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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 20 年元日 

 

全国 84 愛好会 本部理事一同  

 

 

 

 

新しい夢に向かって 

幸多き新春を迎えられたこととお慶び申し上げます。 

旧年中はひとかたならぬご厚情を賜り、誠にありがと

うございました。 

本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

さて、今年の世相を一文字で表す年の瀬恒例の

「今年の漢字」が「変」に決まり、清水寺（同市

東山区）で発表されました。 

選ばれた理由は、 

・日本の首相が短期間で交代 

・米国の次期大統領に変革を訴えたオバマ氏が 

決まった 

・株価が暴落した世界経済の大変動 

・物価上昇による生活の変化 

などが挙がりました。 

一方、アマチュア無線に目を向けてみると、無

線従事者資格を取得するための方法の一つであ

る養成課程について、営利法人等が実施施するも

のであっても認定が可能となりそうです。  

また、宇宙に目を向けると、安易にアマチュア

無線機を使った超小型アマチュア衛星と呼ばれる 

 

衛星が一大学にひとつの時代になり、大挙してス

ペースデブリ（宇宙ゴミ）を巻き散らかしていま

す。 

私達は、変動のスピードに敏感に対応し、アマ

チュア無線を楽しく楽しめる為の環境作りにな

お、一層の努力をいたしましょう。 

新年そうそうに暗い話に成りましたが、明るく

嬉しい話も沢山有ります。 

JARL 会長 原 昌三氏からの文章を転載しま

したので、大いに夢を膨らましてください。 

JJ3UXN 長澤 道一 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 年の瀬もいよいよ押し詰まりましたが、皆様に

おかれましてはご清栄のこととお慶び申し上げ

ます。 

 さて、アマチュア無線の方に目を向けますと、

非常に明るいニュースが飛び込んできました。 

 総務省が、アマチュア局に関する規定整備のた

め、無線設備規則等の一部を改正する省令案を公

表し意見募集しています。 

 具体的には、7MHz 帯の拡大に関するもの〈7,0
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00kHz～7,100kHzを7,000kHz～7,200kHzに拡大す

る）、長波帯 135kHz の分配に関するもの（135．

7kHz～137．8kHz をアマチュアバンドとする）、1,

9MHz 帯における狭帯域データ通信に関するもの

（1,907.5kHz～1,912.5kHz で PTTY や PSK31 など

のデジタルモードでの通借ができるようにする）

といったものです。 

 特に、JARL として長年要望していた 7MHz 帯の

拡大がいよいよ現実のものとなり、非常に喜んで

いるところです。 

 一方、太陽活動における黒点の増減は 11 年周

期と言われていますが、サイクル 23 については

盛期からすでに色年半を経過しているものの、

一向に上昇のきざしが見えてきません。 

情報通信研究機構（NICT）の宇宙環境計測グルー

プは、昨年初めに太陽の磁場構造が変化し、新し

い活動周期に見られる極性の黒点群があらわれ、

サイクル 24 が始まったと報じましたが、その後

は長期間「無黒点」の月が続いています。 

2008 年 11 月末にも、まだ、上昇のきざしが見え

てきていません。 

 

一日も早く、黒点数が上向きになることを切に念

願しています。 

 また、法人改革についてですが、公益法人改革

関連三法が昨年 12 月 1 日に施行されました。我

が国の社団・財団法人の総数は、約 26,000 と言

われていますが、今後 5年の間に新制度に移行し

なければなりません。JARL としても委員会を作り、

それに対応すべく検討をおこなっています。 

                     

     原  昌 三（JA1AN） 

 

スペースデブリ（space d

ebris、デブリ）または宇

宙ゴミ（うちゅうゴミ）

とは、なんらかの意味が

ある活動を行うことなく

地球の衛星軌道上〔低・

中・高軌道〕を周回して

いる人工物体のことであ

る。宇宙開発に伴ってそ

の数は年々増え続け、対策が必要となっている。 

JAXA によると、周回中の衛星は約 3000 個以上あり、10cm

以上のスペースデブリは 9000 個以上もあるそうです 

JARL アイボールミーティング  

 12 月 3 日、東京都港区の青山ダイヤモンドホー

ルで、2008 年の JARL アイボールミーティングが

開催されました。 

 当日は、逢沢一郎衆議院議員、小野清子前参議

院議員（元国家公安委員長、7M3URU）、中原 爽

前参議院議員（JA1BNB）、総務省関東総合通信局

の岡崎邦春無線通信部長をはじめ、アマチュア無

線界に関連深い方々など120名の出席がありまし

た。 

 アイボールミーティングは原会長（JA1AN）の

開会挨拶でスタートし、会長は挨拶の中で「来春、

JARL として悲願であった 7MHz 帯の拡大が実現さ

れ、また併せて長波帯 135kHz の配分も現実のも

のとなろうとしています。また、JARL の会員数は

これまで漸減傾向を示していましたが、 近にな

って、ようやく歯止めがかかった傾向が伺われま

す。このことから 2009 年はアマチュア無線の世

界にとって、非常に重要な年でもあり、出席者の

皆様にはアマチュア無線界のために今後もより

一層のご尽力をいただきたく思います」と語りま

した。 

 原会長の挨拶に続いて、席上では本年 4 月 29

日の春の叙勲で、旭日大綬章（きょくじつだいじ

ゅしょう）を受けた、小野清子氏に JA1EYL 山田

千鶴恵さんからお祝いの花束の贈呈がおこなわ

れ、小野氏から祝辞とお礼の言葉をいただきまし

た。 

 

 引き続き、逢沢一郎衆議院議員から「アマチュ

ア無線は、インターネットの世界と違って、匿名

性のないコミュニケーションであるところがす

ばらしい。今後のアマチュア無線の発展に期待し

ている」との祝辞をいただきました。 

 続いて、中原 爽前参議院議員から祝辞をいた

だき、その後日本アマチュア無線機器工業会の塩

畑一男会長の乾杯の音頭を取り開会。 

 開会の後、アメリカ電気電子学会（IEEE）の E

MC ソサエティーから IEEE の EMC（環境電磁工学）

研究の分野において著しい貢献があったソサエ

ティーのメンバー1 名に付与される、環境電磁工

学の分野では も権威ある「ロレンスＧ．カミン

グ賞」を受賞された JA1XF 芳野赳夫氏（電気通信

大学名誉教授、JARL 電磁環境委員会委員長）に、
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JF1IZM 田中靖子さんから、お祝いの花束の贈呈が

おこなわれるなど、終始和やかな雰囲気の中、盛

会の内に終了しました。  

 

流行語大賞 

 「2008 ユーキャン新語・流行語大賞」が 1 日、

発表され大賞に「アラフォー」「グ～！」の 2つ

が選ばれた。 

 記念撮影で登壇した天海が、隣の上野投手と

「今年はみんな女性だね！」と顔を見合わせた。

今年で 25 回を数える流行語大賞。現在の大賞 2

つと審査員特別賞の3賞を制定するようになった

1994 年以来、受賞者を女性で独占したのは初めて

だ。 

 女性の 3賞独占について、選考委員のコラムニ

スト・神足裕司氏は「女性は“婚活”なども含め

て、つらい境遇にあっても笑って冷やかすたくま

しさがある。男は世の中が悪いと嘆くだけ。この

傾向は今後も続くのでは」と分析。来年も「グ

～！」なアラフォーが、世の中を引っ張っていき

そうだ。 

2008 年間大賞 

◆グ～！ 

受賞者：エド・はるみ（お笑い芸人） 

 

女優、コンピューターインストラクター、マナー講

師など異色の経歴をもつ新人お笑い芸人エド・はる

みによるギャグ。フォーマルな出で立ちで両手の親

指を突き立て、突然「○○グ～！」と声を上げる。 

2008 年間大賞 

◆アラフォー 

受賞者：天海祐希（女優） 

 

天海祐希主演の金ドラ『Around40』から広がったこ

とばで、40歳前後のこと。特に女性を指す。ＣＤ業

界など、アラフォー世代に的を絞ったさまざまな商

品がヒットしているのもまさに今の時代を反映して

いる。 

2008 審査員特別賞 

◆上野の 413 球 

受賞者：上野由岐子（ソフトボール選手） 

 

北京オリンピックの女子ソフトボールで、エース上

野由岐子投手が準決勝のアメリカ戦・3 位決定戦・

決勝戦と 2 日間に 1 人で投げ抜いた投球数。日本ソ

フトボール界にとって念願の金メダルを獲得する原

動力となった。 

～～～～ 2008 トップテン ～～～～ 

◆居酒屋タクシー 

受賞者：長妻昭（衆議院議員） 

深夜に帰宅する霞が関の官僚が、利用するタクシー

の運転手からビールやおつまみに加え現金や金券も

受け取っていたという新種の公務員不祥事。民主

党・長妻昭議員の調査で、17 省庁の約 1400 人が受

け取ったことが判明。 

◆名ばかり管理職 

受賞者：高野広志（日本マクドナルド店長） 

 

日本マクドナルドの現役店長が未払い残業代と慰謝

料を求めて訴訟を起こしたことから、権限も報酬も

ないまま社員を管理職の地位に就け、残業代や休日

出勤手当を払わない会社やチェーン店の実体が明ら

かになった。 

◆埋蔵金 

受賞者：中川秀直（元自民党幹事長） 

 

「埋蔵金」論争のきっかけは、「自民党財政改革研

究会」が 2007 年にまとめた報告書にある。特別会計

の積立金を埋蔵金にたとえて、特別会計を見直せば

数十兆円単位で金が捻出できるという議論である。 
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◆蟹工船 

受賞者：長谷川仁美（ブックエキスプレス ディ

ラ上野店店員） 

 

小林多喜二によるプロレタリア文学の代表作（昭和

4年 発表）のタイトル。オホーツク海上の蟹工船で

酷使される貧しい労働者達の群像劇が、格差・ワー

キングプア等の現代日本の社会問題と重なり、発表

から約 80 年後の今年ブームとなった。 

◆ゲリラ豪雨 

受賞者：石橋博良〔（株）ウェザーニューズ 代

表取締役〕 

 

いきなり局所的に発生する集中豪雨。予測が難しい

ことからこう呼ばれる。正式な気象用語ではなく、1

970 年代にはすでに新聞等で使われていたが、近年

の豪雨の多発によりマスコミではすっかり定着した。 

◆後期高齢者 

受賞者：山崎英也（マスターズ陸上競技選手） 

 

新医療制度施行にともない、国が 75 歳以上の高齢者

のことを指して名づけた名称。年金からの保険料天

引きなどさまざまな面での負担増、名称に対する反

発が強く、「長寿」と呼び変えたが新しいネーミン

グはなかなか普及せず。 

◆あなたとは違うんです 

受賞者：受賞候補者辞退のため、該当者なし 

前年の安倍首相に続き、突然の辞任劇となった福田

康夫首相は、「国民からは他人事のように見えるが」

との質問に対し「私は自分自身を客観的に見ること

ができるんです。あなたとは違うんです」と気色ば

んで答え、話題を呼んだ。 

 

今年の漢字 

平成 20 年の世相を表す漢字は「変」 

日本漢字能力検定協会が公募で選ぶ「今年の漢

字」に「変」が選ばれ、12 日、京都市東山区の清

水寺で、森清範貫主が縦約 1.5 メートル、横約 1.

3 メートルの和紙に文字を大きく揮（き）毫（ご

う）した。 

株価暴落や円高ドル安など金融情勢の変動や、

異物混入に代表される食の安全性に対する意識

の変化、日本の首相や米大統領の交代など、政治

的な変革などが理由。さらに、ノーベル賞受賞や

北京五輪など、日本人の活躍に良い変化があった

こともあり、良くも悪くも変化が多い 1年で「来

年は良い年に変えていきたい」という待も込めら

れた。 

全国から過去 多

の11万 1208通の応募

があり、「変」は 603

1 票（5.42％）で 1位。

2 位が「金」、3 位が

「落」。以下、「食」

「乱」などが続いた。 

 

 

 

 

 
 

冬晴れの下、今年の漢字「変」が書 

き上げられた京都市東山区・清水寺 

 

2008 年ヒット商品番付 

SMBC コンサルティングが 2008 年のヒット商品

番付を 27 日（木）に発表。 

注目された横綱は「該当なし」となり、景気の

減速や、価格の高騰、食の安全に対する不信感な

どから「消費者に生活防衛意識が芽生えた」（同

社）というこの一年を象徴する番付となった。 

なお大関には『アウトレットモール』と『5 万
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円パソコン』。続いて関脇には『篤姫』と『花畑

牧場「生キャラメル」』、小結には『ランニング

＆自転車』と『Wii fit』がそれぞれ位置してい

る。 

東  西 

該当なし 横綱 該当なし 

アウトレットモー

ル 
大関 5 万円パソコン 

『篤姫』 関脇 花畑牧場「生キ

ャラメル」 

ランニング＆自転

車 
小結 「Wii Fit」 

「モンスターハン

ターポータブル 2n

d G」 

前頭 1 『崖の上のポニ

ョ』 

「おむすび山 

赤飯風味」 
同 2 北京オリンピック

ブルーレイレコー

ダー 
同 3 鉄道博物館 

ニコン「Ｄ90」 同 4 Ｈ＆Ｍ 

鍋の素 同 5 
「クロスウォーカ

ー」 

おバカキャラ 同 6 
血液型・自分の説

明書 

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＞ Google 携帯、ドラゴンクエス
ト最新作、付加価値ツアー  

 2008 年は、景気減速、原油高、金融信用不安に加

え食の安全の脅威が襲い、消費者に生活防衛意識が

芽生えた。そこで浮ついた消費マインドを引き締め、

生活の原点に回帰し、「商品」「ブランド」「買う

場所」を根本的に見直して選択し、「収入」と「時

間」を集中した。そこで、改めて見直されたのは「家

庭」であり、消費は「家チカ（家の近く）」や「家

ナカ（家の中）」を中心に進んだ。 

横綱不在時代の幕開けか？ 
10 年前の 1998 年のヒット商品番付は、『消費マ

インドが冷え込み、5 年ぶりの「横綱不在」の年と

なった』という解説で始まった。2008 年も、社会に

インパクトを与える実力と人気を併せ持つヒット商

品は見当たらず、横綱不在の年となった。10 年前は、

その後 3 年間横綱不在が続いたが、今回も大型ヒッ

ト商品が生まれにくい環境は続くと思われる。だが、

それは消費の冷え込みを示すのでなく、選択の対象

が変わったとみるべきであり、消費者の心をとらえ

るヒット商品は必ず生まれてくるだろう。  

生活の原点を見直す 
2008 年 4 月、埼玉県に開業した「三井アウトレッ

トパーク入間」には首都圏の消費者が殺到し、周辺

道路が大渋滞して話題に。また秋には仙台で相次い

で 2 箇所に開業するなど、ブランド品が低価格で買

え、レジャー施設として 1 日楽しめるアウトレット

モールブームが起きた。また、使わない機能を削ぎ

落とした小型・軽量のミニノートＰＣ5 万円パソコ

ンが、買い替えや 2 台目需要を喚起。参入メーカー

は 20 社に達したのに加え、2008 年 10 月の販売数量

では、ノートパソコン全体の 25%を占めるなど、急

激な勢いでマーケットシェアを伸ばしている。  

お金を使わずに楽しんだ消費者 
 生活防衛意識を持った消費者は、足元を見渡して

「家チカ」や「家ナカ」の魅力に気づいた。レジャ

ーを「家チカ」の行楽地や「家ナカ」のバーベキュ

ーやホームパーティですませれば、移動にかかる費

用をリッチな食事に回すことができる。「家チカ」

「家ナカ」を家族で楽しむ時に必要なものは、世代

を問わず話題にできる共通のコンテンツとなる。 

 2008 年のＮＨＫ大河ドラマ『篤姫』は、1 月 6 日

の放送開始以来、常に視聴率 20％以上を記録した。

主演の宮崎あおいの人気と、わかりやすいストーリ

ー展開で、視聴者は世代を超えて広がった。『篤姫』

の故郷・鹿児島への経済効果は、200 億円以上とも

言われる。 

 食品偽造事件が相次ぐ中、本物・安心に目を向け

た消費者が注目したのは、タレントの田中義剛氏が

牧場長を務める北海道十勝の「花畑牧場」。厳選さ

れた素材を使って手作りされる「生キャラメル」は、

1箱 12 粒入りで 850 円と高めにもかかわらず、千歳

空港では行列をつくり入荷しだい即刻売れ切れ状況

が続いた。さらに08年6月に楽天市場に出店すると、

発売後 2分間で完売するなど人気が過熱。 

 消費者は、「家ナカ」にある薄型テレビ、DVD レ

コーダー、Wii などのゲーム機器など、生活を楽し

むインフラが整っていることに目を向けた。そこに

登場した「Wii Fit」は、専用ボードに内蔵したセン

サーにより、家族全員でゲームを楽しみながら「家

ナカ」でフィットネスや運動ができるゲーム機器。2

007 年 12 月 1 日の発売以来、2008 年 9 月末までに 2

60 万本を売るヒット商品となった。 

 「東京マラソン」の登場で、都市部ではマラソン

ブームが起きていたのに加え、2008 年 4 月から始ま

った企業のメタボ健診義務化の影響も重なり走る人

が急増。マラソンシューズやウェア、自転車の販売

数が伸びている。ガソリンの価格高騰により、通勤

でも自動車から乗り換える人も続出。都市部では「ラ

ンニング＆自転車」のライフスタイルが台頭した。  

小粒ながら、家チカ・家ナカのニーズを満たす 

通信機能を使って複数のプレイヤーが協力して共通

のモンスターを倒す PSP ゲームソフト「モンスター

ハンターポータブル 2nd G」は、2008 年 3 月の発売

後、約半年間で 240 万本を販売。家族で共通の話題

にできる「邦画」にも、注目が集まった。「ザ・マ

ジックアワー（興行収入 50 億円）」「劇場版「相棒」

（興行収入 45 億円）に引き続き、『崖の上のポニョ』

の興行収入は、トータルで 150 億円となる見通し。

同様に、スポーツ観戦も世代を超えた話題を提供す

る。2008 年に開催された「北京オリンピック」では、

スポーツ選手のアイドル化が進み、消費者はアスリ

ートの活躍に「家ナカ」で一喜一憂した。2008 年 2
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月に光ディスクの規格争いが終わり、絶好の販売チ

ャンスとみた量販店などではブルーレイレコーダー

の専門コーナーを設け、「ブルーレイ元年」として

拡販を続けた。 

 もち米を使用した特殊製法により、温かい普通の

ご飯（うるち米）に混ぜるだけで赤飯のような食感

になる「おむすび山 赤飯風味」は、発売 2ヶ月間で

300 万袋を突破。これは赤飯風おむすび 1200 万個分

に相当する。さいたま市大宮区に 2007 年 10 月にオ

ープンした「鉄道博物館」は、入館者数は当初の見

込みを大きく上回り1年間で188万4400人となった。 

 2008年9月に一眼レフカメラで世界初の動画撮影

機能を搭載したニコンの中級機「D90」は、カメラ再

入門者や新規ユーザーの支持を得てデジタルカメラ

市場が伸び悩む中でも好調な売れ行きを見せている。

百貨店の婦人服売り場の売り上げが 1 年以上前年を

下回る中で、スウェーデンのアパレルブランド「H

＆M」が日本初上陸し、銀座店がオープン。長い行列

が話題に。同 11 月に原宿へ出店、こちらも長い行列

ができた。 

 「家ナカ」の定番として、カレー鍋が人気を集め

ている。食品加工大手が鍋の素市場に相次いで参入

し、鍋ブームを作り出した。鍋の素のバリエーショ

ン拡大が、「家ナカ」重視の消費者ニーズをとらえ

てヒットしたといえる。 

 着用して歩くことで歩幅が広がり、エクササイズ

につながる高機能下着「クロスウォーカー」は年間

販売目標 20 万枚を発売 2ヶ月で突破、約 7ヶ月で 5

0 万枚を販売した。 

 フジテレビのクイズ番組から飛び出した「おバカ

キャラ」のタレントたちは、世間があきれる位の珍

回答を出すおバカっぷりだが、愛されるキャラクタ

ーで「家ナカ」を和ませて人気に。 

 血液型別に自分の性格を他人にわかりやすく説明

するテーマで出版された「B 型自分の説明書」（文

芸社）。2008 年 8 月の「Ｏ型自分の説明書」で 4タ

イプが揃い、「血液型・自分の説明書」シリーズ累

計として 500 万部のベストセラーとなった。他人と

のコミュニケーションのため、互いの性格への理解

を進められる点が人気となっている。  

横綱不在を阻止するヒット商品は何か 
 今年の傾向によると、消費者が「選択と集中」を

進めるときの基準は、「価格」「安全」「エコ」「健

康」「交流（つながり）」であった。これは来年も

続くとみられ、ヒット商品もこれらのテーマから生

まれることだろう。特にこれらのテーマで画期的な

イノベーションが起これば大ヒット商品になる可能

性がある。 

 2006年10月から始まった番号ポータビリティ(MN

P)制度により、各携帯電話会社が 2 年間の長期連続

契約を導入したため、買い替え需要にストップがか

かっていた。その期限が終わる 2009 年は、携帯電話

の新機種購入ラッシュとなるであろう。さらに、パ

ソコン並みの性能を持つ「Google 携帯」が発売され

る等、高性能な多機能携帯電話（スマートフォン）

の登場も見込まれ、「iPhone」VS「Google 携帯」VS

「新スマートフォン」の競争に注目が集まる。 

 景気後退のときは価格の割に娯楽性が高いゲーム

が流行する。シリーズ累計で 4600 万本以上のセール

スを記録している RPG「ドラゴンクエスト」シリー

ズ 新作、『ドラゴンクエスト IX 星空の守り人』

の発売が 2009 年 3 月と決定。どこまで販売数を伸ば

すかに注目が集まる。 

 輸出企業が円高で苦しむなか、割安感がでてきた

海外旅行でも、燃料チャージがかからない近距離の

海外ツアーが人気となるか。国別では、特に韓国に

注目。韓国ブランドの安価で高品質の化粧品は現在、

人気を集めており、韓流ブーム後から日本でも徐々

に市場を開拓してきた韓国の人気スターも脚光を浴

びるかもしれない。また、不況の中で、団塊世代の

購買力に期待がかかる国内旅行では、「料理」「楽

器」「落語」などをマスターするプチ研修型ツアー

や、ここ数年、急増している「ご当地検定」を受け

て合格するツアーなど、単なる観光旅行を超えた「付

加価値ツアー」に期待。 

 

テディベア 4体が「宇宙飛行」 

英ケンブリッジ大学（Cambridge University）

は 5日、特製の宇宙服で着飾ったテディベア 4体

を「宇宙飛行」させる実験が今週成功したと発表

した 

 

英ケンブリッジ大学（Cambridge University）

は 5日、特製の宇宙服で着飾ったテディベア 4体

を「宇宙飛行」させる実験が今週成功したと発表

した。 

実験を行ったのはケンブリッジ大学の学生が

つくる宇宙飛行クラブ。テディベアを乗せたヘリ

ウム気球は同大学のチャーチル校（Churchill Co

llege）を飛び立った。気球は複数のカメラ、GPS
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（衛星利用測位システム）装置、コンピューター、

無線機などを搭載し、2時間 19 分の飛行で高度 3

0 キロまでを往復した。 

 子どもたちに積極的に科学に関わって欲しい

との宇宙飛行クラブの取り組みにより、地元小学

生が宇宙服をデザインした。 

 4 着の宇宙服はそれぞれ異なる小学生グループ

がデザインしたが、摂氏マイナス 53 度の極寒状

態において、どれが一番テディベアの温度下落を

防いだかを調べた。 

 クラブの主任技師、イアン・ウォー（Iain Wau

gh）さんは、「子どもたちが学校に在学している

うちに、宇宙産業に関わる機会を持ってもらい、

現実の科学が誰にでも開かれているということ

を実感して欲しい」と話している。 

 ウォーさんはこの実験について、「気球の高高

度飛行は、子どもたちに科学への興味を抱かせる

奇抜な方法。理解しやすく、実験の結果も素晴ら

しい」と語った。 

 ケンブリッジ大学の広報によると、テディベア

は無事に地球に帰還したという。 

2008 年 10 大ニュース 

2008 年読売新聞の読者が選ぶ「日本・海

外 10 大ニュース」が発表されました。 

順

位 
日本編 

1 

中国製ギョーザで中毒、中国産食品のトラブル相

次ぐ  

千葉、兵庫両県の 3 家族計 10 人が、市販の中国製

冷凍ギョーザを食べて中毒症状を訴え、9人が入院

していたことが 1月 30 日にわかった。 

2 

福田首相が突然の退陣表明、後継は麻生首相 

福田首相は 9 月 1日夜、緊急記者会見を行い、「新

しい布陣のもとに政策の実現を図っていかなけれ

ばいけないと判断した」と述べ、退陣を表明した。

3 

ノーベル物理学賞に南部、小林、益川氏、化学

賞には下村氏 

スウェーデン王立科学アカデミーは 10 月 7 日、今

年のノーベル物理学賞を、米国籍の南部陽一郎・米

シカゴ大名誉教授、小林誠・日本学術振興会理事、

益川敏英・京都産業大教授に贈ると発表した。 

4 

北京五輪で日本は「金」９個、競泳・北島選手ら

連覇 

第 29 回夏季五輪北京大会（8 月 8～24 日）で、日

本は金 9、銀 6、銅 10 の計 25 個のメダルを獲得し

た。 

5 
東京・秋葉原で無差別７人殺害 

歩行者天国でにぎわう東京・秋葉原で 6 月 8 日、派遣

社員加藤智大（ともひろ）容疑者がトラックで交差点に

突入し、5 人をはねた後、ダガーナイフで通行人らを

次々と刺し、７人が死亡、10 人が重軽傷を負った。 

6 

後期高齢者医療制度スタート、保険料の年金天

引きなどに批判 

75 歳以上を対象とする後期高齢者医療制度が 4 月 1

日から始まった 

7 

元厚生次官宅襲撃事件で３人死傷、出頭の無職

男を逮捕 

さいたま市の元厚生事務次官山口剛彦さん宅で 11 月

18 日、山口さん夫妻が殺害されているのが発見され、

同日夜には東京都中野区の元厚生事務次官吉原健

二さんの妻が、宅配便業者を装った男に刺されて重傷

を負った。 

8 

東京株、バブル後最安値を記録 

東京株式市場で 10 月 27 日、日経平均株価がバブル

崩壊後の最安値（7607円 88銭）を 5年 6か月ぶりに下

回り、終値は 7162 円 90 銭を記録した。 

9 

岩手・宮城で震度６強、１３人死亡 

岩手県内陸南部を震源とするマグニチュード 7.2 の地

震が 6 月 14 日発生し、同県奥州市と宮城県栗原市で

震度 6 強を観測した。 

10

洞爺湖サミット、温室効果ガス排出量半減の長期

目標 

第 34 回主要国首脳会議（北海道洞爺湖サミット）が 7

月 7～9 日、北海道洞爺湖町で開かれた。 

 

順

位
海外本編 

1 

米大統領選でオバマ氏勝利、米史上初の黒人
大統領誕生へ 

米大統領選が 11月 4日行われ、民主党のバラク・オバ

マ上院議員が、共和党のジョン・マケイン上院議員の 2

倍を超す選挙人を獲得し、圧勝した。オバマ氏は来年

1月 20日、第 44代大統領に就任、米史上初の黒人大

統領となる。 

 選挙戦でオバマ氏は「変革」を掲げ、ブッシュ政権の

経済政策やイラク戦争を厳しく批判した。一方で、党派

や人種間の融和を訴え、従来は政治に無関心だった

若者などの間で熱狂的なブームを巻き起こした。 

 本選に先立つ民主党の候補指名争いは異例の接戦

となった。初の女性大統領を目指したヒラリー・クリント

ン上院議員とオバマ氏の対決は、50 州すべてで予備

選・党員集会を終えた 6 月上旬にようやく決着した。 

 オバマ氏はクリントン氏を国務長官に指名するなど総

力態勢の人事配置で、経済危機やイラク政策に対処

する構えだ。 

2 

中国・四川大地震発生、被災者１０００万人超の
未曽有の大災害 

 中国四川省で5月12日、アバチベット族・チャン族自

治州の●川（ブンセン、●はサンズイに「文」）県を震源

とするマグニチュード 7.8（後に 8.0 に修正）の地震が
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発生し、広範囲で大規模な建物倒壊や山崩れが起き

た。約 6 万 9000 人が死亡し、約 1 万 8000 人が行方不

明となり、家を失った被災者は 1000 万人を超えた。 

 被災地の小中学校では校舎が倒壊し、授業中の子

供たちが犠牲になった。父母らは「手抜き工事が原因

だ」と訴え、地元政府などを相手に訴訟を起こそうとし

たが、社会の不安定化を恐れる当局に阻止された。 

 中国政府は巨費を投じて復興に取り組んでいるが、

発生から半年が過ぎても多くの被災者が避難所暮らし

を強いられている。 

3 

米証券大手リーマンが破綻（はたん）、米国発の
金融危機が世界に波及 

米国の低所得者向け住宅融資「サブプライムローン」

の焦げ付き急増から 2007 年に始まった欧米金融の混

乱は、08 年に入って世界的な金融危機に拡大した。 

 9 月に、米大手証券リーマン・ブラザーズが過去最大

の負債総額を抱えて経営破綻（はたん）した。信用不

安が世界中に広がり、アイスランドや英国などで銀行が

国有化されたり、ハンガリーなど東欧諸国では通貨危

機が起きた。 

 11 月には、世界 20 か国・地域（G20）の首脳による金

融サミットが開かれ、金融危機への協調体制が確認さ

れた。しかし、主要国の実体経済は大きく落ち込み、1

2 月に、米経済の景気後退が宣言された。欧州でも英

独仏などがマイナス成長に陥り、成長見通しは下方修

正された。 

 金融危機の余波で、ゼネラル・モーターズ（GM）など

米大手自動車 3 社（ビッグスリー）の資金繰りも厳しくな

り、経営危機に見舞われた。 

4 

北京で五輪開催  

北京五輪大会は 8 月 8 日に開幕した。204 か国・地域

からの参加は過去最多で、男子競泳のマイケル・フェ

ルプス（米）が史上初の 8 冠を達成し、男子陸上短距

離のウサイン・ボルト（ジャマイカ）が百メートルなど 3 種

目を世界新で制するなど、五輪史に残る高レベルの大

会となった。ホスト国の中国も金メダル獲得数で首位の

51 個を挙げ、過去最高の成績を収めた。 

 一方、五輪開催を機に、共産党独裁を敷く中国の特

異性がかつてないほど注目された。3 月から海外を巡

った聖火リレーでは、パリやロンドン、長野などで、中国

当局によるチベット暴動鎮圧に対する抗議運動が相次

ぎ、大混乱した。五輪開会式でも、コンピューターグラ

フィックス（CG）を実際の花火に見せかけた演出や、革

命歌を歌った少女の「口パク問題」が批判を浴びた。 

5 

ＮＹ原油、最高値１４７．２７ドルを記録 

ニューヨーク原油先物市場で 7 月 11 日、国際的な指

標となるテキサス産軽質油の 8 月渡し価格が一時、史

上最高値の 1 バレル＝147.27７ドルを記録した。サブ

プライムローン問題による金融市場の混乱で行き場を

失った投機マネーが、原油取引に流れ込んだことなど

が原因だった。日本でもレギュラーガソリンの平均店頭

価格（1 リットル当たり）が 185.1 円まで急騰した。その

後は金融危機による世界経済の減速などで急落し、12

月 17 日の 1 月渡し価格は約 4 年 5 か月ぶりに 40 ドル

割れとなる、一時 1 バレル＝39.88 ドルまで下げた。消

費者は激しい価格変動に翻弄（ほんろう）された。 

6 

ミャンマーでサイクロン被害、死者・行方不明者１
３万人超す 

ミャンマーの最大都市ヤンゴンなどを、5 月 2 日夜から

３日にかけて大型サイクロンが直撃し、13 万 8000 人を

超える死者・行方不明者が出た。被災直後に人的支

援を拒否したミャンマー軍事政権は国際社会の非難を

浴びた。被災地は今も復興の遅れが目立っている。 

7 

インドの商都ムンバイで同時テロ、邦人１人含む１
６３人死亡 

インド西部の商都ムンバイで11 月26日、高級ホテルな

どを狙った同時テロが起き、日本人 1 人を含む少なくと

も 163 人が犠牲となり、世界を震撼（しんかん）させた。

インド政府はパキスタンに拠点を置くイスラム過激派の

関与を指摘、両国関係の悪化が懸念されている。 

8 

チベットで大規模暴動 

中国チベット自治区ラサで 3 月 14 日、大規模な民

衆暴動が発生した。四川省などにも拡大し、中国政

府は軍投入で鎮圧したが、多数の死傷者が出た。そ

の後のチベット仏教 高指導者ダライ・ラマ 14 世

の特使と中国の対話に成果はなく、亡命チベット人

の臨時総会では「対話の一時停止」も討議された。

9 

北京五輪の聖火リレー、世界各地で混乱 

北京五輪大会は 8月 8日に開幕した。204 か国・地

域からの参加は過去 多で、男子競泳のマイケル・

フェルプス（米）が史上初の８冠を達成し、男子陸

上短距離のウサイン・ボルト（ジャマイカ）が百メ

ートルなど 3 種目を世界新で制するなど、五輪史に

残る高レベルの大会となった。ホスト国の中国も金

メダル獲得数で首位の 51 個を挙げ、過去 高の成

績を収めた。 

 一方、五輪開催を機に、共産党独裁を敷く中国の

特異性がかつてないほど注目された。3月から海外

を巡った聖火リレーでは、パリやロンドン、長野な

どで、中国当局によるチベット暴動鎮圧に対する抗

議運動が相次ぎ、大混乱した。五輪開会式でも、コ

ンピューターグラフィックス（CG）を実際の花火に

見せかけた演出や、革命歌を歌った少女の「口パク

問題」が批判を浴びた。 

10

インドネシアで鳥インフルエンザの死者１００人超
す 

アジア各地で鳥インフルエンザウイルス（H5N1 型）

の感染拡大が止まらず、インドネシアでは 1 月 29

日、死者がついに 101 人に達した。将来、新型イン

フルエンザに変異し、世界的に大流行することが懸

念され、各国は対応を迫られている。 

 

 

本年の皆様のますますのご活躍をお祈

りしています 


