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人口減少時代における土地利 生活の質
用フレームワークと交通シス コンパクト
テム

compact

アーバン

urban

グリーン

green

公共交通指向型開発

Transit-Oriented Development

クオリティ・ストック

quality stock

超 高 齢 化 都 市に要 求される 移動の質
「移動の質」
超高齢社会

駐車場からのまちづくり―都
心部駐車場の密度の観点から

quality of life

quality of mobility
super-aged society

コモビリティ

co-mobility

スローモビリティ

slow mobility

道路ダイエット

road diet

マイクロEV

micro-electric vehicle

駐車場

parking lot

附置義務

local government regulations

国際比較

international comparison

密度

density

都心部

inner city

歩行者の道路横断実態を重視 横断歩行者
した実用的な最適信号制御
横断速度

crossing pedestrian
crossing speed

経過時間表示

countdown display

音響付信号灯器

crossing signal with audible
cues

二段階横断方式によるサイク 二段階横断方式
ル長の大幅短縮
サイクル長の短縮

two-stage crossing
cycle length reduction

歩行者

pedestrian

社会実験

pilot survey

安全でエコなラウンドアバウ ラウンドアバウト
トの実用展開・社会実装・普及 実道実験
促進に関する研究

modern roundabout
field operational test

交通安全

traffic safety

交差点改良

intersection improvement

社会連携

cooperation with society
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東南アジアにおけるオートバ オートバイ
イの都市交通手段としての役 都市交通手段
割と限界に関する研究

市民参加型交通安全対策・評
価システムの実用化

motorcycle
urban transport modes

交差点運用

traffic operation at
intersection

空間効率

space efficiency

交通安全

traffic safety

市民参加

public involvement

データベース

database

Web-GIS

Web-based GIS

ヒヤリハット

hiyarihatto

ハンプ

speed hump

中心・周辺視野の脳部位の同 交通安全
定と交通安全への適用
動体視野

traffic safety
dynamic vision

加齢効果

effects of aging

fMRI

functional magnetic resonance
imaging

視覚脳機能マッピング

functional mapping of the
visual cortex

ドライバーの感情特性と運転 ネガティブ感情
行動への影響
ストレス

negative emotions
stress

自己コントロール

self-control

運転者教育

driver education

子どもから高齢者までの自転 自転車利用者
車利用者の心理行動特性を踏 高齢者
まえた安全対策の研究

cyclist
elderly

子ども

adolescent

交通安全教育

traffic safety education

自転車利用通行帯

bicycle lane

プレホスピタルにおける救急 緊急車両優先信号システム
車患者搬送の諸問題とその解
決法
現場活動時間

fast emergency vehicle
preemption systems
on-scene time

救命救急のトライアングル

critical care triangle

多職種連携

multidisciplinary cooperation
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睡眠障害スクリーニングの普 睡眠時無呼吸症候群
及推進
睡眠障害
スクリーニング検査

196

200

204

208

212

視 覚 障 害 者 誘 導 用 ブ ロック 点字ブロック
（点字ブロック）の設置ガイド 視覚障害
ラインの作成

知的障害者のモビリティ確保
のための都市公共交通の課題

地域社会が保障すべき生活交
通のサービス水準に関する研
究

sleep apnea syndrome
sleep disorders
screening test
braille block
visual impairment

バリア

barrier

バリアフリー

barrier-free

警告ブロック

warning block

誘導ブロック

directional block

知的障害者

intellectually disabled person

通学交通

commuting to school

公共交通

public transportation

方面別スクールバス乗継

connecting with school buses
by destination

公共交通利用練習授業

classwork for learning how to
use public transportation

過疎地の交通

transport in rural areas

地域交通計画

local transport plan

計画方法論

planning methodology

活動機会

opportunity for activities

ミニマムサービス

minimum service

交通安全と交通取締りに関す 交通取締り
る研究
速度取締り

traffic enforcement
speed limit enforcement

飲酒運転取締り

drunk driving enforcement

違反率

violation rate

死亡事故

fatal accident

危険運転致死傷罪の学際的研 危険運転致死傷罪
究

criminal charge of dangerous
driving causing death or
serious injury

法改正

amendment

無免許運転

driving without a license

DWI court

driving while impaired court

イグニッション・インターロック

ignition interlock device
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地元組織と行政との協働によ 交通まちづくり
る交通まちづくりの円滑な推
進
生活道路

urban development for
transportation
residential road

合意形成

consensus building

ハンプ

speed hump

車止め

bollard

震災危機管理と安全・安心な 凝集と連携
交通社会の実現
多重の備え

compactness/connectedness
redundancy

回復力

resilience

しなやかな社会

resilient society

新しいコモンズ

new commons

個人の移動の質

quality of trip（QOT）

