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1 ．衆議院解散を巡る動き

衆議院議員の任期満了が 9月に迫る中，麻生総

理大臣がいつ衆議院を解散するのかが，政局の最

大の焦点になっていた。

4月に入って麻生総理大臣は，09年度の補正予

算案を成立させることなど，景気対策に引き続き

最優先で取り組む姿勢を示す一方で，解散・総選

挙の時期を探っていた。また，公明党は，衆議院

選挙について，力を入れている 7月の東京都議会

議員選挙前後の近い時期は避けることが望ましい

としていた。

こうした中，5 月11日に民主党の小沢代表が代

表の辞任を表明。小沢氏は，3 月に西松建設の政

治献金を巡る事件で公設秘書が起訴されたことに

ついて，潔白だという主張は変わらず，自ら代表

として次の衆議院選挙に臨み，政権交代を果たし

たいとしていたが，党内からは「党の支持率が下

落し，このままでは衆議院選挙は戦えない」とい

う声が強まっていた。

小沢氏の辞任を受けて民主党では，5 月16日に

代表選挙を行った。選挙には当時の鳩山幹事長と

岡田副代表が立候補し，投票の結果，鳩山氏が岡

田氏を破って新しい代表に就任した。鳩山氏は執

行部人事で，小沢氏を選挙担当の代表代行に，岡

田氏を党運営の要となる幹事長に起用することな

どを決めた。その後，5 月のさいたま・ 6 月の千

葉の両市長選挙で民主党の推す候補が相次いで勝

利し，攻勢に転じた。

こうした事態を受け自民党内では，麻生総理大

臣のもとでは衆議院選挙は戦えないとして，いわ

ゆる「麻生降ろし」の動きが表面化した。しかし

麻生総理大臣は，自らの手で解散を行う考えを重

ねて示し，選挙態勢を整えるため一部の自民党役

員と閣僚人事を行う意向を固めたが，結局，7 月

に入って 2人の閣僚を補充するにとどまった。そ

して，衆議院選挙の前哨戦として注目を集めた 7

月 5日の静岡県知事選挙で，与党が推した候補が

民主党などが推した候補に敗れたのに続き，7 月

12日の都議会議員選挙で自民・公明両党は過半数

割れに追い込まれた。

自民党内では，総裁選挙の前倒しを求めるなど

のいわゆる「麻生降ろし」の動きが激しくなった

が，麻生総理大臣は経済対策などの実績について

国民に信を問いたいとして，7 月13日に開かれた

政府・与党の連絡会議で 8月30日に衆議院選挙を

行いたいという考えを示し，7 月21日に衆議院を

解散した。

2 ．衆議院選挙，政権選択焦点に

自民・公明が政権を継続するのか，民主党を中

心とする野党勢力が政権交代を実現するのかとい

う「政権選択」が最大の焦点となった第45回衆議

院選挙は， 8月18日公示， 8月30日投票の日程で

行われた。

選挙結果は，民主党が，選挙区と比例代表合わ

せて， 1つの政党が獲得した議席としては戦後最

多となる308議席を獲得して圧勝し，政権が交代

することになった。一方，自民党は119議席と，

選挙前の勢力だった300議席の半数も下回り大敗

を喫した。また公明党は，太田代表が落選するな

ど，小選挙区で議席を獲得できず21議席にとどま

った。このほか共産党は 9議席，社民党は 7議席，

自民党を離党した渡辺元行政改革担当大臣らが結

成した，みんなの党が 5議席，国民新党が 3議席，

新党日本が 1議席，新党大地が 1議席などの結果

になった。

3 ．鳩山連立政権の発足

衆議院選挙の圧勝を受けて，選挙翌日の 8月31

日，民主党は鳩山代表や小沢代表代行らが協議し，

これまでの協力関係や民主党だけでは参議院で過

半数の議席を持っていないことを踏まえ，社民党

と国民新党との連立政権を目指すことを確認し，

両党に政権協議を正式に呼びかけた。そして 9月

9 日，民主党・社民党・国民新党の 3 党は党首会

談を開いて，幹事長らによる協議で取りまとめら

れた合意文書を確認し，連立政権が正式に発足す

ることになった。

合意文書では，難航していた外交・安全保障の

取り扱いについて，沖縄県民の負担軽減の観点か

ら日米地位協定の改定を提起することや日本郵政

グループ各社の株式の売却を凍結する法案を速や

かに成立させることなどが盛り込まれたほか，政

権運営を円滑に進めるため 3党の党首クラスが閣

内で協議する場を設けることが盛り込まれた。

9月16日には，衆・参両院の本会議で総理大臣

の指名選挙が行われ，両院ともに民主党の鳩山代

表が総理大臣に指名され，第93代の内閣総理大臣

に選出された。これを受けて鳩山総理大臣は組閣

を行い，副総理兼国家戦略担当大臣に民主党の菅
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代表代行，外務大臣に岡田氏を充てたほか，社民

党の福島党首を消費者・少子化担当大臣に，国民

新党の亀井代表を郵政改革・金融担当大臣に起用

した。一方，党役員人事について鳩山総理大臣は，

翌年夏の参議院選挙を控え，選挙対策の責任者で

ある幹事長に小沢氏を起用した。

4 ．野党転落の自民・公明，新執行部に

衆議院選挙の歴史的な大敗で，自民党の麻生氏

が総裁を辞任し，9月28日に総裁選挙が行われた。

総裁選挙には，谷垣元財務大臣と河野元法務副

大臣，それに西村前外務政務官の 3 人が立候補。

投票の結果，谷垣氏が大差でほかの候補者を破り，

新しい総裁に選出された。谷垣新総裁は，幹事長

に大島前国会対策委員長，政務調査会長に石破前

農林水産大臣を充てるなどの執行部人事を行い，

党の立て直しを進めていくことになった。

一方，公明党も衆議院選挙で敗北した責任をと

って太田代表が辞任した。そして 9月 8日開かれ

た全国代表者会議で，新たな代表に当時の山口政

務調査会長が就任することが決まり，野党に転じ

た公明党の再建を目指すことになった。

5 ．予算規模圧縮へ事業仕分け

10年度予算案の概算要求が一般会計で過去最大

の95兆円余りとなったことから，新たに設けられ

た行政刷新会議のもとで，必要性や効果の低い事

業を洗い出す作業が進められることになった。

具体的な作業は，枝野元政策調査会長のもと，

国会議員と民間の有識者からなる作業チームの

[仕分け人」が事業ごとに省庁の担当者から説明

を受け，質疑応答を行ったうえでその必要性を判

断する手順で，東京都内の施設で11月11日から11

月27日まで一般に公開されて行われた。

仕分けの対象はおよそ450の事業で，作業の結

果，次世代コンピューターの開発事業を凍結すべ

きとしたほか，在日アメリカ軍の駐留経費の日本

側負担，いわゆる「思いやり予算」のうち基地で

働く日本人の給与水準の見直しを求めるなど，科

学技術や外交・防衛の分野にも削減や見直しを求

めた。

思いやり予算についての見直しなど予算編成に

反映されなかったものもあったが，政府は，各省

庁のおよそ70の事業を廃止することや，公益法人

などの基金などについて必要な部分を除き国に返

納するように求めた仕分けの成果も踏まえた結

果，予算編成では，およそ 2兆円の財源を確保す

ることができたとしている。ただ，科学技術関連

の予算は仕分けになじまないなどという批判も出

るなど，課題も残った。

6 ．10年度予算案の編成

10年度予算案の編成を巡って12月16日，民主党

の小沢幹事長は鳩山総理大臣と会談し，党の重点

要望を伝えた。要望には，子ども手当は所得制限

を設けたうえで，地方には新たな負担増を設けな

いことや，ガソリンなどの暫定税率は石油価格が

安定しているとして，現在の水準を維持すること

などが盛り込まれていた。

鳩山総理大臣は関係閣僚などと最終的な調整を

行ったうえで，12月21日，ガソリン税などの暫定

税率は制度は廃止するものの，今の税率の水準を

維持する一方，子ども手当は「子どもを社会全体

ではぐくむ」として所得制限は設けない方針を明

らかにした。この結果，子ども手当については政

権公約・マニフェストを守った形になったが，暫

定税率は事実上，公約に反する結論となった。

ガソリン税などの問題が決着したことで翌22

日，たばこ税の増税なども盛り込んだ10年度の税

制改正大綱を臨時閣議で決定した。

これを受けて10年度予算案の編成作業の詰めの

調整が行われ，12月25日の臨時閣議で，子ども手

当てや高校授業料の実質無償化などを盛り込んだ

一般会計の総額92兆2,992億円と過去最大の規模

となる予算案を決定した。

7 ．鳩山・小沢氏の政治資金問題

鳩山総理大臣の資金管理団体が，実際には鳩山

氏本人や母親から提供された資金だったのに，個

人からの献金などと偽って収支報告書にうその記

載をした事件で，東京地検特捜部は12月24日，政

治資金規正法違反の罪で会計責任者だった元公設

秘書を在宅のまま起訴した。

鳩山総理大臣はその日の夜に記者会見し，「責

任を痛感している。国民のみなさまに深くお詫び

します」と陳謝した。そのうえで鳩山総理大臣は，

自らの進退問題について「民主党・鳩山内閣の政

策遂行に期待し応援していただいている国民に対

する責任を放棄することになる」と述べ，総理大

臣を辞任しない考えを示した。また，国会などの

場を通じて引き続き説明責任を果たしていきたい

という考えを示した。

一方，東京地検特捜部は 1月15日，民主党の小

沢幹事長の資金管理団体による土地購入を巡っ

て，会計事務を担当していた石川知裕衆議院議員

らが収支報告書にうその記載をしていたとして政
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治資金規正法違反の疑いで逮捕した。通常国会召

集直前の逮捕に民主党内では衝撃が広がった。逮

捕の翌日，政権交代後初めての民主党大会が開か

れ，小沢幹事長は「与えられた職責を全力で果た

す」と述べ，幹事長を続投する考えを示すととも

に「形式的なミスで石川議員らが逮捕されたこと

は納得できない」と述べた。また鳩山総理大臣は

[党の所属議員が，党大会や国会召集を目前にし

て逮捕される異常な事態が発生した。率直に遺憾

の意を表明する」と陳謝するとともに，小沢幹事

長を続投させる考えを示した。ただ政府や党内の

一部からは小沢氏の説明は不十分だという指摘も

出された。

その後，東京地検特捜部は 1月23日と31日に小

沢幹事長への事情聴取を行うなど，事件の解明を

進めた結果， 2月 4日，石川議員ら 3人を政治資

金規正法違反の罪で起訴した。一方，小沢氏本人

については，収支報告書のうその記載にかかわっ

た明確な証拠はないとして嫌疑不十分で不起訴に

した。起訴された石川議員は「けじめをつけた

い」などとして 2月11日，民主党に離党届を提出

した。

8 ．通常国会，政治とカネが焦点に

10年 1 月6日，体調不良を理由に藤井財務大臣

が辞任したのを受けて，鳩山総理大臣は後任に菅

副総理を充てることなどを決め， 1月18日からの

第174通常国会に臨むことになった。

通常国会では，緊急経済対策を盛り込んだ09年

度の第 2次補正予算が 1月28日に成立した。続い

て10年度予算案の審議が行われ， 3月 2日には衆

議院を通過， 3月24日には参議院本会議で可決さ

れ，年度内成立した。

国会審議では，野党側が鳩山総理大臣や民主党

の小沢幹事長の政治資金を巡る事件で，小沢氏本

人や関係者の参考人招致や証人喚問を求めたほ

か，起訴された石川衆議院議員の辞職勧告決議案

の採決を求めるなど，政治とカネの問題が焦点に

なった。

与党側はこうした野党側の要求に応じなかった

が，その後，北教組＝北海道教職員組合の副委員

長らが民主党の小林千代美衆議院議員の陣営に不

正に資金を提供したとして逮捕・起訴され，野党

側はさらに追及していくことになった。

こうした中，鳩山内閣の支持率の下落傾向が続

いた。党内からは一連の政治資金を巡る事件など

が影響しているという懸念が出され，執行部は企

業・団体献金の禁止を強く打ち出すことや，子ど

も手当の支給や高校の授業料の実質無償化を速や

かに実施することなど，事態の打開に向けて取り

組みを進めていくことになった。

一方，自民党では，鳩山内閣の支持率下落にも

かかわらず支持率が上向かないことなどから，党

運営や国会対応を巡って，舛添前厚生労働大臣や

与謝野元財務・金融担当大臣らが執行部を批判す

るなど不満が出た。そして，鳩山邦夫元総務大臣

のほか，与謝野氏らが新党結成に向け離党するな

ど離党者が相次ぎ，夏の参議院選挙に向けて谷垣

総裁のもと挙党態勢をどう作っていくかが課題と

なった。

9 ．普天間基地問題

沖縄県のアメリカ軍普天間基地を巡って，衆議

院選挙後の連立政権協議では社民党が，基地を名

護市辺野古のキャンプシュワブ沿岸に移設する計

画の見直しを政権合意に盛り込むよう求めたが，

民主党がこれに難色を示し調整が難航した。最終

的には「アメリカ軍の再編や在日アメリカ軍基地

のあり方についても見直しの方向で臨む」ことで

合意。

その後，10月20日に日本を訪れたアメリカのゲ

ーツ国防長官は，先の日米合意に基づく現行案が

唯一実現可能な案だとしたうえで，現行案の変更

は在日アメリカ軍の再編計画に影響を与えかねな

いとして早期決着を求めた。これについて岡田外

務大臣は，普天間基地の機能を沖縄県内にある嘉

手納基地に統合できないか検討する考えを表明す

る一方，北澤防衛大臣が今の移設計画を容認する

考えを示すなど，政府内の足並みが乱れた。

政府の方針が定まらない中，11月13日，鳩山総

理大臣は，就任後初めて日本を訪れたアメリカの

オバマ大統領との会談で，新たに設置する日米の

作業部会を通じて，迅速に結論を出すことで一致

した。これを受けて始まった作業部会で，アメリ

カ側は改めて今の移設計画を着実に実行するよう

求め，外務・防衛両省は，現行の移設計画を軸に

訓練の移転などの負担軽減策を実施することで年

内の決着を目指す動きを活発化させた。しかし，

県外への移設を求める社民党が反発し，連立政権

からの離脱の可能性を示唆するなど，この問題は

政権を揺るがす問題になっていった。

社民党の反発が強まる中，12月に入って鳩山総

理大臣は，連立政権を重視する姿勢を示したうえ

で，年内決着にこだわらない考えを示し，12月15

日の政府の基本政策閣僚委員会では，移転先は当

面決めず，今後，与党 3党で協議して決めるなど
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とする方針が決定された。また鳩山総理大臣は，

12月25日の記者会見で，来年の 5月までに新たな

移設先も含め結論を出したいという意向を明らか

にした。

年明けの 1月24日，沖縄県名護市の市長選挙が

行われ，普天間基地の移設に反対する稲嶺進氏が，

移設を容認してきた現職を破って初当選し，政府

内では，普天間基地の移設に反対だという地元の

意思が示されたもので，先の日米合意は難しい情

勢になったという受け止めが広がった。

その後，与党 3党の協議が進められ， 3月 8日

の政府・与党の検討委員会で社民党が，グアムな

ど国外への移設が実現するまでの暫定措置として

沖縄県以外の国内への移設を容認する案など，ま

た国民新党が，嘉手納基地に統合する案と名護市

のキャンプシュワブ陸上案の 2つを，それぞれ提

示した。

3月23日には，鳩山総理大臣と関係閣僚による

協議が行われ，政府内で検討されているキャンプ

シュワブ陸上案や，アメリカ軍基地・ホワイトビ

ーチの沖合案，それに鹿児島県の徳之島を軸に訓

練や部隊の一部を移すことなどの複数の案に加

え，社民党と国民新党の提示した案も示され，意

見が交わされた。そして 5月末の決着に向け，実

現可能な案について詰めの調整を急ぐことになっ

た。

これに合わせ，北澤防衛大臣が沖縄県の仲井真

知事と会談したほか，岡田外務大臣がアメリカの

ルース駐日大使やクリントン国務長官らと会談す

るなど，本格的な協議が始まったが，移設候補先

の自治体が反対を表明しているほか，アメリカ側

が，現行案が最善だという立場を崩さない中で，

難しい交渉が続くことになった。

10．鳩山外交

鳩山総理大臣は，就任直後の 9月21日からアメ

リカを訪れ，出席した国連の気候変動サミットで

は，すべての主要な排出国の参加を前提に，温室

効果ガスを2020年までに1990年と比べ，25％の削

減を目指すことを国際公約として表明した。また

鳩山総理大臣は，ニューヨークに滞在中，アメリ

カのオバマ大統領・中国の胡錦濤国家主席・ロシ

アのメドベージェフ大統領ら各国の首脳と個別に

会談し， 2国間関係の発展に向けて取り組むこと

などを確認した。

10月10日には北京で開かれた日本・中国・韓国

の 3か国による首脳会議で，北朝鮮を 6か国協議

に復帰させるため，緊密に連携していくことを確

認するなど，就任後初めての本格的なアジア外交

を行った。10月23日からはタイを訪問し，ASEA

N・東南アジア諸国連合の一連の首脳会議に出席

し，アメリカとの同盟関係を基盤としながらアジ

ア外交を重視する姿勢を示すとともに，自らが提

唱するアジアに安定した経済と安全保障体制を作

る「東アジア共同体」構想について理解と協力を

求めた。

そしてアメリカのオバマ大統領が，シンガポー

ルで開かれるAPEC・アジア太平洋経済協力会議

に出席するのに先立って11月13日に日本を訪問。

その日の夜に，鳩山総理大臣はオバマ大統領と首

脳会談を行った。会談では，日米同盟の重要性を

改めて確認するとともに，日米安全保障条約の改

定から来年で50年を迎えることを踏まえ，日米同

盟の深化に向け新たな協議に入ることになった。

12月にはデンマークで開かれた温暖化対策を巡

る国連の会議・COP15の首脳級会合に出席し，

実効性のある文書の取りまとめを呼びかけたが，

京都議定書に代わる新たな枠組み作りの交渉は翌

年に持ち越されることになった。

11．密約問題の調査

歴代の自民党政権が存在を一貫して否定してき

た核持込みを巡る密約などの問題について，岡田

外務大臣が就任直後の 9月17日に外務省の藪中事

務次官に命じた調査で，密約の存在をうかがわせ

る文書が見つかった。これを受けて岡田大臣は，

全容を解明するため東京大学の北岡伸一教授を座

長とする有識者による委員会を設置した。委員会

では，関連文書の分析や外務省元幹部への聞き取

り調査を進め， 3月 9日に岡田大臣に報告書を提

出した。

報告書では，非核三原則との整合性から最大の

焦点となった核兵器を積んだアメリカの艦船の寄

港を容認したとされる密約については，日米双方

にこの問題を曖昧なままにしておくという「暗黙

の合意」があったとして広い意味で密約が存在し

たと指摘した。
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1 ．大幅なマイナス成長とデフレ

2008年秋に始まった世界的な金融危機で，自動

車や電子部品など，日本からの輸出が大きく落ち

込んだ影響で，09年 5 月，内閣府が発表した 1 -

3 月期のGDP・国内総生産の伸び率の速報値は，

物価の変動を除いた実質で，前の 3か月と比べて

マイナス4.0％となり， 4 期連続でマイナスとな

った。年率換算ではマイナス15.2％と，石油危機

直後の1974年 1 - 3 月期のマイナス13.1％を 2 期連

続で下回り，戦後最悪を更新した。

その後，自動車や電子部品の在庫調整が進み，

輸出もアジアやアメリカ向けが増加した。政府は

09年 5 月の月例経済報告で「景気悪化のテンポが

緩やかになっている」として，景気の現状判断を

06年 2 月以来， 3年 3か月ぶりに上方修正。さら

に翌 6 月の月例経済報告では，「悪化」の表現を

7か月ぶりに削除し，2か月連続で上方修正した。

さらに，過去最大の15兆円規模の経済対策を盛

り込んだ09年度第 1 次補正予算が 5 月に成立し，

省エネ基準を満たすテレビなどの家電製品を購入

時に，さまざまな商品やサービスと交換できるエ

コポイント制度や，環境基準を満たすエコカーの

購入助成が始まり，落ち込んでいた内需を刺激し

始めた。09年 4 - 6 月期のGDP・国内総生産の伸

び率の速報値は，実質で前の 3 か月と比べて

0.9％のプラス，年率換算で3.7％のプラスとなり，

1年 3か月ぶりにプラスに転じた。

その後，10年 3 月に発表されたGDPの改定値

は，年率換算した実質で09年 7 - 9 月期がマイナ

ス0.6％，10-12月期が3.8％のプラスとなった。一

方，09年のGDPの年間成長率は，実質で5.2％の

マイナスとなり，統計を比較できる1955年以降で

は最悪となった。金融危機後の急激な景気悪化が，

日本経済に甚大な影響を及ぼしたことを裏付ける

結果となった。

また，09年のGDPの年間成長率は，物価の変

動を反映させた名目では，474兆2,000億円余とな

り，高い成長を維持する中国に16兆円程度の差ま

で迫られた。このままなら日本は10年に，世界第

2 位の経済大国の地位を中国に譲り渡す可能性が

強くなっている。

一方，09年度は，物価が持続的に下落するデフ

レの問題が深刻化した。総務省が09年 5 月に発表

した 3月の消費者物価指数は，景気悪化でガソリ

ン価格が大幅に下落したことや食料品の価格上昇

に歯止めがかかったため，08年 3 月と比べて0.1

％のマイナスとなり， 1年半ぶりにマイナスに転

じた。その後，消費者物価指数が過去最大の下落

率を更新し続け，政府は09年11月の月例経済報告

で，物価の下落が企業収益を圧迫し，雇用や所得

の悪化を招きかねないとして， 3年 5か月ぶりに

デフレを宣言した。

政府はデフレからの脱却に向け，10年度予算と

あわせて，経済対策を切れ目なく進めるため，エ

コポイント制度やエコカーの購入助成延長などの

事業を盛り込んだ，一般会計で 7 兆2,013億円と

なる09年度の第 2 次補正予算案を編成。さらに，

一般会計で過去最大規模の92兆2,992億円に上る

10年度予算案を編成。第 2次補正予算は10年 1 月

に，新年度予算は10年 3 月に，いずれも与党など

の賛成多数で成立した。

一方，日銀も09年12月に開催された臨時の金融

政策決定会合で，デフレからの脱却に向けて，期

間 3 か月の金利を年0.1％に誘導し，金融市場に

10兆円規模の資金を供給する金融緩和策を決定。

さらに10年 3 月の決定会合で，金融緩和策をさら

に強化し，資金の供給量10兆円から20兆円に拡大

することを決定し，金融面から景気を下支えして

いく姿勢を示した。

2 ．国の財政状況　いっそう深刻に

09年 4 月，日本をはじめ先進国と新興国など，

20を超す国や地域の首脳らがロンドンに集まり，

金融サミットが開催された。首脳宣言では，金融

危機後の世界経済の悪化に歯止めをかけるため，

各国が財政出動を始め，あらゆる政策を総動員す

ることで合意。10年末までに総額 5兆ドル，日本

円で500兆円近い経済対策を実施することで，世

界全体で何百万もの雇用を確保し，経済成長率を

4 ％押し上げる効果があるとする具体的な数値目

標を掲げ，世界経済を回復軌道に乗せる決意を強

調した。

この合意を踏まえ，自民党と公明党の連立政権

からなる麻生内閣は，過去最大の規模となる約15

兆円の経済対策を盛り込んだ09年度の第 1次補正

予算案を編成。09年 5 月に予算は成立したが，国

債を10兆8,190億円追加発行したため，09年度の

当初予算と合わせた国債の発行額は，過去最大の

44兆1,130億円に膨らんだ。

09年 8 月，政権交代が最大の争点となった衆議

院議員選挙で，自民・公明の与党が，野党に惨敗

し，民主党・社民党・国民新党の 3党による連立

経　済2節
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政権が誕生した。民主党は，政権公約・マニフェ

ストで，税金のムダ使いを徹底的に無くし，国民

生活の立て直しに使うことを掲げ，「こども手

当」「高校授業料の実質無償化」「農業戸別所得補

償制度」「高速道路無料化」などの主要政策の実

施に向けて，10年度予算案を編成した。

しかし，これら主要政策の実施に必要な予算を

盛り込んだ結果，一般会計の総額は，09年度の当

初予算より 3 兆7,512億円増えて，過去最大の規

模の92兆2,992億円となった。

歳入面では，金融危機後の景気の悪化で法人税

を中心に大幅に落ち込んだため，税収は37兆

3,960億円と，09年度の当初予算より18.9％減少し

た。政府は財源不足を補うため，行政刷新会議の

事業仕分けなどで歳出の削減を進める一方，特別

会計の積立金など，いわゆる“埋蔵金”を取り崩

すことなどによって，過去最大の規模の10兆

6,002億円にのぼる税外収入を確保した。

しかし，国の借金にあたる国債の発行額は，過

去最大の44兆3,030億円に達し，当初予算では戦

後初めて税収を上回り，歳入の48％を国債に依存

するという異例の予算編成となった。予算は10年

3 月，与党などの賛成多数で成立した。

10年度予算の国債発行額が過去最大となったた

め，国債と借入金などを合わせた国の債務残高は

10年度末時点で973兆1,625億円に膨らむ見通し。

国民 1 人当たりに換算すると約763万円となり，

国の財政はますます深刻な状況に陥った。

10年 1 月，アメリカの格付け会社「スタンダー

ド・アンド・プアーズ（S＆P）」は，鳩山政権が

国債を大量に発行し，今後の政策次第では財政再

建が遅れかねないとして，日本国債の信用度を示

す格付けの先行きに対する評価を最も低い「ネガ

ティブ」に引き下げると発表した。「S＆P」が格

付けの見通しを引き下げたのは，02年 4 月以来，

7 年 9 か月ぶり。半年から 2 年以内に日本国債の

格付けそのものが引き下げられる可能性があるこ

とを示すもので，鳩山政権が国債への依存度を強

めていることに警鐘を鳴らした。

3 ．JAL会社更生法適用を申請

10年 1 月19日，経済危機に陥っていたJAL・日

本航空は東京地方裁判所に会社更生法の適用を申

請した。負債総額は過去最大の 2 兆3,000億円を

超え，日本経済史に残る経営破たんとなった。こ

れを受けて，国と金融機関が出資する企業再生支

援機構は直ちに日本航空への支援を決定。公的資

金を投入し，経営再建を進めている。

JALは08年秋の世界的な金融危機以降，国際線

のビジネス客を中心に利用客が急激に減少し，経

営が悪化。そして09年 9 月にアメリカの世界最大

の航空会社，デルタ航空との資本提携交渉が明る

みに出たことをきっかけに会社の深刻な経営状況

が浮き彫りとなり，JALの経営問題はその後の政

権交代によって政治問題にまで発展した。前原国

土交通大臣は，就任早々，国土交通省が設置して

いた有識者会議を廃止し，新たに専門家によるチ

ームを作ってJAL内部に送り込んだ。専門家チー

ムは思い切ったリストラを実施するとともに，金

融機関に巨額の債権放棄を求め，私的整理による

JALの再建を目指そうとしたが，公的資金の投入

を求める主力銀行などの強い反発にあってチーム

は解散。結局，公的資金を投入できる機能を持つ

企業再生支援機構にJALの再建を託すことになっ

た。

この間，再建に向けた焦点の 1つになったのは

JALの企業年金だった。JALの年金基金は3,000億

円に上る積み立て不足に陥っており，経営の重荷

になっていた。政府部内では，JALに公的資金を

投入しても，OBへの年金の支払いに充てられて

は国民の理解が得られないという意見が強く，J

ALが自主的に企業年金を減額することが政府が

支援を行う条件となった。このためJALは年金の

給付額をOBは30％余り，現役は50％余り引き下

げる案をまとめ，OBや社員に理解を求めた。一

部のOBは年金の受給権の侵害にあたると強く反

発したが，会社側はOBと現役社員からそれぞれ

年金の改定に必要な 3分の 2をかろうじて上回る

賛成を取り付け，給付額を減額することで決着し

た。

しかし，JAL再建を巡る鳩山政権の対応は迷走

した。関係する 5 人の閣僚は，JALの資金繰りを

支えるため，いったんは政府保証のついた融資を

実施することに同意し，JALに最大7,000億円の

政府保証がついた出資や融資を実施する方向で調

整を進めていた。ところが，年末の予算編成の過

程で閣僚の中から国民の理解が得られないなどと

異論が出て，予算計上が見送られた。これに対し，

今度は海外の取引先などの間でJALの経営への信

用不安が広がり，JALの資金繰りも危機的な状況

に陥った。このため政府は関係閣僚が年末年始を

返上して対応を協議し，結局，日本政策投資銀行

がJALに2,000億円の融資枠を設けることで合意

した。

一方，企業再生支援機構は，JALの経営実態を

調査した結果，法的整理で抜本的に経営を見直す
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以外に再建はできないと判断。会社更生法の適用

による破たん処理で再建を図る方針を決め，年末

以降，主力銀行などとの調整に入った。これに対

し，銀行側は法的整理を実施すれば企業イメージ

が悪化して信用不安が広がり，運航停止などに追

い込まれるおそれがあると反発。民間同士の協議

で債権放棄などを行う私的整理での再建を主張し

た。最終的に関係閣僚による協議に持ち込まれた

結果，機構の方針通り公平性が確保され，透明性

が高いことなどを理由に，裁判所の破たん処理に

よって再建を目指すことで決着した。

戦後，国が50％を出資する半官半民の特殊会社

としてスタートしたJALは，86年まで国際線の運

航を独占し，一時は輸送実績で世界一となるなど

日本のナショナルフラッグキャリアの座を不動の

ものとしてきた。その一方で，アメリカの同時多

発テロやイラク戦争などで何度となく経営危機に

陥り，そのたびに政府の支援に頼って息を吹き返

してきた。それでもなお，JALは高コスト体質な

どに起因する経営のぜい弱さを一向に改善でき

ず，経営破たんに追い込まれた。破たん後，JAL

の会長には，前原国土交通大臣の打診を受けて，

京セラ名誉会長の稲盛和夫氏が就任。かつてない

大規模な人員の削減や路線の撤退などのリストラ

を実施し，黒字転換を目指す計画だ。およそ

9,000億円の公的資金が投入される見通しだが，

再建できなければ資金が回収できず，JALの経営

のツケを国民が払わされることになる。JALに与

えられた再建の期間は 3年である。

4 ．トヨタ大規模リコールに揺れる

10年 2 月は日本の産業史でも特筆される苦難が

[トヨタ自動車」を襲った。全世界で延べ1,000

万台に達する大規模なリコールを余儀なくされた

のだ。

トヨタ自動車は先立つ09年 3 月期決算で，戦後

初の営業赤字を計上した。リーマンショック以来

の世界的な不況による大打撃を受け経営改革が急

務となった。こうした中，渡辺捷昭社長が副会長

に退き，創業家から14年ぶりの社長となる豊田章

男氏が経営トップに就いた。

不況下のトヨタの巻き返しは素早かった。エコ

カーの象徴的な存在である「プリウス」の 3代目

の新車を投入。政府が経済対策で導入したエコカ

ー減税とエコカー補助金の助けもあって，プリウ

スの売れ行きが急増。納車待ちで，エコカー補助

金の助成期限に間に合わないおそれまで出た。

しかし，間もなく大規模リコールという新たな

試練に襲われた。震源地はアメリカだった。09年

8 月，カリフォルニア州でレクサスが急に加速し

て追突し，同乗していた 4人が死亡。運転手が警

察にかけた緊急電話のせっぱ詰まった声が録音さ

れており，全米で繰り返し放送された。これをき

っかけにトヨタへの批判が本格化。また，アメリ

カ運輸省に対してもトヨタへの対応が手ぬるいと

いう批判まで出て，当局もトヨタへの厳しい対応

に転換した。

国内に問題が波及したのは10年1月，あまりに

海外でリコールが相次ぐため，日本で走る車は大

丈夫なのか，急速に関心が高まった。アメリカで

も豊田章男社長がトップとして説明するべきだと

いう世論が高まり始めた。スイスのダボス会議に

出席していた豊田社長にNHKが単独インタビュ

ーした。リコールについて陳謝する豊田社長の声

はアメリカのテレビネットワークで繰り返し引用

され報道された。こうした状況で，トヨタがどの

ような説明を行うのか注目が集まったが 2月，最

初に会見を開いたのは副社長だった。その後，よ

うやく豊田章男社長が自ら会見。しかし，直前に

新たな問題として浮上していた新型プリウスのブ

レーキの不具合にどう対処するのか明言できなか

った。豊田社長はリコールの方針を固めていたが，

技術陣がリコールするほどの不具合ではないと抵

抗したためとされる。結局は新型プリウスなども

リコールを決定。対応が後手後手だと批判を浴び

ることになった。そして，ついにアメリカ議会は

トヨタ問題の公聴会を開き豊田社長本人の出席を

求めた。 2月24日，豊田社長は議員の厳しい追及

に対し「トヨタ車にはすべて私の姓がついてい

る」と述べ，車の改善に責任を果たすと表明した。

この公聴会での証言を機にアメリカでの批判は次

第に沈静化するようになった。販売のキャンペー

ンもありアメリカでは急速に売り上げが回復して

いる。バッシングに代わって運輸当局は，リコー

ルまでの決断が適切だったかどうか追及を続ける

構えを見せている。世界最大の自動車メーカーが

どう立ち直るか，世界中が注目している。

5 ．アジア市場目指す日本企業

09年度は，日本企業が消費市場としてのアジア

の開拓に本格的に乗り出した年であった。中国を

はじめアジア各国はリーマンショック後の世界経

済の悪化からいち早く立ち直り，購買力のある中

間層も着実に厚みを増している。日本経済が人口

の減少で，市場の頭打ちが誰の目にも明らかにな

る中，各企業にとって，活力あるアジア市場の取
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り込みは経営の最重要課題になったといっても過

言ではない。

こうした日本企業の戦略を象徴したのが， 7月

に表面化した大手ビールメーカーの「キリンホー

ルディングス」と「サントリーホールディング

ス」の統合交渉だ。キリンはオーストラリアやフ

ィリピンでビール会社や乳業メーカーなどを，ま

たサントリーもニュージーランドの飲料メーカー

を買収するなど，これまでアジアやオセアニアで

積極的なM＆Aを行ってきた。しかし今後，海外

でさらに大きなM＆Aを行うなど事業展開を急ぐ

ためには，統合による規模拡大が不可欠だと判断

したのだ。両社は 9月には，公正取引委員会に事

前相談の申し入れを行うなど，統合に向けた手続

きは本格的に進めたが，統合比率やサントリーの

創業家が持つ株の取り扱いなどを巡って交渉は難

航。結局，10年 2 月，両社のトップが会談し，統

合を断念することを決めた。

また，大手電機メーカーも，し烈な国際競争を

生き抜くために，アジアの中間層，いわゆる「ボ

リュームゾーン」の開拓に狙いを定めている。

[パナソニック」は，09年夏，低価格の家電の研

究・開発を強化するため，中国に新会社を設立す

ることを発表。コスト削減や，機能の絞込み，そ

して現地にあった使い勝手を研究して，新たな商

品開発に生かす考えだ。エアコン大手の「ダイキ

ン工業」は，09年 2 月，中国のエアコン大手と提

携を発表。この中国メーカーの年間生産台数は，

日本国内の総需要の実に 3倍に上る。ダイキンは，

中国メーカーと共同でコスト競争力のあるエアコ

ンを生産し，ボリュームゾーンを取り込むことを

狙う。ただ，その代償としてダイキンは，虎の子

ともいえるインバーター技術を中国メーカーに差

し出さなければならない。

ボリュームゾーンの市場でも，すでに「サムス

ン電子」をはじめとした韓国勢が進出しているケ

ースが多く，日本企業が厳しい競争を強いられる

ことには変わりはない。また，こうしたアジア市

場の取り込みに成功したとしても，日本国内に富

が還元されるかどうか疑わしい。現地法人の利益

はアジアでの新たな投資に回すためだ。アジアで

物が売れても，生産は海外工場や外部委託であり，

国内の雇用の増加にはつながりにくくなってい

る。製造派遣の原則禁止の動きも相まって，電機

各社は採用を増やすことに慎重な姿勢を崩してい

ない。

日本経済を底辺で支えてきた化学産業では，事

業によってアジアに本社を移してしまう動きも出

始めた。

アジア市場の開拓は，国内生産の空洞化を加速

させかねない「両
もろ

刃の剣」でもある。

6 ．安売り競争と百貨店不況

09年11月，政府は月例経済報告で，日本経済は

物価が持続的に下落する「デフレ」に陥っている

と認定した。景気悪化で収入が減少。個人消費が

冷え込む中，流通業界では少しでも顧客の足をつ

なぎ止めようと値下げ競争が激しくなった。

「ユニクロ」を展開する「ファーストリテイリ

ング」が990円のジーンズを発売したのに続き，

[イオン」などの大手スーパーも後を追うように

次々に1,000円を下回るジーンズを発売。また，

大手牛丼チェーンでは200円台の牛丼を相次いで

発売し，外食産業を中心に値下げ競争が激化した。

安売りを主導したのが，スーパーなどが商品を

自ら企画，開発して販売するプライベートブラン

ドと呼ばれる自社開発製品。メーカーから仕入れ

る商品に比べて販売価格を抑えることができる。

しかし，製造の委託を受ける中小のメーカーなど

では，スーパーからの値下げ要請に耐えられず，

経営が行き詰まる企業も出るなど，値下げ競争は

深刻な影響も及ぼし始めた。

ユニクロや家具大手の「ニトリ」などの低価格

販売の専門店は好調な業績を続けたが，全国のス

ーパーの09年の売り上げは88年以来21年ぶりに13

兆円を割り込んだ。こうしたデフレによる影響を

最も受けたのは高額品の販売が中心のデパートだ

った。全国のデパートの09年の売り上げは，85年

以来，24年ぶりに 7兆円を下回った。こうした中

でデパート各社は，採算が悪い店舗の閉鎖を加速

させた。「三越伊勢丹ホールディングス」は東

京・武蔵野市にある伊勢丹吉祥寺店を10年 3 月に

閉鎖。大手流通グループの「セブン＆アイ・ホー

ルディングス」は傘下の西武百貨店札幌店を09年

9 月に閉鎖。さらに西武有楽町店も10年に閉鎖す

ることを決めた。デパートの不振は，ユニクロな

ど国内の衣料品専門店に客を奪われただけでな

く，ファストファッションと呼ばれる低価格で最

新の流行を取り入れた海外のカジュアル衣料品

店，「H＆M」や「FOREVER21」などの店が相

次いでオープンしたことも影響した。消費者の節

約志向が強まっている上，インターネット通販な

どで衣料品などを購入する消費者も増えており，

デパートは従来型のビジネスモデルから大きな転

換を迫られていると言えそうだ。



NHK年鑑’10

社会の動き・社会・科学・文化

1 ．駿河湾地震で初の東海地震観測情報

09年 8 月11日，駿河湾でマグニチュード6.5の

地震があり，静岡県で震度 6弱の激しい揺れを観

測した。静岡県で震度 6弱（旧震度 6）以上の揺

れが観測されたのは，1944年に起きた東南海地震

以来，65年ぶりとなった。静岡県を中心に 1人が

死亡，300人以上がけがをしたほか，8,000棟を超

える建物に被害が出た。この地震は「フィリピン

海プレート」と呼ばれる海底の岩盤の内部で起き

たと推定され，想定される東海地震でないことは

当初から判明していた。しかし，震源地が東海地

震の想定震源域に近接していたため，気象庁は

[関連性を調査する」として「東海地震観測情

報」を発表。「ひずみ計」などの観測データを監

視するとともに，判定会の委員による臨時の会合

を開いたうえで「東海地震に結びつくものではな

い」と結論づけた。「観測情報」は東海地震に関

連して発表される 3 段階の情報の 1 つで，04年 1

月に運用が始まって以降，初めての発表となった。

2 ．相次ぐ豪雨と台風，避難に課題

09年 7 月19日から26日にかけて中国地方と九

州北部では梅雨前線の活動が活発になり，総雨量

が 7月の平年値の 2倍に達する記録的豪雨となっ

た。土砂災害が多発した山口県と福岡県を中心に

35人が死亡し， 1 万2,000棟以上の住宅に浸水や

全半壊などの被害が出た。気象庁は「平成21年 7

月中国・九州北部豪雨」という災害名を付けた。

8月 8日から11日にかけて，熱帯低気圧から変

った台風 9号の影響で，九州から東北にかけての

広い範囲で大雨となり，兵庫県佐用町を中心に，

死者・行方不明者27人の被害が出た。さらに10月

8 日，台風18号が台風の上陸としては 2 年ぶりに

愛知県に上陸したあと日本列島を縦断し，埼玉・

宮城・和歌山各県で合わせて 5人が死亡した。

7月の豪雨と台風 9号の際には，施設に入居し

ているお年寄りや避難途中の住民が被災するケー

スが相次ぎ，情報提供や避難のあり方が課題とな

った。これを受けて内閣府が設置した専門家によ

る検討会は，10年 3 月，丈夫な建物での階上への

退避など状況に応じた避難のあり方を検討するこ

とや，自治体が出す避難情報の法的な位置づけな

どを再検討するよう国に提言した。

3 ．伊豆半島の地震と桜島の活動活発化

鹿児島市の桜島では，昭和火口で爆発的な噴火

が頻発し，活動が活発化した。 4月には噴煙が火

口から4,000メートルの高さに達する噴火があっ

たほか，12月と 2月には噴石が山の 3合目付近ま

で飛んだ。爆発的な噴火の回数は09年 1 年間で

545回と過去最多となり，10年に入ってからも 1

か月間に100回以上のペースで続いた。火山の専

門家や防災機関などで作る火山噴火予知連絡会は

2 月，「桜島の火山活動は今後さらに活発化する

可能性が高い」として警戒を呼びかけた。

4 ．チリ沿岸の巨大地震で大津波警報

10年 2 月27日，南米チリ中部の太平洋沿岸を震

源とするマグニチュード8.8の巨大地震が発生。

気象庁は翌日，太平洋沿岸などの広い範囲に津波

警報を，青森・岩手・宮城の 3県の沿岸には大津

波警報を発表した。大津波警報の発表は93年 7 月

の「北海道南西沖地震」以来，17年ぶりとなった。

北海道や東北，四国，九州の沿岸では高さ 1メー

トル前後の津波が観測され，宮城・岩手両県を中

心に 8県で62億円余りの漁業被害が出た。国内で

人的被害は無かったが，国の調査では，大津波警

報による避難指示や勧告が出た地域で避難所への

避難が確認された人は7.5％にとどまった。また，

NHKが大津波警報が出た市区町村で行った世論

調査でも，警報を知っていたという人のうち45％

が「津波は予測より低いと思った」と答えるなど，

津波の危険性が十分理解されていないことが課題

として浮かび上がった。

5 ．鳩山総理に母親から巨額資金提供

鳩山総理大臣の資金管理団体「友愛政経懇話

会」の政治資金収支報告書に，すでに死亡した人

などから献金を受けたとする記載があることが発

覚。鳩山氏は 6月30日に記者会見を開き，08年ま

での 4 年間におよそ2,200万円のうその記載があ

ったことを認め，収支報告書を訂正した。

告発を受けた東京地検特捜部が捜査したとこ

ろ，長年にわたってうその記載が行われていたこ

とが判明。鳩山氏の母親から提供された月に

1,500万円， 7 年分では12億6,000万円にのぼる資

金などが，献金と偽って記載されていた。特捜部

は，会計事務を担当していた当時の公設第一秘書

を政治資金規正法違反の罪で12月24日に在宅起訴

した。

鳩山氏本人は不起訴となったが「秘書に任せき
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っていた。責任を痛感している」と陳謝し，母親

からの贈与だったとしてさかのぼって税金を納め

る手続きをとった。庶民感覚とはかけ離れた巨額

の資金提供が隠されていたことは，内閣支持率低

下の原因の 1つになったとされた。

6 ．小沢氏の政治資金めぐる事件

民主党の小沢幹事長の資金管理団体「陸山会」

が04年に購入した東京・世田谷区の土地を巡り，

購入代金に充てられた 4億円が政治資金収支報告

書に記載されていなかった疑いが浮上。

東京地検特捜部は，当時，小沢氏の秘書として

陸山会の会計事務を担当していた石川知裕衆議院

議員が事情聴取に対し「 4億円は小沢氏の個人資

産から借りた」と説明し，収支報告書に記載しな

かったことを認めたことから， 1月15日に政治資

金規正法違反の疑いで逮捕・起訴した。また，当

時の会計責任者で西松建設の献金事件でも起訴さ

れている公設第一秘書ら 2人も逮捕・起訴した。

さらに特捜部は，小沢氏が土地の選定や購入資

金の工面にかかわっていたことから，参考人とし

て 2度にわたる事情聴取を行った。 4億円の購入

資金には，建設会社からの資金が含まれるのでは

ないかという疑惑が持たれていたが，小沢氏は

[家族名義の口座から引き出した金を事務所の金

庫に保管していた」と説明。その後の会見でも

[不正な金は一切受け取っていない」と否定した。

特捜部は，小沢氏については積極的な関与を示

す証拠が無いとして，嫌疑不十分で不起訴とした。

しかし小沢氏に対する批判は強く，市民団体が

[不起訴は納得できない」として検察審査会に申

し立てをした。

7 ．上場企業の株巡る不正摘発相次ぐ

金融の規制緩和が行われて以降，上場企業を舞

台に不正経理や株価操作などが繰り返されている

中，証券取引等監視委員会をはじめ，検察，警察，

国税などの当局が協力して摘発を進めた。

6月には住宅リフォーム大手・旧ペイントハウ

スの経営再建を巡り，企業再生請負人として知ら

れるコンサルタント会社の社長が逮捕・起訴され

た。資金を調達したように見せかけて増資を行い，

[証券市場を脅かした」として有罪判決を受けた。

11月には，大ヒットした映画「リング」の仕掛け

人として知られる社長が，仕手グループに精密機

器メーカーの持ち株会社の株をつり上げる株価操

作を行うよう依頼した疑いで逮捕された。その後

も，人材派遣大手・旧グッドウィルグループの巨

額企業買収を巡って，仲介した公認会計士が脱税

の疑いで逮捕されたほか，システム開発会社・ト

ランスデジタルの新株発行を巡り，架空増資の疑

いでブローカーの男が逮捕された。

8 ．相次ぐ不審死と検視体制強化

鳥取県や埼玉県などで09年，男性の連続不審死

が発覚。遺体からは睡眠導入剤の成分が検出され

警察はそれぞれ知人の女が殺害に関与したとして

逮捕した。一連の事件などをきっかけに警察庁は

全国の警察に対して，法医学の専門知識を持つ検

視官が可能な限り遺体を調べることや周辺の捜査

を徹底することで犯罪を見逃さないよう指示し

た。10年 1 月には，死因究明を徹底するために必

要な体制を検討する有識者による研究会を発足さ

せた。10年度には法医学の専門知識を持つ検視官

などを全国で60人増やすほか，血液中の薬物検査

が速やかに実施できるよう全国の警察署に小型の

遠心分離器を配備することを決めた。

9 ．芸能人や若者に広がる薬物汚染

09年の夏以降，芸能人による薬物事件が相次い

だ。タレントの酒井法子さんが 8月に覚醒剤所持

の疑いなどで逮捕され，有罪判決を受けた事件は，

社会に大きな影響を与えた。

また，俳優の押尾学被告は，合成麻薬使用の罪

で執行猶予付きの有罪判決を受けた後，一緒に薬

物を飲んだ女性の死亡にもかかわったとして，保

釈後に保護責任者遺棄致死容疑で再逮捕され起訴

された。

警察当局は，芸能団体などに薬物乱用の根絶を

申し入れるなどしたが，その後も，人気ロックバ

ンド「JAYWALK」のボーカルの男が覚醒剤所

持の疑いで逮捕されるなど，芸能人による薬物事

件は跡を絶たない。

一方，大学生や高校生などの若者を中心に大麻

の乱用に歯止めがかからない状態が続き，薬物を

根絶するための啓発や教育など社会全体としての

取り組みが緊急の課題になっている。

10．警察庁長官狙撃事件が時効

警察庁の國松孝次長官が95年に狙撃された事件

が10年 3 月30日の午前零時に時効となった。

警視庁はオウム真理教による犯行とみて，延べ

48万人の捜査員を投入したが，15年にわたる捜査

は，不十分な初動態勢や，いったん関与を認めた

元警察官の供述に振り回されるなど，迷走を続け，

容疑者を特定することはできなかった。

17 NHK年鑑’10
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一連の捜査を通じて，組織の縦割りの弊害，教

団以外の可能性に目を向けようとしない硬直化し

た捜査，トップダウンによる強引な事件の組み立

てなど，警視庁が抱える数々の問題も浮き彫りに

なった。

時効成立後に警視庁は「容疑者は特定できなか

ったが，オウム真理教による組織的な犯行と断定

した」として，捜査結果の資料を公表した。自ら

の捜査について検証する姿勢が無いまま，教団を

犯人視した公表のあり方に批判が集まった。

11．裁判員制度始まる

刑事裁判に一般の人が参加する裁判員制度が09

年 5 月にスタートした。制度は裁判に国民の感覚

や良識を反映させるという目的で導入され，戦後

最大の司法改革とも位置づけられている。初めて

の裁判員裁判は 8 月に東京地方裁判所で開かれ，

その後，全国の裁判所と裁判所の支部で順次，開

かれた。10年 3 月末までの初年度の裁判員裁判の

件数は400件を超え，約2,400人が裁判員を務めた。

裁判員が加わったことで判決の一部に変化の兆

しも現れた。性犯罪の中でも被害が深刻な婦女暴

行事件は求刑通りの判決などこれまでより刑が重

くなる傾向が続いた。一方で，介護を巡る家族間

の事件などでは刑の執行を猶予したうえで立ち直

りを支えるという目的で保護観察がつけられるケ

ースが増えた。

初年度に開かれた裁判員裁判は，被告が起訴の

内容を争わない裁判がほとんどで，判決が言い渡

されるまでの平均の日数は 3日程度だった。また，

最も重い判決は無期懲役で，検察が死刑を求刑し

た裁判も無かった。 2年目を迎える10年度は死刑

が求刑されるような裁判や被告が全面的に争い審

理が長期間にわたる裁判も開かれる見通しで，審

理や評議をいかに充実させるかが課題となってい

る。

12．検察審査会の権限強化

裁判員制度のスタートに合わせて，09年 5 月か

ら検察審査会の権限も強化された。

検察審査会は，有権者からくじで選ばれた11人

が検察が不起訴にした判断が妥当だったかどうか

審査する機関で，48年 7 月に設置された。

これまでは審査会が議決を出しても検察への拘

束力はなく，起訴するかどうかの権限は検察が事

実上独占してきたが，検察審査会が「起訴相当」

の議決を出し，さらに起訴すべきだという 2度目

の議決を行うと裁判所が指定した弁護士が検察官

に代わって事件を起訴することになった。

10年 1 月には兵庫県明石市の歩道橋で11人が死

亡した事故を巡り，新しい制度のもとで初めて，

当時の警察幹部を「起訴すべきだ」という 2度目

の議決が出された。10年 3 月にはJR福知山線の

脱線事故を巡り，不起訴になっていたJR西日本

の歴代の社長 3人が 2度目の議決によって業務上

過失致死傷の罪で強制的に起訴されることになっ

た。

13．重大事件で裁判のやり直し相次ぐ

90年に栃木県足利市で当時 4歳の女の子が殺害

された足利事件で，無期懲役が言い渡された菅家

利和さんはDNAの再鑑定の結果，犯人の型と一

致しなかったとして09年 6 月に釈放された。再審

=やり直しの裁判で，宇都宮裁判所は10年 3 月，

無罪を言い渡し，菅家さんの無罪が確定した。判

決の最後に裁判長が「17年半の永きにわたって自

由を奪う結果になったことをまことに申し訳なく

思います」と述べ，裁判官 3人が立ち上がって頭

を下げる異例の対応が取られた。

67年に茨城県利根町布川で起きた強盗殺人事

件，いわゆる布川事件で無期懲役が確定していた

男性 2人について最高裁判所は09年12月，裁判を

やり直すことを決めた。逮捕から29年後に仮釈放

された 2人は警察の取調べ段階では容疑を認めた

ものの，その後一貫して無罪を主張していた。再

審開始の決め手は「 2人の自白は客観的な証拠と

一致せず不自然だ」と裁判所が判断したことだっ

た。

半年間に相次いで再審が認められたのは異例

で，自白に頼りすぎた捜査や裁判のあり方が問わ

れた。

14．遺族の訴えで凶悪事件の時効廃止へ

凶悪事件などの犯罪被害者の遺族で作る会は09

年 4 月，時効制度の見直しを検討していた法務省

の勉強会に出席，時効廃止の必要性を訴えた。な

かでも「宙の会」は， 5月に全国大会を開いたほ

か， 6 月には 4 万5,000人分の署名を法務省に提

出するなど活発な運動を展開した。政府は10年 3

月，「人を死亡させた犯罪のうち，最も重い刑が

死刑にあたる殺人など12の罪については時効を廃

止，死刑にあたらない強制わいせつ致死などの罪

は時効の期間を2倍に延長，さらに時効が未成立

の事件にもさかのぼって適用する」とした刑事訴

訟法の改正案を国会に提出。遺族の運動が時効の

廃止を実現するうえで大きな原動力となった。

18
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15．北朝鮮“ミサイル”発射で迎撃部隊展
開

09年 4 月 5 日，北朝鮮は「人工衛星」と称した

3 段式のロケットを発射。 1 段目は日本海， 2 段

目以降の部分は，東北地方の上空を飛び越え，太

平洋に落下したと見られている。防衛省は，分析

の結果，発射されたのは長距離弾道ミサイル「テ

ポドン2」か，その派生型だったと結論づけた。

この発射を巡り北朝鮮は，国際海事機関（IM

O）に対し事前通告を行った。これに対し政府は

[北朝鮮の弾道ミサイル計画に関するすべての活

動の停止を求めた国連決議に違反する」と表明し

中止を要請。さらに発射が迫った段階で，自衛隊

法の「破壊措置命令」を初めて発令し，ミサイル

防衛システムを使って対処することを決めた。

防衛省はイージス艦やPAC3を各地に展開さ

せ，万一に備えたが結局，落下物などは無かった。

16．自衛隊の海外派遣

09年から始まったアフリカ・ソマリア沖の海賊

対策，海上自衛隊の派遣部隊による民間商船の護

衛活動は 4月から本格化し，不審船を追い払うな

どの対処も日常的に行い始めた。 5 月にはP3C哨

戒機 2機も派遣され，ソマリアの隣国ジブチを拠

点に上空から監視活動を行った。 6月には海賊対

処法が成立し，護衛の対象が外国籍も含めた全船

舶に広がり，武器使用の要件も接近をやめない海

賊船への船体射撃が認められるなど緩和された。

派遣部隊は10年 3 月末までに合わせて737隻を護

衛。しかし，現場海域では依然として海賊事件が

減らず，活動は長期化の様相を呈している。

その一方で，インド洋で補給支援活動を行って

いた派遣部隊は10年 1 月，活動の根拠となる法律

の期限切れに伴い撤収した。この活動は01年のア

メリカの同時多発テロ事件を受けて始まったもの

で，対テロの軍事作戦を進める各国海軍に無償で

燃料などを提供。自衛隊が外国の軍事作戦を直接

支援した初めてのケースだった。

17．沖縄返還密約で元外務省高官が証言

72年の沖縄返還を巡り日本とアメリカの間で密

約が交わされたとして，ジャーナリストらが関係

する外交文書の公開を求めた裁判に09年12月，元

外務省アメリカ局長の吉野文六氏が証人として出

廷。当時の政府関係者として初めて密約の存在を

公の場で証言した。

この密約は，沖縄返還に伴って，本来，アメリ

カが負担する軍用地を元の田畑などに戻す費用

400万ドルを日本側が肩代わりするというもので，

政府はこれまで一貫して存在を否定してきた。

吉野元局長は，00年にアメリカで開示された，

この密約を裏付けるとされる外交文書について，

自ら署名をしたと裁判で証言。政府が密約を交わ

していたことを認めた。さらに，署名した文書の

コピーを当時外務省で保管していた可能性が高い

ことも明らかにした。

しかし，政権交代に伴って外務省が行った密約

を巡る調査では，吉野元局長が裁判で証言した密

約に関する文書など戦後外交に関する重要な資料

が見つからず，廃棄された可能性があることが明

らかになった。

18．新型インフルエンザの発生と流行

WHO＝世界保健機関は，09年 4 月メキシコと

アメリカでの新型インフルエンザの発生を報告。

政府は対策本部を立ち上げて空港の検疫など水際

対策に乗り出したが， 5月中旬には神戸市で国内

最初の患者が確認された。 6 月にはWHOが世界

的大流行を意味する「フェーズ 6」を宣言。国内

でも11月に流行がピークになり，各地の医療機関

では診察を求める患者による混雑が問題になっ

た。

政府は国産ワクチンの供給不足を懸念して，医

療従事者のほか，感染で重症化しやすい基礎疾患

のある人や妊婦などを対象に10月からワクチンの

優先接種を開始。同時に海外のワクチンメーカー

2 社とも輸入契約を締結した。しかし，流行の沈

静化などにより輸入ワクチンは大幅に余ることが

判明し，契約の見直しを迫られた。

感染による死者は， 8月に沖縄で初めて確認さ

れて以降，流行の第一波が沈静化した10年 3 月末

までで感染の疑いも含めて198人に上ったが，欧

米諸国と比べると大幅に少なかった。

19．雇用危機

08年秋以降の急激な景気悪化でいわゆる「派遣

切り」が深刻な社会問題となったが，09年に入っ

ても雇用情勢の悪化に歯止めがかからなかった。

有効求人倍率は過去最低を更新。 7月，ついに

失業率も5.7％と過去最悪を突破した。08年10月

以降に仕事を失った派遣などの非正規労働者は，

厚生労働省が把握しただけでも27万人（10年 3 月

時点）に達した。

企業の採用意欲の落ち込みは，新卒採用にも波

及した。大学生の就職内定率は過去最悪（10年 2
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月時点）。高校生に対する求人倍率（ 7 月末時

点）も，前年の半数に急減。就職先が決まらない

まま卒業する学生や生徒が続出する事態となっ

た。

緊急事態を受け政府は，雇用調整助成金の支給

要件を緩和したり，ハローワークでさまざまな相

談を受け付けるワンストップサービスの試みを行

ったりするなど，次々に対策を打ち出した。

また，派遣切りへの強い批判から，製造業派遣

の原則禁止を盛り込んだ労働者派遣法の改正案を

まとめた。さらに新卒採用の対策にも取り組んで

いるが，景気の二番底への懸念がぬぐいきれない

中，引き続き対策の強化が求められた。

20．急増する生活保護受給者

厳しい雇用情勢が続く中，生活保護の受給者が

急増を続けた。09年12月に生活保護を受けた人は

181万人余り。受給世帯は130万世帯を超えて過去

最多を更新。この 1 年で13％近い増加となった。

特に増加が目立っているのは，仕事を失った人な

どが分類される「その他の世帯」。雇用保険を受

給できなかったり，受給期限が切れたりした人た

ちが生活保護に頼らざるをえない実情が浮き彫り

になった。

こうした中，受給者の相談や支援にあたるケー

スワーカーの不足が各地で問題となった。国の目

安では，ケースワーカー 1人当たりの受給者数は

原則80人とされているが，これを大きく超える自

治体が続出。就職支援に手が回らない状況が深刻

化した。

また都市部を中心に，自立生活の難しい“要支

援者”の受け入れ施設不足も顕在化。自立支援の

停滞も懸念された。

生活保護受給者の急増は国や地方の財政も圧迫

しており，雇用対策や年金制度改革などともあわ

せて社会保障の再構築が急務となった。

21．教育格差

日本では教育への公的な支出が少なく，主に家

庭が子どもの教育費を担っている。OECD＝経済

協力開発機構の06年度の調査でも，日本の公的支

出は比較可能な28か国中27位。一方，家庭の教育

費負担率は22か国中 2位だ。この構造が教育格差

を生んでいると指摘されてきた。

このため政府は，家庭の教育費負担を軽減しよ

うと10年 4 月から高校授業料の実質無償化に踏み

切ることを決定。公立高校については年間の授業

料に相当するおよそ12万円を，私立高校について

は世帯の年収に応じておよそ12万円から24万円を

国が負担することになった。

ただ，この施策を手放しで喜んでいる保護者ば

かりではないのも事実だ。確かに，経済的に一定

の余裕のある家庭は，無償化で浮いたお金を塾な

どの教育費にかけることができる。しかし，低所

得のため，すでに授業料を免除されている家庭に

とっては状況はそれまでと変わらず，かえって教

育格差が広がることを懸念している。

22．広がる受動喫煙対策

他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙は，心筋

こうそくや肺がんなどを引き起こす原因になると

されることから厚生労働省は10年 2 月，それまで

事業主の努力義務とされてきた職場での禁煙や分

煙などの対策を義務化すべきとする方針を打ち出

した。企業のほか飲食店やホテル，旅館なども対

象に含まれ，喫煙室を設けたり換気設備を整えた

りして可能なかぎり受動喫煙を防止すべきとし

た。今後，たばこの煙をどこまで減らすのかなど

具体的な数値基準を検討し，法律の改正を目指す

とともに中小企業や小規模の飲食店が対策を行う

ための財政支援についても検討する。

また，厚生労働省は不特定多数の人が利用する

官公庁やデパート，学校など公共性の高い屋内施

設について，分煙ではなくすべて禁煙にするよう

求める通知を全国の都道府県に出した。

一方，自治体では，神奈川県が全国で初めて受

動喫煙防止条例を制定し，10年 4 月から学校や病

院などは禁煙を，また規模の大きなホテルや飲食

店は禁煙か分煙にするよう義務づけており，違反

した場合の罰則規定も設けられた。

23．深刻化する待機児童

保育所の空きを待っているいわゆる待機児童が

急増した。厚生労働省の調査では09年10月の時点

で 4 万6,000人余りと，前の年より5,000人余り増

加し，10月としては過去最多となった。

景気の悪化で，両親ともに働きに出たい家庭が

増えていることが原因と見られ，特に東京や神奈

川，大阪などの都市部に集中した。しかし，こう

した地域では，地価が高いことで保育所に必要な

面積を確保しづらいことなどから，新規の保育所

の設置がなかなか進まなかった。

このため厚生労働省は，09年11月，保育所に必

要な面積について，都市部に限り自治体の判断で

緩和できるよう保育所の設置基準を見直す方針を

打ち出した。
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政府は10年1月，少子化対策の新たな指針とな

る「子ども・子育てビジョン」を決定し，保育所

の定員を15年度までに全国で26万人増やすという

目標を掲げた。しかし，実現するためには新たに

3,000億円の予算が必要と試算されており，財源

を確保できるめどは立っていない。

24．高速道路の大幅値下げと影響

政府の経済対策の一環として，09年 3 月から全

国の高速道路の料金が値下げされた。特に地方の

高速道路は料金を自動で精算するETCを設置し

た乗用車やオートバイを対象に土曜と日曜，それ

に祝日に限り，原則1,000円を上限に何キロでも

利用できるようにする大幅な値下げが行われた。

またETCの普及を図るために，店頭でETCの購

入費用を助成する国の制度も始まった。この影響

で大型連休やお盆の時期を中心に，各地の高速道

路では30キロ以上の渋滞が前の年の 2倍に上るな

ど激しい渋滞が起きた。またETCの生産が追い

付かず，カー用品店の店頭から一時，ETCが無

くなるなど社会現象ともなった。その一方で，

フェリーやJRなど既存の交通機関は利用者を大

きく減らした。航路の廃止や休止が相次いだほか，

フェリー会社の中には経営破たんする会社も出

た。またJR各社は，地方都市を結ぶ鉄道ネット

ワークの役割を果たせなくなるとして前原国土交

通大臣に再考を促す要望書を提出した。

25．福知山線事故報告書の漏えい問題

107人が亡くなった05年のJR福知山線脱線事故

の最終報告書が，公表前にJR西日本側に漏えい

していた問題が明らかになった。漏えいを働きか

けていたのはJR西日本の山崎前社長で，調査が

大詰めを迎えていた07年春，当時の航空・鉄道事

故調査委員会の元委員に働きかけて公表前の報告

書の一部のコピーを受け取っていた。

このほか，土屋副社長の指示で，幹部が事故調

査委員会の鉄道部門のトップを務める元部会長と

飲食店で接触を繰り返していたことや，有識者や

旧国鉄OBら 4 人に事故調査委員会の意見聴取会

の「公述人」になって会社に有利な発言をするこ

となどを依頼していたことも判明した。JR西日

本は「内部の論理を優先する社会常識とかけ離れ

た企業体質が背景にあった」として，漏えいが組

織的なものだったことを認める内部調査をまとめ

た。前原国土交通大臣は，JR西日本の働きかけ

によって報告書がゆがめられていないか，事故の

遺族らも参加して検証するチームを発足させた。

26．人為ミスで交通トラブル相次ぐ

人為的なミスが大きな影響を引き起こす鉄道ト

ラブルが相次いだ。東海道新幹線では10年 1 月，

車両点検時の部品のボルトの付け忘れが原因でパ

ンタグラフの一部が走行中に脱落し，架線が切れ

て 3時間余りにわたってほぼ全線で運転できなく

なった。ボルトの付け忘れは，車両基地に作業マ

ニュアルが完備されていないなどのミスが原因だ

った。10年 3 月には，JR山手線の目白駅近くで

通信ケーブルが線路上に垂れ下がって電車とぶつ

かり，埼京線と湘南新宿ラインも含めて最大で 3

時間半にわたって運転できなくなった。屋外に設

置した通信用ケーブルの留め具に誤って屋内用の

ものを使っていたという単純ミスで，26万人に影

響が出た。

27．トヨタが新型プリウスをリコール

トヨタ自動車のハイブリッド車，新型プリウス

でブレーキが一時的に効かなくなるという苦情が

相次ぎ，10年 2 月，トヨタは新型プリウスと，ほ

ぼ同じブレーキシステムを使っている他の車種の

合わせて 4車種，22万台余りのリコールを国土交

通省に届け出た。問題となったのは，凍結路面な

どでスリップを抑えるための「ABS」というブ

レーキシステムの制御プラグラム。当初，トヨタ

は「ドライバーのフィーリングの問題」としてリ

コールを行わない方針を示していたが，国土交通

省は「国の安全基準に適合していないおそれがあ

る」と判断した。トヨタの実験によると，例えば

時速20キロでブレーキをかけてABSが作動した

場合，新型プリウスは従来より70センチ制動距離

が伸びることがわかった。トヨタは，日米などで

ドライバーの苦情が相次いだことでリコールに追

い込まれた形で，対象車種について無料でシステ

ムの制御プログラムの修正を行った。

28．温暖化新枠組みに合意できず

京都議定書が期限を迎える13年以降の新たな温

暖化対策の枠組みを話し合う国連の気候変動枠組

み条約の第15回締約国会議（COP15）が，09年

12月，デンマークのコペンハーゲンで開かれた。

アメリカのオバマ大統領や中国の温家宝首相な

ど各国首脳が参加した会議では，日本は他の主要

国の参加を条件に10年までに温室効果ガスを25％

削減する目標を表明。先進国が「中国やインドな

ど新興国にも温室効果ガスの削減目標など実効性

のある対策をすべきだ」と主張したのに対し，途
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上国は「先進国の削減努力が足りない」と批判。

両者の対立が解けないまま政治レベルの交渉に入

った。各国首脳による非公式協議が夜を徹して行

われた結果，主要な20か国余りの首脳らが自国の

削減目標や今後の取り組みを 1月末までに国連の

条約事務局に報告するという「コペンハーゲン合

意」をとりまとめた。しかし，最終の全体会合で

は「一部の主要国だけでまとめたものだ」として，

これに反発する発言が相次ぎ，全会一致が原則の

[採択」はできなかった。このため「コペンハー

ゲン合意」に留意（take note）することを採択

して閉幕。法的な拘束力のある新たな枠組みの構

築は今後の交渉に委ねられた。

29．会計検査院が“埋蔵金”を指摘

会計検査院は09年11月，過去最多の2,364億円

に上る公金の扱いが不適切だと指摘した08年度の

決算検査報告書をまとめ，鳩山総理大臣に提出し

た。報告書では，独立行政法人や公益法人が多額

の“埋蔵金”を抱えている不透明な実態を指摘し

た。農林水産省所管の公益法人等に設けられた 7

基金に総額350億円が積み残されていた事実や，

JETRO＝日本貿易振興機構が国から出資を受け

た200億円を業務の委託先などに運用させていた

事実などを示し「有効に活用されておらず不適

切」と指摘，国への返還を求めた。検査院の指摘

は11月から始まった政府の行政刷新会議の事業仕

分けにも影響を与え，8,800億円を超える基金な

どについて国への返納を求める結論が出された。

30．消費者庁発足

09年 9 月，消費者庁が発足した。事故情報の収

集・分析，被害者の救済，消費者行政の推進など

に取り組み，「縦割り」と批判される既存の省庁

の隙間を埋め，横断的にカバーする役割を担う。

一元的に電話相談に応じるとした「消費者ホッ

トライン」は準備が間に合わず，全国で始まった

のは10年 1 月。発足当初からつまずいた。

こんにゃくゼリーの窒息事故については，食品

安全委員会で危険性の評価を行い，プロジェクト

チームで対策を検討。特定保健用食品に発がん性

にかかわる指摘が上がった際は初の再審査を行う

など，例のない対応を行った。

一方，製品の不当表示や食品の偽装，製品事故

などは依然として跡を絶たない。消費者に関心の

高いこうした問題に，消費者委員会や国民生活セ

ンター，製品評価技術基盤機構，さらには各省庁

や地方自治体と連携して，どこまで迫れるか課題

となっている。

31．皇室この 1年

天皇陛下は，09年 4 月にご結婚から50年を迎え

られた。皇后さまとともに“時代にふさわしい皇

室”を目指して，お子さまたちをみずから育てる

など，これまでの皇室の慣習を見直されてきた。

記者会見では，お互いに感謝の言葉を述べあって，

この50年を振り返られた。11月には，天皇陛下の

即位20年を祝う祝賀行事が行われた。皇居前広場

の特設会場にはおよそ 3万人が集まり，各界の著

名人がお祝いのメッセージを述べたほか，人気グ

ループのEXILEが歌を披露した。

皇太子さまは，10年 3 月にアフリカのガーナと

ケニアを訪れ，両国の大統領と面会された。病気

療養中の雅子さまについて，宮内庁は 2月に医師

団の見解を発表。 5年半にわたる治療によって病

状は大きく改善しているものの依然として体調に

波があり，公務などいろいろな活動の幅を広げて

いくにはさらに時間が必要なことを明らかにし

た。学習院初等科 2年生の愛子さまは，通学に対

する不安を訴えて 3 月の授業をほとんど休まれ

た。男子児童の乱暴な行動が原因とされたことか

ら宮内庁と学習院は対応を協議した。

32．世代交代の予感　囲碁・将棋界

囲碁・将棋界では09年度，10～20代の若手棋士

の活躍に注目が集まった。

囲碁の名人戦で井山裕太さんが20歳で史上最年

少名人になった。それまでの最年少記録は23歳。

前年19歳のとき，あと一歩で名人に届かなかった

雪辱を果たした。女流でも20歳の謝依旻さんが女

流棋聖を獲得した。史上初めて女流の 3つのタイ

トルをすべて獲得し，女流三冠になった。

将棋では，里見香奈さんが17歳と歴代 3番目の

若さで女流名人を獲得した。女流以外のタイトル

戦では，羽生善治さんをはじめ30代棋士が変わら

ぬ強さを発揮しているが，関西を中心に若手の活

躍が話題となり，囲碁・将棋界ともに世代交代を

予感させる年になった。

33．日本の役割高まる“国際宇宙ステーシ
ョン”

09年 9 月，日本が開発した無人輸送船HTVが

鹿児島県種子島宇宙センターから打ち上げられ

た。HTVは国際宇宙ステーションに水や食料，

それに大型の実験装置を運ぶ，いわばコンテナの

ようなもので，日本の宇宙技術の粋を集めて作ら
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れた。特に自動操縦で国際宇宙ステーションにド

ッキングする技術は世界からも高く評価され，ア

メリカで開発が進む宇宙輸送船への採用が決まっ

た。また，大型の実験装置を運ぶことができる唯

一の存在だったスペースシャトルが高い打ち上げ

費用や安全面への不安などから10年中にも退役す

る予定で，HTVに対する世界の期待は高まった。

10年 3 月，東京で開かれた日米欧露加の 5極の

宇宙機関長会議で，国際宇宙ステーションの運用

を少なくとも 5年延長し，20年までとすることで

基本的に一致した。ただ，巨額の費用がかかる宇

宙開発に対しては，米オバマ政権が計画を見直す

方針であるほか，日本も月面探査などの将来計画

を議論中で，費用に見合う成果が出せるかが問わ

れている。

34．10年遅れの“プルサーマル”

09年11月，佐賀県玄海町にある九州電力・玄海

原子力発電所 3号機で国内初のプルサーマルがス

タートした。使用済み核燃料から取り出したプル

トニウムをウランと混ぜて一般の原発で燃やすプ

ルサーマルは，日本が目指す核燃料サイクルの柱

に位置づけられ，当初，10年までに全国の16から

18の原発で実施する計画だった。しかし，相次ぐ

トラブルや不祥事で足踏みを続け，10年遅れのス

タートとなった。

計画の遅れから電力各社は，09年 6 月，プルサ

ーマルの目標達成の時期を 5 年先送りにしたが，

10年 3 月現在，実施あるいは実施にめどが立った

原発は 8基にとどまっている。安全性への不安な

どから，いまだに地元の自治体に申し入れすらで

きていない電力会社もあり，見直した計画でも目

標の達成は不透明な状況になっている。

35．46年ぶりの皆既日食

09年 7 月22日，国内で46年ぶりに皆既日食が観

測され，世紀の天体ショーに多くの人の目がくぎ

づけになった。今回の皆既日食は観測可能な地域

がインドから中国，日本を経て太平洋までと広く，

日本では皆既日食を見ることができない地域であ

っても部分日食は観測可能と，絶好の機会となっ

た。特に鹿児島県トカラ列島の悪石島は，人が住

む場所としては今世紀最長の 6分25秒間，観測で

きるとあって注目を集め，人口約70人の島にはふ

だんの人口の 3倍を超えるツアー客が訪れた。ま

た，天候に左右されずに観測しようという客船に

よる観測ツアーも人気を集めた。

当日，小笠原諸島の硫黄島では，午前10時すぎ

から太陽が徐々に欠け始め，午前11時25分，月に

すっぽりと隠れ，いわゆる“黒い太陽”が現れた。

小笠原近海の大型客船からも観測され，神秘的な

光景を楽しんだ。しかし，注目された悪石島をは

じめ，陸地のほとんどは悪天候に阻まれ，世紀の

天体ショーを見ることはできなかった。

36．ネットの“つぶやき”大流行

「いま起きた」「これからご飯」など日常の出

来事や思いつきをつぶやくように書き込むインタ

ーネットサービス，「ツイッター」が世界的に大

流行となった。アメリカの企業が運営するこの無

料サービスは一度に書ける文章が140字以内で，

従来のブログより情報のスピードが格段に速く，

友人同士のコミュニケーションから企業や政治家

のPRまで幅広く活用された。日本語のサービス

開始は08年だが，翌年イランの大統領選挙で市民

運動の連絡に使われたことや，オバマ大統領など

著名人が利用していることが報道されて利用が急

増した。09年末の時点で国内の利用者は400万人

以上に上ると見られ，今後も拡大が予想されてい

る。
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1 ．朝鮮半島

北朝鮮がミサイル発射，核実験を強行
09年 4 月，北朝鮮は「人工衛星打ち上げ」とし

て長距離弾道ミサイルの発射を強行，国連安全保

障理事会はこれを非難する議長声明を出した。北

朝鮮は強く反発し，核問題を巡る 6か国協議への

不参加と核開発の再開を宣言した。 5月には各国

の反対を押し切って 2 度目の核実験に踏み切っ

た。 6月，安保理は「最も強い表現で非難する」

とする制裁決議を採択した。北朝鮮船舶の貨物検

査や核，ミサイル開発につながる資金の移転防止，

武器禁輸の対象拡大などが盛り込まれた。

こうした中，北朝鮮は，8 月，キム・ジョンイ

ル（金正日）総書記が，電撃的に訪朝した米クリ

ントン元大統領と会談。同月に死去した韓国・金

大中（キム・デジュン）元大統領の葬儀に弔問団

を派遣して李明博（イ・ミョンバク）政権との対

話にも踏み切った。南北が北朝鮮で共同開発する

開城工業団地への通行も再開された。

北朝鮮はアメリカに対し，朝鮮戦争の休戦協定

を平和協定に替えることや制裁解除を要求し，直

接対話の実現を目指した。アメリカは，北朝鮮が

6 か国協議に復帰することが先決だとの立場を崩

さなかった。米朝の歩み寄りは見られず，議長

国・中国を中心に関係国が断続的に調整を進め

た。

キム・ジョンイル総書記の後継問題
08年夏に脳卒中を患ったキム総書記は，09年，

地方の視察に出るなど，ひとまず健康を回復しつ

つあるとの受け止めが広がった。しかし，後継体

制づくりを急いでいることは変わらないと見ら

れ， 4月に開かれた最高人民会議で北朝鮮の中枢

機関，国防委員会の権限が拡充されたのも，その

一環と受け止められた。そうした中，三男，ジョ

ンウン氏が後継者に内定したとの見方が強まっ

た。ジョンウン氏を称えたとされる「パルコル

ム」という歌が北朝鮮国内で歌われるなど，後継

に向けたと見られる動きも伝えられた。

09年11月，北朝鮮は通貨・ウォンを100分の 1

に切り下げるデノミに踏み切ったが，物価の高騰

など混乱が伝えられた。

韓国の経済回復
韓国は世界的な金融危機のあと，好調な輸出に

も支えられ，09年，経済のいち早い回復ぶりを見

せた。一方で深刻な雇用問題などもあり，李明博

政権の支持率は下落傾向が続いた。こうした状況

を一気にばん回するためにも李明博大統領が南北

首脳会談に踏み切るのではないかとの観測も広が

った。

2．中国

新疆ウイグル暴動
09年 7 月 5 日，中国の新疆ウイグル自治区のウ

ルムチで暴動が発生，中国政府の発表では，およ

そ200人が死亡した。中国政府は国内外の分裂を

目指す勢力が扇動したものだと非難，背景には

“漢民族の支配”に対するウイグル族の根強い不

満があると見られている。また，ウイグル族への

報復を叫び，中国の指導部を公然と批判する大規

模な漢民族のデモも起きた。危機感を抱いた中国

当局は，携帯電話の外国への発信やインターネッ

トの利用を制限する措置をとり，鎮静化に努めた。

軍事力で国威，建国60年
09年10月 1 日，天安門広場で中国建国60年を祝

う祝賀行事が行われた。10年ぶりとなる大規模な

軍事パレードでは，アメリカ本土を射程に収める

とされ，核弾頭の搭載が可能な大陸間弾道ミサイ

ル「東風31A」が初めて公開されたほか，中国が

自主開発したとする戦闘機「殲10」やロシアの戦

闘機をライセンス生産した「殲11」など，最新の

装備も披露，軍の近代化ぶりを強くアピールした。

成長回復と進む構造転換
世界的な金融危機で輸出は減少した。政府は成

長の勢いを保つために内需を拡大し，消費を刺激

する政策に力を入れた。09年のGDP・国民総生

産の伸びは前の年と比べて8.7％と，前年と同じ

く一けた成長となった。しかし，09年第 4四半期

は前の年の同じ期と比べて10.7％と， 2 けたの伸

びを回復。成長の勢いを取り戻した。

グーグル撤退とギョーザ事件容疑者拘束
10年 3 月，インターネット検索最大手のグーグ

ルが中国本土の検索事業から撤退。中国の検閲に

対しては，中国国内のサイトでも批判する書き込

みが見られるなど言論の自由を巡る論議が高まっ

た。

08年 1 月に発覚した中国製の冷凍ギョーザに殺

虫剤の成分が混入されていた事件は10年 3 月，中

国公安省がギョーザを製造した河北省の食品会社

で働いていた臨時従業員を危険物質投与の疑いで

拘束したと発表した。

台湾馬英九政権，求心力低下
09年 8 月，台風 8 号の直撃を受けた台湾では，
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南部を中心に大きな被害が出て600人以上が死亡

した。馬英九政権の初動の遅れが非難され，支持

率の低下につながった。

3．東南アジア

ミャンマー情勢・20年ぶりの総選挙へ
ミャンマーでは88年に軍事クーデターが起き，

その 2年後の90年に総選挙が行われた。この選挙

で，民主化運動のリーダー，アウン・サン・ス

ー・チーさんが率いる政党，NLD・国民民主連

盟が議席の 8割を獲得して圧勝。しかし，軍事政

権は，その結果を無視し独裁を続けてきた。前回

の総選挙から20年。軍事政権は10年中に新たな総

選挙を実施することを約束した。しかし，選挙に

向けては，軍事政権による裁判で有罪判決を受け，

自宅軟禁中のスー・チーさんを事実上，選挙から

排除する規定を盛り込んだ法律を制定した。これ

に対して，スー・チーさんが自ら率いるNLDの

選挙への参加に否定的な考えを示すなど国内の民

主化勢力は反発を強めた。軍事政権は， 3月末時

点で，投票日など選挙の具体的な日程を明らかに

していないが，選挙で選ばれた新政権のもとでも

軍の影響力を残す考えを強調しており，国際社会

が求める総選挙によるミャンマーの民主化の実現

には，なお厳しい道のりが待っていると見られる。

スマトラ島の地震で1,100人以上犠牲に
9 月末，インドネシア・スマトラ島の沖合45キ

ロを震源とするマグニチュード7．7の地震が発生。

1,100人以上が死亡，26万棟の住宅が倒壊した。

被災地では震源に近い地方都市のパダンを中心

に，地震発生直後から各国による緊急支援が行わ

れた。日本も緊急援助隊を現地入りさせたほか，

2,500万円相当の緊急物資を送った。これに対し，

山間部では救援活動が遅れ，1か月以上経っても，

倒壊した家屋や寸断された道路の復旧が進まない

地域があった。本格的な雨季を迎え，衛生状態の

悪化で下痢などの健康被害も広がった。その後の

復興にも地域の格差が指摘されている。スマトラ

島沿岸ではここ数年，大きな地震が頻発し，多く

の犠牲者が出ており，支援が届きにくい山間部や

遠隔地を中心に長期的な対応が求められている。

4．南アジア

アフガニスタンのカルザイ大統領が再選
アフガニスタンで01年のタリバン政権崩壊後 2

回目となる大統領選挙が09年 8 月に行われた。事

実上，再選を目指す現職のカルザイ大統領とアブ

ドラ前外相の争いとなったが，開票作業の過程で

大量の不正投票が発覚。大半がカルザイ陣営によ

るものだったため，優勢だったカルザイ氏の得票

が過半数を割り込み，決選投票の実施が決まるな

ど混乱が続いた。最終的にアブドラ前外相が決選

投票を辞退したため，投票から 3か月後の09年11

月にカルザイ大統領の再選が決まった。

しかし，選挙の混乱の影響でカルザイ大統領の

求心力は著しく低下したほか，反政府武装勢力タ

リバンによる治安の悪化や汚職のまん延など早急

に取り組まなければならない深刻な課題が山積し

ており，カルザイ大統領の 2期目は難題を抱えた

ままの厳しいスタートとなった。

パキスタンでテロ頻発し治安悪化
パキスタン政府は，イスラム過激派や国際テロ

組織アルカイダの壊滅を目指して09年 4 月から隣

国アフガニスタンとの国境付近で軍事作戦を開始

した。これに対し過激派は激しく反発，国内各地

で報復のテロに乗り出し，大勢の市民や軍，警察

の関係者などが犠牲になるなど国内の治安が悪化

した。09年10月には首都イスラマバードにある国

連機関，世界食糧計画（WFP）も自爆テロの標

的となって職員ら 5人が死亡。パキスタン国内で

活動する国際機関や援助団体も活動を縮小せざる

を得なくなった。

パキスタン政府は，アメリカの支援も受け対テ

ロ作戦を続けているが，過激派側は山岳地帯など

に潜伏し補給，訓練を行いながら各地でテロを繰

り返しており，治安の改善のめどは立っていない。

インドの総選挙で与党「国民会議派」が大勝
有権者が 7億人を超え世界最大の民主選挙とも

呼ばれるインドの総選挙が09年 4 月に行われ，高

い経済成長を実現させながら農村の貧困対策にも

取り組んだ与党の「国民会議派」が，政権奪還を

目指した野党の「インド人民党」を大差で破った。

これを受けてシン首相が引き続き， 2期目の政権

運営にあたることになった。

5．中東・アフリカ

イラン　大統領選を巡り混乱
09年 6 月の大統領選挙では，アフマディネジャ

ド大統領の再選の発表後，選挙の不正を訴える改

革派が首都テヘランなどで大規模なデモを実施。

治安部隊の発砲で市民の間に死者も出るなどイス

ラム革命以来，最大の混乱となり，政教一致の体

制の基盤を揺るがすこととなった。

一方，核開発問題では国内で製造した低濃縮ウ

ランを国外に輸送して再濃縮，加工する妥協案で

イランと欧米各国の折り合いがつかず，イラン側
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が新たな濃縮活動に乗り出したことで対立が深ま

った。欧米は国連の追加制裁に向けた調整を本格

化させた。

イラク　国民議会選挙実施
09年 6 月，駐留米軍が首都バグダッドなど都市

部から郊外の基地に撤退。治安維持の任務はイラ

クの軍や警察に移った。

その後，政府の省庁を狙った大規模な爆弾テロ

が繰り返し発生したが，全体として治安改善の傾

向は続いている。10年 3 月，国民議会選挙が大き

な混乱も無く行われ，イラクは11年末までの米軍

全面撤退に向け，自立と復興に向けた一歩を踏み

出した。

アフリカの年から50年
60年，多くのアフリカ諸国が独立を果たした

[アフリカの年」から50年。アフリカは依然，エ

イズや貧困など深刻な課題を抱える一方，資源国

を中心に未曾有の経済発展が続いている。10年 6

月にはアフリカ初のサッカーW杯が南アフリカで

開催され，消費市場としての将来性にも熱い視線

が注がれている。

6．ロシア

米ロ　新たな核軍縮に一歩前進
オバマ大統領とメドベージェフ大統領は10年 4

月，チェコのプラハで米ロの新たな核軍縮条約に

調印。新条約は，戦略核弾頭の上限を従来の

2,200から1,550に，運搬手段を1,600から800に減

らす。09年12月に失効したSTART1（第 1 次戦

略兵器削減条約）の後継条約となる。ロシア側は，

米がミサイル防衛計画をロシアの了解なしで強行

した場合の条約からの脱退の可能性に言及し，条

約の解釈の違いが表面化している。

2 頭体制に試練　首都モスクワ地下鉄テロ
09年 3 月，モスクワの地下鉄で39人が死亡する

連続自爆テロが発生。08年のメドベージェフ大統

領・プーチン首相による「 2 頭体制」の発足後，

首都で起きた最悪の惨事となり，衝撃を与えた。

北コーカサスに拠点を置くイスラム過激派の武装

グループが犯行声明を発表。政権にはテロ対策と

いう課題が改めて突きつけられている。

ウクライナで親ロシア派大統領誕生
10年 1 月から 2月にかけて行われたウクライナ

の大統領選挙で，親ロシア派のヤヌコービッチ前

首相が当選。04年の「オレンジ革命」と呼ばれる

野党側の大規模な抗議行動を経て就任した親欧米

派のユーシェンコ大統領は落選した。新政権はロ

シアとの関係改善を模索している。

7．ヨーロッパ

EUの基本条約「リスボン条約」発効
EUの機能強化を目指す基本条約リスボン条約

は，批准が遅れていたアイルランドやポーランド，

チェコが手続きを終え，09年12月 1 日，発効した。

条約は，加盟国が27か国に拡大したEUの意思

決定を迅速化するため，加盟国の全会一致ではな

く多数決で政策を決められる分野を増やしたほ

か，首脳会議の議長を務め対外的にEUの顔とな

る大統領や，事実上の外相となる上級代表のポス

トを新設。大統領にはベルギーのファンロンパイ

首相が，上級代表にはイギリス出身のEUのアシ

ュトン通商担当委員が選出された。

ギリシャ財政危機
ギリシャでは，09年10月に新政権が誕生したの

をきっかけに国の経済規模に比べて巨額の財政赤

字が発覚した。この結果，ヨーロッパの経済全体

の悪化を懸念する声が高まり，単一通貨ユーロが

急激に値下がりしたほか，日本や欧米の株式市場

でも株価が下落した。

ギリシャ政府は，公務員の給与を凍結したり，

年金の支給年齢を引き上げたりするなどの財政再

建策を発表したが，国民はこれに反発。大規模な

抗議行動が相次いだ。

ユーロへの信任が揺らぎかねない事態にEUは，

ギリシャの資金繰りが困難になった場合にはユー

ロ加盟国とIMFが協調して融資を行うとの支援策

を打ち出した。

8．アメリカ

内政
「変革」を掲げ熱狂的な支持を集めて当選した

オバマ大統領。最大の課題の景気の浮揚や医療保

険改革で国民に具体的な成果を示すことができな

いまま 1 年が過ぎ，およそ70％あった支持率は

50％前後にまで落ち込んだ。10年 1 月には民主党

の牙城マサチューセッツ州で行われた上院補欠選

挙で民主党の候補が落選。秋の中間選挙で民主党

が党勢を維持できるのか危ぶまれている。

こうした中で，オバマ大統領が就任当初から取

り組んできた公約の柱，医療保険改革法が 3 月，

下院できん差で採択された。医療保険改革は， 6

人に 1人が無保険になっている状態を政府の補助

などによって是正しようという，これまで歴代の

大統領が試みては失敗した大改革で，将来の増税

などを危ぐする共和党などの激しい反対を受けて

難航したが，ついに実現にこぎつけた。
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経済面では，公的資金の投入と大規模な景気刺

激策で金融危機の影響からの脱却を目指したが，

金融機関の経営や株価は若干持ち直したものの，

失業率は10％前後に高止まりし続け，中低所得者

層の多くは生活の改善を実感できていない。製造

業では自動車メーカー「ビッグスリー」のうちク

ライスラーが 4 月に，GMが 6 月に相次いで連邦

破産法11条を申請して経営破たん。債務処理を進

めて新会社をスタートさせたが，消費が低迷し，

競争も激しい中で経営再建の道は険しい。

2年目の一般教書演説でオバマ大統領は 5年間

で輸出を倍増させる計画やクリーンエネルギーへ

の投資を促進する方針を打ち出し，景気の浮揚と

雇用の創出を目指している。

外交
オバマ大統領は，イラクの米軍を11年の末まで

に撤退させる方針を示したのに続いて，12月には

アフガニスタンに 3万人を増派して10万人規模に

すると発表し，アフガニスタンでタリバンを封じ

ることができるかが最大の課題。 4月にプラハで

の演説で「核兵器のない世界」の実現を呼びかけ

たオバマ大統領はノーベル平和賞を受賞。12月の

授賞式では平和を確保するために戦争の役割を認

めるとする異例の演説を行った。

一方，イランの核開発問題，中東和平，北朝鮮

の核問題は，対話は続けられているがいずれも目

立った進展は見られていない。

新しい駐日大使には，選挙でオバマ大統領を資

金面で支援し，個人的にも親しい弁護士のジョ

ン・ルース氏が起用された。オバマ大統領は11月

に日本・中国・韓国を訪問し，訪問前にはNHK

との単独インタビューに応じて，日米同盟を強化

したい考えを示すとともに，任期中に広島・長崎

を訪問したい意向を示した。また東京で演説し，

アメリカは太平洋の国家であるとしたうえで，日

米関係がその基盤であることを改めて強調した。

しかし，鳩山政権が普天間移設問題で日米合意の

見直しを提起し結論を先延ばしにしたことで，今

後の両国関係に大きな影響を与えかねない事態と

なっている。

中南米
大規模な地震が相次いで発生。 1月12日にカリ

ブ海のハイチを襲ったマグニチュード7.0の直下

型地震は，首都ポルトープランスを直撃。22万人

以上が死亡し，政府機能もマヒするなど壊滅的被

害となった。また， 2月27日には南米チリ中部で

マグニチュード8.8の巨大地震が発生。津波が到

達した沿岸部は大きな被害に見舞われ，チリ政府

は地震と津波で400人以上の死亡が確認されたと

している。津波は日本にまで到達し，一時，太平

洋沿岸などに大津波警報や津波警報が出された。
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1．バンクーバーオリンピックを終えて

バンクーバーオリンピックは 7 競技，冬の大

会としては史上最多の86種目が実施され，参加し

た国や地域の82も冬としては最多となった。

アメリカ国境に近く，カナダ政府は大会期間中，

1万5,000人の体制で警備にあたった。バンクーバ

ーの中心部では，オリンピックの開催に反対する

デモ隊がデパートの窓ガラスを割るなどの抗議行

動をとって逮捕者も出た。

大会運営では課題を残した。開会式当日にリュ

ージュの競技会場でグルジアの男子選手がそりか

ら投げ出されて死亡し，飛び出し防止のための木

製の壁が設置されたり，スタート地点を下げるな

どの対策がとられた。また，バンクーバーの北30

キロにある競技会場のサイプレスマウンテンで

は，暖冬の影響で大会前から雪不足が続いた。組

織委員会では，200キロ以上離れた別の山から雪

を運び入れるなど対応に追われた。

公式練習の日程が短縮されたほか，連日の雨で

足元の雪が解けたため立ち見席への立ち入りが禁

止されるなどの影響が出た。

競技に目を移すと，メダルの総数はアメリカが

37個でトップだったが，88年のカルガリー大会以

来22年ぶりの冬の大会となったカナダの躍進が目

立った。スキーフリースタイル男子モーグルで自

国開催のオリンピックとしては初めて金メダルを

獲得したのをはじめ，出場した国と地域の中では

最も多い14個の金メダルを獲得した。

一方，アジアでは韓国が 6個の金メダルを含む，

合わせて14個のメダルを獲得，冬の大会のアジア

勢としては最高の成績を残し，中国も11個のメダ

ルを獲得した。

日本は，スピードスケート男子500メートルで

長島圭一郎選手と加藤条治選手が銀・銅メダルを

獲得し，女子フィギュアの浅田真央選手が銀，男

子フィギュアの闍橋大輔選手が銅，そしてスピー

ド女子団体パシュートの銀と，長野大会以降に行

われた大会としては最も多い 5個のメダルを獲得

した。

メダルの数では，惨敗に終わったトリノ大会か

ら，巻き返しは一定の成果を残した。

しかし，韓国や中国など，ほかのアジア勢の躍

進ぶりはすさまじく，日本が追いかける構図は今

回も変わらなかった。 2大会連続でメダル無しに

終わったスキー競技の立て直しなど，ソチ大会に

向けて強化策の課題も残った。

2．プロ野球

6 年ぶりにセ・パ両リーグが同時開幕した。

セ・リーグは，巨人が開幕 8試合目に首位に立

つとその後は若手とベテランがかみ合った攻撃に

新加入のゴンザレス投手の活躍もあり，一度も首

位の座を明け渡すことなく 3年連続33回目のリー

グ優勝を遂げた。

パ・リーグは，日本ハムが 2年ぶり 5回目のリ

ーグ優勝を果たした。エースのダルビッシュ投手

と抑えの武田久投手を中心とした守りに， 4人が

打率 3 割を超えトップ10入りするなどチーム打

率，チーム防御率ともにリーグトップの成績だっ

た。日本ハムは北海道に本拠地を移してから 6年

で 3回目のリーグ優勝となった。

シーズンを通して話題をさらったのは楽天の野

村克也監督だった。試合後恒例となった報道対応

ではいわゆる「ぼやき」を連発。報道各社がこぞ

って見出しに据えたり，繰り返しテレビでも放送

されたりした。その野村監督は 4月11日にプロ野

球史上初となる監督として通算1,500敗を記録す

ると，29日には通算1,500勝もマークした。こち

らはプロ野球史上 5人目の記録だった。そうした

記録以上に注目を集めたのが，球団創設 5年目の

楽天をリーグ 2位，初めてのクライマックスシリ

ーズに導いたことだろう。もちろん，エースの岩

隈久志投手，田中将大投手，首位打者に輝いた鉄

平選手などの活躍があってのことだが，38勝97敗

のチームを率いて 4年目の快挙は特筆に値する出

来事で地元，仙台は大いに盛り上がった。

クライマックスシリーズはリーグ優勝を遂げた

2 チームが勝ち抜いた。すでに退団が決まってい

た野村監督は第 2ステージで敗れた後，両チーム

の選手などから胴上げを受け，グラウンドに別れ

を告げた。

巨人と日本ハムとの顔合わせとなった日本シリ

ーズは 4勝 2敗で巨人が制し， 7年ぶり21回目の

日本一に輝いた。

シーズンオフのドラフト会議では岩手の花巻東

高校，菊池雄星投手の行方に注目が集まった。日

米20球団と事前に面接を行ったのち，日本球界入

りを表明した菊池投手は西武への入団が決まり，

登録名「雄星」としてプロの道を歩み始めている。

3．大リーグ

ワールドベースボールクラシックでも活躍した
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マリナーズのイチロー選手は，チームのキャンプ

に合流したあと体調を崩し，その後の検査で胃か

いようを患っていたことが判明，開幕から 8試合

を欠場した。 4月15日の復帰戦では満塁ホームラ

ンを含む 2安打を打ち，満塁ホームランが日米通

算3,085本目のヒットとなり，張本勲さんの持つ

プロ野球記録に並んだ。翌16日もヒットを打って

日本のプロ野球記録を更新した。イチロー選手は

8 月末には左足のふくらはぎを痛めて 8 試合欠場

したが， 9月には1900年以降では 2番目に早い大

リーグ通算2,000本安打を達成， 9 月13日のレン

ジャーズ戦で大リーグ新記録となる 9 年連続200

本安打を達成した。10年のシーズンは10年連続の

200本安打を目指す。

ヤンキースの松井秀喜選手は新しいヤンキース

タジアムで大リーグ 7 年目のシーズンを迎えた。

08年秋に左ひざの手術を受けたこともあり，シー

ズンを通して指名打者と代打での出場となった。

しかし，シーズンを通じてチャンスに強い打撃で

ホームラン28本を打って，チームの 6年ぶりのワ

ールドシリーズ出場に貢献した。ワールドシリー

ズでも指名打者と代打での起用となったが， 6試

合で13打数 8安打 8打点ホームラン 3本の成績を

残して，日本選手としては初めてワールドシリー

ズのMVP・最優秀選手に選ばれた。松井選手は

シーズン終了後，ヤンキースからフリーエージェ

ントとなり，09年12月にエンジェルスと 1年契約

を結んだ。

レッドソックスの松坂大輔投手は，ワールドベ

ースボールクラシックでは 2 大会連続のMVP・

最優秀選手に選ばれたが，大リーグ 3年目のシー

ズンとなる09年はケガなどに悩まされ， 4勝にと

どまり10年に復活をかける。

ブレーブスに入団した川上憲伸投手は，初登板

で初勝利と華々しいデビューを飾ったが，シーズ

ン後半は先発から外れ 7勝止まり，オリオールズ

に入団した上原浩治投手も右ひじのケガに悩まさ

れ 2勝にとどまった。 4月には高橋建投手がメッ

ツで大リーグに昇格， 5月には日本選手としては

最年長の40歳での大リーグデビューを果たした。

高橋はシーズン終了後に古巣のプロ野球・広島に

復帰した。社会人野球から直接大リーグ入りした

レッドソックスの田澤純一投手は， 8月に大リー

グに昇格し 2勝をあげた。

4．サッカー

17年目を迎えたJリーグは新たに，栃木SC，カ

ターレ富山，ファジアーノ岡山の 3 チームがJ2に

加入し，J1，J2ともに18チームで新たなシーズン

が始まった。

J1では，鹿島アントラーズが第 3節から17試合

連続負けなしのリーグ記録をつくり，シーズン前

半から優勝争いの中心となった。 8月下旬からの

5 連敗で一時，混戦もようとなったものの，終盤

は，再びアントラーズが底力を発揮し，リーグ史

上初めての 3連覇を達成した。キャプテンの小笠

原満男選手が最優秀選手に選出された。

また，この年からJ1の下位 3 チームとJ2の上位

3 チームが自動的に入れ替わることになり，J1で

16位以下の柏レイソル，大分トリニータ，ジェフ

千葉が，J2に降格した。一方，J2優勝のベガルタ

仙台， 2位のセレッソ大阪， 3位の湘南ベルマー

レがJ1昇格を決めた。 3 チームはいずれもかつて

J1に所属し，ベルマーレは実に11年ぶりの復帰と

なった。

その他の大会では，天皇杯の大会方式が見直さ

れ，Jリーグ勢が 2 回戦から出場することになっ

た。その 2回戦では，地域リーグに所属する長野

の松本山雅がJ1の浦和レッズを破る波乱を起こし

た。また，Jリーグカップでは，FC東京が 5 年ぶ

り 2回目の優勝を果たした。

アジアチャンピオンズリーグの大会方式も見直

された。この年から32チームが出場， 8つのグル

ープに分かれて 1次リーグを戦い，各グループの

上位 2チームが決勝トーナメントに進むことにな

った。日本からは，鹿島アントラーズ，川崎フロ

ンターレ，名古屋グランパス，ガンバ大阪の 4チ

ームが出場し，全チームが決勝トーナメントに進

んだもののグランパスのベスト 4 が最高で，Jリ

ーグ勢の 3年連続の優勝を逃した。

チームの経営問題もクローズアップされた 1年

になった。 2回のリーグ優勝など輝かしい実績が

あるJ2の東京ヴェルディは， 9 月に日本テレビが

経営から撤退し，チームの前身，読売クラブの下

部組織のOBでつくる持ち株会社に経営が移った。

特定の企業の支援がない中で，経営規模の縮小を

余儀なくされている。また，J1の大分トリニータ

も経営危機に陥り，リーグから 6億円を借りて再

建を目指すことになった。

このほか，女子サッカーでは，アメリカで女子

プロリーグが作られ，澤穂希選手や宮間あや選手

などが挑戦した。

5．大相撲

最大の出来事は横綱・朝青龍の電撃引退だっ

た。
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10年の初場所中，朝青龍は都内の繁華街で酒に

酔って，知人男性に暴行したとされる問題が浮上。

当初，朝青龍サイドは，被害者はマネージャーと

いう事実と異なる説明をしていたことも後日，発

覚したために，問題がさらに深刻化していった。

これまで比較的に朝青龍を擁護してきた横綱審議

委員会の鶴田委員長も問題を重く受け止め，朝青

龍に対する態度を硬化させていった。こうした中

で 2月 4日，日本相撲協会は理事会を開き，朝青

龍本人から事情を聞いたうえで，「引退しなけれ

ば解雇する」という方針を伝えた。また前後して

横綱審議委員会も史上初めての引退勧告を通告。

朝青龍は現役続行に強い意欲を見せていたもの

の，追い込まれる形で引退を決意した。歴代 3位

の優勝回数25回という圧倒的な強さを見せる一方

で，その言動から絶えず品格を問われ続けた異色

の横綱の引退は，その功罪を改めて考えさせられ

るものとなった。

相撲協会の理事選挙も注目を集めた。政治の派

閥にも例えられる一門というグループの意向を無

視する形で，貴乃花親方が立候補に強い意欲を見

せた。一門の中での調整はまったくできずに，貴

乃花親方は一門を離脱して立候補し，支持する親

方 6人も一門を離れた。貴乃花親方は，当初は不

利な選挙情勢が伝えられていたが，ほかの一門の

中から支持する親方が現れ， 2月 1日，投票の結

果，貴乃花親方が10人の理事の 1 人に選ばれた。

平成の大横綱と呼ばれた貴乃花親方の行動は，こ

れまで事前の調整で無投票になることが多かった

理事選のあり方を改めて問うとともに，伝統を重

んじる角界の中で，いわゆる一門のしばりが効か

なくなってきていることを示した。また相撲協会

はさまざまな不祥事が続いてきただけに，新たな

かじ取り役の動向に大きな関心が集まった。

土俵上では，白鵬がおよそ 3年ぶりの一人横綱

となり，綱の重責を一身に担うことになった。ポ

スト朝青龍として白鵬の独走に誰がストップをか

けるのかも注目されるようになった。このような

中で，春場所ではエストニア出身の関脇の把瑠都

が14勝 1 敗の好成績をあげて千秋楽まで白鵬と優

勝争いを展開した。大関昇進の 1つの目安とされ

る直近 3場所の合計勝ち星も33勝を超えて，場所

後には大関昇進を果たした。ヨーロッパ出身の大

関は琴欧洲に次いで 2人目で，ファンからは今後

の相撲に大きな期待が寄せられた。また大関の魁

皇が初場所で幕内通算808勝をあげて最多記録を

更新したほか，春場所では史上初の幕内在位100

場所も達成し，称賛の声が数多く聞かれた。

6．ゴルフ

石川遼選手はプロ 2年目となった09年，名実と

もに日本の男子ゴルファーの頂点に立った。

2月からアメリカツアーに初挑戦，小学生のこ

ろから夢だったというマスターズ・トーナメント

にも日本選手最年少の17歳で出場した。通算シッ

クスオーバーと振るわず，予選通過はならなかっ

た。しかし，この悔しさがシーズンの躍進につな

がった。 6月にシーズン初勝利をマークし， 8月

には初日から単独トップを守って 2 勝目をあげ，

賞金ランキングのトップに立った。この後さらに

2 勝をあげて，プロ 1 年目のおととしに続いて，

獲得賞金が 1億円を超えた。

シーズン終盤，23歳の池田勇太選手との激しい

賞金王争いが続いたが，予選落ちがわずか 2回と

いう安定したプレーと勝負強さで賞金を積み重

ね，獲得賞金は 1 億8,300万円，史上最年少で賞

金王の座についた。18歳での賞金王は尾崎将司選

手の持っていた26歳を大きく更新し，国内の男女

を通じて，史上最年少。アメリカツアーを見ても，

タイガー・ウッズ選手の持つ21歳の最年少記録を

しのいでいる。そのウッズも復帰する10年のマス

ターズ・トーナメントに，石川選手が再び挑戦す

る。

09年は女子の戦いも目を見張るものがあった。

アメリカ女子ツアーに参戦して 4年目を迎えた宮

里藍選手は，99年の福嶋晃子選手以来となる優勝

を果たした。国内では， 6年目の横峯さくら選手

が諸見里しのぶ選手を最終戦で逆転し，初の賞金

女王になった。

7．サッカーワールドカップ南アフリカ大会
に向けて

史上初めて，アフリカ大陸で開催されるワール

ドカップ南アフリカ大会。治安面の課題が指摘さ

れるなか，どのような大会運営が行われるのか，

注目を集めている。

日本は，09年 6 月まで行われたアジア最終予選

を勝ち抜いて， 4大会連続4回目の出場を決めた。

1次リーグでは，第 1戦でカメルーン（ 6月14日），

第 2 戦でオランダ（19日），第 3 戦でデンマーク

(24日）と対戦する。

日本の指揮をとるのは岡田武史監督。ワールド

カップでの指揮は，日本が初出場した98年のフラ

ンス大会以来 2回目となる。

岡田監督は「ベスト 4 」を目標に掲げている。

細かい技術やねばり強さなど日本人の特長をいか
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した戦術で，海外の強豪に立ち向かおうとしてい

る。

特に力を入れているのは，素早い攻守の切り替

えで，前線から相手にプレッシャーをかけていき，

ボールを奪ったら各選手が細かくパスをつないで

ゴールを狙う。

さらに強豪との強化試合を組むことで世界との

距離を縮めようと努めてきた。09年 9 月のオラン

ダ遠征，11月の南アフリカ遠征などでワールドカ

ップに出場を決めているチームとの対戦を重ねて

戦術の浸透に取り組んできた。

しかし，ワールドカップイヤーとなる10年に入

って壁にぶつかった。国内組だけで臨んだ 2月の

4 試合は，いずれも世界ランキングが下の相手に

わずか 1勝しかあげられず，サポーターから岡田

監督の更迭を求める声が高まった。

このため 3月に行われたアジアカップ予選のバ

ーレーン戦は，消化試合にもかかわらずJリーグ

に復帰した中村俊輔選手をはじめ，海外のチーム

でプレーする長谷部誠選手や本田圭佑選手などを

集めて臨んだ。その結果，チームは勝利を収めて，

メンバーや戦術を固める最終段階を前に批判を封

印することに成功した。

今後は，5月中旬に23人のメンバーが発表され，

スイスでの直前合宿を経て本大会に向かう。

ワールドカップ南アフリカ大会は， 6月11日か

ら 7月11日までの 1か月間， 9都市10会場で熱戦

が繰り広げられる。

8．ロンドンオリンピックに向けて

12年にオリンピックが開かれるロンドンでは

1908年，1948年と過去 2回，オリンピックが開か

れている。同じ都市での 3回のオリンピック開催

は史上初めて。国家の威信をかけ，巨額の建設費

を投入して開催された北京オリンピックとは対照

的に，コンパクトな大会運営を目指している。移

民や低所得者が多いロンドンの東部を中心に開催

され，10年 2 月の段階で全体の60％まで準備状況

が整った。

日本は北京大会で 9 個の金メダルを獲得した

が，16個の金メダルを獲得した前々回のアテネ大

会に及ばなかった。その 9個のメダルも，競泳の

北島康介選手をはじめ，柔道やレスリングなど，

7 個までが「連覇」だった。ロンドン大会へ向け

ては世代交代が求められるが，北京大会後，世界

の舞台で好成績を残す選手も出てきた。

北海道

09年 8 月に行われた衆議院選挙で，北海道では

小選挙区12，比例代表 8の議席のうち15の議席を

民主党が占め，政権交代の象徴的な地域となった。

しかし，その後，政治とカネを巡る問題で北海

道11区選出の石川知裕議員本人，北海道 5区選出

の小林千代美議員の選対関係者が相次いで逮捕・

起訴され，来るべき参議院選挙にどのような影響

が出るのか注目される。 7月には大雪山系のトム

ラウシ山で大量遭難が発生し， 9 人が死亡した。

夏山登山としては過去最悪の惨事となったこの事

故は，中高年の登山ブームに警鐘を鳴らすことに

なった。10月にはプロ野球の日本ハムが 2年ぶり

にパ・リーグを制覇した。

日本シリーズでは巨人に敗れたが，10年は06年

以来の日本一奪還が期待される。

6.11 札幌市の医師が「聴覚障害がある」とい

ううその診断書を患者に出し障害年

金をだまし取ったとして，社会保険労務

士ら 3人とともに逮捕。

7.16 トムラウシ山で中高年を中心とした登山

グループなどが遭難し 9人が死亡。

8.30 衆議院選挙で民主党が小選挙区12，比例

代表 8議席のうち15議席を獲得し，圧勝。

9.15 夕張市が自主的な再建が困難とされる初

めての「財政再生団体」になることが確

定。

10.06 日本ハムが 2年ぶりパ・リーグ制覇。

10.15 民主党の小林千代美衆議院議員の選対幹

部を公職選挙法違反の買収の疑いで逮

捕。

11.17 裁判員が参加する道内で初めての裁判が

札幌地裁で開かれる。

12.11 苫小牧市の沖合いでプレジャーボートが

転覆して釣り客 6人が死亡。

1.15 民主党小沢幹事長の資金管理団体による

土地購入を巡る事件で，石川知裕衆議院

議員を政治資金規正法違反の疑いで逮

捕。

1.29 北方領土の国後島の沖合いで羅臼漁協所

属の漁船 2 隻がロシア国境警備隊から銃

撃される。船の位置を記録する装置を停

止させていたとして 2隻の船長を逮捕。

3.01 北海道教職員組合が小林千代美衆院議員

地　域6節
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の陣営に資金を不正に提供していた疑い

が強まり，副委員長ら 4人を逮捕。

3.13 札幌市のグループホームで火事。60代か

ら90代の入居者 7人が死亡。

東　北

8 月30日の衆議院選挙では，東北地方でも民主

党が25の小選挙区のうち19選挙区で議席を獲得し

て躍進。 2月28日，南米チリの巨大地震で東北地

方の太平洋沿岸に最大 1メートル超の津波。水産

物の養殖施設などに被害。スポーツでは春のセン

バツ高校野球で菊池雄星投手の岩手，花巻東高校

が準優勝。サッカーのベガルタ仙台が 7年ぶりの

J1復帰。プロ野球，楽天も球団創設 5 年目で初の

クライマックスシリーズ進出。

«青森県〕
4.19 青森市長選で 5 期務めた現職に代わり新

人の鹿内博氏が当選。

6.19 五所川原市出身の作家，太宰治が生誕

100年を迎え記念式典。著作はブームに。

8.30 衆議院選挙青森 1 区で民主党が初めて勝

利。他の 3小選挙区は自民党が議席守る。

9.04 東北初，性犯罪としては全国初の裁判員

裁判で被告に求刑通り懲役15年の判決。

1.11 全国高校サッカー選手権で青森山田が県

勢初の準優勝。

«岩手県〕
4.02 センバツ高校野球で菊池雄星投手の花巻

東高校が県勢初の準優勝。菊池投手はプ

ロ野球・西武に入団。

5 北朝鮮が弾道ミサイルを発射し岩手県上

空を通過。

6.11 05年，宝くじで 2 億円を当てた一関市の

女性を殺害した男に懲役15年の判決。

8.30 衆議院選挙で県内 4 つの小選挙区を民主

党が独占。

10.08 岩手県警の不正経理に関する調査の中間

報告で，不正経理の総額が 2億円超に。

2.28 南米チリの巨大地震による津波で水産物

の養殖施設などに約18億円の被害。

«宮城県〕
6.14 岩手・宮城内陸地震から 1 年。栗原市で

追悼式典。一部に避難指示・勧告継続。

生活再建，依然として課題に。

7.26 仙台市長選挙，新人 6 人の選挙戦。奥山

恵美子元副市長が当選。政令指定都市初

の女性市長に。

8.30 衆議院選挙，宮城の 6 小選挙区は民主党

5議席，自民党 1議席に。

10.09 プロ野球，楽天が創設 5 年目で最高のリ

ーグ 2 位確定。クライマックスシリーズ

では日本ハムに敗れ優勝逃す。

25 宮城県知事選挙。現職の村井嘉浩氏が，

2回目の当選。

12.05 サッカーのベガルタ仙台がJ2優勝決定。

来期， 7年ぶりのJ1復帰。

2.10 18歳少年が石巻市の元交際相手の少女の

家で家族など 2 人を刺殺， 1 人に大けが

を負わせる。仲間の少年とともに逮捕。

28 南米チリの巨大地震による津波で水産関

係の被害40億円超。家屋などの浸水も。

«秋田県〕
4.05 北朝鮮から発射された弾道ミサイルが秋

田県上空を通過。秋田市内に自衛隊の迎

撃ミサイル配備。

4.12 任期満了に伴う秋田県知事選挙で，前の

秋田市長，佐竹敬久氏が初当選。

5.19 藤里町の児童連続殺害事件の畠山鈴香被

告が上告取り下げ，無期懲役が確定。

8.30 衆議院選挙の県内 3 小選挙区は民主党

2，無所属 1議席。自民党が全敗。

10.30 能代市で竜巻が発生。住民 1 人がけがを

し，住宅など37棟に被害。

3.12 県教委所管の財団法人の理事長＝09年死

亡＝が 8 億円余りの融資を不正に引き出

したとして，詐欺などの疑いで書類送検。

«山形県〕
4.09 鶴岡市七五三掛地区で地滑りの発生を確

認。住民に自主避難呼びかけ。

7.02 ロシア産わらびを山形県産と偽り販売し

たとして新庄市の会社社長ら 4人逮捕。

8.30 衆議院選挙，県内 3 つの小選挙区は民主

党が 2議席，自民党 1議席。

10.01 荘内銀行と秋田・北都銀行が経営統合。

3.19 05年のJR羽越線の脱線転覆事故で山形地

検，運行担当者を不起訴に。

«福島県〕
6.23 いわき市の常磐自動車道で居眠り運転の

トラックが作業現場に突っ込み 4 人死

亡。

8.30 衆議院選挙で県内 5 つの小選挙区は民主

党が議席を独占。

10.14 収賄の罪に問われた佐藤栄佐久前知事に

2 審判決。 1 審より軽い懲役 2 年，執行

猶予 4年。

10.19 猪苗代湖で水上オートバイの 3 人が行方
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不明になり，翌日，全員遺体で発見。

2.16 東京電力福島第一原発でのプルサーマル

実施について佐藤雄平知事，耐震安全性

の確保などを条件に承認を表明。

関東甲信越

7 月の東京都議会議員選挙は，衆院選の有権者

の意向を占うものとして関心を呼び，投票率は前

回を10ポイント余りも上回った。結果は民主が大

勝，都議会第 1党に躍り出たのに対し，自民・公

明は過半数割れに追い込まれた。この民主党の勢

いは 8月の衆院選で顕著に現れ，かつては「保守

王国」と言われた群馬県などでも民主党が優位だ

った。10月の参院選神奈川県選挙区の補欠選挙で

も民主候補が当選し，勢いが続いていることを示

した。

災害では，台風が10月 8 日に関東甲信越地方を

横断，茨城県や千葉県では竜巻が発生した。 1人

が死亡，50人以上が負傷したほか，住宅被害も相

次ぎ，鉄道などの交通機関にも影響が広がった。

こうした台風に加えて， 7月には群馬県館林市で

竜巻が発生して20人以上が負傷した。冬季には強

風などのため鉄道のダイヤが乱れ，朝の通勤客が

影響を受けることもあった。

関東甲信越では09年も一般市民を脅かす凶悪な

事件が相次いだ。 7月には千葉市の団地で女性が

殺害され，娘も連れ去られるという事件が起きた。

10月には千葉県松戸市で女子大学生が自宅のマン

ションで殺害されているのが見つかったほか，埼

玉県警が結婚詐欺容疑で逮捕した女の周辺で男性

の不審死が発覚した。

«東京都〕
4.14 千代田区のビルの新築工事現場で，大型

クレーンが国道20号線に倒れ，歩行者な

ど 6人が重軽傷。

4.16 16年夏の五輪招致を目指す東京をIOCの

評価委員会が視察した。

5.20 アメリカから帰国して発熱などの症状を

訴えていた女子高校生が東京で初めて新

型インフルエンザに感染していることが

確認された。

5.21 1 月に文京区の中央大学で教授が殺害さ

れた事件で，卒業生で教え子だったアル

バイト店員の男を逮捕。

5.25 板橋区の資産家夫婦の住宅や倉庫が焼

け，焼け跡から夫婦の遺体が見つかった。

警視庁は殺人と放火の疑いで捜査。

7.12 東京都議会議員選挙の投票。民主が都議

会第 1 党に。自民・公明は両党合わせて

も過半数以下となった。

8.03 港区の住宅で，女性と祖母が刃物で刺さ

れ，祖母が死亡し，女性も重傷。女性が

勤める店の客の男が殺人未遂の疑いで逮

捕された。

8.31 東京都議会で初めて民主党出身の議長が

選出された。

10.03 16年夏の五輪開催都市を決めるIOC総会

がコペンハーゲンで開かれ，東京は 2 回

目の投票で落選。

10.08 台風18号の関東横断でJRのダイヤが大幅

に乱れるなど交通機関に影響が広がっ

た。

11.22 杉並区にある雑居ビル 2 階の居酒屋で火

災。店の従業員と客の 4 人が死亡，12人

が重軽傷を負った。

12.05 武蔵村山市で 8 月に道路にロープが張ら

れて小型バイクに乗った女性が転倒し大

けがをした事件で，警視庁は横田基地の

アメリカ兵の子ども 4人を逮捕した。

12.28 年末年始の間，職と住居を失った人たち

を受け入れる東京都の施設が開設され

た。

1.02 銀座の貴金属店で壁に穴が開けられ，店

内から高級ブランドの時計約200点，販

売価格にして約 3億円が盗まれた。

3.30 築地市場移転の関連予算案が付帯決議を

付けて都議会で可決された。移転問題の

結論は先送りされた形に。

«長野県〕
4.05 数えで 7 年に 1 度の善光寺の御開帳が始

まった。

5.14 県道上高地公園線で落石があり，作業員

2人が死傷。 1週間通行止め。

6.27 松本サリン事件発生から15年。遺族が被

害現場で献花。

10.14 日本航空が経営悪化理由に松本空港から

10年 6 月以降，撤退することを表明。

10.25 長野市長選挙で，現職の鷲澤正一氏が接

戦の末，新人をおさえ 3選。

11.30 FDAが松本空港を離着陸する札幌，福

岡の 2便を引き継ぐことを表明。

12.06 サッカー，松本山雅が地域リーグ決勝大

会で 1位となり，JFL昇格を決めた。

12.08 長野県内で初めての裁判員裁判が長野地

裁で始まった。

2.16 バンクーバー五輪で長島圭一郎選手が銀
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メダル，加藤条治選手が銅メダル。

2.28 小平奈緒選手が女子パシュートで銀メダ

ルを獲得。

«新潟県〕
5.07 知事，柏崎刈羽原発 7 号機の運転再開容

認。新潟県中越沖地震後初。

6.13 プレジャーボート 2 隻が相次ぎ転覆。 6

人死亡。

8.24 夏の全国高校野球大会で日本文理高校準

優勝。新潟県勢，初の快挙。

8.30 第45回衆院選で県内 6 小選挙区を民主が

すべて獲得。自民は初めて選挙区の議席

を失った。

9.26 第64回国民体育大会「トキめき新潟国

体」開幕。

9.29 佐渡で，国の特別天然記念物・トキの野

生復帰目指した 2 回目の放鳥。10月 3 日

までに19羽が飛び立った。

1.10 新潟市で26年ぶりの大雪。積雪81センチ。

3.10 佐渡でケージ内で飼育中のトキ，天敵に

襲われ 9羽が死んだ。

3.21 放鳥トキ，初めてつがいで営巣を確認。

自然繁殖の期待が高まった。

«山梨県〕
4.04 中田英寿さん，地域活性化へがいせん試

合。

5.17 道志村に夫の遺体を遺棄，妻と長男逮捕。

5.31 新型インフルエンザ，県内初確認。

7.22 富士登山中の男性 2人が遭難死。

8.11 県内で震度 4，東海地震観測情報発令。

8.25 世界最先端の燃料電池の開発施設が完

成。

8.30 衆院選で民主党が県内議席独占。

9.14 消費者ホットライン，全国に先駆け始ま

った。

10.09 笛吹市で住宅火災， 3人死亡。

10.20 県内初の裁判員裁判が始まった。

11.11 富士山協力金導入へ。 6 市町村が合意。

1.11 全国高校サッカー，山梨学院付が初優勝。

1.11 甲州ワインEU本格輸出がスタート。

1.30 鳩山総理が燃料電池施設などを視察。

2.01 富士河口湖町で新聞配達員の女性殺害。

2.13 バンクーバー五輪開幕，岡崎選手が旗手

に。

2.26 太陽電池の関連会社，脱税容疑で捜索。

3.22 オウム真理教，強制捜査から15年。

«神奈川県〕
4.28 横浜開港150周年開国博開幕。

7.28 横浜市の中田宏市長が辞職願提出。

8.30 衆院選で神奈川県内でも民主党が圧勝。

9.01 横浜市の林文子新市長が初登庁。

9.10 神奈川歯科大詐欺事件で元理事長ら逮

捕。

9.30 三浦市の伝統行事「チャッキラコ」，ユ

ネスコの無形文化遺産に登録。

10.25 参院補選で民主党新人の金子洋一氏当

選。

11.06 横浜市で暴力団員が発砲 3人けが。

1.07 横浜市で化学工場が爆発11人けが。

2.04 横浜事件の刑事補償裁判で無罪認定。

3.10 鶴岡八幡宮の大イチョウ倒れる。

3.18 県庁の裏金問題で1,700人以上処分。

«群馬県〕
4.12 太田市長選，現職の清水聖義氏当選。

7.27 館林市で竜巻が発生し，市街地で 6 キロ

にわたり被害。

8.30 第45回衆議院議員選挙，群馬県でも民主

党が小選挙区で 3 議席獲得するなど大躍

進。

9.03 八ッ場ダム本体工事の入札延期，国土交

通省が決定。

9.13 現職市長の死去による渋川市長選で阿久

津貞司氏が初当選。

9.20 人気漫画「クレヨンしんちゃん」の作者，

山中で死亡確認。誤って転落か。

9.23 八ッ場ダムの建設予定地を国土交通大臣

が視察。住民は対話を拒否。

1.24 八ッ場ダムの地元住民が国土交通大臣と

初の対話。

2.10 渋川市で10人が死亡した老人施設火災

で，運営法人の理事長ら 2人逮捕。

3.05 伊勢崎市で火災の住宅から 4 人の遺体。

無理心中か。

«茨城県〕
8.30 衆議院選挙で茨城でも民主党躍進。

県知事選挙で橋本昌氏が 5選。

9.30 東海村のJCO事故から10年。

10.08 土浦・龍ヶ崎市で竜巻。住宅210棟損壊，

5人けが。

10.23 日立市を中心に技能五輪全国大会開催。

10.30 ひたちなか市でアビリンピック（全国障

害者技能競技大会）開催。

12.05 鹿島アントラーズ，史上初のJリーグ 3

連覇。
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12.18 土浦市の通り魔事件で死刑判決。

3.11 全国98番目の空港として茨城空港が開

港。定期路線はソウル便 1便のみ。

3.21 水戸市で「コミックマーケット」開催。

2日間で 3万3,000人が来場。

«千葉県〕
5.09 新型インフルエンザ国内初の感染確認。

6.14 千葉市に全国最年少の31歳市長誕生。

8.30 衆議院選挙で民主党が11区で勝利。

9.09 千葉県庁で37億円の不正経理が発覚。

10.22 成田空港で滑走路延長供用開始。

11.11 英国人女性殺害事件，市橋容疑者を逮捕。

12.09 松戸市女子大学生殺害事件容疑者逮捕。

2.28 チリ地震津波，千葉県にも到達。

«栃木県〕
4.02 那須岳で雪崩， 1人死亡。

6.04 足利事件の受刑者釈放。

6.23 足利事件で再審開始決定。

7.26 作新学院が31年ぶり甲子園出場。

9.16 パン店でCO中毒，11人搬送。

10.21 足利事件の再審が始まった。

11.03 真岡市で交通事故， 4人死亡。

3.26 足利事件再審で無罪判決。

«埼玉県〕
5.24 さいたま市長選，新人清水氏が当選。

7.15 直木賞に北村薫さん「鷺と雪」。

7.31 若田さんが宇宙長期滞在から帰還。

8.01 全国で 2例目の裁判員裁判，開始。

9.17 [クレヨンしんちゃん」作者が転落死。

10.27 男性不審死で結婚詐欺の女を逮捕。

10.30 全国生涯学習フェスティバル開催。

12.06 ゴルフの石川遼選手，最年少賞金王に。

1.07 県が 3人乗り自転車に補助制度を開始。

3.28 大宮盆栽美術館が開館。

中　部

景気悪化の影響が尾を引く中，経済や雇用，暮

らしの問題がニュースの中心となった。地域経済

をけん引してきたトヨタ自動車は，販売不振や円

高で創業以来初の営業赤字に転落。関連下請け企

業の間では「脱クルマ」の動きが広がった。暮ら

しを脅かす出来事や自然災害も相次ぎ，新型イン

フルエンザの大流行は子どもを持つ親を不安に陥

れた。 8月には駿河湾を震源とする震度 6弱の地

震が発生，東海地震かと緊張が走った。10月には

台風18号が愛知県に上陸，12月には伊豆東方沖で

地震活動が活発化した。こうした中，バンクーバ

ー五輪女子フィギュアスケートで，地元出身の浅

田真央選手が銀メダルを獲得したニュースは，地

域を勇気づける明るい話題だった。

«愛知県〕
4.26 名古屋市長選挙で，河村たかし元衆議院

議員が過去最高の得票で初当選。

5.02 愛知県蟹江町の住宅で一家 3 人が殺傷さ

れた。

5.08 トヨタ自動車の決算が4,610億円，創業

以来の営業赤字に。

5.13 名古屋市でコンテナ積載のトレーラーが

横転，乗用車が押しつぶされ 3人が死傷。

5.29 力士暴行死事件で，時津風部屋の元親方

に懲役 3年の実刑判決。

6.23 トヨタ自動車社長に豊田章男氏が就任。

創業家からの社長就任は14年ぶり。

8.24 夏の全国高校野球で，中京大中京高校が

43年ぶり 7 回目の優勝。夏の優勝回数，

春夏通算11回目の優勝は，ともに史上最

多。

8.30 第45回衆院選で，愛知県内の15小選挙区

を民主党が独占。

10.08 台風18号が知多半島付近に上陸。重軽傷

者19人，3,620棟に損壊や浸水の被害。

三河港では高潮と強風で，コンテナ流出

の被害も。

11.16 JR東海が，新幹線の輸出を目指す方針を

正式表明。

12.04 全国初の少年事件の裁判員裁判で，女性

に乱暴した被告に実刑判決。

12.20 全国高校駅伝女子で豊川高校が 2連覇。

12.22 名古屋市で，市民税を一律10％減税する

条例が成立。

2.24 リコール問題で，トヨタの豊田章男社長

が米議会公聴会に出席。謝罪のうえ，再

発防止策を表明。

2.26 バンクーバー五輪フィギュアスケートの

女子シングルで，名古屋市出身の浅田真

央選手が銀メダル獲得。

«石川県〕
4.14 大手建設機械メーカー「コマツ」が，景

気悪化を受けて発祥の地の小松工場を10

年 3 月で閉鎖することを決定。

7.21 川北町の小学校の給食室で作業をしてい

た男性 2人が一酸化炭素中毒で死亡。

7.24 地上デジタル放送の完全デジタルを 2 年

後に控え，珠洲市などでアナログ放送を

一時的に止める「アナログ放送終了リハ

ーサル」が全国で初めて実施された。
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12.04 小松空港で，航空自衛隊のF15戦闘機が

胴体着陸。原因はパイロットの車輪出し

忘れ。

1.01 小中学生に携帯電話を持たせない努力を

保護者に義務づける「いしかわ子ども総

合条例」が全国で初めて施行された。

1.08 感染症による絶滅を防ぐため，新潟県佐

渡市で飼育されている国の天然記念物

[トキ」のうち， 4 羽の分散飼育が能美

市の動物園で始まった。

3.14 任期満了に伴う石川県知事選挙で，現職

の谷本正憲氏が全国最多に並ぶ 5 回目の

当選。

«静岡県〕
5.18 プルサーマル用の核燃料が御前崎市の浜

岡原発に到着。10年度中に，玄海・伊方

に続き全国 3例目の実施となる予定。

6.04 静岡空港が開港。 1 年間に見込まれる 4

億円の赤字は県が補てんすることに。

7.05 前知事の辞職に伴う知事選挙で，民主・

社民・国民新党の推薦を受けた川勝平太

氏が初当選。

8.11 駿河湾を震源とする地震で，震度 6 弱の

揺れを観測。県内で 1 人が死亡，311人

が重軽傷。建物被害は8,300棟以上に。

8.30 第45回衆院選で，県内 8 の小選挙区でも

民主党が躍進。 2議席から 7議席に。

10.28 下田港を出港し， 4 日前に消息を絶った

8 人乗りの漁船が八丈島沖で見つかっ

た。転覆した船内から 3 人が奇跡的に救

出されたが，残り 1 人は死亡， 4 人は行

方不明。

11.17 浜松市のマージャン店で火災。男性客 4

人が死亡し，警察は放火の疑いで捜査。

12.17 伊豆東方沖で地震活動活発化。21日まで

の有感地震は震度 5 弱を含む249回。け

が人 7人，建物被害は300棟以上。

«富山県〕
4.19 任期満了に伴う富山市長選挙で無所属の

現職，森雅志氏が再選。

5.14 刑務所に服役後，無実とわかった富山県

の男性が国などに 1 億円余の損害賠償を

求めて提訴。

10.29 県内初の裁判員裁判で，殺人などの罪に

問われた男に懲役17年の判決。

12.21 入院患者 7 人の人工呼吸器が取り外され

死亡したことを巡り，殺人の疑いで書類

送検された射水市民病院の元外科部長が

不起訴に。

12.23 富山市の中心部を走る路面電車の環状線

[セントラム」開業。

1.16 先天性の心臓の難病で，市民の募金の輪

が広がり渡米できた富山市の小学 1 年生

池田悠里ちゃんが心臓の移植手術。

«福井県〕
6.07 天皇皇后両陛下をお迎えして，福井市の

一乗谷朝倉氏遺跡で全国植樹祭。

11.02 おおい町で巡回中のパトカーが単独事

故。警察官 2人死亡。

2.23 14年間止まったままの高速増殖炉「もん

じゅ」の運転再開に向け，日本原子力研

究開発機構が県と敦賀市に協議申し入

れ。

3.14 敦賀原発 1 号機が運転開始から40年を超

えた。国内の原発としては初めて。

«三重県〕
10.02 自動車のF1日本グランプリが 3 年ぶり

に鈴鹿市の鈴鹿サーキットで開催。

11.13 三重県御浜町沖の熊野灘で，フェリーが

横倒しとなって座礁。乗客乗員28人は全

員救助。重油の流出で 2 か月にわたり漁

ができなくなる被害。

1.31 津市長選挙で，現職の松田直久氏が 2 回

目の当選。

«岐阜県〕
8.01 昭和40年代の伝説のコンサート「中津川

フォークジャンボリー」が，当時と同じ

会場でおよそ40年ぶりに復活。

9.11 登山者の救助にあたっていた県の防災ヘ

リコプターが北アルプス奥穂高岳の岩場

に墜落。操縦士ら 3人死亡。

9.19 北アルプス乗鞍岳のバスターミナルで，

観光客らがツキノワグマに襲われた。 9

人がけが。クマは射殺。

1.11 可児市の河川敷で，国内最大規模の動物

の足跡化石群が見つかった。1,800万年

前のシカやサイなどの足跡が約650個。

2.07 岐阜市長選挙で，現職の細江茂光氏が 4

回目の当選。市立岐阜商業高校の私学へ

の移管問題が尾を引き，民主，自民の両

党ともに自主投票に。

近　畿

新型インフルエンザの感染が国内で初めて関西

で確認され，感染拡大を防ぐため休校や休園が相

次いだほか，観光など地域経済にも大きな影響を
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与えた。凶悪な事件も跡を絶たず，大阪ではパチ

ンコ店が放火され多数の死傷者が出た。悲惨な虐

待事件も相次ぎ，大阪で小学生の女の子が行方不

明になった事件は母親と同居中の男らが虐待して

死亡させた後，遺体を遺棄。奈良では 5歳の男の

子が親から十分な食事を与えられず餓死した。幼

い命をどう守るのか，課題が突きつけられている。

«滋賀県〕
4.08 3 年前，長浜市で幼稚園児 2 人が同級生

の母親に殺害された事件で， 2 人の両親

が幼稚園の設置者の長浜市を提訴。「娘

がいじめられている」という母親の被害

妄想を知りながら幼稚園は送迎を任せて

いたと主張。

5.20 県内で初めて大津市に住む大学生が新型

インフルエンザに感染していたことが判

明。感染防止のため学校や大学の休校が

相次ぎ，滋賀県への修学旅行を中止する

学校も出た。

6.19 米原市の汚泥を貯める地下タンクから会

社員の女性の遺体が見つかった事件で，

同じ職場で働いていた男を殺人の疑いで

逮捕。

7.28 全国で人気のゆるキャラ・ひこにゃんを

巡り，彦根市とひこにゃんの原作者が対

立していることが判明。原作者が描いて

いる「ひこねのよいにゃんこ」のぬいぐ

るみは著作権侵害として彦根市が土産物

店に販売停止を求めた。

8.23 近江八幡市との合併を進めていた安土町

長が住民投票の結果，失職。しかし手続

きが終わっているため，失職にかかわら

ず合併は予定通り進むという異例の展開

に。

8.30 衆議選で自民党は 4 選挙区すべてで民主

党に敗れ議席を失った。自民党が滋賀県

で議席をすべて失うのは1958年以来初め

て。

1.12 滋賀県庁幹部がコンピューターシステム

の導入に便宜を図り，800万円のわいろ

を受け取った収賄容疑で逮捕された。

«大阪府〕
4.23 西淀川区で小学 4 年生の女の子が行方不

明になった事件で，母親と同居していた

男ら 3 人が女の子の遺体を遺棄した疑い

で逮捕。女の子は男らから虐待を受けて

衰弱死したと見られる。

5.09 成田空港に帰国した大阪府の高校生らが

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。その後，大

阪府内の海外渡航歴の無い高校生らが，

新型インフルエンザに感染していること

が判明。

6.14 障害者のための郵便制度を悪用しようと

していた自称・障害者団体にうその証明

書を作ったとして厚生労働省の元局長が

大阪地検特捜部に逮捕された。元局長は

事件への関与を否定。

6.17 近畿大学ボクシング部の学生 2 人が，同

じ大学の学生に暴行を加え，現金を奪っ

たとして強盗の疑いで逮捕。大学は1943

年創部のボクシング部の廃部を決定。

7.05 大阪・此花区のパチンコ店が放火され，

客と従業員 4 人が死亡，19人がけが。翌

日，店の近くに住む41歳の男が山口県内

の警察署に出頭し，放火と殺人などの疑

いで逮捕。

10.01 大手電機メーカーのシャープが大阪・堺

市に建設した世界最大規模の液晶パネル

工場の稼働開始。

10.14 里親に認定された大阪の主婦が里子とし

て預かっていた 5 歳の女の子に虐待を繰

り返し，全治 6 か月の大けがを負わせた

とし傷害の疑いで逮捕。

10.27 大阪府庁舎のWTC移転問題で，WTCを

購入するための予算案が府議会で可決。

府は民間ビルに入居している部局や委員

会を移転させ，第 2 庁舎として活用する

方針。

11.10 2 年前，千葉県で語学学校講師のイギリ

ス人女性が殺害されているのが見つかっ

た事件で，指名手配されていた市橋容疑

者が大阪市内で発見され，死体遺棄の疑

いで逮捕。

12.01 関西，大阪，神戸の 3 つの空港の役割分

担を地元の自治体などが協議する懇談会

が開かれ， 3 つの空港を一体的に運営す

る「一元管理」を目指すことで合意。

1.13 大阪・羽曳野市の飲食店で，大阪市職員

の男が猟銃を発砲，義理の母親ら 3 人を

殺害し，犯行後に自殺。

«京都府〕
4.07 舞鶴市で08年 5 月，女子高校生が殺害さ

れた事件で，警察は現場近くに住む無職

の60歳の男を殺人と死体遺棄で逮捕。

4.09 京都大学付属病院に勤務する眼科医の31
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歳の男が，同僚の32歳の女性医師に睡眠

薬を混ぜたお茶を飲ませて意識を失わせ

たとして警察が傷害の疑いで逮捕。

5.12 08年 1 年間に京都市を訪れた観光客は源

氏物語1,000年を記念したさまざまな催

しが開かれたことなどから，初めて

5,000万人を超える。門川市長が会見で

発表。

5.19 日本漢字能力検定協会の前の理事長と副

理事長の親子が，自分が経営する会社と

の実態の無い取り引きを通じて協会に 2

億6,000万円の損害を与えたとして，京

都地検が背任の疑いで逮捕。

6.01 京都教育大学の学生 6 人が，京都市内の

居酒屋で，酒に酔った19歳の女子大学生

を集団で乱暴した疑いで逮捕された。

8.30 衆議院選挙で京都府内の 6 つの小選挙区

では，民主党が選挙前の議席を 2 つ増や

して 5 議席を獲得する一方，自民党は 2

つ減らして 1議席にとどまった。

10.03 男子プロバスケットボールのbjリーグに

京都ハンナリーズが新加入。

12.11 日本漢字能力検定協会の前理事長親子の

背任事件で開催が危ぶまれた「今年の漢

字」が清水寺で発表。09年を表す漢字と

して鳩山新政権の発足や新型インフルエ

ンザの流行などを理由に「新」の字が選

ばれた。

3.02 京都大学付属病院で09年11月，入院して

いた94歳の女性患者が何者かにインシュ

リンを投与され，血糖値が急激に下がり

意識不明に。警察は，女性の血糖値につ

いてカルテにうそを書き込んだ疑いで24

歳の看護師の女を逮捕。その後，殺人未

遂の疑いで再逮捕。

«兵庫県〕
5.16 神戸市内の男子高校生から，県内で初め

て新型インフルエンザの感染が確認され

た。感染拡大を防ぐため，学校，幼稚園，

保育所が休校や休園に。観光客減少など

地域経済にも大きな影響が出た。

7.08 107人が死亡したJR福知山線の脱線事故

で，事故の危険性を予測できたのに必要

な安全対策を怠っていたとして，当時，

鉄道本部長だったJR西日本の社長を業務

上過失致死傷の罪で在宅起訴。

7.20 鳥取県から兵庫県の但馬空港に向かって

いた 2 人乗りのヘリコプターが行方不

明。半月後，兵庫県北部の山中で大破し

た機体と 2人の遺体が見つかった。

8.09 台風 9 号の影響で兵庫県西部が猛烈な雨

に見舞われ，あふれた川などに流されて

佐用町を中心に20人が死亡， 2 人が行方

不明。避難途中に流された人も多く，避

難のあり方にも課題を残した。

11.26 篠山市で頭に角がある「角竜類」の一種，

ネオケラトプス類の化石が国内で初めて

見つかった。アジアでの恐竜の進化の過

程を探る貴重な資料として注目される。

1.07 神戸市内の女子中学生が大麻を隠し持っ

ていたとして逮捕，補導された。大麻汚

染の広がりと若年齢化が問題に。

1.27 明石市の歩道橋で11人が死亡した事故

で，検察が不起訴にした当時の警察署の

副署長について，検察審査会が 2 度目の

[起訴すべき」と議決。新制度の下，検

察審査会の議決で起訴が決まったのは全

国初。

«奈良県〕
5.11 奈良産業大学硬式野球部の元監督が経営

していた整骨院が，診療を行っていない

のに野球部員の名前を使って不正に診療

費を請求していたとして，元監督らが詐

欺の疑いで逮捕された。

7.01 大和郡山市にある病院の理事長ら 2 人が

患者に手術をしたように装って診療報酬

をだまし取っていたとして詐欺の疑いで

警察に逮捕された。理事長はその後，肝

臓の摘出手術の経験が無いのに手術を行

って患者を死亡させたとして業務上過失

致死の疑いでも逮捕された。

9.02 山添村にある無人の寺から仏像を盗んだ

として奈良市の元住職の男が逮捕され

た。

11.01 唐招提寺で約100年ぶりに00年から修理

が行われた国宝の金堂の落慶法要。

11.10 邪馬台国の有力な候補地とされる桜井市

の纒向遺跡で， 3 世紀前半では最大の建

物跡が見つかったと地元教育委員会が発

表。邪馬台国近畿説をとる専門家の間で，

卑弥呼がまつりごとを行った宮殿だった

可能性があるとして注目された。

1.01 平城遷都1,300年祭が開幕。県内 4 か所

でオープニングイベントが行われた。

3.03 桜井市で 5 歳の長男に十分な食事を与え

ず餓死させたとして両親を逮捕。長期間，
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乳幼児検診を受けていなかったことが虐

待の把握が遅れた背景として浮かび上が

り，市は検診を受けていない子どものい

る家庭の訪問調査を開始。

«和歌山県〕
5.14 田辺市の内ノ浦湾にマッコウクジラと見

られる体長12メートルほどのクジラが迷

い込んだ。衰弱したため住民らを心配さ

せたが，20日後自力で外海に。

6.08 日高川町にある森林組合で 4 億8,000万

円余りの裏金が作られていた問題で，県

が組合に対して職員の権限の分散や経理

処理の監視体制の強化などを求める改善

命令を出した。

6.15 [高野山真言宗」総本山の金剛峯寺で行

われた法要に比叡山延暦寺を総本山とす

る「天台宗」のトップが出席。 2 つの宗

派の1,200年の歴史の中で初めての公式

訪問となった。

7.13 明治19年に創設され，真言宗の弘法大師

の教えに基づく指導をしている高野山大

学の学生 2 人が，路上で乾燥大麻を所持

していたとして大麻取締法違反の疑いで

逮捕された。

7.18 高速料金値下げの影響で利用客が減少し

た和歌山と徳島を結ぶ「南海フェリー」

が片道9,300円の運賃を1,000円に大幅に

値下げ。

9.16 独り暮らしの女性を殺害し指輪などを奪

ったとして強盗殺人の罪に問われた男に

和歌山地裁は，裁判員裁判では初めて無

期懲役の判決を言い渡した。

2.09 岩出市が発注した街路灯の設置工事の入

札で，予定価格を業者に事前に教えてい

たとして市の元工事部長ら 3 人を競争入

札妨害の疑いで逮捕。

中　国

中国地方でも「変革」の 1年だった。 8月の衆

院選で，中国地方の20の小選挙区でも民主党が 5

議席増やし 8議席を確保。一方，自民党は 5議席

減らして10議席となった。また，11月の広島県知

事選では，16年ぶりに新知事が誕生した。

地域経済はリーマンショックの影響から脱しつ

つあるが，依然として厳しい雇用情勢が続き，大

学生・高校生の就職難が大きな問題になった。ま

た，高速道路料金の値下げでフェリーの経営が悪

化し経営破綻する会社も出た。

7月には記録的豪雨により山口県防府市で土砂

災害が発生するなど，山口県内で22人が死亡。 8

月には岡山県美作町でも豪雨災害が起きた。

島根県では，浜田市の島根県立大学 1年の平岡

都さんが行方不明になり，広島県の山中で切断さ

れた遺体の一部が相次いで見つかった。また，鳥

取県では，スナック元従業員の女の周囲で男性 3

人が相次いで不審な死を遂げ，警察の捜査が続い

ている。

«広島県〕
4.10 広島カープが，新球場「マツダスタジア

ム」で開幕戦。新球場が本格始動。

6.09 広島少年院の暴行事件で教官 4 人逮捕。

8 月には教育部門トップの元首席専門官

逮捕。

8.06 原爆症認定集団訴訟で，麻生首相と原告

側が原告全員救済で合意。全面解決へ。

10.01 福山市鞆の浦の埋め立て・架橋計画につ

いて，広島地裁が広島県に埋め立ての中

止を命じる判決。

5 自動車メーカー「マツダ」が，増資など

で900億円余の資金調達を発表。

11 広島市と長崎市が，20年夏のオリンピッ

ク招致検討開始を発表。

14 広島カープ新監督に野村謙二郎氏就任。

11.08 広島県知事選で，無所属の新人の湯崎英

彦氏当選。16年ぶりの新知事誕生へ。

12.02 尾道市瀬戸田町出身の日本画家，平山郁

夫さん死去。

«岡山県〕
4.01 岡山市が政令指定都市に移行。全国で18

番目，中国地方で 2番目。

6.04 三菱自動車が，電気自動車の生産を倉敷

市の水島製作所で開始。

17 JR岡山駅で，男性をホームから突き落と

し死亡させた罪などに問われた当時18歳

の少年に有罪判決。

8.09 台風 9 号に伴う豪雨で，美作市で土砂崩

れが起き 1人死亡。約600棟が浸水。

1.21 にせ同和団体などを名乗り，企業に書籍

購入させた恐喝容疑で出版社支店長ら逮

捕。

2.12 宇野港と高松港を結ぶフェリー会社 2 社

が航路廃止を届け出。その後，地元など

の要望受けて 2社とも取り下げる。

«島根県〕
5.11 中海干拓堤防が28年ぶりに開放される。

7.07 出雲市で，中学 2 年生の少年が父親を殺
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害した疑いで補導される。

9.29 出雲市の砂原遺跡で，約12万年前の日本

最古と見られる石器発見と研究者が発

表。

30 県西部に伝わる手すき和紙「石州半紙」，

ユネスコの無形文化遺産に登録決定。

10.26 浜田市の女子大学生が行方不明に。11月，

広島県の山中で遺体の一部相次いで発

見。

2.10 出雲市の高校生棋士，里見香奈さんが女

流名人を獲得。倉敷藤花とともに 2 冠達

成。

«鳥取県〕
6.03 米子市の会計事務所の社長ら 2 人が遺体

で見つかり，事務所役員を強盗殺人容疑

などで逮捕。

6.30 境港と韓国・ロシアを結ぶ国際定期航路

が就航。

7.17 鳥取市で，タクシー運転手が射殺される

強盗殺人事件発生。

11.05 鳥取県内で，スナック元従業員の女の周

辺で男性 3 人が死亡し，遺体から睡眠導

入剤の成分が検出されていたことが発

覚。

12.17 米子空港の滑走路，2,500メートルに延

長。

3.02 6 月に発覚した米子市の強盗殺人事件の

裁判員裁判で，無期懲役の判決。

3.28 鳥取自動車道の県内区間が開通。

«山口県〕
6.02 美祢市のホテルで，一酸化炭素中毒のた

め修学旅行に同行したカメラマンが死

亡。

7.21 記録的豪雨により防府市で土石流が発生

し，老人ホームに流れ込むなどして県内

で22人が死亡。

9.28 下関市の海上自衛隊小月基地で輸送機が

オーバーラン。

10.01 高速道路料金値下げの影響で，防予汽船

(柳井～松山）が民事再生法の適用申請。

10.27 関門海峡で，海上自衛隊の護衛艦「くら

ま」と韓国船籍のコンテナ船が衝突。

11.04 下関市の下関三井化学の工場で爆発事

故。

12.18 上関町の原発建設計画で，中国電力が経

済産業省に原子炉設置許可申請を提出。

四　国

8 月の衆議院選挙で，四国では13の小選挙区の

うち 8議席を自民党， 5議席を民主党が獲得。民

主党が 4議席増やした一方，自民党は 4議席減ら

した。

12月，病気の治療で摘出した腎臓を使った「病

気腎移植」の臨床研究の手術が，愛媛県宇和島の

病院で実施された。安全性などが問題になり，厚

生労働省が臨床研究以外での手術を禁止した後，

国の指針に基づく臨床研究としては初。

2月，南米チリの沿岸で起きた巨大地震で，徳

島県，高知県，愛媛県の宇和海の沿岸に津波警報

が発令。高知県の須崎港では，国内で最も高い

1.2メートルの津波を観測した。

3月，使用済みの核燃料から取り出したプルト

ニウムを再び原発で燃やすプルサーマルが愛媛県

伊方町の四国電力伊方原発 3号機で始まった。プ

ルサーマルの実施は09年12月に始まった九州電力

玄海原発に次いで国内 2番目。

«愛媛県〕
4.15 新居浜市の住友化学愛媛工場で作業ミス

から塩素ガスが漏れ出し，従業員など32

人が病院で手当てを受けた。この工場で

は 5 月にも塩素ガス漏れを起こし，愛媛

県から指導を受けていた。

10.10 松山空港で自家用の小型機が車輪を出さ

ずに胴体着陸。乗員 2 人にけがはなかっ

たが，滑走路が約 3 時間閉鎖され23便が

欠航。

11.18 愛媛県の伝統工芸品「砥部焼」の展示即

売会がロンドンで始まった。販路拡大を

目指し，海外での展示即売会は初めて。

12.02 愛媛県立とべ動物園で，国内で初めて人

工保育に成功したホッキョクグマのピー

スが10歳の誕生日を迎えた。

«高知県〕
7.06 芸西村のゴルフ場のクラブハウスを手投

げ弾で爆破したとして，高知市の暴力団

員が逮捕された。その後，この暴力団員

の所属組織が高知市の食品会社「旭食

品」の爆破にもかかわっていたことが判

明。

11.29 男子プロゴルフツアーが行われた芸西村

のゴルフ場で，TBSの取材クルーのカー

トが観客に突っ込み， 3人けが。

12.02 高知市で建設中の17階建てマンションで

火災。屋上に避難した作業員18人はヘリ

で救助されたが，エレベーターの中で 1

人が遺体で見つかった。
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1.16 NHKの大河ドラマ『龍馬伝』に合わせ

た観光イベント「土佐・龍馬であい博」

が開幕。高知市など 4 市町で 1 年間，さ

まざまなイベントが開かれた。

«徳島県〕
4.11 徳島出身者で初の大リーガーとなったブ

レーブスの川上憲伸投手がナショナルズ

戦に初登板し，初勝利をあげた。

5.13 鳴門市の海岸で胴体だけの男性の遺体が

見つかった。その後，大阪・八尾市の男

が精神障害のある長男を殺害，遺体を切

断して海に遺棄した疑いで逮捕された。

9.28 ウミガメが上陸する美波町を舞台にした

{連続テレビ小説～ウェルかめ』の放送

が始まった。ヒロイン役の倉科カナさん

は徳島県初の観光大使に就任。

3.28 鳴門海峡で貨物船同士が衝突。一方が沈

没し乗組員 2 人が行方不明。海上保安部

は沈没しなかった船の中国人船長を航行

中の注意義務を怠った疑いで逮捕。

«香川県〕
9.15 高松地裁で四国初の裁判員裁判。裁判員

6 人が 3 日間，審理や評議に参加。放火

などの罪に問われた男に懲役 6 年が言い

渡された。

11.05 高松市で乗用車が建物に突っ込み，乗っ

ていた18歳から21歳までの男女 4 人が死

亡。全員からアルコールが検出された。

11.24 分譲マンション大手の穴吹工務店が経営

破たん。負債総額は約1,400億円に上り，

一部の公共工事がストップするなど地域

経済に影響。

2.12 高松港と岡山県の宇野港を結ぶフェリー

会社 2 社が瀬戸大橋値下げに伴う利用の

減少などを理由に四国運輸局に航路廃止

届け。その後，存続を求める声が高まり，

2社とも廃止届けを撤回した。

九州・沖縄

7 月，九州北部を記録的な豪雨が襲った。福岡

県では10人が死亡し，九州自動車道が 3週間近く

にわたって通行止めになるなど大きなつめあとを

残した。

8月，衆議院選挙が行われ，民主党を中心とす

る連立政権が誕生した。九州・沖縄の38の小選挙

区では，民主党が20議席を獲得した。

10月，関門海峡で，護衛艦「くらま」と韓国籍

のコンテナ船が衝突・炎上した。海峡の安全航行

の確保が揺らいでいる実態を示す事故となった。

11月，九州電力玄海原子力発電所で，国内初め

ての“プルサーマル”が事実上始まった。

また，韓国・プサンの室内射撃場で火災が起き，

長崎県や福岡県のツアー客10人が犠牲になった。

3月，水俣病の未認定患者による損害賠償訴訟

で，被害者団体と国や熊本県，チッソが裁判所の

和解案に合意した。

アメリカ軍普天間基地移設問題では，11月に県

内移設に反対する大規模抗議集会が開かれた。 1

月には名護市長選挙で，現行案に反対の新人が当

選した。県外移設先候補の鹿児島県徳之島でも，

3 月に大規模反対集会が開かれるなど，九州・沖

縄の各地で鳩山政権への不安や警戒の声があがっ

た。

«福岡県〕
4.29 北九州市議選を巡る偽投票事件で元候補

者を逮捕。

5.15 福岡市の 3 児が死亡した飲酒運転事故で

2審は危険運転致死傷罪を認める判決。

6.16 北九州市で警察官が飲酒運転で事故。

7.24 九州北部豪雨で各地に甚大な被害，福岡

県で10人が死亡。

9.02 7,200万円積んだ現金輸送車乗り逃げ。

10.27 関門海峡で護衛艦とコンテナ船が衝突・

炎上。

1.12 大相撲・魁皇808勝 歴代最多記録。

2.02 福岡県町村会を巡る汚職事件で，前副知

事と町村会長 贈収賄の疑いで逮捕。

3.15 能古島に女性の切断遺体，殺人で捜査。

3.15 北九州市の暴力団追放運動に取り組む自

治会長宅に銃弾。

«佐賀県〕
5.23 プルサーマル用核燃料，玄海原発に到着。

7.26 大雨で佐賀市の巨勢川の堤防が決壊。

10.18 佐賀市長選挙で現職が再選。

10.25 鎮西町漁協の漁船が静岡・下田沖で不

明。

11.5 玄海原発の原子炉が起動，国内初のプル

サーマルが事実上開始。

1.07 のり漁業者が諫早湾干拓抗議で海上デ

モ。有明海の栄養分不足で養殖に影響。

2.01 赤字の武雄市民病院，民間に譲渡。

«長崎県〕
4.02 センバツで清峰高校が初優勝。

4.14 平戸沖で漁船沈没，12人不明。

8.09 被爆64年「原爆の日」

8.23 島原半島が“ジオパーク”に認定。
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9.29 長崎市長射殺の元暴力団員に 2 審判決，

1審の死刑を取り消し無期懲役。

11.14 プサンの射撃場で火災，雲仙市からの観

光客 8人が犠牲に。

12.08 海自ヘリが海上に不時着， 2人死亡。

1.12 五島沖で漁船沈没，10人不明。

2.12 経営不振の「ハウステンボス」大手旅行

会社のH.I.S.が支援へ。

2.21 長崎県知事選挙で元副知事が初当選，民

主などが推薦した候補を破る。

«熊本県〕
4.01 国立のハンセン病療養所「菊池恵風園」

が開設100年に。

4.17 [美少年酒造」が民事再生法を申請。

5.01 水俣病公式確認から53年の慰霊祭。

7.08 水俣病特別措置法が成立。

9.17 [川辺川ダム」国土交通相が中止明言。

11.08 植木町の農家で夫婦ら 3 人殺傷，中国人

の農業研修生が犯行後に自殺。

3.22 九州新幹線のレールが全線でつながる。

3.23 熊本市が近隣 2町と合併，政令市へ。

3.24 県営荒瀬ダムの発電事業，知事が断念。

全国初のダム撤去へ

3.29 水俣病未認定患者による損害賠償訴訟で

被害者団体と国などが和解案に合意。

«大分県〕
6.13 大分市の精錬所で酸欠事故，鉱石運搬船

で作業中の 3人が死亡。

7.11 大分道で柳ヶ浦高校のバスが横転，野球

部員 1人が死亡し42人けが。

8.10 竹田市で集中豪雨による土砂崩れに車 3

台が巻き込まれ 6人けが。

10.24 津久見駅に「なごり雪」のメロディ。

11.20 J1大分トリニータ社長が辞任表明，“経

営危機の責任をとる”

12.01 造船所タラップ落下事故で書類送検。

1.04 由布市の野焼き 4人死亡で書類送検。

1.13 元大関・千代大海が引退。

1.14 別府市の密集地で火災，23棟全焼。

2.02 日出生台演習場でアメリカ軍実弾演習。

«宮崎県〕
6.19 長寿世界一，都城市の113歳男性死去。

9.29 五ヶ瀬町で農家の家族 3 人が死亡，サイ

ロ内の酸欠が原因。

10.17 生涯スポーツの祭典“スポレク”開催。

11.02 霧島・韓国岳で小学 5年生の男児遭難。

1.21 台湾への定期航空路線が運航再開。

3.01 宮崎市の住宅で一家 3 人殺害，父親を逮

捕。

«鹿児島県〕
7.03 拉致被害者の増元るみ子さんの戸籍回

復。

6 拉致被害者の市川修一さんの戸籍回復。

22 トカラ列島で皆既日食を観測。

10.30 鹿児島空港で小型機が胴体着陸。

12.21 桜島の爆発回数が史上最多を更新。

28 出水市で操業40年のNEC工場閉鎖。

3.24 “アメリカ軍普天間基地の県内への移設”

県議会が反対決議，県知事も反対を表明。

26 阿久根市長が議会への出席を拒否，市長

欠席のまま，議員提出の予算案可決。

28 徳之島で普天間移設反対の大規模集会。

30 給与未払いで阿久根市職員が市長を告

発。

3.30 霧島・新燃岳が 2年ぶりに噴火。

«沖縄県〕
5.17 琉球ゴールデンキングスがbjリーグで初

優勝。

6.23 戦後64年の沖縄慰霊の日。

8.15 新型インフルエンザで男性が死亡，国内

で初。

8.19 那覇市の川が豪雨で増水，作業員 4 人死

亡。

11.07 読谷村で男性がひき逃げされて死亡，そ

の後，アメリカ兵を起訴。

11.08 普天間基地県内移設に反対の大規模集

会。

11.17 うるま市の中学 2 年生，同級生 8 人から

暴行を受け死亡。

1.24 名護市長選挙で移設反対の新人が当選。

2.04 石垣市で発見の人骨，国内最古の 2 万年

前と判明。

2.24 沖縄県議会，「普天間県外移設」を可決。


