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レピータ局の再免許手続き 

JP3YHE 再免許手続きを完了しました。 

今回より、ＪＡＲＬのレピータ関係規程・規約等の改正

により、無線局免許の取得と維持に係る費用の実費

（再免許申請の印紙代 3,050 円+電波使用料 1,500

円）の負担が必要になりました。 

なお、付設しているリモコン局（JP3ZHE））は、必要性

も少なく、経費削減の折、廃止する事と致しました。 

 

読者が選ぶ十大ニュース 

2012 年の 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。 

❶ノーベル生理学・医学賞に山中教授 

 スウェーデンのカロリンスカ研究所は８日、ノーベル

生理学・医学賞を、ｉＰＳ細胞（人工多能性幹細胞）を

作製した京都大の山中伸弥教授ら２人に贈ると発表

した。 

 

❷東京スカイツリー開業 

 

 

自立式電波塔としては世界一の高さ６３４メートルを 

誇る東京スカイツリー（東京都墨田区）が２２日に開業

した。隣接商業施設を合わせた初日の来場者数は２

１万９０００人に上った。 

 

❸3 ロンドン五輪、史上最多のメダル３８個 

 第３０回夏季五輪ロンドン大会が２７日、開幕した。

日本は史上最多の３８個（金７、銀１４、銅１７個）のメ

ダルを獲得した。 

 

❹政権問う師走の衆院総選挙 

 第４６回衆院選は「４日公示―１６日投開票」の日程

で行われる。民主党は比較第１党、自民党は公明党

とともに政権奪還を目指す。国政選挙初挑戦の日本

維新の会や公示直前に結成した日本未来の党など

第３極がどれだけ支持を集められるかも注目される。

（※衆院選結果と新政権誕生などはこの項目に含

む） 

 

❺尖閣国有化で日中関係悪化 
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 政府は１１日の閣議で、尖閣諸島（沖縄県石垣市）

を国有化するため、購入費２０億５０００万円の支出を

決定した。国有化方針を巡っては、８月に、香港の活

動家らが不法上陸し、北京市内では丹羽宇一郎大

使の公用車の日本国旗が奪われる事件が起きた。中

国各地で大規模な反日デモが起き、日系企業の商

業施設などが破壊された。周辺領海では中国の海洋

監視船の侵入などが頻発し、経済面も含め日中関係

は極度に悪化した。 

 

❻金環日食、９３２年ぶり広範囲観測 

 太陽の中心部が月に隠れて指輪のように輝く金環

日食が２１日、東北南部から九州南部の太平洋側に

かけて観測された。これほど広範囲での観測は平安

時代以来９３２年ぶり。 

 

❼中央道トンネルで崩落、９人死亡 

 山梨県の中央自動車道笹子トンネルで２日、コンク

リート製天井板が崩落した。ワゴン車など３台が下敷

きになり、乗っていた９人が死亡した。 

 

❽巨人が３年ぶり２２度目の日本一 

 プロ野球の読売巨人軍は３日、日本シリーズ第６戦

で北海道日本ハムファイターズを４―３で破り、３年ぶ

り２２度目の日本一を決めた。 

 

❾地下鉄サリン事件で特別手配の菊地容疑者ら

逮捕、オウム捜査終結へ 

 ９５年のオウム真理教による地下鉄サリン事件で、

警視庁は３日、特別手配していた菊地直子容疑者を

殺人と殺人未遂容疑で逮捕した。同じく特別手配中

の高橋克也容疑者も１５日に逮捕した。オウム真理教

関連の特別手配犯はすべて逮捕され、教団を巡る事

件の捜査は９月２４日に終結した。 

 

❿兵庫県尼崎市のドラム缶遺体事件、連続遺体

遺棄・行方不明事件に発展 

 兵庫県尼崎市のドラム缶遺体事件で、主犯格とさ

れる角田美代子被告周辺で、複数の行方不明者が

判明し、同県警は１３日から同市内の民家を捜索、男

女３人の遺体を発見した。 

 

今年の創作四字熟語 

 消費税増税は「税途多難」（前途多難）、

相次ぐ離党者が「党奔政争」（東奔西走）。 

住友生命保険は 18 日、今年の世相を４文字で表現

する「創作四字熟語」の優秀、入選の計 50 編を発表 

した。 

 政局の混乱を反映して政治関連の応募が全体の

約３割を占め、ノーベル生理学・医学賞を受賞した京 

都大の山中伸弥教授を「伸弥万称」（森羅万象）と祝

う作品も選ばれた。 

 このほか、格安航空会社（ＬＣＣ）の国内線参入を表

す「安価航路」（暗夜行路）や、沖縄・尖閣諸島の領

海に中国船が繰り返し侵入したことに「船船境航」

（戦々恐々）、ロンドン五輪での日本競泳チームの活

躍ぶりに「共存競泳」（共存共栄）など 10 編を優秀作

に選んだ。 

 入選作 40 編のうち、政治関連は自民党の安倍晋

三総裁が政権奪還を図ったことを「晋帰一転」（心機

一転）、石原慎太郎前東京都知事の電撃辞任と国政

復帰に「興味慎慎」（興味津々）など。 

 レスリングの吉田沙保里選手が世界大会 13 連覇を

達成して「史嬢最強」（史上最強）。東京スカイツリー

の開業に「威風堂塔」（威風堂々）も入選。うなぎの高

騰を「無理鰻代」（無理難題）と嘆く作品も登場した。 

 

今年の漢字 

輝く未来、願う「金」 今年の漢字 

１年の世相を表す「今年の漢字」に「金」が選ばれたと、

日本漢字能力検定協会（京都市下京区）が１２日、東

山区の清水寺で発表した。ロンドン五輪での日本選

手の金メダルや、山中伸弥京都大教授のノーベル賞

受賞などの金字塔に、混迷を照らす光として希望を

託した。 

  応募総数は２５

万８９１２票で、「金」

が最多の９１５６票。

山中教授やレスリン

グ女子の吉田沙保

里選手らを挙げ、

「不況の国民の心を

明るくした」「来年は

金のように明るい未

来を願って」などの

声が寄せられた。

金環日食や金星食、

消費税増税や復興

予算の流用など金（かね）の問題も選定理由に挙が

った。 

  「金」を大書した清水寺の森清範貫主は「東日本

大震災などによって日本中が暗い中、世界的な偉業

に一筋の光明を見つけ、将来を見ていこうとの気概を

感じた」と話した。 

  ２位も五輪や金環日食にちなんだ「輪」。３位以降

は順に「島」「領」「乱」で、領土問題や政治経済の混

乱といった不安定な世情も反映された。 
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  シドニー五輪などがあった２０００年も「金」が選ば

れており、今年の漢字で初めての再選となった。 

 

流行語大賞 

今年の流行語大賞はやっぱりあの人「ワイ

ルドだろぉ」    

 今年の世相を反映し、話題になった言葉に贈られ

る「２０１２ユーキャン新語・流行語大賞」が３日発表さ

れ、お笑いタレントのスギちゃん（３９）の決めぜりふ

「ワイルドだろぉ」が年間大賞を受賞した。 

 ほかにトップテン入りしたのは、ノーベル生理学・医

学賞の受賞が決まった山中伸弥・京都大教授（５０）

が作製した「ｉＰＳ細胞」、ロンドン五輪競泳男子４００メ

ートルメドレーリレーで銀メダルに輝いたメンバーが、

北島康介選手（３０）に向けて話し合っていた言葉

「（康介さんを）手ぶらで帰らせるわけにはいかない」、

東京スカイツリーに隣接する商業施設「東京ソラマチ」

など。政治関連では「維新」「第３極」「近いうちに…」

の三つが入った。 

【新語・流行語トップテン】 

《大賞》ワイルドだろぉ：お笑い芸人 スギちゃん 
 デニムのノースリーブと短パン。今年のお笑い界のスタ
ーはピン芸人のスギちゃん。その勢いにまかせた取り返
しのつかない行動を「ワイルドだろぉ」と称して自虐的に
語るネタがじわりじわりとウケた。「ワイルドですね、とか、
ワイルドだね、じゃダメだったんだろうなぁ」とは、ご本人
の弁。 

《その他トップテン》 

「終活」：週刊朝日編集部／故・金子哲雄さん 
 人生の最期を自分の望むように自分で準備すること。
10月2日、41歳で急逝した流通ジャーナリスト金子哲雄
さんは、生前から自分の通夜や葬儀・告別式、墓の準
備を万全に進めていた。「終活」という言葉は、週刊朝
日で 2009 年連載された「現代終活事情」で知られるよう
になり、『現代用語の基礎知識』には 2010 年版から登
場。 

「維新」：日本維新の会代表代行 橋下徹さん 
 地域政党「大阪維新の会」が「日本維新の会」を結成、
国政政党として国政選挙へ乗り出し、坂本龍馬の「船中
八策」に倣って、「維新八策」を発表した。ちなみに「維
新」という言葉を掲げた団体の例は珍しいものではなく、
1992 年発足の「平成維新の会」（代表大前研一）が記憶
に新しい。 

「東京ソラマチ」：東武タウンソラマチ株式会社 
 東京・墨田区、東京スカイツリーとともに 5 月 22 日開業
した、その展望台とその周辺、商業施設一帯を指すネ
ーミング。コンセプトは「新・下町流」。地上 150ｍからツリ
ーを間近に眺めながら食事ができるスペシャルダイニン
グゾーンなどで構成され、飲食やファッションなどが 312
店舗。 

「ＬＣＣ」：ピーチ・アビエーション株式会社／エアアジ

ア・ジャパン株式会社／ジェットスター・ジャパン株式会

社 
 格安航空会社を意味する Low-Cost Carrier(ローコスト
キャリア)の略称。航空業界の規制緩和を機に、ANA、
JAL といった大手航空会社が相次いでＬＣＣに本格参

入したことから、今年はＬＣＣ元年と呼ばれた。「ＬＣＣ」と
いう用語、『現代用語の基礎知識』には 2009 年版から
登場。 

「手ぶらで帰らせるわけにはいかない」：ロンドン五輪

代表 松田丈志さん 
 7 月 31 日、ロンドンオリンピック競泳の最終日。男子４０
０ｍメドレーリレーで史上初の銀メダルを獲得したのは、
兄貴分・北島康介の「メダルなし」はないだろうと「レース
前に３人(入江陵介、藤井拓郎、松田丈志)で話し合っ
た」、その思いの結果だという。 

「爆弾低気圧」：株式会社ウェザーニューズ 
 爆発的に発達する温帯低気圧のこと。寒候期に限られ
るが台風並みに発達するものも多く、広い範囲に強風、
大雨、大雪、高波をもたらす。今年４月上旬、日本海で
低気圧が急発達し、暴風雨による被害が全国に広がっ
た。『現代用語の基礎知識』には 2008 年版から登場し
ている用語。 

「近いうちに…」：内閣総理大臣 野田佳彦さん 
 社会保障と税の一体改革関連法案の成立後の 8 月、
野田首相は「近いうちに国民に信を問う」と明言。つ
まり衆院解散を確約したため、それはいつのことやら
と３ヵ月にわたってヤキモキさせ、「近いうちに解散」と
いう言葉ばかりが流通した。 

「ｉＰＳ細胞」：京都大学ｉＰＳ細胞研究所所長 山中伸弥

さん 
 6 年前、山中伸弥教授ら京都大学の研究グループに
よって作製されたこの iPS 細胞（人工多能性幹細胞）は、
すでに分化して専門の機能しか果たさなくなったマウス
の皮膚細胞に、ウイルスを使って 4 個の遺伝子を導入し
て、どんな細胞にもなれる能力を獲得させたもの。ｉPS は、
Induced pluripotent stem の頭文字で、『現代用語の基
礎知識』には 2006 年版から登場している。 

「第３極」：第３極を構成する皆さん 
 二大政党制の下で、二大政党の次の勢力になりうる政
党のことを指す「第３極」。たとえば社民党は2004年ごろ
から「第３極としての社民党」を声高に叫んでいたが、こ
こへきて、政権党が低迷し、自民党にも昔ほどのパワー
が感じられず、新党が乱立。二大政党制という大前提の
崩壊さえみえてきた。 

 

２０１２年ヒット商品番付 

東の横綱に「ｉＰＳ細胞」 ＳＭＢＣのヒット番

付 

  三井住友銀行系のＳＭＢＣコンサルティングは、「２

０１２年ヒット商品番付」を発表した。東の横綱には、ノ

ーベル医学生理学賞に決まった山中伸弥京都大教

授が開発した人工多能性幹細胞（ｉＰＳ細胞）、西の横

綱には、５月に開業し、電波塔として世界一の高さを

誇る「東京スカイツリー」を選んだ。 

 番付は東が上位。山中教授のノーベル賞受賞は

「ビジネスで海外勢に押され気味の日本人に自信を

取り戻させてくれた」と評価。商品ではないが、「話題

性も考慮して選定した」と説明している。東京スカイツ

リーは「日本の技術の高さを見せつけた」とした。 

 大関は復元工事を終えて全面開業したＪＲ東京駅。

関脇には、販売が好調な「ｉＰａｄ（アイパッド）」などの
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タブレット型多機能端末と、相次いで就航した格安航

空会社（ＬＣＣ）が入った。 

・2012 年ヒット商品番付表・ 

東  西 

東京スカイツリー 横綱 ｉＰＳ細胞 

東京駅 大関 該当なし 

タブレットＰＣ 関脇 ＬＣＣ 

□殊 「マルちゃん生麺」 小結 
小型ハイブリッドカー

「ＡＱＵＳ」 

ロンドン五輪 
前頭

１ 
天体ショー 

□技 「フィットカット カ

ーブ」 

前頭

２ 

低価格機能性メガネ

□敢  

ノンアルコール飲料 
前頭

３ 
塩こうじ 

街コン 
前頭

４ 
新東名高速道路 

「さくら色ＬＥＤ照明」 
前頭

５ 

「レノアハピネス アロ

マジュエル」 

きゃりーぱみゅぱみゅ 
前頭

６ 
代官山 蔦屋書店 

□殊 ・・・殊勲賞   □敢 ・・・敢闘賞   □技 ・・・技能賞 

 

●ｉｐｓ細胞＝京大・山中教授がノーベル医学・生理学賞

受賞。 

●東京スカイツリー＝世界一の高さ 634m。５月のオー

プン後５日間で 113 万 2,000 人が来場。 

●東京駅＝５年半かけた改装が 10 月に完成。駅周辺

の再開発効果で乗降客は４割増。 

●タブレットＰＣ＝３月に新型 iPad、11 月に iPadmini 発

売。販売低調の PC 市場のなかで唯一好調。 

●ＬＣＣ＝ピーチ・アビエーション（３月）、ジェットスター・

ジャパン（７月）、エアアジア・ジャパン（８月）の３社が国

内 LCC（格安航空会社）業界に本格参入。 

●「マルちゃん正麺」＝昨年 11 月に発売から 1 年で累

計出荷数２億食突破。新食感の麺で袋麺市場に旋風。 

●小型ハイブリッドカー「ＡＱＵＡ」＝トヨタの「AQUA」、

昨年 12 月の発売から２カ月半で 17 万台を超える受注

で半年以上の納車待ちに。 

●ロンドン五輪＝過去最高のメダル数 38 個を獲得。 

●天体ショー＝５月に金環日食、６月に金星の日面通

過、８月に金星食。日食用サングラスや天体望遠鏡が

爆発的の売れ行き。 

●「フィットカットカーブ」＝従来にない切れ味と使いや

すさで、発売後５カ月で 100 万本を突破。 

●低価格機能性メガネ＝「J!NS PC」のジェイアイエヌが

火付け約となり、低価格の PC 用メガネが大きな話題

に。 

●ノンアルコール飲料＝2009 年から急成長。２月発売

の「アサヒ ドライゼロ」は年間販売目標を 300 万ケース

から 500 万ケースに上方修正。 

●塩こうじ＝情報番組での紹介をきっかけに認知度向

上。前年の２億円市場が 62 億円市場に。 

●街コン＝複数の飲食店をまわりながら異性と出会う大

規模な合コンイベント。利用者急増、まちおこしの手法と

しても人気。 

●新東名高速道路＝４月に静岡県内の一部区間が

開通。大型商業施設「NEOPASA」が新しいサービスエ

リアとして人気スポットに。 

●「さくら色ＬＥＤ照明」＝３月に LED 照明が販売台数・

金額ともに蛍光灯を逆転。シャープの「さくら色 LED 照

明」が癒し効果も加わり人気。 

●「レノアハピネス アロマジュエル」＝P&G の製品。洗

剤と柔軟剤と合わせて使用し、好みの香りをつくれる。 

●きゃりーぱみゅぱみゅ＝オリジナリティ溢れるファッシ

ョンなどが中高校生の支持を集める。 

●代官山 蔦屋書店＝昨年 12 月にオープン。６つの専

門空間やカフェ、トラベルカウンターもあるワンランク上

の大人の書店。 

 

ヒト型ロボットが来夏宇宙へ 

 

本のヒト型コミュニケーションロボット・プロジェクト

「KIBO ROBOT PROJECT」が開発した会話するロボット

が、宇宙飛行士の若田光一（Koichi Wakata）さんより

一足先に来夏、宇宙に飛び立つ。同プロジェクトが

明らかにした。 

  ロボットは高さ 34 センチ、重さは約 1 キロ。若田さ

んの顔を認証し日本語で会話できるプログラムが搭

載 さ れ て い る 。 国 際 宇 宙 ス テ ー シ ョ ン

（International Space Station、ISS）滞在中に、

若田さんの話相手を務めるほか、写真撮影も行う。 

 「KIBO ROBOT PROJECT」の詳細は次のウェブサイトで

確認できる。http://kibo-robo.jp/ 

 

 
 

 


