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新春を迎え皆々様のご多幸を

お祈り申し上げますと共に本年

も何卒宜しくお願い致します 

平成十四年 元旦 
 

会  長 ＪＪ３ＵＸＮ 長澤 道一  常任理事 ＪＭ２ＭＺＭ 芹沢 功司 

副 会 長     ＪＬ３ＣＫＪ 西井 幸男  常任理事 ＪＩ３ＡＹＧ 山口 忠博 

副 会 長     ＪＦ４ＧＤＲ 今村 勝一  常任理事 ＪＯ３ＭＶＥ 宮野 智章 

財務理事 ＪＯ３ＭＶＥ 宮野 智章  常任理事 ＪＪ3ＸＷＸ 西岡 則雄 

総務理事 ＪＩ４ＪＣＮ 松本 久雄  常任理事 ＪＪ４ＣＦＬ 石原 次夫 

総務理事 ＪＩ４ＴＺＲ 家本 康稔  常任理事 ＪＩ４ＵＣＭ 古川 芳宏 

監  事 ＪＧ４ＪＢＴ 石原 美代子     

 
 

 

バンドプランが一部改正  

144.30～144.50MHz で ISS との交信に限って FM

が許可 

 総務省では、国際宇宙ステーション（ISS）とわ

が国のアマチュア無線局が音声通信（FM）をするこ

とができるように 12 月 18 日（官報）「アマチュア

業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」

の告示を改正しました。 

これにより 144MHz 帯の 144.30～144.50MHz で、

ISS との交信に限って FM（占有周波数帯幅 40kHz 以

下のもの）での交信が可能となりました。 

 

今年の漢字は「戦」 

 日本漢字能力検定協会（京都市西京区）は 12 日、

今年を表す漢字に「戦（いくさ、たたかい）」を選

び、東山区の清水寺で発表した。米同時多発テロや

アフガニスタン空爆はもとより、リストラなどで日

常生活でも「戦い」が続いている世相を反映し、ト

ップの票を集めた。 

 今年は、過去最多の 36,097 人が投票。うち 2,285

人（6.33%）が「戦」を選んだ。小泉首相が抵抗勢
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力と戦っていることや、イチローなどスポーツ選手

の記録との戦いなども理由に挙げられた。2 位以下

は「狂」「乱」「恐」「命」の順で、テロや狂牛病

（牛脳海綿症）を連想させる漢字が多かった。 

 清水寺では、森清範貫主が「戦」の字を書き上げ、

本尊に奉納した。森貫主は「『戦』には自己との戦

いという意味もある。切磋琢磨（せっさたくま）し

ながら一年を過ごすことで、来年はすばらしい字が

書けるのでは」と話した。 

清水寺で発表 

 

国内 10 大ニュース 
 

（投票の集計結果） 

①雅子さま、女児をご出産 13,033（97.78） 

②「えひめ丸」が米原潜に衝突

され沈没 
12,650（94.91） 

③小泉内閣が発足 11,246（84.37） 

④国内初の「狂牛病」感染牛 11,162（83.74） 

⑤大阪・付属池田小で児童殺傷 10,591（79.46） 

⑥イチローが大リーグで MVP 10,132（76.01） 

⑦歌舞伎町ビル火災で 44人死亡 7,377（55.35） 

⑧巨人軍の長嶋監督が勇退 5,737（43.04） 

⑨野依博士にノーベル化学賞 5,459（40.96） 

⑩機密費流用で元室長逮捕、外

務省不祥事相次ぐ 
5,171（38.80） 

⑪テロ特措法成立、自衛艦派遣 4,542（34.08） 

⑫歩道橋事故で 11 人死亡 4,060（30.46） 

⑬高橋尚子選手が世界最高 3,564（26.74） 

⑭ハンセン病訴訟控訴断念 2,918（21.89） 

⑯新大久保駅で転落死亡事故 2,916（21.88） 

⑯失業率 5.4％、最悪更新 2,548（19.12） 

⑰参院選で自民が大勝 2,195（16.47） 

⑱田中外相、外務官僚と対立 1,587（11.91） 

⑲「1府 12 省庁」始動 1,583（11.88） 

⑳小泉首相が靖国参拝 1,369（10.27） 

読売新聞 

 

国外 10 大ニュース 
 

（投票の集計結果） 

①米国で同時テロ 6,747（99.26） 

②ブッシュ米大統領が就任 6,291（92.56） 

③米国で炭痕菌の被害広がる 6,161（90.64） 

④2008 年五輪の北京開催決定 4,768（70.15） 

⑤タリバンが大仏破壊 3,956（58.20） 

⑥国連とアナン事務総長にノーベ

ル平和賞 
3,637（53.51） 

⑦ネパール王宮で銃撃事件 3,251（47.83） 

⑧ウッズがメジャー4連勝 3,066（45.11） 

⑨史上初の宇宙観光旅行 3,054（44.93） 

⑩ボンズが本塁打新記録 2,918（42.93） 

⑪世界経済が 19 年ぶりの低成長 2,698（39.69） 

⑫イスラエルの観光相暗殺、中東

情勢急速に悪化 
2,461（36.21） 

⑬京都議定書で最終合意 2,433（35.80） 

⑭ニューヨークで旅客機墜落 1,997（29.38） 

⑮中台の WTO 加盟承認 1,458（21.45） 

⑯「ミール」が落下 1,400（20.60） 

⑰米中軍用機が空中接触 1,194（17.57） 

⑱金正日総書記が訪露 1,165（17.14） 

⑲ローマ法王がモスク初訪問 882（12.98） 

⑳オランダが安楽死合法化 841（12.37） 

 読売新聞 

 

１０大ニュース 米ＣＮＮテレビ 

 米ＣＮＮテレビは 20 日、01 年の 10 大ニュースを

発表、トップには米同時多発テロを選んだ。 

 編集者による投票の結果、「20 世紀と 21 世紀を

分けた」同時テロに続いて、2 位にアフガニスタン

への軍事作戦、3 位には米国経済の減速がそれぞれ

選ばれた。 

4 位以下は次の通り。 

④炭疽（たんそ）菌事件⑤中東での紛争⑥クローン

技術問題⑦米連邦政府ビル爆破テロ事件の実行犯、

マクベイ死刑囚への死刑執行⑧ミロシェビッチ前ユ

ーゴ大統領の旧ユーゴ国際戦犯法廷への引き渡し⑨

米上院で民主党が多数派に⑩ニューヨークでのアメ

リカン航空機墜落と、米女性実習生失跡事件 

 

2001 年のヒット商品 
 

食 ヒット５ 

①低価格牛どん 

②コーヒー店チェン 

③発泡酒 

④豚肉・鶏肉 

⑤飲料、菓子の復刻商品 

金融・証券・ヒット５ 

①コンビニＡＴＭ 

②ペイオフ対策 

③株価指数連動型上場投資信託（ＥＴＥ） 

④積立・保障分離型保険 

⑤インターネット株取引 

自動車 ヒット５ 

①フィットホンダ、） 

②ＥＫワゴン（三菱自動車工業） 

③マックス（ダイハツ工業） 

④スカイライン（日産自動車） 

⑤エスティマハイブリッド（トヨタ自動車） 
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電機 ヒット１０ 

①洗剤なしで洗える洗濯機（三洋電機） 

②液晶テレビ「アクオス」（シャープ） 

③プラズマテレビ「タウ」（松下電器産業） 

④ゲーム機「ニンテンドー ゲームキューブ」          

（任天堂） 

⑥ＤＶＤ録画機「ＤＭＲ－Ｅ２０」（松下電器産業） 

⑥超薄型パソコン「ＭＵＲＡＭＡＳＡ」（シャープ） 

⑦デジタルカメラ「イクシー・デジタル」（キャノ

ン） 

⑧デジタルカメラ付き携帯電話（シャープ） 

⑨食器洗い乾燥機「これなら置ける！」（松下電器

産業） 

⑩ウィンドウズＸＰ（マイクロソフト） 

ファッション ヒット５ 

①低価格スーツ 

②Ｐコート 

③毛糸のパンツ 

④黒の日傘 

⑤ローライズジーンズ 
読売新聞より転載 

 

2001 年ヒット商品番付 

 

 東  西  

 
『千と千尋の神隠

し』 
横綱 該当なし  

 イチロー 大関 休場  

技 ADSL 関脇 休場  

敢 
「カローラ」vs「フ

ィット」 
小結 モーニング娘。 殊 

 茶飲料 前頭1 「超熟」  

 「ベイブレード」 同 2 
都心高層マンショ

ン 
 

 TDS Vs USJ 同 3 『ちゅらさん』  

 
変わったタイトル

の自己啓発本 
同 4 

『十二番目の天

使』 
 

 
ピッキングされに

くい鍵 
同 5 

ローライズ・ジー

ンズ 
 

 
「ステイフィッ

ト」 
同 6 

「レビュー マジカ

ルチェンジ」 
 

技…技能賞 敢…敢闘賞 殊…殊勲賞 「」…商品名 『』

…書籍名・作品名 

 21 世紀幕開けの年 2001 年は、アメリカで起こった同時

多発テロが世界的な景気の減速に追い討ちをかけ、個人消

費も盛り上がりを欠いた混迷の年になってしまった。ただ

日本国内では、小泉内閣が構造改革を打ち出し、変えなけ

ればならないと思いつつもそのまま先送りされてきたさま

ざまな課題が、ようやく変革に向けて動き出した１年でも

あった。景気の減速がその動きに水を差しかねない懸念も

あり、改革はいよいよ正念場にさしかかった感が強いが、

今年のヒット商品番付上位には「変革」や「挑戦」を感じ

させる商品がランクされた。 

 暗さが目立った社会情勢のなかでひとり気を吐いて東の

横綱についたのは、日本の映画史上最大のヒット作品とな

った『千と千尋の神隠し』である。甘えん坊でひ弱な十歳

の少女千尋が、迷い込んだ不思議な町でさまざまな苦難に

遭いながら、本来の生きる力を取り戻してめざましい自己

変革を遂げる。その姿を見て、多くの人が「自分もこんな

ふうに変われるかもしれない」と元気づけられた。当番付

では、97 年の「たまごっち」以来、久々の横綱登場であ

る。 

 米国メジャーリーグに挑戦したイチローは、走・攻・守

にわたって大活躍し、マリナーズの地区優勝にも大きく貢

献した。その模様は毎日のように日本に伝えられ、日本中

の人が「がんばれば夢がかなう」と励まされた。 

 光ファイバーの敷設を最優先に考えていた日本の情報通

信インフラにも大きな変化が起こった。音声通話よりも高

い周波数を利用することで既存の電話線でもブロードバン

ドのインターネットを実現するＡＤＳＬが猛烈な勢いで普

及した。ユーザーをたくさん獲得したいプロバイダーの値

下げ合戦も過熱し、安くて速いインターネットが広まった。

ただ、これらに続く大型のヒット商品が少なく、西の横綱

は不在、西の大関と関脇は休場してしまった。 

 乗用車の市場では、「カローラが変わる時代」というＣ

Ｍが印象的な「カローラ」が売り上げ首位をひた走り、低

燃費と室内の広さが好評の「フィット」がこれを猛追した。

玩具業界では、社内の変革が順調に進んだタカラが、家庭

用カラオケ「ｅ－ｋａｒａ」や「なんちゃってビアサーバ

ー Let’s Beer」など次々とヒット商品を出した。特に

現代版ベイゴマとも言える「ベイブレード」は、品薄でな

かなか手に入らず、子供にせがまれた親たちが右往左往し

た。新しいアトラクションを次々と生み出していくのも、

絶え間ない変革だと言える。東京ディズニーランドの隣に

オープンした東京ディズニーシー（ＴＤＳ） は入場者数

を順調に伸ばし、一方で大阪にオープンしたユニバーサル・

スタジオ・ジャパン（ＵＳＪ）も活況をみせ、大阪経済を

盛り上げた。 

 景気の低迷で逆風が吹いていたマンション業界にも変化

がみられた。利便性の高い都心への回帰現象から、東京や

大阪などの都心高層マンションが相次いで即日完売した。

多くの家庭が鍵を取り替えたのも、世相を反映した出来事。

特殊な工具で鍵をこじあけるピッキング犯が多発し、ピッ

キングされにくい鍵の需要が急拡大した。 

 昨年前頭３枚目だった緑茶飲料「生茶」は引き続き好調

をキープしたが、これを追って、緑茶やウーロン茶などを

ベースにしたさまざまな茶飲料が発売され市場がさらに拡

大した。また、食パンでは、弾力に富んだ「もっちり」と
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した食感の「超熟」が人気を博した。いずれも売れ筋とな

ったのは、今までとひと味違った特徴をアピールした商品

だった。 

 芸能界では、新メンバーも加わってパワーアップしたモ

ーニング娘。 が多くのレギュラー番組やＣＭで大活躍し、

テレビドラマでは沖縄を舞台にした『ちゅらさん』が高い

視聴率をあげた。ドラマに登場した「ゴーヤーマン」とい

う人形が流行するなどの波及効果もみられた。 

 出版分野では、『金持ち父さん 貧乏父さん』『チーズ

はどこへ消えた？』といった変わったタイトルの自己啓発

本や、野球少年と生きる気力を失った中年男性との出会い

を描いた『十二番目の天使』が多くの人に読まれた。 

 女性のファッションでは、若者に大きな影響力を持つ浜

崎あゆみが好んで履いていたということもあって、股上が

浅いローライズ・ジーンズが大流行した。また、若い女性

のストッキング離れが進むなかで、片足ずつ小箱に入って

売られているという目新しさも手伝って「ステイフィット」

が快進撃を続けた。化粧品では、伸縮性があるジェルがし

わや毛穴などの凹凸を隠す部分補整料の「レヴュー マジ

カルチェンジ」 が売り上げを伸ばした。  

 均質な製品を大量に生産し販売することが時代の要請で

あった２０世紀が終わり、新しい２１世紀が始まった。人々

の価値観が多様化するなかで、地球環境の保護や持続可能

性の配慮が重要な課題としてクローズアップされるように

なった。大量生産・大量販売の産業システムに代えて、我々

はどんな社会の仕組みを作っていけばいいのか。混沌とし

てまだ先が見えないけれど、それでも、すべてのものが静

かに変わり始めた「はじまりの年」。２００１年はそんな

年だった。  

日本総研ビジコン 

 

2001 年新語・流行語大賞 
 

【年間大賞】 

米百俵／聖域なき改革／恐れず怯まず捉われず／

骨太の方針／ワイドショー内閣／改革の「痛み」 

空前の国民支持を背景に、説得力あるキャッチフ

レーズを駆使することで今年最多「流行語生みの親」

でもあった… 

受賞者：内閣総理大臣 小泉純一郎さん  

【語録賞】 

「人間ってなかなか死なないもんだ」  

九州沿岸から潮流に乗って流されて気がつけば房

総沖。九死に一生で救助されたときのヒトコトが話

題になった… 

受賞者：長崎県の漁船船長 武智 三繁さん 

「ファンの皆さま本当に日本一、おめでとうござ

います」 

リーグ優勝決定直後、意表をついた「喜びの第一

声」でスタンドの大勢のファンを大喜びさせた… 

受賞者：ヤクルトスワローズ監督 若松 勉さん 

【トップテン】 

「明日があるさ」 

現代のトレンドに合わせて歌詞を一新、絶望的な

不況感に打ちひしがれる日本人に「明日」への希望

を思い出させた… 

受賞者：Ｒｅ：Ｊａｐａｎ 

「ｅ-ポリティックス」 

今年の千葉県知事選で、候補者の支持擁立のよび

かけや選挙活動をすべて「ｅネット」の利用を試み

て注目された… 

受賞者：市民団体代表 天野外支子さん 

「狂牛病」 

牛肉コワイの風評被害が高まるなか、店頭で「お

願い 助けて下さい」と張り紙でお客に訴えて話題

となった… 

受賞者：ペッパーフードサービス代表 一瀬 邦夫

さん 

「塩爺（しおじい）」  

独特の風格と滋味に富んだ国会答弁などから小泉

内閣の「老一点」として隠し味として「塩味」をき

かす… 

受賞者：塩爺こと、財務大臣 塩川正十郎さん 

「生物兵器（ＢＣ兵器）」  

旧満州における７３１部隊の実態など「細菌兵器」

の歴史的考証を通じてＢＣ兵器の廃絶を訴えつづけ

る… 

受賞者：神奈川大学教授 常石 敬一さん 

「ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）」  

民間の立場からドメスティック・バイオレンスに

ついて実態調査や啓蒙活動など多くの実績をあげて

きた… 

受賞者：ＤＶ調査研究会（代表・吉浜美恵子さん） 

「ブロードバンド」  

インターネットの「大容量」時代を目前にして、

ブロードバンド事業進出で注目と期待を集めている

… 

受賞者：ソフトバンク株式会社代表 孫 正義さん 

「ヤだねったら、ヤだね」  

昨年リリースした曲が、今年の世相にマッチした

歌のフレーズもあって、そのアクションとともに大

ウケした… 

受賞者：演歌歌手 氷川きよしさん 

「ショー・ザ・フラッグ」  

受賞者：…（該当する受賞者なし） 

「抵抗勢力 」 

受賞者：…（受賞候補者が全員辞退のため、受賞者

なし） 

 

 


