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新年あけましておめでとうございます。 

旧年中は格別のご愛顧賜り、誠にありがとうござい

ます。 

本年も相変わらぬご助力のほどお願い申し上げます。 

平成 17 年元日  

 

 
 

会  長 ＪＪ３ＵＸＮ 長澤 道一 監  事 ＪＧ４ＪＢＴ 石原 美代子

副 会 長 ＪＬ３ＣＫＪ 西井 幸男 常任理事 ＪＭ２ＭＺＭ 芹沢 功司 

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 

 

                

 
 

2006 年度の漢字 

１年の世相を表す今年の漢字に「愛」が選ばれ、１２

日、京都市東山区の清水寺で、森清範貫主が特大の

色紙に揮毫（きごう）した。 

 日本漢字能力検定協会が全国から募集。８万５３２２

票が集まり、「愛」は４０１９票（４・７％）を集めた。 

 黒田清子さんと夫の慶樹さんとの結婚や、女子卓球の

福原愛さんの中国での活躍などが影響したとみられる。 

 

２位は改革の「改」、３

位は郵政の「郵」だっ

た。 
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１０大ニュース 

２００５年の「国内・海外１０大ニュース」が、読売新聞

の読者の皆さんの投票で決まりました。 

☆☆ 国 内 ☆☆ 

1 位 ＪＲ福知山線で脱線、１０７人死亡 

４月２５日朝、兵庫

県尼崎市のＪＲ西

日本・福知山線で、

快速電車が脱線し

てマンションに激

突した。乗客ら１０

７人が死亡、５５５

人が負傷し、鉄道

事故としては戦後４番目の大惨事となった。 

得票率 94.88％得票数 10,059  

2 位 愛知万博開催 

 ２１世紀初の国

際博覧会「愛・地

球博（愛知万博）」

が３月２５日、「自

然 の 叡 智 （ え い

ち）」をテーマに、

愛知県の長久手、

瀬戸の両会場で

開幕した。 

得票率 89.33％得票数 9,471 

3 位 紀宮さま、ご結婚 

 天皇家の長女、

紀宮清子（さやこ）

さまと、東京都職

員の黒田慶樹（よ

しき）さんの結婚式

が１１月１５日、両

陛下も出席され都

内のホテルで行わ

れた。 

得票率 84.83％得票数 8,994 

4 位 衆院選で自民圧勝 

 第４４回衆院選は

９月１１日投開票さ

れ、自民党が２９６

議席を獲得。公明

党と合わせた議席

が総定数の３分の

２を超す「巨大与

党」が誕生した。 

得票率 82.70％得

票数 8,768 

 

 

 

5 位 耐震強度偽装事件で大揺れ 

 １１月中旬、姉歯秀

次・１級建築士が構造

計算を手がけたマンシ

ョンやホテルで耐震デ

ータの改ざんにより、そ

の多くは震度５強で倒

壊する恐れがあること

が判明。 

得票率 79.79％得票数

8,459 

 

 

 

 

6 位 アスベスト関連死、続々と明るみ 

 大手機械メーカ

ー「クボタ」は６月２

９ 日 、 ア ス ベ ス ト

（石綿）を材料とす

る建材などの製造

工場で働いていた

社員らの間で、ア

スベストが原因と

見られる「中皮腫

（ちゅうひしゅ）」などにより、死者が多数発生していると

公表した。 

得票率 54.04％得票数 5,729 

7 位 郵政民営化関連法が成立 

 郵政民営化関連

法が１０月１４日の

参院本会議で、可

決、成立した。 

得票率 53.36％得

票数 5,657 

 

 

8 位 ロッテ、３１年ぶり日本一 

 プロ野球・千葉ロッテ

マリーンズが１０月２６日、

３１年ぶりの日本一を達

成した。 

得票率 47.88％得票数

5,076 

 

 

 

 

 

 

9 位 野口さん、宇宙へ 
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 米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）は７月２６日、野口聡一さんら

７人の宇宙飛行士を乗せたスペースシャトル「ディスカ

バリー」の打ち上げに成功した。 

得票率 47.04％得票数 4,987 

10 位 横綱朝青龍が史上初の７連覇 

 大相撲九州場所１４日目の１１月２６日、横綱朝青龍が

１５度目の優勝を決め、史上初の７連覇と年６場所完全

制覇を達成、涙で勝ち名乗りを受けた。 

得票率 39.43％得票数 4,180 

 

☆☆ 海 外 ☆☆ 

1 位 米南部に超大型ハリケーン 

 超大型ハリケーン

「カトリーナ」が８月２

９日、米南部のルイ

ジアナ州やミシシッピ

州などを襲い、米史

上最大級の被害をも

たらした。 

得票率 92.83％得票

数 5，738 

 

 

 

 

2 位 ローマ法王ヨハネ・パウロ２世が死去 

 １０億人のカトリッ

ク教徒の頂点に立

っていた第２６４代

ロ ー マ 法 王 ヨ ハ

ネ・パウロ２世が４

月２日、死去した。 

得票率 86.59％得

票数 5,352 

3 位 ロンドンで同時爆破テロ 

７月７日午前８

時５０分ごろ、ロン

ドン市内のキング

スクロス駅付近な

ど３か所の地下鉄

車両で、爆発が起

きた。 

得票率 81.75％得

票数 5,053 

4 位 パキスタンで大地震 

 パキスタン北部で１０月８日、マグニチュード７・６の地

震が発生し、カシミール地方を中心に約７万３０００人が

死亡、３００万人が家を失った。国連は緊急人道支援と

して各国に計５億４９６０万ドルの拠出を要請。同地方の

領有権を巡り対立してきたパキスタンとインドは１１月、

実効支配線（事実上の国境）を開放し、援助物資の受

け渡しを始めた。厳冬期を迎えた被災地は、道路や通

信網が寸断され、救援・復旧活動は難航している。 

得票率 76.41％得票数 4,723 

5 位 ＮＹ原油が高騰、初の６０ドルに 

 ニューヨーク原油市場

の先物価格が６月２３日、

１９８３年の取引開始以

来、初の１バレル＝６０ド

ルに達した。 

得票率 65.09％得票数

4,023 

 

 

 

 

 

6 位 仏の暴動、全土に拡大 

パリ郊外で警察官に追われたアフリカ系少年２人が

感電死した事故をきっかけに、１０月下旬から仏各地で

暴動が発生。１１月７日には死者も出て、仏政府は非常

事態を宣言、一部で夜間外出禁止令が発令された。社

会的な差別を受けるイスラム系移民２、３世の不満の強

さが浮き彫りになった。 

得票率 55.38％得票数 3,423 

7 位 米シャトル打ち上げ成功 

米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）は

７月２６日、２００３年のコロ

ンビア事故以来となるスペース

シャトル飛行再開１号機「ディ

スカバリー」の打ち上げに成功

した。 

得票率 49.89％得票数 3,084 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 位 ブッシュ米大統領が２期目就任 

 昨年１１月の選挙で

再選されたブッシュ米

大統領が１月２０日、

ワシントンで就任宣誓

し、２期目のブッシュ

政権がスタートした。 

得票率 48.68％得票

数 3,009 
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9 位 中国で鳥インフルエンザ死者 

 中国衛生省は１

１月１６日、安徽省

で鳥インフルエン

ザに感染した女性

が死亡したほか、

湖南省でも感染の

疑いのある少女が

死亡していたと発

表した。 

得票率 46.95％得票数 2,902 

10 位 北朝鮮が核保有認める 

 北朝鮮は２月１０

日、「自衛のため

の核兵器を製造し

た」と宣言、核保

有を初めて公式に

認めた。 

得票率 33.78％得

票数 2,088 

 

 

ヒット商品番付 

三井住友銀行グループのＳＭＢＣコンサルティングは

五日、恒例の今年の「ヒット商品番付」を発表した。 

 東の横綱に選ばれたのは二千二百万人の来場者を

記録した愛知万博。経済効果は七兆七千億円との試算

もある。これに対し、西の横綱は東京・秋葉原を拠点と

するオタク文化を象徴する言葉「アキバ」。アキバ系男

性を主人公とした「電車男」は、小説やテレビドラマ、映

画などで大ヒットした。 

 大関は簡易ホームページ「ブログ」。専門知識がなくて

も簡単に情報発信できるため、個人的な日記の公開や

社会問題に関する意見交換までさまざまな用途で使わ

れている。もう一つの大関は携帯音楽プレーヤー「ｉＰｏｄ

ファミリー」。昨年「ｉＰｏｄ」単独で関脇に入ったのに続き

二年連続の番付入りとなった。 

 関脇以下は女子ゴルフの宮里藍選手、矢沢あいさん

の人気漫画「ＮＡＮＡ」など。 

 

東  西 

 愛知万博 横綱 アキバ  

 ブログ 大関 
「iPod」ファミリ

ー 
 

殊 宮里藍 関脇 『NANA』  

敢 
寒天ダイエット

料理 
小結 

「AQUOS」VS

「VIERA」 
技

 LOHAS 前頭 1 
生鮮百円コン

ビニ 
 

 
「のどごし＜生

＞」 
前頭 2 

「氷結」VS「－

196℃」 
 

 
スチームオー

ブンレンジ 
前頭 3 

「ニンテンドー

DS」VS「PSP」 
 

 『ごくせん』 前頭 4 
『さおだけ屋は

なぜ潰れない
 

のか?』 

 
手ぶれ防止デ

ジカメ 
前頭 5

「写ルンです

Night&Day」 
 

 ETC 前頭 6
家庭用光ファイ

バー通信 
 

技…技能賞 敢…敢闘賞 殊…殊勲賞 「」…商品名 

『』…書籍名・作品名 

 

＜今後の注目株＞ レクサス FIFA ワールドカップドイ

ツ大会 

2005 年は、景気の回復基調がはっきりしてきたにもか

かわらず、個人の消費行動が多様化し、各分野ごとの

競争も激化したために大型のヒット商品は現れなかった。

しかしそのようななかでも、愛知とアキバが情報の発信

地として熱かった 1 年だったといえる。 

 

成功した愛知万博とさまざまな話題を提供したアキバ 

「自然の叡智」をテーマに掲げた愛知万博は、当初

目標の 1500 万人を大きく上回る 2200 万人の来場者が

あり、大成功のうちに閉幕した。愛知万博協会が試算し

た経済効果は 7 兆 7000 億円に及び、公式キャラクター

「モリゾー＆キッコロ」を中心としたライセンスビジネスで

も大成功をおさめた。また産業面で愛知県は、製造品

出荷額日本一、有効求人倍率日本一、花き総産出額

日本一など、今、日本で一番ホットな地域である。 

一方アキバは、つくばエクスプレスの開通、ヨドバシカ

メラマルチメディア Akiba の出店、インターネットの匿名

掲示板「2 ちゃんねる」から生まれた『電車男』の大ヒット、

アキバ系オタクと呼ばれる人たちの台頭、メイド喫茶の

繁盛など、さまざまな話題を提供した。 

情報発信を始めた個人 

個人の日記風ホームページであるブログが爆発的に

広まっている。最大手「MIXI」の会員数が 100 万人を超

え、その他の大手運営会社の会員も軒並み数十万人

の規模になっている。年齢も下は小学生から上は高齢

者まで、老いも若きも毎日のように自分のブログを更新

している。普及の最大の理由は、ホームページを作る知

識がなくても簡単に開設することができる敷居の低さに

あり、新しい情報発信ツールを手に入れたことで、個人

がどんどん情報を発信し始めている。 

快走する「iPod」 

昨年もヒット商品番付の関脇にあげられたアップルコ

ンピューターの「iPod」は、今年に入って驚くほど小型の

「iPod shuffle」、「iPod nano」、ビデオも再生できる新型

「iPod」と次々と新製品を発表して他社製品を圧倒した。

また、音楽配信サービス「iTunes Music Store」も、8 月に

日本語版のサービスが開始されると同時にダウンロード

が殺到し、まさに「iPod」ファミリーがデジタルポータブル

プレーヤーの市場を席巻した一年であった。 

熾烈なシェア争い 

2003 年からヒット商品番付上位に登場してきた薄型

大型テレビは、1 インチ１万円を切る機種も登場しさらに

普及に弾みがついてきた。液晶かプラズマかという迷い

が消費者にあり、「AQUOS」 VS 「VIERA」の熱い商戦

が続いている。 

酒税法上「その他の雑種 2」に分類され酒税が安い
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第 3 のビールも、昨年ヒットした「ドラフトワン」に追随して

各社が新製品を投入、そのなかでも「のどごし＜生＞」

がトップシェアを奪った。お酒のなかでも成長分野であ

る缶チューハイ市場では、圧倒的シェアを握る「氷結」

に「－196℃」が挑戦し、「氷結」VS「－196℃」の競争が

続いた。 

また、ポータブルゲーム機の分野では「ニンテンドー

DS」VS「PSP」の一騎打ちの形となったが、人気ソフトの

充実度に勝る「ニンテンドーDS」が一歩先に出た。 

売り場面積はコンビニ並みで 100 円という均一価格で生

鮮食品を販売する生鮮百円コンビニは、SHOP99 の売

上が 2001 年 3 月期に 61 億円だったものが、2005 年 3

月期には 545 億円へと急拡大した。これに追随して、ロ

ーソン、am／pm、スリーエフなどが同じような業態の店

を出店して新たな競争が始まっている。 

気がつけば大ブレイク 

ワールドカップ第 1 回大会や日本女子オープンを制

した宮里藍の人気もすごい。宮里以外にも若手女子プ

レイヤーが次々と台頭し、女子プロゴルフ界全体が脚光

を浴びている。 

漫画と映画で今年大きな話題となったのは、メジャー

デビューを目指すボーカリストの大崎ナナと、恋人を追

って上京した小松奈々が一緒に暮らす姿を描いた

「NANA」である。 

また、人気テレビ番組で「ダイエットにいい」と紹介さ

れたことから「寒天」ダイエット料理が大評判になり、寒

天の注文が殺到して長野県などの産地を慌てさせた。 

完全にアナログカメラの地位を奪った感のあるデジカメ

では、今年は手ぶれ防止デジカメに人気が集まった。

一方アナログでは、レンズ付きフィルム「写ルンです 

Night&Day」が、夜景を綺麗に撮れることから、発売後 2

年間で 1000 万本を売り上げる大ヒットとなった。 

調理家電製品の分野では、スチームオーブンレンジ

が大ヒットした。300 度の水蒸気で調理する「ヘルシオ」

が食品の脂や食塩を落として健康にいいとヒットし、その

後に発売された「スチームエレック」はさらにこれを超え

る大ヒットとなった。また、高速道路での自動料金収受シ

ステム（ETC）のセットアップ累計が 900 万件を突破し、

利用率も 50％を超えた。 

ブロードバンドの契約者数が 2000 万件を超えたが、

そのなかでも家庭用光ファイバー通信の普及スピード

が速く、前年同期比 94％の高い伸びとなった。 

テレビドラマでは、仲間由紀恵主演の『ごくせん』が最終

回視聴率 32.5％という人気を博し、新書では、『さおだ

け屋はなぜ潰れないのか?』が 110 万部のミリオンセラー

となった。 

個人の生き方にも新しい変化が生まれている。

LOHAS は、ライフスタイルズ・オブ・ヘルス・アンド・サス

テナビリティの頭文字で、LOHAS を前面に打ち出した

住宅や店舗などが数多く登場し、LOHAS をテーマにし

た雑誌「ソトコト」も多くの人に読まれている。 

本表は相撲の番付の形式を採用しているため、「東」

と「西」に別れていますが、選ばれた商品と地理的な東

西の関係はいっさいありません。対象となる商品は、個

別の商品だけでなく一定のカテゴリーの商品群や人物・

社会現象などを含みます。番付の順位は、出荷台数・

売上高等の実績だけでなく、その商品がマーケットに与

えた意義やインパクト・今後の成長性などを総合的に判

断して決定しました。 

 

今年の流行語大賞 

 今年一年の世相を反映した言葉を選ぶ「ユーキャン流

行語大賞」（「現代用語の基礎知識」選）が 1 日発表され、

武部勤自民党幹事長の「小泉劇場」、ニッポン放送株

争奪戦で堀江貴文ライブドア社長が口にした「想定内

（外）」の 2 語が大賞に選ばれた。 

 堀江社長と武部幹事長は昨年も「新規参入」「サプラ

イズ」人事でトップテン入りしており、2 年連続。 

 東京都内で行われた表彰式で、武部幹事長は司会者

に「来年もぜひ来てください」と言われると、「口は災い

のもとですから」と笑って断り、会場を沸かせた。堀江社

長は「上半期に言った言葉が選ばれるなんて『想定

外』」。 

 お笑い芸人のレイザーラモン HG さんが腰を振りなが

ら叫ぶ芸「フォーー！」、郵政民営化反対候補の対抗馬

「刺客」、小池百合子環境相らが呼び掛けた「クールビ

ズ」、千葉ロッテ・マリーンズを 31 年ぶり日本一に導いた

ボビー・バレンタイン監督の手腕を例えた「ボビーマジッ

ク」もトップテン入り。 

 ほかに、おしゃれな中高年の呼称「ちょいモテオヤジ」、

IT（情報技術）ベンチャー創業者として成功したヒルズ

族などの総称「富裕層」、インターネット上で書き込める

日記「ブログ」、秋葉原を中心に、美少女キャラクターを

ほめる「萌え～」も選ばれた。  

 

2005 年間大賞 

小泉劇場 

受賞者：武部勤（自由民主党幹事長）ほか４名 

2005年9月

の衆院選は、

小 泉 首 相 の

意図するせざ

るに関わらず

「 造 反 」 「 刺

客」「くのいち

候補」の登場、

郵 政 民 営 化

問題に絞られ

た単純な争点などにより、さながら「小泉劇場」の態をな

した。その結果「小泉一人勝ち」。 

2005 年間大賞 

想定内（外） 

受賞者：堀江貴文（ライブドア社長） 

 ライブドア堀

江貴文社長が、

その負けず嫌

いな性格から

フジ VS ライブ

ドア騒動の中

で 連 発 し た 。

簡単な言葉に

翻 訳 す れ ば

「そんなことわ
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かってますよ」。 

2005 トップテン 

クールビズ 

受賞者：小池百合子（環境大臣） 

 2005 年夏、政府

が主導した軽装運

動。ネクタイを外し、

上着を脱ぐことで、

冷房の温度設定

を上げようというも

の。ネクタイ業者

に配慮したためか、

秋口からはウォー

ム・ビズが提唱さ

れている。 

 

2005 トップテン 

刺客 

受賞者：該当者なし 

2005 年 9 月の衆

院選、小泉首相は、

郵政造反組の自民

党候補者に対し、

造反を理由に公認

を与えず、対立候

補を立てた。綿貫

民輔、亀井静香、

堀内光雄、小林興

起などに当てられた強力候補は「刺客」とよばれた。 

2005 トップテン 

ちょいモテオヤジ 

受賞者：岸田一郎（ＬＥＯＮ編集長） 

岸田一郎編集

長率いる月刊ファ

ッ シ ョ ン 雑 誌

『 LEON 』 （ 主 婦 と

生活社）が繰り出

すコピー群とその

周辺文化。02 年

に特集された「モ

テるオヤジの作り

方」を皮切りに 30～50 代男性に向け「チョイ不良（ワル）

オヤジ」などのフレーズを生み続けている。 

2005 トップテン 

フォーー！ 

受賞者：レイザーラモンＨＧ（タレント） 

お笑いコンビ・レ

イザーラモン(住谷

正樹と出淵誠)の住

谷がハードゲイに

扮し、レイザーラモ

ンＨＧとしてテレビ

に登場したところ大

ブレイク。独特の腰

の動きを真似して

親に頭をたたかれる子どもが続出。もちろん子どもの答

えは「ＯＫわかりましたフォーー！」。「フォー」（正確には

「フー」）はその持ちネタ。 

2005 トップテン 

富裕層 

受賞者：田中嘉一（すみしんウェルスパートナーズ社

長） 

「金持ち」という

名称に阿漕さが

臭うため「高額所

得者」と言い換え

られ、さらに色を

薄めた「富裕層」

になった。〔現代

用語 2006・社会

風俗用語〕 

2005 トップテン 

ブログ 

受賞者：カズマ（「鬼嫁日記」のブロガー） 

ウェブログ(Web-log)の略称。従前よりは格段に容易

に、また低コスト（ときに無料）で、個人がウェブ上に日

記や写真等を公開・更新できるため大人気。他のブログ

と連携するトラックバックなど機能も十分。 

 

2005 トップテン 

ボビーマジック 

受賞者：サブロー、今江敏晃（千葉ロッテマリーンズ） 

 
2005 年プロ野球日本一に輝いた千葉ロッテ・マリーンズ

のボビー・バレンタイン監督の采配、選手起用等への賛

辞。ロッテナイン（とりわけ前任時に育成された選手や今

回抜擢された若手）を指してボビーチルドレンとも。 

2005 トップテン 

萌え～ 

受賞者：完全メイド宣言（秋葉原のメイドさんグループ） 

 

「ある事物に対して、

深い思いを抱く」こ

とをさす「萌え」は、

2005 年にはおたく

世界を越え、かなり

一般化。萌え業界、

萌え銘柄、もえた

ん、萌え株本、萌

え属性などさまざまな使われ方をしている。 

 

 


