
日本語 日本語（よみ） 英語
た ターミナル駅 たーみなるえき terminal stations

隊 たい team
耐圧試験機 たいあつしけんき pressure testing machine
耐圧防爆電気機器 たいあつぼうばくでんききき explosion proof electrical equipment
体育館 たいいくかん gymnasium
第一次情報 だいいちじじょうほう initial information
第一石油類 だいいちせきゆるい Class 1 petroleums
第１種事業所 だいいっしゅじぎょうしょ Class 1 business establishment
第一種住宅専用地域 だいいっしゅじゅうたくせんようちいき category 1 exclusively residential district
第一種販売取扱所 だいいっしゅはんばいとりあつかいしょ Class 1 sales handling facilities
対応状況 たいおうじょうきょう response operations
対応能力 たいおうのうりょく response capabilities
耐火 たいか fire resistance
大火（大火災） たいか（だいかさい） conflagration
大火（大火災） たいか（だいかさい） great fire
大火（大火災） たいか（だいかさい） group fire
大火（大火災） たいか（だいかさい） large loss fire
大火（大火災） たいか（だいかさい） large scale fire
耐火安定性 たいかあんていせい fire stability
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 university disaster prevention support team
耐火建築 たいかけんちく fire resistive building
耐火建築 たいかけんちく fireproof building
耐火建築物 たいかけんちくぶつ fire resistant building
耐火建築物 たいかけんちくぶつ fireproof building
耐火構造 たいかこうぞう fire proof construction
耐火構造 たいかこうぞう fire resistant construction
耐火構造 たいかこうぞう fire resistive construction
耐火材 たいかざい fire resistance material
耐火剤 たいかざい fire retardant chemical
耐火時間 たいかじかん fire resistance time
耐火試験 たいかしけん fire resistance test
耐火試験基準 たいかしけんきじゅん fire resistance specification
耐火試験炉 たいかしけんろ fire test furnace
大火時旋風 たいかじせんぷう whirlwind at great fire
耐火性 たいかせい fire resistance
耐火性実験 たいかせいじっけん testing fire resistance
耐火性能 たいかせいのう fire resistance performance
耐火性能区分 たいかせいのうくぶん fire endurance classification
耐火性能区分 たいかせいのうくぶん fire resistance category
耐火性能試験 たいかせいのうしけん fire resistance test
耐火性能等級 たいかせいのうとうきゅう fire resistance category
耐火性バルブ たいかせいばるぶ fire safe shut-off valve
耐火設計 たいかせっけい fire resistance design
耐火造 たいかぞう fireproof
耐火電線 たいかでんせん fireproof wire
耐火度 たいかど fire rating
耐火度 たいかど fire resistance
耐火度 たいかど fire-rated
耐火度 たいかど fire-resistance rating
耐火特性 たいかとくせい fire resistive properties
耐火塗料 たいかとりょう heat resistance coating
耐火被覆 たいかひふく fire proof protection
耐火被覆材 たいかひふくざい fire resistive covering material
耐火服 たいかふく fire protective clothing
耐火壁 たいかへき fire wall
体感温度 たいかんおんど apparent temperature
体感温度 たいかんおんど sensible temperature
大気圧 たいきあつ air pressure
大企業 だいきぎょう large companies
大気条件 たいきじょうけん atmospheric condition
大規模火災 だいきぼかさい large-scale fires
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 Recommendations for Countermeasures against Large-scale

Volcano Disasters
大規模建築物 だいきぼけんちくぶつ large-scale building
大規模広域な災害に対する即応力の強化 だいきぼこういきなさいがいにたいするそくおう

りょくのきょうか
improvement to rapid response capabilities in the event of a
large-scale and wide area disaster

大規模災害からの復興に関する法律 だいきぼさいがいからのふっこうにかんするほう
りつ

Act on Reconstruction from Large-Scale Disasters

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 response for large -scale disaster
大規模地震 だいきぼじしん large-scale earthquake
大規模地震対策特別措置法 だいきぼじしんたいさくとくべつそちほう Act for Special Measures Concerning Countermeasures for

Large-Scale Earthquakes
大規模地震対策特別措置法 だいきぼじしんたいさくとくべつそちほう Act on Special Measures Concerning Large Earthquakes
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
Policy Framework for Large-scale Earthquake Disaster
Prevention and Reduction

大規模自然災害 だいきぼしぜんさいがい large-scale natural disasters
大規模水害 だいきぼすいがい large-scale floods
大規模テロ だいきぼてろ large-scale terrorist threats
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た 大規模な小売店舗 だいきぼなこうりてんぽ large-scale retail store

大規模な災害の被災地における借地借家に関す だいきぼなさいがいのひさいちにおけるしゃくち
しゃくやにかんするとくべつそちほう

Act on Special Measures for Land and Building Leases in
Areas Affected by Large-scale Disaster

大規模の修繕 だいきぼのしゅうぜん major repair
大規模の模様替 だいきぼのもようがえ major remodeling
耐久サイクル たいきゅうさいくる durability cycle
耐久試験 たいきゅうしけん endurance test
耐久性 たいきゅうせい durability
耐久性試験 たいきゅうせいしけん durability test
大空間 だいくうかん large space
耐候性試験機 たいこうせいしけんき antiweatherability testing machine
大災害 だいさいがい catastrophe
第三石油類 だいさんせきゆるい class 3 petroleums
対象火気省令 たいしょうかきしょうれい Ministerial Ordinance on Eligible Equipment and Tools that

Use Fire
対象区域 たいしょうくいき subject area
耐衝撃性 たいしょうげきせい impact resistance
耐衝撃性 たいしょうげきせい shock resistant capabilities
対象建築物 たいしょうけんちくぶつ subject building
対症的災害リスク管理 たいしょうてきさいがいりすくかんり corrective disaster risk management
対象容積 たいしょうようせき coverage volume
対処基本方針 たいしょきほんほうしん basic policy for countermeasures
対処能力 たいしょのうりょく coping capacity
大臣 だいじん Minister
耐震化 たいしんか earthquake resistance
耐震化 たいしんか seismic reinforcement
耐震改修促進計画 たいしんかいしゅうそくしんけいかく earthquake-proof retrofit plans
耐震基準 たいしんきじゅん earthquake-proof standards
耐真空性 たいしんくうせい vacuum resistance
耐震設計 たいしんせっけい aseismatic design
大深度地下 だいしんどちか deep subterranean
耐震判断を行う たいしんはんだんをおこなう conduct a seismic qualification test
耐水材料 たいすいざいりょう waterproof material
代替庁舎の確保 だいたいちょうしゃのかくほ securing alternative facilities
大都市地域 だいとしちいき major metropolitan areas
第２種事業所 だいにしゅじぎょうしょ Class 2 business establishment
第二種住宅専用地域 だいにしゅじゅうきょせんようちいき category 2 exclusively residential district
第二種販売取扱所 だいにしゅはんばいとりあつかいしょ Class 2 sales handling facilities
第二石油類 だいにせきゆるい Class 2 petroleums
耐熱材料 たいねつざいりょう heat resistant material
耐熱性 たいねつせい heat resistance
耐熱性 たいねつせい thermal resistance
耐熱繊維 たいねつせんい heat protective clothing
耐熱繊維 たいねつせんい heat protective textile
耐熱電線 たいねつでんせん heat resistant wire
耐熱の たいねつの heat resistant
待避区域 たいひくいき refuge space
待避区域 たいひくいき waiting space
台風第○号 たいふうだい○ごう Typhoon No. ○
大容量泡放射システム だいようりょうあわほうしゃしすてむ high capacity foam system
大容量泡放射システム だいようりょうあわほうしゃしすてむ large-scale foam jet systems
大容量泡放水砲 だいようりょうあわほうすいほう high capacity foam cannon
大容量送水ポンプ車 だいようりょうそうすいぽんぷしゃ large-capacity water pump vehicle
大量殺傷型テロ たいりょうさっしょうがたてろ mass-murdering type terrorist attacks
大量の餓死者 たいりょうのがししゃ large number of deaths by starvation
大量の降灰 たいりょうのこうばい heavy volume of falling even
耐力壁 たいりょくへき bearing wall
耐力壁 たいりょくへき load bearing wall
対隣壁 たいりんへき adjacent wall
耐漏洩 たいろうえい leak resistance
高さの制限 たかさのせいげん height restriction
高潮ハザードマップ たかしおはあーどまっぷ Tidal Wave Hazard Map
高台への集団移転 たかだいへのしゅうだんいてん relocate a the entire community to a highland area
たき火 たきび making a bonfire
タグ式引火点測定器 たぐしきいんかてんそくていき tag closed cup method tester
宅地造成等規正法 たくちぞうせいとうきせいほう Act on the Regulation of Residential Land Development
ダクト用煙感知器 だくとようけむりかんちき duct detector
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 equipment for ducts
打撃 だげき impact
打撃部 だげきぶ striker
多孔型バーナー たこうがたばーなー multiple flame burner
多死者火災 たししゃかさい multiple death fire
多信号感知器 たしんごうかんちき multi signal type detector
ダストシュート だすとしゅーと dust chute
多雪区域 たせつくいき heavy snow area
多段階火災制御 ただんかいかさいせいぎょ multi stage fire control system
立入検査 たちいりけんさ on site inspection
立ち入る たちいる enter
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た 立川広域防災基地 たちかわこういきぼうさいきち Tachikawa Wide-area Disaster Management Base

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 Reserve Facility of the Government
Headquarters for Disaster Management

脱出量 だっしゅつりょう discharge volume
縦穴 たてあな vertical opening
縦穴区画 たてあなくかく vertical shaft compartment
縦穴区画壁 たてあなくかくへき shaft enclosure
縦穴防火区画 たてあなぼうかくかく vertical shaft fire compartment
縦穴防護 たてあなぼうご vertical opening protection
立てかけはしご たてかけはしご leaning ladder
立てかけはしご たてかけはしご planting ladder
縦壁みぞ たてかべみぞ vertical channel
建物火災 たてものかさい building fire
建物焼損床面積 たてものしょうそんゆかめんせき building floor area burned
建物倒壊 たてものとうかい building collapse
建物の構造級別 たてもののこうぞうきゅうべつ building construction classification
建物の構造級別 たてもののこうぞうきゅうべつ building types
建物の構造級別 たてもののこうぞうきゅうべつ construction type
建物の防火安全対策 たてもののぼうかあんぜんたいさく building fire safety
妥当性 だとうせい validity
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 evacuees who evacuated to other prefectures or
municipalities

タバコ たばこ cigarette
ダムウェーダー だむうぇーたー motor dumbwaiter
多量出血 たりょうしゅっけつ copious bleeding
たるき たるき rafter
垂れ壁 たれかべ hanging wall
垂れ壁区画 たれかべくかく compartment divided by hanging wall
たわみ（たわみ込み） たわみ（たわみこみ） deflection factor
たわみ速度 たわみそくど rate of deflection
担架 たんか stretcher
断火 だんか lighting off
段階的補正 だんかいてきほせい stepwise compensation
炭化水素系界面活性剤 たんかすいそけいかいめんかっせいざい hydrocarbon surfactant
炭化長 たんかちょう char length
炭化面積 たんかめんせき char area
短期応力 たんきおうりょく 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 temporary stress
炭酸ガス消火器 たんさんがすしょうかき carbon dioxide fire extinguisher
炭酸ガス消火設備 たんさんがすしょうかせつび carbon dioxide extinguishing system
短時間低負荷運転 たんじかんていふかうんてん short time low load operation
短縮記号 たんしゅくきごう abbreviation / abbreviated term
短縮する たんしゅくする shorten
単純支持状態の たんじゅんしじじょうたいの simply supported
淡水 たんすい plain water
淡水 たんすい tap water
弾性解析 だんせいかいせき elastic analysis
断線 だんせん open-circuit
断線故障 だんせんこしょう open circuit fault
断層帯 だんそうたい fault zone
断続信号 だんぞくしんごう intermittent signal
弾塑性解析 だんそせいかいせき elastic-plastic analysis
炭素の原子 たんそのげんし carbon atom
団体 だんたい body
単体規定 たんたいきてい building code (* for individual building)
断熱ガラス だんねつがらす insulation glass
断熱材 だんねつざい insulation material
断熱サッシ だんねつさっし heat insulation sash
断熱性能 だんねつせいのう heat insulation property
断熱施工スチールデッキ屋根 だんねつせこうすちーるでっきやね insulated steel deck roof
断熱戸 だんねつど insulation door
断熱変化 だんねつへんか adiabatic change
断熱変化 だんねつへんか adiabatic equilibrium
断熱防水 だんねつぼうすい waterproofing with heat insulation
ダンパー だんぱー damper
ダンパー制御 だんぱーせいぎょ damper control
たん白泡消火薬剤 たんぱくあわしょうかやくざい 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
端部 たんぶ end
端部拘束 たんぶこうそく end restraint
端部拘束力 たんぶこうそくりょく end restraint force
端部固定 たんぶこてい end fixity
端部支持状態 たんぶしじじょうたい end support condition
端辺着火 たんぺんちゃっか edge application of flame
暖房 だんぼう heating
暖房期間 だんぼうきかん heating period
暖房機器 だんぼうきき heating appliance
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た 暖房限界温度 だんぼうげんかいおんど heating limit temperature

暖房設備 だんぼうせつび heating apparatus
暖房負荷 だんぼうふか heating load
暖房方式 だんぼうほうしき heating system
暖房用加熱器 だんぼうようかねつき space heater

断面グラフィックパネル だんめんぐらふっくぱねる sectional graphic panel
断面算定 だんめんさんてい section computation
短絡 たんらく short circuit
段落 だんらく paragraph
短絡表示灯 たんらくひょうじとう short circuit indicator
暖炉 だんろ fireplace
断路器 だんろき disconnecting switch

ち 地域安全基準 ちいきあんぜんきじゅん safety measure of area
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 regional satellite communications network
地域住民 ちいきじゅうみん local residents
地域防災計画 ちいきぼうさいけいかく local disaster management plan
地域防災計画 ちいきぼうさいけいかく regional disaster prevention plans
地域防災センター ちいきぼうさいせんたー regional disaster prevention control center
地域防災力 ちいきぼうさいりょく regional disaster prevention capabilities
地域防災力の向上 ちいきぼうさいりょくのこうじょう improvements to regional disaster management capabilities
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 to bolster disaster preparedness in local communities
遅延 ちえん delay
遅延室 ちえんしつ delay chamber
地階 ちかい basement
地階 ちかい basement level
地階 ちかい cellar
地階 ちかい underground floor
地下階 ちかかい floor directly below
地下街 ちかがい underground arcade
地下街 ちかがい underground mall 
地下街 ちかがい underground market
地下街 ちかがい underground shopping malls
地下工作物 ちかこうさくぶつ underground structure
地下式屋外消火栓 ちかしきおくがいしょうかせん underground type fire hydrant
地下式消火栓 ちかしきしょうかせん under ground hydrant
地下室 ちかしつ basement
地下室 ちかしつ cellar
地下消火主配管 ちかしょうかしゅはいかん underground fire main
地下浸透能力 ちかしんとうのうりょく ground percolation capacity
地下タンク貯蔵所 ちかたんくちょぞうしょ underground storage tank
地下道 ちかどう underground passage
地下連絡通路 ちかれんらくつうろ underground connection passage
地区 ちく district
地区 ちく zone
地区音響装置 ちくおんきょうそうち zone alarm sounding system
地区計画 ちくけいかく district planning
地区警報設備 ちくけいほうせつび zone alarm sounding appliance
畜舎 ちくしゃ livestock shed
地区整備計画 ちくせいびけいかく district development planning
築造 ちくぞう construction
築造面積 ちくぞうめんせき construction area
蓄電池 ちくでんち accumulator
蓄電池 ちくでんち storage battery
蓄電池設備 ちくでんちせつび storage battery facility
蓄熱 ちくねつ heat storage
蓄熱 ちくねつ thermal storage
蓄熱壁 ちくねつかべ thermal storage wall
蓄熱効率 ちくねつこうりつ efficiency of thermal storage
蓄熱システム ちくねつしすてむ heat storage system
蓄熱槽 ちくねつそう heat storage tank
蓄熱槽 ちくねつそう thermal storage tank
蓄熱負荷 ちくねつふか storage heat load
蓄熱床 ちくねつゆか thermal storage floor
蓄熱容量 ちくねつようりょう building structure thermal storage capacity
築壁 ちくへき masonry wall
地区防災計画 ちくぼうさいけいかく community disaster management plan
治山・治水事業 ちさん・ちすいじぎょう soil conservation and flood control projects
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 Conservation and Flood Control Urgent Measures Act
地質ハザード ちしつはざーど geological hazard
地上権 ちじょうけん superficies
地上式屋外消火栓 ちじょうしきおくがいしょうかせん surface type fire hydrant
地上式消火栓 ちじょうしきしょうかせん post hydrant
地上波デジタル放送 ちじょうはでじたるほうそう terrestrial digital broadcasting
地上マイクロ無線 ちじょうまいくろむせん Micro-radio communication system
地勢条件 ちせいじょうけん geographical conditions
遅滞なく ちたいなく without delay
千鳥型配置 ちどりがたはいち stagger
地番 ちばん number of lot
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ち 地方気象台長 ちほうきしょうだいちょう Director of a Local Meteorological Observatory

地方公共団体 ちほうこうきょうだんたい local public entity
地方自治法 ちほうじちほう Local Autonomy Act
地目 ちもく land category
着炎 ちゃくえん flaming
着座防止ラッチ ちゃくざぼうしらっち anti-seat latch
着火 ちゃっか ignition
着火時間 ちゃっかじかん ignition time
着火する ちゃっかする catch fire
着火する ちゃっかする ignite
着火性試験 ちゃっかせいしけん ignition (ignitability) test
着火の危険性 ちゃっかのきけんせい risk of ignition
チャッキバルブ ちゃっきばるぶ check valve
チャレンジ！防災４８ ちゃれんじ！ぼうさい４８ Challenge! Disaster Reduction 48
注意喚起信号 ちゅういかんきしんごう delinquency signal
注意表示 ちゅういひょうじ fire alarm notice indication
注液スポイト ちゅうえきすぽいと syringe
中央監視警報装置 ちゅうおうかんしけいほうそうち central monitoring alarm system
中央監視室 ちゅうおうかんししつ central monitor room
中央監視制御装置 ちゅうおうかんしせいぎょそうち centralized supervisory and control system
中央監視盤 ちゅうおうかんしばん central supervisory panel
中央管理室 ちゅうおうかんりしつ central administration room
中央管理室 ちゅうおうかんりしつ central control office
中央管理室 ちゅうおうかんりしつ central control room
中央管理方式 ちゅうおうかんりほうしき central control type
中央警備システム ちゅうおうけいびしすてむ central guarding system
中央警報監視装置 ちゅうおうけいほうかんしそうち central station signaling system
中央事務局（IEC用語） ちゅうおうじむきょく Central Office / CO
中央事務局（ISO用語） ちゅうおうじむきょく Central Secretariat / CS
中央事務局（IEC用語） ちゅうおうじむきょく CO / Central Office
中央事務局（ISO用語） ちゅうおうじむきょく CS / Central Secretariat
中央処理装置 ちゅうおうしょりそうち central processing unit / CPU
中央処理装置 ちゅうおうしょりそうち CPU / central processing unit
中央暖房 ちゅうおうだんぼう central heating
中央暖房装置 ちゅうおうだんぼうそうち central heating facility
中央防災会議 ちゅうおうぼうさいかいぎ central disaster management council
中央防災無線ネットワーク ちゅうおうぼうさいむせんねっとわーく central disaster prevention radio network
中火災 ちゅうかさい medium fire
中間室 ちゅうかんしつ intermediate chamber
注記 ちゅうき note
中級幹部科 ちゅうきゅうかんぶか intermediate level leadership course
中継器 ちゅうけいき repeater
中継器 ちゅうけいき transmitter
中継局 ちゅうけいきょく relay station
中継所 ちゅうけいじょ repeater facility
中継送水操置 ちゅうけいそうすいそうち relay operation
中堅企業 ちゅうけんきぎょう medium-sized companies
中高層住宅 ちゅうこうそうじゅうたく medium-high-storied dwelling
中高層住宅 ちゅうこうそうじゅうたく mid-to-high-rise housing
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 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 Standardization Administration of the P.R.C. / SAC
駐車場 ちゅうしゃじょう parking lot
駐車場・駐車施設 ちゅうしゃじょう・ちゅうしゃしせつ parking area
中小企業庁 ちゅうしょうきぎょうちょう Small and Medium Enterprise Agency
中小企業への再建資金の貸付け ちゅうしょうきぎょうへのさいけんしきんのかしつ

け
extending recovery loans to small and medium-sized
business

注水 ちゅうすい pouring water
注水口 ちゅうすいこう fill opening
中枢機能 ちゅうすうきのう crucial functions
中枢的な役割を担う職員 ちゅうすうてきなやくわりをになうしょくいん core management personnel level
中性炎 ちゅうせいえん neutral flame
沖積平野 ちゅうせきへいや river plains
鋳造アルミニウム ちゅうぞうあるみにうむ wrought aluminium
鋳鉄 ちゅうてつ cast iron
鋳鉄配管 ちゅうてつはいかん cast iron pipe
中等症 ちゅうとうしょう moderately injured
中発泡 ちゅうはっぽう medium expansion foam
潮位計 ちょういけい tide gauges
潮位計測システム ちょういけいそくしすてむ tide gauge systems
潮位計測システム ちょういけいそくしすてむ tide level observation system
懲役 ちょうえき imprisonment with work
長期応力 ちょうきおうりょく permanent stress/permanent force
長期応力 ちょうきおうりょく stress due to sustained loading
長期応力 ちょうきおうりょく sustained loads
長期荷重 ちょうきかじゅう long time loading
長期荷重 ちょうきかじゅう permanent load
長期荷重 ちょうきかじゅう sustained load
長期許容応力度 ちょうききょようおうりょくど allowable stress for long time loading
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ち 長期許容応力度 ちょうききょようおうりょくど allowable stress for sustained loading

長期蓄熱 ちょうきちくねつ long term heat storage
長期的な趨勢 ちょうきてきなすうせい long-term trend
超高層建築物 ちょうこうそうけんちくぶつ skyscraper
超高層建築物 ちょうこうそうけんちくぶつ super-high-rise building
超高層建築物 ちょうこうそうけんちくぶつ ultra high-rise building
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 responsibility and authority for the investigation 
長周期地震対策 ちょうしゅうきじしんたいさく measures for long-period earthquake motion
調速 ちょうそく speed adjustment
調速 ちょうそく speed governing
調速機・調速器 ちょうそくき speed controller
調速装置 ちょうそくそうち speed governing system
重複区間 ちょうふくくかん common section
帳壁 ちょうへき curtain wall
聴聞 ちょうもん hearing
調理室 ちょうりしつ cooking room
直上階 ちょくじょうかい floor directly above
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 telescopic elevating platform
直接被害 ちょくせつひがい direct damage
直通階段 ちょくつうかいだん exclusive stairs
直通階段 ちょくつうかいだん straight stairway
直通階段 ちょくつうかいだん through stairs
直通階段 ちょくつうかいだん through stairways
直並列遠心ポンプ ちょくへいれつえんしんぽんぷ parallel-series centrifugal pump
直流 ちょくりゅう direct current (DC)
直流電圧計 ちょくりゅうでんあつけい DC voltmeter
直流電圧装置 ちょくりゅうでんあつそうち DC power source
直流電流計 ちょくりゅうでんりゅうけい DC ammeter
直流放水 ちょくりゅうほうすい straight discharge
直列並列切替え型 ちょくれつへいれつきりかえがた parallel-series switch type
貯水施設 ちょすいしせつ water storage facility 
貯水槽 ちょすいそう house tank
貯水槽 ちょすいそう reservoir
貯水槽 ちょすいそう water storage tank
貯水槽 ちょすいそう water tank
貯水タンク ちょすいたんく water storage tank
貯水池 ちょすいち reservoir
貯水塔 ちょすいとう tank tower
貯蔵施設 ちょぞうしせつ storage facility
貯蔵所 ちょぞうしょ storage facility
貯蔵する ちょぞうする store
貯蔵タンク ちょぞうたんく tank storage
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 Comply with Regulations on Storage and Handling

直下型地震 ちょっかがたじしん Epicentral Earthquake
貯油槽 ちょゆそう oil storage tank
貯溜槽 ちょりゅうそう retaining chamber
地絡 ちらく earth fault
地絡継電装置 ちらくけいでんそうち ground relay set
鎮圧 ちんあつ suppression
鎮火 ちんか fire extinguishment
鎮火 ちんか suppression
鎮火報告 ちんかほうこく fire suppression report
沈殿物 ちんでんぶつ precipitation

つ 追跡調査 ついせきちょうさ follow-up service
追補 ついほ AMD / Amendment
追補 ついほ Amendment / AMD
追補原案 ついほげんあん DAM / Draft Amendment
追補原案 ついほげんあん Draft Amendment / DAM
通行 つうこう traffic
通信衛星 つうしんえいせい communications satellite
通信支援小隊 つうしんしえんしょうたい communication support sub-team
通信支援中隊 つうしんしえんちゅうたい communication company
通信設備 つうしんせつび communication system
通信途絶地域 つうしんとぜつちいき regions where communication has been cut off
通達 つうたつ notification
通知 つうち notification
通知書 つうちしょ written notice
通電式電源ヒューズ つうでんしきでんげんひゅーず vented power fuse
通電部 つうでんぶ conducting part
２×４工法木造 つーばいふぉーこうほうもくぞう boards on joist construction
２×４工法木造 つーばいふぉーこうほうもくぞう two-by-four construction
通路 つうろ passage
通路誘導灯 つうろゆうどうとう directional sign
通路誘導灯 つうろゆうどうとう evacuation light
通路誘導灯 つうろゆうどうとう guide lamp for exit-direction sign
通路誘導灯 つうろゆうどうとう luminaire for exit direction sign
継手 つぎて fitting
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つ 附け柱 つけばしら attached column

土壁 つちかべ mud wall
土塗壁 つちぬりかべ earth-plaster wall
筒先 つつさき nozzle
津波 つなみ tsunami
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 for responding to tsunami and large-scale wind and

flood damage
津波警報 つなみけいほう tsunami warning
津波対策 つなみたいさく tsunami countermeasures
津波対策の推進に関する法律 つなみたいさくのすいしんにかんするほうりつ Act on Promotion of Tsunami Countermeasures
津波ハザードマップ つなみはざーどまっぷ tsunami hazard map
津波避難タワー つなみひなんたわー tsunami evacuation tower
津波防災地域づくりに関する法律 つなみぼうさいちいきづくりにかんするほうりつ Act on Development of Areas Resilient to Tsunami
津波防災の日 つなみぼうさいのひ tsunami disaster prevention day
積み重ね貯蔵 つみかさねちょぞう pile storage
詰め所 つめしょ station
強い揺れ つよいゆれ strong tremor
つり金具 つりかなぐ hanger
つり金具 つりかなぐ hanger attachment
つり木 つりき ceiling hanger
つり木 つりき strap
つり下げはしご つりさげはしご hanging ladder
つり下げはしご つりさげはしご overhanging ladder
つり天井 つりてんじょう hung ceiling
つり天井 つりてんじょう suspended ceiling

て ディーゼル機関 でぃーぜるきかん compression ignition oil engine
ディーゼル駆動消火ポンプ でぃーぜるくどうしょうかぽんぷ diesel-driven pump
ディーゼル油 でぃーぜるゆ gas oil
ディーゼル油 でぃーぜるゆ light oil
低温液化ガス ていおんえきかがす cryogenic liquid gas
定温式感知線型感知器 ていおんしきかんちせんがたかんちき fixed temperature line type detector
定温式感知線型感知器 ていおんしきかんちせんがたかんちき line 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 fixed temperature spot type 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 fixed temperature detector
定温式熱感知器 ていおんしきねつかんちき fixed temperature type heat detector
定温式熱線風速計 ていおんしきねっせんふうそくけい fixed temperature hot-wire anemometer
定温点 ていおんてん static response temperature
低温用泡原液 ていおんようあわげんえき low temperature foaming agent
低下 ていか reduction
定格圧力 ていかくあつりょく rated pressure
定格回転速度 ていかくかいてんそくど rated round speed
定格作動温度 ていかくさどうおんど rated operation temperature
定格試験負荷 ていかくしけんふか rated test load
定格周波数 ていかくしゅうはすう rated frequency
定格速度 ていかくそくど rated speed
定格電圧 ていかくでんあつ rated voltage
定格入力 ていかくにゅうりょく rated input
定格負荷 ていかくふか rated load
定格放水量 ていかくほうすいりょう rated discharge capacity
定格銘板 ていかくめいばん rated plate
定格容量 ていかくようりょう rated capacity
定義 ていぎ definitions
提起する ていきする apply
定期見直し ていきみなおし SR / Systematic Review
定期見直し ていきみなおし Systematic Review / SR
抵抗温度計 ていこうおんどけい resistance thermometer
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 detection principle by resistance bridge
定差圧型乾式弁 ていさあつがたかんしきべん low pressure type differential dry pipe value
定式化する ていしきかする formulate
定周期運転 ていしゅうきうんてん periodic duty
定周期運転 ていしゅうきうんてん periodic operation
定常状態 ていじょうじょうたい quiescent condition
定常状態 ていじょうじょうたい steady state
低層 ていそう low-rise
低層高密度市街地 ていそうこうみつどしがいち highly-dense low-rise build-up district
低層住宅 ていそうじゅうたく low-rise house
低層住宅地 ていそうじゅうたくち low-rise housing area
低層住宅地 ていそうじゅうたくち low-rise housing district
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 high energy voltage surge
定着する ていちゃくする fix
停電 ていでん black-out
停電 ていでん electric shut-off
停電 ていでん service interruption
定電圧・電流電源 ていでんあつ・でんりゅうでんげん constant current power and voltage supply
定電圧・電流電源 ていでんあつ・でんりゅうでんげん voltage stabilizer
低電圧型感知器 ていでんあつがたかんちき low voltage type detector
低背圧型発泡器 ていはいあつがたはっぽうき low back pressure type generation
低発泡 ていはっぽう low expansion foam
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て 堤防 ていぼう fortified weirs along the bank

低膨張率泡 ていぼうちょうりつあわ low expansion ratio foam
停留渦 ていりゅううず standing vortex
停留原理 ていりゅうげんり extremes principle
データ でーた data
データ処理システム でーたしょりしすてむ data processing system
データ通信 でーたつうしん data transmission
適応 てきおう adaptation
適合性評価 てきごうせいひょうか conformity assessment
適合性評価委員会 てきごうせいひょうかいいんかい CASCO / Committee on Conformity Assessment
適合性評価委員会 てきごうせいひょうかいいんかい Committee on Conformity Assessment / CASCO
適マーク てきまーく Fire Safety Certification Mark
適用区域 てきようくいき applicable area
適用範囲(TC,SC等の業務) てきようはんい scope
出口 でぐち exit
出口誘導標識 でぐちゆうどうひょうしき exit direction sign
出口誘導路 でぐちゆうどうろ exit access
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 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 TPM / Technical Programmer Manager
手提げ式消火器 てさげしきしょうかき hand carry type extinguisher
デシケーター でしけーたー desiccator
デジタル顕微鏡 でじたるけんびきょう digital microscope
手順 てじゅん procedure
手数料 てすうりょう fee
手すり てすり handrail
手すり壁 てすりかべ parapet wall
デッキ構造屋根 でっきこうぞうやね roof deck construction
鉄筋コンクリート てっきんこんくりーと RC (reinforced concrete)
鉄筋コンクリート てっきんこんくりーと reinforced concrete (RC)
鉄筋コンクリート造 てっきんこんくりーとぞう RC construction
鉄筋コンクリート造 てっきんこんくりーとぞう reinforced concrete construction
鉄骨構造建物 てっこつこうぞうたてもの steel flame construction building
鉄骨造 てっこつぞう steel 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 frame reinforced concrete construction
鉄骨の耐火被覆 てっこつのたいかひふく fire retardant coating protected steel
鉄製網入りガラス戸 てつせいあみいりがらすど door with steel-wired glass
鉄道事故 てつどうじこ railroad accidents
鉄粉 てっぷん iron powder
鉄網 てつもう iron net
鉄網モルタル造 てつもうもるたるぞう metal lath mortal finish construction
手引き消防ポンプ てびきしょうぼうぽんぷ trailer fire pomp
デフレクター でふれくたー deflector
デフレクター でふれくたー distribution plate
デフレクタ型スプリンクラーヘッド でふれくたがたすぷりんくらーへっど deflector type sprinkler head
手持ちノズル てもちのずる handline
テラコッタ てらこった terra cotta
テレビ会議 てれびかいぎ video conferencing
テロ災害 てろさいがい terrorist disasters
テロ対応車両 てろたいおうしゃりょう terrorist response vehicle
電圧計 でんあつけい voltmeter
電圧調整範囲 でんあつちょうせいはんい voltage adjustable range
転院搬送業務 てんいんはんそうぎょうむ transporting patients between hospitals
電解液 でんかいえき electrolyte
電解液面 でんかいえきめん electrolyte level
電解腐食 でんかいふしょく galvanic corrosion
点火器 てんかき ignition device
点火源 てんかげん ignition source
点火する てんかする ignite
点火する てんかする light
点火栓 てんかせん spark plug
電気火災 でんきかさい class C fire
電気火災 でんきかさい electrical fire
電気器具火災 でんききぐかさい electrical equipment fire
電気系統 でんきけいとう electrical system
電気工学 でんきこうがく electrical engineering
電気事業法 でんきじぎょうほう Electricity Utility Industry Law
電気ショック でんきしょっく electric shock
電気設備 でんきせつび electrical equipment
電気暖房 でんきだんぼう electric heating
電気的監視試験 でんきてきかんししけん electrical supervision test
電気的除細動 でんきてきじょさいどう electrical defibrillation
電気導火線 でんきどうかせん electric blasting fuse
電気用品取締法 でんきようひんとりしまりほう Electric Appliances Control Law
電気雷管 でんきらいかん electric percussion cap
電気利用装置 てんきりようそうち electrical utilization equipment
点検 てんけん inspection
電源 でんげん power source
電源 でんげん power supply
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て 電源回路 でんげんかいろ power circuit

電源回路 でんげんかいろ source circuit
点検基準 てんけんきじゅん inspection standard
点検口 てんけんこう inspection hole
電源試験 でんげんしけん power supply test
電源照明車 でんげんしょうめいしゃ light source wagon
点検スイッチ てんけんすいっち inspection switch
電源スイッチ でんげんすいっち power switch
点検する てんけんする inspect
電源装置 でんげんそうち power supply equipment
点検対象事項 てんけんたいしょうじこう matters subject to inspection
電源電圧 でんげんでんあつ power supply voltage
電源電圧 でんげんでんあつ source voltage
点検灯 てんけんとう inspection lamp
電源灯 でんげんとう power on lamp
点検と整備 てんけんとせいび inspection and maintenance
電源取出口 でんげんとりだしぐち power outlet
電源取出口 でんげんとりだしぐち receptacle
電源パラメータの変動 でんげんぱらめーたのへんどう variation in supply parameter
電源盤 でんげんばん power supervision panel
天災 てんさい act of god
天災 てんさい natural calamity
電算プログラム でんさんぷろぐらむ computer program
展示会 てんじかい exhibitions
電磁界 でんじかい electromagnetic field
電子管ヒータ でんしかんひーた electronic tube heater
電子顕微鏡 でんしけんびきょう electron microscope
電子サイレン でんしさいれん electronic siren
電磁式ドアホルダー でんじしきどあほるだー electromagnetic door holder
展示場 てんじじょう exhibition hall
天井 てんじょう ceiling
天井高 てんじょうこう ceiling height
展示用合板 てんじようごうはん plywood for display 
天井取付型スプリンクラー てんじょうとりつけがたすぷりんくらー ceiling level sprinkler
天井取付型スプリンクラー てんじょうとりつけがたすぷりんくらー ceiling sprinkler
天井取付型スプリンクラー てんじょうとりつけがたすぷりんくらー ceiling type sprinkler
電食 でんしょく electrolytic corrosion
電磁両立性 でんじりょうりつせい electromagnetic compatibility / EMC
電磁両立性 でんじりょうりつせい EMC / electromagnetic compatibility
伝送装置 でんそうそうち 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 transmitting device
伝送路 でんそうろ transmission path
電池式感知器 でんちしきかんちき battery operated type fire detector
電柱 でんちゅう utility pole
伝導 でんどう conductance
電灯回路 でんとうかいろ lighting circuit
電動消火ポンプ でんどうしょうかぽんぷ electrically driven fire pump
電動消火ポンプ でんどうしょうかぽんぷ electric-motor-driven fire pump
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 traditional building preservation
伝導妨害 でんどうぼうがい conducted disturbance
電熱 でんねつ electric heating
伝熱 でんねつ heat transfer
伝熱 でんねつ heat transmission
電熱器具 でんねつきぐ electric heating apparatus
伝熱負荷 でんねつふか heat transmission load
伝熱面積 でんねつめんせき heat transmission area
伝熱面積 でんねつめんせき heating surface area
天然ガス圧縮機 てんねんがすあっしゅくき natural gaseous fuel compressor
天然スレート てんねんすれーと slate
店舗 てんぽ store
天窓 てんまど sky light
点滅式誘導灯 てんめつしきゆうどうとう flushing emergency exit luminaire
電流 でんりゅう electric current
電流計 でんりゅうけい ammeter
電流密度 でんりゅうみつど current density
電力制限型 でんりょくせいげんがた power limited
電力ヒューズ でんりょくひゅーず power fuse unit

と 土圧 どあつ ground pressure
ドイツ規格協会 どいつきかくきょうかい Deutsches Institut für Normung e.V. / DIN
ドイツ規格協会 どいつきかくきょうかい DIN / Deutsches Institut für Normung e.V.
同意 どうい consent
糖衣機 とういき sugar-coating machine
同一規格 どういつきかく same specification
導火 どうか wicking
倒壊家屋 とうかいかおく destroyed home
東海地震 とうかいじしん Tokai earthquake
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 rescuing people from collapsed buildings
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日本語 日本語（よみ） 英語
と 等価火災時間 とうかかさいじかん equivalent time of fire exposure

導火線 どうかせん blasting fuse
透過損失 とうかそんしつ transmission loss
統括防火管理者 とうかつぼうかかんりしゃ supervisor of fire protection management
統括防火管理制度 とうかつぼうかかんりせいど supervisory fire protection management system
統括防災管理者 とうかつぼうさいかんりしゃ supervisor of disaster protection management
統括防災管理制度 とうかつぼうさいかんりせいど supervisory disaster protection management system
統括防災センター とうかつぼうさいせんたー central fire fighting control room
陶管の煙道 とうかんのえんどう earthenware flue
東京消防庁 とうきょうしょうぼうちょう Tokyo Fire Department
東京都特別区 とうきょうととくべつく special ward of Tokyo
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 Facility in the
Tokyo Waterfront area

東経 とうけい east longitude
凍結 とうけつ freeze up
凍結防止加熱装置 とうけつぼうしかねつそうち tank heating equipment
凍結防止スプリンクラー設備 とうけつぼうしすぷりんくらーせつび antifreeze sprinkler system
凍結防止添加剤 とうけつぼうしてんかざい antifreeze additive
凍結防止電気装置 とうけつぼうしでんきそうち anti-freezing electric system
凍結防止電気装置 とうけつぼうしでんきそうち electrical heat tracing system
統合機動部隊 とうごうきどうぶたい comprehensive mobile unit
動作試験 どうさしけん operation test
陶磁器 とうじき pottery / porcelain
同時多発性火災 どうじたはつせいかさい simultaneous multiple fire
動植物油類 どうしょくぶつゆるい oil extracted from animals and plants
答申 とうしん report
動水圧 どうすいあつ flowing pressure
導体 どうたい conductor
到達距離 とうたつきょり coverage distance
動的加熱 どうてきかねつ dynamic heating
動的リスク どうてきりすく dynamic risk
導電性床 どうでんせいゆか conductive floor
同等以上の どうとういじょうの equal or higher level
東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関とうなんかい・なんかいじしんにかかるじしんぼう

さいたいさくのすいしんにかんするとくべつそち
ほう

Act on Special Measures concerning Advancement of
Countermeasures against Disasters of Tonankai and Nankai
Earthquakes

導爆線 どうばくせん explosion conducting wire
登坂能力 とうはんのうりょく grade ability
投票用委員会原案（IEC用語） とうひょうよういいんかいげんあん CDV / committee draft for vote
投票用委員会原案（IEC用語） とうひょうよういいんかいげんあん committee draft for vote / CDV
倒伏する（はしご車のはしごなど） とうふくする lower (ladder)
胴縁 どうぶち furring strip
同報系 どうほうけい broadcasting system
同報系親局 どうほうけいおやきょく broadcasting master station
同報系無線 どうほうけいむせん simultaneous wireless communications systems
同報無線 どうほうむせん wireless simultaneous broadcast
灯油 とうゆ heating oil
動力消防ポンプ どうりょくしょうぼうぽんぷ power driven fire pomp
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 driven fire pomp system
道路・交通基盤 どうろ・こうつうきばん roads and traffic facilities
登録 とうろく registration 
道路交通法 どうろこうつうほう Road Traffic Act
道路事故 どうろじこ traffic accidents
道路法 どうろほう Road Law
特異建築物 とくいけんちくぶつ special building
特殊引火物 とくしゅいんかぶつ special inflammable materials
特殊可燃物 とくしゅかねつぶつ special combustibles
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 special-response sprinkler
特殊危険 とくしゅきけん extra hazard
特殊危険 とくしゅきけん high hazard
特殊危険物 とくしゅきけんぶつ special hazardous material
特殊危険用途（防火対象物） とくしゅきけんようと（ぼうかたいしょうぶつ） extra hazard occupancy
特殊災害中隊 とくしゅさいがいちゅうたい special disaster company
特殊災害部隊 とくしゅさいがいぶたい special disaster teams
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 pomper
特殊消防用設備 とくしゅしょうぼうようせつび special fire defense equipment
特殊装備中隊 とくしゅそうびちゅうたい special equipment company
特殊装備部隊 とくしゅそうびぶたい special equipment teams
特殊竪管延長部 とくしゅたてかんえんちょうぶ special riser 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 drop extension
特殊部隊 とくしゅぶたい squad company
特殊浴場 とくしゅよくじょう special bathhouse
毒性 どくせい toxicity
毒性液体用運搬車 どくせいえきたいよううんぱんしゃ MC 306 vehicle
特定違反対象物 とくていいはんたいしょうぶつ specified violating properties
特定街区 とくていがいく specified block
特定行政庁 とくていぎょうせいちょう special administrative agency
特定事業所 とくていじぎょうしょ specified business establishment
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日本語 日本語（よみ） 英語
と 特定事項 とくていじこう specified matters

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 Urban River Inundation Countermeasures Act
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を
図るための特別措置に関する法律

とくていひじょうさいがいのひがいしゃのけんりり
えきのほぜんとうをはかるためのとくべつそちに
かんするほうりつ

Act on Special Measures for Preservation of Rights and
Profits of the Victims of Special Disasters

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 multipurpose fire prevention properties
特定防火対象物 とくていぼうかたいしょうぶつ specified property under fire prevention measures
特別警報 とくべつけいほう emergency warnings
特別避難階段 とくべつひなんかいだん fire escape staircase
特別避難階段 とくべつひなんかいだん smoke proof stairway
特別防災区域 とくべつぼうさいくいき special disaster prevention area
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 elderly nursing home, etc.
特別用途地区 とくべつようとちく special land use zone
特例 とくれい special provision 
都市機能の阻害 としきのうのそがい obstruction of city functions
都市計画 としけいかく a city development plan
都市計画 としけいかく city planning
都市計画区域 としけいかくくいき city planning area
都市計画地方審議会 としけいかくちほうしんぎかい City Planning Local Council
都市計画法 としけいかくほう City Planning Act
都市計画法施行令 としけいかくほうせこうれい City Planning Law Enforcement Order
都市下水路 としげすいろ urban sewage channel
都市公園法施行令 としこうえんほうせこうれい City Park Law Enforcement Order
都市高速鉄道 としこうそくてつどう urban high-speed railways
都市災害 としさいがい urban disaster
都市再開発法 としさいかいはつほう Urban Renewal Law
都市収用法 とししゅうようほう Land Expropriation Law
都市防災 としぼうさい urban disaster prevention
土砂崩れ どしゃくずれ landslide
土砂災害 どしゃさいがい landslide disaster
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 land slides ,soil liquidation

土砂災害警戒区域 どしゃさいがいけいかいくいき landslide prone areas
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対
策の推進に関する法律

どしゃさいがいけいかいくいきとうにおけるどしゃ
さいがいぼうしたいさくのすいしんにかんするほ

Act on Promotion of Sediment Disaster Countermeasures
for Sediment Disaster Prone Areas

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 alert information
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 sediment disaster prone areas
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 landslides hazard map
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 hazard maps
土砂災害防止法 どしゃさいがいぼうしほう Sediment Disaster Prevention Act
図書館等 としょかんとう libraries, etc.
吐水口 とすいこう outlet
吐水口 とすいこう spout
吐水多岐管 とすいたきかん discharge manifold
吐水バルブ とすいばるぶ discharge valve
土石流災害 どせきりゅうさいがい disastrous avalanche of earth and rocks
塗装試験 とそうしけん paint loading test
土蔵造り どぞうづくり dozo-zukuri
塗装ブース とそうぶーす paint spray booth, spray booth
土台 どだい ground sill
土台 どだい sill
土地区画整理法 とちくかくせいりほう Land Readjustment Law
と畜場 とちくじょう slaughter house
土地の境界 とちのきょうかい boundary line of land
土地利用の再編 とちりようのさいへん re-definition of the land use plan
土地利用プランニング とちりようぷらんにんぐ land-use planning
特級危険 とっきゅうきけん extra hazard
特許権 とっきょけん patent right
突子 とっし projection
突出物 とっしゅつぶつ projecting part
都道府県 とどうふけん prefecture
都道府県公安委員会 とどうふけんこうあんいいんかい prefectural public safety commission
都道府県隊 とどうふけんたい municipal teams
都道府県隊指揮隊 とどうふけんたいしきたい municipal teams commanding teams
都道府県大隊 とどうふけんだいたい prefectural battalion
都道府県大隊指揮隊 とどうふけんだいたいしきたい prefectural battalion command unit
都道府県大隊長 とどうふけんだいたいちょう prefectural battalion chief
都道府県隊長 とどうふけんたいちょう leader of municipal teams
都道府県知事 とどうふけんちじ prefectural governor
届出 とどけで submission
届け出る とどけでる notify
土のう どのう sand bag
とびぐち とびぐち pike pole
扉付き機器 とびらつききき sealable equipment
ドラゴンハイパー・コマンドユニット（エネルギー・
産業基盤災害即応部隊）

どらごんはいぱーこまんどゆにっと Dragon Hyper Command Unit / National Fire-Service Team
for Disasters with Energy / Industrial Disaster

トラス型 とらすがた trussed lattice type
ドラフトフード どらふとふーど draft hood
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と ドラム缶 どらむかん bucked tank

トリアージ とりあーじ triage system
取扱所 とりあつかいしょ handling facility
取扱い説明書 とりあつかいせつめいしょ instruction manual
トリクル充電 とりくるじゅうでん trickle charge
取消し とりけし revocation 
取消しの訴え とりけしのうったえ action for the revocation
取り消す とりけす rescind 
取付接続部 とりつけせつぞくぶ mounting connection
取付け部 とりつけぶ firring
取付冶具 とりつけやぐ fitting
ドリップ缶 どりっぷかん drip can
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 detachable detector
塗料 とりょう paint
ドレイン缶 どれいんかん drain can
トレーラー式はしご車 とれーらーしきはしごしゃ tractor-drawn aerials
ドレンチャーヘッド どれんちゃーへっど drencher head
ドレンテスト どれんてすと drain test of sprinkler control valve
どん帳（緞帳） どんちょう stage curtain
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