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（３）用語集

あ行

雨水の蒸発散率

降雨や降雪として地上に降り注いだ水のうち、水面や地表面からの
蒸発や、植物の葉からの蒸散によって大気中に放出された水の割合。
ただし、一度地中に浸透して地下水となっても、その後湧出したり植
物に吸収されて蒸発するものを含む。

雨水の浸透・貯蓄率
降雨や降雪として地上に降り注いだ水のうち、地中にしみ込んで地下
水となる水の割合。ただし、貯留機能を持つ施設（雨水タンク、雨
水調整池等）に一時的に貯留されるものを含む。

雨水の直接流出率

降雨や降雪として地上に降り注いだ水のうち、地中にしみこむことな
く河川等に流出する水の割合。ただし、下水道や水路等の排水施設
を経て貯留されることなく河川等に至るものを含む。
※ここでいう「浸透・貯留」「蒸発散」「直接流出」は、都市特有の
水の動きを考慮して独自に定義したものであり、水文学の用語の定義
とは異なる。

エコ事業所認定制度

事業活動におけるエネルギー消費などを規制的手法で抑制するので
はなく、事業者の環境保全に向けた自主的な取組みを支援する制度。
対象となるのは、名古屋市内に所在し、①環境管理システムの導入、
②環境教育の実施、③自動車利用における環境配慮の実施、④緑化
の推進、⑤廃棄物の発生抑制・リサイクルの推進、⑥省エネルギー・
省資源の推進、⑦新エネルギーの導入、⑧グリーン購入の実施、⑨
環境情報の開示・提供、⑩社会貢献活動の実施、といった環境に配
慮した取組みを自主的かつ積極的に実施している事業所。

エコドライブ

環境負荷の軽減に配慮した自動車の運転方法や使い方のことで、
CO2 削減対策のほかNOx 等の排出削減により、大気汚染対策にも資
する。「急発進・急加速をしない」、「アイドリングストップ」、「タイヤ
空気圧の点検」など10項目を「エコドライブ 10のすすめ」として、
2003 年にエコドライブ普及連絡会（警察庁、経済産業省、国土交
通省及び環境省）が策定した。

エコリフォーム

住居生活からのCO2排出量を削減するために行うリフォームのことで、
①窓の断熱改修、②外壁や屋根・天井または床の断熱改修、③バリ
アフリー改修、④太陽熱利用システム、⑤節水型トイレの設置、⑥
高断熱浴槽の設置のうち、平成 23年 12月31日までに工事着工さ
れたものは住宅エコポイントの発行対象となる。また、有害化学物質
の含有量の少ない建材などを使った、健康や環境に配慮したリフォー
ムを意味する場合もある。

エネルギーの面的

共同利用

分散型電源（需要地の近くに分散して配置し、発電を行う小規模な
発電設備）などを活用し、個々の建物でではなく面的な複数の建物
でエネルギーの最適化 ･効率的を図るエネルギー供給システム。

温室効果ガス

大気中の二酸化炭素やメタンなどの気体は、太陽からの熱を封じ込
め、地球を暖める働きがあるため、温室効果ガスという。二酸化炭素、
メタン、一酸化二窒素のほか、代替フロンのハイドロフルオロカーボ
ン（HFC 類）、パーフルオロカーボン（PFC 類）、六ふっ化硫黄（SF6）
が、京都議定書において削減対象の温室効果ガスと定められている。

か行

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。

カーボンオフセット

市民・企業等が、①自らの温室効果ガスの排出量を認識し、②主体
的にこれを削減する努力を行うとともに、③削減が困難な部分の排出
量を把握し、③の部分について、他の場所で実現した温室効果ガス
の排出削減・吸収量等の購入、他の場所で排出削減・吸収を実現す
るプロジェクトや活動の実施等によって埋め合わせ（オフセット）す
ること。

カーボンフットプリント

環境保全に役立つ商品にそれとわかる表示をして国民に推奨する制
度。商品のライフサイクル全般（資源採掘から廃棄まで）での温室
効果ガスの排出量を、二酸化炭素に換算して表示することで、環境
負荷の可視化により、消費者に対して環境配慮行動を促すことになる。

ガイドウェイバスシステム

鉄道とバスの利点を組み合わせたシステムで、道路の中央分離帯上
に設けた専用の高架を、車両の前後輪に取り付けた案内装置の誘導
で走り、さらに同一車両で連続して走行できる特性（デュアルモード）
を備えている。交通渋滞区間では、高架専用軌道を走行し、定時・
高速運行が可能となり、一般道路では路線バスとして各方面へ運行
できる。

化石燃料
石油、石炭、天然ガスなど地中に埋蔵されている再生産のできない
有限性の燃料資源。

風の道
郊外から都市内に吹き込む風の通り道を作ることで、都市中心部で暑
くなった大気を冷やすことができるという考え方に基づくヒートアイラ
ンド現象への対策。

環境エネルギー産業

太陽光発電など再生可能エネルギーの利用、蓄電池、次世代自動車、
エコ住宅など、低炭素社会づくりを推進する上で必要な環境技術・
製品・サービス等を提供する産業のこと。環境負荷低減のほか、資
源の循環的な利用の徹底などにより資源エネルギーの有効利用、安
定利用にも資するものである。2010 年 6月に策定された「新成長
戦略」においては、強みを活かす成長分野の一つに挙げられており、
グリーン・イノベーション（環境エネルギー分野革新）の促進や総
合的な政策パッケージにより、世界ナンバーワンの「環境・エネルギー
大国」を目指すこととしている。



資
料 

３　

参
考
と
な
る
資
料

52 53

環境学習センター
身近な環境から地球環境まで幅広い視野で、環境問題についての理
解と認識を深め、環境にやさしい行動を推進していくための学習拠点。
愛称「エコパルなごや」。

環境サポーター制度

幼稚園・保育園や小学校が、環境に配慮した取組みを進めるにあたり、
環境に関する話やワークショップ、自然観察などの環境学習プログラ
ムを実施する市民を名古屋市が派遣する制度。なごや環境塾修了生・
自然観察指導員・環境カウンセラーなど、環境の各分野に精通した環
境サポーターが、園や学校に出向き、環境学習プログラムを実施する。

環境負荷
人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障
原因となる恐れのあるもの。

京都議定書

1997 年 12月に京都で開催された気候変動枠組条約第 3回締約国
会議で採択された議定書。先進各国の温室効果ガス排出量について
法的拘束力のある数値目標が決定された。2005 年 2月に発効。日
本は1998 年 4月28日に署名、2002 年 6月4日に批准した。

京都メカニズムクレジット
京都議定書において定められた、温室効果ガス削減をより柔軟に行う
ための経済的メカニズムを活用した排出削減量等のこと。海外におけ
る排出削減量等を自国の排出量削減分に割り当てることができる。

グリーン電力

風力、太陽、バイオマスなど、温室効果ガスや有害ガスの排出が少
なく、環境への負荷が小さい自然エネルギーから得られる電気。グリー
ン電力の割高な電気料金を消費者が負担して普及を進める「グリー
ン電力料金制度」や、グリーン電力の持つ環境価値を認証した「グリー
ン電力証書」を購入することでその電気を使っていると見なすなど、
普及に向けた仕組みが導入されている。

国内クレジット

2008 年 10月開始の国内クレジット制度（経済産業省所管）に基づ
き認証された、大企業等による技術・資金等の提供を通じて中小企
業等が行った温室効果ガス排出削減量のこと。大企業等は、自主行
動計画の目標達成等のために活用することができる。

コミュニティサイクル

（都市型レンタサイクル）

サイクルシェアリングの一つ。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。

さ行

再生可能エネルギー

資源枯渇のおそれがない、あるいは許容範囲内で使えば何度でも再生で
きるエネルギー。具体的には、太陽光や熱、風力、小規模水力などから
取り出す「自然エネルギー」と、生物由来の資源（バイオマス）などを利
活用する「リサイクルエネルギー」を指す。

里山

人里離れた奥山と集落との間に存在する、地域住民の生活と密接に結び
ついた場所。日本の農村では、毎日の生活に使う燃料や、肥料の多くを近
くの雑木林や草地から採ってきたが、このような普段の生活に関係の深い
森林や草地、森と隣り合わせの田畑、用水路、ため池、集落などを合わ
せたもの。

敷地内緑化

都市緑地法で創設された緑化地域制度に基づいて、緑が不足している市
街地などにおいて、一定規模以上の建築物の新築や増築を行う場合、敷
地面積の一定割合以上の緑化を義務付けるもの。法律の義務付け対象は、
敷地面積が原則 1,000m2 以上の新築又は増築であるが、条例で敷地面積
の対象規模を300m2まで引き下げることが可能。名古屋市では2008 年
10月に、全国に先駆けて敷地面積 300m2 以上の建築行為に対して、10
～ 20％の緑化を義務付けている。

次世代型交通システム

新しい交通システムとして、乗降の容易性、定時性、速達性、快適性など
の面で優れた特徴を有し、道路交通を補完し、人と環境にやさしい公共交
通。LRT（次世代型路面電車システム）、BRT（専用路をバスで高速輸送
する基幹的輸送システム）などがある。

次世代自動車

平成20年7月に閣議決定された「低炭素社会づくり行動計画」の定義では、
運輸部門からのCO2 削減のために今後普及拡大が期待される、ハイブリッ
ド自動車（HV）、電気自動車 (EV)、プラグイン・ハイブリッド自動車（PHV）、
燃料電池自動車、クリーンディーゼル自動車、天然ガス自動車等のことを
指す。経済産業省の「次世代自動車戦略 2010」では、国内新車販売に
占める次世代自動車の割合を、2020 年で 20 ～ 50％未満、2030 年で
50～ 70％の見通しを立てている。

次世代省エネ住宅

エネルギー消費量が少なく、健康で快適に暮らすことができる住宅。高断
熱（断熱材で家全体を包み、外気の影響を受けにくくする）、高気密（す
き間をなくし、エネルギーの無駄をなくす）、換気システム（計画的な換
気で健康的な空気環境をつくる）等の機能がある。平成 11年に省エネル
ギー法に基づく住宅の断熱性能・気密性能等の基準（省エネ基準）の内
容が、より省エネルギー化の方向に見直された。

自然エネルギー

自然現象としてのエネルギーを取り出して利用するエネルギー。資源枯渇
のおそれがないあるいは許容範囲内で使えば何度でも再生できる「再生
可能エネルギー」の主要な要素を占める。具体的には、太陽光や熱、風力、
小規模水力、バイオマス、潮力、地熱、温度差などから取り出すエネルギー
利用のこと。

自然空調
豊富な緑や風の道から運ばれる冷気を効果的に活用したり、建物外部で
は、緑のカーテン・壁面緑化・屋上緑化などにより、熱を遮断するなど自
然を活用する空調をいう。

自動車分担率 貨物や旅客の輸送において自動車が利用されている割合。
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自動車流入抑制

「交通重要マネジメント（TDM；Traffi  c Demand Management）」の
一環で、環境・エネルギー的に持続可能な都市交通システムを構築
する視点から、都市部で発生する自動車交通量を道路設備に即した
適正な量にコントロールすること。渋滞が激しい都市部への自動車の
流入を抑制する動きが世界的に加速しており、パークアンドライドの
実施や、都市部に乗り入れる自動車に賦課金を課すロードプライシン
グを実行している都市もある。

集約連携型都市構造

都市圏内の一定の地域を都市機能（居住・利便施設・オフィス・商
業施設等）の集積を促進する拠点として位置づけ、集約拠点と都市
圏内のその他の地域を公共交通ネットワークで連携させる都市構造の
こと。国土交通省が 2010 年 8月に策定した「低炭素都市づくりガイ
ドライン」では、少子・超高齢化への対応や、エネルギー消費量が
少ない環境負荷低減型の都市活動を実現するため、拡散型都市構造
から集約型都市構造（コンパクトシティ）への転換が不可欠とされて
いる。

旬産旬消
旬の食材を旬の時期に消費すること。季節に見合った旬の野菜や果物は栄
養価も高く、また、季節外れの時期に人工的環境で栽培される食材に比べ
栽培に要するエネルギー消費が少ないので、環境への負荷も少ない。

スマート

エネルギーシステム

分散型エネルギーシステムに再生可能エネルギーと未利用エネルギーを導
入して、エネルギー需要を最適に制御するシステム。エネルギーの供給側
と需要側を情報通信技術（ICT）で結ぶことで、地域資源を有効活用したり、
システム変化に柔軟に対応できるものとして、技術開発が進められている。

生態系サービス

人の生存に必要な基本的な物質の供給のほか、健康や安全など、生
態系から得られる豊かな暮らしの基礎となる機能を生態系サービスと
いう。国連のミレニアム生態系評価では4つに分類しており、①調整
サービス（森林があることによって気候が緩和されたり、洪水が起こ
りにくくなったりするというような、環境を制御する機能）、②基盤サー
ビス（土壌形成や保水、栄養循環など、ほかの生態系サービスの基
となる機能）、③文化的サービス（レクリエーション、精神的・文化
的価値などの非物質的機能）、④供給サービス（食料、繊維、水な
どの人間の生活に重要な資源を供給する機能）がある。

生物多様性

様々な生きものや生態系とそれらが織りなす自然の営みの豊さを表す言葉。
生物多様性には、樹林やため池、農地、河川、干潟などの「生態系の多様性」、
様々な種類の生きものによりなごやの生態系を支える「種の多様性」、同じ
種類でも地域により形態や行動などの特徴が異なる「遺伝子の多様性」の
3つの多様性がある。

素材産業
原鉱石から、鉄 ･アルミ･銅などの金属原料を精錬したり、石油化学やパ
ルプ、紡績のように加工素材になる原材料を生産する産業をいう。

た行

太陽光・太陽熱機器

環境への負荷が少ない太陽エネルギーを利用し、地球温暖化の防止
及び環境の保全を図るための機器。太陽エネルギーを電気的に利用
する機器としては太陽光発電システム、熱的に利用する機器としては
ソーラーシステムや太陽熱温水器などが挙げられる。

建物の環境性能表示
建物の環境性能を評価して環境負荷の低減を促すことを目的として設
けられた表示制度。「建築物環境配慮制度（CASBEE（キャスビー））」
による評価結果もその一つ。

地域冷暖房
一定地域内の建物対して、熱供給設備で発生した冷水・温水・蒸気
等を導管を通じて供給し、エリア全体でまとめて冷房・暖房・給湯を
行うシステム。

地球温暖化対策

計画書制度

名古屋市環境保全条例に基づき、温室効果ガスの排出量が多い事業
所に対して地球温暖化対策計画書等の作成、届出、公表を義務付け、
事業活動における自主的な温暖化対策の促進を図る制度。

地産地消

「地域生産、地域消費」の略語。地域で生産された農林水産物など
をその地域で消費すること。近年、食品に対する安全・安心志向の
高まりや、食料輸送等による環境負荷の軽減（フードマイレージの低
減）などの面で注目されている。

低影響開発
自然の原理に基づいた水循環の構築など、自然に与える影響を最小
限にしようとする開発。

低炭素カー

従来のガソリン車よりも、燃費が優れていたり、二酸化炭素排出量が
少ない自動車のこと。電気自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド車、
燃料電池車などがある。近年は、コンセントから充電して走行するこ
とも可能にしたプラグインハイブリッド自動車なども販売されている。

都市再生特別地区制度

都市再生緊急整備地域内の特定の地区において、都市の再生に貢献
し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため、既に都市計画と
して定められている用途地域等による規制に代わり、誘導すべき用途
や容積率、高さ等の必要な事項を都市計画として決定する制度。

都市排熱

空調、発電、焼却、自動車の走行等、都市活動に伴って発生する熱
のことで、人工排熱ともいう。このような熱を再利用することは、化
石燃料の消費を抑えるとともに、都市部のヒートアイランド現象の緩
和や二酸化炭素の発生削減にもつながる。
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な行

なごや環境大学

「環境首都なごや」そして「持続可能な地域社会」を支える、人づく
り・人の輪づくりによって、行動する市民・協働する市民として「と
もに育つ（共育）」ことを目指す、新しい環境学習活動のネットワーク。
市民、企業、大学などが持ち寄りで講座を企画・運営しており、環
境に関心のある人であれば誰でも受講できる。

は行

バイオマス

もともと生物（bio）の量（mass）のことであるが、今日では、再生可能な、
生物由来の有機性エネルギーや資源（化石燃料は除く）をいうことが
多い。エネルギーになるバイオマスの種類としては、木、海草、生ゴ
ミ、紙、動物の死骸・糞尿、プランクトンなどの有機物がある。

バイオマスタウン構想

域内において、地域の関係者による連携の下で、バイオマスの発生
から利用まで効率的なプロセスで結ばれた総合的利活用システムが
構築され、安定的かつ適正なバイオマス利活用が行われることを目
指し、市町村などが作成する構想。

廃食用油

てんぷら油など食用油の使用済み油。飼料、塗料、石けん等の原料
として有効利用されるほか、近年は軽油代替燃料としての研究開発・
実用化が進み、バイオディーゼル燃料（BDF；Bio Diesel Fuel）として、
地球温暖化対策としても注目を集めている。

パークアンドライド（P&R）
道路交通渋滞の緩和・公共交通機関の利用促進・環境負荷の軽減
を目的に、最寄り駅まで、自宅から自動車を使い、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いく交通手法。

パッシブデザイン
建物を流れる熱を特別な機械装置を用いずに、輻射、対流、伝導に
よって自然に行い、建築物自体の性能によって熱の流れをコントロー
ルすることにより、暖房、冷房の効果を得る建築設計をいう。

ヒートアイランド現象

都心域の地上気温が周辺部に比べて高くなる現象で、都心部ほど気温
が高く、等温線が島のような形になることからこう呼ばれている。都市
ではコンクリートやアスファルトなど熱を蓄えやすい物質が多く、また
諸活動から発生する熱量も大きいことなどが原因と考えられる。

風水都市軸
郊外から都市内に吹き込む風の通り道を作ることで、都市中心部で暑
くなった大気を冷やすことができるという考え方に基づくヒートアイラン
ド現象への対策。

ま行

緑のカーテン

日が当たる窓の外を、アサガオやゴーヤのようなつる性の植物で覆う
自然のカーテンのこと。夏の強い日差しを遮ったり、植物の蒸散作用
によりまわりの熱が奪われることから、室内の温度を1～ 2℃下げる
効果がある。冷房の使用時間抑制による省エネ効果もある。

水の回廊・緑の回廊
水の回廊は、ため池、小川、河川、運河などの水が連結している状
況をいう。緑の回廊は、既存の公園・緑地、河川沿岸の緑地、緑陰
街路・緑陰街区などによって緑が連結している状況をいう。

未利用エネルギー

工場等の排熱や、河川水・下水等の温度差エネルギー（夏は大気よ
りも冷たく、冬は大気よりも暖かい水）といった、今まで利用されて
いなかったエネルギーの総称。主な種類として、①生活排水や中・
下水の熱、②清掃工場の排熱、③超高圧地中送電線からの排熱、④
変電所の排熱、⑤河川水・海水の熱、⑥工場の排熱、⑦地下鉄や
地下街の冷暖房排熱、⑧雪氷熱等がある。

モビリティマネジメント

一人ひとりのモビリティ（移動）が、社会的にも個人的にも望ましい
方向（例えば、過度な自動車利用から、公共交通・自転車等を適切
に利用する方向）に自発的に変化することをコミュニケーションを通
じて促す交通施策。

ら行

緑陰街区・緑陰街路

緑陰街区とは、緑化地域制度の運用に加え、地区計画等を定めた区
域内における緑化率の最低限度を引き上げ、高木など質の高い植栽
を誘導することによって、街区全体に緑陰が形成された場所。緑陰
街路とは、街路樹の効果的な配置や育成、更新によって道路空間を
広がりのある緑の樹冠で覆うことができる道路。緑陰街路の形成によ
り、美しい都市景観が形成され、夏でも涼しい風が通り抜ける効果
が期待できる。

緑化地域制度
市街地などにおいて効果的に緑を創出していくために、一定規模以
上の敷地面積を有する建築物の新築や増築を行う場合に、定められ
た割合（緑化率の最低限度）以上の緑化を義務付ける制度。

緑被率
市域の全体面積のうち樹木、草・芝で被覆された土地、農地及び水
面の面積の占める割合。
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（４）データ集
駅そば・風水緑陰生活（本編 P20 参照）

●緑被率

● 1人あたり都市公園等面積

●緑化地域制度によって確保された緑の面積
年度 申請数 敷地面積計　　ha 緑化面積計　　ha

H20 746 133.8 25.4

H21 1,183 331.4 44.5

H22 1,270 230.4 33.6

累計 3,199 695.6 103.5

資料：緑政土木局緑地計画課の集計

4,084.4 2,409.1 2,232.0 1,005.0

3,884.6 2,324.3 1,785.0 962.8

3,751.6 2,125.7 1,434.0 959.9 

3,686.1 2,111.3 1,320.0 970.6

3,578.9 1,853.5 1,183.2 978.9

29.8%
(9730.5ha)

27.4%
(8956.6ha)

25.3%
(8271.2ha)

24.8%
(8088.0ha)

23.3%
(7594.5ha)

樹林地 芝•草地 水面農地

平成 2年

平成 7年

平成 12 年

平成 17 年

平成 22 年

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
（ha ）

9.5

9.2 9.2

9.3

9.2 9.2

9.3 9.3 9.3

9.4 9.4
9.4

9.3

9.2

9.1

2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年

（m2/ 人） 

※ 4月1日時点データ

資料：緑政土木局緑地計画課の集計

※　H20 は、制度が開始した 10月31日～ 21 年 3月31日までのデータ

欧文

BEMS

Building and Energy Management System の略。建物の使用エネ
ルギーや室内環境を把握し、これを省エネルギーに役立てていくた
めのシステムである。また、AEMS は、Area Energy Management 
Systemの略で、コスト面でBEMSの導入が難しい中小規模のビルを
一定地域で集約し、エネルギーを効率よく管理することができるシス
テムである。

BRT
Bus Rapid Transit の略。バス専用車線、公共車両優先システム、連
節バスなどを用いた都市輸送システムのこと。例として、基幹バスや
ガイドウェイバスがある。

CASBEE

（キャスビー）

Comprehensive Assessment System for Built Environment 
Effi  ciency の略で、建築環境総合性能評価システムのことであり、地
球環境・周辺環境への配慮や利用者にとっての快適さなど、建築物
の環境性能を総合的に評価する方法である。建築物及び敷地内の環
境品質・性能（Q）を分子に、敷地外に対する環境負荷（L）を分
母にして表わされる数値 BEE（Built Environment Effi  ciency：建築
物の環境効率）により環境配慮の取り組みを評価し、S、A、B＋、B
－、Cの各ランクに格付けを行うものである。
名古屋市では環境保全条例に基づき、CASBEEを利用した全国初と
なる届出制度を平成 16年 4月から実施している。

EV・PHV

EV は Electric Vehicle、PHV は Plug-in Hybrid Vehicle の 略。 次
世代自動車の一つで、EVは充電したバッテリーで動く電気自動車、
PHVは家庭用電源からも充電できる電池で動くモーターとエンジンを
両方備えたハイブリット自動車のこと。

J-VER 制度

2008 年 11月開始の J-VER 制度（環境省所管）に基づき認証された、
国内の排出削減・吸収プロジェクトによる温室効果ガス排出削減・吸
収量のこと。カーボン・オフセットや温対法に基づく報告に活用する
ことができる。

NPO
Non-Profi t Organization の略。営利を主目的とせずに様々な活動を
自主的・自発的に行う民間の団体・組織。

ZEB（ネット・ゼロ

エネルギー・ビル）

ある期間を通した一次エネルギー利用量がゼロ、または概ねゼロで
ある建築物のことで、正味（ネット）の利用量削減であることを強調
する場合、ネット・エネルギー・ビルと表現する。住宅についていう
場合は、ZEH（ネット・ゼロ・エネルギーハウス）と表現する。



資
料 

３　

参
考
と
な
る
資
料

60 61

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年

4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

（％）（台）

0.9

11,052 13,852
16,852

33,814

1.1 1.4 1.7

2.8

4.0

47,890

20,833

ポスト新長期規制適合ディーゼル車

クリーンディーゼル自動車

燃料電池自動車

プラグインハイブリッド自動車

ハイブリッド自動車

天然ガス自動車

電気自動車

普及率

低炭素住生活　～くるま～（本編 P21 参照）

●次世代自動車（保有ベース）

資料：名古屋市自動車公害対策推進協議会

●市内の自動車交通量の推移

資料：名古屋高速道路…名古屋高速道路公社
主要地点交通量…愛知県警察本部交通管制課

●公共交通機関乗降者数
1日当たり乗車人員数

1993 年 1995 年 2008 年

2,000

1,500

1,000

500

0

1,774 1,829

1,452

121
272

（千台／日）

市内主要４５地点の
1日当たり交通量 (年 )

名古屋高速道路の 1日
平均利用台数 (年度 )

JR

3, 000

2, 500

2, 000

1, 500

1, 000

 500

 0

バス

地下鉄

ガイドウェイ

あおなみ線

名鉄

近鉄

JR

 1992  1995  2000  2005  2009

 2,472  2,277

 314

 1,150

10
27
71

 354

 351

（千人）

●エコドライブ

2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年

34.8％ ― 34.9％ ― 42.1％ 32.1％ 38.4％

エコドライブ
に関する選択
肢の複数回
答の平均

エコドライブ
に関する選択
肢の複数回
答の平均

エコドライブ
に関する選択
肢の複数回
答の平均

エコドライブ
を常にしてい
る人の割合
(ときどきして
いるを含める
と75.4％ )

エコドライブ
を常にしてい
る人の割合
(ときどきして
いるを含める
と82.5％ )

●エコ事業所認定件数（累計）

低炭素住生活　～すまい・しごと～（本編 P23 参照）

14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度

131 380 499 579 813 954 1,052 1,192 1,284

●省エネアドバイス訪問件数（累計）

20 年度 21 年度 22 年度

205 573 1,223

低炭素住生活　～地域エネルギー～（本編 P23 参照）

●電力原単位

0.350

0.300

0.400

0.450

0.500

0.550

(kg-CO2/kWh)

1990年 2002 年 2009 年 2010 年2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年

0.450

0.481

0.452

0.464

0.469

0.509

0.470
0.455

0.424

京都メカニズム
クレジット反映前

京都メカニズム
クレジット反映後

0.474 0.473

0.417

0.341

資料：名古屋市統計年鑑

※市内主要地点の 1日当たり交通量は、交通管制センター車両感知器測定によるもので、各地点における自動車通過台数であり、二輪
車は含まない。長期欠測、道路工事・感知器故障の欠測・異常データを含む。

資料：中部電力株式会社

資料：環境局環境推進課の集計

資料：環境局環境推進課の集計
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本計画では「駅そば生活圏」を「駅を中心に概ね半径 800m圏を基本とするゾーン」として

います。しかし直線距離にした800m圏と、実際に道路を歩いた800m圏とは随分その範囲が違っ

ています(下図分析結果参照)。さらに駅そばといってもその様子は地域によって様々です。今後、

駅そば生活圏を構築する際、利便施設の集積度、交通インフラの整備度など、地域の実情に応

じた快適・利便性を分析することが重要です。

都心部の 800m圏内の円
都心部「栄駅」から800m圏内を囲うと円の中に駅が3つ、さらに平らな地形となっています。

ここでの分析は、「名古屋市における駅への経路距離と直線距離を用いた徒歩圏域の特性」

（2011年3月，名城大学都市情報学研究科　中村康平（海道研究室））を掲載させていただきました。

栄駅は都心の色合いが濃く、人口分布を見ると人口がほとんどいないことが分かります。そ

の代わりに、施設については非常に豊富であると言えます。道路網は間隔の広い格子状となっ

ており、経路距離によって到達できる範囲は、直線距離である場合の約6割前後です。

（参考）“快適さ”…その１「駅そば生活」：800 ｍ圏内の利便性

直線 800m圏内
徒歩 800m圏内

郊外部「本山駅」の 800m圏内の円
郊外部「本山駅」から800m圏内は、駅としては本山駅1つ、さらに土地の高低差も感じら

れる場所もあります。

本山駅は人口が多く、駅の周辺に集中していることが分かります。施設は駅の直近に集中し、

それ以外は道路に沿って立地しています。

道路網は駅を中心として放射状に近く、経路距離によって到達できる範囲は、直線距離であ

る場合の約7割前後です。

直線 800m圏内

徒歩 800m圏内
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なぜ打ち水をすると涼しくなるのでしょうか？「気化熱」

といって、水が水蒸気になって蒸発する際に、周囲の熱を

大量に奪う現象が起きているためです。

植物の葉からもほぼ同じように、根から水を吸い上げた

水を、葉から水蒸気として放出しています。この蒸散作用

を利用することで、常に周辺を涼しい状態に保つことがで

き、化石燃料を使わずに、建物内を快適にしてくれる、い

わば自然のクーラーのような効果があります。自宅でも手

軽に楽しめる緑化として日本古来からの文化「植木」など

の他、「緑のカーテン」があります。ぜひ、一度、チャレンジしてみましょう！

左図は、夏の日中の温度（木

陰、芝生、コンクリートの上）です。

( 愛知教育大学名誉教授　大和田

道雄氏資料を一部加工 )

「緑」を効果的に都市に配置す

ることで、ヒートアイランド現象

を緩和することができます。エネ

ルギーを使わなくても快適な都

市を実現させるには、「緑」は欠

かせない要素の 1つです。

“ 快適さ”…その 2「風水緑陰生活」：緑

38℃
44℃

29℃
57℃

27℃

28℃
葉の表

葉の裏

芝生　　　　  歩道　  アスファルト道路

ニガウリ（ツルレイシ）
：つる性一年草

別名：ゴーヤ
ビタミンC豊富
夏バテに効果あり

ヘチマ：つる性一年草

食用にもなる
乾燥してタワシに
茎からとった水は
化粧水に

屋内の様子屋内の様子 屋外の様子屋外の様子

緑の働き緑の働き
(なごや緑の基本(なごや緑の基本

計画2020より)計画 2020より)

人と自然が共生する都市環境を形成します

美しい都市景観を形成します

都市の安全性・防災性を高めます

市民の健康で活力ある生活の場を提供します

休憩・癒し休憩・癒し 情操・環境教育情操・環境教育 レクリエーションレクリエーション 地域ｺﾐｭﾆﾃｨの形成地域ｺﾐｭﾆﾃｨの形成

季節感の提供季節感の提供 魅力ある景観の形成魅力ある景観の形成 地域固有の景観の形成地域固有の景観の形成

延焼防止延焼防止 災害時の復旧活動拠点災害時の復旧活動拠点 健全な水循環の形成健全な水循環の形成

緑のカーテン
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（参考）“快適さ”…その 3-1「低炭素住生活　～くるま～」：自転車

コミュニティサイクルは、自転車をみんなで共有し、楽しく健康的に街なかを移動するための

新しい自転車の使い方で、名古屋市では2007年以降、「名チャリ」の愛称で社会実験を実施し、

特に2009年と2010年は、名駅～栄のエリアで大規模な社会実験を実施しました。

コミュニティサイクルとは、

ステーションと呼ばれる、専

用の自転車貸出・返却場所

を複数かつ高密度に設置し、

ステーションであれば、どこ

でも自転車を借りたり返した

りできる「自転車共有システ

ム」です。

「運輸」からのCO2 排出量を減らすには、次世代自動車の普及や燃費の向上をはかるとともに、

「自動車」のみに頼らない“まちづくり”“しくみづくり”が重要です。

例えば、都心において、歩きやすい空間形成と、自転車・ループバス等による移動支援により、

快適で、しかも回遊性を高めながら、自動車からのCO2 排出量を低減することができます。

その１つが、「コミュニティサイクル」です。今後、本格実施にむけて課題を整理していきます。

従来のレンタサイクルは1日単位
等で自転車を借りますが、コミュニ
ティサイクルはステーション間の移
動に自転車を使用し、短時間での
貸出・返却を繰り返すことで多くの
人で自転車を共有利用します。

実施結果（2009 年、2010 年）
2010 年「名チャリ」社会実験会員登録者アンケート結果抜粋

全体的な評価

本格実施後、来訪手段が「自動車」から
「名チャリ＋公共交通」に変わる可能性

今回、「自動車」から「公共交通＋
名チャリ」に変えたことがあるか

本格実施後の利用について有料化について
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住まいを低炭素で“快適に”する1つの方法として「パッシブ住宅」という考え方があります。パッ

シブ住宅とは、エアコンなどの機器ではなく、太陽や風、地熱など、自然の力を最大限に生か

す住宅のことです。ではなぜ「快適」なのか。その謎を解いてみましょう！

急激な温度変化は、血圧・脈拍が上昇・下降して心臓や血管などに大きな負担がかかり、身体に

影響を及ぼします。断熱性能のすぐれた住宅は、「部屋と部屋の温度差」が少なく、北側の部屋や廊

下、トイレの床にいたっても、冬にゾクッとするような冷たさがありません。

“ 快適さ”…その 3-2「低炭素住生活　～すまい～」：住宅

[パッシブ住宅の ( 例 )]

空間の温度差を解消

室内の空気がよどんでいると、温度や湿度がこもって、カビやダニ、木の腐蝕菌などが繁殖しやすく

なり、不快感が増すばかりか、実際に人の健康にも、家の耐久性にも大きく影響します。熱交換換気方

式など、温まった空気そのものを取り入れることで、「暖房」≠「換気」を解決できます。

大事な換気！

( 右図 )
断熱住宅と非断熱住宅における暖
房時の室温の違い

( 左図 )
基本的な空気の流れ

太陽光や風、雨など、自然をフル活用し、生活から排出されるゴミや汚水も全て処理して利

活用。自然エネルギーだから災害時も安心。脱化石燃料の生活は、災害時、エネルギー供給が

ストップした場合でも、ある程度、自立して快適に生活することが可能です。

エネルギー・資源・廃棄物などの面で充

分な配慮がなされ、周辺との自然環境と親

密に調和し、健康で快適に生活できるよう工

夫された、環境と共生するライフスタイルを

実践できる住宅、およびその地域環境のこ

とを「環境共生住宅」といいます。

　環境への影響を最小限にし(ローコンタク

ト) 自然の力を最大限に活用し (ハイコンタ

クト)、その土地が受け継いできた自然や歴

史と私たちの生活をつなぐ発想で暮らすこ

とが、「低炭素で快適な」地域につながって

いきます。

[ 自然エネルギー ]

[ 環境共生住宅という考え方 ]

参考：オーガニックテーブル

よどみがちな空気
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発展が目覚ましい名古屋市緑区の東部地域において、地下鉄の延伸による新駅の設置にあわせ官民による緑区東部の 新しい拠点整備を目的とした事業です。

敷地を東西に通り抜ける『緑のプロムナード』を中心に、区役所支所・図書館・保健所・地区会館が一体となった地 域センターや、ロータリーのある交通広場、

デッキ状のテラス広場といった公共公益施設と、民間事業者による商業・サービス店舗及び駐車場などの施設を総括的 に整備すると同時に、区画整理によって失

われつつある緑の再生や自然エネルギーの活用にも配慮した環境デザインを採用することで利便性が高く、にぎわいと潤 いのある『コンパクトシティ』を創造します。

様々な色を重ね新しい色を創出するパレットのように、色とりどりの機能をもった施設、世代や価値観を超えた区民の 色鮮やかな交流や活動が出会い、そして融

合する“彩（いろどり）”に溢れた新しい交流拠点を提案しています。

環境先進モデル ( 事例：ユメリア徳重 )

・空気を1階民間施設・公共駐輪場下のピットを通過させ、地
熱により夏は予冷、冬は余熱された空気を区民プラザの給気と
して使用します。

“ 成長する街を支える『彩』あふれるコンパクトシティ”　　提供：青島設計

「環境先進モデル」（事例 : ユメリア徳重）

アイテム 採用場所 内容

屋上緑化 ルーフテラス 屋根面からの熱負荷低減

壁面緑化 カーテヌォール、駐車場 日射遮蔽による熱負荷低減

エアフロー 区民プラザ ペリメーターゾーンの排熱

太陽光発電 4階屋根 パッシブエネルギーの利用

アースチューブ（地熱利用）地下ピット 給気の外気負荷低減※1

雨水の中水利用 機械室下雨水貯留槽 パッシブエネルギーの利用

雨水流出抑制 1階外構 浸透性舗装による雨水浸透

日除けルーバー 西面ファサード 西日遮蔽による熱負荷低減

リサイクル材の再利用 高炉セメント、エコケーブル 再生資材の有効活用

エコアイテムリスト

※ 1  アースチューブ（地熱利用）

環境先進モデル事業（事例：徳重支所）

BEEによる建築物のサステナビリティランキング

ユメリア徳重ユメリア徳重
（公共施設）（公共施設）

駅

環境先進モデル　CASBEE「Sランク」ユメリア徳重

ヒルズウォーク徳重ヒルズウォーク徳重
( 商業棟）( 商業棟）
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お問合せ先

名古屋市環境局環境企画部
環境推進課
〒 460-8508 
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
TEL：052-972-2692
FAX：052-972-4134
E-mail：
co2@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
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