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用語集 

本書で使用する用語についての解説は、次のとおりです。 

【 あ 行 】 

エコマテリアル 

  環境負荷の高いこれまでの素材に対し、資源の保護、環境負荷の低減、リサイクル性、省エネルギー性など、

環境に配慮した代替素材のことです。 

 

【 か 行 】 

外気冷房 

  外気温が室温より低い場合に、外気を建物に取り入れたり窓を開けたりすることで冷房を行う手法です。 

環境基準 

  人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として、物質の濃度や音の大き

さなどの数値で定められるものです。 

  環境基準は、国や地方公共団体が公害対策を進める上での行政目標であり、公害発生源を直接規制するため

の基準とは異なります。 

 

環境負荷 

人の活動が環境に与える負担のことです。 

単独では環境への悪影響を及ぼさないものでも、集積することで悪影響を及ぼす場合もあります。 

貴重な動植物 

  主に環境省レッドデータブックや神奈川県レッドデータブックに記載された、オオタカなどの希少な生物の

ことです。 

郷土種 

  シイ、タブ、カシなどの常緑広葉樹（潜在自然植生）や、クヌギ、コナラなどの雑木林の構成種など、古くか

ら自生する植物のことです。 

グリーン購入 

  製品やサービスを購入する際に、必要性を十分に考慮し、価格や品質、利便性、デザインだけでなく環境への

配慮を考え、環境負荷ができるだけ小さいものを優先して購入することです。 

光化学オキシダント（OX） 

  工場・自動車等から大気中に排出される窒素酸化物等が太陽光線に含まれる紫外線により化学反応を起こし

て生じる二次汚染物質のことです。 

高濃度になると目やのどに刺激を受けたり、植物の葉が枯れたりします。 

高性能な省エネルギー型機器 

  エネルギーの使用の合理化に関する法律では、エアコン、貨物自動車、ルーティング機器など、32 の機器（特

定機器）を指定しています。 
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【 さ 行 】 

再生可能エネルギー 

  太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認め

られるものです。有限で枯渇の危険性を有する石油・石炭などの化石燃料や原子力に対し、エネルギー源が絶え

ず再生、供給され、地球環境への負荷が少ないものとされています。 

  具体的には、太陽光、太陽熱、水力、風力、地熱、大気熱、バイオマスなどがあげられます。 

次世代自動車 

  電気自動車（EV）、圧縮天然ガス自動車（CNG）、ハイブリッド自動車（HV）、プラグインハイブリッド自動車

（PHV）、燃料電池自動車（FCV）、クリーンディーゼル自動車（CDV）、メタノール自動車などの総称です。 

  石油エネルギーの有効利用と依存度低下及び石油代替エネルギーの導入促進、大都市圏における大気汚染防

止などの効果があります。 

社会文化環境等 

  文化財、地域社会、埋蔵文化財、名木・古木、神社、仏閣、地域のしきたりの他、通学路、各種公害、自動車

走行量、日照、電波等の状況などの環境状況を指します。 

周辺環境への影響 

  施設等の建設、存在、供用によって周辺住民などに、悪臭、大気汚染、騒音、電波障害、日照阻害、シャドー

フリッカーなどの影響を与えることです。 

周辺の土地利用状況等 

  周辺の土地利用状況の他、自動車走行量、文化財などのことです。 

人工排熱 

  建築物や自動車の空調機器などから面的に排出される熱、工場・火力発電所・ごみ焼却場からの排熱などのこ

とです。 

生物多様性 

  すべての生物（陸上生態系、海洋その他の水界生態系、これらが複合した生態系その他生息又は生育の場のい

かんを問わない。）間の変異性と定義され、「生態系の多様性」、「種の多様性」、「遺伝子の多様性」という 3 つの

レベルの多様性があるとされています。国際的な枠組みとして、1992 年（平成 4 年）に生物多様性条約が締結

されています。 

【 た 行 】 

ダイオキシン類 

  塩素を含む有機化学物質の一種で、ダイオキシン類対策特別措置法により、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキ

シン（PCDD）、ポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF）、コプラナーポリ塩化ビフェニル（コプラナーPCB、またはダイ

オキシン様 PCB）の 3 物質群と定義されています。 

  水に溶けにくく油や溶剤に溶けやすい、常温では安定しているが高温（800℃以上）ではほとんど分解する、

という特徴があります。ダイオキシン類の毒性は、動物実験において、急性毒性、発がん性、催奇形性、環境ホ

ルモン作用等が報告されています。 

  



資-102 
 

太陽光発電 

  「太陽電池」と呼ばれる装置を用いて、太陽の光エネルギーを直接電気に変換する発電方式です。 

エネルギー源が無尽蔵なこと、発電時に二酸化炭素などを発生させないことから、地球にやさしい発電方法

として導入量の増加が期待されています。 

なお、太陽電池をいくつも並べて接続し、パネル状にしたものをソーラーパネルと呼びます。 

脱炭素化 

  温室効果ガスの排出と吸収のバランスにより、実質的に排出量をゼロ又はマイナスにすることを指します。 

排出とは、人為的な発生源による排出で、吸収とは森林等の吸収源による除去を意味します。横浜市は「2050 

年までの温室効果ガス実質排出ゼロ（脱炭素化）の実現」を本市の温暖化対策の目指す姿（ゴール）としてい

ます。 

多様な植物 

  単一の種類だと、景観も単調となり、病気等にも弱いため、目的に合わせた種類の組み合わせや、中高木、低

木、草本、地被植物等の組み合わせが望まれます。 

地域の住民に親しまれた施設 

  病院、学校など福祉施設や公共施設、公共的空間のことです。 

地域の分断 

  工作物の設置によって変化する地域の組織上の一体性、または地域住民の日常的な交通経路の分断のことで

す。 

窒素 

湖沼、海で植物が生育する上で必要とする栄養物質の代表的なもので、富栄養化物質ともいわれています。 

これらの物質の高濃度化により、湖沼ではアオコが繁殖し、海では赤潮が発生したりすることで、魚介類な

どに悪影響を及ぼします。 

低炭素電気 

横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則第 90条の 5に規定する、「再生可能エネルギーなどを活用し、

電気の供給に伴い排出される二酸化炭素の量が少ない電気」を指します。 

電気の使用による二酸化炭素の排出量は、自家消費分等を除き、発電所等の発電する側ではなく、家庭や事

業所等の電気を使用する側で排出したものと見なし、電気の使用量に各小売電気事業者の販売電力量１kWh あ

たりの二酸化炭素の排出量（排出係数）を乗じて求められます。この排出係数は、各小売電気事業者が調達し

た電気の電源構成に左右されます。 

令和元年度に、市内に供給する小売電気事業者の排出係数、再生可能エネルギー導入率等の情報を横浜市が

公表する制度（横浜市低炭素電気普及促進計画書制度）が創設されています。 

 

土地利用状況等 

住宅の張り付き、工場・事業場の位置、幹線道路・鉄道の位置、緑地や公園などの他、大気汚染、水質、土

壌、騒音・振動レベル、自動車走行量などの環境現況、交通状況、緑地の質や文化財等の存在などの状況を指

します。 
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【 な 行 】 

二酸化硫黄（SO2） 

  火力発電所や工場などの硫黄又は硫黄を含む燃料の燃焼過程等で発生する無色・刺激臭の気体のことです。 

主な発生源は重油を燃料とするボイラーがあげられます。 

酸性雨の原因物質でもあります。 

二酸化窒素（No2） 

ボイラーや自動車などの燃焼過程等で発生する窒素酸化物です。燃焼過程からはほとんどが一酸化窒素とし

て排出され、大気中で二酸化窒素に酸化され生成されます。 

呼吸疾患の原因となることが知られているほか、光化学オキシダントの原因物質でもあります。 

 

【 は 行 】 

廃棄物 

  ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、糞尿などのことです。 

  事業活動によって生じる産業廃棄物、家庭やオフィス、飲食店から生じる一般廃棄物に分けられます。また、

事業計画にあっては、伐採樹木、建設廃材、建設発生土等、供用後に施設から排出される廃棄物のことを指しま

す。 

バリアフリー 

障害のある人が社会生活をしていくうえで障壁（バリア）となるものを除去する（フリー）ことです。 

近年では、障害のある人だけでなく、全ての人の社会参加を困難にしている物理的・社会的・制度的・心理

的な全ての障壁の除去という意味で使用されています。 

光害 

  良好な照明環境の形成が、漏れ光によって阻害されている状況またはそれによる悪影響のことをいいます。 

屋外照明が居住者や歩行者、交通機関などの人間の諸活動や、生態系、家畜、野生動植物、農作物などへ悪

影響を及ぼすことがあります。 

微気候 

  地表付近の気候のことです。 

ふつう地物・植生の影響を受けることが多く、また、人工的に変化させることもできます。一般の気候を大

気候とすれば小気候は局所気候で、微気候はそれより小さな地点での気候的変化を対象とします。 

微小粒子状物質（PM2.5 ＝ Particulate Matter 2.5） 

大気中に存在する粒子状物質のうち、粒子の直径（粒径）が 0.0025ｍｍ（2.5μｍ）以下の非常に細かな粒子

のことです。 

10μｍ以下の浮遊粒子状物質は小さいため気管に入りやすく、特に粒径が 1μｍ以下になると気道や肺胞に

沈着しやすくなり、呼吸器疾患の原因になります。 

ヒートアイランド現象 

  自然の気候と異なる都市独自の局地的な気候で、都市に人口や経済活動、都市機能が集中した結果、空調機器

による人工排熱、コンクリート建築物による蓄熱などにより、気温が下がりにくくなる現象のことをいいます。 

都市の周辺部に比べ気温が高い状態にあり、都心ほど気温が高くなります。等温線を描くと島のような形に

なることからヒートアイランド現象と呼ばれています。 
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風害 

  異常に強い風によって生じる被害の総称です。気象現象の他、高層建築物の周辺に局地的に発生するビル風

による被害も含みます。 

高層建築物が建設されると、ビルの両横で強風となり、風下のビルの後ろ側では風が弱くなり、また、風の

変動が大きくなって乱流が発生することがあります。 

浮遊粒子状物質（SPM ＝ Suspended Perticulate Matter） 

  すすや粉じんなど大気中の粒子状物質のうち、粒径が 0.01ｍｍ（10μｍ）以下の物質のことです。 

大気中に長期間浮遊し、高濃度になると、ぜん息、気管支炎等の呼吸器系疾患の原因となるおそれがありま

す。 

文化財 

  文化財保護法で定める文化財のことです。 

  国、県、市の指定・登録文化財の他、名木・古木や、神社、仏閣、史跡等歴史的建造物、地域の習慣、祭りな

ども含みます。 

 

【 ま 行 】 

未利用エネルギー 

  これまではあまり利用されてこなかった潜在的な可能性を秘めたエネルギーの総称です。 

自然界には、小水力や河川水・海水の熱、地熱・地中熱・温泉熱、雪氷熱、太陽熱・空気熱、潮力・波力など

があります。また、都市をはじめとする地域にも、冷暖房排熱や工場・変電所・地下施設から出る排熱などが

存在しています。 

木材代替型枠 

  鋼性や樹脂性、プラスチック製など、熱帯材を使用していない型枠のことです。 

  熱帯林の保全のため、近年、代替型枠への転換が進められています。 

 

【 や 行 】 

ユニバーサルデザイン 

  特定の人の障壁（バリア）を取り除く「バリアフリー」の考え方をさらに進め、国籍や文化、年齢、性別、障

害の有無などに関わらず、誰もが利用可能な施設や製品のデザインのことです。 

ユニバーサルデザインの考え方は 1980 年代にノースカロライナ州立大学（米）のロナルド・メイス氏により

明確にされ、1.誰でも使えて手に入れることが出来る、2.柔軟に使用できる、3.使い方が簡単にわかる、4.使

う人に必要な情報が簡単に伝わる、5.間違えても重大な結果にならない、6.少ない力で効率的に楽に使える、

7.使うときに適当な広さがある、の 7 つの原則が提唱されています。 
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【 Ａ ～ Ｚ 】 

BEMS（ Building and Energy Management System ） 

「ビル・エネルギー管理システム」といった意味で、各種センサーや監視装置、制御装置などの要素技術で

構成されたシステムのことです。 

本システムにより、空調や照明などの設備機器によるエネルギー使用状況を「見える化」でき、こうした設

備機器の稼働を自動で制御することが可能となります。 

CASBEE（建築環境総合性能評価システム： 

 Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency ） 

耐震性、省エネ、資源の再利用など約 90 の評価項目を入力することで、建築物の総合的な評価ができるしく

みのことです。 

横浜市では、地球温暖化対策、ヒートアイランド対策、長寿命化対策、まちなみ・景観への配慮の 4 項目を

重点項目として位置づけるなど、横浜市用に改良した「CASBEE 横浜」を使用し、評価しています。 

MICE 

企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報奨・研修旅行（インセンティブ旅行）（Incentive Travel）、国際機

関・団体、学会等が行う国際会議 （Convention）、展示会・見本市、イベント（Exhibition/Event）の頭文字を

使った造語で、これらのビジネスイベントの総称です。 
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