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全国 84愛好会 本部  

 

電波競売採用せず 

携帯向け９００・７００メガヘルツ帯 電波競

売採用せず 総務省 

  総務省は、携帯電話事業者向けに新たに割り当

てる９００メガヘルツと７００メガヘルツ帯の周波数につ

いて、法改正が必要なオークション（競売）方式は採

用しない方針を固めた。行政刷新会議の政策仕分け

が周波数オークションの前倒し導入を求めていたが、

川端達夫総務相が１日の衆院総務委員会で、「事業

者は従来方式での割り当てを前提に準備しており、

既定方針通り手続きを進めたい」と述べた。 

 

総務省は、平成２７年の実用化が見込まれる第４世

携帯電話向けの周波数割り当てからオークションを 

 

 

実施する計画だ。 

行政刷新会議の仕分け人は、選定作業の透明化や

競売収入の政府財源への活用などを理由に来年に

行われる予定の９００、７００メガヘルツ帯の事業者選

定にもオークションの導入を求めた。しかし、法改正

などに時間がかかり、サービス開始が大幅に遅れる

懸念があるため、従来通りの選定方式で進めることに

した 

 

今年の人 

今年の人に中東などの「抗議者」 
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 米誌タイムは１４日、恒例の

「今年の人」（パーソン・オブ・

ザ・イヤー）に、中東で相次ぐ

民主化要求デモなどを支えた

「プロテスター（抗議者）」を選

んだ。 

 同誌の代表はＮＢＣテレビに

対し、「これらの人たちは既に

歴史を変え、今後も変革し続

けるだろう」と指摘。今年は経済格差の是正を訴える

デモもニューヨークから世界に広がるなど、「プロテス

ター」が存在感を示し続けた。  

 

今年の漢字は「絆」  

２０１１年の世相を１字で表す「今年の漢字 5 

件」が「絆」に決まり、日本漢字能力検定

協会が１２日、京都市の清水寺で発表し

た。 

「今年の漢字」は、京都に本部のある日本漢字能力

検定協会が、毎年、その年の世相を表す漢字ひと文

字を募集して選び、発表しています。ことしは、これま

でで最も多い４９万通余りの応募があり、その中から、

６万通余りと最も多かった「絆」という字が選ばれまし

た。１２日は、京

都市東山区の清

水寺で、森清範

貫主が、大きな和

紙に「絆」と一気

に書き上げました。

「絆」を選んだ人

たちは、東日本

大震災で、家族や仲間など、身近でかけがえのない

人との絆の大切さを改めて知ったことや、被災した人

たちがさまざまな人との絆で助けられたこと、サッカー

女子ワールドカップで日本代表のなでしこジャパンが

優勝し、チームの絆を感じたこと、震災の情報伝達や

中東の民主化で、ソーシャル・ネットワーキング・サー

ビスによる人の絆が注目を集めたことなどを、理由に

挙げたということです。森清範貫主は「絆で一つにな

って、被災地が復興に向かい、来年はさらに前向き

な一字が選ばれる年にしたい」と話していました。協

会によりますと、２番目に多かった字は、震災のほか、

台風や海外の地震・洪水など、災害が多かったことか

ら「災」、３番目は「震」で、上位１０位までの字は、震

災から直接、間接的にイメージした漢字がほとんどだ

ったということです。 

 

今年の創作四字熟語「天地震迷」 

東日本大震災や大型台風など「天地震迷」

が相次いだが、日本全国からの「愛円義

援」と「願晴東北」のエールで、復興に向

け着実に前進している。 

住友生命保険は８日、2011 年の世相を漢字４文字

で表す「創作四字熟語」を発表した。今年は自然の

脅威や、絆の大切さを表現した作品が目立った。 

「天威無法」（天衣無縫） （てんいむほう） 

大震災・大津波・大雨洪水。天の威力の前になす術

がない。  

「帰路騒然」（理路整然）（きろそうぜん） 

帰宅困難。大地震に続き台風でも。 

「愛円義援」（合縁奇縁）（あいえんぎえん） 

震災で、海外からも多くの義援金が寄せられた  

「一松懸命」（一生懸命）（いっしょうけんめい） 

一本の松が復興のシンボルとしてがんばっている  

「電考節夏」（電光石火）（でんこうせっか） 

電気についてみんなよく考えた、節電の夏。 

「金価雀躍」（欣喜雀躍）（きんかじゃくやく） 

金価高騰で喜ぶ人  

「年々宰宰」（年々歳々）（ねんねんさいさい） 

毎年のように総理大臣（宰相）が変わる。  

「舌禍繚乱」（百花繚乱）（ぜっかりょうらん） 

政治家の失言が入り乱れた。  

「熟年差婚」（熟年離婚）（じゅくねんさこん） 

年の差を気にせず若い恋人と結婚する人が目立っ

た。 

「才足兼美」（才色兼備）（さいそくけんび） 

「なでしこジャパン」の活躍。 

 

10 大ニュース（WSJ） 

ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）日本

版、「2011 年 10 大ニュース」を発表した。 

編集部が日本版読者の反響、記事本数が多かったト

ピックス、米国・アジア版記者が精力的に取材したテ

ーマなどから 10 本のニュースを選出した。 

2011 年は、東北地方を襲った巨大地震と大津波が

数え切れない人命を奪い、破壊された原発が次世代

にも及ぶ放射能汚染の恐怖をもたらした。日本はこ

の未曾有の危機をどのように乗り越えるのか。また嵐

は国内にとどまることなく、経済においてはユーロ圏

で 2009 年末に表面化したソブリン危機がいまだ解決

しておらず、米国でも財政再建を阻む政治の機能不

全が目立っている 

WSJ 日本版が選ぶ 2011 年 10 大ニュース 
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順位 テーマ 記事例 

第 1位 

福島第 1 原発事故

が問う原発の将来、

続く放射能汚染問

題 

設計上の欠陥が事

故を悪化させた―福

島原発 (7 月 1 日) 

第 2位 
東日本大震災―依

然としておぼつかな

い復興への道筋 

震災が変えた運命

－陸前高田市長の

苦悩(4 月 12 日) 

第 3位 
深まる欧州ソブリン

危機 

ギリシャ国民を待ち

受ける苦難(10 月 30

日) 

第 4位 
中東の春」―焦点は

シリアの今後に 

「アラブの春」の後に

「不確実な秋」が到

来か(8 月 24 日 

第 5位 

米国債が初めての

格下げ―深まる党

派対立と政治の機

能不全 

米格下げめぐる対

立、S&P からの電話

が発端 (8 月 8 日 

第 6位 

菅前首相の辞任め

ぐる政治混迷と野田

政権発足―問われ

る民主党の政権担

当能力 

日本 3 度目の開国

(有料)(11 月 15 日) 

第 7位 

スティーブ・ジョブズ

氏死去―飽くなき挑

戦を続けたカリスマ

を失ったアップル 

偉大な功績残した

不世出のイノベータ

ー、スティーブ・ジョ

ブズ氏 (10 月 6 日)

第 8位 
日本経済をむしば

む円高 

日本の介入の目的

は中小輸出業者支

援(有料)(11 月 10

日) 

第 9位 

中国高速鉄道衝突

事故―世界 No.2 に

躍進した中国経済

の歪みか 

故障した「チャイナ・

エクスプレス」 (8 月

2 日) 

第 10 位 
9.11 から 10 周年―

ビンラディン容疑者

死亡 

ビンラディン後のイ

スラム―情勢見極め

る必要 (5 月 4 日) 

*上記ランキングおよび記事・社説は、12 月中旬発行の

「2011 年 10 大ニュース」ブックレットで紹介している。 

また、WSJ 日本版編集部が、2012 年にかけて最も注目する
ニューストピックスは下記の 3つとなっている。 

トピックス 1：どこまで進む世界経済危機 ―中国は救世

主になるのか 
トピックス 2：「脱原発宣言」の行方―日本の電力地図は

塗り変わるのか 
トピックス 3：政治の季節―米仏で大統領選挙、中国共

産党の指導部世代交代 

 

流行語大賞 

今年の世相を映し、話題になった言葉に贈られる 

「2011 ユーキャン新語・流行語大賞」が発表され、サ

ッカー女子ワールドカップで優勝し、国民栄誉賞を贈

られた日本代表チーム「なでしこジャパン」が年間大

賞に選ばれた。  

2011 年間大賞 

なでしこジャパン 
サッカー日本女子代表の愛称。７月 17 日、女子Ｗ杯

ドイツ大会で、日本は２―２からのＰＫ戦で優勝候補

のアメリカを３―１で振り切り、初優勝した。国際サッカ

ー連盟（FIFA）主催大会での日本の優勝は男女通じ

て史上初。大会ＭＶＰと得点王には澤穂希が輝いた。

８月、なでしこジャパンには日本政府から国民栄誉賞

が授与され、震災に沈む日本を元気づけた。 

絆 
未曾有の大災害である東日本大震災は、人々に「絆」

の大切さを再認識させた。復興に際しての日本全体

の支援・協力の意識の高まりだけでなく、地域社会で

のつながりを大切にしようとする動きや、結婚に至る

カップルの増加などの現象がみられた。 

スマホ 
スマートフォン。パソコンと同等の拡張性をもち、イン

ターネットにそのまま接続可能な携帯電話。アップル

社の iPhone シリーズが大人気となり、その後、グーグ

ル社が提供する「アンドロイド」を搭載する機種など、

各社が類似端末を発売して製品ラインナップを広げ

た。2011 年はスマホ普及の年といわれ、夏には携帯

電話端末の販売台数の半分以上をスマートフォンが

占めた。 

どじょう内閣 
８月 29 日の民主党代表選で、野田佳彦候補が相田

みつをの詩「どじょうがさ 金魚のまねすることねんだ

よなあ」を引用、地味だが実直な政治を目指すことを

アピールして当選した。メディアはこの演説を「どじょう

演説」と呼び、野田内閣のことも「どじょう内閣」と呼ぶ

ようになった。 

どや顔 
「どや」とは関西の方言で「どうだ？」の意味。「すごい

だろう？」のニュアンスも含み、どや顔とは自慢げな

顔、得意満面、したり顔のこと。ダウンタウンなどのお

笑い芸人がテレビのバラエティ番組の中で多用し、

全国的に広まったとされる。 

帰宅難民 
勤務先などで災害に遭遇し、交通機関の混乱から帰

宅が困難になった人のこと。「帰宅困難者」ともいう。

東日本大震災では、東京は震度５強の揺れを観測し

たが、鉄道の運休などにより約 500 万人が帰宅難民

になったと推定される。 

こだまでしょうか 
東日本大震災後、頻繁に流れたＡＣジャパンのテレ

ビＣＭ中のフレーズ。「遊ぼうっていうと遊ぼうっていう」

で始まり「こだまでしょうか？…いいえ誰でも」とシメる。

明治時代の詩人、金子みすゞの詩。この「こだまでし
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ょうか」が収録された詩集に問い合わせが殺到し、ベ

ストセラーとなった。 

３．11 
2001 年９月 11 日に起こったアメリカ同時多発テロの

呼称「９．11」にならった呼び名。津波が襲い、福島第

一原発の事故が起きたあの日、アメリカにとっての同

時多発テロに匹敵するような歴史的な衝撃が、この

国にもたらされたのである。 

風評被害 
ありもしない噂やデマを世間に流されたり、取り沙汰

されたりして被る被害のこと。福島第一原子力発電所

事故後、被曝を恐れる心理から、福島からの避難民

が差別的な扱いを受けるなどした。また農畜産物や

魚、工業製品が過剰に避けられたりするなどのケー

スも発生した。 

ラブ注入 
整体師でもあるお笑い芸人・楽しんごのギャグ。独特

の振り付けをしながら「ドドスコスコスコ」を３回繰り返し、

「ラブ注入」で胸の前で手でハートマークを作る。オネ

エブームの後押しのもと、いじられやすいキャラで人

気を得た。 

 

2011 年ヒット商品番付 

SMBC コンサルティングは、「2011 年 ヒット商品番付」

を発表した。昨年は「話題や注目を集めた商品・イベ

ントは多かったが、大ヒットに繋がる勢いに欠け、全体

としては小粒ヒットが多い」という理由から、不在だっ

た横綱が復活した。 

最高位となる「東の横綱」は、「2011 年ユーキャン新

語流行語大賞」にも選ばれた「なでしこジャパン」が

獲得した。対する西の横綱に選ばれたのは「スマート

フォン」となった。その他の番付は以下の通り。 

同社は今年選ばれた商品のキーワードを「つながる」

としている。「なでしこジャパン」は決勝戦で米国代表

に先制点を挙げられるも粘って「つなげて」勝利して

おり、また、「スマートフォン」は今年度の国内出荷台

数が 2,000 万台を超えることが予測されており、今後

はスマートフォンによって誰でもどこでもインターネッ

トに直接「つながる」時代となるという。 

そのほか、「 つながる」を意味す る 商品と して、

「Facebook/Twitter」、「マル・マル・モリ・モリ」、「九

州新幹線」が挙げられている 

＜東＞ 

 横綱   なでしこジャパン 

 大関   Facebook・Twitter 

 関脇   スーパークールビズ 

 小結   第３のエコカー 

 前頭１  「マル・マル・モリ・モリ」 ○殊  

 前頭２  ジュレ状ぽん酢 

 前頭３  「謎解きはディナーのあとで」 

 前頭４  ボーイング７８７ ○技  

 前頭５  AKB４８ 

 前頭６  トーニングシューズ 

 

＜西＞ 

 横綱   スマートフォン 

 大関   該当なし 

 関脇   冷やしフード 

 小結   自電車 

 前頭１  「体脂肪計タニタの社員食堂」 ○敢  

 前頭２  ミラーレス一眼 

 前頭３  「スティーブ・ジョブズ」 

 前頭４  九州新幹線 

 前頭５  Ｋ−ＰＯＰ 

 前頭６  該当なし 

○殊 ・・殊勲賞  ○敢 ・・敢闘賞  ○技 ・・技能賞 

 

渋滞予測 

NEXCO3 社、JB 本四高速、日本道路交通

情報センターは年末年始の高速道路での

交通集中による渋滞予測をとりまとめ発

表した。それによると、1 月 2日～3日に、

上り線で、ピーク時 10km 以上の渋滞が多

く発生すると予測している。  

そのほか、年末年始期間（2011 年 12 月 22 日～

2012 年 1 月 4 日の 14 日間）の渋滞は、下り線で、12

月 29日～30日、1月 2〜3日に、ピーク時 10km以上

の渋滞が発生すると予測。最大の渋滞は、1 月 2 日

に関越自動車道・高坂 SA（上り）で 45km の渋滞予測

がされている。  

今回の渋滞予測は、昨年のような上限 1000 円の

ETC 休日特別割引の適用がなかった過去の年末年

始や、今年のお盆時期などの交通状況、東北地方

無料措置等の交通状況を踏まえて予測したもの。  

東北地方では、12 月 1 日より開始される無料措置

により予想外の渋滞が発生する可能性があり、出発

前にその方面の最新の道路状況を確認の上、高速

道路を利用してほしいと説明している。 

 混雑対策として高速道路会社は、登り坂等での速

度低下注意喚起、渋滞末尾への追突注意喚起、休

憩施設等での駐車場整理員の配置、臨時トイレの設

置、大型車駐車ますの確保などを実施する予定だ。 

 

 


