
 
 
 
 

２０１９年３月２６日 

住友生命保険相互会社 
 
 

スミセイ「創作四字熟語」で振り返る「平成」！ 

 
 

住友生命保険相互会社（社長 橋本雅博）は、平成２年から、「その年の世相を表す『創作四字熟

語』」というコンテスト企画を実施・発表し、人々の記憶に残る出来事を追い続けてきました。 

この３０年、様々な事件が起こり、新たなブームやスターが誕生し、社会情勢の影響を受けなが

ら変化を遂げてきた日本ですが、今まさに終わろうとしている「平成」はどんな時代だったのでし

ょうか。そして、人々の印象に残った出来事とは。 

住友生命は、アンケート形式で、一般の方々に「平成」を象徴する世相・創作四字熟語を選んで

いただきました。以下は、その集計・分析結果です。 

 
 

【 調 査 内 容 】 

◆ 質問１  ： あなたにとって、最も「平成」を象徴する世相・創作四字熟語は何ですか 【選択方式】 

◆ 質問２  ： 平成２年～各年の世相・創作四字熟語の中で、その年を最も象徴するものは 【選択方式】 

◆ 質問３  ： 「平成」を表す漢字一文字は何ですか 【自由記入方式】 

 

【 調 査 概 要 】 

◆ 調査期間 ： ２０１９年２月７日～２月９日 

◆ 調査方法 ： インターネット応募による選択方式および自由記入方式 

※選択方式＜質問１・２＞における選択項目（世相）は、「創作四字熟語」の 

過去の入賞作品から抜粋 

◆ 調査対象 ： １，０００人（全国の男女各５００人） 
 
   20 代（人） 30 代（人） 40 代（人） 50 代（人） 60 代（人） 合計（人） 

男性 100 100 100 100 100 500 

女性 100 100 100 100 100 500 

合計（人） 200 200 200 200 200 1,000 
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≪ 要 約 ≫ 
 

＜質問１＞ あなたにとって、最も「平成」を象徴する世相・創作四字熟語は何ですか 【選択方式】 

◆『天威無法
て ん い む ほ う

（東日本大震災）』が圧倒的トップ 

２位は『震傷膨大
しんしょうぼうだい

（阪神大震災）』、３位は『泡年万削
ほうねんまんさく

（バブル経済の崩壊）』 

 

＜質問２＞ 平成２年～各年の世相・創作四字熟語の中で、その年を最も象徴するものは 【選択方式】 

年 創作四字熟語 世相 元のことば 

H2 泡年万削 (ほうねんまんさく) バブル経済の崩壊 豊年万作 

H3 紙面ソ禍 (しめんそか) ゴルバチョフ大統領退陣、ソビエト連邦消滅 四面楚歌 

H4 無病百歳 (むびょうひゃくさい) 100歳の姉妹、きんさん・ぎんさんが人気者に 無病息災 

H5 雅殿姻酔 (がでんいんすい) 皇太子さまが小和田雅子さんとご結婚 我田引水 

H6 政転辟易 (せいてんへきえき) ３党連立による村山政権誕生 青天の霹靂 

H7 震傷膨大 (しんしょうぼうだい) 阪神大震災 針小棒大 

H8 一網多信 (いちもうたしん) インターネット・携帯電話の普及 一網打尽 

H9 三後重五 (さんごじゅうご) 消費税、５％に引き上げ 三五十五 

H10 砒素悶着 (ひそもんちゃく) 和歌山毒物カレー事件 ひと悶着 

H11 紀末試検 (きまつしけん) コンピューターの２０００年問題 期末試験 

H12 走師走愛 (そうしそうあい) シドニー五輪、女子マラソンで高橋尚子選手が金メダル 相思相愛 

H13 万国胸痛 (ばんこくきょうつう) 米同時多発テロ発生 万国共通 

H14 必生帰願 (ひっしょうきがん) 北朝鮮拉致被害者５人が２４年ぶりに帰国 必勝祈願 

H15 我称連呼 (がしょうれんこ) オレオレ詐欺が頻発 合従連衡 

H16 鶏慌牛枯 (けいこうぎゅうこ) 鳥インフルエンザが発生 鶏口牛後 

H17 全国政波 (ぜんこくせいは) 郵政民営化をめぐる衆院解散・総選挙で自民党圧勝 全国制覇 

H18 銀盤反舞 (ぎんばんそるまい) トリノ五輪、女子フィギュアで荒川静香選手が金メダル 

 

大盤振舞 

H19 郵民配達 (ゆうみんはいたつ) 郵政民営化スタート 郵便配達 

H20 兄弟減価 (きょうだいげんか) 米証券大手、リーマンブラザーズが経営破綻 兄弟喧嘩 

H21 司民参加 (しみんさんか) 裁判員裁判スタート 市民参加 

H22 手当至急 (てあてしきゅう) 子ども手当の支給開始 手当支給 

H23 天威無法 (てんいむほう) 東日本大震災発生 天衣無縫 

H24 鉄塔待日 (てっとうまつひ) 東京スカイツリー開業 徹頭徹尾 

H25 富士登産 (ふじとざん) 富士山が世界文化遺産に登録 富士登山 

H26 五八至十 (ごはしじゅう) 消費増税。５％から８％に 五八四十 

H27 波乱番号 (はらんばんごう) マイナンバー法施行 波瀾万丈 

H28 新都多難 (しんとたなん) 小池百合子氏が初の女性都知事に 前途多難 

H29 万事虎風 (ばんじとらふう) ドナルド・トランプ氏が米大統領就任 馬耳東風 

H30 全米庭覇 (ぜんべいていは) 女子テニスの大坂なおみ選手が全米オープン制覇 全米制覇 

 

＜質問３＞ 「平成」を表す漢字一文字は何ですか 【自由記入方式】 

◆『災』が全体の２割超 

２位の『変』、３位の『乱』から、「平成」は激動の時代だったことがうかがえる 
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【全体・男女別】                         （数字は％、○内数字は順位） 

順位 創作四字熟語 世相 全体 男性 女性 元のことば 

1 天威無法
て ん い む ほ う

 H23 東日本大震災 26.5 25.0①  28.0①  天衣無縫 

2 震傷膨大
しんしょうぼうだい

 H7 阪神大震災  9.6  7.8③ 11.4② 針小棒大 

3 泡年万削
ほうねんまんさく

 H2 バブル経済の崩壊  9.5 10.6②   8.4③ 豊年万作 

4 富士騒然
ふ じ そ う ぜ ん

 H7 地下鉄サリン事件等のオウム真理教事件  5.6  5.2④  6.0④ 父子相伝 

5 異旗統合
い き と う ご う

 H2 ベルリンの壁崩壊、東西ドイツ統合へ  2.1  2.6⑤  1.6⑤ 意気投合 

6 万国胸痛
ばんこくきょうつう

 H13 米同時多発テロ発生  1.6  2.0⑥  1.2⑨ 万国共通 

7 林檎秀産
りんごしゅうさん

 H24 スマートフォンの普及  1.4  1.2⑨  1.6⑤ 離合集散 

8 
紙面ソ禍
し め ん そ か

 H3 ゴルバチョフ大統領退陣、ソビエト連邦消滅 
 1.1 

 1.8⑦ 0.4 四面楚歌 

一網多信
い ちも うたし ん

 H8 インターネット・携帯電話の普及  1.0⑫  1.2⑨  一網打尽 

10 
兄弟減価
きょうだいげんか

 H20 米証券大手、リーマンブラザーズが経営破綻 
 1.0 

 1.0⑫  1.0⑭ 兄弟喧嘩 

顔出奇没
がんしゅつきぼつ

 H30 お笑い芸人、ひょっこりはんが大ブレイク  1.8⑦ 0.2 神出鬼没 

 
【年代別】                            （数字は％、○内数字は順位） 

全体 
順位 

創作四字熟語 世相 20代 30代 40代 50代 60代 

1 天威無法
て ん い む ほ う

 H23 東日本大震災 19.0① 21.5① 27.5① 32.0① 32.5① 

2 震傷膨大
しんしょうぼうだい

 H7 阪神大震災 5.5③ 8.5② 9.0③ 13.0② 12.0② 

3 泡年万削
ほうねんまんさく

 H2 バブル経済の崩壊 8.5② 7.0③ 11.5② 12.0③ 8.5③ 

4 富士騒然
ふ じ そ う ぜ ん

 H7 地下鉄サリン事件等のオウム真理教事件 4.0④ 6.5④ 6.5④ 5.5④ 5.5④ 

5 異旗統合
い き と う ご う

 H2 ベルリンの壁崩壊、東西ドイツ統合へ 2.5⑥ 2.5⑤ 1.0⑩ 2.5⑤ 2.0⑥ 

6 万国胸痛
ばんこくきょうつう

 H13 米同時多発テロ発生 0.5 2.5⑤  1.5⑥ 2.0⑥ 1.5⑨ 

7 林檎秀産
りんごしゅうさん

 H24 スマートフォンの普及 3.5⑤ 2.5⑤ 0.5 0.5 0.0 

8 
紙面ソ禍
し め ん そ か

 H3 ゴルバチョフ大統領退陣、ソビエト連邦消滅 2.0⑦ 0.5 1.0⑩ 1.5⑨ 0.5 

一網多信
い ちも うたし ん

 H8 インターネット・携帯電話の普及 1.0⑬ 0.0 3.0⑤ 0.5 1.0⑭ 

10 
兄弟減価
きょうだいげんか

 H20 米証券大手、リーマンブラザーズが経営破綻 0.5 0.0 0.5 2.0⑥ 2.0⑥ 

顔出奇没
がんしゅつきぼつ

 H30 お笑い芸人、ひょっこりはんが大ブレイク 2.0⑦ 2.0⑧ 0.5 0.5 0.0  

 

◆『天威無法
て ん い む ほ う

（東日本大震災）』が圧倒的トップ 

２位は『震傷膨大
しんしょうぼうだい

（阪神大震災）』、３位は『泡年万削
ほうねんまんさく

（バブル経済の崩壊）』 

 
全体・男女別・年代別のすべてにおいて『天威無法

て ん い む ほ う

（東日本大震災）』が圧倒的なトップとなり、『震傷膨大
しんしょうぼうだい

（阪神大震災）』・『泡年万削
ほうねんまんさく

（バブル経済の崩壊）』を加えた３項目がトップ３を占めました。いずれも日

本の経済に大きな影響を及ぼしたものであり、同様に、『兄弟減価
きょうだいげんか

（リーマンブラザーズの経営破綻）』も 10
位にランクインしています。その他、国内外を震撼させた『万国胸痛

ばんこくきょうつう

（アメリカ同時多発テロ）』や『富士騒然
ふ じ そ う ぜ ん

＜質問１＞ あなたにとって、最も「平成」を象徴する世相・創作四字熟語は何ですか 【選択方式】 
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（オウム真理教事件）』、『紙面ソ禍
し め ん そ か

（ソ連消滅）』・『異旗統合
い き と う ご う

（東西ドイツ統合）』という世界史に残る出来

事にも注目が集まっています。また、私たちの生活や働き方に革命を起こし、今では欠かせないものとな

っている『一網多信
いちもうたしん

（インターネット・携帯電話の普及）』『林檎秀産
りんごしゅうさん

（スマートフォンの普及）』も挙げら

れました。 
年代別の比較では、災害（『天威無法

て ん い む ほ う

（東日本大震災）』・『震傷膨大
しんしょうぼうだい

（阪神大震災）』）は年代とともに上昇

しており、５０代・６０代の注目度の高さが目立ちます。各年代が最も恩恵や影響を受けたであろう転換

期も反映されており、『泡年万削
ほうねんまんさく

（バブル経済の崩壊）』は４０代と５０代が、『林檎秀産
りんごしゅうさん

（スマートフォン

の普及）』は２０代・３０代が、『一網多信
いちもうたしん

（インターネット・携帯電話の普及）』は４０代が高くなりまし

た。『兄弟減価
きょうだいげんか

（リーマンブラザーズの経営破綻）』は、投資や雇用等、日本の経済の打撃を目の当りにした

のか、５０代・６０代の６位に入りました。 

 

 

 

 

 

 

【平成２年】バブル崩壊はじまる、東西ドイツ統合 

順位 創作四字熟語 世相 ％ 元のことば 

1 泡年万削 （ほうねんまんさく） バブル経済の崩壊 39.4 豊年万作 

2 異旗統合 （いきとうごう） ベルリンの壁崩壊、東西ドイツ統合へ 23.0 意気投合 

3 過労戦死 （かろうせんし） 過労死が社会問題に 7.3 － 

4 三高頭低 （さんこうとうてい） 女性が結婚相手に求める「３高」が話題に 5.9 西高東低 

5 
海外破憲 （かいがいはけん） 中東湾岸危機。自衛隊派遣をめぐる憲法論争本格化 

5.6 
海外派遣 

一願祈気 （わんがんきき） イラクのクウェート侵攻で中東湾岸危機 湾岸危機 

7 烏賊動音 （いかどうおん） 深夜の音楽番組「イカ天」が、バンドブームを牽引 4.2 異口同音 

8 朝洗戦争 （ちょうせんせんそう） 女子高生が火付け役、「朝シャン」ブーム 3.8 朝鮮戦争 

9 七転八騰 （しちてんばっとう） 全国的な地価高騰 3.4 七転八倒 

10 曖昧魅易 （あいまいみい） 「ファジィ」が流行語に 1.8 － 

【平成３年】ソ連消滅、雲仙普賢岳の噴火 

順位 創作四字熟語 世相 ％ 元のことば 

1 紙面ソ禍 （しめんそか） ゴルバチョフ大統領退陣、ソビエト連邦消滅 24.4  四面楚歌 

2 封印火山 （ふういんかざん） 長崎県雲仙・普賢岳で火砕流。４３人が犠牲に 22.2  風林火山 

3 ＯＨ相撲 （おうすもう） 大相撲、若貴ブーム 13.6  大相撲 

4 意気陽謡 （いきようよう） カラオケボックスが普及 8.6  意気揚々 

5 謝長悔長 （しゃちょうかいちょう） 証券・金融不祥事（巨額損失補填や架空不正融資）発覚 8.0  社長会長 

6 一触告発 （いっしょくこくはつ） セクハラ問題が表面化 7.0  一触即発 

7 
眞紀子巻 （まきこまき） 秋篠宮妃紀子さま女児出産 

6.3 
真知子巻き 

台風逸果 （たいふういっか） 台風第１７・１８・１９号が上陸・接近。深刻な被害 台風一過 

9 花族旅行 （かぞくりょこう） 消費意欲旺盛な「Hanako（ハナコ）世代」 2.4  家族旅行 

10 一席二朝 （いっせきにちょう） 南北朝鮮の国連同時加盟。和解の合意書に調印 1.2  一石二鳥 

＜質問２＞ 平成２年～各年の世相・創作四字熟語の中で、その年を最も象徴するものは 【選択方式】 
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【平成４年】スペースシャトル「ディスカバリー号」、バルセロナ五輪 

順位 創作四字熟語 世相 ％ 元のことば 

1 無病百歳 （むびょうひゃくさい） １００歳の姉妹、きんさん・ぎんさんが人気者に 25.3  無病息災 

2 毛利夢宙 （もうりむちゅう） 毛利衛さん、米スペースシャトルで宇宙へ 14.4  五里霧中 

3 休日出金 （きゅうじつしゅっきん） 週休２日制の導入拡大。官公庁は完全週休二日制に 12.7  休日出勤 

4 恭子突破 （きょうことっぱ） バルセロナ五輪、岩崎恭子選手が競泳史上最年少の金メダル 12.5  強行突破 

5 残業革命 （ざんぎょうかくめい） 平成不況深刻化（株価・地価・有効求人倍率） 10.0  産業革命 

6 冬彦母彦 （ふゆひこははひこ） ヒットドラマ「ずっとあなたが好きだった」 6.2  － 

7 富国協兵 （ふこくきょうへい） ＰＫＯ協力法成立。自衛隊をカンボジアに派遣 5.4  富国強兵 

8 銭形政治 （ぜにがたせいじ） 運送会社への献金疑惑で政治不信に 5.3  銭形平次 

9 韓婚騒祭 （かんこんそうさい） 統一教会の合同結婚式が話題に 4.9  冠婚葬祭 

10 拾縁開場 （ひろうえんかいじょう） テレビ番組から波及、「ねるとんパーティー」 3.3  披露宴会場 

【平成５年】皇太子殿下・雅子さまご成婚、Ｊリーグ開幕、細川内閣誕生 

順位 創作四字熟語 世相 ％ 元のことば 

1 雅殿姻酔 （がでんいんすい） 皇太子さまが小和田雅子さんとご結婚 22.6  我田引水 

2 新球交代 （しんきゅうこうたい） サッカーＪリーグ開幕 16.0  新旧交代 

3 
殿様変流 （とのさまがえる） 非自民８会派の細川連立政権が誕生 

11.7  
殿様ガエル 

扇扇狂狂 （せんせんきょうきょう） ディスコに扇子を振って踊る「お立ち台ギャル」 戦戦恐恐 

5 贅沢残米 （ぜいたくざんまい） 米不足深刻化 10.7  贅沢三昧 

6 破願一蹴 （はがんいっしゅう） サッカーＷ杯予選・イラク戦での「ドーハの悲劇」 10.6  破顔一笑 

7 国際興竜 （こくさいこうりゅう） 映画「ジュラシック・パーク」が大ヒット 6.7  国際交流 

8 
天為無謀 （てんいむぼう） 北海道南西沖地震、鹿児島豪雨、台風による被害 

4.2  
天衣無縫 

一矢騒然 （いっしそうぜん） 背中に矢が刺さった「矢がも」が話題に 一子相伝 

10 曙志貫徹 （しょしかんてつ） 史上初の外国人横綱曙が誕生 1.6  初志貫徹 

【平成６年】村山内閣誕生、日本人女性初の宇宙飛行士搭乗 

順位 創作四字熟語 世相 ％ 元のことば 

1 政転辟易 （せいてんへきえき） ３党連立による村山政権誕生 19.3  青天の霹靂 

2 振術一朗 （しんじゅついちろう） イチロー外野手、日本プロ野球史上初のシーズン２００本安打達成 18.1  真実一路 

3 向井夢宙 （むかいむちゅう） 日本初の女性宇宙飛行士、向井千秋さんが宇宙へ 14.6  無我夢中 

4 哀円危円 （あいえんきえん） 円高（一時 1ドル＝96円 35銭）。戦後最高値 11.6  合縁奇縁 

5 暑中目眩 （しょちゅうめまい） 記録的猛暑。深刻な水不足 9.9  暑中見舞 

6 空港明媚 （くうこうめいび） 関西国際空港開港 9.1  風光明媚 

7 大江嬉嬉 （おおえきき） ノーベル文学賞に大江健三郎氏 5.6  ＯＡ機器 

8 凶器乱舞 （きょうきらんぶ） 企業テロ・発砲事件が続発。一般市民が犠牲に 4.8  狂喜乱舞 

9 万歳三勝 （ばんざいさんしょう） ナリタブライアンが皐月賞・ダービー・菊花賞の３冠達成 4.3  万歳三唱 

10 無理何台 （むりなんだい） 日米貿易摩擦。日米包括経済協議にて自動車分野で激しく衝突 2.7  無理難題 
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【平成７年】阪神大震災、地下鉄サリン事件 

順位 創作四字熟語 世相 ％ 元のことば 

1 震傷膨大 （しんしょうぼうだい） 阪神大震災 45.7  針小棒大 

2 富士騒然 （ふじそうぜん） 地下鉄サリン事件をはじめとするオウム真理教事件 27.2  父子相伝 

3 子軍奮闘 （こぐんふんとう） コギャルが社会現象に 4.6  孤軍奮闘 

4 
公的死金 （こうてきしきん） 相次ぐ金融機関の破綻 

4.0  
公的資金 

一作千金 （いっさくせんきん） 音楽プロデューサーの小室哲哉さん、ヒット曲量産 一攫千金 

6 模範快投 （もはんかいとう） 野茂英雄投手が米大リーグ新人王に 3.5  模範回答 

7 接待絶命 （せったいぜつめい） 官官接待が表面化 3.4  絶体絶命 

8 無職無就 （むしょくむしゅう） 空前の就職難 3.2  無色無臭 

9 巴里憎言 （パリぞうごん） フランス・中国が核実験実行 2.3  罵詈雑言 

10 中途和平 （ちゅうとわへい） イスラエルのラビン首相暗殺 2.1  中東和平 

【平成８年】Ｏ１５７大量感染、アトランタ五輪 

順位 創作四字熟語 世相 ％ 元のことば 

1 一網多信 （いちもうたしん） インターネット・携帯電話の普及 22.4  一網打尽 

2 洗手必焼 （せんてひっしょう） 病原性大腸菌Ｏ１５７による食中毒パニック 17.6  先手必勝 

3 破顔一写 （はがんいっしゃ） プリクラの流行 12.9  破顔一笑 

4 我心賞嘆 （がしんしょうたん） アトランタ五輪、女子マラソンで有森裕子選手が銅メダル 11.3  臥薪嘗胆 

5 菅話鳩題 （かんわきゅうだい） 鳩山由紀夫氏、菅直人氏らによる民主党結成 10.2  閑話休題 

6 棋士快晴 （きしかいせい） 羽生善治さんが将棋界初の７冠に 8.7  起死回生 

7 官業釈明 （かんぎょうしゃくめい） 薬害エイズ問題で官学業界トップら逮捕 7.3  産業革命 

8 一希火星 （いっきかせい） 火星からの隕石に生物の痕跡 3.5  一気呵成 

9 繊維消失 （せんいしょうしつ） ナマ足ブーム 3.1  戦意喪失 

10 高官無恥 （こうかんむち） 特養老人ホーム汚職事件等、官僚の不祥事頻発 3.0  厚顔無恥 

【平成９年】消費税５％に、ダイアナ元妃急死、「たまごっち」ブーム 

順位 創作四字熟語 世相 ％ 元のことば 

1 三後重五 （さんごじゅうご） 消費税、５％に引き上げ 41.5  三五十五 

2 呆然妃失 （ぼうぜんひしつ） ダイアナ元英皇太子妃がパリで交通事故死 18.1  茫然自失 

3 一心孵卵 （いっしんふらん） 携帯ゲーム「たまごっち」が爆発的人気に 11.9  一心不乱 

4 移植合憲 （いしょくごうけん） 脳死を人の死とする臓器移植法施行 5.3  医食同源 

5 鬼姫快快 （ききかいかい） 映画「もののけ姫」が大ヒット 5.0  奇奇怪怪 

6 靴下象様 （かかぞうよう） 女子高生の間でルーズソックスが流行 4.5  隔靴掻痒 

7 大汚危身 （だいおきしん） ダイオキシン汚染が社会問題化 4.0  ダイオキシン 

8 香港騒祭 （ほんこんそうさい） 香港、１世紀半ぶり中国へ返還 3.8  冠婚葬祭 

9 解体新省 （かいたいしんしょう） 中央省庁の「１府１２省庁」再編が決定 3.5  解体新書 

10 株抜総会 （かぶぬきそうかい） 総会屋利益供与事件 2.4  株主総会 
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【平成１０年】和歌山毒物カレー事件、長野冬季五輪、ヒット映画「タイタニック」 

順位 創作四字熟語 世相 ％ 元のことば 

1 砒素悶着 （ひそもんちゃく） 和歌山毒物カレー事件 28.9  ひと悶着 

2 一連託翔 （いちれんたくしょう） 長野五輪、冬季史上最多の金メダル５個を獲得 18.2  一蓮托生 

3 船客万来 （せんきゃくばんらい） 映画「タイタニック」が大ヒット 14.5  千客万来 

4 七連確早 （しちれんかくそう） 郵便番号が７桁に 10.6  一蓮托生 

5 一点蹴中 （いってんしゅうちゅう） サッカーＷ杯日本初出場、初ゴール 7.3  一点集中 

6 電子滅入 （でんしめいる） 電子メールが普及 6.6  電子メール 

7 倒行巨費 （とうこうきょひ） 長銀、日債銀が一時国有化 5.2  登校拒否 

8 半身半着 （はんしんはんぎ） キャミソール・スタイルが流行 3.4  半信半疑 

9 一核千緊 （いっかくせんきん） インド・パキスタンが核実験 3.2  一攫千金 

10 種核転豆 （しゅかくてんとう） 遺伝子組換え食品の流通 2.1  主客転倒 

【平成１１年】コンピューター2000 年問題、二千円札発行 

順位 創作四字熟語 世相 ％ 元のことば 

1 紀末試検 （きまつしけん） コンピューターの２０００年問題 32.6  期末試験 

2 最終幣器 （さいしゅうへいき） 二千円札の発行が決定 22.3  最終兵器 

3 均貨一律 （きんかいちりつ） ＥＵが単一通貨「ユーロ」を導入 10.9  槿花一日 

4 無職当面 （むしょくとうめん） 完全失業率が上昇し、高失業率自体に突入 7.9  無色透明 

5 転身爛漫 （てんしんらんまん） フリーター急増 7.1  天真爛漫 

6 騒嬢高靴 （そうじょうこうか） 厚底ブーツ・厚底サンダルの流行 6.0  相乗効果 

7 放置国歌 （ほうちこっか） 国旗国歌法成立 5.5  法治国家 

8 顔面創白 （がんめんそうはく） ガングロブーム衰退、美白ブームに 4.6  顔面蒼白 

9 電網戒改 （でんもうかいかい） 盗聴合法化の通信傍受法が成立 1.7  天網恢恢 

10 拉致安還 （らちあかん） キルギスで邦人拉致事件、全員無事解放 1.4  埒あかん 

【平成１２年】シドニー五輪、携帯電話・ＰＨＳによるインターネット利用者増加、公的介護保険制度開始 

順位 創作四字熟語 世相 ％ 元のことば 

1 走師走愛 （そうしそうあい） シドニー五輪、女子マラソンで高橋尚子選手が金メダル 26.5  相思相愛 

2 一指送電 （いっしそうでん） 携帯電話によるインターネットが普及 15.7  一子相伝 

3 介護一番 （かいごーいちばん） 公的介護保険制度スタート 12.3  開口一番 

4 喜子母慎 （きしぼしん） タレントの香取慎吾さん扮する「慎吾ママ」が大人気に 11.5  鬼子母神 

5 噴国災震 （ふんこくさいしん） 有珠山や三宅島で噴火 10.2  粉骨砕身 

6 混虫回収 （こんちゅうかいしゅう） 相次ぐ食品異物混入 7.3  昆虫採集 

7 神手観念 （しんじゅかんねん） 旧石器発掘ねつ造事件 5.0  千手観音 

8 王長復古 （おうちょうふっこ） 長嶋茂雄・王貞治両監督が日本シリーズで対決 4.9  王朝復古 

9 金朝韓和 （きんちょうかんわ） 朝鮮半島初の南北首脳会談 3.7  緊張緩和 

10 数有色有 （かずあるいろう） カジュアル衣料専門店が大躍進 2.9  カジュアル衣料 
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【平成１３年】アメリカ同時多発テロ、小泉構造改革、皇太子ご夫妻に愛子さまご誕生 

順位 創作四字熟語 世相 ％ 元のことば 

1 万国胸痛 （ばんこくきょうつう） 米同時多発テロ発生 24.3  万国共通 

2 痛伴生活 （つうはんせいかつ） 小泉純一郎内閣発足。痛みを伴う構造改革へ 21.7  通販生活 

3 祝雅喜年 （しゅくがきねん） 皇太子妃雅子さま、女児ご出産 8.7  祝賀記念 

4 無勤状態 （むきんじょうたい） 大規模なリストラ相次ぐ 8.3  無菌状態 

5 被害牛騒 （ひがいもーそう） 狂牛病感染牛を確認 7.4  被害妄想 

6 
通信快速 （つうしんかいそく） ブロードバンドインターネットの普及 

6.9 
通勤快速 

快足肩備 （かいそくけんび） イチロー外野手が米大リーグ新人王とＭＶＰ獲得 才色兼備 

8 株式痩場 （かぶしきそうば） 株価急落、完全失業率 5.5%に上昇、相次ぐ企業破綻 6.7  株式相場 

9 長３慕思 （ちょうさんぼし） 読売ジャイアンツの長嶋茂雄監督が引退 5.3  朝三暮四 

10 式典罵倒 （しきてんばとう） 大荒れの成人式。新成人のマナー問題 3.8  七転八倒 

【平成１４年】日朝首脳会談で金総書記が拉致事実認め謝罪、サッカーＷ杯で日本代表が初のベスト１６ 

順位 創作四字熟語 世相 ％ 元のことば 

1 必生帰願 （ひっしょうきがん） 北朝鮮拉致被害者５人が２４年ぶりに帰国 21.3  必勝祈願 

2 週五始学 （しゅうごしがく） 完全学校週５日制がスタート 18.5  十五志学 

3 日本熱闘 （にっぽんねっとう） 日韓共催のサッカーＷ杯、日本ベスト１６ 14.8  日本列島 

4 一味五九 （ひとみごくう） 長引くデフレ。ハンバーガーが１個 59円に 9.0  人身御供 

5 巨行再結 （きょこうさいけつ） メガバンクの大型再編 8.5  強行採決 

6 双賞効果 （そうしょうこうか） 小柴昌俊さんと田中耕一さんが日本初のノーベル賞ダブル受賞 7.3  相乗効果 

7 住人十一 （じゅうにんといち） 住民基本台帳ネットワーク稼働 6.6  十人十色 

8 添加御免 （てんかごめん） 食品の不正表示や無認可添加物問題 5.8  天下御免 

9 欧貨世咲 （おうかせいさく） ユーロの現金流通開始 4.2  欧化政策 

10 紙幣初紅 （しへいはっこう） 新紙幣に樋口一葉が採用。女性初 4.0  紙幣発行 

【平成１５年】年金危機、イラク戦争、新型肺炎ＳＡＲＳが各国で猛威 

順位 創作四字熟語 世相 ％ 元のことば 

1 我称連呼 （がしょうれんこ） オレオレ詐欺が頻発 22.4  合従連衡 

2 後世捻金 （こうせいねんきん） 国民年金の空洞化・年金不信が深刻に 18.8  厚生年金 

3 苛苦復興 （いらくふっこう） イラク戦争勃発、フセイン元大統領を拘束 15.7  イラク復興 

4 平温無事 （へいおんぶじ） 新型肺炎ＳＡＲＳ、世界的流行 11.0  平穏無事 

5 虎姿歓歓 （こしかんかん） 阪神タイガース、１８年ぶりにリーグ優勝 9.2  虎視眈眈 

6 秀喜一貫 （しゅうきいっかん） 松井秀喜外野手が米大リーグへ 8.5  終始一貫 

7 三割達者 （さんわりたっしゃ） 医療保険制度改正。会社員の窓口負担が３割に 7.0  三割打者 

8 八方取税 （はっぽうしゅぜい） 発泡酒・ワイン増税 3.2  発砲酒税 

9 踏切限慢 （ふみきりげんまん） 開かずの踏切が社会問題に 2.6  指きりげんまん 

10 集中法科 （しゅうちゅうほうか） 法科大学院の設置認可 1.6  集中砲火 
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【平成１６年】国内で鳥インフルエンザ発生、韓流ブーム 

順位 創作四字熟語 世相 ％ 元のことば 

1 鶏慌牛枯 （けいこうぎゅうこ） 鳥インフルエンザが発生 16.4  鶏口牛後 

2 帰渡愛楽 （きどあいらく） 北朝鮮拉致被害者家族の帰国・来日 14.4  喜怒哀楽 

3 様様様様 （よんさま） 韓流ブーム 11.1  ヨン様 

4 咲多安打 （さいたあんだ） イチロー外野手、米大リーグのシーズン最多安打記録更新 10.2  最多安打 

5 超気持泳 （ちょうきもちえー） アテネ五輪、競泳の北島康介選手が金メダル 10.1  「超気持ちいい」 

6 人働使円 （じんどうしえん） 自衛隊イラク派遣 10.0  人道支援 

7 前代未納 （ぜんだいみのう） 政治家の年金未納問題 8.7  前代未聞 

8 後寝五輪 （あとねごりん） アテネ五輪、メダル総数史上最多の３７個 8.3  アテネ五輪 

9 青光報酬 （せいこうほうしゅう） 青色ＬＥＤ特許訴訟、発明者へ２００億円の支払いへ 5.7  成功報酬 

10 仙台一遇 （せんだいいちぐう） 東北楽天がパ・リーグに参入 5.1  千載一遇 

【平成１７年】郵政民営化法成立、ニートの増加、愛知万博 

順位 創作四字熟語 世相 ％ 元のことば 

1 全国政波 （ぜんこくせいは） 郵政民営化をめぐる衆院解散・総選挙で自民党圧勝 30.1  全国制覇 

2 薄衣多売 （はくいたばい） クールビズ始動 13.1  薄利多売 

3 無職無習 （むしょくむしゅう） ニートの増加 11.9  無色無臭 

4 瞬観冷象 （しゅんかんれいぞう） 愛知万博開催（冷凍マンモスの展示他） 11.0  瞬間冷蔵 

5 主酒雑多 （しゅじゅざった） 「第３のビール」の需要が拡大 8.3  種種雑多 

6 後禍石綿 （こうかせきめん） アスベスト被害が深刻化 6.8  効果覿面 

7 公開日記 （こうかいにっき） ブログ流行 5.7  交換日記 

8 虫王集券 （ちゅうおうしゅうけん） カードバトルゲーム「ムシキング」が人気に 5.0  中央集権 

9 完全防鼻 （かんぜんぼうび） 史上最高の花粉飛散量。花粉症への関心高まる 4.4  完全防備 

10 大株主命 （おおかぶぬしのみこと） ＩＴ企業とテレビ局との株式取得攻防激化 3.7  大国主命 

【平成１８年】トリノ冬季五輪、耐震強度偽装、安倍内閣 

順位 創作四字熟語 世相 ％ 元のことば 

1 銀盤反舞 （ぎんばんそるまい） トリノ五輪、女子フィギュアで荒川静香選手が金メダル 16.3  大盤振舞 

2 住人怒色 （じゅうにんどいろ） 耐震強度偽装事件 15.4  十人十色 

3 晋総開店 （しんそうかいてん） 安倍晋三政権誕生 15.0  新装開店 

4 全国青覇 （ぜんこくせいは） 夏の甲子園で「ハンカチ王子」（斎藤佑樹投手）が大人気 11.7  全国制覇 

5 結果王来 （けっかおうらい） ＷＢＣで王ジャパンが世界一 10.3  結果オーライ 

6 老若鍛脳 （ろうにゃくたんのう） 脳トレブーム 9.2  老若男女 

7 電子名流 （でんしメール） ファイル共有ソフト「Ｗｉｎｎｙ」による情報流出 8.3  電子メール 

8 除冥処分 （じょめいしょぶん） 冥王星が太陽系惑星から除外 8.1  除名処分 

9 敵企襲来 （てっきしゅうらい） 敵対的買収（ＴＯＢ）が頻発 2.9  敵機襲来 

10 正妻決意 （せいさいけつい） 年金分割導入に備え、希望者に情報提供サービス開始 2.8  制裁決議 
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【平成１９年】郵政民営化開始、宙に浮いた年金記録、サブプライムローン問題が世界的金融危機に発展 

順位 創作四字熟語 世相 ％ 元のことば 

1 郵民配達 （ゆうみんはいたつ） 郵政民営化スタート 33.3  郵便配達 

2 年金彷徨 （ねんきんほうこう） 年金記録問題。宙に浮いた年金記録 16.5  年季奉公 

3 住恐超大 （じゅうきょうちょうだい） 米サブプライムローン問題表面化 11.4  重厚長大 

4 半裸万笑 （はんらばんしょう） お笑い芸人、小島よしおさんが大人気 8.9  森羅万象 

5 突然返位 （とつぜんへんい） 安倍首相、突然の退陣 7.8  突然変異 

6 
一触即捌 （いっしょくそくはつ） 首都圏で共通ＩＣカード乗車券の利用開始 

4.7  
一触即発 

我竜天制 （がりょうてんせい） 中日ドラゴンズ、５３年ぶり日本一 画竜点睛 

8 一円固持 （いちえんこじ） 「政治とカネ」問題を受け、政治資金規正法改正 4.6  一言居士 

9 同女男系 （どうおんだんけい） おネエタレントの躍進 4.3  どんだけ～ 

10 耐無麻疹 （たいむましん） 成人のはしか、患者数が過去最多に 3.8  タイムマシン 

【平成２０年】リーマン・ショック、オバマ米大統領就任、中国製冷凍餃子事件 

順位 創作四字熟語 世相 ％ 元のことば 

1 兄弟減価 （きょうだいげんか） 米証券大手、リーマンブラザーズが経営破綻 19.3  兄弟喧嘩 

2 騒祭選挙 （そうさいせんきょ） 米大統領選でバラク・オバマ氏勝利。黒人初 18.8  総裁選挙 

3 餃製処分 （ぎょうせいしょぶん） 中国製冷凍餃子中毒事件 14.2  行政処分 

4 四面魚歌 （しめんぎょか） 映画「崖の上のポニョ」が大ヒット 11.9  四面楚歌 

5 株式逃資 （かぶしきとうし） 日経平均株価、バブル崩壊後の最安値 7.9  株式投資 

6 好投夢繋 （こうとうむけい） 北京五輪、女子ソフトボールで上野由岐子投手が好投、金メダル 7.4  荒唐無稽 

7 苦労長寿 （くろうちょうじゅ） 後期高齢者医療制度スタート 6.8  不老長寿 

8 酷使無償 （こくしむしょう） 「名ばかり管理職」が社会問題に 6.2  国士無双 

9 政権康太 （せいけんこうたい） 福田首相辞任。ねじれ国会で政策実現できず 5.4  政権交代 

10 転々糊米 （てんてんこまい） 事故米の不正転用問題 2.1  天手古舞 

【平成２１年】裁判員制度開始、民主党政権誕生、新型インフルエンザ 

順位 創作四字熟語 世相 ％ 元のことば 

1 司民参加 （しみんさんか） 裁判員裁判スタート 25.0  市民参加 

2 一票両断 （いっぴょうりょうだん） 衆院選で民主党が圧勝、政権交代が実現 19.3  一刀両断 

3 顔面総白 （がんめんそうはく） 新型インフルエンザ大流行 15.8  顔面蒼白 

4 電圧速帝 （でんあつそくてい） 世界陸上男子 100ｍ、ウサイン・ボルト選手が世界新 9.3  電圧測定 

5 恋愛草男 （れんあいそうだん） 「草食男子」が新語・流行語大賞ＴＯＰ１０入り 7.8  恋愛相談 

6 得己加点 （えこかてん） エコポイント制度開始。省エネ家電の購入促す 6.9  エコ家電 

7 非核大賞 （ひかくたいしょう） バラク・オバマ米大統領にノーベル平和賞 5.8  比較対象 

8 秋休五日 （しゅうきゅういつか） 秋の５連休、シルバーウィークスタート 5.0  週休二日 

9 遠奔千走 （とおほんせんそう） 景気対策、「高速道路千円乗り放題」実施 4.1  東奔西走 

10 棋士界星 （きしかいせい） 囲碁、２０歳の井山裕太八段が最年少名人に 1.0  起死回生 
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【平成２２年】子ども手当支給開始、歴史的猛暑 

順位 創作四字熟語 世相 ％ 元のことば 

1 手当至急 （てあてしきゅう） 子ども手当の支給開始 17.1  手当支給 

2 猛暑傘扇 （もうしょさんせん） 歴史的猛暑。気象庁が「３０年に一度の異常気象」と認定 12.4  孟母三遷 

3 公立無円 （こうりつむえん） 公立高校授業料無償化スタート 12.0  孤立無援 

4 一指操電 （いっしそうでん） ｉＰａｄ、国内販売開始 10.0  一子相伝 

5 破岩溢笑 （はがんいっしょう） チリ鉱山落盤事故、作業員全員が生還 9.6  破顔一笑 

6 船嚇諸島 （せんかくしょとう） 尖閣諸島沖で巡視船に中国漁船が衝突 9.4  尖閣諸島 

7 就職渇望 （しゅうしょくかつぼう） 大卒内定率、就職氷河期下回る 8.6  就職活動 

8 
諸牛無情 （しょぎゅうむじょう） 牛の口蹄疫問題 

8.0  
諸行無常 

独言披露 （つぶやきひろう） ツイッターの国内利用者急増 つぶやきシロー 

10 安銭運航 （あんせんうんこう） 海外のＬＣＣ、日本進出相次ぐ 4.9  安全運航 

【平成２３年】東日本大震災、地上デジタル放送へ完全移行、サッカー女子Ｗ杯優勝 

順位 創作四字熟語 世相 ％ 元のことば 

1 天威無法 （てんいむほう） 東日本大震災発生 58.2  天衣無縫 

2 機器買替 （ききかいかえ） 地上波テレビがデジタル放送に完全移行 14.2  奇奇怪怪 

3 才足兼美 （さいそくけんび） なでしこジャパン、サッカー女子Ｗ杯初優勝 9.0  才色兼備 

4 帰路騒然 （きろそうぜん） 東日本大震災発生時に首都圏で帰宅困難者大量発生 4.5  理路整然 

5 円延超高 （えんえんちょうだか） 円が戦後最高値更新。1ドル＝75円 32銭 4.0  蜿蜿長蛇 

6 
電考節夏 （でんこうせっか） 政府が電力使用制限令を発動 

2.4  
電光石火 

春渦中東 （しゅんかちゅうとう） 中東・北アフリカ地域で民主化運動「アラブの春」が本格化 春夏秋冬 

8 楽舞注入 （らぶちゅうにゅう） お笑い芸人の楽しんごさんが大ブレイク 1.9  ラブ注入 

9 中央集拳 （ちゅうおうしゅうけん） ＡＫＢ４８、シングル選抜じゃんけん大会が話題に 1.8  中央集権 

10 歓韓楽楽 （かんかんがくがく） Ｋ－ＰＯＰが日本の音楽シーンを席巻 1.6  侃侃諤諤 

【平成２４年】東京スカイツリー、ｉＰＳ細胞の開発にノーベル賞、第二次安倍内閣 

順位 創作四字熟語 世相 ％ 元のことば 

1 鉄塔待日 （てっとうまつひ） 東京スカイツリー開業 27.6  徹頭徹尾 

2 伸弥万称 （しんやばんしょう） 山中伸弥教授にノーベル医学生理学賞。ｉＰＳ細胞作製 16.3  森羅万象 

3 晋帰一転 （しんきいってん） 民主党政権終了、自民・公明両党による第二次安倍内閣発足 14.3  心機一転 

4 林檎秀産 （りんごしゅうさん） スマートフォンの普及 13.7  離合集散 

5 共存競泳 （きょうそんきょうえい） ロンドン五輪、日本過去最多の３８メダル。競泳陣が大活躍 8.8  共存共栄 

6 肝臓断念 （レバーギブアップ） 牛の生レバーの提供・販売を禁止 8.2  ネバーギブアップ 

7 衆金環視 （しゅうきんかんし） 金環日食。国内での観測は２５年ぶり 3.9  衆人環視 

8 麹利用食 （こうじりようしょく） 調味料、塩こうじがブームに 3.0  公序良俗 

9 粒粒神功 （りゅうりゅうしんく） 新粒子とみられる「ヒッグス粒子」を発見 2.9  粒粒辛苦 

10 野性自慢 （やせいじまん） お笑い芸人のスギちゃんが大人気 1.3  痩せ我慢 
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【平成２５年】富士山が世界遺産登録、中国の大気汚染でＰＭ２．５が飛来、食品偽装問題 

順位 創作四字熟語 世相 ％ 元のことば 

1 富士登産 （ふじとざん） 富士山が世界文化遺産に登録 16.8  富士登山 

2 景色朦朧 （けしきもうろう） ＰＭ２．５による大気汚染問題 16.1  意識朦朧 

3 似せ海老 （にせえび） 相次ぐ食材偽装問題 13.7  伊勢海老 

4 倍倍繁盛 （ばいばいはんじょう） ヒットドラマ「半沢直樹」の「倍返し」がブームに 13.2  商売繁昌 

5 快投連将 （かいとうれんま） 田中将大投手が２１連勝、プロ野球新記録 12.2  快刀乱麻 

6 移神殿新 （いしんでんしん） 伊勢神宮の式年遷宮 9.7  以心伝心 

7 何時答今 （いつとうこん） 予備校講師の林修さんの「今でしょ！」が流行語に 6.4  異口同音 

8 梨熊効果 （りゆうこうか） 千葉県船橋市のゆるキャラ、ふなっしーが大人気 6.0  流行歌 

9 選網解開 （せんもうかいかい） ネット選挙法成立 3.1  天網恢恢 

10 雄峰果敢 （ゆうほうかかん） 三浦雄一郎氏、史上最高齢８０歳でエベレスト登頂 2.8  勇猛果敢 

【平成２６年】消費税８％に、ヒット映画「アナ雪」、ソチ冬季五輪 

順位 創作四字熟語 世相 ％ 元のことば 

1 五八至十 （ごはしじゅう） 消費増税。５％から８％に 39.5  五八四十 

2 雪歌繚乱 （せっかりょうらん） 映画「アナと雪の女王」が大ヒット 12.6  百花繚乱 

3 金覇銀盤 （きんぱぎんばん） ソチ五輪、男子フィギュアの羽生結弦選手が金メダル 11.5  金波銀波 

4 青光褒祝 （せいこうほうしゅう） 青色ＬＥＤの開発で、日本３氏にノーベル物理学賞 10.5  成功報酬 

5 電貨滞閉 （でんかたいへい） 仮装通貨「ビットコイン」、取引所が経営破綻 9.1  天下泰平 

6 難買妖怪 （なんかようかい） アニメ「妖怪ウォッチ」が大人気 5.6  何か用かい？ 

7 紀翔伝説 （きしょうでんせつ） ジャンプの葛西紀明選手、冬季五輪最年長メダリストに 4.7  起承転結 

8 指名頭氷 （しめいとうひょう） 寄付イベント、ＡＬＳアイス・バケツ・チャレンジが社会現象に 2.3  指名投票 

9 用意終活 （よういしゅうかつ） 終活に社会的関心集まる 2.2  用意周到 

10 掌壁告白 （しょうへきこくはく） 男性が女性を壁際に追い詰める「壁ドン」が話題に 2.0  衝撃告白 

【平成２７年】マイナンバー法施行、中国人の「爆買い」、集団的自衛権行使容認へ 

順位 創作四字熟語 世相 ％ 元のことば 

1 波乱番号 （はらんばんごう） マイナンバー法施行 36.2  波瀾万丈 

2 占客爆買 （せんきゃくばくがい） 中国人観光客の爆買いが顕著に 11.8  千客万来 

3 安保成約 （あんぽじょうやく） 安全保障関連法成立。集団的自衛権の行使が可能に 11.3  安保条約 

4 柱途半端 （ちゅうとはんぱ） マンション傾斜問題 8.6  中途半端 

5 火花芥賞 （かかかいしょう） お笑い芸人、又吉直樹さんが「火花」で芥川賞受賞 8.5  呵呵大笑 

6 蹴姿一貫 （しゅうしいっかん） ラグビーＷ杯、五郎丸歩選手のポーズが話題に 7.3  終始一貫 

7 責任十代 （せきにんじゅうだい） 改正公職選挙法が成立。選挙権年齢が１８歳以上に 6.2  責任重大 

8 二人三達 （ににんさんたつ） プロ野球、山田哲人・柳田悠岐両選手がトリプルスリー達成 4.3  二人三脚 

9 仮装狂騒 （かそうきょうそう） ハロウィーンイベントが急速に浸透。社会現象に 3.6  仮装競争 

10 同性同盟 （どうせいどうめい） 日本初の同性パートナーシップ条例成立 2.2  同姓同名 
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【平成２８年】初の女性都知事誕生、熊本地震、国民的アイドルグループ解散 

順位 創作四字熟語 世相 ％ 元のことば 

1 新都多難 （しんとたなん） 小池百合子氏が初の女性都知事に 17.0  前途多難 

2 風震火山 （ふうしんかざん） 平成２８年熊本地震発生 15.8  風林火山 

3 五人騒散 （ごにんそうさん） 国民的アイドルグループ、ＳＭＡＰ解散 14.3  誤認捜査 

4 
利息負利 （りそくふり） 日銀、初のマイナス金利政策導入 

9.7  
不即不離 

君名客興 （くんめいかっきょう） 映画「君の名は」が大ヒット 群雄割拠 

6 英欧分離 （えいおうぶんり） 英国、国民投票でＥＵ離脱決定 8.9  兵農分離 

7 ＧＯ夢中 （ゴーむちゅう） スマホ向けゲーム、「ポケモンＧＯ」が世界を席巻 8.0  五里霧中 

8 神鯉万勝 （しんりばんしょう） 広島東洋カープ、２５年ぶりのリーグ優勝 6.5  森羅万象 

9 リオ燦然 （リオさんぜん） リオ五輪、史上最多の４１個のメダル獲得 5.6  理路整然 

10 筆果豹踊 （ひっかひょうよう） お笑い芸人、ピコ太郎さんの「ＰＰＡＰ」動画が世界的ヒット 4.5  隔靴掻痒 

【平成２９年】トランプ米大統領就任、北朝鮮弾道ミサイルを発射、将棋・藤井聡太四段２９連勝 

順位 創作四字熟語 世相 ％ 元のことば 

1 万事虎風 （ばんじとらふう） ドナルド・トランプ氏が米大統領就任 36.8  馬耳東風 

2 Ｊ音無事 （じぇいおんぶじ） 北朝鮮によるミサイル発射でＪアラート発信 17.2  平穏無事 

3 棋聡天才 （きそうてんさい） 将棋の史上最年少棋士、藤井聡太四段が２９連勝で新記録 11.7  奇想天外 

4 珍文漢糞 （ちんぶんかんぷん） 「うんこ漢字ドリル」が大ヒット 6.3  珍紛漢紛 

5 九九八新 （きゅうきゅうはっしん） 桐生祥秀選手が 100ｍ９秒台。日本人初 5.4  緊急発進 

6 連日連騰 （れんじつれんとう） 東京株式市場、日経平均株価が１６営業日続伸。戦後最長記録 5.3  連日連投 

7 盆裸万笑 （ぼんらばんしょう） お笑い芸人、アキラ１００％さんの裸芸が話題に 5.2  森羅万象 

8 映利多売 （はえりたばい） 写真共有アプリ、インスタグラムが大流行 4.6  薄利多売 

9 改革勤務 （かいかくきんむ） 企業等で働き方改革への取組みが活発化 4.2  在宅勤務 

10 筆輝一雄 （ひっきいちゆう） カズオ・イシグロ氏にノーベル文学賞 3.3  一喜一憂 

【平成３０年】大坂なおみ選手が全米オープンテニス初優勝、北海道胆振東部地震・台風２１号が関西直撃 

順位 創作四字熟語 世相 ％ 元のことば 

1 全米庭覇 （ぜんべいていは） 女子テニスの大坂なおみ選手が全米オープン制覇 15.4  全米制覇 

2 
地震暗来 （じしんあんき） 平成３０年北海道胆振東部地震、ブラックアウト発生 

14.7  
疑心暗鬼 

台量発生 （たいりょうはっせい） 台風２１号で関西国際空港が大規模冠水 大量発生 

4 猛夏襲来 （もうかしゅうらい） 猛暑。埼玉で 41.1度、国内最高記録 9.8  蒙古襲来 

5 
豊洲始場 （とよすしじょう） 新「日本の台所」、東京・豊洲市場開場 

9.4  
豊洲市場 

威圧廃止 （いあつはいし） スポーツ界のパワハラが社会問題に 気圧配置 

7 結弦実行 （ゆうげんじっこう） 平昌五輪、フィギュア男子で羽生結弦選手が２連覇 8.0  有言実行 

8 朝米歩会 （ちょうべいぼかい） 初の米朝首脳会談。朝鮮半島の完全非核化に合意 7.9  朝令暮改 

9 対癌賞受 （たいがんしょうじゅ） 本庶佑教授にノーベル医学生理学賞。新しいがん治療法発見 5.8  大願成就 

10 顔出奇没 （がんしゅつきぼつ） お笑い芸人、ひょっこりはんが大ブレイク 4.9  神出鬼没 
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◆『災』が全体の２割超 

 ２位の『変』、３位の『乱』から、「平成」は激動の時代だったことがうかがえる 

 
『災』が全体の２割を占め、圧倒的トップとなりました。２位には『変』、３位には『乱』がランクイ

ンし、「平成」という時代が象徴される結果となりました。４位には元号に含まれる『平』が選ばれたも

のの、５位～７位も『激』『難』『苦』『震』という、自然災害や動揺、苦難を連想するネガティブな印象

の漢字が並びました。 
 

  

 

 

 

 

【第１位】 ・自然災害や地下鉄サリン事件等の人為的な事件による

深刻な被害（40代・女性） 

・テロや自然災害等、災いの多い時代（50代・男性） 

・相次ぐ災害（30代・男性） 

・台風地震豪雨。自然には逆らえない（40代・女性） 
災 

順位 漢字  票（%） 

1 災 210 (21.0) 

2 変 71 (7.1) 

3 乱 69 (6.9) 

4 平 52 (5.2) 

5 激 29 (2.9) 

6 難 28 (2.8) 

7 
苦 

22 (2.2) 
震 

9 
動 

19 (1.9) 
和 

11 無 18 (1.8) 

12 波 16 (1.6) 

13 新 15 (1.5) 

14 

進 

12 (1.2) 生 

迷 

17 混 10 (1.0) 

18 
不 

8 (0.8) 
崩 

20 

金 

7 (0.7) 暗 

揺 

【第２位】 ・良くも悪くも「変化」・「異変」が多い（50代・男性） 

・社会の変化。年功序列が終わり、ＩＴが導入され、 

働き方が複雑化・多様化した（40代・女性） 

・インターネット等による利便性向上や消費増税等、 

生活に様々な変化があった（30代・女性） 
変 
【第３位】 ・絶えず不安定。安心して暮らせない（20代・男性） 

・「平成」の言葉の響きとは逆に、色々な問題が発生して

乗り越えられていない（40代・女性） 

・バブル崩壊やサブプライム問題等の経済の混乱 

（60代・男性） 

・景気低迷の長期化・混乱（20代・男性） 

乱 
【第４位】 ・日本が戦争をしなかった平穏な３０年（60代・男性） 

・日本が戦争に巻き込まれなかった（60代・男性） 

・「平成」の名の如く、平和だった（30代・女性） 

・平和だが、躍動感のない時代（50代・男性） 

・平穏・平凡な社会（20代・女性） 
平 

【第５位】 ・景気や自然災害等激しく動いた時代（20代・男性） 

・テクノロジーの進歩により環境が激変（60代・男性） 

・政治・経済・災害、全てが激動だった（60代・女性） 

・大きな災害や事件が起こったり、新しい文化が生まれ

たり、激動の日々だった（30代・女性） 
激 

＜質問３＞ 「平成」を表す漢字一文字は何ですか 【自由記入方式】 
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【１１位】 無 「虚無（30代・男性）」「バブル崩壊で色々なものを無くした（20代・女性）」 
 

【１２位】 波 「景気の波、津波の波（20代・女性）」「政治・経済・気候の波乱（40代・女性）」 
 

【１３位】 新 「新言語・新商品（20 代・女性）」「インターネットの目覚ましい普及（40代・女性）」 
 

【１４位】 進 「情報化・高齢化・地球温暖化の進行（40代・女性）」「技術の進歩（20代・女性）」 

生 「自分が生きた時代（30代・女性）」「生死に関わる事件が多発（60代・男性）」 

迷 「行方定まらず不安に満ちた社会（30代・男性）」「政治家たちの迷走（20代・男性）」 
 

【１７位】 混 「混沌として先行きが分からない（50代・女性）」「混乱・混迷（60代・男性）」 
 

【１８位】 不 「不況・不安（20 代・女性）」「理不尽（40代・男性）」「不倫・不祥事（50代・女性）」 

崩 「バブル崩壊による社会の変化（50代・男性）」「ベルリンの壁崩壊（60代・男性）」 
 

【２０位】 金 「お金に関わる事件・問題。増税（60代・男性）」 

暗 「不景気や事件など、暗い出来事が多かった（30代・男性）」 

揺 「天地も政治も揺れ動いた（40代・男性）」「不安定な景気（30代・男性）」 

  

【第６位】 ・災害・金融破綻・政情不安・婚活・就活・保活等、生きることが難しい時代（20代・男性） 

・自然災害も多く、政治も混沌としていた（60代・男性） 

・成長著しい昭和に変わり、成長が困難だった（40代・男性） 

・大きな事件や災害が多い、苦難の時代（60代・女性） 
難 

  
【第７位】  

・バブル崩壊・阪神大震災・東日本大震災など、国民が苦しんだ（40代・女性） 

・地震が多く、景気も悪く、苦しいことが多かった（60代・男性） 

・生活が大変（20代・男性） 
苦 

  

震 
・地震等の自然災害や、オウム事件等の世間を震撼させる事件が多かった（30代・女性） 

・何が起きるか分らない。土地も心も激しく震えるような事が沢山あった（60代・男性） 

・これまでの既成概念を揺るがす人災、天災が起こった（60 代・女性） 

  
【第９位】  

・経済・社会・金融・災害などで時代が動いたから（30代・男性） 

・震災等で地面が揺れる「動」と、世界情勢の「動」。色々動いた平成（40 代・男性） 

・天変地異や経済的なもの等、様々なことが動いた（30代・女性） 
動 

  

和 
・平和・調和。残り少しの期間もそうあって欲しい（60代・女性） 

・戦争がなかったので国民は和やかな気持ちで過ごせたと思う（20代・女性） 

・平和な３０年（50 代・女性） 
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【プラスイメージ】 

２０位までをみると、「平成」という時代を、その名のとおり肯定的に捉

えている意見は、『平』（４位）、『和』（９位）、『新』（１３位）、『進』

（１４位）で、その合計票数は２０位までの総数に対し１４．６％

（９８票／６７３票）という低い割合になりました。『平』・『和』の選択理

由では、「日本が戦争をしなかったこと・巻き込まれなかったこと」が高く

評価されており、戦争のない世の中がいかに平和であるか、また、その状

態を継続することの大切さを感じさせられます。『新』・『進』は、通信技術の発展やＩＴ革命等による、

私たちの新たなライフスタイル・働き方の変化等から選ばれました。 

 

 

 

「平成」を表す世相・創作四字熟語は『天威無法
て ん い む ほ う

（東日本大震災）』が、漢字１文字には『災』

が、いずれも２割超という高い数字で１位となりました。大規模地震を始め、台風や豪雨等の自

然災害が、「平成」の記憶として深く刻まれたことがわかります。また、天災だけではなく、人為

的な事件・事故の発生や、政治・経済の混乱に人々の生活や心が激しく乱されました。一方、

様々な分野における技術革新で、新たに得たものも多くあったことでしょう。 

「激動の『平成』」を終え、新たな時代はどのような幕開けとなるのでしょうか。日本が、そし

て世界が平和であり、全ての人にとって「生きやすい」世の中になることを祈ります。 

 

 

 

以上 

 

順位 漢字 票 

4 平 52 

9 和 19 

13 新 15 

14 進 12 


