとちょっかじしん
tolerance 公差 こうさ
tone 音色 おんしょく
torpedo 信号雷管 しんごうらいかん
torrential rainfall 豪雨 ごうう
torrential rains 豪雨 ごうう
torsional vibration ねじり振動 ねじりしんどう
total calorific value 合計発熱量 ごうけいはつねつりよう
total floor area 延べ床面積 のべゆかめんせき
total loss 全損 ぜんそん
total loss 全滅 ぜんめつ
total rated head 呼称全揚程 こしょうぜんようてい
totally destroyed 全損 ぜんそん
touch-off 放火 ほうか
toxicity 毒性 どくせい
toxicity 有毒 ゆうどく
TPM / Technical Programmer Manager テクニカルプログラムマネージャー てくにかるぷろじぇくとまねーじゃー
TR / technical report 技術報告書 ぎじゅつほうこくしょ
tracheal intubation 気管挿管 きかんそうかん
tractor-drawn aerials トレーラー式はしご車 とれーらーしきはしごしゃ
traditional building preservation 伝統的建築物群保存地区 でんとうてきけんちくぶつぐんほぞんちく
traffic 通行 つうこう
traffic accident rescue efforts 交通救助活動 こうつうきゅうじょかつどう
traffic accidents 道路事故 どうろじこ
traffic regulations 交通の規制 こうつうのきせい
traffic accident 交通事故 こうつうじこ
trailer fire pomp 手引き消防ポンプ てびきしょうぼうぽんぷ
train accident 列車事故 れっしゃじこ
train fire 列車火災 れっしゃかさい
train track 軌道敷 きどうじき
training 教育・訓練 きょういくくんれん
training of personnel 人材育成 じんざいいくせい
training on comprehensive management 総合管理研修 そうごうかんりけんしゅう
transfer device for evacuation and emergency luminaires 誘導灯用移報装置 ゆうどうとうよういほうそうち
transfer handling place ; transfer handling facilities 移送取扱所 いそうとりあつかいしょ
transfer of alarm 移報 いほう
transitional measures 経過措置 けいかそち
transmission apparatus 伝送装置 でんそうそうち
transmission equipment 伝送装置 でんそうそうち
transmission loss 透過損失 とうかそんしつ
transmission of the lessons learned from generation to
generation

防災教訓の継承 ぼうさいきょうくんのけいしょう

transmission path 伝送路 でんそうろ
transmission voltage 送電電圧 そうでんでんあつ
transmitter 送光部 そうこうぶ
transmitter 中継器 ちゅうけいき
transmitting device 伝送装置 でんそうそうち
transportable helicopter TV reception devices 可搬型ヘリコプターテレビ受信装置 かはんがたへりこぷたーてれびじゅしんそうち
transportation companies 運送事業者 うんそうじぎょうしゃ
transporting aid supplies 救援物資の輸送 きゅうえんぶっしのゆそう
transporting patients between hospitals 転院搬送業務 てんいんはんそうぎょうむ
transporting personnel and supplies 人員物資搬送 じんいんぶっしはんそう
treat 始末 しまつ
treatment for pollution from radioactive materials 放射性物質等による汚染への対処 ほうしゃせいぶっしつとうによるおせんへのたい

しょ
treatment of waste 廃棄物の処理 はいきぶつのしょり
Trench-type Earthquake 海溝型地震 かいこうがたじしん
triage system トリアージ とりあーじ
trickle charge トリクル充電 とりくるじゅうでん
trip test 作動試験 さどうしけん
triple-agent fire engine 泡・粉末・水併用消防車 あわふんまつみずへいようしょうぼうしゃ
trouble alarm 異常警報 いじょうけいほう
trouble signal 故障信号 こしょうしんごう
true report / true alarm 真報 しんぽう
trussed lattice type トラス型 とらすがた
TS / technical specification 技術仕様書 ぎじゅつしようしょ

消防関係「英和・和英単語集」（英和版）20220301rev1－S～Z 10 / 15



英語 日本語 日本語（よみ）
T tsunami 津波 つなみ

tsunami countermeasures 津波対策 つなみたいさく
tsunami disaster prevention day 津波防災の日 つなみぼうさいのひ
tsunami evacuation tower 津波避難タワー つなみひなんたわー
tsunami hazard map 津波ハザードマップ つなみはざーどまっぷ
tsunami warning 津波警報 つなみけいほう
turbine pump うず巻きポンプ うずまきぽんぷ
turnout 消防車の出動 しょうぼうしゃのしゅつじょう
twinned nozzle 二機能ノズル にきのうのずる
twisted wire 燃線 ねんせん
two-by-four construction ２×４工法木造 つーばいふぉーこうほうもくぞう
two-way hydrant 双口消火栓 そうこうしょうかせん
type 型式 かたしき
type approval 形式認定 かたしきにんてい
Type-B fire door 乙種防火戸 おつしゅぼうかど
Typhoon Ise-wan 伊勢湾台風 いせわんたいふう
Typhoon No. ○ 台風第○号 たいふうだい○ごう
typical application temperature 標準使用温度 ひょうじゅんしようおんど

U ultra high-rise building 超高層建築物 ちょうこうそうけんちくぶつ
ultraviolet fire detector 紫外線式火災感知器 しがいせんしきかさいかんちき
UN World Conference on Disaster Risk Reduction 国連防災世界会議 こくれんぼうさいせかいかいぎ
unapproved 不同意 ふどうい
unattended cars 放置車両 ほうちしゃりょう
unbiased standard deviation 不偏標準偏差 ふへんひょうじゅんへんさ
under full load 全負荷状態 ぜんふかじょうたい
under ground hydrant 地下式消火栓 ちかしきしょうかせん
underground arcade 地下街 ちかがい
underground connection passage 地下連絡通路 ちかれんらくつうろ
underground fire main 地下消火主配管 ちかしょうかしゅはいかん
underground floor 地階 ちかい
underground mall  地下街 ちかがい
underground market 地下街 ちかがい
underground shopping malls 地下街 ちかがい
underground storage tank 地下タンク貯蔵所 ちかたんくちょぞうしょ
underground structure 地下工作物 ちかこうさくぶつ
underground type fire hydrant 地下式屋外消火栓 ちかしきおくがいしょうかせん
underground passage 地下道 ちかどう
understanding of financial demands 資金需要の把握 しきんじゅようのはあく
underwriter 損害保険会社 そんがいほけんがいしゃ
unfolded fabric hose 織布ホース おりぬのほーす
UNI / Ente Nazionable Italiano di Unificazione イタリア規格協会 いたりあきかくいいんかい
Uniform Building Code ユービーシー ゆーびーしー
Uniform Building Code (UBC) 建築物統一規程（米国） けんちくぶつとういつきてい
uninterruptible power supply (UPS) 無停電電源装置 むていでんでんげんそうち
uninterruptible power supply / UPS ユー・ピー・エス ゆーぴーえす
United Nations Center for Regional Development 国連地域開発センター こくれんちいきかいはつせんたー
United Nations Development Programme 国連開発計画 こくれんかいはつけいかく
United Nations Environment Programme 国連環境計画 こくれんかんきょうけいかく
United Nations Human Settlements Programme 国連人間居住計画 こくれんにんげんきょじゅうけいかく
United Nations International Strategy for Disaster 国連国際防災戦略事務局 こくれんこくさいぼうさいせんりゃくじむきょく
United Nations Office for Project Services 国連プロジェクト・サービス機関 こくれんぷろじぇくと・さーびすきかん
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian
Affairs

国連人道問題調整事務所 こくれんじんどうもんだいちょうせいじむしょ

United Nations Standards Coordinating Committee / 国連規格調査委員会 こくれんきかくちょうさいいんかい
university disaster prevention support team 大学生防災サポーター だいがくせいぼうさいさぽーたー
unlatched valve ラッチ無し弁 らんちなしべん
unprotected opening 無防護開口部 むぼうごかいこうぶ
UNSCC / United Nations Standards Coordinating 国連規格調査委員会 こくれんきかくちょうさいいんかい
unspecified multipurpose fire prevention properties 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
unusual phenomena 異常現象 いじょうげんしょう
unwanted alarm 非火災報 ひかさいほう
upholstered furniture 内装材 ないそうざい
upon contact with water 水と接触して みずとせっしょくして
upon request 要請に基づいて ようせいにもとづいて
upper extended compartment fire 上階延焼火災 じょうかいえんしょうかさい
upper flammable limit 爆発上限界 ばくはつじょうげんかい
upper level line 高液面線 さいこうえきめんせん
upper tolerance limit 上限許容値 じょうげんきょようち
upright installed sprinkler 上向きに設置されたスプリンクラー うわむきにせっちされたすぷりんくらー
upright sprinkler 上向きスプリンクラー うわむきすぷりんくらー
UPS / uninterruptible power supply ユー・ピー・エス ゆーぴーえす
upstream 一次側 いちじがわ
urban disaster 都市災害 としさいがい
urban disaster prevention 都市防災 としぼうさい
urban distribution center 流通業務市街地 りゅうつうぎょうむしがいち
urban high-speed railways 都市高速鉄道 としこうそくてつどう
Urban Renewal Law 都市再開発法 としさいかいはつほう
urban sewage channel 都市下水路 としげすいろ
urgency line 緊急ライン きんきゅうらいん
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英語 日本語 日本語（よみ）
U urgent countermeasures guidelines for promoting the

earthquake-resistant construction of houses and buildings
建築物の耐震化緊急対策方針 けんちくぶつのたいしんかきんきゅうたいさくしし

ん
urgent necessity 緊急の必要 きんきゅうのひつよう
US Fire Administration 米国連邦消防局 べいこくれんぽうしょうぼうきょく
use 用途 ようと
use or handling of fire 火気の使用又は取扱い かきのしようまたはとりあつかい
utility ユーティリティ ゆーてぃりてぃ
utility pole 電柱 でんちゅう

V vacuum resistance 耐真空性 たいしんくうせい
validity 妥当性 だとうせい
value 数値 すうち
VAMAS / Versailles Project on Advanced Materials and
Standards

新材料及び標準に関するベルサイユプロジェクト しんざいりょうおよびひょうじゅんにかんするべる
さいゆぷろじぇくと

vapor phase 気相 きそう
vaporize 蒸発する じょうはつする
variable load operation 可変負荷運転 かへんふかうんてん
variable pattern spray nozzle 可変ノズル かへんのずる
variable sensitivity setting 可変感度設定 かへんかんどせってい
variant 1 test cycle 試験サイクル　方法1 しけんさいくるほうほういち
variation in supply parameter 電源パラメータの変動 でんげんぱらめーたのへんどう
vault lavatory くみ取り便所 くみとりべんじょ
vehicle equipped with central command function 拠点機能形成車両 きょてんきのうけいせいしゃりょう
vehicle fire 車両火災 しゃりょうかさい
vehicle for responding to tsunami and large-scale wind and
flood damage

津波・大規模風水害対策車両 つなみ・だいきぼふうすいがいたいさくしゃりょう

vehicle-mounted mobile station 車載移動局 しゃさいいどうきょく
vent 換気口 かんきこう
vent ベント べんと
vent plug 液口栓 えきこうせん
vented power fuse 通電式電源ヒューズ つうでんしきでんげんひゅーず
ventilating opening 換気口 かんきこう
ventilation 換気 かんき
ventilator 換気装置 かんきそうち
ventricular fibrillation 心室細動 しんしつさいどう
Versailles Project on Advanced Materials and Standards /
VAMAS

新材料及び標準に関するベルサイユプロジェクト しんざいりょうおよびひょうじゅんにかんするべる
さいゆぷろじぇくと

vertical channel 縦壁みぞ たてかべみぞ
vertical fire spread 上方への火災延焼 じょうほうへのかさいえんしょう
vertical opening 縦穴 たてあな
vertical opening protection 縦穴防護 たてあなぼうご
vertical shaft compartment 縦穴区画 たてあなくかく
vertical shaft fire compartment 縦穴防火区画 たてあなぼうかくかく
vessel and vehicle  舟車 しゅうしゃ
vibration testing machine 振動試験機 しんどうしけんき
Vice-Commissioner of the Fire and Disaster Management
Agency

消防庁次長 しょうぼうちょうじちょう

vicious cycle of disaster and poverty 災害と貧困の悪循環 さいがいとひんこんのあくじゅんかん
video conferencing テレビ会議 てれびかいぎ
video fire detector ビデオ火災感知器 びでおかさいかんちき
video transmission of disaster situations from helicopters
and other sources

ヘリコプター等からの災害映像伝送 へりこぷたーとうからのさいがいえいぞうでんそ
う

Village 村 むら
visible contribution to the international society 顔の見える国際貢献 かおのみえるこくさいこうけん
visible indication 視覚表示 しかくひょうじ
visual alarm device 視覚警報器（装置） しかくけいほうき（そうち）
visual examination 目視検査 もくしけんさ
visual indicator 可視表示器 かしひょうじき
visual information 画像情報 がぞうじょうほう
visual inspection 外観検査 がいかんけんさ
visual observation methods 目視 もくし
visual signal 可視信号 かししんごう
voice alarm 音声警報 おんせいけいほう
voice alarm system 音声警報装置 おんせいけいほうそうち
voice guidance 音声ガイド おんせいがいど
volatile flammable liquid 揮発性可燃液体 きはつせいかねんえきたい
volatile memory 揮発性メモリ きはつせいめもり
volcanic activity bulletin 噴火速報 ふんかそくほう
volcanic alert level 噴火警戒レベル ふんかけいかいれべる
volcanic cinders 噴石 ふんせき
volcanic eruption 噴火災害 ふんかさいがい
volcanic eruptions 火山災害 かざんさいがい
volcanic mudslides 火山泥流 かざんでいりゅう
Volcano Disaster Management Councils 火山防災協議会 かざんぼうさいきょうぎかい
Volcano Hazare Maps 火山ハザードマップ かざんはざーどまっぷ
voltage adjustable range 電圧調整範囲 でんあつちょうせいはんい
voltage for declared luminous flux 光束標準電圧 こうそくひょうじゅんでんあつ
voltage stabilizer 安定化電源 あんていかでんげん
voltage stabilizer 定電圧・電流電源 ていでんあつ・でんりゅうでんげん
voltmeter 電圧計 でんあつけい
volume controller 音量調節器 おんりょうちょうせつき
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V volume of smoke outbreak 発煙量 はつえんりょう

voluntary disaster prevention group 自主防災組織 じしゅぼうさいそしき
voluntary participation in disaster preparedness activities 自発的な防災活動への参加 じはつてきなぼうさいかつどうへのさんか
volunteer fire corps 消防団 しょうぼうだん
volunteer fire corps competition 消防団操法大会 しょうぼうだんそうほうたいかい
volunteer fire corps member advisor dispatch system 消防団員確保アドバイザー派遣制度 しょうぼうだんいんかくほあどばいざーはけんせ

いど
volunteer fire corps office symbol system 消防団協力事業所表示制度 しょうぼうだんきょうりょくじぎょうしょひょうじせい

ど
volunteer fire fighter 消防団員 しょうぼうだんいん
Volunteer Firefighting Organization Guidelines 自主防災組織の手引 じしゅぼうさいそしきのてびき
volunteers fire corps member 消防団員 しょうぼうだんいん
vulnerabilities to natural hazards 災害に対する脆弱性 さいがいにたいするぜいじゃくせい
vulnerability 脆弱性 ぜいじゃくせい

W waiting space 待避区域 たいひくいき
walking distance 歩行距離 ほこうきょり
wall hydrant 壁式消火栓設備 かべしきしょうかせんせつび
warehouse 倉庫 そうこ
warning and evacuation systems 警戒避難体制 けいかいひなんたいせい
warning patrols 警戒巡視 けいかいじゅんし
warning signal 予告信号 よこくしんごう
warning zones 警戒区域 けいかいくいき
warning declaration 警戒宣言 けいかいせんげん
warnings 警報 けいほう
washed away 流出 りゅうしゅつ
waste collection site ごみ集積場 ごみしゅうせきば
watch nozzles 警戒筒先 けいかいつつさき
watchtower 望楼 ぼうろう
watchtower 物見塔 ものみとう
water additive 消火用水の添加物 しょうかようすいのてんかぶつ
water based extinguisher 水系消火器 みずけいしょうかき
water cannon truck 放水砲車 ほうすいほうしゃ
water company 水上中隊 すいじょうちゅうたい
water damage 水害 すいがい
water distribution 散水分布 さんすいぶんぷ
water distribution system 配管システム はいかんしすてむ
water distribution system for firefighting 消火用水の給水配管システム しょうかようすいのきゅうすいはいかんしすてむ
water extinguisher 水消火器 みずしょうかき
water feed 消防ポンプ車用の送水口 しょうぼうぽんぷしゃようのそうすいこう
water feed pressure 消防車の送水圧力 しょうぼうしゃのそうすいあつりょく
water flooding rescue efforts 水難救助活動 すいなんきゅうじょかつどう
water flow alarm 流水警報 りゅうすいけいほう
water flow alarm valve 流水警報弁 りゅうすいけいほうべん
water flow detecting device 流水検知装置 りゅうすいけんちそうち
water flow detector check valve 流水検出弁 りゅうすいけんしゅつべん
water hammer ウォーターハンマー うぉーたーはんまー
water intake 消防車吸水口 しょうぼうしゃきゅうすいぐち
water intake 消防ポンプ車用の吸水口 しょうぼうぽんぷしゃようのきゅうすいぐち
water leakage damage 水濡損 みずぬれそん
water leakage test 漏水検査 ろうすいけんさ
water level mark 液面表示 えきめんひょうじ
water levels in rivers 河川の水位 かせんのすいい
water mist nozzle ウォーターミストノズル うぉーたーみすとのずる
water motor ウォーター・モーター うぉーたーもーたー
water motor alarm ウォーター・モーター・アラーム うぉーたーもーたーあらーむ
water outlet for fire department 放水口 ほうすいこう
water pressurization system 加圧送水装置 かあつそうすいそうち
water reactive chemicals 禁水性物質 きんすいせいぶっしつ
water resource for fire fighting 消防水利 しょうぼうすいり
water seat 水シート みずしーと
water shield ウォーターシールド うぉーたーしーるど
water shield angle of protection ウォーターシールド防護角 うぉーたーしーるどぼうごかく
water source 水源（消防水利） すいげん（しょうぼうすいり）
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 nozzle 噴霧ノズル ふんむのずる
water spray protection system 水噴霧消火設備 みずふんむしょうかせつび
water sprinkling distribution measuring device 散水分布測定装置 さんすいぶんぷそくていそうち
water storage tank 貯水槽 ちょすいそう
water storage tank 貯水タンク ちょすいたんく
water storage facility  貯水施設 ちょすいしせつ
water supply for sprinkler system スプリンクラー給水源 すぷりんくらーきゅうすいげん
water tank 貯水槽 ちょすいそう
water truck 給水車 きゅうすいしゃ
water wagon 給水車 きゅうすいしゃ
water sources for fire defense 消防水利 しょうぼうすいり
water supply for fire defense 消防用水 しょうぼうようすい
water-discharge exercise 一斉放水訓練 いっせいほうすいくんれん
waterflow detector check valve 逆止弁 ぎゃくしべん
water-front area 沿岸部 えんがんぶ
water-prohibiting substance 禁水性物質 きんすいせいぶっしつ
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W waterproof material 耐水材料 たいすいざいりょう

waterproofing 防水 ぼうすい
waterproofing with heat insulation 断熱防水 だんねつぼうすい
water-reactive substances 禁水性物質 きんすいせいぶっしつ
waterway 水路 すいろ
WD (working draft) 作業原案 さぎょうげんあん
weather radar 気象レーダー きしょうれーだー
weather warnings and advisories 気象警報・注意報 きしょうけいほう・ちゅういほう
welded joint 溶接継目 ようせつつぎめ
welfare centers for the aged 老人福祉センター ろうじんふくしせんたー
welfare facility for the aged 老人福祉施設 ろうじんふくししせつ
wet 湿式 しっしき
wet barrel hydrant 湿式消火栓 しっしきしょうかせん
wet condition 湿式 しっしき
wet fire hose 濡れホース ぬれほーす
wet pipe sprinkler system 湿式スプリンクラー消火設備 しっしきすぷりんくらーしょうかせつび
wet standpipe 湿式屋内消火栓 しっしきおくないしょうかせん
wet water 濡れ水 ぬれみず
wetted surface area 浸水面積 しんすいめんせき
wetting agent 水消火薬剤 みずしょうかやくざい
WG (working group) 作業グループ さぎょうぐるーぷ
wheel chock 車歯止め くるまはどめ
wheeled extinguisher 大型消火器 おおがたしょうかき
wheeled extinguisher 車載式消火器 しゃさいしきしょうかき
when a disaster occurs or is imminent 災害が発生しまたはそのおそれがある場合 さいがいがはっせいしまたはそのおそれがある

ばあい
when to begin evacuation 避難開始時期 ひなんかいしじき
whirlwind at great fire 大火時旋風 たいかじせんぷう
White Paper on Disaster Management 防災白書 ぼうさいはくしょ
White Paper on Fire Service 消防白書 しょうぼうはくしょ
whole-affairs association 全部事務組合 ぜんぶじむくみあい
wicking 導火 どうか
wide area evacuation 広域避難 こういきひなん
wide -area evacuees who evacuated to other prefectures
or municipalities

他の県や市町村に避難する広域避難者 たのけんやしちょうそんにひなんするこういきひ
なんしゃ

wide-area aerial firefighting support teams 広域航空消防応援 こういきこうくうしょうぼうおうえん
wide-area coordinating framework 広域的な連携体制 こういきてきなれんけいたいせい
wide-area disaster prevention base 広域防災拠点 こういきぼうさいきょてん
wide-area firefighting and mutual aid team 広域消防相互応援隊 こういきしょうぼうそうごおうえんたい
wide-area joint disaster prevention association 広域共同防災組織 こういききょうどうぼうさいそしき
wide-area response for large -scale disaster 大規模災害の広域対応 だいきぼさいがいのこういきたいおう
wide-area support system 広域応援体制 こういきおうえんたいせい
wide-scale evacuation 広域避難 こういきひなん
width-thickness ratio 幅厚比 はばあつひ
wilderness 原野 げんや
wind direction 風向 ふうこう
wind girder ウインドガーダー ういんどがーだー
wing wall そで壁 そでかべ
wire type heat detector 感知線型感知器 かんちせんがたかんちき
wired glass 網入りガラス あみいりがらす
wireless simultaneous broadcast 同報無線 どうほうむせん
wiring 配線 はいせん
wiring without interruption 送り配線 おくりはいせん
withdraw 廃棄 はいき
without delay 遅滞なく ちたいなく
without justifiable grounds 正当な理由なく せいとうなりゆうなく
women’s firefighting club 女性防火クラブ じょせいぼうかくらぶ
wood crib 木材クリブ もくざいくりぶ
wood crib drying device 木材クリブ乾燥設備 もくざいくりぶかんそうせつび
wood frame construction 木造建物 もくぞうたてもの
wood frame construction 枠組壁工法 わくぐみかべこうほう
wood-chip cement board 木片セメント板 もくへんせめんとばん
wooden building 木造建築物 もくぞうけんちくぶつ
wooden construction 木造 もくぞう
wooden structures architect 木造建築士 もくぞうけんちくし
wood-fiber cement board 木毛セメント板 もくもうせめんとばん
work / workpiece 工作物 こうさくぶつ
work environment 執務環境 しつむかんきょう
work of installation on the fire protection equipment 消防用設備等の設置工事 しょうぼうようせつびとうのせっちこうじ
work of maintenance on the fire protection equipment 消防用設備等の維持管理工事 しょうぼうようせつびとうのいじかんりこうじ
work experience 実務経験 じつむけいけん
working draft 作業案 さぎょうあん
working group for promotion of volcano disaster prevention 火山防災対策推進ワーキンググループ かざんぼうさいたいさくすいしんわーきんぐぐるー

ぷ
working group for studying comprehensive countermeasures
against sediment disaster

総合的な土砂災害対策検討ワーキンググルー
プ

そうごうてきなどしゃさいがいたいさくけんとう
わーきんぐぐるーぷ

workplace 事業場 じぎょうじょう
workshop 工房 こうぼう
World Bank 世界銀行 せかいぎんこう
World Health Organization 世界保健機関 せかいほけんきかん
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W World Standards Cooperation / WSC 世界標準協力 せかいひょうじゅんきょうりょく

World Trade Organization / WTO 世界貿易機関 せかいぼうえききかん
worst-case orientation 悪条件方向 さいあくじょうけんほうこう
written building agreement 建築協定書 けんちくきょうていしょ
written notice 通知書 つうちしょ
wrongful means 不正な手段 ふせいなしゅだん
wrought aluminium 鋳造アルミニウム ちゅうぞうあるみにうむ
WSC / World Standards Cooperation 世界標準協力 せかいひょうじゅんきょうりょく
WTO / World Trade Organization 世界貿易機関 せかいぼうえききかん

X x-ray permeation device X線透過装置 えっくすせんとうかそうち
Y yard hydrant 屋外消火栓設備 おくがいしょうかせんせつび

yard storage 屋外貯蔵所 おくがいちょぞうしょ
yellow card イエローカード いえろーかーど
yellow phosphorus 黄りん おうりん
yield (yielding) point 降伏点 こうふくてん
yield curvature 降伏曲率 こうふくきょくりつ
yield flexibility 降伏たわみ こうふくたわみ
yield hinge 降伏ヒンジ こうふくひんじ
yield load 降伏荷重 こうふくかじゅう
yield ratio 降伏比 こうふくひ
yield strength 降伏強度 こうふくきょうど
yield stress 降伏応力 こうふくおうりょく

Z zone 地区 ちく
zone alarm sounding appliance 地区警報設備 ちくけいほうせつび
zone alarm sounding system 地区音響装置 ちくおんきょうそうち
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