
 2010 年 01 月 01 日 発行 第 07 号   通刊 280 号  毎月 1 日発行 

Present by ZENKOKU84AIKOHKAI JH3YRO                                                                        Page１ 

 

 

         

全国 84愛好会 本部  

 

 

年末年始の高速道路の料金割引 

年末年始の高速道路の料金割引及び渋滞予

測について 

休日特別割引を適用する日は、1 月 1 日、2日、3

日、4日、5日の 5日間のみです。 

2010 年 1 月 
車種

区分 
1 日

（祝） 
2 日

（土） 
3 日

（日） 
4 日
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5 日

（火） 
軽自

動車

等  
普通

車 
中型

車 
 

 

大型

車 

特大

車 

 

 6 日（水）    

 

 

   

 

渋滞予想 

年始時期の高速道路における主な渋滞（ピーク渋滞

長 20km 以上） 

月日(ピーク日）・道路名・方向・渋滞の先頭個所・ｷﾛﾎﾟｽ

ﾄ・渋滞発生時間帯(予測)・ピーク時刻・ピーク時の渋滞

長・ピーク渋滞時 ①・通常時 ②・増加分 ①－②・（渋

滞末尾側・⇒ 渋滞先頭側）・会社名※1 

*1 月 2 日(水曜)* 
東北自動車道・上り・羽生 PA 付近・42.9・16:00～21:00・

18 時・20km・約 40 分・約 15 分・約 25 分・栃木 IC 付近 

⇒ 羽生 IC 付近・東日本  

関越自動車道・上り・渋川伊香保 IC 付近・101.9・15:00

～21:00・18 時・20km・約 1時間 0分・約 15 分・約 45 分・
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沼田 IC 付近 ⇒ 前橋 IC 付近・東日本  

東名高速道路・上り・大和 TN 付近・25・10:00～0:00・1

7 時・30km・約 1時間 15 分・約 20 分・約 55 分・大井松

田 IC 付近 ⇒ 横浜町田 IC 付近・中日本  

東名高速道路・上り・岡崎 IC 付近・295.4・9:00～21:00・

11 時・20km・約 50 分・約 15 分・約 35 分・東名三好 IC

付近 ⇒ 岡崎 IC 付近・中日本 

中央自動車道・上り・高井戸出口付近 ・0.8・10:00～ 1

6:00・12 時・25km・約 1時間 0分・約 25 分・約 35 分・

八王子ＩＣ付近 ⇒高井戸ＩＣ付近・中日本 

名神高速道路・上り・一宮 IC 付近 ・356.8・14:00～ 21:

00・17 時 ・20km・約 50 分・約 15 分・約 35 分・関ケ原 I

 C 付近 ⇒一宮 I C・付近・中日本 

東名阪自動車道（伊勢自動車道）・上り・四日市 IC 付近 ・

60.5・16:00～ 21:00・18 時 ・25km・約 1 時間 0 分・約

20 分・約 40 分・芸濃 I C 付近 ⇒四日市 I C・付近・中日

本 

東海北陸自動車道・上り・亀尾島ＴＮ付近 ・58.7・15:0

0～ 21:00・17 時 ・20km・約 ・1 時間 20 分・約 20 分・

約 1時間 0 分・高鷲 I C 付近 ⇒美並 I C・付近・中日本 

中国自動車道(山陽自動車道)・上り・宝塚西ＴＮ付近 ・2

0.1・11:00～ 23:00・18 時 ・20km・約 ・1 時間 20・分・

約 15 分・約 1 時間 5分・三木 J CT 付近 ⇒宝塚 I C・付

近・西日本 

九州自動車道・上り・広川ＩＣ付近 ・113.3・14:00～ 2

0:00・17 時 ・20km・約 40 分・約 15 分・約 25 分・南関 I

 C 付近 ⇒広川 I C・付近・西日本 

東名高速道路・上り・大和 TN 付近 ・25・11:00～ 22:00・

16 時 ・25km・約 ・1時間 0 分・約 15 分・約 45 分・秦

野中井 I C 付近 ⇒横浜町田 I C・付近・中日本 

東名高速道路・上り・岡崎 IC 付近 ・295.4・9:00～ 19:

00・12 時 ・20km・約 50 分・約 15 分・約 35 分・東名三

好 I C 付近 ⇒岡崎 I C・付近・中日本 

東名高速道路・下り・宇利 TN 付近 ・258.8・14:00～ 19:

00・17 時 ・20km・約 50 分・約 15 分・約 35 分・浜松 I 

C 付近 ⇒豊川 I C・付近・中日本 

東名高速道路・下り・岡崎 IC 付近 ・297.4・15:00～ 23:

00・17 時 ・25km・約 1時間 0 分・約 15 分・約 45 分・豊

川 I C 付近 ⇒豊田 J CT・付近・中日本 

名神高速道路・上り・一宮 IC 付近 ・356.8・15:00～ 21:

00・18 時 ・25km・約 1 時間 0 分・約 15 分・約 45 分・

関ケ原 I C 付近 ⇒一宮 I C・付近・中日本 

*1 月 3 日(木曜)* 
名神高速道路・上り・彦根 TN 付近 ・409.1・14:00～ 21:

00・17 時 ・20km・約 50 分・約 15 分・約 35 分・八日市

I C 付近 ⇒米原 J CT・付近・中日本 

東名阪自動車道（伊勢自動車道）・上り・四日市 IC 付近 ・

60.5・14:00～ 22:00・18 時 ・25km・約 1 時間 0 分・約

20 分・約 40 分・芸濃 I C 付近 ⇒四日市 I C・付近・中日

本 

東海北陸自動車道・上り・亀尾島ＴＮ付近 ・58.7・14:0

0～ 22:00・17 時 ・20km・約 1時間 20 分・約 20 分・約 ・

1時間 0分・高鷲 I C 付近 ⇒美並 I C・付近・中日本 

中国自動車道(山陽自動車道)・上り・宝塚西ＴＮ付近 ・2

0.1・11:00～ 23:00・15 時 ・25km・約 1 時間 40 分・約

20 分・約 1時間 20 分・三木 J CT 付近 ⇒宝塚 I C・付近・

西日本 

山陽自動車道・上り・桜谷ＴＮ付近 ・378.4・16:00～ 2

1:00・17 時 ・25km・約 1 時間 0 分・約 15 分・約 45 分・

防府西 I C 付近 ⇒徳山東 I C・付近・西日本 

九州自動車道・上り・広川ＩＣ付近 ・113.3・13:00～ 2

0:00・17 時 ・25km・約 50 分・約 15 分・約 35 分・菊水 I

 C 付近 ⇒広川 I C・付近・西日本 

名神高速道路・上り・一宮 IC 付近 ・356.8・15:00～ 21:

00・18 時 ・25km・約 1時間 0 分・約 15 分・約 45 分・

関ケ原 I C 付近 ⇒一宮 I C・付近・中日本 

*1 月 4 日(金曜)* 
名神高速道路・上り・彦根 TN 付近 ・409.1・13:00～ 19:

00・16 時 ・20km・約 50 分・約 15 分・約 35 分・八日市 I

 C 付近 ⇒米原 J CT・付近・中日本 

東名阪自動車道（伊勢自動車道）・上り・四日市 IC 付近 ・

60.5・15:00～ 21:00・17 時 ・25km・約 1 時間 0・分・

約 20 分・約 ・40・分・芸濃 I C 付近 ⇒四日市 I C・付

近・中日本 

中国自動車道(山陽自動車道)・上り・宝塚西ＴＮ付近 ・2

0.1・11:00～ 23:00・15 時 ・25km・約 1 時間 40 分・約 

20 分・約 1時間 20 分・三木 J CT 付近 ⇒宝塚 I C・付近・

西日本 

*1 月 5 日(土曜)* 
東名高速道路・上り・大和 TN 付近 ・25・14:00～ 22:00・

18 時 ・30km・約 1時間 15 分・約 20 分・約 55 分・大井

松田 I C 付近 ⇒横浜町田 I C・付近・中日本 

東名阪自動車道・上り・四日市 IC 付近 ・60.5・16:00～ 

20:00・17 時 ・20km・約 50 分・約 15 分・約 35 分・亀山

I C 付近 ⇒四日市 I C・付近・中日本 

*1 月 6 日(日曜)* 

東名高速道路・上り・大和 TN 付近 ・25・14:00～ 20:00・

17 時 ・20km・約 50 分・約 15 分・約 35 分・秦野中井 I 

C 付近 ⇒横浜町田 I C・付近・中日本 

*-*-*-*-* 関西方面 *-*-*-*-* 

道路名（方向）・渋滞発生予測日時(ピーク時刻)・渋滞発

生箇所・渋滞区間（末尾側 IC→先頭側 IC）・ピーク時渋

滞長（km）・通常時通過時間・渋滞ピーク時通過時間 

*1 月 2 日(土曜)* 
九州道(下り線)山口から熊本方向・8時～19 時(12 時)・

若宮 IC 付近(福岡県宮若市)・北九州 JCT⇒古賀 IC・30km・

約 20 分・約 1 時間 30 分 

名神高速(上り線)大阪から名古屋方向・15 時～翌日 3時

(17 時)・瀬田東 IC 付近(滋賀県大津市)・大山崎 JCT⇒瀬

田東 IC・25km・約 20 分・約 1時間 40 分 

名神高速(上り線)大阪から名古屋方向・11 時～翌日 2時

(13 時)・高槻 BS 付近(大阪府高槻市)・名神高速･尼崎 IC⇒

名神高速･大山崎 JC T・20km・約 15 分・約 1時間 20 分 

中国道･宝塚 IC⇒名神高速･大山崎 JCT・20km・約 15 分・

約 1時間 20 分 
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阪和道(上り線)南紀田辺から大阪方向・10 時～24 時(17

時)・下津 TN 付近(和歌山県有田郡)・御坊 IC⇒下津 IC・

25km・約 25 分・約 2時間 20 分 

中国道(上り線)広島から大阪方向・11 時～翌日 1時(15

時)・宝塚西 TN 付近(兵庫県宝塚市)・中国道･ひょうご東

条 IC⇒中国道･宝塚 IC・25km・約 20 分・約 1時間 40 分 

山陽道･三木小野 IC⇒中国道･宝塚 IC・30km・約 25 分・約

2時間 

山陽道(上り線)広島から大阪方向・10 時～翌日 1時(15

時)・尼子山 TN 付近(兵庫県赤穂市)・和気 IC⇒播磨 JCT・

25km・約 15 分・約 1時間 

高松道(上り線)坂出から鳴門方向・8時～24 時(16 時)・

大坂 TN 付近(香川県東かがわ市)・津田寒川 IC⇒板野 IC・

20km・約 20 分・約 50 分 

九州道(上り線)熊本から山口方向・14 時～20 時(17 時)・

若宮 IC 付近(福岡県宮若市)・福岡 IC⇒八幡 IC・25km・約

15 分・約 1時間 15 分 

九州道(上り線)熊本から山口方向・11 時～23 時(20 時)・

広川 IC 付近(福岡県八女郡)・菊水 IC⇒久留米 IC・35km・

約 20 分・約 1 時間 45 分 

*1 月 3 日(日曜)* 
阪和道(上り線)南紀田辺から大阪方向・ 

9 時～23 時(18 時)・下津 TN 付近(和歌山県有田郡)・川辺

IC⇒下津 IC・20km・約 20 分・約 1時間 55 分 

中国道(上り線)広島から大阪方向・14 時～21 時(17 時)・

宝塚西 TN 付近(兵庫県宝塚市)・中国道･神戸三田 IC⇒中

国道･宝塚 IC・15km・約 10 分・約 1時間 

山陽道･三木 JCT⇒中国道･宝塚 IC・20km・約 15 分・約 1

時間 20 分 

山陽道(上り線)広島から大阪方向・14 時～21 時(18 時)・

志和 TN 付近(広島市安佐北区)・五日市 IC⇒志和 IC・20km・

約 15 分・約 50 分 

高松道(上り線)坂出から鳴門方向・9時～24 時(16 時)・

大坂 TN 付近(香川県東かがわ市)・津田寒川 IC⇒板野 IC・

20km・約 20 分・約 50 分 

九州道(上り線)熊本から山口方向・13 時～23 時(17 時)・

八幡 IC 付近(福岡県北九州市)・太宰府 IC⇒小倉南 IC・

45km・約 25 分・約 2時間 15 分 

九州道(上り線)熊本から山口方向・10 時～24 時(20 時)・

広川 IC 付近(福岡県八女郡)・植木 IC⇒久留米 IC・40km・

約 25 分・約 2 時間 

★阪神高速道路、第二神明道路、神戸淡路鳴門道でピーク

時 20km 以上と予測した渋滞★ 

道路名（方向）・渋滞発生予測日時(ピーク時刻)・渋滞発

生箇所・渋滞区間（末尾側 IC→先頭側 IC）・ピーク時渋

滞長（km）・通常時通過時間・渋滞ピーク時通過時間 

阪神高速 3号神戸線(上り線)姫路･徳島から大阪方向・1

月 2 日(土曜)6 時～翌日 2時(18 時)・深江付近(神戸市東

灘区)・神戸淡路鳴門道･淡路 IC⇒阪神高速･深江・約

35km・約 30 分・約 1時間 55 分 

阪神高速 3号神戸線(上り線)姫路･徳島から大阪方向・1

月 3 日(日曜)9 時～23 時(16 時)・深江付近(神戸市東灘

区)・神戸淡路鳴門道･淡路 IC⇒阪神高速･深江・約 30km・

約 30 分・約 2 時間 

*-*-*-*-* 中国方面 *-*-*-*-* 

山陽自動車道（上り線）（瀬戸中央自動車道） 大阪方面

に向かわれる方へ 

月日・区間後尾 → 先頭（渋滞の先頭）・発生時間帯・ピ

ーク時刻・ピーク時渋滞距離 

*1 月 2 日(土曜)* 
【岡山県】 岡山 JCT→山陽 IC（岡山 IC 付近）・14 時頃

～20 時頃・15 時頃・5km 程度 

【岡山県】 鴨方 IC→岡山 JCT（二子(ふたご)TN 付近）・

14 時頃～22 時頃・18 時頃・15km 程度 

【岡山県】（瀬戸中央自動車道） 水島 IC→岡山 JCT（二

子 TN 付近）・14 時頃～22 時頃・15 時頃・5km 程度 

【岡山県】 笠岡 IC→玉島 IC（鴨方 IC 付近）・15 時頃～

18 時頃・16 時頃・5km 程度 

【広島県】 広島東 IC→西条 IC（八本松 TN 付近）・15 時

頃～19 時頃・16 時頃・5km 程度 

【広島県】 広島東 IC→志和 IC（志和 TN 付近）・16 時頃

～20 時頃・17 時頃・5km 程度 

【広島県・山口県】 玖珂 IC→大竹 IC（岩国 IC 付近）・

14 時頃～20 時頃・17 時頃・10km 程度 

*1 月 3 日(日曜)* 
【岡山県】 岡山 JCT→山陽 IC（岡山 IC 付近）・15 時頃

～17 時頃・16 時頃・5km 程度 

【岡山県】 鴨方 IC→岡山 JCT（二子 TN 付近）・11 時頃

～22 時頃・17 時頃・15km 程度 

【岡山県】（瀬戸中央自動車道） 水島 IC→岡山 JCT（二

子 TN 付近）・11 時頃～22 時頃・12 時頃・5km 程度 

【岡山県・広島県】 福山東 IC→玉島 IC（鴨方 IC 付近）・

14 時頃～19 時頃・16 時頃・10km 程度 

【広島県】 本郷 IC→三原久井 IC（高坂 PA 付近）・14 時

頃～18 時頃・15 時頃・5km 程度 

【広島県】 広島東 IC→西条 IC（八本松 TN 付近）・14 時

頃～20 時頃・15 時頃・5km 程度 

【広島県】 五日市 IC→志和 IC（志和 TN 付近）・14 時頃

～21 時頃・18 時頃・20km 程度 

【広島県・山口県】 玖珂 IC→大竹 IC（岩国 IC 付近）・

13 時頃～20 時頃・17 時頃・10km 程度 

【山口県】 防府東 IC→徳山東 IC（徳山西 IC 付近）・15

時頃～18 時頃・16 時頃・5km 程度 

【山口県】 防府東 IC→徳山西 IC（防府東 IC 付近）・14

時頃～18 時頃・15 時頃・5km 程度 

*1 月 4 日(月曜)* 
【岡山県】 玉島 IC→岡山 JCT（二子 TN 付近）・16 時頃

～21 時頃・17 時頃・5km 程度 

【広島県】 広島東 IC→志和 IC（志和 TN 付近）・16 時頃

～19 時頃・17 時頃・5km 程度 

【広島県・山口県】 玖珂 IC→大竹 IC（岩国 IC 付近）・

15 時頃～19 時頃・16 時頃・5km 程度 

*-*-*-*-* 四国方面 *-*-*-*-* 

高松自動車道上り線（川之江 JCT」◆鳴門 IC 方面） 

道路名・月／日・区間名（末尾 IC→先頭 IC）・上下・渋

涛発生箇所（渋滞の先頭）・渋滞時間帯・ピーク時間・最

大渋滞長  

高松自動車道 

*1 月 1 日(金曜)* 
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三豊鳥坂 IC 一事善通寺 IC・上・善通寺 IC・10 時～13 時・

11 時・約 5kｍ 

*1 月 2 日(土曜)* 
津田塞川 IC→板野 IC・上・大坂トンネル付近・8時～24

時・16 時・約 20km 

さぬき三木 IC→薄田寒川 IC・上・志度トンネル付近・8

時～24 時・16 時・約 5 km 

三豊鳥坂 IC 一事善通寺 IC・善通寺 IC・10 時～13 時・11

時・約 5 km 

*1 月 3 日(日曜)* 
津田寒川 IC→板野 IC・上・大坂トンネル付近・9時～24

時・16 時・約 20 km 

さぬき三木 IC→津田寒川 IC・上・志度トンネル付近・9

時～24 時・16 時・約 5kｍ 

三豊鳥坂 IC→善通寺 IC・上・善通寺 IC・10 時～13 時・

11 時・約 5kｍ 

引田 IC→鳴門 IC・上・鳴門西 PA 付近・17 時～22 時・20

時・約 5km 

高松動車道下り線（鳴門 IC→川之江 JCT 方面） 

高松自動車道 

*1 月 2 日(土曜)* 
白鳥大内 IC→志度 IC・下・志度トンネル付近・10 時～19

時・13 時・約 5km 

*1 月 3 日(日曜)* 
白鳥大内 IC→志度 IC・下・志度トンネル付近・10 時～19

時・13 時・約 5km 

松山自動車道上り（西予宇和 IC→川之江 JCT 方面） 

松山自動車道 

*1 月 2 日(土曜)* 

内子五十崎 IC→伊予 IC・上・袋口トンネル付近・15 時～

21 時・18 時・約 10km 

*1 月 3 日(日曜)* 
内子五十崎 IC→伊予 IC・上・袋口トンネル付近・15 時～

21 時・18 時・約 15km 

松山自動車道 

*1 月 2 日(土曜)* 

松山 1C→内子五十崎 IC・下・明神山トンネル付近・11 時

～13 時・12 時・約 5kｍ 

*1 月 3 日(日曜)* 
松山 1C→内子五十崎 IC・下・明神山トンネル付近・11 時

～13 時・12 時・約 5kｍ 

徳島自動車道 

*1 月 3 日(日曜)* 
脇町 IC→土成 IC・上・浦ノ池トンネル付近・17 時～23

時・19 時・約 15kｍ 

*-*-*-*-* 九州地方 *-*-*-*-* 

日付・道路名・渋滞の先頭・渋滞発生区間（末尾側→先頭

側）・時間帯・渋滞のピーク（時刻・渋滞延長） 

下り線 

*1 月 2 日(土曜)* 
九州道 ・若宮 IC 付近 ・北九州 JCT⇒古賀 IC・8時～19

時 ・12 時頃 ・30km 程度 

九州道 ・古賀 IC 付近 ・若宮 IC⇒福岡 IC・9 時～18 時 ・

12 時頃 ・10km 程度 

九州道 ・筑紫野 IC 付近 ・須恵 SIC⇒筑紫野 IC・9時～

17 時 ・11 時頃 ・10km 程度 

九州道 ・久留米 IC 付近 ・鳥栖 JCT⇒広川 IC・10 時～19

時 ・17 時頃 ・10km 程度 

九州道 ・山川 PA 付近 ・八女 IC⇒南関 IC・10 時～19 時 ・

16 時頃 ・10km 程度 

*1 月 3 日(日曜)* 
九州道・若宮 IC 付近・八幡 IC⇒古賀 IC・15 時～18 時・

17 時頃・5km 程度 

上り線 

*1 月 2 日(土曜)* 
関門道 ・下関 IC 付近 ・新門司 IC⇒下関 IC・15 時～19

時 ・17 時頃 ・10km 程度 

九州道 ・若宮 IC 付近 ・福岡 IC⇒八幡 IC・14 時～20 時 ・

17 時頃 ・25km 程度 

九州道 ・太宰府 IC 付近 ・筑紫野 IC⇒太宰府 IC・15 時

～19 時 ・17 時頃 ・5km 程度 

九州道 ・基山 PA 付近 ・広川 IC⇒筑紫野 IC・14 時～20

時 ・18 時頃 ・15km 程度 

九州道 ・広川 IC 付近 ・菊水 IC⇒久留米 IC・11 時～23

時 ・20 時頃 ・35km 程度 

九州道 ・北熊本 SA 付近 ・熊本 IC⇒植木 IC・15 時～18

時 ・16 時頃 ・5km 程度 

大分道 ・鳥栖 JCT 付近 ・甘木 IC⇒鳥栖 JCT・17 時～19

時 ・18 時頃 ・5km 程度 

*1 月 3 日(日曜)* 
関門道 ・下関 IC 付近 ・小倉東 IC⇒下関 IC・14 時～20

時 ・17 時頃 ・15km 程度 

九州道 ・八幡 IC 付近 ・太宰府 IC⇒小倉南 IC・13 時～

23 時 ・17 時頃 ・45km 程度 

九州道 ・太宰府 IC 付近 ・筑紫野 IC⇒太宰府 IC・14 時

～21 時 ・16 時頃 ・5km 程度 

九州道 ・基山 PA 付近 ・広川 IC⇒筑紫野 IC・10 時～20

時 ・18 時頃 ・15km 程度 

九州道 ・広川 IC 付近 ・植木 IC⇒久留米 IC・10 時～0

時 ・20 時頃 ・40km 程度 

九州道 ・北熊本 SA 付近 ・熊本 IC⇒植木 IC・14 時～18

時 ・16 時頃 ・5km 程度 

大分道 ・鳥栖 JCT 付近 ・甘木 IC⇒鳥栖 JCT・17 時～19

時 ・18 時頃 ・5km 程度 

*1 月 4 日(月曜)* 
九州道 ・古賀 SA 付近 ・福岡 IC⇒若宮 IC・13 時～19 時 ・

17 時頃 ・10km 程度 

九州道 ・基山 PA 付近 ・久留米 IC⇒筑紫野 IC・14 時～

19 時 ・16 時頃 ・10km 程度 

九州道 ・広川 IC 付近 ・みやま柳川 IC⇒久留米 IC・14

時～21 時 ・17 時頃 ・15km 程度 

 

2009 ユーキャン新語・流行語大賞 

 今年の世相を反映し、話題になった言葉に贈られ

る「２００９ユーキャン新語・流行語大賞」が１日発表さ

れ、「政権交代」が年間大賞を受賞した。 

年間大賞 

〔政権交代〕 内閣総理大臣 鳩山 由紀夫 
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8 月 30 日の第 45 回衆院総選挙。自民党は 300 から

119へと議席を激減させ惨敗。一方、民主党は115か

ら 308 へと議席を大きく伸ばして圧勝した。投票率は

69.3％。総選挙の結果を踏まえて、9 月 16 日、鳩山

由紀夫を首班とする民主党内閣が発足した。選挙に

よる政権交代が実現したのは初めてのこと。 

〔こども店長〕 俳優 加藤 清史郞 

2009 年 4 月から始まったトヨタ自動車の CM シリーズ

で、子役の加藤清史郎（2001 年 8 月 4 日神奈川県生

まれ）が自動車販売店の店長を演じる。赤いジャケッ

トがトレードマークで、エコカー減税を子供らしい可愛

い比喩で PR する。 

〔事業仕分け〕 

行政刷新会議と事業仕分け作業チーム 

国や地方自治体が行う個別の事業について、公開の

場で必要性や効率的な実施方法を議論する手法。

各事業を「不要」「民間に委託」「国ではなく都道府県

が行うべき」などと仕分けする。「仕分け人」と呼ばれ

るのは公務員 OB など、民間人。民主党新政権の下、

行政刷新会議はこの手法を用いて、概算要求に盛り

込まれた事業の必要性などを判定していく。 

〔新型インフルエンザ〕 

受賞者厚生労働医系技官 木村 盛世 

2009 年 4 月、メキシコから新型インフルエンザ（H1N

1）が発生。世界的に感染が広まり WHO は 6 月にパ

ンデミック（爆発的流行）を宣言。政府は検疫体制の

強化、発熱外来の設置、ワクチンの確保などの対応

に追われた。 

〔草食男子〕 

タレント 小池 徹平 コラムニスト 深澤 真紀 

コラムニストの深澤真紀が 2006 年に命名。協調性が

高く、家庭的で優しいが、恋愛やセックスには積極的

でない、主に 40 歳前後までの若い世代の男性を指

す。自動車の購入など顕示的消費にも興味を示さず、

バブル崩壊後の経済停滞が、その精神構造に影響

を与えたという指摘もある 

〔脱官僚〕 衆議院議員 渡辺 喜美 

鳩山新政権のキャッチフレーズ。子ども手当の創設

やガソリン税の暫定税率廃止など、総選挙のマニフ

ェストを実現する考えを強調している新政権だが、

「脱・官僚依存」の行方に国民の注目が集まる 

〔派遣切り〕 

派遣ユニオン書記長 関根 秀一郎 

リーマンショック以降の急激な雇用調整において、パ

ートタイマーや派遣労働者など非正規労働者は真っ

先に雇用調整の対象となった。まず削減の対象とな

ったのは派遣労働者で、特に生産の落込みが激しか

った自動車や電機など製造業の派遣労働者は真っ

先に削減されることに。 

〔ファストファッション〕 

タレント 益若 つばさ 

百貨店の苦境が続く中、売り上げを伸ばしている「安

くて手軽なファッション」のこと。日本ブランドではユニ

クロやしまむら、g.u.が健闘。海外からも H＆M、ZAR

A、フォーエバー21 などが参画し、大きな社会現象に

なった。 

〔ぼやき〕 元楽天監督 野村 克也 

東北楽天・野村克也前監督は試合後インタビューで

の「ぼやき」で有名。昨年は「ぶつぶつ言う」を意味す

る英語の mumble から、自ら「マンブーマンはもうやめ

たい」と発言、2009 年版現代用語の基礎知識には

「マンブーマン」が掲載された。その語録集 CD や似

顔絵 T シャツなど、関連グッズは今年も好調な売れ

行きだった。 

〔歴女（レキジョ）〕 女優 杏 

『三国志』や戦国時代をテーマにした映画やゲーム

が増え、原作本を読み始めて「歴史通」になる女性が

増えてきた。小日向えりら歴史好きのアイドルは「歴ド

ル」と呼ばれる。 

 

創作四字熟語 

住友生命保険は１０日、２００９年の世相を漢字四

文字で表した「創作四字熟語」の優秀・入選作を発表

した。「愛夢総理」（あいむそうり）、「政権好待」（せい

けんこうたい）など応募６０８５作中、３分の１が政治を

テーマにした作品だった。 

創作四字熟語・元の「四文字熟語」・大意 

一票両断（いっぴょうりょうだん）「一刀両断」 

国民一人ひとりの一票が政権を代えた。 

秋休五日（しゅうきゅういつか）「週休二日」 

今年の秋の連休は５日間のシルバーウィークとなりま

した。 

遠奔戦走（とおほんせんそう）「東奔千走」 

土日休日の高速道路料金が遠くまで走っても千円

に！！ 

司民参加（しみんさんか）「市民参加」 

裁判員制度始まる。 

顔面総白（がんめんそうはく）「顔面蒼白」 

新型インフルエンザが広がった。初夏のころ、どの顔

にも白いマスク、マスク。 

薬禍騒乱（やっかそうらん）「百花騒乱」 

クスリの問題が次々と発覚し、大騒ぎになりました。 

始終婚活（しじゅうこんかつ）「死中求活」 

今年は良くも悪くも婚活の話題がメディアを騒がせま

した。 

非核大賞（ひかくたいしょう）「比較対象」 

「核なき世界」を目指すオバマ大統領にノーベル平

和賞。 

五輪終夢（ごりんむしゅう）五里霧中 
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東京、２０１６年のオリンピック誘致の夢ならず。 

電圧速帝（でんあつそくてい）「電圧測定」 

ジャマイカのウサイン・ボルト選手、１００ｍ２００ｍ驚異

的な世界新記録を連発。 

 

2009 年 10 大ニュース 

２００９年の「日本１０大ニュース」が決

まりました。 

読売新聞社は１９４７年から、毎年の１０大ニュースを

読者の皆さんの投票によって選んできました。今年の、

集計の結果、下記の通りとなりました。 

1 衆院選で民主３０８議席の圧勝、歴史的政権交

代で鳩山内閣発足 

第４５回衆院選は８月３０日に投開票され、民主党が過

半数（２４１）を大きく上回る３０８議席を獲得した。現憲法

下で初めて、野党第１党が衆院選で単独過半数を獲得

し、歴史的な政権交代を果たすことになった。公示前３

００議席だった自民党は１１９議席にとどまり、結党以来

初めて第２党となる惨敗を喫し、野党に転落した。 

 民主党の鳩山代表は９月１６日、国会で首相指名を受

け、第９３代、６０人目の首相に就任した。民主、社民、

国民新３党の連立による鳩山内閣が発足した。読売新

聞社が１６～１７日に実施した緊急全国世論調査で、新

内閣の支持率は７５％に達した。大平内閣以降の発足

直後の支持率としては２番目に高かった。 

 鳩山内閣は衆院選の政権公約（マニフェスト）に掲げ

た政策の実現に取り組み、国民の期待をつなぎとめ、比

較的高い支持率を維持している。ただ、沖縄県の米軍

普天間飛行場移設問題などで、政権内での混乱や不

協和音が目立ち始めている。 

2 日本でも新型インフルエンザ流行   

厚生労働省は５月９日、カナダから帰国した大阪府の高

校生ら３人が、国内で初めて新型インフルエンザに感染

していることが確認されたと発表した。８月１５日には沖

縄県の男性患者が国内で初めて死亡した。厚労省は２

１日、新型インフルエンザは流行期に入ったと発表し

た。 

 新型用ワクチンについて、政府はまず医療従事者に

接種し、妊婦や持病がある人など重症化の危険性が高

い人を優先する方針を決めた。ただ、接種回数では対

応が定まらず混乱も招いた。国立感染症研究所による

と、累積患者数は推計約１５４６万人（１２月１３日現在）、

厚労省発表の疑い例を含む死者数は１２２人（同１７日

現在）に上る。 

3 「裁判員制度」スタート  

刑事裁判に一般市民が参加する裁判員制度が５月２１

日に始まった。殺人など重大な刑事事件について、くじ

で選ばれた裁判員６人が、裁判官３人と１審を担当する。

裁判に国民意識を反映させ、司法への信頼を高める目

的で、国民の刑事裁判参加は、陪審制が停止された１９

４３年以来となる。 

 全国で初めての裁判員裁判は、東京地裁で８月３日

から開かれた殺人事件の公判だった。懲役１６年の求

刑に対し、同１５年の判決が言い渡された。読売新聞社

の調べでは１２月１８日までに行われた裁判員裁判は１

３８件で判決を言い渡された被告は１４２人となった。 

 法廷では裁判員の理解の助けとするため、画像をモ

ニターに映したり、専門用語を平易に言い換えたりする

工夫もされた。 

4 日本がＷＢＣ連覇  

野球の世界一を争う第２回ワールド・ベースボール・クラ

シック（ＷＢＣ）は３月２３日、米ロサンゼルスで決勝が行

われ、日本が韓国を５―３で破り、２連覇を果たした。 

 この大会５度目の韓国戦となった決勝で日本は九回、

同点に追いつかれたものの、延長十回、イチロー選手

が２点適時打を放ち、勝利を決めた。最優秀選手（ＭＶ

Ｐ）には３勝を挙げた松坂大輔投手が２大会連続で選ば

れた。原辰徳監督は初めての日本代表監督で、チーム

を世界の頂点に導いた。 

5 酒井法子容疑者、覚せい剤所持で逮捕  
警視庁は８月８日、自宅に覚せい剤を隠し持っていたとして、

女優の酒井法子容疑者を覚せい剤取締法違反（所持）容疑

で逮捕した。夫が同容疑で逮捕されてから行方不明になって

いた。使用の容疑でも追送検された。東京地裁は１１月９日、

懲役１年６月、執行猶予３年の有罪判決を言い渡し、確定した。

芸能界では、俳優の押尾学容疑者も麻薬取締法違反容疑で

逮捕され、薬物事件が目立った。 

6 天皇陛下即位２０年   

天皇陛下は１月７日、第１２５代天皇に即位されてから２

０年を迎えられた。 

 １９９０年に「即位の礼」が行われた１１月１２日には、政

府主催の記念式典が開かれた。陛下は「即位以来の

日々を顧み、私どもを支え続けてくれた国民に心から謝

意を表します」とお言葉を述べられた。政財界有志によ

る「国民祭典」も開かれ、陛下は皇后さまと一緒に二重

橋に立ち、お祝いにこたえられた。 

 ４月１０日には皇后さまとのご結婚５０年を迎えられた。 

7 高速道「上限１０００円」スタート 

大都市圏を除く高速道路料金を、土日祝日に「終日５

割引き・上限１０００円」とする値下げが３月２８日に始ま

った。自動料金収受システム（ＥＴＣ）を搭載する普通車

以下を対象とした。鳩山政権は高速道路無料化を掲げ、

２０１０年度から一部の高速道路を無料とすることを目指

している。 

8 イチロー選手が大リーグ史上初の９年連続２

００安打 

米大リーグ、マリナーズのイチロー選手は９月１３日、大

リーグ史上初となる９年連続シーズン２００安打を達成し

た。今季は日本人選手初の大リーグ通算２０００安打、

日米通算で張本勲氏が持つ日本プロ野球通算最多安

打記録（３０８５本）更新も成し遂げ、記録ずくめの１年だ

った。 

9 巨人が７年ぶり２１度目日本一  

プロ野球の読売巨人軍は１１月７日、日本シリーズ第６
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戦で北海道日本ハムファイターズを２―０で破り、４勝２

敗で７年ぶり２１度目となる日本一を決めた＝写真＝。

最高殊勲選手（ＭＶＰ）には阿部慎之助捕手が選ばれ

た。原辰徳監督は監督として２度目の日本一を手にし

た。 

10 「足利事件」の菅家さん釈放 ＤＮＡ鑑定に

誤り  

女児が誘拐・殺害された「足利事件」で無期懲役が確定

し、服役していた菅家利和さんが６月４日、ＤＮＡ型再鑑

定の結果を受け、１９９１年１２月の逮捕から１７年半ぶり

に釈放された。宇都宮地裁での再審で検察側は無罪を

認め、弁護側は冤罪（えんざい）の原因検証を求めてい

る。 

 

２００９年の「海外１０大ニュース」が決

まりました。 

1 新型インフルエンザ大流行、世界で死者相次

ぐ   

メキシコで４月、通常の季節性や強毒性の鳥インフルエ

ンザとは違う、新型の豚インフルエンザが流行した。世

界保健機関（ＷＨＯ）は２７日、警戒水準を、大流行の可

能性が高まったことを示す「フェーズ４」に、２日後には、

米国でも流行が確認されたとして「５」に引き上げた。 

 ５月には、英国やスペイン、日本でも感染が広がり、６

月には、南半球の豪州で本格化した。ＷＨＯのマーガ

レット・チャン事務局長は６月１１日、世界的大流行（パ

ンデミック）を意味する最高の「６」を宣言した。 

 ＷＨＯは１２月１８日、世界全体の死者が、１３日時点

で１万５８２人に達したと発表した。地域別では、北米・

中南米６３３５人、欧州１６５４人、日本を含む西太平洋

地域１０２０人、東南アジア８９２人。アフリカは１０９人。 

 ＷＨＯは、北米など多くの地域で流行のピークを越え

たとしたが、中欧、中央アジア、南アジアで感染が拡大

していると注意を呼びかけた。先進国ではワクチン接種

も進むが、途上国では対策が遅れており、一層の支援

が必要だ。 

2 オバマ米大統領が就任   

「変革（ＣＨＡＮＧＥ）」を訴え、２００８年米大統領選に勝

利した民主党のバラク・オバマ上院議員が１月２０日、第

４４代大統領に就任した。黒人大統領は米国史上初。

「米国の再生」と「新しい責任の時代」を掲げた就任演

説は、全世界の注目を集めた。 

 金融危機とイラク、アフガニスタンでの戦争を抱える難

局の中で船出したオバマ政権は、矢継ぎ早に経済再生

政策を実施するとともに、医療保険改革を推進した。し

かし、失業率は２けたに達し、就任時に８割だった支持

率は一時、５割を切るまで下がるなど、早くも正念場を

迎えている。 

 外交戦略では、ブッシュ共和党政権下で凋落（ちょうら

く）した米国の威信回復を目指し、同盟国や主要国との

連携と協調を基軸にした多国間外交を展開した。 

3 マイケル・ジャクソンさん急死   

「ポップス界の王様」と呼ばれた米歌手マイケル・ジャク

ソンさんが６月２５日、ロサンゼルスの自宅寝室で呼吸

停止状態で見つかり、搬送先の病院で死亡が確認され

た。５０歳だった。 

 生前は、整形手術を繰り返したり、少年への虐待が疑

われたりするなど奇行も目立ったが、スーパースターの

突然の死で、米国は追悼ムード一色に染まった。アル

バム「スリラー」「バッド」などが記録的な売り上げとなり、

７月から予定されていたロンドン公演のリハーサル場面

を収めた映画も大ヒットした。 

 不眠症や腰痛に悩んでいたマイケルさんは、以前から

複数の薬剤を服用しており、検視を行った地元当局は、

強力な麻酔剤による急性中毒と複数の睡眠剤の投与が

死因だったと発表した。自宅に同居していた専属医を

過失致死罪に問えるか、今も捜査が続いている。 

4 米ＧＭ、クライスラーが相次ぎ経営破綻   

米自動車最大手のゼネラル・モーターズ（ＧＭ）は６月１

日、米連邦破産法１１章の適用を申請した。クライスラー

もこれに先立つ４月３０日に申請しており、米自動車大

手３社（ビッグスリー）の２社が経営破綻（はたん）した。 

 ＧＭは７月、米政府が株式の約６割を保有する新会社

に優良資産を譲渡し、新会社で再建をスタートさせた。

７～９月期決算の純利益こそ赤字だったが、１０月の販

売台数は１年９か月ぶりに前年同月実績を上回った。ク

ライスラーも、イタリア・フィアットと資本提携し、再建を進

めている。 

5 ノーベル平和賞にオバマ大統領   

米国のオバマ大統領は、４月のプラハでの演説で、米

大統領として初めて「核なき世界」を目指す構想を明ら

かにし、ノーベル平和賞を受賞した。「業績」よりも崇高

な「理念」を重んじた授賞は論議を呼んだ。 

6 北朝鮮が弾道ミサイル発射   

北朝鮮は４月５日、長距離弾道ミサイルを発射した。国

連安全保障理事会が非難の議長声明を採択すると、北

朝鮮は６か国協議ボイコットを宣言し、使用済み核燃料

棒の再処理着手を表明。ボズワース米政府特別代表が

１２月に訪朝したが、協議復帰のメドはたっていない。 

7 韓国で射撃場火災、日本人客１０人死亡   

韓国南部・釜山の室内射撃場で１１月１４日、火災が発

生し、日本人観光客１０人が死亡した。警察は、射撃場

経営者ら２人を業務上過失致死傷の疑いで逮捕した。

人気ツアーに潜む安全管理の不備が指摘され、韓国側

では日本からの観光客誘致への影響が懸念されてい

る。 

8 中国新疆ウイグル自治区で暴動、１９７人死亡   

中国新疆（しんきょう）ウイグル自治区のウルムチで７月５

日、少数民族ウイグル族の大規模暴動が発生し、武力

鎮圧された。当局発表の死者数は１９７人。昨年３月に

チベット自治区で起きた暴動の犠牲者数を上回り、近

年で最大規模の民族衝突となった。 

9 南太平洋、スマトラで大地震相次ぐ   

インドネシア西部スマトラ島沖を震源とするマグニチ

ュード（Ｍ）７・６の地震が９月３０日に発生し、１１９５人
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が死亡した。南太平洋のサモア諸島沖では２９日、Ｍ

８・０の地震が発生し、津波による死者・不明者はサ

モアだけで１４３人に上った。 

10 世界陸上、ボルト選手が３冠   

８月にベルリンで行われた陸上競技の世界選手権で、

ジャマイカのウサイン・ボルト選手が男子１００メートルと２

００メートルを世界新記録で制し、第３走者として出場し

た男子４００メートルリレーでも優勝した。北京五輪に続

く短距離３冠。国際陸連は今年の最優秀選手に選出し

た。 

 

格安宇宙旅行実現へ 

ヴァージン・ギャラクティック 世界初の商

用宇宙船を公開 

 

宇宙旅行会社「ヴァージン・ギャラクティック（Virgin G

alactic）」は 7 日、米カリフォルニア（California）州のモ

ハベ砂漠（Mojave Desert）で、有人宇宙船「スペース

シップ・ツー（SpaceShipTwo）」を初公開した。 

 モハベ宇宙港（Mojave Air and Space Port）で行

われたお披露目式で、同社を経営するリチャード・ブ

ランソン（Richard Branson）氏は、初めての宇宙飛行

は 2011 年 6 月前後に実現し、自身が乗客第 1 号に

なることを発表した。ブランソン氏の家族と宇宙船を

設計した米エンジニアのバート・ルータン（Burt Ruta

n）氏も同乗する予定という。 

 宇宙船は、このスペースシップ・ツーと、母船となる

双胴型飛行機「ホワイトナイト・ツー（WhiteKnightTw

o）」で構成される。ホワイトナイト・ツーは、ブランソン

氏の母親の名前である「イブ（Eve）」の別名を持ち、

船体にはイブをイメージした若い女性の姿が描かれ

ている。  

 スペースシップ・ツーには乗員 2 人と乗客 6 人が乗

り、高度約 1 万 8000 メートルまで上昇したところで母

船から切り離され、ロケットエンジンが点火されて大気

圏外の宇宙空間に打ち上げられる。乗客は、席の隣

の丸窓から地球を見たり、宇宙遊泳を楽しむことがで

きるという。 

 宇宙旅行の値段は、20 万ドル（約 1780 万円）と、米

航空宇宙局（NASA）やロシアの宇宙船による宇宙飛

行に比べると格段に安い。これまでに 300 人が申し

込みを済ませているという。 

電波利用料支出額 

08 年度電波利用料支出額 598 億円 

 総務省は、08 年度電波利用料の支出額を公表した。

支出額は 598 億円で前年度の 652 億円を下回った。 

 電波利用料が最も多く支出されたのは特定周波数

変更対策業務の 199 億円。地上デジタルテレビ放送

を行うチャンネル確保のため一部地域で現行のアナ

ログ放送のチャンネルを変更するための対策に主と

して支出された。 

 次いで電波資源拡大のための研究開発には 119

億円が支出された。周波数の逼迫状況を緩和し、新

しい周波数需要に対応するため、新技術の開発や

周波数の共同利用促進のための技術開発が支出対

象。 

 携帯電話のエリア整備や、地デジ移行のための送

受信環境整備を含めた無線システム普及支援事業

には 75 億円が支出された。内訳はエリア整備が 48

億 8000 万円、地デジ移行対策費が 26 億 1000 万円

となっている。 

 電波利用料は電波の適正な利用を確保するため、

放送局、携帯電話事業者、アマチュア無線など電波

利用の免許を受けた企業や個人から徴収する費用。

徴収された費用は電波監視や電波資源の有効利用

などに使用される。  

 

今年の漢字 

2009 年の世相を表す「今年の漢字」に「新」が選ば

れ、京都市東山区の清水寺で１１日、森清範貫主が

特大の和紙に揮毫(きごう)した。 

 「新」は１万４０９３通が寄せられた。新政権誕生や

新型インフルエンザ、スポーツ界の新記録などから推

す声が多かった。２位以降は「薬」「政」「病」の順だっ

た。 

 
 

 


