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１ 用語集

番号 行 用語 解説 

1 あ行 アジア競技大会 アジア版オリンピックとも言われ、アジア・オリンピック評議

会に加盟する45の国と地域が参加する大会。令和８（2026）年

に愛知・名古屋で第20回大会が開催される。 

2 新しい生活様式 

（ニューノーマル） 
厚生労働省が発表した新型コロナウイルス感染症拡大防止のた

めに今後の日常生活の中で取り入れていくべき実践例のこと。 

3 アドバンテージ (他より)有利、好都合、(他より有利な立場にあることから生じ

る)利益、有利な点、強み、長所。 

4 インバウンド 外国人が訪れてくる旅行のこと。日本へのインバウンドを訪日

外国人旅行または訪日旅行という。 

5 インフラ 道路や公園、上下水道施設など、生活や産業の基盤となる施設。

インフラストラクチャー。 

6 ウォーカブル 居心地がよく、歩きたくなるまちなかのこと。 

7 駅勢圏 交通計画において、ある鉄道駅を利用する人の多くが居住して

いるものと想定した範囲を指す。明確な基準はないが、徒歩な

どにより10分程度で駅に到達できる、およそ鉄道駅を中心とし

た半径800～1000mの範囲をいう場合が多い。 

8 沿道・界隈活性化 道路と沿道施設が一体となることで賑わいのある都市空間が創

出されること。 

9 オペレーションコス

ト 
主に配送などの物流費や業務対応のための人件費などといった

費用のこと。 

10 オープンカフェ 歩道や広場などの屋外の開放的な空間に作られた喫茶店やレス

トラン。 

11 か行 ガイドウェイバス ガイドレールを備えた専用軌道上を、バスに取り付けられた案

内輪を利用してハンドル操作が不要な半自動運転を実現したバ

スのこと。 

12 カーシェアリング 
１台の自動車を、複数の人が、共同で使うこと。 

13 カーブサイドマネジ

メント 

カーブサイド（路肩）を中心とした街路空間を、時間帯別に通

退勤バスの停留所やパークレット、荷捌きなどの用途によって

変わるように整備していくこと。 

14 カーボンニュートラ

ル 
二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量から、森林な

どによる吸収量を差し引いた、実質的な排出ゼロのこと。 

15 基幹バス 名古屋市交通局と名鉄バスが運行しているバス路線。バス専用

レーンの設定等がされている基幹１号と、中央走行方式で運行

されている基幹２号の２系統がある。 

16 居住誘導区域 
都市の居住者の居住を誘導すべき区域。 

17 緊急輸送道路 災害の発生により道路が被害を受けた場合、緊急通行車両の移

動の確保及び人・物資輸送を円滑に行うため、緊急に応急復旧

を要する道路。 
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番号 行 用語 解説 

18 グリーンスローモビ

リティ 

時速20km未満で公道を走ることができる電動車を活用した小さ

な移動サービスで、その車両も含めた総称のこと。導入により、

地域が抱える様々な交通の課題の解決や低炭素型交通の確立が

期待される。 

19 ゲリラ豪雨 予測が困難な、突発的で局地的な豪雨。 

20 公共交通空白地 一定の距離に駅やバス停等が無い地域で公共交通の便利さの指

標のひとつとなる。名古屋市では、市バス500m、地下鉄800m以

上の地域を指す。 

21 交通エコライフ 自動車に頼らず、バスや鉄道、徒歩、自転車等の環境にやさし

い交通手段を賢く使い分けるライフスタイルのこと。 

22 交通結節点 異なる交通手段等を相互に連絡する乗り換え・乗継施設のこと。

具体的には、鉄道駅、バスターミナル、駅前広場などがある。 

23 さ行 シェアリング・エコ

ノミー 

典型的には個人が保有する遊休資産（スキルのような無形のも

のも含む）の貸し出しを仲介するサービス。貸主は遊休資産の

活用による収入、借主は所有することなく利用ができるという

メリットがある。 

24 自動運転技術 レベルが５段階あり、レベル１「運転支援」、レベル２「部分

運転自動化」、レベル３「条件付運転自動化」、レベル４「高

度運転自動化」、レベル５「完全運転自動化」となっており、

国ではレベル３以上を自動運転システムと呼称している。レベ

ル３以上の高度な自動運転システムは未だ開発段階の技術であ

り、あらゆる道路環境や気象条件等で自動運転車が完全に安全

な走行が行える技術水準に至っていない。 

25 シェアサイクル サイクルシェアリングの１つ。長時間の利用を中心とするレン

タサイクルとは異なり、短距離・短時間の移動手段として自転

車をレンタル利用する。専用の自転車貸出返却場所（ステーシ

ョン）が複数設置され、ステーション間の移動であれば、どこ

で借りてどこへ返してもよいシステム。 

26 集約連携型都市構造 都市の無秩序な拡散を抑制し、都市機能の集積を促進する集約

拠点とその他の地域を公共交通ネットワークで有機的に連携さ

せる都市構造のこと。 

27 昇竜道プロジェクト 魅力的な観光資源が凝縮している中部北陸９県の海外へのプロ

モーションを図り、中部北陸圏へのインバウンドを推進するた

めのプロジェクト。 

28 シームレス 「継ぎ目のない」の意味。公共交通分野におけるシームレス化

とは、乗り継ぎ等の交通機関間の「継ぎ目」や交通ターミナル

内の歩行や乗降に際しての「継ぎ目」をハード・ソフト両面に

わたって解消することにより、出発地から目的地までの移動を

全体として円滑かつ利便性の高いものとすること。 

29 新型コロナウイルス 人や動物の間で広く感染症を引き起こすコロナウイルスの新型

として新たに見つかったウイルスのこと。飛沫や接触によって

感染する感染症として2019年末前後から世界的に流行し、多く

の死者が発生したほか、経済的にも多くの損失を引き起こした。

30 ストック 過去に建築・整備され現在も存在している建築・インフラ資産

のこと。 
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31 ストロー現象 高速交通機関の整備により集積の大きな都市に小さな都市の都

市機能が吸収される効果のこと。一部では高速交通機関の整備

によるその経路上の中間地域の空洞化現象とも定義される。 

32 スーパー・メガリー

ジョン/SMR 

東京、名古屋、大阪はスーパー・メガリージョンと呼ばれる大

都市圏域を形成しているが、スーパー・メガリージョンは、そ

の三大都市圏がそれぞれの特色を発揮しつつ、リニア中央新幹

線全線開業により一体化し形成される世界最大の人口を有する

巨大都市圏のこと。 

33 た行 ダイナミックプライ

シング 

ピーク時間帯とオフピーク時間帯の料金等に差をつけること。

ピーク時間帯の利用者を分散させ、混雑緩和を図ることが期待

される。 

34 代表交通手段 交通手段は大きく、鉄道、バス、自動車、二輪、徒歩の５つに

分けられる。ひとつのトリップ（移動）でいくつかの交通手段

を乗り換えた場合、その中の主な交通手段のことを代表交通手

段と言う。主な交通手段の優先順位は、鉄道、バス、自動車、

二輪車、徒歩の順となっている。 

35 地域公共交通計画 「地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿」を明らか

にする「マスタープラン」としての役割を果たすもののこと。

従来のバスやタクシーといった既存の公共交通サービスを最大

限活用した上で、必要に応じて自家用有償旅客運送やスクール

バス、福祉輸送、病院・商業施設・宿泊施設・企業などの既存

の民間事業者による送迎サービス、物流サービス等の地域の多

様な輸送資源についても最大限活用する取組を盛り込むこと

で、持続可能な地域旅客運送サービスの提供を確保することを

求めている。 

36 地域巡回バス 区役所、支所、病院、大規模商業施設、商店街、地下鉄駅など、

地域の日常生活に密着した施設を巡回する路線。 

37 駐車マネジメント 交通混雑地区の駐車場の適正な利用促進や円滑な都市交通の実

現を図るために、駐車場の供給や配置の誘導及び駐車場情報の

提供、パークアンドライドの推進等の総合的な駐車施策を展開

すること。 

38 デマンド交通 電話予約など利用者のニーズに応じて柔軟な運行を行う公共交

通の一形態 

39 テレワーク 「tele = 離れた所」と「work = 働く」をあわせた造語で、情

報 通 信 技 術 (ICT = Information and Communication 

Technology)を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き

方のこと。 

40 デュアルモード 道路の中央分離帯上に設けた高架専用軌道を、車両の前後輪に

取り付けた案内装置の誘導で走り、さらに平面の一般道路も同

一車両で連続して走行できるなど、輸送モードをまたがって運

行する新たな輸送サービスのこと。 

41 データプラットフォ

ーム 
膨大なデータについて蓄積、加工、分析を一貫して出来るよう

にするデータ分析の基盤のこと。 

42 道路率 
土地全体（行政区域面積）に占める道路の面積の割合。 
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43 都市機能誘導区域 医療施設、福祉施設、商業施設などの都市の居住者の共同の福

祉や利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に著しく

寄与する「都市機能増進施設」の立地を誘導すべき区域。 

44 都市計画道路 都市の基盤となる道路として、あらかじめ位置・経路・幅員な

どが都市計画によって定められた道路。 

45 トリップ 人の動き。ある目的による出発地から目的地までの移動を１ト

リップとする。 

46 な行 名古屋大都市圏 経済、社会、文化など、広範な分野で緊密な関係を持つなど、

一体的な地域として捉えられる広域的な圏域であり、名古屋市

を中心に、愛知、岐阜、三重県下にまたがるおおよそ半径40～

50kmの範囲。 

47 南海トラフ 日本列島の南側を走る水深4000ｍ級の深い溝（トラフ）のこと。

南海トラフでは、陸側のユーラシアプレートの下に海側のフィ

リピン海プレートが沈み込んでおり、プレートの境界付近では、

東海地震、東南海地震、南海地震などの巨大地震が繰り返し発

生している。 

48 は行 バリアフリー 高齢者・障害者社会生活をしていく上での物理的、社会的、制

度的、心理的及び情報面での障害を除去するという考え方。 

49 パークアンドライド 自宅から最寄り駅まで自動車を使い、駅に近接した駐車場に駐

車し、公共交通機関に乗り換えて目的地まで移動する交通手法。

50 パーソントリップ 

調査 

「どのような人が」「いつ」「どこから」「どのような交通手

段で」動いたかについて調査し、1日のすべての動きをとらえる

もの。中京都市圏では、これまで、1971（昭和46）年、1981（昭

和56）年、1991（平成３）年、2001（平成13）年、2011（平成

23）年の５回行っている。 

51 ビッグデータ ボリュームが膨大でかつ構造が複雑であるが、そのデータ間の

関係性などを分析することで新たな価値を生み出す可能性のあ

るデータ群のこと。例えば、ソーシャルメディア内のテキスト

データ・画像、携帯電話・スマートフォンが発信する位置情報、

時々刻々と生成されるセンサデータなどがある。 

52 ピクトグラム 不特定多数の人々が利用する公共交通機関や公共施設、観光施

設等において、文字・言語によらず対象物、概念または状態に

関する情報を提供する図形。視力の低下した高齢者や障害のあ

る方、外国人観光客等も理解が容易な情報提供手法として、日

本を含め世界中の公共交通機関、観光施設等で広く掲示されて

いる。 

53 ラストマイル 出発地から交通結節点、または交通結節点から目的地までの公

共交通手段のない区間のこと。 

54 フリンジ駐車場 都心部の自動車流入を抑制し，道路交通混雑の緩和を目的とし

て，都心周辺部で公共交通に乗り換えて都心部に行くために、

都心周辺部に設置する駐車場。 

55 ま行 みちまちづくり 自動車が中心であったこれまでの道路空間を、人が主役の賑わ

いや憩いの空間としての“みち”へと変えることで“まち”を

変えていく取組みのこと。 
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56 モビリティマネジ 

メント 

当該の地域や都市を、「過度に自動車に頼る状態」から、「公

共交通や徒歩などを含めた多様な交通手段を適度に（＝かしこ

く）利用する状態」へと少しずつ変えていく一連の取り組み 

57 や行 ユニバーサルデザ 

イン 

年齢、性別、身体、国籍など、人々が持つ様々な特性や違いを

越えて、はじめからできるだけ全ての人が利用しやすいように

配慮して、施設、建物、製品、行事等のデザイン（計画・実行）

をする考え方。 

58 ら行 立地適正化計画 平成26（2014）年の都市再生特別措置法の改正により創設され

た、都市全体の観点から居住や民間施設も含めた都市機能の立

地誘導をはかる制度。本市では平成30（2018）年に「なごや集

約連携型まちづくりプラン」として公表。 

59  リニアインパクト リニア中央新幹線の開業による交流人口の増加やそれに伴う経

済効果のこと。 

60  リニア中央新幹線 東京から名古屋市を経由し、大阪市までを、超電導リニアによ

って結ぶ新たな新幹線。 

61  リニモ 愛知高速交通株式会社が運営する日本唯一の磁気浮上式リニア

モーターカーが走る東部丘陵線のこと。名古屋市名東区の藤が

丘駅から豊田市の八草駅までを結び、リニモ(Linimo)の愛称で

親しまれている。 

62  リーディングプロジ 

ェクト 
基本構想の実現に向けて基本計画全体をリーディングする（先

頭に立って導く）誘導的なプロジェクト事業のこと。 

63  リードタイム 
各工程の始まりから終わりまでかかる所要期間。 

64  ロジスティクス機能 物流の諸機能を高度化し，調達，生産，販売，回収などの分野

を統合して、 需要と供給との適正化を図るとともに顧客満足を

向上させ、併せて環境保全，安全対策などをはじめとした社会

的課題への対応を目指す戦略的な経営管理機能 

65 英数 AI（Artificial 

Intelligence） 
人工知能。言語の理解や推論、問題解決などの知的行動を人間

に変わってコンピュータに行わせる技術。 

66  API（Application 

Programming 

Interface） 

あるサービスの機能や管理するデータ等を他のサービスやアプ

リケーションから呼び出して利用するための接続仕様等のこ

と。 

67  DX（Digital 

Transformation） 

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル

技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、

ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、

プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立す

ること。 

68  ICT（Information 

and 

Communication 

Technology） 

コンピュータなどのデジタル機器、その上で動作するソフトウ

ェア、情報をデジタル化して送受信する通信ネットワーク、お

よびこれらを組み合わせた情報システムやインターネット上の

情報サービスなどの総称。ITもICTとほぼ同義。 

69  IoT（Internet of 

Things） 

モノのインターネット。コンピュータなどの情報・通信機器だ

けでなく、世の中に存在する様々な物体(モノ)に通信機能を持

たせ、インターネットに接続したり相互に通信したりすること

により、自動認識や自動制御、遠隔計測などを行うこと。 
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70 MaaS（Mobility as 

a Service） 

出発地から目的地まで、利用者にとっての最適経路を提示する

とともに、複数の交通手段やその他のサービスを含め、一括し

て提供するサービス。 

71 SDGs（Sustainable 

Development 

Goals） 

平成27（2015）年の国連サミットで採択された「持続可能な開

発のための2030アジェンダ」にて記載された令和12（2030）年

までの国際目標。 

72 SRT（Smart Railway 

Transit） 

技術の先進性による快適な乗り心地やスムーズな乗降、洗練さ

れたデザインなどのスマート（Smart）さを備え、路面（Roadway）

を走ることでまちの回遊性や賑わいを生み出す、今までにない

新しい移動手段（Transit）といった特性を持った新たな路面公

共交通システムのこと。 


