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No. 用語 頁 用語解説 

13 アウトソース 15 業務の一部を、他の業者などに業務委託することで、アウトソーシング

とも呼ばれています。 

14 遺伝子工学 13 遺伝子を有効に利用して人類に役立たせることを目的とした学問であ

り、遺伝子操作などの技術によって発展しています。 

15 伊那テクノバレー圏域 7 長野県の推進するテクノハイランド信州の拠点の一つで、国内有数の電

子産業エリアをめざし、伊那技術形成センター等の施設があります。 

16 イノベーション 2 これまでのモノ、仕組みなどに対して、全く新しい技術や考え方を取り

入れて新たな価値を生み出し、社会的に大きな変化を起こすこと。「技術

革新」や「経営革新」などと言い換えられます。 

17 イノベーション人材 49 新しい技術や考え方を取り入れて、新たな事業創造や事業革新などのイ

ノベーションを担うことが出来る人材です。 

18 インバウンド 34 「入ってくる、内向きの」という意味の形容詞。旅行・ホテル業界での

外国人旅行者を自国へ誘致することの意。日本においては、海外から日

本へ来る観光客を指すことが多い。行政の対策として「経済財政運営と

構造改革に関する基本方針2002」に従い平成14 年から始まったビジッ

ト・ジャパン・キャンペーン等で有名になりました。 

19 エコシステム 29 生物とその環境の構成要素を1つのシステムとしてとらえる「生態系」

を意味する科学用語ですが、経済やIT分野等においては「複数の企業や

登場人物、モノが有機的に結びつき、循環しながら広く共存共栄してい

く仕組み」の意味で使われます。 

20 オープンイノベーション 15 自社だけでなく他社や大学、地方自治体等の異業種、異分野が持つ技術

やアイディア、サービス、ノウハウ等を組み合わせて、社内資源のみに

頼るのではなく、他社や大学等との連携を積極的に活用することが有効

であるとする考え方です。 

21 カスタマイズ 14 ユーザの好みや使い勝手に合わせて機能、構成等、製品やサービス等の

変更を行うことです。 

22 キャリア教育 7 学校と社会、学校間の円滑な接続を図るために、望ましい職業観・勤労

観、職業に関する知識や技能を身につけさせるとともに、自己の個性を

理解し、主体的に進路を選択する能力・態度を育てる教育を意味します。 

23 技術経営プロジェクト        

マネージャー 

49 先端技術分野でのビジネス開花をリードできる、経営センスを持ったプ

ロジェクト遂行責任者です。 

24 サンドボックス 15 自治体や民間事業者が新たな商品・サービスを生み出すための近未来技

術の実証実験を迅速に行えるよう、安全性に十分配慮した上で、事前規

制や手続きを抜本的に見直す制度です。 

25 サイクルシェア 35 自転車の貸出所を複数設置して利用登録車が自由に借り出し・返却でき

るようにした自転車の共同利用システムのことです。自転車を貸し出す

「レンタサイクル」の一種といえますが、レンタサイクルは、自転車の

利用後に借りた場所へ返す必要があります。これに対して、貸出所・兼・

返却所を複数箇所に設けてどこに返却してもよいとする方式を、特にサ

イクルシェアと呼んでいます。 

26 サプライチェーン 15 供給（サプライ）の鎖（チェーン）の言葉どおり、原料段階から製品や

サービスが消費者の手に届くまでの全プロセスの繋がりを意味します。 

 
 

 

【本編 用語解説】 

 

No. 用語 頁 用語解説 

1 ＦｉｎＴｅｃｈ 15 金融（Finance）と技術（Technology）を組み合わせた造語で、ITを活

用して金融、決済、財務サービス等の分野における技術革新等を目指す

言葉です。 

2 ＩＣＴ 

（Information and 

  Communication 

  Technology） 

3 情報処理や通信に関連する技術、産業、設備、サービスなどの総称です。 

3 ＫＰＩ 

（Key Performance 

  Indicator） 

30 目標の達成度合いを計るために継続的に計測・監視される定量的な指標

のことです。組織や個人が日々活動、業務を進めていくにあたり、進捗

を定義するために用いられる尺度で、進捗を表現するのに最も適してい

ると思われるものが選択されています。 

4 ＬＡＮ 

（Local Area Network） 

10 事業所や建物内などの限定された範囲の中で複数のコンピュータ間の通

信を可能にするネットワークのことです。 

5 ＮＣ 

（Numerical Control） 

31 工作機械などに数値データを与えて制御する方式のことです。数値制御

で制御する機械を「NC工作機械」「NC装置」「NC旋盤」「NCフライス盤」

のように呼ばれています。 

6 ＰＤＣＡ 2 業務やプロジェクトを実行する際、計画を立て（Ｐｌａｎ）、実行し（Ｄ

ｏ）、その結果を評価し（Ｃｈｅｃｋ）、さらに改善（Ａｃｔｉｏｎ）し

ていくという工程を継続的に繰り返す仕組みのことです。 

7 ＰＬＣ 

（Programmable Logic 

  Controller） 

31 リレー回路の代替装置として開発された制御装置です。シーケンサとも

呼ばれ、工場の制御等に使用されるほかに、エレベータや自動ドア、テ

ーマパークのアトラクション等にも使用されています。 

8 ＲＥＳＡＳ 

（リーサス） 

4 地域経済分析システムの略語で、地方創生の様々な取り組みを情報面か

ら支援するために、地域の産業構造や人口動態、人の流れなどの官民ビ

ッグデータを集約し、可視化するシステムです。 

9 ＳＮＳ 

（Social Networking 

  Service） 

35 インターネット上で人と人のつながりをサポートする会員制のサービス

です。趣味や居住地域、仕事などを通じて新たな人間関係を築いたり、

友人や知人とのコミュニケーションをとったりする場を提供するもので

す。 

10 Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０ 15 内閣府の第5期科学技術基本計画で提唱された概念で、①狩猟社会、②

農耕社会、③工業社会、④情報社会に続く、人類史上5番目の社会とし

て我が国が目指すべき未来社会の姿を示しています。サイバー空間と現

実空間を高度に融合させることで、経済発展と社会的課題の解決を両立

する人間中心の社会を目指します。 

11 ＳＷＯＴ分析 21 事業戦略立案の初期段階で、市場環境を把握し事業機会を認識するため、

自社の強み(strengths)、弱み(weaknesses)、及び自社を取り巻く環境に

おける機会(opportunities)、脅威(threats)を体系的に評価分析するた

めの枠組みのことです。 

12 ３Ｄプリンタ 13 紙に平面（二次元）的に印刷するプリンタに対して、3次元データを元

に立体を造形する機器を言います。 

 

伊那市 新産業技術推進ビジョン

82



 
 

 

No. 用語 頁 用語解説 

13 アウトソース 15 業務の一部を、他の業者などに業務委託することで、アウトソーシング

とも呼ばれています。 

14 遺伝子工学 13 遺伝子を有効に利用して人類に役立たせることを目的とした学問であ

り、遺伝子操作などの技術によって発展しています。 

15 伊那テクノバレー圏域 7 長野県の推進するテクノハイランド信州の拠点の一つで、国内有数の電

子産業エリアをめざし、伊那技術形成センター等の施設があります。 

16 イノベーション 2 これまでのモノ、仕組みなどに対して、全く新しい技術や考え方を取り

入れて新たな価値を生み出し、社会的に大きな変化を起こすこと。「技術

革新」や「経営革新」などと言い換えられます。 

17 イノベーション人材 49 新しい技術や考え方を取り入れて、新たな事業創造や事業革新などのイ

ノベーションを担うことが出来る人材です。 

18 インバウンド 34 「入ってくる、内向きの」という意味の形容詞。旅行・ホテル業界での

外国人旅行者を自国へ誘致することの意。日本においては、海外から日

本へ来る観光客を指すことが多い。行政の対策として「経済財政運営と

構造改革に関する基本方針2002」に従い平成14 年から始まったビジッ

ト・ジャパン・キャンペーン等で有名になりました。 

19 エコシステム 29 生物とその環境の構成要素を1つのシステムとしてとらえる「生態系」

を意味する科学用語ですが、経済やIT分野等においては「複数の企業や

登場人物、モノが有機的に結びつき、循環しながら広く共存共栄してい

く仕組み」の意味で使われます。 

20 オープンイノベーション 15 自社だけでなく他社や大学、地方自治体等の異業種、異分野が持つ技術

やアイディア、サービス、ノウハウ等を組み合わせて、社内資源のみに

頼るのではなく、他社や大学等との連携を積極的に活用することが有効

であるとする考え方です。 

21 カスタマイズ 14 ユーザの好みや使い勝手に合わせて機能、構成等、製品やサービス等の

変更を行うことです。 

22 キャリア教育 7 学校と社会、学校間の円滑な接続を図るために、望ましい職業観・勤労

観、職業に関する知識や技能を身につけさせるとともに、自己の個性を

理解し、主体的に進路を選択する能力・態度を育てる教育を意味します。 

23 技術経営プロジェクト        

マネージャー 

49 先端技術分野でのビジネス開花をリードできる、経営センスを持ったプ

ロジェクト遂行責任者です。 

24 サンドボックス 15 自治体や民間事業者が新たな商品・サービスを生み出すための近未来技

術の実証実験を迅速に行えるよう、安全性に十分配慮した上で、事前規

制や手続きを抜本的に見直す制度です。 

25 サイクルシェア 35 自転車の貸出所を複数設置して利用登録車が自由に借り出し・返却でき

るようにした自転車の共同利用システムのことです。自転車を貸し出す

「レンタサイクル」の一種といえますが、レンタサイクルは、自転車の

利用後に借りた場所へ返す必要があります。これに対して、貸出所・兼・

返却所を複数箇所に設けてどこに返却してもよいとする方式を、特にサ

イクルシェアと呼んでいます。 

26 サプライチェーン 15 供給（サプライ）の鎖（チェーン）の言葉どおり、原料段階から製品や

サービスが消費者の手に届くまでの全プロセスの繋がりを意味します。 
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No. 用語 頁 用語解説 

41 ビジネスモデル 2 事業で収益を上げるための仕組み。具体的には、事業として何を行ない、

ターゲットは誰で、どのようにして利益を上げるのか、という「儲け」

を生み出すための仕組み（モデル）を明らかにしたものです。 

42 フリーWiFiスポット 35 コンビニや喫茶店等、無料でWiFiが利用できる場所です。 

43 ヘルスケア 25 健康の維持や増進のための行為や健康管理のことで、例えば、スマホア

プリで血圧や血糖の測定値の記録など自分の健康状況の管理等です。 

44 ベンチャー 15 大企業なら手を出したがらないような冒険的・野心的な事業に取り組む

企業を意味します。 

45 ワイガヤ空間 26 役職や年齢、性別を越えて気軽に『ワイワイガヤガヤ』と話し合って、

いつでも気軽に自由に議論ができる場のことです。 

46 ワンストップ 27 1か所で用事が足りることや、1か所で何でも揃うことを意味し、ユーザ

の利便性が増すことにつながります。 

 

  

 
 

 

No. 用語 頁 用語解説 

27 将来負担比率 10 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（健全化法）で公表が義務付

けている財務指標です。地方債残高や一部事務組合への負担金見込額な

ど、一般会計が将来負担すべき負債から、基金残高や交付税措置額など

の充当可能財源を差し引いた数値の、標準財政規模に対する割合で、こ

れらの負債が市町村の将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示す

ものです。 

28 次世代社会インフラ用ロ

ボット開発 

45 労働力不足が懸念される中、今後増大するインフラ点検を効果的・効率

的に行い、また、人が近づくことが困難な災害現場の調査や応急復旧を

迅速かつ的確に実施する実用性の高いロボットの開発・導入が進んでい

ます。 

29 自動運転 4 自動車やバスなどの操縦を、人の手によらずに機械が自律的に行って、

人や物を移動させるシステムです。 

30 実質公債費比率 10 健全化法でその公表を義務付けている財政指標のひとつで、公債費によ

る財政負担の程度を示すものです。実質的な公債費として、公営企業（特

別会計を含む）の公債費への一般会計繰出金、一部事務組合の公債費へ

の負担金、債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるものなどの

公債費類似経費を算入しています。 

31 スマート農業 3 ロボット技術やICT を活用して超省力・高品質生産を実現する新たな農

業のことです。 

32 スマートメーター 45 従来のアナログ式の電力量計ではなく、電力をデジタルで計測して計測

結果を伝送するための通信機能を持つメーターのことです。水道の検針

でも利用されています。 

33 造材（ぞうざい） 34 切り出した木の枝や皮を取り、用途に応じた長さに切って、素材丸太に

することです。 

34 土場（どば） 34 切り出した材木を一時集めておく場所であり、また、上流から流した材

木を陸揚げする場所でもあります。 

35 ドローン 3 遠隔操作や自動制御によって、無人で飛行できる航空機の総称です。 

36 ドローンポート 40 ドローンポートはドローンが離着陸する場所で、ポート内への第三者の

侵入や強風の有無によるドローンの機体制御等の検証が必要とされてい

ます。ドローンを常時目視しなくとも、自律かつ安全な離着陸や荷物の

取卸しを可能とする等、実証実験が行われています。 

37 テストベッド 27 システム開発等で用いられる実際の運用環境に近づけた試験用プラット

フォームの総称です。  

38 ナノテクノロジー 13 原子や分子の配列をナノメートル（1mmの100万分の1）スケールで操作、

制御することで、現存する物質とは異なる構造、性質の物質を作り出す

技術のことです。 

39 バイオ技術 13 生物ないし生命現象 (バイオ) を生産に応用する技術 です 。生物体利

用技術、生物改良技術、生物反応利用技術、生物模倣技術などに大別さ

れます。 

40 ビジネスプロセス 12 事業目標の達成に向けて、事業要件を満たすために組織が行う業務手順

を言います。例えば、商品を提供するための資材調達から製造, 物流, 販

売に至る一連の流れがこれにあたります。 
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No. 用語 頁 用語解説 

41 ビジネスモデル 2 事業で収益を上げるための仕組み。具体的には、事業として何を行ない、

ターゲットは誰で、どのようにして利益を上げるのか、という「儲け」

を生み出すための仕組み（モデル）を明らかにしたものです。 

42 フリーWiFiスポット 35 コンビニや喫茶店等、無料でWiFiが利用できる場所です。 

43 ヘルスケア 25 健康の維持や増進のための行為や健康管理のことで、例えば、スマホア

プリで血圧や血糖の測定値の記録など自分の健康状況の管理等です。 

44 ベンチャー 15 大企業なら手を出したがらないような冒険的・野心的な事業に取り組む

企業を意味します。 

45 ワイガヤ空間 26 役職や年齢、性別を越えて気軽に『ワイワイガヤガヤ』と話し合って、

いつでも気軽に自由に議論ができる場のことです。 

46 ワンストップ 27 1か所で用事が足りることや、1か所で何でも揃うことを意味し、ユーザ

の利便性が増すことにつながります。 
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【附属資料 用語解説】 

 

No. 用語 頁 用語解説 

1 ＨＥＭＳ 

（Home Energy 

  Management System） 

76 家庭で使うエネルギーを節約するための管理システムで、家電や電気設

備とつないで、電気やガス等の使用量をモニター画面等で「見える化」

したりします。 

2 ＩｏＴプラットフォーム 70 ＩｏＴサービスの提供に必要な様々な機能を提供するプラットフォーム

サービスのことを言います。例えば、データの収集や処理だけでなく、

セキュリティ管理やデバイス管理等の機能を有しています。 

3 ＬｉＤＡＲ 

(Light Detection And 

Ranging) 

79 レーザー光を使ったレーダーのこと。LiDAR（ライダー）はレーダーの電

磁波の代わりにレーザー光、またアンテナの代わりに望遠鏡を使います。

対象物に照射したレーザーにより、対象物の空間位置情報を取得する計

測機器です。  

4 森林経営計画 69 森林経営計画とは、「森林所有者」又は「森林経営の委託を受けた者」が、

自ら経営する森林を対象として、森林の施業及び保護について作成する

5年を1期とする計画です。現在、計画作成プロセスの効率化が求めら

れています。 

5 農林業センサス 59 我が国の農林業の生産構造や就業構造、農山村地域における土地資源な

ど農林業・農山村の基本構造の実態とその変化を明らかにするため、 農

林業施策の企画・立案・推進のための基礎資料となる統計を作成・提供

することを目的に5年ごとに行う調査のことです。 

6 バイオマス燃料 52 樹木の伐採や造材したときに発生する枝･葉などの林地残材、製材工場な

どからでる端材やオガクズ、街路樹の剪定枝や住宅の解体材などの木材

からなる再生可能な資源のことです。 

7 レセプト 76 医療機関が保険者（市町村や健康保険組合等）に提出する月ごとの診療

報酬明細書のことです。 
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