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西暦 年号 01.出来事 02.政党・元首 03.政治･外交（日本） 04.政治･外交（欧米） 05.金融･経済 06.人口･労働 07.企業･団体設立 08.風俗・流行 09.法律・基準 10.文化（社会科学） 11.文化（自然科学） 12.情報通信システム・機器関連 13.文化（建築･デザイン） 14.オフィス 15.家具･文具 16.業界動向 西暦
1800 寛政

12
【日】：伊能忠敬が蝦夷地を探
検

【ﾊﾞﾁｶﾝ】：教皇ﾋﾟｳｽ7世即位 【日】：豊後：専売制反対の一
揆

【仏】：ﾓﾝﾙｿﾝ条約 成立 【日】：ﾗｲｵﾝ事務器：1792年創
業｡筆墨商として国内産地で買
いつけ大阪で商家･塾･社寺な
どに販売｡

【日】：女子の富士登山を許す 【英】：ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ合同法 が制定 【独】：ﾍｰｹﾞﾙ：『ﾄﾞｲﾂ国制
論』

【 】：ｶｳﾝﾃｨﾝｸﾞ･ﾊｳｽ 【 】：ｽﾗﾝﾄﾄｯﾌﾟ･ﾃﾞｽｸ 1800

【米】：ｼﾞｪﾌｧｰｿﾝがｱﾒﾘｶ合衆
国大統領に選出

【仏】：ﾌﾗﾝｽ銀行 が設立 【仏】：ﾌﾟﾘｭｳﾞｨｵｰｽﾞ法 が 成立 【欧】：新古典主義(ｸﾞﾘｰ
ｸ･ﾘﾊﾞｲﾊﾞﾙ)1800〜1850

【 】：ﾌﾗｯﾄﾄｯﾌﾟ･ﾃﾞｽｸ

【米】：ｼﾞｮﾝ･ｱﾀﾞﾑｽﾞ(第2代合衆
国大統領)がﾎﾜｲﾄﾊｳｽに

【仏】：ｺﾝﾃ社：粘土を材料
とした現在の鉛筆の芯の
製造法開発｡1760年に独
のｳｪﾙﾄﾊｳｽとﾌｪｰﾊﾞｰが
開発した鉛筆の原型を進
化させた
【米】：ﾌｪﾃﾞﾗﾙ様式(1780
～1815)

1801 享和1 【英】：ﾍﾝﾘ･ｱﾃﾞｨﾝﾄﾝが首相に
就任(第18代)

【英】：ｸﾞﾚｰﾄ･ﾌﾞﾘﾃﾝ･ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ
連合王国が成立

【独】：ｶﾞｳｽ：『整数論研究』 1801

【米】：ﾄｰﾏｽ･ｼﾞｮﾌｧｰｿﾝが第3
代大統領に就任

【仏】：ﾅﾎﾟﾚｵﾝ､ 教皇ﾋﾟｳｽ7世
と政教協約(ｺﾝｺﾙﾀﾞ)を 締結

【独】：ｼｭﾚｰｹﾞﾙ：『文学､美
術講義』

【露】：ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ1世がﾛｼｱ帝
国第10代皇帝に

【仏･墺】：ﾘｭﾈﾋﾞﾙ(ﾘｭﾈｳﾞｨﾙ)の
和約

【墺】：ﾊｲﾄﾞﾝ ｵﾗﾄﾘｵ：『四
季』

1802 享和2 【日】：蝦夷奉行(後の箱館奉
行)設置

【印】：ﾏﾗｰﾀ戦争 【英】：最初の工場法を施行 【英】：ﾎｲｯｸﾞ系の『ｴﾃﾞｨﾝﾊﾞ
ﾗ･ﾚｳﾞｭｰ』誌が創刊

1802

【英･仏】：ｱﾐｱﾝの和約 【日】：十返舎一九が：『東
海道中膝栗毛』を著し､ﾋｯﾄ

【仏】：商工会議所を設置
1803 享和3 【日】：米船長崎来航､貿易を求

める｡蘭人ﾄﾞｩﾌ､商館長となる
【仏】：ﾅﾎﾟﾚｵﾝ戦争(1803〜
1815)

【 】：ｼﾞｪﾙﾐﾅｰﾙ22日法→労働
者の団結を禁止

【独】：ｼﾗｰ：『ﾒｯｼﾅの花嫁』 1803

【米】：ﾌﾗﾝｽよりﾙｲｼﾞｱﾅを購入 【仏】：ｾｲ：『経済学概論』
1804 文化1 【英】：ｳｨﾘｱﾑ･ﾋﾟｯﾄが首相に就

任(第19代)
【日】：ﾛｼｱのﾚｻﾞﾉﾌが漂流民送
還のため長崎に来航｡同時に
通商を求めるが拒絶される

【中米】：ﾊｲﾁ独立 ■日本の人口： 25,622(千人) 【仏】：｢ﾅﾎﾟﾚｵﾝ人民法典(民法
典)｣ 発布

【独】：ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ：『交響曲
第3番(英雄)』

【仏】：ｼﾞｬｶｰﾙ､ ｼﾞｬｶｰﾄﾞ(紋織
機)を発明

【仏】：ｱﾝﾋﾟｰﾙ様式(1804
〜1815)

1804

【仏】：ﾅﾎﾟﾚｵﾝ皇帝となる
1805 文化2 【日】：関東のならず者を取り締

まるため関東取締出役を設置
【伊】：ｲﾀﾘｱ王国成立→ﾅﾎﾟﾚｵ
ﾝ､ｲﾀﾘｱ王に即位

【仏】：共和暦 が廃止され､翌
年からｸﾞﾚｺﾞﾘｳｽ暦が復活

1805

【欧】：ｲｷﾞﾘｽ､ﾛｼｱ､ｵｰｽﾄﾘｱが､
第3次対ﾌﾗﾝｽ大同盟を結成
【独】：ﾊﾞｲｴﾙﾝ王国成立

1806 文化3 【英】：ｳｨﾘｱﾑ･ｸﾞﾚﾝｳﾞｨﾙが首相
に就任(第20代)

【日】：ﾛｼｱ船による樺太侵攻 【欧】：神聖ﾛｰﾏ帝国滅亡 【仏】：帝国教育団が 設立 【英】：ﾃﾞｳﾞｨｯﾄﾞ･ﾃﾞｲﾙ､ﾆｭｰ･ﾗ
ﾅｰｸ工場設立

1806

【日】：外国船に蒔水給与の令 【墺】：ｵｰｽﾄﾘｱ帝国成立 【仏】：ﾅﾎﾟﾚｵﾝ､ﾊﾟﾘにｶﾙｰｾﾞﾙ
凱旋門を建設開始(1806～
1836)(後に ｴﾄﾜｰﾙの凱旋門に
場所が変更となった)

1807 文化4 【英】：ﾎﾟｰﾄﾗﾝﾄﾞ公ｳｨﾘｱﾑ･ｷｬ
ｳﾞｪﾝﾃﾞｨｯｼｭが首相に再任(第
21代)

【日】：幕府ｵﾛｼﾔ船打払令を
出す

【欧】：ﾜﾙｼｬﾜ大公国成立(1807
～1815)

【英】：ｲｷﾞﾘｽ帝国内での 奴隷
貿易を禁止

【独】：ﾌｨﾋﾃ：『ﾄﾞｲﾂ国民に
告ぐ』

8 17 【米】：ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾌﾙﾄﾝ､ﾊﾄﾞｿﾝ川で
初の蒸気船の公開実験を行う

1807

【仏】：商法典交付 【独】：ﾍｰｹﾞﾙ：『精神現象
学』

1808 文化5 【日】：ｵﾗﾝﾀﾞ通詞ら､ﾄﾞｩﾌにつき
仏語学習を命じられる(ﾌﾗﾝｽ
語学習の始め)

【仏】：帝国大学を設置 【独】：ｱｲﾋﾎﾙﾝ：『ﾄﾞｲﾂ国家
法制史』

【日】：間宮林蔵､樺太探検(間
宮海峡の発見)

1808

【日】：英船ﾌｪｰﾄﾝ号長崎来航､
薪水･食料を強要して帰る｡長
崎奉行は切腹

【独】：ｹﾞｰﾃ：『ﾌｧｳｽﾄ(第1
部)』

【仏】：ｹﾞｲ･ﾘｭｻｯｸ｢気体膨脹の
理論｣

【独】：ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ：『交響曲
第5番(運命)』：『交響曲第6
番(田園)』

1809 文化6 【英】：ｽﾍﾟﾝｻｰ･ﾊﾟｰｼｳﾞｧﾙが首
相に就任(第22代)

【日】：ﾔﾝ･ｺｯｸ･ﾌﾞﾛﾑﾎﾌ来日､長
崎にて蘭通詞に英語学習指導
(英語学習の始め)

【英】：買収禁止法 を制定 【英】：ﾄｰﾘ系の『ｸｫｰﾀﾘ･ﾚ
ｳﾞｭｰ』が創刊

【英】：ｼﾞｮｾﾌ･ﾌﾞﾗﾏｰ：万年
筆の原型(ﾌｧｳﾝﾃﾝﾍﾟﾝ)考
案

1809

【独】：ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ：『ﾋﾟｱﾉ協
奏曲第5番(皇帝)』
【日】：式亭三馬が：『浮世
風呂』を著す
【日】：十返舎一九：『東海
道中膝栗毛』

1810 文化7 【墨】：ﾒｷｼｺ独立戦争 【独】：ﾍﾞﾙﾘﾝ大学創設 【ﾌﾟﾛｼｱ】：｢営業税令｣を発布→
営業の自由を規定

【仏】：ﾊﾟﾘで建設ﾌﾞｰﾑが
起こる(土地収用法制定)

【英】：ﾘｰｾﾞﾝﾄ様式(1810
～1830)

1810

【仏】：土地収用法制定
1811 文化8 【日】：ｺﾞﾛｰｳﾆﾝ事件｡ﾛｼｱの軍

艦艦長ｺﾞﾛｰｳﾆﾝを国後島で逮
捕｡

【英】：摂政時代が始まる 【ﾌﾟﾛｼｱ】：｢調整令｣を発布→私
領地農民への所有権付与の
手続きを提示

【独】：ｹﾞｰﾃ：『詩と真実』 【 】：機械化を恐れた労働者達
による打ち壊しが社会問題化

【 】：ﾅｯｼｭ  ﾘｰｼﾞｪﾝﾄ通り改築を
開始

1811

【日】：江戸天文台に翻訳局設
置

【南米】：ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ独立 【ﾌﾟﾛｼｱ】：殆どの消費税､並び
に 王領地､教会領､貴族領の
免税特権を廃止

【日】：ﾄﾞｩﾌ｢ﾊﾙﾏ辞書｣第1
稿成る

【英】：ｼﾞｮﾝ=ｿｰﾝ ﾀﾞﾙｳｨｯﾁ美術
館

【南米】：ﾍﾞﾈｽﾞｴﾗ独立
1812 文化9 【英】：ﾘｳﾞｧﾌﾟｰﾙ伯ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾊﾞﾝｸ

ｽ･ｼﾞｪﾝｷﾝｿﾝが首相に就任(第
23代)

【仏】：ﾅﾎﾟﾚｵﾝ：ﾛｼｱ遠征失敗 【日】：浪人取締令 【独】：ｸﾞﾘﾑ兄弟：『子供と家
庭の童話集』

【英】：ﾛﾝﾄﾞﾝ中心部にｶﾞｽ灯 【英】：ｼﾞｮﾝ=ｿｰﾝ 自邸 1812

【米･英】：米英戦争(1812〜
1814)

【独】：ﾍｰｹﾞﾙ：『大倫理学』

【独】：ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ：『交響曲
第7番』：『交響曲第8番』
【仏】：ﾗﾌﾟﾗｽ：『確率の解析
的理論』

1813 文化 【英】：東ｲﾝﾄﾞ会社 独占を廃止 【英】：ｵｳｪﾝ：『新社会観』 1813
1814 文化

11
【仏】：ﾅﾎﾟﾚｵﾝが皇帝を退位 【日】：ﾄﾞｩﾌ江戸参府 【米･英】：ｲｷﾞﾘｽとｱﾒﾘｶ ｶﾞﾝ講

和条約 を調印→英米戦争終
結

【西】：ｺﾞﾔ｢1808年5月2日
の変｣｢1808年5月3日の処
刑｣

【英】：ｽﾁｰﾌﾞﾝｿﾝ蒸気機関車
発明

1814

【仏】：ﾙｲ18世がﾊﾟﾘに帰還(第
一復古王政)

【日】：滝沢馬琴が：『南総
里見八犬伝』の執筆を開
始

1815 文化
12

【仏】：ﾙｲ18世がﾊﾟﾘに帰還(第
二復古王政)

【日】：ｵﾗﾝﾀﾞ独立｡杉田玄白｢
蘭学事始｣成る

3 20 【仏】：ﾅﾎﾟﾚｵﾝがﾊﾟﾘに帰還→｢
百日天下｣

【仏】：人口が 3000万人に達し
た

【英】：ｵｳｪﾝ：『工場制度の
効果に関する観察』

【英】：ﾃﾞｳﾞｨが坑内安全灯を開
発

【 】：王政復古様式(1815
〜1830)

1815

【 】：第2次ﾊﾟﾘ講和条約 【独】：ｲｪｰﾅ大学とｷﾞｰｾﾝ
大学でﾌﾞﾙｼｪﾝｼｬﾌﾄが創設

【米】：ｴﾝﾍﾟﾗｰ様式(1815
〜1840)

【欧】：ﾛｼｱ､ｵｰｽﾄﾘｱ､ﾌﾟﾛｲｾﾝ ｢
神聖同盟｣

【墺】：ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ：『交響曲
第3番』､ 歌曲：『野ばら』
『魔王』

【仏】：ﾅﾎﾟﾚｵﾝ､ｾﾝﾄ･ﾍﾚﾅ島へ
配流
【仏】：ﾜｰﾃﾙﾛｰの戦い(ﾅﾎﾟﾚｵﾝ
退位)

1816 文化
13

【米】：ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ﾏﾃﾞｨｽﾝが第4
代大統領に就任

【日】：英船琉球に来航､通商を
求める｡

【南ｱ】：ｽﾞｰﾙｰ王国を建国 【独】：ｹﾞｰﾃ：『ｲﾀﾘｱ紀行』
(第1部)

1816

【日】：駿河一揆 【南米】：ﾗﾌﾟﾗﾀ連合独立(現ｱﾙ
ｾﾞﾝﾁﾝ)

【日】：幕府､和蘭通詞吉雄権
之助らに蘭日対訳辞典の編纂
を命ずる

1817 文化
14

【米】：ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ﾓﾝﾛｰが第5代
大統領に就任

【日】：ｲｷﾞﾘｽ船が浦賀に来航
する

【英】：ﾘｶｰﾄﾞ：『政治経済学
及び課税の原理』

【米】：ﾄｰﾏｽ=ｼﾞｪﾌｧｿﾝ ｳﾞｧｰｼﾞﾆ
ｱ大学附属図書館

1817

【日】：ｵﾗﾝﾀﾞ船入港､ｵﾗﾝﾀﾞ本
国の独立を報告

【独】：ﾘｯﾀｰ：『自然及び人
類史との関係における地
理学』
【仏】：ﾒｰｽﾄﾙ：『教皇論』

1818 文政1 【米】：合衆国連邦議会が｢星と
ｽﾄﾗｲﾌﾟ｣のﾃﾞｻﾞｲﾝを国旗に採
用

【日】：英人ｺﾞﾙﾄﾞﾝ､浦賀来航､
通商を求める

【欧】：5国同盟(ｲｷﾞﾘｽ､ﾛｼｱ､ﾌﾟ
ﾛｲｾﾝ､ｵｰｽﾄﾘｱ､ﾌﾗﾝｽ)

【英】：紡績工場法→12時間労
働を規定

【英】：ｼﾞｮﾝ=ｿｰﾝ ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ銀行 1818

【日】：常陸一揆 【独】：ｶｰﾙｽﾊﾞｰﾄの決議→出
版､大学､革命運動の監視強
化を決定

【英】：ﾃﾙﾌｫｰﾄﾞがﾒﾅｲ吊橋の
建設を開始

【南米】：ﾁﾘ独立
1819 文政2 【日】：阿波･摂津一揆 【英】：ﾗｯﾌﾙｽﾞがｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙを占

領
【英】：ﾋﾟｰﾀｰﾙｰ事件 【仏】：ﾄﾞ･ｾｰﾙ諸法が成立→出

版の検閲と事前許可制が廃止
【 】：ｼﾓﾝﾃﾞｨ：『経済学の新
原理』

【米】：ｻｳﾞｧﾝﾅ号が蒸気船とし
て初めて大西洋横断に成功

【独】：ｶｰﾙ=ﾌﾘｰﾄﾞﾘﾋ･ｼﾝｹﾙ ﾍﾞ
ﾙﾘﾝ劇場(1919〜1921)

1819

【南米】：ｺﾛﾝﾋﾞｱ共和国宣言 【独】：ｼｮｰﾍﾟﾝﾊｳｱｰ：『意志
と表象としての 世界』

1820 文政3 【清】：道光帝が第8代皇帝に
即位

【英】：第3次ﾏﾗｰﾀ戦争終結 【南ｱ】：ｲｷﾞﾘｽ がﾎｯﾃﾝﾄｯﾄ条令
を 制定した→人種差別の撤廃

【仏】：ｱﾝﾍﾟｰﾙ ｢ｱﾝﾍﾟｰﾙの法
則｣(電磁作用)を発見

【仏】：ﾗｲﾌﾟﾆｯﾂの桁移動式計
算機を実演(最初に量産された
計算機)

【仏】：ｼｬﾙﾙ･ﾌ-ﾘｴ､ﾌｧﾗﾝｼﾞｭの
建設を提唱

【 】：ｵﾌｨｽﾜｰｶｰも機械化
されることへの危惧(ﾍﾝ
ﾘｰ･ｿﾛｰ)1820年代

1820

【西】：ﾘｴｺﾞ革命
1821 文政4 【日】：伊能忠敬の日本全図が

完成
【ｷﾞﾘｼｱ】：ｷﾞﾘｼｱ独立戦争 【英】：ｼﾞｪｲﾑｽﾞ･ﾐﾙ：『経済

学原理』
1821

【中米】：ｸﾞｱﾃﾏﾗ独立 【独】：ﾍｰｹﾞﾙ：『法哲学』
【南米】：ﾍﾟﾙｰ独立 【仏】：ｻﾝ･ｼﾓﾝ：『産業制

度』
【仏】：ﾅﾎﾟﾚｵﾝがｾﾝﾄ･ﾍﾚﾅ島で
没
【墨】：ﾒｷｼｺ独立

1822 文政5 【中米】：ｴｸｱﾄﾞﾙ独立 【日】：全国人口調査 【仏】：海水浴が始まった 【日】：大蔵永常が｢農業便
利論｣を著す

【英】：ﾊﾞﾍﾞｯｼﾞが階差機関の設
計を開始(発明)

1822

【南米】：ﾌﾞﾗｼﾞﾙ独立 ■日本の人口： 26,602(千人) 【仏】：ﾌｰﾘｴ：『家庭的農業
的社団論』

【墨】：ﾒｷｼｺ帝国(1822〜1823) 【墺】：ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ：『交響曲
第8番(未完成)』

1823 文政6 【ﾊﾞﾁｶﾝ】：教皇ﾚｵ12世即位 【日】：紀伊一揆 【中米】：中米連邦結成 【英】：ﾗｸﾞﾋﾞｰが始まる? 【仏】：ｻﾝ･ｼﾓﾝ：『産業者の
政治的教理問答』

1823
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【日】：独人蘭館医ｼｰﾎﾞﾙﾄ来日 【米】：ﾓﾝﾛｰ宣言

1824 文政7 【仏】：ﾙｲ18世没→ｼｬﾙﾙ10世
即位

【英】：ｲｷﾞﾘｽ 第1次 ﾋﾞﾙﾏ戦争
(1824〜1826)

【日】：ｼｰﾎﾞﾙﾄ､長崎郊外に鳴
滝塾を設立

【英】：ﾍﾞﾝﾀﾑ主義の『ｳｪｽﾄ
ﾐﾝｽﾀｰ･ﾚｳﾞｭｰ』が創刊

【仏】：ｶﾙﾉ 熱力学の第2法則
を発見

【独】：ｶｰﾙ･ﾌﾘｰﾄﾞﾘｯﾋ･ｼﾝｹﾙ､
ｳﾞｪﾙﾀﾞｰ協会(1824〜1830)

【英】：ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ･ｾﾒﾝﾄの
発明

1824

【独】：ｶﾞｳｽ：『曲面論』
【独】：ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ：『交響曲
第9番(合唱付)』
【仏】：ﾄﾞﾗｸﾛﾜ：『ｷｵｽ島の
虐殺』

1825 文政8 【米】：ｼﾞｮﾝﾞ･Q.ｱﾀﾞﾑｽﾞが第6代
大統領に就任

【日】：幕府､異国船打払令(無
二念打払令)を指示

【南米】：ﾎﾞﾘﾋﾞｱ独立 【英】：ﾛﾝﾄﾞﾝ 金融恐慌 【英】：工場法が制定 (賃金と
労働時間に関する労働者の団
結を承認)

【英】：蒸気機関車営業開始(ｽ
ﾄｯｸﾄﾝ〜ﾀﾞｰﾘﾝﾄﾝ)

【仏】：ﾙｲ･ﾌﾞﾗｲﾕがｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
の6点式点字を開発

【米】：ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝ･ﾊﾞｰｸﾘｰ･
ﾎｯﾁｷｽ(1825～1885)ｽﾃｰ
ﾌﾟﾗｰ開発

1825

【露】：ﾆｺﾗｲ1世がﾛｼｱ帝国第
11代皇帝に

【南米】：ﾗﾌﾟﾗﾀ連合､ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ
に

【露】：ﾛｼｱ帝ﾆｺﾗｲ1世が即位
1826 文政9 【日】：伊予：散村 【独】：ﾌﾚｰﾍﾞﾙ：『人間教

育』
1826

【日】：蘭館長ｽﾃｭﾙﾚﾙ江戸参
府､ｼｰﾎﾞﾙﾄ同行

【仏】：ｱﾝﾍﾟｰﾙ：『電気力学
現象 の 理論』

1827 文政
10

【英】：ｼﾞｮｰｼﾞ･ｶﾆﾝｸﾞが首相に
就任(第24代) 後ｺﾞﾄﾞﾘｯﾁ子爵ﾌ
ﾚﾃﾞﾘｯｸ･ｼﾞｮﾝ･ﾛﾋﾞﾝｿﾝが首相に
就任(第25代)

【日】：薩摩藩･調所広郷が藩
政改革を始める

【仏】：ﾊﾟﾘにｷﾘﾝが初めて現れ
た

【仏】：森林法典成立→共同地
に対す 農民の慣習的権利を
規制

【日】：頼山陽：『日本外史』 【日】：江戸加賀藩邸赤門(現東
京大赤門)

1827

1828 文政
11

【英】：ｳｪﾘﾝﾄﾝ公ｱｰｻｰ･ｳｪﾙﾘｰ
が首相に就任(第26代)

【日】：ｼｰﾎﾞﾙﾄ事件 【南米】：ｳﾙｸﾞｱｲ独立 ■日本の人口： 27,201(千人) 【仏】：新出版法が成立→事前
検閲制が廃止

【仏】：ﾌｰﾘｴ：『産業的､組
合的 新世界』

1828

1829 文政
12

【ﾊﾞﾁｶﾝ】：教皇ﾋﾟｳｽ8世即位 【日】：ｼｰﾎﾞﾙﾄ､国外追放となる 【英】：ｶﾄﾘｯｸ教徒解放令 【日】：葛飾北斎が：『富嶽
三十六景』を描く

【米】：米国における最初のﾀｲ
ﾌﾟﾗｲﾀの特許

1829

【米】：ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ･ｼﾞｬｸｿﾝﾞが第7
代大統領に就任

【英】：ﾛﾝﾄﾞﾝに新型警察制度
が導入

1830 天保1 【英】：ｸﾞﾚｲ伯ﾁｬｰﾙｽﾞ･ｸﾞﾚｲが
首相に就任(第27代)

【日】：水戸藩主徳川斉昭が藩
政改革を始める

【英】：ｽｳｨﾝｸﾞ暴動 【日】：伊勢お陰参り流行 【仏】：ｵｰｷﾞｭｽﾄ･ｺﾝﾄ：『実
証哲学講義』

【英】：鉄道開通(ﾘｳﾞｧﾌﾟｰﾙ-ﾏﾝ
ﾁｪｽﾀｰ)

【 】：ﾚｵ=ﾌｫﾝ=ｸﾚﾝﾂｪ ｳﾞｧﾙﾊﾗ
(1830〜1842)

【 】：ﾙｲ-ﾌｨﾘｯﾌﾟ様式(1830
～1852)

1830

【仏】：7月革命･ﾌﾞﾙﾎﾞﾝ朝終焉 【仏】：ｽﾀﾝﾀﾞｰﾙ：『赤と黒』 【英】：ﾋﾞｸﾄﾘｱ様式(1830～
1890)

【仏】：ﾌﾗﾝｽ軍がｱﾙｼﾞｪ占領 【仏】：ﾄﾞﾗｸﾛﾜ：『民衆を率
いる自由の女神』

1831 天保2 【英】：最初のｺﾚﾗ大流行 【日】：周防･長門一揆 11 19 【南米】：大ｺﾛﾝﾋﾞｱ解体 【日】：全国総石高調査 【英】：ﾌﾞﾘｽﾄﾙ暴動 【仏】：自治体議会法成立 【独】：ｹﾞｰﾃ：『ﾌｧｳｽﾄ(第2
部)』

【英】：ﾁｬｰﾙｽﾞ･ﾀﾞｰｳｨﾝがﾋﾞｰｸﾞ
ﾙ号で世界探査へ出発

【仏】：ﾏﾝﾊｲﾑ：計算尺の
原型であるﾏﾝﾊｲﾑ型計算
尺を開発･発売

1831

【国際】：ﾛﾝﾄﾞﾝ会議→ﾍﾞﾙｷﾞｰ
の独立承認

【仏】：ﾘﾖﾝで絹織工(ｶﾆｭ)反乱 【仏】：新選挙法成立 【仏】：ﾕｺﾞｰ：『ﾉｰﾄﾙ･ﾀﾞﾑ･
ﾄﾞ･ﾊﾟﾘ』

1832 天保3 【日】：全国的大飢饉 【仏】：共和派結社｢人間の権
利｣創設

【日】：鼠小僧次郎吉(36)処刑 【英】：選挙法改正 【日】：ｼｰﾎﾞﾙﾄ『日本』刊行
始まる

【仏】：最初の鉄道がﾘﾖﾝ～ｻﾝ･
ﾃﾃｨｴﾝﾇ間で開通

【ﾌﾟﾛｼｱ】：ﾍﾞﾙﾘﾝ､ｺﾌﾞﾚﾝﾂ間に
光学的通信線を開設

【独】：ｶｰﾙ=ﾌﾘｰﾄﾞﾘﾋ･ｼﾝｹﾙ ﾍﾞ
ﾙﾘﾝ建築ｱｶﾃﾞﾐｰ(1932〜1935)

1832

【仏】：ｺﾚﾗ が流行→ﾊﾟﾘで 2万
人死亡

【日】：為永春水が：『春色
梅子誉美』を著す

【英】：階差機関の一部完成

1833 天保4 【英】：初等教育国庫助成を開
始

【英】：東ｲﾝﾄﾞ会社の中国貿易
独占を廃止

【日】：京都：えらいこっちゃ踊り
流行

【英】：ｲｷﾞﾘｽ帝国内奴隷制が
廃止

【独】：ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞｰﾝ：『交響
曲第4番(ｲﾀﾘｱ)』

【英】：ﾊﾞﾍﾞｯｼﾞ 階差機関ﾌﾟﾛﾄﾀ
ｲﾌﾟ完成

【米】：ﾏｰﾁｬﾝﾄからﾋﾞｼﾞﾈ
ｽﾏﾝへの以降1830年代

1833

【英】：工場法制定 (児童労働
を厳しく規制)

【日】：ﾄﾞｩﾌ｢ﾊﾙﾏ辞書｣完成

【日】：歌川広重が｢東海道
五十三次｣を描く

1834 天保5 【英】：ﾒﾙﾎﾞﾙﾝ子爵ｳｨﾘｱﾑ･ﾗﾑ
が首相に就任(第28代) 後ｳｪﾘ
ﾝﾄﾝ公ｱｰｻｰ･ｳｪｽﾞﾘｰが再任
(第29代) さらにﾛﾊﾞｰﾄ･ﾋﾟｰﾙが
就任(第30代)

【英】：南ｵｰｽﾄﾗﾘｱ植民地法 ■日本の人口： 27,064(千人) 【仏】：結社法成立 【独】：ｼｭｰﾏﾝ：『謝肉祭』 【 】：点字が完成される(?)→異
説あり(1825)

1834

【日】：水野忠邦が老中となる｡ 【南ｱ】：奴隷制度廃止→奴隷
35745人解放

【仏】：ﾄﾞﾗｸﾛﾜ：『ｱﾙｼﾞｪの女
たち』

1835 天保6 【英】：ﾒﾙﾎﾞﾙﾝ子爵ｳｨﾘｱﾑ･ﾗﾑ
が首相に再任(第31代)

【日】：｢天保通宝｣新鋳 【日】：玉露茶の創製(山本嘉兵
衛)

【英】：都市自治体法が成立 【独】：ﾀﾞｰﾙﾏﾝ：『所与の状
況に基づき､これを基準と
して解明された政治学』

【独】：ﾆｭﾙﾝﾍﾞﾙｸ~ﾌｪﾙﾄ間で初
めての鉄道が開通

【英】：ﾛﾝﾄﾞﾝ ﾕｰｽﾄﾝ駅 【英】：蒸気機関を動力に
利用したｴﾚﾍﾞｰﾀの登場｡

1835

【仏】：｢9月の諸法｣ 制定→出
版の検閲制が強化､共和主義
運動沈滞

【仏】：J.F.T.ｼｬﾙｸﾞﾗﾝ ﾊﾟﾘ凱旋
門(1806〜1835)

1836 天保7 【日】：天保大飢饉 【日】：水戸藩､砲台築造と大砲
鋳造を命ず､松代藩大砲70門
を鋳造

【英】：十分の一税支払い転換
法が制定

【仏】：ｼﾞﾗﾙﾀﾞﾝが『ﾌﾟﾚｽ』紙
を創刊

【仏】：ﾊﾟﾘの凱旋門完成除幕
式

1836

【英】：出生･死亡･婚姻登録法
制定

1837 天保8 【英】：ｳﾞｨｸﾄﾘｱ女王､即位 【日】：大塩平八郎の乱 【英】：ﾘｳﾞｧﾌﾟｰﾙ近郊のｴｲﾝﾄ
ﾘｰ競馬場でｸﾞﾗﾝﾄﾞ･ﾅｼｮﾅﾙ(障
害競走) が始まる

【英】：ﾃﾞｨｹﾝｽﾞ：『ｵﾘｳﾞｧ･ﾄｩ
ｲｽﾄ』

【仏】：ﾊﾟﾘ～ｳﾞｪﾙｻｲﾕ間の鉄道
が開通

1837

【日】：徳川家慶が江戸幕府第
12代将軍となる

【日】：米船(ﾓﾘｿﾝ号)浦賀来航､
奉行側発砲する

【独】：ﾍｰｹﾞﾙ：『歴史哲学』 【米】：ﾓｰﾙｽ：有線電信機の発
明

【米】：ﾏｰﾃｨﾝ･ﾋﾞｭｰﾚﾝﾞが第8代
大統領に就任

1838 天保9 【日】：江戸城西の丸焼失 【英】：第1次ｱﾌｶﾞﾝ戦争(1838
〜1842)

【英】：ﾁｬｰﾁｽﾄ運動 【独】：ｼｭﾗｲﾃﾞﾝ：『植物の起
源』で細胞説を発表

【米】：ﾓｰﾙｽとﾍﾞｲﾙ､電信装置
を実演

【米】：ｷｰﾗﾝ：ｴﾊﾞｰｼｬｰﾌﾟ
の名称でｼｬｰﾌﾟﾍﾟﾝｼﾙ開
発

1838

【中米】：中米連邦解体(1838
〜1841)

【日】：中山みき 天理教を
創始

【南ｱ】：ﾎﾞｰｱ人がﾅﾀｰﾙ共和国
建国

1839 天保
10

【英】：ﾛﾝﾄﾞﾝで反穀物法同盟が
成立

【日】：蛮社の獄(渡辺華山､高
野長英投獄)

【英･清】：ｱﾍﾝ戦争(1839〜
1842)

【ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ】：ｼｮﾊﾟﾝ：『24の
前奏曲』

【英】：ﾀﾞｹﾞｰﾙが沃化銀による
写真術(ﾀﾞｹﾚｵﾀｲﾌﾟ)を 発明

1839

【中東】：ｴｼﾞﾌﾟﾄとﾄﾙｺの戦争が
始まった(1839～1840)
【仏】：ﾌﾞﾗﾝｷの率いる季節社
の蜂起が勃発

1840 天保
11

【日】：幕府蘭訳書の取締令公
布｡幕府代官に房総海岸防備
を命ず

【 】：4国ﾛﾝﾄﾞﾝ協定 【独】：｢大衆的窮乏｣が深刻化 【日】：全国人口調査 【独】：｢教会運動｣が活発
化

【英】：ｸﾞﾛｰﾌﾞ：白熱電球発明 【英】：ﾁｬｰﾙｽﾞ=ﾊﾞﾘｰ 国会議事
堂[ﾛﾝﾄﾞﾝ](1840〜1865)

1840

【ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ】：ﾜｲﾀﾝｷﾞ条約締
結

【仏】：ﾌﾟﾙｰﾄﾞﾝ：『所有とは
何か』

【英】：ｶﾅﾀﾞ法：英帝国内にお
ける最初の自治植民地の成立

1841 天保
12

【英】：ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾋﾟｰﾙが首相に再
任(第32代)

【日】：全国株仲間禁止 【日】：水戸弘道館開く(水戸学
興隆)

【日】：南総里見八犬伝(滝
沢馬琴)

【英】：ﾀﾙﾎﾞｯﾄ：写真術改良 【米】：ｼｪｰｶｰ様式 1841

【米】：ｳｨﾘｱﾑ･ﾊﾘｿﾝが第9代大
統領に就任

【日】：天保の改革(水野忠邦の
政治改革)

【米】：ｼﾞｮﾝ･ﾀｲﾗｰが第10代大
統領に就任

【日】：渡辺崋山自殺

【日】：徳川斉昭大砲を鋳造
【日】：洋式軍備起こる

1842 天保
13

【日】：江戸町に学問教授所設
置

【英･清】：南京条約(香港割譲/
五港開港)

【日】：人情本の出版禁止(柳亭
種彦罰せらる)

【日】：倹約令発布 【ﾌﾟﾛｼｱ】：ﾏｲﾔｰ｢ｴﾈﾙｷﾞｰ恒存
の法則｣

【日】：水戸偕楽園の｢好
文亭｣に設置された食事
などを運ぶ運搬機が日
本初のｴﾚﾍﾞｰﾀ

1842

【日】：麹町：学問教授所設置 【日】：蒔水給与令(天保の緩和
令)

【日】：列強の干渉
1843 天保

14
【日】：水野忠邦失脚 阿部正弘
老中主席へ

【日】：国内騒然(一揆) 【日】：町人の武芸稽古禁止 【英】：J.S.ﾐﾙ：『論理学体
系』

1843

【日】：徳川実記完成
1844 弘北1 【日】：ﾌﾗﾝｽ船琉球に来航 薩

摩藩貿易開始
【中米】：ﾄﾞﾐﾆｶ共和国成立 【英】：J.S.ﾐﾙ：『経済学試論

集』
【米】：ﾓｰﾙｽ：有線電信機(電
報)実用化(ﾜｼﾝﾄﾝ･ﾎﾞﾙﾁﾓｱ間)

1844

【日】：藩政の乱れ(藩政改革)
1845 弘北2 【欧】：ﾖｰﾛｯﾊﾟ全域でｼﾞｬｶﾞｲﾓ

の虫害
【米】：ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ﾎﾟｰｸﾞが第11代
大統領に就任

【日】：ｱﾒﾘｶ船浦賀に来航 【日】：海外の影響(洋学) 【独】：ｴﾝｹﾞﾙｽ：『ｲｷﾞﾘｽに
おける労働者階級の状態』

【米】：J.L.ﾉｯｸ：ﾙｰｽﾞﾘｰﾌ
ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ開発

1845

【日】：二宮尊徳：『富国方
法論』

1846 弘北3 【英】：ｼﾞｮﾝ･ﾗｯｾﾙが首相に再
任(第33代)

5 【日】：米使ﾋﾞｯﾄﾙ浦賀に来航 【米】：米墨(ﾒｷｼｺ)戦争 ■日本の人口： 26,908(千人) 【日】：文化~滑稽本や人情本 9 23 【英･仏】：海王星発見 【日】：二代目福井庄次郎
(ﾗｲｵﾝ事務器の前身)筆･
墨･大福帳など大名蔵屋
敷･大社寺･書家へ納入｡
商工銘家集に記載｡

1846

7 【日】：ﾌﾗﾝｽ船長崎に来航
8 【日】：ｲｷﾞﾘｽ船来航

【日】：海防の勅諭幕府に下る
1847 弘北4 3 【日】：信濃･越後大地震 【日】：徳川慶喜､一橋家相続 【日】：天草農民一揆 【ｱﾌﾘｶ】：ﾘﾍﾞﾘｱ共和国建設(初

の黒人共和国)
【英】：ｴﾐﾘ･ﾌﾞﾛﾝﾃ：『嵐が
丘』

【米】：ﾄｰﾏｽ･ｳｫｰﾚﾝ回転
ﾁｪｱの原型の特許取得

1847

【日】：島津氏 琉球を英･仏に
開港

【露】：ﾂﾙｹｹﾞｰﾈﾌ：『猟人日
記』

1848 嘉永1 【日】：佐久間象山大砲を鋳造 【仏】：二月革命 【日】：株仲間再興許可 【米】：AP通信社設立 【英】：J.S.ﾐﾙ：『経済学原 1848
【米】：ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ/ｺﾞｰﾙﾄﾞﾗｯｼｭ 【独】：ﾏﾙｸｽ=ｴﾝｹﾞﾙｽ：『共

産党宣言』
1849 嘉永2 【米】：ｻﾞｶﾘｰ･ﾃｲﾗｰが第12代

大統領に就任
3 【日】：ｱﾒﾘｶ船長崎に来航 【独】：ﾏﾙｸｽ：『賃労働と資

本』
1849

4 【日】：ｲｷﾞﾘｽ船浦賀に来航
1850 嘉永3 【米】：ﾐﾗｰﾄﾞ･ﾌｨﾙﾓｱが第13代

大統領に就任
6 【日】：ｵﾗﾝﾀ船長崎に来航 【清】：太平天国の乱(～1864) 【日】：国定忠治処刑 1850

【日】：英米両国,通商を要求
【日】：高野長英自殺
【日】：朝廷､国難を7寺7社に祈
願 再び海防の勅諭
【日】：洋書の翻訳を制限

1851 嘉永4 【日】：ﾍﾟﾘｰ来航から幕府崩壊 【清】：ｲﾘ通商条約締結 【米】：『ﾆｭｰﾖｰｸﾀｲﾑｽ』の
創刊

【米】：ｼﾝｶﾞｰ：ﾐｼﾝの発明 【英】：水晶宮
[London](J.Paxton)

1851

【日】：島津斉彬､鹿児島精錬
所設立
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1852 嘉永5 【英】：ﾀﾞｰﾋﾞｰ伯ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ･J.S.ｽﾀ

ﾝﾚｰが首相に就任(第34代) 後
ｼﾞｮｰｼﾞ･ﾊﾐﾙﾄﾝ(ｺﾞｰﾄﾞﾝ)が就任
(第35代)

【日】：ﾛｼｱ船浦賀来航 【日】：徳川斉昭写真機使用初
め

【日】：徳川慶篤：『大日本
史』献上

【米】：E･G･ｵｰﾁｽ､ｴﾚﾍﾞｰ
ﾀの｢非常停止装置｣を発
明｡2年後､ﾆｭｰﾖｰｸのｸﾘ
ｽﾀﾙﾊﾟﾚｽ博覧会でｾﾝｾｰ
ｼｮﾅﾙなﾃﾞﾋﾞｭｰ

1852

【日】：徳川斉昭地球儀を献上
1853 嘉永6 【日】：14代将軍徳川家慶死去 【日】：米使ﾍﾟﾘｰ 浦賀来航 【欧】：ｸﾘﾐｱ戦争(～1856) 【日】：石川島造船所建設 【日】：尊王攘夷思想 1853

【米】：ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾋﾟｱｰｽが第14
代大統領に就任

【日】：陸奥一揆 【清】：太平軍､南京占領

1854 安政1 【日】：紀伊農民一揆 【日】：公武合体思想 【英】：ﾌﾞｰﾙ､｢An Investigation
of the Laws of Thought｣を出
版

1854

【日】：日米和親条約 日英･日
露和親条約

【仏】：ﾌﾞﾗｲﾕ式点字がﾌﾗﾝｽで
正式に採用

1855 安政2 10 【日】：江戸大地震 【英】：ﾊﾟｰﾏｽﾄﾝ子爵ﾍﾝﾘｰ･ｼﾞｮ
ﾝ･ﾃﾝﾌﾟﾙが首相に就任(第36
代)

【日】：幕府 長崎海軍伝習所開
設

【日】：京都御所紫宸殿 1855

【日】：堀田正睦老中となる 【日】：長崎製鉄所建設
【露】：ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ2世がﾛｼｱ帝
国第12代皇帝に

1856 安政3 7 【日】：米領事ﾊﾘｽ 下田駐在 1856
1857 安政4 【米】：ｼﾞｪｰﾑｽﾞﾌﾞｷｬﾅﾝが第15

代大統領に就任
5 【日】：下田条約調印 【印】：ｾﾎﾟｲの反乱 1857

8 【日】：ﾌﾟﾁｬｰﾁﾝ長崎に再来
【日】：幕府 講武所内に軍艦教
授所開設

1858 安政5 4 【日】：井伊直弼大老就任 6 【日】：日米修好通商条約調印 【印】：ﾑｶﾞｰﾙ帝国滅亡 【 】：大西洋に電信用海底ｹｰﾌﾞ
ﾙ敷設

【日】：手製の羽根ﾍﾟﾝ使
用し学習(緒方洪庵/適

1858

10 【日】：13代将軍徳川家定死
す､14代将軍家茂

【日】：安政の大獄 【英】：ｲﾝﾄﾞ併合

【英】：ﾀﾞｰﾋﾞｰ伯ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ･J.S.ｽﾀ
ﾝﾚｰが首相に再任(第37代)

【清】：天津条約締結

1859 安政6 【英】：ﾊﾟｰﾏｽﾄﾝ子爵ﾍﾝﾘｰ･ｼﾞｮ
ﾝ･ﾃﾝﾌﾟﾙが首相に再任(第38
代)

5 【日】：5ｹ国に対して神奈川･長
崎･箱館3港を開き貿易開始

【英】：ﾀﾞｰｳｨﾝ：『種の起源』
(英)

【ﾁｪｺ】：14番の椅子
(Michael-Thonet)

1859

【日】：下田港閉鎖
【日】：吉田松陰死刑

1860 万延1 1 【日】：勝麟太郎､咸臨丸出港 1 【日】：安藤信正老中就任 3 【日】：桜田門外の変 井伊直弼
客死

【清】：英仏軍､天津･北京攻撃､
北京条約締結

【日】：ﾊﾟﾝ屋1号､内海兵吉が
横浜に開店

【英】：赤い家(W.Morris) 【英】：ﾘﾉﾘｳﾑ：ｲｷﾞﾘｽで発
明

1860

12 【日】：幕府ﾌﾟﾛｼｱと条約調印
1861 文久1 【米】：ｴｲﾌﾞﾗﾊﾑ･ﾘﾝｶｰﾝが第16

代大統領に就任
5 【日】：長州藩士 長井雅楽､公

武合体の儀を建白
【伊】：ｲﾀﾘｱ王国成立 【日】：この頃牛肉煮込み屋登

場｡横浜の｢伊勢熊｣が最初
【米】：大陸横断電信ｹｰﾌﾞﾙ開
通

【日】：長崎製鉄所 1861

5 【日】：幕府､海陸防備､海制調
査を指示

【米】：南北戦争(～1865)

1862 文久2 【日】：ﾛﾝﾄﾞﾝ万国博覧会で日本
の陶磁器類が出品紹介される

8 【日】：松平容保､京都守護職
に就任

1 【日】：坂下門外の変 1862

【ﾌﾟﾛｼｱ】：ﾋﾞｽﾏﾙｸ首相就任 2 【日】：皇女和宮降嫁
4 【日】：寺田屋事件
8 【日】：生麦事件
9 【日】：朝廷､攘夷決定

1863 文久3 5 【日】：長州藩､下関通行外国
船に砲撃

【米】：ﾘﾝｶｰﾝ奴隷解放宣言 【日】：ｸﾞﾗﾊﾞｰ邸[長崎] 1863

6 【日】：ｱﾒﾘｶ船下関砲撃 【日】：京都上下賀茂神社本殿
7 【日】：薩英戦(長州外船砲撃)
8 18 【日】：8月18日の政変

1864 元治1 【日】：外人殺傷事件相次ぐ 6 【日】：池田屋騒動 【国際】：ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ協定：赤十字
社同盟結成

【英】：ﾏｸｽｳｪﾙ､電磁波の存在
を理論的に証明：｢電磁場の基
礎方程式｣

【日】：長崎大浦天主堂創建 1864

7 【日】：佐久間象山暗殺(7月) 【清】：太平天国滅亡
7 【日】：蛤御門の変
8 【日】：四国艦隊下関砲撃
8 【日】：長州征伐

1865 慶応1 【英】：ｼﾞｮﾝ･ﾗｯｾﾙが首相に再
任(第39代)

【日】：四ｶ国公使大坂港に回
航､被用語開港を要求

【米】：ｴｲﾌﾞﾗﾊﾑ･ﾘﾝｶｰﾝ大統領
暗殺

1865

【米】：ｱﾝﾄﾞﾘｭ-･ｼﾞｮﾝｿﾝが第17
代大統領に就任

【日】：長津･壱岐に打ち壊し運
動

1866 慶応2 7 【日】：14代将軍徳川家茂死去 6 【日】：第二次長州征伐 【 】：ﾌﾟﾛｼｱ･ｵｰｽﾄﾘｱ戦争 【日】：福沢諭吉：『西洋事
情』

【独】：ｼﾞｰﾒﾝｽ, 交流発電機の
原理を発明

1866

12 【日】：15代将軍徳川慶喜 10 【日】：遣露使節小出秀実出発
【英】：ﾀﾞｰﾋﾞｰ伯ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ･J.S.ｽﾀ
ﾝﾚｰが首相に再任(第40代)

【日】：江戸･大阪に打ち壊し運
動興る

【日】：孝明天皇逝去 【日】：薩長連合の盟約なる
1867 慶応3 【国際】：ﾊﾟﾘ万国博：日本初出

品
1 【日】：徳川昭武渡仏 【米】：ﾛｼｱよりｱﾗｽｶ買収 【日】：ええじゃないか運動 【独】：ﾏﾙｸｽ ：『資本論』第

一分冊
1867

2 【日】：徳川慶喜､仏公使ﾛｯｼｭ
と会見

【日】：中川嘉兵衛､江戸高輪
に牛肉店開店

10 【日】：山内容堂､幕府に大政
奉還を建白

11 【日】：江戸鉄砲洲を外国人居
留地とする

11 【日】：坂本竜馬暗殺
12 【日】：王政復古の大号令

1868 明治1 【英】：ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝ･ﾃﾞｨｽﾞﾚｰﾘが首
相に就任(第41代) 後ｳｨﾘｱﾑ･
ｸﾞﾗｯﾄﾞｽﾄﾝが就任(第42代)

1 【日】：戊辰戦争：鳥羽伏見の
戦い

【日】：昌平校再興 【独】：ﾍｯｹﾙ：『自然創造
史』

【米】：ﾚﾐﾝﾄﾝが普及型ﾀｲﾌﾟﾗｲ
ﾀｰを開発

8 【日】：築地ﾎﾃﾙ館(最初の洋風
建築)清水喜助

【日】：造幣局の雇用外国
人ﾌﾟﾗｶﾞが洋式帳簿を国
内に紹介｡経理革命とい
われた｡

1868

3 【日】：江戸城開城の了解 【日】：福沢諭吉､英学塾を芝新
銭座に移しはじめて慶應義塾
を称する｡

【日】：ﾌｨｯｾﾘﾝｸﾞ述､西周
訳：『万国公法』

5 【日】：戊辰戦争：上野彰義隊
背走

【日】：ﾌｨｯｾﾘﾝｸﾞ述､津田真
道訳：『泰西国法論』

7 【日】：江戸を東京と改称 【日】：神仏分離 廃仏棄釈
運動

9 【日】：明治改元
【日】：五箇条の誓文

1869 明治2 【中東】：ｽｴｽﾞ運河開通 【米】：ﾕﾘｼｰｽﾞ･ｸﾞﾗﾝﾄが第18代
大統領に就任

1 【日】：薩長土肥四藩版籍奉還
奏請

【日】：ﾊﾟﾝの｢木村屋｣開店 【露】：ﾒﾝﾃﾞﾚｰｴﾌ：｢元素周期
律｣

【日】：京都に市民の出資で64
の小学校が創建される

【日】：三代目福井庄次郎
(ﾗｲｵﾝ事務器の前身)大
阪･外国人居留地にて唐
筆･唐墨を仕入れ造幣局
や砲兵工場･紡績工場な
どに販売｡

1869

【米】：大陸横断鉄道完成 1 【日】：諸道の関所を廃止 【日】：薩摩藩軍楽隊の最初
3 【日】：東京遷都
5 【日】：榎本武揚投降､戊辰戦

争終結
6 【日】：版籍奉還

1870 明治3 2 【日】：樺太開拓使設置 【ﾌﾟﾛｼｱ･仏】：普仏戦争(~1871) 【日】：西周､家塾：『育英舎』開
設､主に『百学連環』を講じる｡

【独】：E.v.ﾊﾙﾄﾏﾝ：『無意識
の哲学』

【日】：人力車の発明 【日】：京都に｢舎密局｣設置(陶
器､瑠璃､染色､石鹸を製造)

1870

3 【日】：衆議院開く 【伊】：ｲﾀﾘｱ統一 【日】：加藤弘之：『真政大
意』

9 【日】：平民の姓を許可 【仏】：第3共和制～1940 【米】：W.J.ｽﾍﾟﾝｻｰ：『心理
学原理』

【日】：公家における：『琵琶
道』：『神楽道』の停止
【日】：工部省設置

1871 明治4 7 【日】：日清修好通商条約締結 【独】：ﾄﾞｲﾂ統一 1870説も 【日】：兵部省に軍楽隊設置 【独】：ﾍﾙﾏﾝ･ｺｰｴﾝ：『ｶﾝﾄ
の経験理説』

【米】：ｳｨﾙｿﾝ：ﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞｰ発明 【日】：横浜駅舎(R.P.Bridgens) 【日】：官庁で椅子が使用
される

1871

7 【日】：廃藩置県 【仏】：ﾊﾟﾘ･ｺﾝﾐｭｰﾝ 【日】：ﾐﾙ著､中村正直訳：
『自由之理』

【日】：靴による登庁が始
まる

1872 明治5 【日】：横浜･新橋間鉄道開通 【日】：銀行誕生 ■日本の人口： 34,806(千人)
　　男： 17,666(千人)
　　女： 17,140(千人)

1 14 【日】：天皇が宮中晩餐会で西
洋料理を食す

11 9 【日】：｢改暦の布告｣ 【独】：ﾆｰﾁｪ：『音楽の精神
からの悲劇の誕生』

【日】：第一国立銀行(清水喜
助)

【日】：銀行誕生に伴い洋
式帳簿使用始まる

1872

【日】：銀座赤煉瓦街完成 11 【日】：国立銀行条例公布 【日】：福沢諭吉：『学問の
すゝめ』初編

【日】：富岡製糸場開業

【日】：学制を制定し学区制をし
く

1873 明治6 【日】：ｳｲｰﾝ万国博覧会に参
加出品

【日】：福沢諭吉､森有礼らの明
六社結成に参加

7 【日】：地租改正 【日】：野球初輸入 1 【日】：徴兵令公布 【日】：征韓論敗れ西郷･板
垣下野

【米】：ｼｮｰﾙｽ：ﾀｲﾌﾟﾗｲﾀｰの原
型完成(1865年とする記録もあ
る)｡その後1878年ﾚﾐﾝﾄﾝ父子
が現在のﾀｲﾌﾟﾗｲﾀｰの元祖を
完成

【日】：開成学校[東京](林忠恕) 1873

【日】：開拓使本庁[札幌]
1874 明治7 【日】：大阪･神戸間鉄道開通 【英】：ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝ･ﾃﾞｨｽﾞﾚｰﾘが首

相に再任(第43代)
1 【日】：民選議員設立の建白書 【日】：商社誕生：工芸品の輸

出会社｢起立工商会社｣設立
【日】：ﾊﾟﾝ普及~木村屋の｢あん
ぱん｣が一日1万5千個売れる｡

【米】：ﾀｲﾌﾟﾗｲﾀｰ発売 ﾚﾐﾝ
ﾄﾝ･ｱﾝﾄﾞ･ｻﾝｽﾞ

1874

2 【日】：佐賀の乱 【日】：東京女子師範学校創設
1875 明治8 【日】：愛国者結成 5 【日】：千島･樺太交換条約 【清】：西太后摂政(～1889) 【日】：三菱 (1878説も) 4 【日】：立憲政体漸立の詔 【日】：福沢諭吉：『文明論

之概略』
【日】：厳島神社大鳥居 1875

9 【日】：江華島事件 【日】：同志社英学校創設 (新
島襄)

8 27 【日】：不用物品等払下ﾉﾄｷ其
管庁所属ﾉ官吏入札禁止ﾉ件

【日】：大阪会議（大久保利通・
木戸孝允・板垣退助等）
【日】：東京中央気象台設置

1876 明治9 【日】：京都･大阪間鉄道開通 10 【日】：熊本神風連の乱､萩の
乱､秋月の乱

【日】：三井物産会社設立 3 【日】：廃刀令 【露】：ﾄﾙｽﾄｲ：『ｱﾝﾅ･ｶﾚｰﾆ
ﾅ』

【米】：ﾍﾞﾙ､電話を発明､特許申
請

【日】：開智学校[松本](立石清
重)

【日】：断髪令ならびに官
庁職員は洋服着用を義
務づけられる

1876

【中東】：ﾄﾙｺ､帝国憲法制定
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1877 明治

10
【日】：第一回内国勧業博覧会 【英】：ﾋﾞｸﾄﾘｱ女王 ｲﾝﾄﾞ皇帝の

称
2 【日】：西南の役 【日】：保険会社誕生 ■日本の人口： 35,870(千人)

　　男： 18,187(千人)
　　女： 17,683(千人)

【日】：東京大学創設 【日】：ｽｹｰﾄ渡来 【日】：田口卯吉：『日本開
化小史』

【日】：電話機日本へ輸入 1877

【米】：ﾗｻﾞﾌｫｰﾄﾞ･ﾍｲｽﾞが第19
代大統領に就任

【日】：欧化主義論盛んになる 【米】：ｴｼﾞｿﾝ､ﾌｫﾉｸﾞﾗﾌを発明

1878 明治
11

【日】：ﾊﾟﾘ万博で有田焼の染付
け大皿が金賞受賞

5 【日】：大久保利通暗殺 【国際】：ﾍﾞﾙﾘﾝ列国会議(ｾﾙﾋﾞ
ｱ･ﾓﾝﾃﾈｸﾞﾛ･ﾙｰﾏﾆｱの独立承
認)

【ｽｳｪｰﾃﾞﾝ】：ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ大学創
立

【日】：ﾌｪﾉﾛｻ来朝 【英】：ｹﾙﾋﾞﾝ卿､調和解析機と
潮汐予測機を制作

【日】：銀座煉瓦街 1878

【日】：三菱 【日】：自由民権論の勃興
1879 明治

12
【仏】：ﾗ･ﾏﾙｾｲｪｰｽﾞ ﾌﾗﾝｽ国歌
に

【日】：ﾎﾞｱｿﾅｰﾄﾞ民法起草着手 【 】：ｽﾞｰﾙ戦争 【日】：東京学士会院(→帝国学
士院→日本学士院)設立､初代
会長福沢諭吉

【日】：教育令制定 【ﾉﾙｳｪｰ】：ｲﾌﾟｾﾝ：『人形の
家』

【日】：三重県庁舎(現明治村) 1879

【独･墺】：独墺同盟 【日】：明治生命 【英】：J.S.ﾐﾙ：『社会主義
論』(遺稿)

1880 明治
13

【日】：各地で農民暴動 【英】：ｳｨﾘｱﾑ･ｸﾞﾗｯﾄﾞｽﾄﾝが首
相に再々任(第44代)

【日】：集会条例を定め自由民
権運動を抑制

【日】：官営工場の払下げ概則
制定､三井･三菱･住友･古河な
どの財閥の成長へ

【日】：安田銀行開業､横浜正
金銀行開業(東京銀行横浜支
店の前身)東京貯蔵銀行開業

【日】：横浜で闘鶏が流行する 4 5 【日】：集会条例､発令 【日】：自由民権運動が活
発になる

【日】：狂犬病予防接種→異説
あり(1885)

【日】：そろばん､計算尺での計
算業務

【独】：ｹﾙﾝ教会堂 【 】：銀行の開業と官庁
機能の拡大で事務所とし
ての機能が必要となり始
めた

【日】：西洋家具が一部上
流層に普及

1880

【日】：国会期成同盟開かれる 【日】：鹿島組創設 7 17 【日】：刑法､治罪法の制定 【日】：北海道初の鉄道官営幌
内鉄道開業

【ﾍﾞﾙｷﾞｰ･仏】：ｱｰﾙ･ﾇｰ
ｳﾞｫｰ

【日】：専修･明治･法政大学の
前身が開設

【日】：｢改正教育令｣の公布 【日】：海外より建築技術
者を招聘西洋建築を学
ぶ

【日】：古社寺保存内規制定
1881 明治

14
【日】：第2回内国勧業博覧会
開催

【日】：自由党結成(総理：板垣
退助)

【日】：ｸｰﾃﾞﾀｰによる大隈追放 【日】：生命保険会社誕生(明治
生命)

【日】：ｽﾃｯｷ､懐中時計が流行 【日】：『東洋自由新聞』創
刊､自由党結成

【日】：日本初の私鉄日本鉄道
創業

【日】：明治憲法制定会議場
(現：明治記念館)

1881

【日】：東京で大火 【米】：ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ｶﾞｰﾌｨﾙﾄﾞが第
20代大統領に就任

【日】：国会開設の詔 【日】：東京職工学校創設 【日】：京都にて結婚紹介業が
誕生

【米】：ﾁｪｽﾀｰ･ｱｰｻｰが第21代
大統領に就任

【日】：農商務省新設 【米】：UP通信社創立

【露】：ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ3世がﾛｼｱ帝
国第13代皇帝に

【日】：明治14年政変：大隈重
信と伊藤博文の激突､大隈重
信追放される｡

1882 明治
15

【英】：ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ国民同盟結成 【日】：伊藤･大隈･板垣の政争
が激化

7 【朝】：壬午の変 ■日本の人口： 37,259(千人)
　　男： 18,854(千人)
　　女： 18,405(千人)

【日】：清水組(現清水建設)請
負業の近代化を進める

【日】：上野動物園開館 1 【日】：軍人勅諭 【日】：ﾙｿｰ：『社会契約論』
の中江兆民による漢訳：
『民約訳解』

9 4 【米】：ｴｼﾞｿﾝの発電所発足 【日】：東京帝室博物館開館
[上野](ｺﾝﾄﾞﾙ)

1882

【日】：自由党成立 【日】：伊藤博文憲法調査の為
渡欧

【英】：ｴｼﾞﾌﾟﾄを軍事占領 【日】：日本銀行が開業(東京･
大阪)東京電灯会社設立

【日】：憲兵条例制定 【日】：新橋駅～横浜駅間急行
列車運行

【日】：立憲帝政党･改進党結
成

【日】：井上馨外務卿を議長と
して不平等条約の改正に着手
する｡

【国際】：ｺﾝｽﾀﾝﾁﾉｰﾌﾞﾙ列国会
議(ｴｼﾞﾌﾟﾄ問題)

【日】：日本銀行条例公布 【日】：東京馬車鉄道(後の都
電)開業

【日】：自由党総裁板垣退助暴
漢に襲われ負傷

【独墺伊】：独墺伊三国同盟

【日】：儒教主事教育方針を徹
底
【日】：条約改正各国連合会予
備会開開会
【日】：福島事件起こる

1883 明治
16

【日】：旱魃の為各地で水騒動
続発

【仏】：ﾍﾞﾄﾅﾑを保護国とする 【日】：渋沢栄一等が三菱の海
運独占に対抗し共同運輸会社
を創設激しく競争

【日】：炭坑騒動起こる 【日】：東京の鉄道馬車普及､
馬糞処理が問題化

6 20 【日】：太政官達：官報の発行 【独】：ﾆｰﾁｪ：『ﾂｧﾗﾄｩｽﾄﾗは
こう語った』

【日】：鹿鳴館開館(ｼﾞｮｻｲｱ･ｺﾝ
ﾄﾞﾙ設計)

【日】：金融･海運業の事
務所が拡大

1883

【仏】：ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ攻略 【日】：医業開業規則･医師免
許規定､制定

【独】：ﾋﾞｽﾏﾙｸ：国家社会政
策

【日】：北白川宮邸･有栖川宮
邸完成

【独】：社会民主党機関紙：
『新時代』(～1917)

1884 明治
17

【日】：官報発刊 【英】：社会主義者同盟結成
(ｳｨﾘｱﾑ･ﾓｰﾙｽ)

【国際】：ﾍﾞﾙﾘﾝ列国会議(ｱﾌﾘｶ
分割)

【日】：松方ﾃﾞﾌﾚの影響深刻農
民騒動続発

7 【日】：華族令制定 【独】：ｴﾝｹﾞﾙｽ：『家族･私
有財産および国家の起
源』

【日】：弥生式土器の発見 【日】：朝鮮海峡に海底電線敷
設終了

【西】：ｻｸﾞﾗﾀﾞ･ﾌｧﾐﾘｱ教会堂(起
工)/A.ｶﾞｳﾃﾞｨ

【日】：篠崎ｲﾝｷ：国産ｲﾝｷ
製造開始｡その後ｽﾀﾝﾌﾟ
台を発売

1884

【日】：農民騒動続発 【日】：自由党解党 【清･仏】：清仏戦争 【日】：日本銀行国債事務取扱
い開始

【日】：松屋文具店(本郷･
東大前)：大学ﾉｰﾄ発売

1885 明治
18

【ﾍﾞﾄﾅﾑ】：労働党結成 【日】：清国と天津条約締結 【日】：日本銀行券発行開始 【日】：岩崎弥之助三菱社を設
立

【日】：東京師範女子部で洋服
を制服とする

【独】：ﾏﾙｸｽ：『資本論』第2
巻

【日】：日本鉄道品川線(現;山
手線)開業

【日】：東山梨郡役所(現明治
村)

1885

【英】：ﾛﾊﾞｰﾄ･ｶﾞｲｽｺｲﾝ(ｾｼﾙ)が
首相に就任(第45代)

【日】：逓信省が創設(初代大臣
榎本武揚)

【日】：三菱社第百十九国立銀
行買収銀行業務本格化

【仏】：ﾙｲ･ﾊﾟｽﾂｰﾙによって､弱
毒狂犬病ﾜｸﾁﾝが開発された

【日】：伊藤博文第一次内閣成
立(初代)

【日】：東京瓦斯創業

【日】：薩長中心の内閣制度ｽ
ﾀｰﾄ､伊藤博文初代総理大臣
に就任

【日】：日本郵船会社設立

1886 明治
19

【日】：ﾉﾙﾏﾝﾄﾝ号事件(日本人
乗客全員溺死)

【英】：ｳｨﾘｱﾑ･ｸﾞﾗｯﾄﾞｽﾄﾝが首
相に再々任(第46代) 後ｶﾞｲｽｺ
ｲﾝが再任(第47代)

【日】：内閣制度に伴う諸制度､
機構､官制の整備が進む

【英】：ﾋﾞﾙﾏを併合 【日】：雨宮製糸場が同盟罷業
に入る｡わが国ｽﾄﾗｲｷの先駆

【日】：日本建築学会創立 【日】：ｱｲｽｸﾘｰﾑ初めて発売さ
れる

【日】：教科書検定制始まる 【日】：文学に言文一致運
動

【独】：自動車の発明(ﾍﾞﾝ
ﾂ)1883説も･･･

【 】：ﾌｪﾙﾄ､ﾗｲﾌﾟﾆｯﾂの計算機
(歯車式乗除機)の実用化

【日】：ﾄﾞｲﾂ政府の建築顧
問招聘

1886

【日】：毎日新聞誕生(東京横浜
毎日新聞改称)

【日】：びん詰めの酒が発売さ
れる

【日】：帝国大学令･師範学校
令･小学校令･中学校令が公
布

【米】：『 ｸｫｰﾀｰﾘ･ｼﾞｬｰﾅﾙ･
ｵｳﾞ･ｴｺﾉﾐｸｽ』創刊くﾊｰ
ｳﾞｧｰﾄﾞ〉

【米】：AFL(ｱﾒﾘｶ労働総同盟)
結成

1887 明治
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【日】：井上外相の条約改定が
行き詰まり辞任

【仏】：ﾌﾗﾝｽ領ｲﾝﾄﾞｼﾅ成立 ■日本の人口： 38,703(千人)
　　男： 19,554(千人)
　　女： 19,149(千人)

【日】：安田財閥の要安田保善
社(現安田不動産)設立

【日】：欧米主義の波に乗ってｷ
ﾘｽﾄ教系女学校が急増

12 【日】：保安条例公布 【日】：中江兆民：『三酔人
経綸問答』

11 18 【日】：電燈の供給開始(東京電
燈会社)

【 】：ﾎﾞﾘｰ､ﾗｲﾌﾟﾆｯﾂの計算機
(歯車式乗除機)の実用化

【日】：建築棟数過去8年
で倍増

【日】：真崎仁六が鉛筆を
国内で初めて量産に成功
(三菱鋭鉛筆の前身)

1887

【日】：反政府運動が昂揚(三大
事件建白：憲法論議の自由､
地租軽減､外交の挽回)

【日】：花王の前身である｢長瀬
商店｣創業

【日】：自転車が流行 【英】：炭抗法(少年労働の禁
止)

【日】：徳富蘇峰ら：『国民
之友』創刊

【米】：ﾏｲｹﾙｿﾝ=ﾓｰﾘｰの実験､
ｴｰﾃﾙの存在を否定(1905年に
は理論的にも決着)

【日】：財閥を中心として
会社が多数設立され事
務所機能が益々拡大

【日】：大阪府主催｢舶来
模造品共進会｣開催｡鉛
筆やｲﾝｷが急速に普及｡

【日】：札幌麦酒創業
【日】：大倉喜八郎日本土木会
社を創立(現大成建設)
【日】：帝国生命保険会社設立
(朝日生命保険の前身)
【日】：東京火災保険会社設立
(安田火災海上の前身)
【日】：日本麦酒会社･東京綿
商社(鐘紡の前身)設立

1888 明治
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8 31 【英】：切り裂き屋ｼﾞｬｯｸ5人の
被害者

【独】：ｳｲﾙﾍﾙﾑⅡ世即位 4 【日】：枢密院設置 【日】：各地で労働争議頻発 【日】：東京綿商社､鐘淵紡績
会社に社名変更

【日】：三越に洋服店開業 4 【日】：市制･町村制公布 【日】：『東京朝日新聞』『大
阪毎日新聞』発刊

【独】：ﾍﾙﾂ､電磁波の存在を実
験により証明

【日】：有線電話業務開始 【日】：渋沢栄一邸(辰野金吾) 【米】：ｼﾞｮﾝ･ﾗｳﾄﾞ：ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ
の原型でｲﾝｸでﾎﾟｲﾝﾄをつ
けるためのﾎﾟｰﾙﾎﾟｲﾝﾄﾍﾟﾝ
を発明

1888

【日】：磐梯山大噴火 【日】：黒田清隆内閣成立(第2
代)

【日】：｢君が代｣国歌制定 【日】：狩野芳崖：『悲母観
音』

【日】：伊予鉄道四国初の鉄道
開業

【日】：帝国大学理科大学(山口
半六)

【日】：大隈重信外務大臣就任 【日】：北海道庁舎
1889 明治
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【日】：三條實美臨時内閣 山県
有朋第一次内閣成立(第3代)

【日】：大同団結運動の分裂 【南米】：ﾌﾞﾗｼﾞﾙ無血革命 【日】：新様式の1円券を発行 【国際】：第1回ﾒｰﾃﾞｰ 【日】：関西学院設立 【日】：海水浴が盛んになる 2 【日】：大日本帝国憲法発布さ
れる

【日】：一夫一婦制確立運
動が始まる

【日】：九州初の鉄道九州鉄道
が開業

【米】：ﾎﾚﾘｽ､電気式作表機を
国税調査に使用

【英】：ﾛﾝﾄﾞﾝのﾀﾜｰﾌﾞﾘｯｼﾞ完成 1889

【米】：ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝ･ﾊﾘｿﾝが第23
代大統領に就任

【日】：文部大臣森有礼暗殺さ
れる

【米】：第一回汎米会議 【日】：富山魚津で米騒動起き､
各地で農民騒動が増加

【日】：大阪天満紡績会社で争
議､憲兵出動

【日】：日本生命保険会社開業 【日】：電気時計がｱﾒﾘｶから輸
入される

【日】：東海道本線(新橋駅～神
戸駅間)全通

【日】：歌舞伎座･伏見宮邸･明
治宮邸完成
【仏】：ｴｯﾌｪﾙ塔完成

1890 明治
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【日】：自由党再興(立憲自由
党)

11 【日】：第一回帝国議会開催 【独】：ﾋﾞｽﾏﾙｸ下野 【日】：米価騰貴により各地で
米騒動

【英】：ｲｷﾞﾘｽ経済学協会設立
〔のち,王立経済学会と改称〕

10 【日】：教育勅語発布 【ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ】：ﾌﾚｰｻﾞｰ：『金
枝篇』

【日】：東京･横浜で電話開通 【日】：ﾆｺﾗｲ教会堂完成 【日】：日本初の電動式ｴ
ﾚﾍﾞｰﾀ､展望台｢凌雲閣｣
に設置

【日】：福井商店(ﾗｲｵﾝ事
務器の前身)：欧米輸入文
具商の看板を上げる

12 1 《ｲﾄｰｷ》：伊藤喜商店創
業

1890

【米】：ｸﾞﾙﾊﾞｰ･ｸﾘｰﾌﾞﾗﾝﾄﾞが第
22代大統領に就任

【日】：衆議院の第一回総選挙
実施

【日】：日本法律学校開校(のち
の日本大学)

【英】：ﾊｰﾃﾞｨ：『ﾃｽ』 【日】：日本最初の磁石式単式
交換機

【日】：第一高等学校(山口半
六)

【日】：木製の机･椅子が
銀行･保険･商社に普及す
る

【日】：女子高等師範学校(師範
学校女子部の独立)

【日】：岡倉天心東京美術
学校長となる

【日】：日本最初の実用機：ｶﾞ
ﾜｰﾍﾞﾙ電話機

【日】：帝国ﾎﾃﾙ竣工(渡邊謙設
計)

【米】：『 ｼﾞｬｰﾅﾙ･ｵｳﾞ･ﾎﾞﾘ
ﾃｨｶﾙ･ｴｺﾉﾐｰ』創刊くｼｶｺﾞ〉

【日】：帝国議会仮議事堂

【墺】：ﾏｼﾞｮﾘｶ･ﾊｳｽ[Wien](O.ﾜ
ｸﾞﾅｰ)
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【日】：濃尾大地震や各地での
風水害など天災が多発

【日】：松方正義第一次内閣成
立(第4代)

5 【日】：大津事件(ﾛｼｱ皇太子を
斬り付ける)

【英】：初等教育法(授業料廃
止)

【日】：東京に婦人労働者が増
加

【日】：小林富次郎商店(ﾗｲｵﾝ
の前身)創業

【日】：浅草凌雲閣美人投票
(100人の写真から)

【英】：『ｴｺﾉﾐｯｸ･ｼﾞｬｰﾅﾙ』
創刊くﾛﾝﾄﾞﾝ〉

【米】：映画(ｷﾈﾄｽｺｰﾌﾟ)の発
明：ﾄｰﾏｽ･ｴｼﾞｿﾝ

【日】：三菱社が丸の内･
神田の土地10万坪買い
取りｵﾌｨｽ街を計画

【米】：ｳｨｯﾄ･ｺﾑ･ｼﾞｬﾄﾞｿﾝ：
綴具のﾌｧｽﾅｰ開発

《ｲﾄｰｷ》：取扱商品：座
椅子/大算盤/金庫等

1891

【日】：立憲自由党､自由党と改
称

【日】：衆議院議会に鉱毒問題
が登場(足尾鉱毒事件)

【露･仏】：露仏協定 【日】：明治火災保険会社設立 【日】：福沢諭吉：『痩我慢
の説』

【日】：大隈重信立憲改進党に
入党

1892 明治
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8 【日】：伊藤博文第二次内閣成
立(第5代)

【日】：政府の選挙大干渉､地
方官や警察は実力･武力で民
党を弾圧

2 【独】：ﾍﾞﾙﾘﾝの労働者暴動 【日】：三井鉱山設立 【日】：火災保険の依頼者が増
加(前年の濃尾地震や神田の
大火などで)

【蘭】：ﾃﾞｭﾎﾞｱ：ｼﾞｬﾜ原人発
見

【米】：活動写真の発明(ｴｼﾞｿﾝ) 【米】：ｼﾞｪﾝ･W･ﾚﾉが｢傾斜
形ｴｽｶﾚｰﾀ｣の特許を取
得

【米】：Dr.ﾛｰｽﾞﾉｰ,ﾊﾞｰﾁｶ
ﾙ･ﾌｧｲﾙ法を提案

《ｲﾄｰｷ》：取扱商品に岐
阜提灯が加わる

1892

【英】：ｳｨﾘｱﾑ･ｸﾞﾗｯﾄﾞｽﾄﾝが首
相に再々々任(第49代)

【 】：労働争議頻発 【日】：土木建築請負業｢大林
店｣創業(大林組)

【米】：ｼﾞｮｰｼﾞ･H･ｳｨﾗｰが
動力で動く｢移動手すり｣
を考案(ｴｽｶﾚｰﾀの前身)

【日】：東洋自由党結成(貧民労
働者保護)

【英】：ﾗﾝｶｯｼｬｰ紡績工場ｽﾄﾗｲ
ｷ

【日】：日本火災保険会社開業 【米】：ﾊﾞｰﾃｨｶﾙ･ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ
発明

■日本の人口： 40,508(千人)
　　男： 20,443(千人)
　　女： 20,065(千人)

【米】：GE(ｼﾞｪﾈﾗﾙ･ｴﾚｸﾄﾘｯｸ)創
立
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【英】：独立労働党結成 【日】：条約改正案と交渉方針
決定

【日】：三菱社を三菱合資会社
に改組

【日】：明治座開場 4 【日】：集会および政社法･出版
法･版権法公布

【日】：ｱﾌﾟﾄ式により碓氷峠間
(横川～軽井沢)開業

【 】：四則演算ができる計算機
が発明された

【ﾍﾞﾙｷﾞｰ】：ﾀｯｾﾙ邸[ﾌﾞﾘｭｯｾﾙ] 1893

【米】：ｸﾞﾙﾊﾞｰ･ｸﾘｰﾌﾞﾗﾝﾄﾞが第
24代大統領に就任

【日】：津村順天堂創業 【独】：新兵役法(常備軍増強) 【日】：東北線全通

1894 明治
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【独】：ｷｰﾙ運河完成 【英】：ｱｰﾁﾎﾞﾙﾄﾞ･ﾌﾞﾘﾑﾛｰｽﾞが
首相に就任(第50代)

8 1 【日】：日清戦争勃発 【朝】：東学党の乱 【日】：日本銀行西部支店開設 【日】：貧困児童のため夜学･
日曜学校などを勧奨

【英】：8時間労働法声明 【独】：ﾏﾙｸｽ：『資本論』第3
巻

1 7 【仏】：映画の発明 【日】：謄写版発明(堀井新次
郎)

【独】：ﾄﾞｲﾂ国会議事堂 【日】：ｵﾌｨｽﾋﾞﾙの建設が
活発化

《ｲﾄｰｷ》：堀井謄写版の
販売開始

1894

【露】：ﾆｺﾗｲ2世がﾛｼｱ帝国第
14代皇帝に

【日】：条約改正の成功 【仏】：ﾄﾞﾚﾌｪｽ事件 【日】：不景気で東京の中級貸
家に空家が増加

【日】：明治天皇銀婚式記念切
手発行

【仏】：映画(ｽｸﾘｰﾝ映写方式)
の発明

【日】：三菱1号館竣工(三菱合
資会社本社)(ｺﾝﾄﾞﾙ)

【日】：ｺﾝﾄﾞﾙ設計ｵﾌｨｽﾋﾞ
ﾙ完成

【日】：東京府庁舎(妻木頼黄)
1895 明治
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【日】：平安遷都1100年祭 【英】：ﾛﾊﾞｰﾄ･ｶﾞｲｽｺｲﾝ(ｾｼﾙ)が

首相に再々任(第51代)
【日】：三国干渉(独･仏･露)遼
東半島返還

【日】：住友銀行設立許可 【英】：H･G･ｳｪﾙｽﾞ：『ﾀｲﾑ･ﾏ
ｼﾝ』

9 28 【仏】：最初の映画(ｼﾈﾏﾄｸﾞﾗﾌ)
公開：『工場の出口』(ﾓﾉｸﾛ無
声ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ)

【伊】：ﾏﾙｺﾆｰ､無線電信を発
明｡英仏海峡電波を送信

【日】：京都帝室博物館(片山東
熊)

【日】：銀行･保険･郵便な
どｻｰﾋﾞｽ業が拡大されｵ
ﾌｨｽｽﾍﾟｰｽが拡大する｡
多くの事務処理が発生｡

1895
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【日】：自由党が伊藤内閣と提
携

【日】：日清戦争終結､下関講
和条約成立(朝鮮独立､遼東半
島･台湾の割譲､賠償金2億両
支払い)

【日】：新潟鐵工所設立 11 8 【独】：X線の発見(ﾚﾝﾄｹﾞﾝ) 【米】：ﾓｰﾙｽ音響通信開始 【日】：三菱2号館竣工

【仏】：CGT(労働総同盟)創立 【日】：自動織機発明(豊田佐
吉)

【日】：秀英舎印刷工場[東
京](若山鉉吉)：鉄骨造建築の

【米】：ﾅｲﾔｶﾞﾗ発電所開業 【日】：日本初の電気鉄道開業
(後の京都市電)

【米】：ｷﾞｬﾗﾝﾃｨﾋﾞﾙ/L.H.ｻﾘﾊﾞﾝ
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【国際】：第1回近代ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ競
技(ｱﾃﾈ)開催

3 【日】：進歩党結成 【朝】：朝鮮国王がﾛｼｱの被護
下に入る

【日】：国立銀行は総て普通銀
行に転換

【日】：紡績会社でｽﾄﾗｲｷが相
次ぐ

【日】：第一国立銀行が㈱第一
銀行として開業

【日】：ｴｼﾞｿﾝ発明のｷﾈﾄｽｺｰﾌﾟ
が始めて神戸に輸入される

4 27 【日】：民法制定 【日】：三菱3号館竣工 【日】：ｺﾝﾄﾞﾙの弟子辰野
金吾設計のｵﾌｨｽﾋﾞﾙ

1896

【日】：三陸の大津波･全国的
は水害が起こる

【日】：黒田清隆臨時内閣成立
松方正義第二次内閣成立(第6
代)

【日】：紡績工場で職工引き抜
き事件が多発

【日】：日本海上保険㈱設立 【日】：一高野球ﾁｰﾑが横浜外
人ﾁｰﾑに大勝

【日】：日本銀行本店竣工(設
計：辰野金吾)

【墺】：ｵｯﾄｰ･ﾜｸﾞﾅｰ：『近
代建築』

【日】：伝染病(赤痢･腸ﾁﾌｽ)大
流行

【日】：進歩党設立(大隈重信)､
松方内閣の提携

【米】：ﾎﾚﾘｽ作表機の会社を設
立(後のCTR→IBM)

1897 明治
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【日】：足尾鉱毒事件が政治問
題化

【米】：ｳｨﾘｱﾑ･ﾏｯｷﾝﾘｰﾞが第25
代大統領に就任

【朝】：李氏朝鮮､国号を大韓帝
国に変更

【日】：金本位制確立 【日】：紡績･炭坑で労働争議
多発､社会主義運動が活発と
なる

【日】：㈱鴻池銀行設立(三和銀
行の前身)

【日】：ｱﾙﾑ製弁当箱誕生 【英】：労働者保護法 【日】：社会主義運動の胎
動

【独】：ﾃﾞｨｰｾﾞﾙがﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関
を完成

【伊】：無線電信の発明(ﾏﾙｺｰ
ﾆ)?

【墺】：ｵｯﾄｰ･ﾜｸﾞﾅｰ等､ｾ
ｾｯｼｮﾝ(分離派運動)

【伊】：ｱﾙｶﾞｲﾕ･ﾊｲﾊﾞｯｸﾁｪ
ｱ(Charles-Rennie-
Mackintosh)

1897

【日】：日清戦争の勝利で経済
界大いに発展

【日】：労働組合期成会発起人
会が開催

【日】：京都帝国大学設立 【日】：新貨幣法公布(金本位制
確立)

【独】：ﾌﾞﾗｳﾝ､ﾌﾞﾗｳﾝ管を発明 【日】：福井商店(ﾗｲｵﾝ事
務器の前身)：獅子印図引
ｺﾝﾊﾟｽ･烏口量産化｡国産
化の先鞭は明治2年に鉄
砲士和田真一郎の手作り
による

【日】：日本銀行名古屋支店開
設

■日本の人口： 42,400(千人)
　　男： 21,356(千人)
　　女： 21,044(千人)

【日】：東京建物設立 【日】：福井商店(ﾗｲｵﾝ事
務器の前身)：文具ｶﾀﾛｸﾞ
第1号発刊｡明治34年に
図版入り第2号ｶﾀﾛｸﾞ発
刊｡

【日】：日本勧業銀行開業 【日】：福井商店(ﾗｲｵﾝ事
務器の前身)：輸入ﾍﾟﾝ先
が大ﾋｯﾄ｡英ﾋﾝｸｽｳｪﾙｽﾞ社
製｡同時に英ｽﾃﾌｧﾝｲﾝｷ
や仏ｱﾝﾄﾝｲﾝｷも好評｡

【日】：八幡製鉄の前身が誕生
(農商務省)
【日】：北海道拓殖銀行設立

1898 明治
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【日】：伊藤博文第三次内閣成
立(第7代) 大隈重信第一次内
閣成立(第8代) 山県有朋第二
次内閣成立(第9代)

【日】：公立小学校の増設 【清】：清､戊戌)政変(西太后の
ｸｰﾃﾞﾀ)

【日】：日本鉄道会社ｽﾄﾗｲｷ 【日】：日本映画はじまる 6 21 【日】：民法施行法 抄制定 【独】：3B政策(世界制覇政
策)

【英】：ﾋﾟｱｿﾝ：｢記述統計学｣ 【墺】：ｾｾｯｼｮﾝ館[Wien](ｵﾙﾌﾞ
ﾘｯﾋ)

【米】：ﾊﾞｰﾃｨｶﾙ･ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ
考案

1898

【日】：憲政党設立(大隈重信･
板垣退助)

【日】：日本最初の政党内閣成
立(憲政党内閣)

【清】：独仏英露諸国､清から各
地を租借

【米】：ﾆｭｰﾖｰｸ市制(人口340万
人)

【仏】：労働者災害補償法 【日】：福沢諭吉：『福翁自
伝』

【仏】：ｷｭﾘｰ夫妻：ﾗｼﾞｳﾑ発見

【米】：ｱﾒﾘｶがｽﾍﾟｲﾝと戦いﾌｨﾙ
ﾋﾟﾝを併合

1899 明治
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【日】：ﾍﾟｽﾄの流行 【日】：幸徳秋水･樽井藤吉が
普通選挙期成同盟会結成

7 【日】：外国人の内地雑居を許
す

【国際】：万国平和会議開催(ｵ
ﾗﾝﾀﾞﾊｰｸﾞ)

【英】：労働組合会議 【日】：安田財閥安田商事設立 【日】：小学生の喫煙が増える 3 8 【日】：船舶法制定 【米】：T.ｳﾞｪﾌﾞﾚﾝ：『有閑階
級の理論』

【日】：全国電話加入者数1万
突破

【日】：東京商業会議所(妻木頼
黄)

1899

【日】：渋沢栄一･大倉喜八郎ら
が衆議院議員選挙法改正期
成同盟会結成

【日】：欧米との不平等条約改
正

【中】：義和団事件(排外民族主
義運動)

【日】：竹中工務店神戸にて創
立

3 9 【日】：商法制定 【露】：ﾄﾙｽﾄｲ：『復活』 【日】：長距離通話(東京～大阪
間)開始

【日】：改正条約の発効 【南ｱ】：ﾎﾞｰｱ戦争 【日】：私立学校令公布
1900 明治
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【国際】：第2回ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ(ﾊﾟﾘ) 【英】：労働者代表委員会(後の

｢労働党｣)成立
7 【日】：治外法権撤廃 4 【清】：清､義和団事件(北清事

変)｡｢扶清滅洋｣の反乱拡大し､
8ｶ国共同出兵

9 14 【日】：女子英語塾(現､津田塾
大学)設立

【日】：男女混浴禁止 3 7 【日】：未成年者喫煙禁止法制
定

【英】：ｴｳﾞｧﾝｽ：ｸﾉｯｿｽ､ﾐﾉｽ
宮殿を発掘(～1907)

【独】：最初の飛行船(ﾂｪｯﾍﾟﾘﾝ) 【日】：丸善がｳｴﾘﾝﾄﾝ･ﾀｲﾌﾟﾗｲ
ﾀｰの輸入販売開始

【日】：*木材(ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ)：
明治末期～大正初期に
かけて官庁･軍隊･学校
等に使用される

【西】：ｱｰﾑﾁｪｱ/A.ｶﾞｳﾃﾞｨ 1900

【日】：東京にﾍﾟｽﾄ流行 【日】：伊等博文､政友会結成 6 14 【米】：ﾊﾜｲ諸島ｱﾒﾘｶ領に併合 【日】：津田梅子女子英学塾設
立

【日】：鉄道唱歌大流行 3 【日】：治安警察法公布､ｽﾄﾗｲ
ｷを違法とする

【日】：新渡戸稲造：『武士
道』

【日】：新橋､上野両停車場構
内に初めて自働電話(公衆電
話)登場

【日】：｢ｴｽｶﾚｰﾀｰ｣が商
標として登録され､50年
間その呼称を使用するこ
とができず､一般には｢自
動階段｣などと呼ばれる

【日】：ｵﾌｨｽに木製机が普
及

【日】：伊藤博文第四次内閣成
立(第10代)

【日】：与謝野鉄幹：『明星』
創刊

【日】：矢頭良一､手回し式計算
機を作成

【米】：ｽﾃｯﾌﾟが付いた現
在の原型とも言えるｴｽｶ
ﾚｰﾀが誕生

【日】：芝に西洋家具工場
が生産拡大､西洋家具街
を作る

【日】：立憲政友会成立(伊藤博
文)

【米】：A.ｶｰﾈｷﾞｰ：『富の福
音』

【仏】：ｺﾝﾃ社：ｸﾚｵﾝ(色
ﾁｮｰｸ)発売

【墺】：S.ﾌﾛｲﾄ：『夢判断』
1901 明治
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【国際】：第1回ﾉｰﾍﾞﾙ賞授与 【日】：西園寺公望臨時内閣 桂

太郎第一次内閣成立(第11代)
【日】：田中正造足尾鉱毒事件
を天皇に直訴(失敗)

【豪】：ｵｰｽﾄﾗﾘｱ連邦成立 【日】：経済危機が起こる 2 【日】：八幡製鉄所創業 【日】：『中央公論』創刊 【 】：ｷｲﾊﾟﾝﾁ機出現 【日】：日本生命保険会社[大
阪](関野貞)

1901

【米】：ｾﾙﾄﾞｱ･ﾙｰｽﾞﾍﾞﾙﾄﾞが第
26代大統領に就任

【日】：大日本労働団体連合会
結成

【日】：ﾆｰﾁｪの紹介盛んに
なる(登張竹風：『ﾌﾘｰﾄﾞﾘｯ
ﾋ･ﾆｰﾁｪを論ず』)

【伊】：ﾏﾙｺﾆｰ､大西洋をまたい
だ通信に成功

【日】：八幡製鉄所製鋼工場

【日】：日本赤十字社創立 【日】：岡倉天心､ｲﾝﾄﾞ旅行
中に：『東洋人の理想』執
筆

【米】：USｽﾁｰﾙ会社設立 【日】：幸徳秋水：『廿世紀
之怪物帝国主義』
【日】：高山樗牛：『美的生
活を論ず』(：『太陽』)
【日】：内村鑑三：『無教会』
創刊
【日】：波多野精一：『西洋
哲学史要』
【日】：与謝野晶子『みだれ
髪』

1902 明治
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【日】：八甲田山雪中死の行軍 8 9 【英】：ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ7世即位 1 12 【日】：日英同盟協約調印 【日】：労働者大懇親会の禁止 【日】：㈱日本興業銀行開業 【日】：井上哲次郎：『日本
古学派之哲学』

【伊】：ﾏﾙｺﾆｰ､昼夜で電波の
到達距離に差のあることを発
見

【日】：三井銀行本店(横河民
輔)

【日】：職場での女性が増
える

【伊】：ﾊｲﾊﾞｯｸﾁｪｱ(ﾋﾙﾊｳｽ
1)(Charles-Rennie-
Mackintosh)

1902

【露】：ｼﾍﾞﾘｱ鉄道完成 【英】：ｱｰｻｰ･ﾊﾞﾙﾌｫｱが首相に
就任(第52代)

【日】：初の任期満了による総
選挙が行われる

■日本の人口： 44,964(千人)
　　男： 22,606(千人)
　　女： 22,358(千人)

【日】：大同生命保険㈱設立 【日】：正岡子規：『病牀六
尺』

【日】：第一銀行本店(辰野金
吾)

【日】：石川徳松：鋼製ﾍﾟﾝ
先を国産化

【日】：第一生命保険相互会社
設立

【米】：W.J.ｼﾞｪｲﾑｽﾞ：『宗教
的経験の諸相』

【日】：東京専門学校が早稲田
大学と改称

1903 明治
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【日】：内村鑑三､幸徳秋水､堺
利彦等が平民社(社会主義)結
成､『万朝報』に非戦論

【露】：満州占領 【日】：京都ﾈﾙ会社､長崎三菱
造船所でｽﾄﾗｲｷ決行､治安警
察法の適用

8 【米】：自動車会社のﾌｫｰﾄﾞ設
立

【日】：東京の市内電車が運行
開始

【英】：G.E.ﾑｰｱ：『観念論論
駁』：『倫理学原理』

12 17 【米】：飛行機初飛行(ﾗｲﾄ兄弟) 【日】：民間建築設計事務所開
設(辰野･葛西)

【 】：ｶｳﾝﾀｰｳｴｲﾄ方式ｴﾚ
ﾍﾞｰﾀの登場､高層ﾋﾞﾙへ
の設置を可能にし､安全
性能が飛躍的に向上

《ｲﾄｰｷ》：ｾﾞﾑｸﾘｯﾌﾟ､ﾎﾁｷ
ｽの輸入販売開始

1903

【米】：8時間労働制の確立 【日】：幸徳秋水：『社会主
義の神髄』

【日】：小西六本店が手提型写
真機を発売

【蘭】：ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ株式取引所/
ﾍﾞﾙﾗｰﾍ

1904 明治
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【国際】：第3回ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ(ｾﾝﾄﾙｲ
ｽ)

2 【日･露】：日露戦争 【英･仏】：英仏協商 【日】：ﾗﾌｶﾃﾞｨｵ･ﾊｰﾝ(小泉
八雲)：『怪談』

【日】：国鉄自動信号機の使用
始める

【英】：ﾌﾚﾐﾝｸﾞの2極真空管が
特許に

【日】：横浜正金銀行本店(妻木
頼黄)

【日】：ｺﾝﾄﾞﾙの弟子妻木
設計

【日】：大日本興国貿易：
米よりﾚｼﾞｽﾀｰの輸入を開
始｡

1904

【日】：日韓議定書と日韓協約
で朝鮮の保護国化推進

【日】：清国への初の借款供与 【日】：岡倉天心渡米､ﾎﾞｽﾄ
ﾝ美術館東洋部顧問とな
る｡

【米】：ｳｨﾙｿﾝ･ｼﾞｮﾝｽﾞ社：ﾘ
ﾝｸﾞ式ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ発売｡

【日】：堺利彦･幸徳秋水訳
(抄訳)：『共産党宣言』
【日】：進化論の解説書多
数出版(丘浅次郎：『進化
論講話』)
【日】：与謝野晶子｢君死に
給ふこと勿れ｣
【仏】：ﾛﾏﾝ･ﾛｰﾗﾝ：『ｼﾞｬﾝ･ｸ
ﾘｽﾄﾌ』
【米】：T.ｳﾞｪﾌﾞﾚﾝ：『企業の
理論』
【墺】：ｼｭﾀｲﾅｰ：『神智学--
--超感覚的世界の認識と
人間の本質への導き』

1905 明治
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【英】：ﾍﾝﾘｰ･ｷｬﾝﾍﾞﾙが首相に
就任(第53代)

9 5 【日･露】：ﾎﾟｰﾂﾏｽ講和条約 【露】：｢血の日曜日｣事件(労働
者の誓願行進に軍が発砲)

【米】：IWW(世界産業労働者組
合)の成立

【仏】：政教分離法成立 【独】：ﾏｯｸｽ･ｳﾞｪｰﾊﾞｰ：『ﾌﾟﾛ
ﾃｽﾀﾝﾃｨｽﾞﾑの倫理と資本
主義の精神』

【独】：ｱｲﾝｼｭﾀｲﾝ､特殊相対性
理論,ﾌﾞﾗｳﾝ運動の理論,光量
子の理論を発表

【日】：初めて無線電信活用(日
本海海戦)

【日】：大阪瓦斯会社[大阪](田
辺淳吉)

1905

【清】：孫文､東京で中国革命
同盟会を結成

【日】：日比谷焼討事件(講和条
約に不満)

【露】：ﾛｼｱ｢第一革命｣(ﾆｺﾗｲ
Ⅱ､国会召集を約束)

【日】：上田敏『海潮音』 【日】：奥羽本線全通 【日】：東京～佐世保間長距離
電話線開通

【日】：日本勧業銀行本店[東
京](妻木頼黄)

【露】：ｾﾙｹﾞｲ･ｳｨｯﾃが初代首
相に就任

【日】：平民新聞発禁と結社禁
止

【日】：阪神電気鉄道開業(大阪
～神戸)

【仏】：ﾊﾟﾘｼﾞｬﾝ新聞社

【日】：奉天大会戦と日本海海
戦で勝利

1906 明治
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【米】：ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ大地震 1 【日】：日本社会党結成(堺利
彦)

【米】：ｷｭｰﾊﾞ内乱米軍出動 【日】：女性の職業分野広がる 11 【日】：南満州鉄道株式会社設
立

【日】：年賀特別郵便規則制定
(年賀葉書?)

【ｽｳｪｰﾃﾞﾝ】：普通選挙法 【独】：ｶｯｼｰﾗｰ：『認識問
題』

【 】：ﾄﾞ･ﾌｫﾚｽﾄ､3極管を発明 【日】：海底線による日米直通
電信連絡開始

【日】：帝国図書館(辰野金吾) 1906

【日】：西園寺公望第一次内閣
成立(第12代)

【英】：自動車会社のｵｰｽﾁﾝ
(Austin)創立

【日】：鉄道国有法公布 【独】：ﾍﾙﾏﾝ･ﾍｯｾ：『車輪の
下』

【伊】：ﾌﾞﾗｳﾝとﾏﾙｺﾆｰ鉱石検波
器を発明; 1909年のﾉｰﾍﾞﾙ賞

【米】：ﾕﾆﾃｨ教会堂/F.L.ﾗｲﾄ

【日】：第一次西園寺内閣誕生 【日】：岡倉天心：『茶の本』
【露】：ｲﾜﾝ･ｺﾞﾚﾑｲｷﾝが首相に
就任(第2代) ﾋﾟｮｰﾄﾙ･ｽﾄｳｲﾋﾟﾝ
が首相に就任(第3代)

【日】：夏目漱石：『草枕』

【日】：島崎藤村：『破戒』
1907 明治
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2 【日】：日本社会党禁止 6 【日】：日仏協約､日露協約成

立
【ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ】：ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ連
邦成立

【日】：足尾銅山､別子銅山で
大暴動

【日】：㈱箕面有馬電気軌道が
創立(阪急の前身)

4 24 【日】：刑法制定 【独】：ﾃﾞｨﾙﾀｲ：『哲学の本
質』

【米】：ｸﾞﾗﾓﾌｫﾝ社最初のﾗｼﾞｵ
放送局をNYで設立

【墺】：ｼｭﾀｲﾝﾎﾌの協会/O.ﾜｸﾞ
ﾅｰ

【日】：ｾｾｯｼｮﾝ 【日】：黒田久吉：写真帳
(ｱﾙﾊﾞﾑ)発売

《ｲﾄｰｷ》：米ﾖｰﾏﾝ･ｱｰﾍﾞ
ｲ社より木製引出しｷｬﾋﾞ
ﾈｯﾄ輸入販売

1907

【日】：ﾊｰｸﾞ密使事件(韓国皇
帝日本の侵略を平和会議で訴
える)

■日本の人口： 47,416(千人)
　　男： 23,786(千人)
　　女： 23,630(千人)

【仏】：炭坑労働者の8時間労
働法

【仏】：ﾋﾟｶｿ､ﾌﾞﾗｯｸ等､ｷｭﾋﾞ
ｽﾞﾑ(立体派)創始

【仏】：ﾍﾞﾙｸｿﾝ：『創造的進
化』



西暦 年号 01.出来事 02.政党・元首 03.政治･外交（日本） 04.政治･外交（欧米） 05.金融･経済 06.人口･労働 07.企業･団体設立 08.風俗・流行 09.法律・基準 10.文化（社会科学） 11.文化（自然科学） 12.情報通信システム・機器関連 13.文化（建築･デザイン） 14.オフィス 15.家具･文具 16.業界動向 西暦
【米】：W.J.ｼﾞｪｲﾑｽﾞ：『ﾌﾟﾗｸﾞ
ﾏﾃｨｽﾞﾑ』

1908 明治
41

【国際】：第4回ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ(ﾛﾝﾄﾞﾝ) 【英】：ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ･ﾍﾝﾘｰ･ｱｽｷｽ
が首相に就任(第54代)

【日】：戊申詔書(国民道徳強化
政策)

10 5 【ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ】：ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ独立 【日】：日本窒素㈱創立 【英】：炭坑労働者の8時間労
働法

【日】：波多野精一：『基督
教の起源』

【日】：｢味の素｣の誕生 【英】：ｽｳｨﾝﾄﾝ､電子式走査法
発表：陰極線管TVを示唆

【日】：会社の中古品事務
机の転用

《ｲﾄｰｷ》：手提げ金庫生
産開始

1908

【日】：初のﾌﾞﾗｼﾞﾙ移民出発 【清】：溥儀帝位継承 【仏】：ｼﾞｮﾙｼﾞｭ･ｿﾚﾙ：『暴力
論』

【日】：中央本線全通 【日】：上流階級で立ち机･
椅子の普及(子供用)

【日】：桂太郎第二次内閣成立
(第13代)

【日】：村田謙三：四ﾂ珠算
盤創案発売
【米】：ｼﾝｼﾅﾁ･ﾀｲﾑﾚｺｰ
ﾀﾞｰ社製品販売開始

1909 明治
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【日】：大日本精糖の疑獄事件 【米】：ｳｨﾘｱﾑ･ﾀﾌﾄ：が第27代
大統領に就任

10 【日】：伊藤博文ﾊﾙﾋﾟﾝで射殺さ
れる

【独･仏】：独仏協定(対ﾓﾛｯｺ) 【日】：三井合名会社設立 【英】：最低賃金法/労働交換
(職業斡旋)所法

【仏】：A.ｼﾞｲﾄﾞ：『狭き門』 【日】：赤坂離宮(片山東熊) 1909

【日】：三井慈善病院設立(三井
記念病院の前身)

【仏】：ﾎﾟｱﾝｶﾚ：『科学と方
法』

【日】：東海銀行本店

【仏】：ﾒｰﾃﾙﾘﾝｸ：『青い鳥』 【日】：奈良ﾎﾃﾙ(辰野金吾)
【露】：ﾚｰﾆﾝ：『唯物論と経
験論批判』

【米】：ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ･ﾀﾜｰ[N.Y.]

【米】：ﾛﾋﾞｰ邸/F.L.ﾗｲﾄ
1910 明治
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6 5 【日】：大逆事件：幸徳秋水ら

逮捕される
【南ｱ】：南ｱﾌﾘｶ連邦成立 【日】：塩野義製薬所設立 【日】：ﾊﾚｰ彗星と大洪水 【日】：初の労働立法工場法の

公布
【英】：B.ﾗｯｾﾙ/A.ﾎﾜｲﾄﾍｯ
ﾄﾞ：『ﾌﾟﾘﾝｷﾋﾟｱ･ﾏﾃﾏﾃｨｶ(数
学原理)』

【日】：全国電話加入者数10万
突破

【西】：ｶｻ･ﾐﾗ/A.ｶﾞｳﾃﾞｨ 【日】：建築学会の様式
論争

《ｲﾄｰｷ》：英文ﾀｲﾌﾟﾗｲﾀｰ
販売開始

1910

8 【日】：韓国併合(韓国統監：寺
内正毅)

【日】：国内最初のｻﾗﾘｰﾏﾝ向
け民間ｱﾊﾟｰﾄ誕生

【独】：ｶｯｼｰﾗｰ：『実体概念
と関数概念』

【日】：伊東屋文具店

【日】：浅草･芝で公認職業紹
介所開設

【日】：雑誌『白樺』創刊 【日】：丸ﾉ内の煉瓦街完成

【日】：石川啄木：『一握の
砂』『時代閉塞の現状』

【日】：三菱銀行大阪支店(曽根
達蔵)

【日】：柳田国男：『遠野物
語』

【米】：ﾗｰｷﾝ社事務棟
[Buffalo](F.L.ﾗｲﾄ)

【米】：ﾙｰｽﾞﾍﾞﾙﾄ：『新国家
主義』

1911 明治
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【英】：ﾆｭｰﾃﾞﾘｰでｼﾞｮｰｼﾞ5世戴
冠式

【日】：幸徳秋水死刑 10 10 【中】：辛亥革命 【日】：日本銀行京都･福島･広
島･函館･金沢を支店に昇格

【日】：安田銀行と安田商事合
併㈱安田銀行となる

【日】：東京でｶﾌｪが開店 【ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ】：政教分離法成立 【日】：生田長江訳：『ﾂｧﾗﾄ
ｽﾄﾗ』

【ﾉﾙｳｪｰ】：ｱﾑﾝｾﾞﾝ南極探検 【日】：岩手銀行[盛岡](辰野金
吾)

1911

【日】：西園寺公望第二次内閣
成立(第14代)

【日】：普選法が衆議院を通過
(貴族院否決)

【伊】：ﾄﾘﾎﾟﾘ戦争(vsﾄﾙｺ) 【米】：ﾎﾚﾘｽの会社ともう2社と
が合併し CTR社設立(後の
IBM)

【日】：電気事業法公布 【日】：西田幾多郎：『善の
研究』

【蘭】：ｵﾗﾝﾀﾞ ﾗｲﾃﾞﾝ大学の物
理学者 Heike Kamerlingh
Onnes 超伝導を発見

【日】：警視庁[東京](福岡常次
郎)

【露】：ｳﾗｼﾞﾐｰﾙ･ｯｺﾂｪﾌが首相
に就任(第4代)

【日】：片山潜･藤田四郎社会
党を結成するが禁止される

【日】：平塚らいてう『青鞜』
創刊

【日】：三井物産横浜支店1号
館[横浜](遠藤於蒐)
【日】：帝国劇場[東京](横河民
輔)

1912 明治
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4 14 【英】：ﾀｲﾀﾆｯｸ号沈没 7 【日】：明治天皇崩御 8 22 【日】：日韓併合 1 【中】：中華民国成立(清滅亡) ■日本の人口： 50,577(千人)
　　男： 25,365(千人)
　　女： 25,212(千人)

【日】：ﾀｸｼｰ会社誕生 【日】：井上哲次郎：『国民
道徳概論』

【日】：山陰線全通 【日】：高島屋京都店(日比忠
彦)

【日】：三菱長崎造船所で
船舶用ｽﾁｰﾙ家具を研究

1912

【国際】：第5回ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ(ｽﾄｯｸﾎ
ﾙﾑ)

【中】：袁世凱政権成立 12 【日】：第一次護憲運動始まる 【中】：中国支配を狙って六国
借款団

【露】：ｶﾝﾃﾞｨﾝｽｷｰ：『芸術
における精神的なもの(抽
象芸術論)』

【日】：三井貸事務所[東京](横
河民輔)

【日】：国際ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ初参加 【日】：桂太郎第三次内閣成立
(第15代)

【日】：日本赤十字社(妻木頼
黄)

1913 大正2 【日】：第1回東洋ｵﾘﾝﾋﾟｯｸがﾏﾆ
ﾗで開催

【中】：孫文亡命､袁世凱大統
領に当選

【日】：桂内閣倒壊､山本内閣
成立

【ｶﾅﾀﾞ】：日本人渡航制限 【日】：最初のｶﾄﾘｯｸ大学上智
大学設立認可

【日】：森永ﾐﾙｸｷｬﾗﾒﾙ発売 【ﾉﾙｳｪｰ】：婦人参政権獲得 【日】：和辻哲郎：『ﾆｲﾁｪ研
究』

【英】：H･G･ｳｪﾙｽﾞのSF(The
Liberated World)に｢原爆｣登場

【日】：銀座･黒沢商店：こ
の頃から英や独からﾊﾞｲﾝ
ﾀﾞｰやｴｷｽｺﾝﾌｧｲﾙやAZ
ﾌｧｲﾙの輸入を開始｡銀行
や保険会社に販売開始｡

《ｲﾄｰｷ》：ｾﾞﾆｱｲｷ(金銭
記録出納機)発売

1913

【日】：東北･北海道で大凶作 【日】：山本權兵衛第一次内閣
成立(第16代)

【日】：中華民国承認 【米】：ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ排日土地法成
立

【仏】：ﾏﾙｾﾙ･ﾌﾟﾙｰｽﾄ：『失
われた時を求めて』

【日】：三菱長崎造船所が
戦艦金剛にｽﾁｰﾙ家具を
艤装

【米】：ｳｯﾄﾞﾛｳ･ｳｨﾙｿﾝ：が第28
代大統領に就任

【日】：特別高等警察の設置 【米】：ﾀｰﾚﾙ社製鋼製保
管庫輸入販売(鋼製家具
取扱開始)

1914 大正3 【日】：東京大正博覧会開く 【日】：大隈重信第二次内閣成
立(第17代)

【日】：ｼｰﾒﾝｽ事件(海軍高官に
贈賄)

【国際】：ｻﾗｲｴｳﾞｫ事件を機に
第一次世界大戦(～1918)

【日】：日本銀行新潟支店･松
本支店開設

【日】：夏目漱石：『こゝろ』 【中米】：ﾊﾟﾅﾏ運河開通 1 3 【米･独】：米-独間の直通無線
通信確立

【西】：ｸﾞｴﾙ公園/A.ｶﾞｳﾃﾞｨ 【独】：ﾄﾞｲﾂ工作連盟博覧
会(ｹﾙﾝ)(工作連盟運動)

【日】：三菱長崎造船所で
民需品としてｽﾁｰﾙﾃﾞｽｸ､
ｶｰﾄﾞｹｰｽ､更衣ﾛｯｶｰを発
売(1957年まで続く)

《ｲﾄｰｷ》：米ﾀｰﾚﾙ社製
鋼製保管庫(ﾉｯｸﾀﾞｳﾝ)輸
入販売

1914

【米】：ﾊﾟﾅﾏ運河開通 【露】：ｲﾜﾝ･ｺﾞﾚﾑｲｷﾝが首相に
就任(第5代)

【日】：関税自主権の確立 【国際】：第一次世界大戦 【日】：日本美術院再興(院
展)､二科会結成｡

【独】：ｶﾞﾗｽの家/B.ﾀｳﾄ 【日】：日本橋の三越呉
服店に日本初のｴｽｶﾚｰ
ﾀ

【米】：米ﾀｰﾚﾙ社製鋼製
引出式保管庫輸入販売

【独】：ﾄﾞｲﾂ工作連盟博覧会ｵｰ
ｽﾄﾘｱ館(J.Hoffmann)

【仏】：ﾙ･ｺﾙﾋﾞｼﾞｪ：『ﾄﾞﾐﾉ･
ｼｽﾃﾑ』

【独】：ﾄﾞｲﾂ工作連盟博覧会ﾓ
ﾃﾞﾙ工場(W.Gropius)
【日】：東京駅開場(辰野金吾)

1915 大正4 【日】：全国中等学校野球大会
開催

7 30 【日】：大正天皇践祚 【日】：中国に21ヶ条要求 【伊】：三国同盟破棄､ｵｰｽﾄﾘｱ
の宣戦

【日】：ｱｰｾﾐﾝ商会(第一製薬の
前身)設立

【日】：銀ﾌﾞﾗが流行 【ﾃﾞﾝﾏｰｸ】：婦人参政権獲得 【独】：ｶﾌｶ：『変身』 【独】：ｱｲﾝｼｭﾀｲﾝが一般相対
性理論を完成

【 】：ﾍﾞﾈﾃﾞｨｸｽ､ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ結晶
の整流効果を発見：ﾏｲｸﾛﾁｯﾌﾟ
示唆

【日】：ｵﾌｨｽﾜｰｶｰ増大 【日】：ｼｬｰﾌﾟﾍﾟﾝｼﾙ国産化
(ｼｬｰﾌﾟ創業者の早川徳
次)

1915

【英】：ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ･ﾍﾝﾘｰ･ｱｽｷｽ
が首相に再任(第55代)

【日】：武田製薬所設立 【日】：西田幾多郎：『思索
と体験』

【日】：邦文ﾀｲﾌﾟﾗｲﾀｰの発明
(杉本京太)(大正3年説も)

【米】：ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺで米文
房具商工大会開催｡日本
人として福井正太郎(のち
の五代目福井庄次郎)ら4
名初参加｡

【日】：和辻哲郎：『ｾﾞｴﾚﾝ･
ｷｪﾙｹｺﾞｵﾙ』

【日】：邦文ﾀｲﾌﾟﾗｲﾀｰ発売(日
本書字機械商会)

1916 大正5 10 1 【日】：逓信省、簡易生命保険
制度を創設

【英】：ﾃﾞﾋﾞｯﾄ･ﾛｲﾄﾞ･ｼﾞｮｰｼﾞが首
相に就任(第56代)

6 5 【英】：｢ｱﾗﾌﾞの反乱｣ ■日本の人口： 53,496(千人)
　　男： 26,841(千人)
　　女： 26,655(千人)

【日】：合資会社清水組に改組
(現清水建設)

【日】：大正ﾃﾞﾓｸﾗｼｰ 文学･芸
能が活発

【ｽｲｽ】：ｿｼｭｰﾙ：『一般言
語学講義』

【独】：ｱｲﾝｼｭﾀｲﾝ『一般相対性
理論』を発表

【日】：大阪朝日新聞社(竹中工
務店)

1916

【国際】：第6回ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ(ﾍﾞﾙﾘﾝ)
中止

【日】：寺内正毅内閣成立(第
18代)

【日】：大日本医師会創立(会
長：北里柴三郎)

【中】：排袁世凱運動と満
蒙独立運動

【独】：ｼｭｳﾞｧﾙﾂｼﾙﾄ､ﾌﾞﾗｯｸﾎｰﾙ
の存在を予測

【露】：ﾎﾞﾘｽ･ｽﾁｭﾒﾙが首相(第6
代)に就任 ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ･ﾄﾚﾎﾟﾌが
首相に就任(第7代)

【日】：『京都哲学会』結
成､：『哲学研究』創刊

【日】：芥川龍之介：『鼻』
【日】：吉野作造：『憲政の
本義を説いて其の有終の
美を済すの途を論ず』『中
央公論』､ﾃﾞﾓｸﾗｼｰを唱導
【日】：新ｶﾝﾄ派の紹介が盛
んになる(ﾘｯｹﾙﾄ：『認識の
対象』の山内得立訳など)
【日】：倉田百三：『出家とそ
の弟子』

1917 大正6 【露】：ﾆｺﾗｲ･ｺﾞﾘﾂｨﾝが首相に
就任(第8代)

【日】：第13回総選挙(政友会
圧勝)

2 【独】：無制限潜水艦作戦の宣
言

9 【日】：金輸出禁止→(1930/01) 【日】：事故･災害が頻発 【日】：西田幾多郎：『自覚
に於ける直観と反省』

【日】：黒澤商店がｶﾅ文字のｽ
ﾐｽ･ﾀｲﾌﾟﾗｲﾀｰを実用化する｡

【日】：日清生命保険会社[東
京](佐藤功一)

《ｲﾄｰｷ》：ﾎﾁｷｽの専門
協力工場を開設(大阪
西成)

1917

【露】：ﾛｼｱ共和国が誕生 ｳﾗｼﾞ
ﾐｰﾙ･ﾚｰﾆﾝが初代首相に就任

【露】：ﾛｼｱ革命､ｿｳﾞｨｴﾄ征韓誕
生

【露】：ﾚｰﾆﾝ：『国家と革命』

【露】：ﾛｼｱ帝国から臨時政府
に移行 ｹﾞｵﾙｷﾞｰ･ﾘｳﾞｫﾌが初代
臨時政府首相に就任 ｱﾚｸｻﾝ
ﾄﾞﾙ･ｹﾚﾝｽｷｰが第2代臨時政
府首相に就任

1918 大正7 【国際】：ｽﾍﾟｲﾝ風邪大流行 【中】：中国国民党が発足 【日】：ｼﾍﾞﾘｱ出兵 11 11 【国際】：第一次世界大戦終了 【日】：日本銀行松江支店開設 【日】：三菱商事､三菱鉱業(現
ﾏﾏﾃﾘｱﾙ)分社設立

【日】：浅草ｵﾍﾟﾗ､東京歌劇､宝
塚少女歌劇が流行

【英】：30歳以上の婦人に選挙
権が与えられる

【独】：ｼｭﾍﾟﾝｸﾞﾗｰ：『西洋の
没落』

【日】：日本初のｹｰﾌﾞﾙｶｰ生駒
鉄索鉄道開業

【日】：大本鉄鋼所､計算器開
発を始める(ﾀｲｶﾞｰ計算器)

【日】：東京海上ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ完成
(ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ名称の始まり)

【米】：ｱｰﾄﾒﾀﾙ社がﾌｧｲﾘﾝ
ｸﾞｷｬをはじめ､ｽﾁｰﾙ家具
の製造･販売を開始

1918

【日】：ｽﾍﾟｲﾝ風邪大流行 【日】：原敬内閣成立(第19代) 【日】：第一回全国青年団連合
大会開催(青年団の始まり)

【独】：ﾄﾞｲﾂ革命 【日】：米騒動が全国に波及 【独】：ｼﾞﾝﾒﾙ：『生の哲学』 【日】：日本計算器(後のﾋﾞｼﾞｺﾝ
社)の創始者小嶋和三郎､昌和
洋行設立

【蘭】：赤と青の椅子
(Gerrit-Thomas-Rietveld)

【独】：ﾌﾞﾛｯﾎ：『ﾕｰﾄﾋﾟｱの精
神』
【日】：『赤い鳥』創刊
【日】：田辺元：『科学概論』
【日】：波多野精一/宮本和
吉訳：『ｶﾝﾄ実践理性批判』

1919 大正8 【米】：ｱﾒﾘｶ共産党成立 6 28 【独】：ﾍﾞﾙｻｲﾕ条約 【日】：ﾗｲｵﾝ石鹸工場改組､ﾗｲ
ｵﾝ石鹸を設立

1 17 【米】：禁酒法施行 【ｽｲｽ】：ｶｰﾙ･ﾊﾞﾙﾄ：『ﾛﾏ
書』

【英】：ﾗｻﾞﾌｫｰﾄﾞ､人工的な核分
裂物質を生成：原子核破壊実
験

【伊】：ﾏﾙｺﾆｰ短波ﾗｼﾞｵを開発 【独】：ﾊﾞｳﾊｳｽ･ﾜｲﾏｰﾙ
(～1933)

1919

【国際】：ﾊﾟﾘ講和会議開催 【日】：塩野義三郎商店と塩野
義製薬所が合併､塩野義商店
発足

8 【独】：ﾜｲﾏｰﾙ憲法 【英】：J.M.ｹｲﾝｽﾞ：『平和の
経済的帰結』

【日】：東京大阪間航空郵便開
始

【米】：Eccles と Jordan 電子
回路ﾌﾘｯﾌﾟﾌﾛｯﾌﾟを発明

【朝】：三･一運動(朝鮮の独立
宣言とﾃﾞﾓ)

【日】：三菱銀行分社設立 【日】：普選の要求と選挙法の
改正

【英】：S.ﾓｰﾑ：『月と6ﾍﾟﾝｽ』

【日】：東京俸給生活者同盟会
発会(ｻﾗﾘｰﾏﾝﾕﾆｵﾝ)

【独】：ﾔｽﾊﾟｰｽ：『世界観の
心理学』
【日】：『改造』創刊
【日】：津田左右吉：『古事
記及び日本書紀の新研
究』
【日】：和辻哲郎：『古寺巡
礼』
【蘭】：ﾎｲｼﾞﾝｶﾞ：『中世の
秋』

1920 大正9 【国際】：第7回ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ(ｱﾝﾄﾜｰ
ﾌﾟ)

【独】：ﾅﾁｽ(ﾄﾞｲﾂ)結成 1 【国際】：国際連盟 【日】：戦後恐慌の様相 【日】：八幡製鉄で大ｽﾄﾗｲｷ 【米】：婦人参政権獲得 【英】：ﾎﾜｲﾄﾍｯﾄﾞ：『自然の
概念』

【米】：世界初ﾗｼﾞｵ放送開始 【日】：ｵﾌｨｽでの業務の
効率化が求められる

【日】：ｵﾌｨｽでの机･椅子･
収納が一般化

1920

【日】：第一回国勢調査 【英】：ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ自由国成立 ■日本の人口： 55,963(千人) 【中】：魯迅：『阿Q正伝』 【日】：分離派建築会
【独】：ﾏｯｸｽ･ｳﾞｪｰﾊﾞｰ：『宗
教社会学論集』
【日】：西田幾多郎：『意識
の問題』



西暦 年号 01.出来事 02.政党・元首 03.政治･外交（日本） 04.政治･外交（欧米） 05.金融･経済 06.人口･労働 07.企業･団体設立 08.風俗・流行 09.法律・基準 10.文化（社会科学） 11.文化（自然科学） 12.情報通信システム・機器関連 13.文化（建築･デザイン） 14.オフィス 15.家具･文具 16.業界動向 西暦
【日】：東京帝国大学助教
授森戸辰男､『経済学研
究』に｢ｸﾛﾎﾟﾄｷﾝの社会思
想の研究｣を掲載したため
に休職処分となる｡
【米】：ﾃﾞｭｰｲ：『哲学の改
造』

1921 大正
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【独】：ｱｲﾝｼｭﾀｲﾝ､ﾉｰﾍﾞﾙ物理
学賞受賞

【伊】：ﾌｧｼｽﾄ党(ｲﾀﾘｱ)が結成 11 4 【日】：原敬首相刺殺 【中東】：ｲﾗｸ王国成立 【日】：日本最初のﾒｰﾃﾞｰ(参加
1万人)

【日】：三菱電機設立 【日】：羽仁とも子･自由学園開
校

4 11 【日】：ﾒｰﾄﾙ法公布 2 16 【日】：小川未明｢赤い蝋燭
と人魚｣連載開始

【 】：単語ﾛﾎﾞｯﾄが初めて Karel
Capek(1890-1938)の作品(ﾛｯ
ｻﾑの万能ﾛﾎﾞｯﾄ)に登場

【日】：文化学院[東京都千代
田区](西村伊作)

【 】：ﾃﾞ･ｽﾃｲﾙ(～1931) 【米】：数字打抜器(ﾁｪｯｸﾗ
ｲﾀｰ発売)ｼｶｺﾞ印

【日】：国産ｽﾁｰﾙ製保管
庫の生産伸びる(1920
年代)

1921

【中】：中国共産党成立 ■日本の人口： 56,666(千人) 【日】：ﾒｰﾄﾙ法施行 【日】：ﾌﾟﾛﾚﾀﾘｱ文芸運動
(1921-1933頃)

【 】：構成主義(～1930)

【独】：ｱﾄﾞﾙﾌ･ﾋﾄﾗｰがﾅﾁｽ党首
に

【日】：国有財産法･借地法･借
家法公布

【日】：河上肇：『唯物史観
研究』

【欧】：ｱｰﾙ･ﾃﾞｺ(～1930)

【日】：内田康哉臨時内閣 高橋
是清内閣成立(第20代)

【日】：雑誌『種蒔く人』創刊 【日】：ﾘﾉﾘｳﾑ：国産発売

【米】：ｳｫｰﾚﾝ･ﾊｰﾃｨﾝｸﾞ：が第
29代大統領に就任

【日】：志賀直哉：『暗夜行
路』
【日】：倉田百三：『愛と認
識との出発』

1922 大正
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3 3 【日】：水平社結成 2 6 【国際】：ﾜｼﾝﾄﾝ海軍軍縮条約
調印

【日】：日本銀行岡山支店開設 ■日本の人口： 57,390(千人) 【日】：西武鉄道 【日】：鈴木善太郎がﾖｰﾛｯﾊﾟへ
旅行して持ち帰った戯曲｢ﾛﾎﾞｯ
ﾄ｣(ﾁｬﾍﾟｯｸ/ﾁｪｺ)が流行

3 30 【日】：未成年者飲酒禁止法制
定

4 2 【日】：『ｻﾝﾃﾞｰ毎日』創刊 【日】：全国電話加入者数40万
突破

【日】：三菱銀行本店[東京](桜
井小太郎)

《ｳﾁﾀﾞ》：製図機中心の
時代

1922

7 15 【日】：日本共産党結成(堺利
彦)

【ｿ】：ｿﾋﾞｴﾄ社会主義共和国連
邦成立

【日】：目黒蒲田電鉄 4 22 【日】：健康保険法制定 【ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ】：ｼﾞｮｲｽ：『ﾕﾘｼｰ
ｽﾞ』

【日】：大阪商船神戸支店[兵
庫県神戸市](渡辺節)

《ｳﾁﾀﾞ》：製図用見本帳
発行

11 8 【日】：革新倶楽部結成(犬養
毅･尾崎行雄ら)

【日】：未成年飲酒禁止法公布 【英】：T.S.ｴﾘｵｯﾄ：『荒地』 【日】：帝国ﾎﾃﾙ全焼

【ｿ】：ｿﾋﾞｴﾄ連邦(ｿ連)が社会主
義国として誕生 ﾖｼﾌ･ｽﾀｰﾘﾝが
書記長に就任

【英】：ﾂﾀﾝｶｰﾒﾝの墓を発
見

【伊】：ｲﾀﾘｱﾌｧｼｽﾄ政権樹立
(ﾑｯｿﾘｰﾆ)

【日】：左右田喜一郎：『文
化価値と極限概念』

【英】：ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ･ﾎﾞﾅｰ･ﾛｰが首
相に就任(第57代)

【日】：志賀直哉：『暗夜行
路』

【日】：加藤友三郎内閣成立(第
21代)

【墺】：ｳｨﾄｹﾞﾝｼｭﾀｲﾝ：『論
理哲学論考』

1923 大正
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9 1 【日】：関東大震災 【英】：ｽﾀﾝﾘｰ･ﾎﾞｰﾙﾄﾞｳｨﾝが首
相に就任(第58代)

7 24 【中東】：ﾛｰｻﾞﾝﾇ条約締結､ﾄﾙ
ｺ共和国誕生

■日本の人口： 58,119(千人) 【日】：日本航空(株) 【日】：洋裁の家庭普及 4 14 【日】：恩給法制定 【ﾊﾝｶﾞﾘｰ】：ﾙｶｰﾁ：『歴史と
階級意識』

9 1 【日】：関東大震災で関東地方
の電話壊滅

【日】：丸の内ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ[東京
都千代田区](桜井小太郎)

【日】：*石材：関東大震
災以降､内装材として使
用され始める

《ｺｸﾖ》：東京進出(主力
商品は帳簿)

1923

【伊】：ｼﾁﾘｱ島ｴﾄﾅ山の大爆発 【日】：内田康哉臨時内閣 山本
權兵衛第二次内閣成立(第22
代)

【日】：富士電機(富士通の親会
社)

【日】：競馬法公布 【独】：ｶｯｼｰﾗｰ：『象徴主義
の哲学』

【日】：ﾀｲｶﾞｰ計算機発売 【日】：丸の内ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
(床材：ﾘﾉﾘｳﾑ)

【米】：ｶﾙｳﾞｧﾝ･ｸｰﾘｯｼﾞが第30
代大統領に就任

【米】：ﾊｰﾏﾝﾐﾗｰ創立 【日】：西田幾多郎：『芸術
と道徳』

【日】：大本鉄工所｢虎印計算
器第一号｣を完成

【日】：帝国ﾎﾃﾙ･ﾗｲﾄ館落成 【日】：三菱1号館の照明
がｶﾞｽﾗｲﾄから白熱灯に

【米】：ﾊﾟﾝ･ｱﾒﾘｶﾝ航空 【日】：北一輝：『日本改造
法案大綱』

【日】：堂島ﾋﾞﾙﾁﾞﾝｸﾞ[大阪](竹
中工務店)

【墺】：ﾏﾙﾃｨﾝ･ﾌﾞｰﾊﾞｰ：『我
と汝』

【日】：日本興行銀行[東京](渡
辺節)
【日】：郵政ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ[東京都
千代田区](曽禰中條)

1924 大正
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【国際】：第1回冬季ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ
(ｼｬﾓﾆｰ)

【ｿ】：ﾚｰﾆﾝが死去 ﾖｼﾌ･ｽﾀｰﾘﾝ
が事実上のｿ連最高責任者に

【日】：第二次護憲運動 【中･ｿ】：中ｿ国交樹立 ■日本の人口： 58,876(千人) 5 23 【日】：同潤会設立 6 13 【日】：築地小劇場開場 3 20 【日】：谷崎潤一郎：『痴人
の愛』連載開始

8 1 【日】：甲子園野球場完成 《ｲﾄｰｷ》：和文ﾀｲﾌﾟﾗｲﾀｰ
販売開始

1924

【国際】：第8回ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ(ﾊﾟﾘ) 【英】：ﾗﾑｾﾞｲ･ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞが首相
に就任(第59代) 後ﾎﾞｰﾙﾄﾞｳｨﾝ
が再任(第60代)

【米】：ﾜﾄｿﾝ(T.J Watson) が
CTR社を IBMに改名

【中】：孫文：『三民主義』 【日】：東京歌舞伎座(岡田信一
郎)

【日】：加藤高明内閣成立(第
24代)

【独】：ﾄﾚﾙﾁ：『歴史主義と
その克服』

【日】：清浦奎吾内閣成立(第
23代)

【日】：私小説論争(~1927)

【日】：新感覚派：川端康
成､横光利一ら(1924～
1931年)
【日】：田辺元：『ｶﾝﾄの目的
論』
【日】：内村鑑三：『日本の
天職』
【仏】：ｱﾝﾄﾞﾚ･ﾌﾞﾙﾄﾝ：『ｼｭﾙﾚ
ｱﾘｽﾑ宣言』

1925 大正
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3 1 【日】：ﾗｼﾞｵ放送開始 3 31 【日】：商工省･農林省設置 12 1 【欧】：ﾛｶﾙﾉ条約調印 ■日本の人口： 59,737(千人) 【日】：東京電力 【日】：新橋演舞場 開場 4 22 【日】：治安維持法公布 1 1 【日】：『ｷﾝｸﾞ』(講談社)創刊 【英】：ｼﾞｮﾝ･ﾛｷﾞｰ･ﾍﾟｱｰﾄﾞが初
のﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ実験に成功

【日】：東京大学安田講堂(内田
祥三)

【 】：機能主義(～1930) 《ｳﾁﾀﾞ》：逸見式計算尺販
売開始

《ｲﾄｰｷ》：鋼製保管庫製
造開始(自社製鋼製家
具のはじめ)

1925

5 5 【日】：普通選挙法公布 【独】：ﾋﾄﾗｰ：『わが闘争』 【日】：東京中央電信局(山田
守)

【独】：ﾊﾞｳﾊｳｽ･ﾃﾞｯｻｳ(～
1933)

《ｳﾁﾀﾞ》：吉野式算盤販売
開始

【日】：細井和喜蔵：『女工
哀史』

【蘭】：ｵﾗﾝﾀﾞ･新即物主
義

1926 大正
15

【日】：若槻禮次郎第一次内閣
成立(第25代)

【独･ｿ】：独ｿ友好中立条約(ﾍﾟ
ﾙｼｬ条約)調印

■日銀券発行高：　 16(億円) 【日】：労働組合数： 488
   　 ：労働争議数： 1,260

8 6 【日】：日本放送協会 【日】：川端康成：『伊豆の
踊り子』

【日】：電話加入数 50万突破 【独】：ﾊﾞｳﾊｳｽ校舎
[Dessau](W.Gropius)

【米】：ﾜｼﾘｰ･ﾁｪｱ
(M.Breuer)

《ｲﾄｰｷ》：ﾗｼﾞｵの販売開
始

1926

【日】：大正天皇崩御 ■日本の人口： 60,741(千人)
　　男： 30,521(千人)
　　女： 30,220(千人)

【日】：和辻哲郎：『日本精
神史研究』

【日】：住友ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ[大阪
市](住友合資会社工作部)

【日】：神宮外苑完成
【日】：聖徳記念絵画館[東京]
【日】：日本勧業銀行大阪支店
(渡辺節)

1927 昭和2 12 30 【日】：東京(浅草･上野間)に地
下鉄開通

【日】：田中義一内閣成立(第
26代)

5 28 【日】：第一次山東出兵 【中】：蒋介石､上海で反革命
ｸｰﾃﾞﾀｰ

4 22 【日】：金融恐慌→支払猶予令 ■日本の人口： 61,659(千人) 【日】：CBS 7 24 【日】：芥川龍之介自殺 7 10 【日】：岩波文庫刊行開始 【米】：合衆国最初のﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ
実演

【日】：横浜正金銀行東京支店
(長野宇平治)

【独】：ｳﾞｨﾝｾﾝﾎｰﾌ･ｼﾞｰﾄﾞ
ﾙﾝｸ展(住宅建築
展)(Stuttgart)

【独】：MRﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ(ｶﾝ
ﾁﾚﾊﾞｰﾁｪ
ｱ)(Mies.V.D.Rohe)

《ｸﾛｶﾞﾈ》：くろがね工作
所創設

1927

【米】：ﾘﾝﾄﾞﾊﾞｰｸﾞ､大西洋無着
陸横断飛行に成功

【中】：南京に国民政府樹立 【日】：三井生命 【日】：ﾓﾎﾞ･ﾓｶﾞ(1920年代後半
～1932年ぐらい)

【印】：ｶﾞﾝﾃﾞｨｰ：『ｶﾞﾝﾃﾞｨｰ自
伝』

【日】：京都市庁舎

【日】：三菱信託銀行 【独】：ﾊｲﾃﾞｶﾞｰ：『存在と時
間』

【日】：早稲田大学大隈講堂(佐
藤功一)

【日】：資生堂 【日】：大阪ﾋﾞﾙﾁﾞﾝｸﾞ東京分館
第一号館[東京都千代田
区](渡辺節)

【日】：日本ﾋﾞｸﾀｰ蓄音機 【日】：東京株式取引所[東京
都中央区](横河民輔)
【日】：同潤会青山ｱﾊﾟｰﾄ完成

1928 昭和3 11 1 【日】：｢ﾗｼﾞｵ体操｣放送開始 【米】：大統領選でﾌｰﾊﾞｰ当選 2 20 【日】：第1回普通選挙 8 27 【国際】：ﾊﾟﾘ不戦条約調印 3 13 【日】：巌松堂(神田)少年店員
42名､丁稚制度に反対して争
議

【日】：日商岩井 3 24 【日】：高島屋にﾏﾈｷﾝｶﾞｰﾙ登
場

2 1 【日】：共産党機関紙：『赤
旗』創刊

【 】：水晶発振子により未曾有
の時間精度(6桁程度)が得ら
れた

【日】：神奈川県庁舎 【欧】：CIAM結成(近代合
理主義)

《ｳﾁﾀﾞ》：ﾄｰﾎｰ自動番号
器(ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞ)販売開始

《ｳﾁﾀﾞ》：ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞへ展
開

1928

【国際】：近代建築国際会議 6 4 【日】：満州某重大事件 ■日本の人口： 62,595(千人) 【日】：ﾏﾙｸｽ･ﾎﾞｰｲ 【英】：D･H･ﾛﾚﾝｽ：『ﾁｬﾀﾚｲ
夫人の恋人』

【独】：ｶﾞｲｶﾞｰ･ｶｳﾝﾀｰ 【日】：白木屋[東京](石本喜久
治)

【伊】：ｸﾞﾗﾝｺﾝﾌｫｰﾙ
(Le.Corbusier)

【国際】：第2回冬季ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ(ｻ
ﾝﾓﾘｯﾂ)

【米】：ﾐｯｷｰﾏｳｽﾃﾞﾋﾞｭｰ｢蒸気
船ｳｨﾘｰ｣

【独】：ﾌﾞﾚﾋﾄ：『三文ｵﾍﾟﾗ』 【米】：ﾆｭｰﾖｰｸ州で初のﾃﾚﾋﾞ放
送開始

【米】：ﾁｪｽｶ･ﾁｪｱ
(M.Breuer)

【国際】：第9回ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ(ｱﾑｽﾃ
ﾙﾀﾞﾑ)

【日】：短歌革新論争

1929 昭和4 【ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ】：ﾄﾞｲﾂ工作連盟住
宅･建築展(ﾜﾙｼｬﾜ)

【英】：ﾗﾑｾﾞｲ･ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞが首相
に再任(第61代)

【日】：緊縮政策 【国際】：世界大恐慌 ■日本の人口： 63,461(千人) 【日】：ﾔﾏﾄ運輸 4 1 【日】：ｻﾝﾄﾘｰｳヰｽｷｰ(初の国
産ｳｲｽｷｰ)発売

【中】：北京原人の最初の
頭蓋骨発見

【 】：ｶﾗｰﾃﾚﾋﾞ信号の転送に成
功

【日】：三井住友銀行東京支店
[東京都中央区](ﾄﾛｰﾌﾞﾘｯｼﾞ･ｱ
ﾝﾄﾞ･ﾘﾋﾞﾝｸﾞｽﾄﾝ事務所)

【ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ】：ｱｰﾑﾁｪｱ
41(Alvar-Aalto)

《ｸﾛｶﾞﾈ》：ﾌｧｲﾘﾝｸﾞｷｬﾋﾞ
ﾈｯﾄを製造販売

1929

【国際】：ﾊﾞﾙｾﾛﾅ万国博 【日】：濱口雄幸内閣成立(第
27代)

【日】：積水化学 8 27 【日】：｢職業ﾆｭｰｽ｣(求人求職)
放送開始

【独】：ﾊｲﾃﾞｶﾞｰ：『ｶﾝﾄと形
而上学の問題』

【日】：日本電気 自動交換機の
国産化

【日】：三井本館
(Trowbridge&Livingston)

【米】：ﾊﾞﾙｾﾛﾅﾁｪｱ
(Mies.V.D.Rohe)

《ｸﾛｶﾞﾈ》：米国ｶｰﾃﾞｯｸｽ
に相当する国産品ﾊﾞｲﾃﾞ
ｷｽを製造(販売は日本
事務器）

【独】：飛行船ﾂｪﾍﾟﾘﾝ号､世界
一周に成功

【米】：ﾊｰﾊﾞｰﾄ･ﾌｰｳﾞｧｰが第31
代大統領に就任

【日】：ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｶﾞｰﾙ登場 【日】：映画｢大学は出たけ
れど｣(小津安二郎監督)

【日】：日本勧業銀行本店[東
京都千代田区](渡辺節)

【米】：第1回ｱｶﾃﾞﾐｰ賞授賞式､
作品賞：『つばさ』

【日】：小林多喜二：『蟹工
船』

1930 昭和5 【国際】：第1回ｻｯｶｰ･ﾜｰﾙﾄﾞｶｯ
ﾌﾟ(ｳﾙｸﾞｱｲ)

【日】：三木清､日本共産党へ
の資金ｶﾝﾊﾟの嫌疑で検挙さ
れ､11月初旬まで豊多摩刑務
所に拘留される｡

1 21 【国際】：ﾛﾝﾄﾞﾝ軍縮会議 1 11 【日】：金解禁 →[金輸出再禁
止](1931/12)

【日】：労働組合数： 712
      ：労働争議数： 2,289

【日】：ｶﾜｲ楽器 【ｿ】：ﾄﾛﾂｷｰ：『永続革命
論』

【独】：ﾊｲｾﾞﾝﾍﾞﾙｸ：『量子力学
の物理的基礎』

【日】：国産のﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞｰ(ｱﾏﾉ) 【 】：ﾊﾞﾙｾﾛﾅﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ
(Mies.V.D.Rohe)

【日】：CIAM(近代合理主
義)：前川/山脇/川喜多

【米】：ﾌﾞﾙｰﾉﾁｪｱ
(Mies.V.D.Rohe)

《ｲﾄｰｷ》：抽選器発売 1930

■日銀券発行高：　　14(億円) ■日本の人口： 64,450(千人)
　　男： 32,390(千人)
　　女： 32,060(千人)

【日】：ｼﾁｽﾞﾝ 【西】：ｵﾙﾃｶﾞ･ｲ･ｶﾞｾｯﾄ：『大
衆の反逆』

【米】：ﾌﾞｯｼｭ 微分解析機(ｱﾅﾛ
ｸﾞｺﾝﾋﾟｭｰﾀ)を製作

【日】：三信ﾋﾞﾙ[東京都千代田
区](松井貴太郎/横河工務所)

【墺】：ﾑｽﾃﾙ･ｼﾞｰﾄﾞﾙﾝｸ展
(Wien)

《ｳﾁﾀﾞ》：ﾀｲﾌﾟﾗｲﾀｰ事業
の展開

【日】：伊勢丹 【日】：第一銀行本店[東京](西
村好時)

《ｳﾁﾀﾞ》：丸善とﾛｰﾔﾙﾀｲ
ﾌﾟﾗｲﾀｰの満州代理店契
約結ぶ

【日】：株式会社鹿島組設立 【日】：東京商科大学(文部省建
築課)
【日】：明治大学(大森茂)
【日】：野村ﾋﾞﾙ(野村證券本
店)(安井武雄)
【米】：ｸﾗｲｽﾗｰ･ﾋﾞﾙ
[N.Y.](W.Allen)

1931 昭和6 【英】：ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ挙国一致内閣
成立

9 18 【日】：満州事変勃発 【英】：大英帝国からｲｷﾞﾘｽ連
邦へ

■日本の人口： 65,457(千人) 【日】：ﾄｰｷｰ 【ﾁｪｺ】：ｹﾞｰﾃﾞﾙ：『不完全性
定理』

【 】：Johnson ﾏｰｸｼｰﾄ採点方
法を考案｡後にIBMが購入

【日】：警視庁 【日】：福井商店(ﾗｲｵﾝ事
務器の前身)：多穴式ﾊﾞｲﾝ
ﾀﾞｰ国産化発売

1931

【英】：ﾗﾑｾﾞｲ･ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞが首相
に再々任(第62代)

【日】：ﾏﾝｼｮﾝ登場 【日】：三木清：『弁証法の
存在論的解明』

【日】：大丸百貨店大阪店
(ｳﾞｫｰﾘｽﾞ)

【日】：若槻禮次郎第二次内閣
成立(第28代) 犬養毅内閣成
立(第29代)

【日】：大陸政策論争 【仏】：ｻｳﾞｫｱ邸(ﾙ･ｺﾙﾋﾞｭｼﾞｪ)

【墺】：ﾊｲｴｸ：『価格と生産』 【米】：ｴﾝﾊﾟｲｱ･ｽﾃｰﾄ･ﾋﾞﾙ[N.Y.]
1932 昭和7 12 16 【日】：日本橋白木屋ﾃﾞﾊﾟｰﾄに

て火災(女子従業員は和装)
【日】：高橋是清臨時内閣 齋藤
實内閣成立(第30代)

1 28 【日】：上海事変 【ｱｼﾞｱ】：ﾀｲ革命 ■日本の人口： 66,434(千人) 6 12 【日】：東京宝塚劇場設立 【日】：小林秀雄：『Xへの手
紙』

【墺】：磁気ﾄﾞﾗﾑﾒﾓﾘの発明 【英】：ﾃﾞｲﾘｰ･ｴｸｽﾌﾟﾚｽ社
[London]

【 】：国際様式
(InteernationalStyle)(～
1950)

【日】：ﾉｯｸﾀﾞｳﾝ式鋼製保
管庫の製造

《ｲﾄｰｷ》：ｱｲﾃﾞｯｸｽ製造
開始

1932



西暦 年号 01.出来事 02.政党・元首 03.政治･外交（日本） 04.政治･外交（欧米） 05.金融･経済 06.人口･労働 07.企業･団体設立 08.風俗・流行 09.法律・基準 10.文化（社会科学） 11.文化（自然科学） 12.情報通信システム・機器関連 13.文化（建築･デザイン） 14.オフィス 15.家具･文具 16.業界動向 西暦
【伊】：第1回ｳﾞｪﾈﾁｱ国際映画
祭

3 1 【日】：満州国建国宣言 【日】：白木屋ｽﾞﾛｰｽ伝説 【日】：服部時計店[東京都中
央区](渡辺仁)

【独】：ﾊﾞｳﾊｳｽ･ﾍﾞﾙﾘﾝ(～
1933)

【国際】：第10回ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ(ﾛｻﾝ
ｾﾞﾙｽ)

5 15 【日】：五･一五事件

【国際】：第3回冬季ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ
(ﾚｰｸﾌﾟﾗｼｯﾄﾞ)
【独】：高速自動車道路ｱｳﾄﾊﾞｰ
ﾝ完成

1933 昭和8 2 【日】：小林多喜二､同志との街
頭連絡中に逮捕され､東京築
地警察署にて拷問の末､虐殺
される｡

1 30 【独】：ﾋﾄﾗｰ内閣成立｡ｱﾄﾞﾙﾌ･ﾋ
ﾄﾗｰ首相就任｡

3 28 【日】：日本国際連盟脱退 ■日本の人口： 67,432(千人) 【米】：禁酒法を廃止 1 【日】：三木が岩波講座『日
本文学』に書いた｢現代階
級闘争の文学｣が発禁､削
除処分を受ける｡

【日】：大阪ｶﾞｽﾋﾞﾙ(安井武雄) 《ｲﾄｰｷ》：株式会社に改
組

1933

【国際】：ｼｶｺﾞ万博 【米】：ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾙｰｽﾞﾍﾞﾙﾄﾞが第
32代大統領に就任

6 8 【日】：佐野学･鍋山貞親｢
転向｣声明

【日】：東京中央郵便局[東京
都中央区]逓信省(吉田鉄郎)

【独】：ﾊｲﾃﾞｶﾞｰ：『ﾄﾞｲﾂ的大
学の自己主張』

1934 昭和9 9 21 【日】：室戸台風 【独】：ｱﾄﾞﾙﾌ･ﾋﾄﾗｰ総統就任 10 19 【日】：日ｿ国交回復 ■日本の人口： 68,309(千人) 12 26 【日】：東京巨人軍結成 1 【日】：三木清：『ﾚﾄﾘｯｸの精
神』

【独】：ﾂｰｾﾞ､世界最高速計算
機の研究を開始

【ｿ】：ﾌﾟﾗｳﾀﾞ社屋
[Moscow](I.A.Goiosov)

【日】：初期のｽﾁｰﾙﾃﾞｽｸ､
鋼製丸椅子をｶﾀﾛｸﾞ品に

《ｲﾄｰｷ》：ｼﾝｸﾛﾝ電気時
計(東京電気時計製)発
売

1934

【国際】：第2回ｻｯｶｰ･ﾜｰﾙﾄﾞｶｯ
ﾌﾟ(ｲﾀﾘｱ)

【日】：岡田啓介内閣成立(第
31代)

12 3 【日】：ﾜｼﾝﾄﾝ海軍軍縮条約単
独破棄

【日】：ﾊﾟｰﾏﾈﾝﾄ流行 2 【日】：三木清：『歴史的意
識と神話的意識』発表

【日･米】：東京-ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ間
に国際無線電話回線が開通

【日】：築地魚市場 【蘭】：ｼﾞｸｻﾞｸ･ﾁｪｱ(Gerrit-
Thomas-Rietveld)

12 18 【日】：国連加盟 【日】：転向論争 【日】：築地本願寺(伊東忠太)
【日】：明治生命館[東京都中
央区](岡田信一郎)

1935 昭和
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【日】：芥川賞･直木賞創設 【英】：ｽﾀﾝﾘｰ･ﾎﾞｰﾙﾄﾞｳｨﾝが首
相に再々任(第63代)

【ｱﾌﾘｶ】：ｴﾁｵﾋﾟｱ戦争 ■日銀券発行高：　 17(億円) 【日】：労働組合数： 993
      ：労働争議数： 1,872

【日】：日本ﾍﾟﾝｸﾗﾌﾞ発足 【日】：｢ｵﾌｨｽ･ﾜｲﾌ(女性秘書)｣
という流行語

【日】：小林秀雄：『私小説
論』

【日】：湯川秀樹が中間子理論
を予言

【米】：IBM社｢601型｣多重ﾊﾟﾝﾁ
装置を発表

【日】：大阪株式取引所(長谷部
竹腰)

1935

■日本の人口： 69,254(千人)
　　男： 34,734(千人)
　　女： 34,520(千人)

【日】：美濃部達吉：『天皇
機関説』を唱える

【米】：ﾃﾞｭﾎﾟﾝ社でﾅｲﾛﾝ完成 【米】：IBM社電気式ﾀｲﾌﾟﾗｲﾀを
発表

1936 昭和
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【国際】：第11回ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ(ﾍﾞﾙﾘ
ﾝ)

【日】：廣田弘毅内閣成立(第
32代)

2 26 【日】：二･二六事件 【西】：ｽﾍﾟｲﾝ内乱始まる ■日本の人口： 70,114(千人) 【日】：洋装が増える 【英】：ｹｲﾝｽﾞ：『雇用･利子
および貨幣の一般理論』

【独】：ﾂｰｾﾞ､ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを2進数の
組合せで記憶する方法を実用
化：ﾄﾞｲﾂ特許申請

【日】：旧東京海上火災保険ﾋﾞ
ﾙ[横浜市](不明)

《ｲﾄｰｷ》：電動和文ﾀｲﾌﾟ
ﾗｲﾀｰの生産開始

1936

【国際】：第4回冬季ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ(ｶﾞ
ﾙﾐｯｼｭ･ﾊﾟﾙﾃﾝｷﾙﾍﾝ)

11 25 【日･独】：日独防共協定 【中】：西安事件 【独】：ﾍﾞﾝﾔﾐﾝ：『複製技術
時代における芸術作品』

【日】：国会議事堂(大蔵省議院
建築局)

《ｳﾁﾀﾞ》：日満ﾀｲﾌﾟﾗｲﾀｰ
と代理店契約

【日】：『装苑』創刊 【米】：落水荘(ｶｳﾌﾏﾝ
邸)[Pennsylvania](F.L.Wright)

【日】：小林秀雄､正宗白鳥
との間で：『思想と実生活』
論争
【米】：写真誌『LIFE』創刊
【墺】：ﾌｯｻｰﾙ：『ﾖｰﾛｯﾊﾟ諸
学の危機と超越論的現象
学』
【墺】：ﾌｯｻｰﾙ：『ﾖｰﾛｯﾊﾟ的
人間性の危機と哲学』

1937 昭和
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【国際】：ﾊﾟﾘ万博(ﾋﾟｶｿのｹﾞﾙﾆｶ
出展)

【英】：ﾈｳﾞｨﾙ･ﾁｬﾝﾊﾞﾚﾝが首相
に就任(第64代)

7 7 【日】：日中戦争勃発 ■日本の人口： 70,630(千人) 8 27 【日】：ﾄﾖﾀ自動車 9 11 【日】：後楽園球場開場 【日】：国民精神総動員運
動

【 】：ｱｲｹﾝ､四則演算を予め決
められた手順で実行可能な計
算機をIBMに提案

【日】：東京帝室博物館[上
野](渡辺仁)

《ｸﾛｶﾞﾈ》：紡績工場向け
空気清浄機を製造

1937

【独】：飛行船｢ﾋﾝﾃﾞﾝﾌﾞﾙｸ号｣
爆発､炎上

【日】：宇垣一成臨時内閣 林銑
十郎内閣成立(第33代) 近衛
文麿第一次内閣成立(第34代)

11 6 【日】：日独伊防共協定 【日】：帝国芸術院創設 【日】：流行語：贅沢は敵 【英】：ﾁｭｰﾘﾝｸﾞ､論文｢On
Computable Numbers｣を発表

【米】：ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ･ｹﾞｰﾄ･ﾌﾞﾘｯｼﾞ完
成

【日】：文化勲章制定 【米】：ｱﾀﾅｿﾌ､ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ
の原理考案
【米】：ｼｬﾉﾝ､2進数に基づく電
子式加算機の原理発表
【米】：ｽﾃｨﾋﾞｯﾂ､2進数電子回
路を開発

1938 昭和
13

【国際】：第3回ｻｯｶｰ･ﾜｰﾙﾄﾞｶｯ
ﾌﾟ(ﾌﾗﾝｽ)

【日】：産業報国会結成 【欧】：英･仏･独･伊によるﾐｭﾝﾍ
ﾝ会談

■日本の人口： 71,013(千人) 【米】：ﾋｭｰﾚｯﾄﾊﾟｯｶｰﾄﾞ社設立 【日】：もんぺ 4 1 【日】：国家総動員法公布 【独】：ﾂｰｾﾞ 電機式2進数方式
の計算機｢Z1｣を完成

【日】：東京逓信病院 【日】：ｽﾁｰﾙ製に変わる
木製代用品増加

《ｲﾄｰｷ》：鋼製家具に替
わり木製代用商品増加

1938

【仏】：ｼｭﾙﾚｱﾘｽﾑ国際展覧会 【独】：ﾅﾁｽのﾕﾀﾞﾔ人迫害 【日】：国民服･ﾓﾝﾍﾟの制服化 【米】：ｸﾛｽﾊﾞ交換方式完成 【日】：日比谷第一生命館[東
京都千代田区](渡辺仁)

【日】：謄写版全盛期

【米】：ｵｰｿﾝ･ｳｴﾙｽﾞのﾗｼﾞｵﾄﾞﾗ
ﾏ｢宇宙戦争｣で火星人襲来ﾊﾟ
ﾆｯｸ

1939 昭和
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【南米】：ﾁﾘ沖地震 【日】：平沼騏一郎内閣成立(第
35代) 阿部信行内閣成立(第
36代)

【独】：独軍ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ侵攻､第2
次世界大戦勃発

9 19 【日】：価格統制令発布 ■日本の人口： 71,380(千人) 【日】：東芝 【日】：ﾈｵﾝ､ﾊﾟｰﾏﾈﾝﾄ廃止など
の生活刷新法案決定

4 6 【日】：船員保険法制定 【日】：電話加入数 100万突破
(東京の電話加入数162494)

【日】：大阪中央郵便局(吉田鉄
郎)

《ｲﾄｰｷ》：ITK消火弾発
売

1939

【米】：ﾊﾟﾝ･ｱﾒﾘｶﾝ航空､初の大
西洋横断空路を開設

【日】：国民徴用令実施 【米】：ｱﾀﾅｿﾌとﾍﾞﾘｲ2進数演算
による電子式計数型計算機の
原型ABCを組立(特許申請)

【米】：ｼﾞｮﾝｿﾝ･ﾜｯｸｽ本社
[Wisconsin](F.L.Wright)

《ｸﾛｶﾞﾈ》：ｽﾁｰﾙ製ｵﾌｨｽ
家具とともに各種軍需
品の生産開始

【日】：防空建築規則
【日】：木造建物建築統制規則

1940 昭和
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【国際】：第12回ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ(東京
→ﾍﾙｼﾝｷ)中止

10 12 【日】：大政翼賛会発足 9 27 【日】：日独伊三国同盟 ■日銀券発行高：　　48(億円) 【日】：労働組合数： 49
      ：労働争議数：   732

【日】：ｶｰｷ色の国民服 【米】：米国電気工事規定(ｾﾙﾗ
ﾀﾞｸﾄ工法)

【仏】：ﾗｽｺｰ洞窟で旧石器
時代の壁画発見

【米】：世界初の電子顕微鏡 【独】：ﾂｰｾﾞ Z2 を完成：電話用
継電器を使用

【米】：ﾛｯｸﾌｪﾗｰ･ｾﾝﾀｰ[N.Y.] 【米】：ｾﾙﾗﾀﾞｸﾄ工法 《ｳﾁﾀﾞ》：内田工業を奉
天に創設 事務用品製
造開始

1940

【国際】：冬季ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ(札幌)中
止

【英】：ｳｨﾝsﾄﾝ･ﾁｬrﾁﾙが首相に
就任(第65代)

■日本の人口： 71,933(千人) 【日】：日用品の配給制｢贅沢
は敵だ!｣

【英】：ﾁｬｰﾁﾙが首相就任 【日】：隣組制度
【日】：近衛文麿第二次内閣成
立(第38代)
【日】：米内光正内閣成立(第
37代)

1941 昭和
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【日】：米穀の配給制度実施 【ｿ】：ﾖｼﾌ･ｽﾀｰﾘﾝが事実上の
首相に就任(第2代)

1 1 【日】：全国の映画館で国策
ﾆｭｰｽの強制上映を開始

8 【米･英】：大西洋憲章発表 ■日本の人口： 72,218(千人) 【日】：三井不動産創設 【仏】：ｶﾐｭ：『異邦人』 【米】：原爆製造計画｢ﾏﾝﾊｯﾀﾝ
計画｣開始

【独】：ﾂｰｾﾞ Z3 を完成：ﾌﾟﾛｸﾞﾗ
ﾑ制御の電機式計数型計算機
第1号

【日】：岸記念体育館(前川国
男)

《ｲﾄｰｷ》：軍需産業向け
商品の増加

1941

【米】：民間ﾃﾚﾋﾞ放送開始
(NBC､CBS)

【日】：近衛文麿第三次内閣成
立(第39代)

4 13 【日】：日ｿ中立条約調印 12 8 【国際】：太平洋戦争勃発(真珠
湾攻撃)

【墺】：ｼｭﾝﾍﾟｰﾀｰ：『資本主
義･社会主義･民主主義』

【日】：東條英樹内閣成立(第
40代)

11 26 【日】：米国務長官､駐米大使
にﾊﾙﾉｰﾄを手交

【独･ｿ】：独ｿ戦争開始

12 8 【日】：天気予報の報道を禁止
1942 昭和
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3 13 【日】：文部省､日本語の横書き

を左からと決定
■日本の人口： 72,880(千人) 【独】：｢ｱﾝﾈの日記｣始まる 【日】：関門鉄道ﾄﾝﾈﾙ 【米】：磁気記録ﾃｰﾌﾟ発明 《ｳﾁﾀﾞ》：東邦ﾀｲﾌﾟﾗｲﾀｰ

創設
1942

6 5 【日】：ﾐｯﾄﾞｳｪｰ海戦(06/05) 【日】：｢欲しがりません勝つま
では｣

【日】：ｶﾞﾀﾞﾙｶﾅﾙの攻防 【日】：衣料切符制
1943 昭和
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4 12 【ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ】：ｶﾁﾝの森事件 7 1 【日】：東京府から｢東京都｣へ 10 14 【ｱｼﾞｱ】：ﾌｨﾘﾋﾟﾝ共和国独立 ■日本の人口： 73,903(千人) 【日】：安田火災海上保険設立 3 25 【日】：｢姿三四郎｣(黒澤明

第一回監督作品)公開
5 31 【米】：｢ENIAC｣の組立始まる 【米】：米国防総省庁舎(ﾍﾟﾝﾀｺﾞ

ﾝ)完成､世界最大の行政ﾋﾞﾙ
【米】：ｴﾊﾞｰｼｬｰﾌﾟ社：ﾎﾞｰ
ﾙﾍﾟﾝ発売

1943

8 16 【日】：東京都､上野動物園の
猛獣処分を通達

11 5 【日】：大東亜会議 12 4 【米英ｿ】：米英ｿ三国による第
2次ｶｲﾛ会談開催

【日】：谷崎潤一郎：『細雪』 8 7 【米】：ｴｲｹﾝ｢Harvard Mark I｣
を完成

【伊】：無条件降伏 【仏】：ｻﾙﾄﾙ：『存在と無』 【英】：英国の暗号解読用ｺﾝ
ﾋﾟｭｰﾀ｢Colossus｣が稼働

【仏】：ｻﾝ=ﾃｸｼﾞｭﾍﾟﾘ：『星の
王子様』

1944 昭和
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8 25 【国際】：連合軍がﾊﾟﾘに入城､
ﾄﾞ･ｺﾞｰﾙ凱旋

【日】：ﾏﾘｱﾅ沖海戦､ｻｲﾊﾟﾝ陥
落

6 6 【国際】：連合軍､ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰに
上陸(ｵｰﾊﾞｰﾛｰﾄﾞ作戦)

■日本の人口： 74,433(千人) 2 23 【日】：竹槍事件：東條英機
vs毎日新聞記者

【日】：土谷ｺﾞﾑ製作所：国
産消しｺﾞﾑ第1号

《ｲﾄｰｷ》：木製手提げ金
貨/木製金庫/木製ﾛｯ
ｶｰ

1944

【国際】：第13回ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ(ﾛﾝﾄﾞﾝ
中止)

【日】：鈴木大拙：『日本的
霊性』

【国際】：冬季ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ(ｺﾙﾃｨﾅ
ﾀﾞﾝﾍﾟｯﾂｫ)中止

1945 昭和
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8 6 【日】：米国が広島･長崎に原
爆投下

8 17 【日】：東久邇宮稔彦王内閣成
立(第43代)

8 10 【日】：ﾎﾟﾂﾀﾞﾑ宣言受諾を連合
国に通知

4 30 【独】：ﾋﾄﾗｰ総統自殺 11 6 【日】：財閥解体 【日】：労働組合数： 509
      ：労働争議数：  256

【日】：共同通信社･時事通信
社が発足

9 15 【日】：｢日米会話手帖｣がﾍﾞｽﾄ
ｾﾗｰに

12 17 【日】：選挙法改正(婦人参政
権)

【英】：ﾎﾟﾊﾟｰ：『開かれた社
会とその敵』

12 11 【英】：抗生物質ﾍﾟﾆｼﾘﾝの発見
者･ﾌﾚﾐﾝｸﾞにﾉｰﾍﾞﾙ医学･生理
学賞(12.11 )

6 30 【ﾊﾝｶﾞﾘｰ】：ﾉｲﾏﾝ､ｽﾄｱｰﾄﾞﾌﾟﾛｸﾞ
ﾗﾐﾝｸﾞの概念を紹介

【日】：艦艇ﾐｽﾞﾘｰ号上で
の日本降伏調印にｽﾁｰﾙ
ﾃﾞｽｸを使用

10 10 《ｵｶﾑﾗ》：岡村製作所創
設

1945

【日】：食糧危機深刻化 8 18 【ｱｼﾞｱ】：ｽｶﾙﾉ大統領選出 9 2 【日】：ﾐｽﾞｰﾘ号上で降伏調印 5 2 【独】：ﾍﾞﾙﾘﾝ陥落 【日】：ｲﾝﾌﾚ高進 ■日本の人口： 72,147(千人) 【日】：流行語：一億総懺悔 12 22 【日】：労働組合法公布 【仏】：ﾒﾙﾛ=ﾎﾟﾝﾃｨ：『知覚
の現象学』

【独】：ﾂｰｾﾞ Z4：戦後ﾄﾞｲﾂにお
ける計算機開発の出発点

《ｲﾄｰｷ》：ｼﾞｭﾗﾙﾐﾝ製保
管庫､中古事務機器の
売買･修理

10 9 【日】：幣原喜重郎内閣成立(第
44代)

9 25 【日】：三木清獄死 5 14 【墺】：ｵｰｽﾄﾘｱ民主共和国成
立(05/14)

【日】：日本の産業解体 【米】：ENIAC 稼働開始

11 2 【日】：片山哲日本社会党を結
成

10 2 【日】：GHQが日比谷の第一生
命相互ﾋﾞﾙで執務開始

7 26 【国際】：ﾎﾟﾂﾀﾞﾑ宣言発表｡ ■経済白書副題：『なし』 【米】：ｴｯｶｰﾄとﾓｰｸﾘｨ が｢
EDVAC｣製作を契約

11 9 【日】：日本自由党結成(鳩山一
郎)

【日】：GHQ統治 8 15 【国際】：日本が無条件降伏し,
第2次世界大戦が終わる

■日銀券発行高：　554(億円) 【米】：ﾎｯﾊﾟｰ､ 誤動作の原因=
ﾊﾞｸﾞ(蛾)を発見し除去：ﾃﾞﾊﾞｯｸﾞ

11 16 【日】：日本進歩党結成 8 17 【ｱｼﾞｱ】：ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ共和国が独
立宣言

【英】：ｳｨﾝｽﾄﾝ･ﾁｬｰﾁﾙが首相
に再任(第66代) 後ｸﾚﾒﾝﾄ･ｱﾄ
ﾘｰが就任(第67代)

8 18 【ｱｼﾞｱ】：満州国皇帝溥儀が退
位し,満州国が消滅

【日】：鈴木貫太郎内閣成立(第
42代)

9 2 【ﾍﾞﾄﾅﾑ】：ﾎｰ･ﾁ･ﾐﾝ､ﾍﾞﾄﾅﾑ民
主共和国独立宣言

【米】：ﾊﾘｰ･ﾄﾙｰﾏﾝが第33代大
統領に就任

9 4 【朝】：大韓民国政府樹立

10 24 【国際】：国連憲章発効,国際連
合が正式発足

11 16 【国際】：ﾕﾈｽｺ設立
11 20 【国際】：｢ﾆｭﾙﾝﾍﾞﾙｸ裁判｣開廷
12 16 【 】：米･英･ｿ3国のﾓｽｸﾜ外相

会議開催｡｢ﾓｽｸﾜ宣言｣を発表
12 27 【国際】：国際通貨基金･国際

復興開発銀行が設立
1946 昭和
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1 1 【日】：天皇の｢人間宣言｣ 4 【日】：内閣空白期(鳩山一郎の

公職追放)
2 8 【朝】：北朝鮮に臨時人民委員

会が設立
■経済白書副題：『なし』 5 19 【日】：食料ﾒｰﾃﾞｰ 5 【日】：東京通信工業(ｿﾆｰ) 【日】：流行語：愛される共産党 9 27 【日】：労働関係調整法制定 4 22 【日】：｢ｻｻﾞｴさん｣連載開

始
2 14 【米】：ｴｯｶｰﾄとﾓｰｸﾘｨの設計に

よる｢ENIAC｣初公開
《ｵｶﾑﾗ》：米軍ｱﾒﾘｶﾝｽ
ｸｰﾙの暖房工事を受注

1946

5 22 【日】：吉田茂第一次内閣成立
(第45代)

5 3 【日】：極東国際軍事法廷(東京
裁判)が開廷

2 14 【朝】：南朝鮮に大韓民国代表
民主議員が設立

【日】：日本初の婦人警官を採
用

8 1 【日】：日本労働組合総同盟結
成

【仏】：ﾋﾞｷﾆｽﾀｲﾙの水着発表 11 3 【日】：日本国憲法公布 【日】：小林秀雄：『無常とい
ふ事』

【 】：Neuman等が論文｢電子式
計算装置の論理設計に関する
予備的議論｣出版

【日】：軍需産業を撤廃 3 5 【英】：ﾁｬｰﾁﾙ｢鉄のｶｰﾃﾝ｣演説 ■日本の人口： 75,750(千人) 8 16 【日】：経済団体連合会(経団
連)創設

【米】：世界初の真空管ｺﾝﾋﾟｭｰ
ﾀ｢ENIAC｣完成(IBM)



西暦 年号 01.出来事 02.政党・元首 03.政治･外交（日本） 04.政治･外交（欧米） 05.金融･経済 06.人口･労働 07.企業･団体設立 08.風俗・流行 09.法律・基準 10.文化（社会科学） 11.文化（自然科学） 12.情報通信システム・機器関連 13.文化（建築･デザイン） 14.オフィス 15.家具･文具 16.業界動向 西暦
7 1 【米】：ﾋﾞｷﾆ環礁で初の核実験

実施

11 20 【日】：日本商工会議所設立 【米】：大規模計算装置の小委
員会(現在の IEEE Computer
Society)設立

7 12 【中】：中国内戦本格化 【日】：樫尾製作所(ｶｼｵ計算
機)

7 【ｱｼﾞｱ】：ﾌｨﾘﾋﾟﾝ独立 【日】：国鉄労働組合結成
12 19 【中東】：第1次ｲﾝﾄﾞｼﾅ戦争勃 【日】：日本農民組合結成

1947 昭和
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6 1 【日】：片山哲内閣成立(第46
代)

4 20 【日】：第一回参議院選挙 3 3 【国際】：国連は｢欧州経済復
興委員会｣設置

10 30 【国際】：国際貿易会議で23ｶ
国が｢関税･貿易に関する一般
協定(GATT)｣調印

1 31 【日】：GHQ､2･1ｾﾞﾈｽﾄ中止命
令

3 10 【日】：全国労働組合連絡協議
会結成

1 15 【日】：新宿の帝都座でストリッ
プの元祖“額縁ショー”始まる

1 16 【日】：皇室典範制定 3 12 【米】：｢ﾄﾙｰﾏﾝ･ﾄﾞｸﾄﾘﾝ(反ｿ
反共の冷戦政策)｣を発表

7 【米】：ｴｲｹﾝら｢Harvard Mark
II｣を完成

【日】：紀伊国屋書店(前川国
男)

【ﾃﾞﾝﾏｰｸ】：ｱﾛｰ･ﾁｪｱ
(Hans-J.-Wegner)

《ｵｶﾑﾗ》：米軍将校ｸﾗﾌﾞ
等で使用する家具を製
造

1947

【日】：進歩党解散､民主党結
成(芦田均総裁)

3 18 【国際】：国連は｢ｱｼﾞｱ経済復
興委員会｣設置

■経済白書副題：『なし』 ■日本の人口： 78,101(千人) 6 8 【日】：日本教職員組合(日教
組)結成

6 【日】：喫茶店が復活 3 31 【日】：学校教育法制定 【西独】：ｱﾄﾞﾙﾉ/ﾎﾙｸﾊｲ
ﾏｰ：『啓蒙の弁証法』

【米】：ﾍﾞﾙ研究所､点接触ﾄﾗﾝ
ｼﾞｽﾀを開発

【日】：ｾﾛﾊﾝﾃｰﾌﾟ(ﾆﾁﾊﾞﾝ)

6 5 【欧】：｢欧州復興計画(ﾏｰｼｬﾙ･
ﾌﾟﾗﾝ)｣発表

7 1 【日】：公正取引委員会発足 【日】：GIｽﾀｲﾙ 3 31 【日】：教育基本法公布 【墺】：ﾌﾗﾝｸﾙ：『夜と霧』 【日】：国内でのﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ
生産開始

8 15 【印】：ｲﾝﾄﾞ共和国成立 12 【日】：任天堂設立 4 1 【日】：新学制の6･3制実施
8 【印】：ﾊﾟｷｽﾀﾝ･ｲﾝﾄﾞ独立 【日】：全国農民組合結成 4 7 【日】：｢労基法｣制定
9 1 【日】：労働省発足 4 14 【日】：｢独禁法｣制定
9 18 【米】：国防総省と中央情報局

(CIA)発足
4 17 【日】：地方自治法制定

11 25 【欧】：4ｶ国外相会議がﾄﾞｲﾂ復
興をめぐり米ｿ間で対立,会議
は決裂｡ﾄﾞｲﾂの東西分裂が始
まる｡

5 3 【日】：日本国憲法施行

11 29 【国際】：国連総会がﾊﾟﾚｽﾁﾅ
分割案採択

6 23 【米】：労働組合活動の制限す
る｢ﾀﾌﾄ･ﾊｰﾄﾚｰ法｣が成立

10 21 【日】：国家公務員法制定
11 30 【日】：職業安定法制定
12 12 【日】：児童福祉法制定
12 12 【日】：郵便法制定
12 17 【日】：警察法公布
12 22 【日】：戸籍法制定
12 24 【日】：食品衛生法制定

1948 昭和
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1 26 【日】：帝銀毒殺事件 3 10 【日】：芦田均内閣成立(第47
代)

【日】：建設省発足 1 30 【印】：ﾏﾊﾄﾏ･ｶﾞﾝｼﾞｰ暗殺 4 3 【米】：ﾄﾙｰﾏﾝ｢48年経済協力
法(欧州復興計画)｣に署名

■日本の人口： 80,002(千人) 【日】：信託銀行が発足 5 1 【日】：美空ひばり歌手ﾃﾞﾋﾞｭｰ 4 28 【日】：夏時刻(ｻﾏｰﾀｲﾑ)法公布
～1952

【日】：太宰治｢人間失格｣ 1 24 【 】：電子回路と継電器を用い
た｢SSEC｣公開

《ｲﾄｰｷ》：ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ合金
製保管庫

1948

3 7 【日】：新警察制度発足 3 15 【日】：民主自由党結成(吉田茂
総裁)

2 23 【欧】：第1回6ｶ国会議開催｡西
独の西側陣営組み入れを決
議

6 20 【欧】：米･英･仏により西独の
通貨改革案実施

【日】：全学連結成 8 17 【日】：ﾌﾟﾛ野球でﾅｲﾀｰ開始「巨
人・中日戦」

5 1 【日】：軽犯罪法制定 【米】：ｳｨｰﾅｰ：『ｻｲﾊﾞﾈﾃｨｯ
ｸｽ----動物と機械におけ
る制御と通信』

6 21 【 】：初のｽﾄｱｰﾄﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｺﾝ
ﾋﾟｭｰﾀ｢Manchester Mark I｣稼
働

《ｳﾁﾀﾞ》：UM(現在の総
合ｶﾀﾛｸﾞ)第1版発行

5 12 【日】：厚生省､母子手帳の配
布開始

10 15 【日】：吉田茂第二次内閣成立
(第48代)

4 7 【国際】：世界保健機関(WHO)
発足

12 18 【日】：経済安定9原則指令 【日】：流行語： 鉄のｶｰﾃﾝ 6 30 【日】：予防接種法制定 【 】：磁気ﾄﾞﾗﾑﾒﾓﾘを導入 《ｸﾛｶﾞﾈ》：ﾌｧｲﾘﾝｸﾞｷｬﾋﾞ
製造再開

6 28 【日】：福井大地震(死者3700
人余)

【米】：ﾄﾙｰﾏﾝ大統領再選 4 16 【欧】：欧州復興計画の受入れ
機関として｢欧州経済協力機構
(OEEC)｣結成

■経済白書副題：『回顧と展
望』

【日】：流行語：斜陽族 7 10 【日】：｢風営法｣制定 【米】：ｼｬﾉﾝ｢通信の数学理論｣
を出版

《ｸﾛｶﾞﾈ》：進駐軍ﾌｧｲﾘﾝ
ｸﾞｼｽﾃﾑを政府に指導

7 29 【国際】：第14回ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ ﾛﾝﾄﾞﾝ
大会開催(戦後初)

4 20 【欧】：第2回6ｶ国会議開催 7 10 【日】：刑事訴訟法制定 【米】：ﾊﾐﾝｸ､ﾊﾐﾝｸﾞｺｰﾄﾞを考案

9 15 【日】：ｱｲｵﾝ台風(死者･行方不
明2368人)

5 14 【中東】：ｲｽﾗｴﾙ共和国の独立
宣言

7 10 【日】：大麻取締法制定 【米】：ﾍﾞﾙ研究所がﾄﾗﾝｼﾞｽﾀを
発明(発表)

10 1 【日】：警視庁に110番設置 6 24 【東独】：ｿ連西ﾍﾞﾙﾘﾝへの交通
を全面遮断 東西ﾍﾞﾙﾘﾝに分裂

7 12 【日】：興行場法制定

11 12 【日】：東京裁判に判決 6 26 【米】：ﾍﾞﾙﾘﾝ大空輸開始 7 12 【日】：公衆浴場法制定
【国際】：第5回冬季ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ(ｻ
ﾝﾓﾘｯﾂ)

8 15 【朝】：大韓民国成立 (初代大
統領李承晩)

7 12 【日】：旅館業法制定

8 28 【米】：下院非米活動委員会が
共産主義者のｽﾊﾟｲ活動に関
する中間報告を発表｡反共ﾑｰ
ﾄﾞに拍車

7 15 【日】：少年院法制定

9 6 【東独】：ﾍﾞﾙﾘﾝの東側ﾃﾞﾓ隊に
よりﾍﾞﾙﾘﾝ市議会が東西分裂

7 15 【日】：少年法制定

9 9 【朝】：朝鮮民主主義人民共和
国成立 (初代首相金日成)

7 20 【日】：｢祝日法｣制定

12 10 【国際】：第3回国連総会で｢世
界人権宣言｣が採択される

7 24 【日】：消防法制定

【中東】：第1次中東戦争勃発 7 29 【日】：政治資金規正法制定
7 30 【日】：医師法制定
7 30 【日】：医療法制定
7 30 【日】：歯科医師法制定

【日】：国民の祝日が決定
1949 昭和
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1 26 【日】：法隆寺金堂の炎上 2 16 【日】：吉田茂第三次内閣成立

(第49代)
1 23 【日】：総選挙で民自党が単独

過半数に
1 25 【東欧】：東欧経済相互援助会

議(ｺﾒｺﾝ)創設を決定
4 25 【日】：1ﾄﾞﾙ360円の単一為替

ﾚｰﾄ実施
7 4 【日】：国鉄､人員整理開始 【日】：金属家具協会･日本事

務能率協会が発足
【日】：流行語：ﾋﾛﾎﾟﾝ 5 2 【日】：国民生活金融公庫法制

定
【仏】：ﾎﾞｰｳﾞｫﾜｰﾙ：『第二
の性』

7 27 【英】：ｼﾞｪｯﾄ旅客機ｺﾒｯﾄ初飛行 5 6 【英】：ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ大学 Wilkes が
EDSACを完成

【米】：ｼﾞｮﾝｿﾝ･ﾜｯｸｽ研究棟
[Wisconsin](F.L.Wright)

【ﾃﾞﾝﾏｰｸ】：ｻﾞ･ﾁｪｱ(Hans-
J.-Wegner)

《ｲﾄｰｷ》：鋼製保管庫､
鋼製ﾛｯｶｰの生産再開

1949

7 6 【日】：下山事件,三鷹事件,松
川事件

6 1 【日】：国民金融公庫発足 4 4 【欧】：｢北大西洋条約｣調印｡北
大西洋条約機構(NATO)が発
足｡

9 15 【日】：ｼｬｳﾌﾟ税制勧告 ■日本の人口： 81,773(千人) 【日】：全国金庫業連合協議会
結成

5 24 【日】：建設業法制定 【 】：ﾓｰｸﾘｨ､ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ言語｢
Short Order Code｣を考案

【米】：ﾆｭｰﾖｰｸに国連本部ﾋﾞﾙ
完成

【日】：ｽﾁｰﾙ製ﾌｧｲﾘﾝｸﾞｷｬ
ﾋﾞﾈｯﾄの普及(1940年代
末)

《ｸﾛｶﾞﾈ》：ﾋﾞﾙ用冷暖房
機器の製造開始

8 31 【日】：ｷﾃｨ台風(死者135人) 6 1 【日】：日本専売公社発足 5 12 【東独】：ﾍﾞﾙﾘﾝ封鎖解除 ■経済白書副題：『なし』 6 1 【日】：工業標準化法｢ｼﾞｽ法｣
制定

【米】：巨大計算機｢Whirlwind｣
が完成(MIT)：ﾘｱﾙﾀｲﾑｺﾝﾋﾟｭｰ
ﾀ、真空管を５０００本使用，
双三極ＧＴ管使用

11 3 【日】：湯川秀樹､ﾉｰﾍﾞﾙ物理学
賞受賞

【日】：ﾚｯﾄﾞﾊﾟｰｼﾞ開始 5 23 【西独】：ﾄﾞｲﾂ連邦共和国(西
独)成立

6 1 【日】：労働組合法制定

【日】：通商産業省発足 9 25 【ｿ】：原子爆弾保有を正式に
認める

6 10 【日】：弁護士法制定

【日】：日本国有鉄道発足 10 1 【中】：中華人民共和国成立を
宣言

11 14 【日】：お年玉付郵便葉書等に
関する法律制定

10 7 【東独】：ﾄﾞｲﾂ民主共和国(東
独)成立

12 1 【日】：｢外為法｣制定

11 【欧】：対共産圏輸出統制委員
会(ｺｺﾑ)設立

12 15 【日】：漁業法制定

12 7 【中】：首都を成都から台湾の
台北に移転

12 15 【日】：私立学校法制定

12 26 【日】：｢身障者福祉法｣制定
【西独】：新憲法｢ﾄﾞｲﾂ連邦共和
国基本法｣公布

1950 昭和
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7 2 【日】：金閣寺が放火で全焼 3 1 【日】：民自党､自由党に改称 6 4 【日】：第2回参院選 2 9 【米】：ﾏｯｶｼｰ旋風(赤狩り)始ま
る

1 7 【日】：1000円札(聖徳太子)発
行

【日】：女性の平均寿命が初め
て60歳を超える－女性61.4
歳，男性58歳

【日】：日本金属家具工業協同
組合発足

【日】：流行語：BG(Business
girl )

4 15 【日】：｢公選法｣制定 【日】：初の男性ﾌｧｯｼｮﾝ誌
『男子専科』創刊

【米】：初のｶﾗｰﾃﾚﾋﾞ放送 5 10 【英】：国立物理学研究所にて
Pilot ACE 完成

【日】：蛍光灯による照明 【ﾃﾞﾝﾏｰｸ】：Yﾁｪｱ(Hans-
Wegner)

9 《ｵｶﾑﾗ》：岡村町の工場
にて事務用家具の生産
開始

1950

9 3 【日】：ｼﾞｪｰﾝ台風の襲来 4 28 【日】：国民民主党結成 2 14 【ｿ】：中ｿ友好同盟相互援助条
約を締結

【日】：朝鮮特需景気始まる 【日】：労働組合数：29,144
      ：労働争議数： 1,550

【米】：ﾚﾐﾝﾄﾝ･ﾗﾝﾄﾞ(Remington
Rand)が Eckert-Mauchley
Computer Co.を買収

【日】：流行語：ﾚｯﾄﾞﾊﾟｰｼﾞ 5 2 【日】：電波法制定 8 17 【米】：ﾊｽｷｨの指揮により｢
SWAC｣完成

【日】：国税庁が多孔式｢
ﾙｰｽﾞﾘｰﾌ･ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ｣を主
要帳簿と認め､ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰが
急速に普及

《ｲﾄｰｷ》：輸入事務機器
の増加

【国際】：第4回ｻｯｶｰ･ﾜｰﾙﾄﾞｶｯ
ﾌﾟ(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)

【日】：沖縄社会大衆党結成 6 25 【朝】：朝鮮動乱勃発 ■経済白書副題：『安定経済
下の日本経済』

■日本のｵﾌｨｽﾜｰｶｰ人口：
5,080(千人)
　　　：対労働人口 14.1%　：内
女性ﾜｰｶｰ 26.5%

【日】：流行語：特需景気 5 2 【日】：放送法制定 【英】：ﾁｭｰﾘﾝｸﾞが｢Mind
establishing the criteria for
the Turing Test of machine
intelligence｣ を発表

【米】：ｱｰﾑﾁｪｱ
LAR(Charles-Eames)

《ｳﾁﾀﾞ》：教育市場での
成長

【日】：熱海市大火 ■日銀券発行高：4,221(億円) ■日本の人口： 83,200(千人) 【日】：流行語：貧乏人は麦を
食え

5 4 【日】：生活保護法制定 【日】：ｺﾋﾟｱ：ｼﾞｱｿﾞ式複写機発
売

《ｳﾁﾀﾞ》：内田科学教材
㈱を内田洋行併合

■日本の労働人口：30,914(千
人)：対全人口 37.2%

5 24 【日】：建築基準法制定 【日】：ﾃｰﾌﾟﾚｺｰﾀﾞｰ発売 《ｺｸﾖ》：専門代理店1号
伊藤商店

5 24 【日】：建築士法制定
5 30 【日】：地方交付税法制定
5 30 【日】：文化財保護法制定
6 6 【日】：日本共産党幹部の公職

追放指令
7 31 【日】：地方税法制定
8 1 【日】：警察予備隊令の公布･

施行
8 26 【日】：狂犬病予防法制定
12 13 【日】：地方公務員法制定

【日】：電波管理委員会設置法
の電波三法施行

1951 昭和
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4 24 【日】：国電桜木町駅で火災事
件

4 11 【米】：ﾄﾙｰﾏﾝ､ﾏｯｶｰｻｰ連合軍
司令官を解任｡

9 8 【日･米】：日米安全保障条約
に調印

4 1 【欧】：NATO軍発足 8 3 【米】：対共産圏関税特恵を全
て廃止

■日本の人口： 84,541(千人) 7 31 【日】：日本航空設立 【日】：ﾅｲﾛﾝｽﾄｯｷﾝｸﾞ流行 3 29 【日】：社会福祉法制定 【国際】：ﾍﾞﾆｽ国際映画祭
で｢羅生門｣ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ

【米】：ﾚﾐﾝﾄﾝﾗﾝﾄﾞ社､｢UNIVAC｣
を発売：初の商業ﾍﾞｰｽのｺﾝ
ﾋﾟｭｰﾀ

【英】：ﾛｲﾔﾙ･ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ･ﾎｰﾙ
[London]

【日】：ｽﾁｭﾜｰﾃﾞｽが人気
職業に

【日】：ｽﾁｰﾙﾁｪｱが登場(ﾈ
ｺｽ)

《ｸﾛｶﾞﾈ》：ｽﾁｰﾙ製ﾃﾞｽｸ
の生産開始

1951

7 8 【仏】：ﾊﾟﾘで市制200 年記念日
を祝う

【英】：ｳｨﾝｽﾄﾝ･ﾁｬｰﾁﾙが首相
に再々任(第68代)

7 1 【朝】：北朝鮮側が休戦交渉提
案の受諾｡ 戦闘停止状態に｡

【日】：糸へん暴落 【日】：上京する家出娘が増加 4 3 【日】：宗教法人法制定 【米】：ｱｰﾚﾝﾄ：『全体主義
の起源』

【日】：ﾘｰﾀﾞｰｽﾞﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ東京支
社[東京都千代田区](ｱﾝﾄﾆﾝ･
ﾚｰﾓﾝﾄﾞ)

【日】：東京ﾋﾞﾙﾁﾞﾝｸﾞ(床
材：ﾘﾉﾘｳﾑ)

【米】：ﾍﾞﾃｨ･ﾈｽﾐｽ：修正液
ﾐｽﾃｲｸｱｳﾄを開発｡その後
ﾘｷｯﾄﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ社を創立｡

9 1 【日】：民間ﾗｼﾞｵ放送開始 7 9 【欧】：米･英･仏が対独戦争状
態終結を宣言

■経済白書副題：『なし』 【日】：名古屋を中心にﾊﾟﾁﾝｺ
が大流行

6 1 【日】：官公庁施設の建設等に
関する法律制定

【日】：鎌倉近代美術館(坂倉準
三)

10 14 【日】：ﾙｰｽ台風(死者･行方不
明1200人)

9 1 【 】：米･豪･ﾆｭｰｼﾞﾗﾝﾄﾞが太平
洋安全保障条約(ANZAS)に調
印

6 6 【日】：検疫法制定 【米】：ﾚｲｸｼｮｱ･ﾄﾞﾗｲﾌﾞ･ｱﾊﾟｰﾄ
[Cicago](Mies.V.D.Rohe)

【日】：民間航空再開 9 4 【 】：ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ講和会議開催 6 30 【日】：｢覚醒剤取締法｣制定
【米】：ｶﾗｰTV放送開始 9 10 【 】：ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ講和会議不参

加のｲﾝﾄﾞが対日終戦を通告
【日】：ﾒｰﾄﾙ法実施

10 24 【米】：ﾄﾙｰﾏﾝが対独戦争状態
終結を宣言

【日】：文書形式のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ｢公
用文作成の要領｣(縦書き､右
横書きから左横書き)

1952 昭和
27

2 14 【国際】：第6回冬季ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ(ｵ
ｽﾛ)｡日本が戦後初参加

2 8 【日】：改進党結成 4 1 【日】：琉球中央政府発足 1 4 【英】：英軍,ｽｴｽﾞ運河を閉鎖 5 29 【国際】：国際通貨基金と国際
復興開発銀行への日本の加
盟が承認

■日本の人口： 85,808(千人) 【日】：日本ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾃﾞｻﾞｲ
ﾅｰ協会

【日】：ﾌﾟﾘｰﾂｽｶｰﾄが初の市販 4 28 【日】：｢外登法｣制定 【ｿ】：ｽﾀｰﾘﾝ：『ｿ連邦にお
ける社会主義の経済的諸
問題』

【米】：IBMが初のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ内蔵
型ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ｢IBM701｣を発売

【ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ】：ｾｲﾅﾂｱﾛ村役場
(A.Aalto)

《ｳﾁﾀﾞ》：ｹﾝﾄKD型製図器
械販売開始

《ｲﾄｰｷ》：金庫室工事の
はじめ(協和銀行)

1952

4 9 【日】：｢もく星号｣三原山墜落事
件

10 30 【日】：吉田茂第四次内閣成立
(第50代)

4 28 【日】：対日講和条約･日米安
全保障条約発効

1 18 【朝】：韓国が漁区境界線(李承
晩ﾗｲﾝ)の設定を宣言

■経済白書副題：『独立日本
の経済力』

【日】：日本電信電話公社 【日】：塩ﾋﾞ普及品登場 6 10 【日】：｢宅建業法｣制定 【仏】：ﾍﾞｹｯﾄ：『ｺﾞﾄﾞｰを待ち
ながら』

【日】：新丸の内ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ[東
京都千代田区](三菱地所)

【ﾃﾞﾝﾏｰｸ】：ｽﾀｯｷﾝｸﾞﾁｪｱ
(Arne-Jacobsen)

7 1 【日】：羽田空港返還 【日】：｢中小企業の倒産･自殺
もやむを得ない｣池田隼人発
言

2 1 【米】：再軍備計画推進のため
欧州12ｶ国に総額7 億7000万
ﾄﾞﾙの借款を供与

【日】：青山に日本初のﾎﾞｰﾘﾝ
ｸﾞ場開場

6 10 【日】：道路法制定 【日】：日活国際会館(後の日比
谷ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ)[東京都千代田区]

【日】：寺西化学工業｢ﾏ
ｼﾞｯｸｲﾝｷ｣発売

7 19 【国際】：第15回ﾍﾙｼﾝｷｵﾘﾝﾋﾟｯ
ｸ開催｡日本が戦後初参加

2 20 【欧】：NATO理事会開催｡50個
師団の欧州軍創設を合意

【日】：第1回ﾌﾙﾌﾞﾗｲﾄ留学生渡
米

7 15 【日】：航空法制定 【日】：日本相互銀行本店[大
阪市](前川國男)

【日】：ISO加盟 2 26 【英】：ｲｷﾞﾘｽが原爆保有を認
める

7 15 【日】：農地法制定 【仏】：ﾕﾆﾃ･ﾀﾞﾋﾞﾀﾞｼｵﾝ(ﾙ･ｺﾙﾋﾞｭ
ｼﾞｪ)



西暦 年号 01.出来事 02.政党・元首 03.政治･外交（日本） 04.政治･外交（欧米） 05.金融･経済 06.人口･労働 07.企業･団体設立 08.風俗・流行 09.法律・基準 10.文化（社会科学） 11.文化（自然科学） 12.情報通信システム・機器関連 13.文化（建築･デザイン） 14.オフィス 15.家具･文具 16.業界動向 西暦
【日】：小学校給食開始 5 26 【欧】：米･英･仏3国と西独がﾄﾞ

ｲﾂ占領終結協定に調印
7 21 【日】：｢破防法｣制定 【米】：ﾚﾊﾞｰ･ﾌﾞﾗｻﾞｰｽ本社

[NewYork](SOM)
5 27 【欧】：仏･西独･伊･ﾍﾞﾈﾙｸｽ3国

が欧州防衛共同体(EDC)創設
条約に調印

【日】：新土地収用法制定 【米】：国連本部ﾋﾞﾙ
[NewYork](ｵｽｶｰ･ﾆｰﾏｲﾔｰ)

11 1 【米】：水爆実験成功
【中東】：ｴｼﾞﾌﾟﾄ革命

1953 昭和
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5 29 【英】：世界最高峰ｴﾍﾞﾚｽﾄの初
登頂に成功(ﾋﾗﾘｰ･ﾃﾝｼﾞﾝ)

1 14 【東欧】：ﾕｰｺﾞｽﾗﾋﾞｱ：ﾁﾄｰ元帥
を初代大統領に選出

3 14 【日】：吉田内閣不信任案可決
(ﾊﾞｶﾔﾛｰ解散)

5 8 【米】：ｱﾒﾘｶがｲﾝﾄﾞｼﾅの仏連合
軍強化のために特別援助資金
を送る

10 23 【国際】：ｶﾞｯﾄ第8回総会で日本
の加入が承認される

■日本の人口： 86,981(千人) 【日】：国際電信電話株式会社
(KDD)創立

【日】：ﾐｽﾕﾆﾊﾞｰｽに伊東絹子
が3位入賞 流行語：八頭身

2 28 【日】：酒税法制定 【日】：｢戦力なき軍隊｣(吉
田茂)

【英】：世界初のｼﾞｪｯﾄ機ｺﾒｯﾄ号
がﾛﾝﾄﾞﾝ-東京間定期就航

2 【日】：NHK･NTVがﾃﾚﾋﾞ放送開
始

《ｳﾁﾀﾞ》：ﾄｰﾎｰ10号紙綴
機販売開始

3 《ｵｶﾑﾗ》：軽飛行機｢N-
52｣を製作

1953

7 1 【国際】：国際民間航空機構
(IATA)が日本の加盟を承認

1 20 【米】：ﾄﾞﾜｲﾄ･ｱｲｾﾞﾝﾊﾜｰが第
34代大統領に就任

4 19 【日】：衆参選挙行われ､自由
党が第1党に

7 27 【朝】：朝鮮半島の板門店で休
戦協定調印

■経済白書副題：『自立経済
達成の諸条件』

【日】：紅白歌合戦初公開
(NHK)

3 17 【日】：麻薬及び向精神薬取締
法制定

【米】：ｼｭﾊﾞｲﾂｱｰ博士ﾉｰﾍﾞ
ﾙ平和賞受賞 ﾁｬｰﾁﾙ首相
は文学賞

【日】：東京駅ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑに初
の赤色公衆電話機を設置

《ｳﾁﾀﾞ》：ﾏｼﾞｯｸｲﾝｷ発売

8 14 【日】：日航国際線開設 3 5 【ｿ】：ｽﾀｰﾘﾝ死去 12 25 【日】：奄美諸島返還 11 20 【ﾍﾞﾄﾅﾑ】：仏軍ﾃﾞｨｴﾝﾋﾞｴﾝﾌｰに
降下

【日】：真知子巻き 【米･英】：ﾜﾄｿﾝ/ｸﾘｯｸ：『ﾃﾞ
ｵｷｼﾘﾎﾞ核酸の構造』

【日】：東阪名に長距離即時通
話が開通

【日】：ｿ連抑留者第1次]帰国
(舞鶴入港)

3 6 【ｿ】：ﾏﾚﾝｺﾌ首相が就任 【米】：IBMが磁気ﾄﾞﾗﾑ記憶装
置機能付ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ｢IBM650｣を
発表

【日】：西日本大水害(死者･行
方不明2000人超)

6 2 【英】：ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ2世女王戴冠式

9 12 【ｿ】：ﾌﾙｼﾁｮﾌがｿ連共産党第1
書記に
【日】：吉田茂第五次吉田内閣
成立
【日】：日本自由党結成(三木武
吉)

1954 昭和
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1 2 【日】：二重橋事件 4 18 【中東】：ｴｼﾞﾌﾟﾄ､ﾅｾﾙ政権発足 7 1 【日】：自衛隊発足 1 12 【米】：ﾀﾞﾚｽ米国務長官｢ﾆｭｰ
ﾙｯｸ戦略｣を発表

4 22 【国際】：国連経済社会理事会
がｱｼﾞｱ極東経済委員会
(ECAFE)への日本の加盟承認

■日本の人口： 88,239(千人) 【日】：ｾﾞﾈﾗﾙﾌｰﾂﾞ 【日】：C.ﾃﾞｨｵｰﾙｼｮｰが東京會
舘で開催され､ｼｮｰﾄｽｶｰﾄが流
行へ

4 2 【日】：関税法制定 【米】：世界初の原子力潜水艦
ﾉｰﾁﾗｽ号が進水式

1 23 【米】：ｶﾗｰﾃﾚﾋﾞ放送開始 【仏】：ﾛﾝｼｬﾝの教会(ｺﾙﾋﾞｼﾞｪ) 【日】：ﾊﾟｲﾌﾟ式ﾌｧｲﾙ(ｺｸﾖ) 《ｲﾄｰｷ》：特型ﾃﾞｽｸの生
産開始

1954

3 1 【日】：｢第五福竜丸｣事件(ﾋﾞｷﾆ
水爆実験)と原水爆禁止運動

11 24 【日】：日本民主党結成(鳩山一
郎総裁)

5 7 【ﾍﾞﾄﾅﾑ】：ﾃﾞｨｴﾝﾋﾞｴﾝﾌｰ陥落｡ﾌ
ﾗﾝｽの敗北

6 【日】：｢神武景気｣(~57年6月) 【日】：日本ﾃﾞｻﾞｲﾝ学会設立 【日】：ﾍｯﾌﾟﾊﾞｰﾝｽﾀｲﾙ 5 19 【日】：厚生年金保険法制定 8 7 【日】：世界初のﾄﾗﾝｼﾞｽﾀｰﾗｼﾞ
ｵ発売(ｿﾆｰ)

【米】：ﾏﾆﾌｧｸﾁｭｱﾗｰｽﾞ･ﾊﾉｰ
ﾊﾞｰ･ﾄﾗｽﾄ銀行(SOM)[N.Y.)

《ｵｶﾑﾗ》：米軍からの家
具を発注するJCEの指
定ﾒｰｶｰになる

9 26 【日】：洞爺丸台風､｢洞爺丸｣遭
難事故発生(死者･行方不明
1155人)

12 10 【日】：鳩山第一次内閣成立(第
52代)

6 4 【ﾍﾞﾄﾅﾑ】：ﾌﾗﾝｽが南ﾍﾞﾄﾅﾑの
完全独立を承認

■経済白書副題：『地固めの
時』

【日】：ﾍﾞﾋﾞｰﾌﾞｰﾑ 6 3 【日】：学校給食法制定 【日】：東京大学で演算装置｢ﾊﾟ
ﾗﾒﾄﾛﾝ｣を発明

【国際】：第5回ｻｯｶｰ･ﾜｰﾙﾄﾞｶｯ
ﾌﾟ(ｽｲｽ)

【中】：毛沢東主席 7 21 【ﾍﾞﾄﾅﾑ】：ｲﾝﾄﾞｼﾅ休戦協定が
調印｡ﾍﾞﾄﾅﾑは南北に分割され
る｡

【日】：流行語：ﾄﾗﾝｼﾞﾀｰ 6 8 【日】：警察法制定

9 8 【ｱｼﾞｱ】：東南ｱｼﾞｱ条約機構
(SEATO)設立

【日】：流行語：ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰ 6 9 【日】：自衛隊法制定

10 23 【欧】：西側9ｶ国外相会議開
催｡｢ﾊﾟﾘ協定｣が結ばれる

【日】：流行語：ﾛﾏﾝｽｸﾞﾚｰ 8 30 【米】：原子力法改正法成立

【日】：流行語：死の灰
【日】：力道山  ｺﾞｼﾞﾗ
【米】：ｴﾙﾋﾞｽ･ﾌﾟﾚｽﾘｰﾃﾞﾋﾞｭ
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5 11 【日】：紫雲丸事件(死者168人) 2 8 【ｿ】：ﾏﾚﾝｺﾌ首相が失脚､後任
にﾌﾞﾙｶﾞｰﾆﾝ元帥が就任

6 1 【日】：｢日ｿ交渉｣開始 4 18 【国際】：ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ会議,ﾊﾞﾝﾄﾞ
ﾝ10原則を採択

【日】：神武景気 【日】：生産性向上運動､春闘
が始まる

【日】：日本生産性本部設立 10 24 【日】：新宿駅にｱﾙﾊﾞｲﾄ学生に
よる「押し屋（旅客整理係学生
班）」登場

2 19 【日】：原子力基本法制定 【 】：ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀｰﾗｼﾞｵ登場(電化
時代の幕開け)

【日】：XEROX複写機の輸入販
売開始

【日】：国際文化会館[東京都
港区](前川国男+板倉準三+吉
村順三)

【日】：*ﾋﾞﾆﾙ系：昭和30
年代初頭 Pﾀｲﾙ(ﾋﾞﾆﾙｱｽ
ﾍﾞｽﾄﾀｲﾙ)発売

《ｸﾛｶﾞﾈ》：ﾌｧｲﾘﾝｸﾞｻﾌﾟﾗｲ
ｽﾞの生産開始

4 《ｵｶﾑﾗ》：小型四輪自動
車ﾐｶｻ号試作車完成

1955

【日】：ﾜｸﾁﾝが小児ﾏﾋに有効と
発表

3 19 【日】：鳩山第二次内閣成立(第
53代)

8 6 【日】：第1回原水爆禁止世界
大会広島大会開催

5 5 【欧】：米･英･仏国が占領状態
停止を正式宣言｡西ﾄﾞｲﾂは正
式に独立主権国家に

■経済白書副題：『前進への
道(1955)』

【日】：平均寿命 男64歳 女68
歳

【日】：ﾄﾖﾍﾟｯﾄｸﾗｳﾝ発売 ﾏｲｶｰ
元年

7 29 【日】：｢自賠法｣制定 【日】：自動電気炊飯器発売 【日】：国産複写機｢ﾘｺﾋﾟｰ｣が登
場

【米】：MIT講堂
[Massachusetts](Er.Saarinen)

【日】：でんぷんのり→合
成のり

《ｲﾄｰｷ》：ｲﾄｰｷ初のｽﾁｰ
ﾙ製ﾃﾞｽｸ

【日】：小型乗用車保有台数5
万台

4 5 【英】：ﾁｬｰﾁﾙ首相辞任 9 13 【日】：｢日ｿ交渉｣領土問題,抑
留邦人帰還問題など両国の妥
協点が見いだされないまま中
断

5 6 【西独】：NOTAに加盟 ■日銀券発行高：6,739(億円) 【日】：労働組合数：32,012
      ：労働争議数： 1,345

【日】：ﾋﾞｷﾆｽﾀｲﾙ 8 5 【日】：女子教職員の出産に際
しての補助教職員の確保に関
する法律制定

【日】：富士通が｢FACOM100｣
を開発

【米】：ｱｰｳｨﾝ･ﾕﾆｵﾝ信託銀行
[Indiana](Er.Saarinen)

《ｲﾄｰｷ》：ｳｨﾙｷﾝｿﾝ型ｽ
ﾁｰﾙﾃﾞｽｸの登場

【日】：森永ﾋ素ﾐﾙｸ事件 4 7 【英】：ｱﾝｿﾆｰ･ｲｰﾃﾞﾝが首相に
就任(第69代)

5 14 【東欧】：友好相互援助条約(ﾜ
ﾙｼｬﾜ条約機構)調印

■日本の人口： 89,276(千人) 【日】：山下清の放浪 【米】：ｾﾝﾄﾙｲｽ空港
[St.Louis](M.Yamasaki)

【日】：第1回国際見本市開催 11 15 【日】：保守合同で自由民主党
結成(五十五年体制)

【日】：流行語：三種の神器

11 22 【日】：鳩山第三次内閣成立(第
54代)

【米】：ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞ開園(L.A.)

1956 昭和
31

1 26 【国際】：第7回冬季ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ(ｺ
ﾙﾃｨﾅ･ﾀﾞﾝﾍﾞｯﾂｫ)

3 28 【ｿ】：｢ﾌﾟﾗｳﾀﾞ｣もｽﾀｰﾘﾝ批判の
論説掲載

10 19 【日】：日ｿ国交回復 7 26 【中東】：｢ｽｴｽﾞ運河｣国有化を
宣言

【日】：｢もはや戦後ではない｣
(経企庁白書)

【日】：日産自定期昇給協約締
結

【日】：鋼製家具事務器工業会
設立

【日】：ｹﾞｲﾎﾞｰｲ 5 24 【日】：売春防止法制定 2 25 【ｿ】：ﾌﾙｼﾁｮﾌがｽﾀｰﾘﾝ批
判演説

【日】：国産初のｺﾝﾋﾟｭｰﾀが登
場(富士ﾌｨﾙﾑ)

【印】：ﾁｬﾝﾃﾞｨｶﾞｰﾙ高等裁判所
(Le.Corbusier)

【日】：ｵﾌｨｽﾚｲｱｳﾄの工
夫(関係のある部署の隣
接など)1950年後半～
1960年ごろ

【英】：ｻﾑﾛｯｸ･ｺﾝﾌﾟﾄﾒｰﾀｰ
社：真空放電管式電卓発
売(1962年とする記録もあ
る)

《ｲﾄｰｷ》：日商型ｽﾁｰﾙ
ﾃﾞｽｸ(受注生産による制
定ﾃﾞｽｸのはじめ)

1956

5 1 【日】：公団住宅2DK開始 4 5 【日】：自民党初代総裁に鳩山
一郎

12 18 【日】：国際連合加盟 9 20 【国際】：国際原子力機関創立
総会開催

■経済白書副題：『日本経済
の成長と近代化』

■日本の人口： 90,172(千人) 【日】：日本ｸﾗﾌﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ協会 【日】：ｼﾞｰﾊﾟﾝｽﾀｲﾙ 【日】：JIS(S1022)公布 【日】：石原慎太郎：『太陽
の季節』：太陽族

【日】：東京都内の公衆電話設
置1万台突破

【日】：ｱﾒﾘｶ合衆国総領事館
[神戸](M.Yamasaki)：【第8回日
本建築学会賞】

【日】：ﾊﾞﾀﾌﾗｲ･ｽﾄｩｰﾙ(柳
宗理)

《ｵｶﾑﾗ》：沖縄米軍向け
DX家具732棟分受注

5 1 【日】：水俣病の発生が確認さ
れる

6 25 【中東】：ﾅｾﾙ､ｴｼﾞﾌﾟﾄ大統領に
就任

12 18 【日】：日本が国連に加盟 10 23 【東欧】：ﾊﾝｶﾞﾘｰ動乱勃発 【日】：日本道路公団 【日】：三種の神器(白黒TV､電
気洗濯機､電気冷蔵庫)

【米】：IBMが初のﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸを
商品化(5MB)

【米】：I.I.T.ｸﾗｳﾝ･ﾎｰﾙ
[Cicago](Mies.V.D.Rohe)

【日】：ﾌﾗｯﾄﾌｧｲﾙ(ｺｸﾖ) 《ｸﾛｶﾞﾈ》：ﾊﾟﾝﾁｶｰﾄﾞ用
ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾞの生産開始

11 22 【国際】：第16回ﾒﾙﾎﾞﾙﾝ･ｵﾘﾝ
ﾋﾟｯｸ開催

【米】：ｱｲｾﾞﾝﾊﾜｰ大統領再選 10 29 【中東】：第2次中東戦争勃発 【日】：流行語：もはや戦後では
ない

【米】：IBMｺﾝﾋﾟｭｰﾀのﾘｰｽが始
まる

【米】：ｱﾒﾘｶﾝ･ｺﾝｸﾘｰﾄ･ｲﾝｽﾃｨ
ﾃｭｰﾄ[Detroit](M.Yamasaki)

【日】：折る刃式ｶｯﾀｰ(ｵﾙ
ﾌｧ)

【日】：造船世界一 10 31 【中東】：英･仏軍､ｴｼﾞﾌﾟﾄの軍
事目標爆撃

【日】：流行語：一億総白痴化 【米】：ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀを用いた商業
用｢UNIVAC｣の発表

【米】：ｾﾞﾈﾗﾙ･ﾓｰﾀｰｽ技術研究
所[ﾐｼｶﾞﾝ](Er.Saarinen)

【米】：ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ･ﾁｪｱ
(Er.Saarinen)
【米】：ﾗｳﾝｼﾞﾁｪｱ(Charles-
Eames)
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1 29 【日】：南極予備観測隊が南極
大陸のｵﾝｸﾞﾙ島に上陸｡南極
基地に日章旗がひるがえる

1 9 【英】：ｲｰﾃﾞﾝ首相辞任 1 29 【日】：南極昭和基地建設 1 5 【米】：｢中東特別教書(ｱｲｸ･ﾄﾞｸ
ﾄﾘﾝ)｣を議会に提出

3 25 【欧】：｢ﾛｰﾏ条約｣に調印｡ 8 【日】：東京都の人口､世界一
に

【日】：高級ｱﾊﾟｰﾄをﾏﾝｼｮﾝと呼
ぶ

5 16 【日】：駐車場法制定 【中】：毛沢東ﾓｽｸﾜで､｢東
風は西風を圧す｣｢米帝国
は張子の虎｣

【日】：ｶｼｵﾘﾚｰ計算機販売開
始

【日】：東京都庁舎[東京都千
代田区](丹下健三)

【日】：ｴｱｶｰﾃﾝ(東京そご
う)に登場

【伊】：ｽｰﾊﾟｰﾚｼﾞｪｰﾗ
(G.io-Ponti)

11 26 《ｵｶﾑﾗ》：米軍特需終焉
→：赤坂にｼｮｰﾙｰﾑ開設

1957

5 15 【英】：ｸﾘｽﾏｽ島で水爆実験 1 13 【英】：ﾊﾗﾙﾄﾞ･ﾏｸﾐﾗﾝが首相に
就任(第70代)

10 1 【日】：国連安保理非常任理事
国へ

2 26 【国際】：日英通商協約調印 【日】：なべ底不況始まる 【日】：大丸百貨店がﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ
で雇用開始 ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰの始ま
り

【日】：流行語：ｽﾄﾚｽ 5 20 【日】：国の庁舎等の使用調整
等に関する特別措置法制定

【日】：『週刊女性』(初の女
性週刊誌)創刊

【日】：ｼﾞｱｿﾞ複写機の普及 【日】：読売会館(そごう百貨店
東京店)(村野藤吾)

【米】：ｻｲﾄﾞﾁｪｱ(Harry-
Bertoia)

《ｲﾄｰｷ》：朝日放送型ｽ
ﾁｰﾙﾃﾞｽｸ

7 25 【日】：諌早豪雨：九州西部大
水害(死者･行方不明964人)

2 25 【日】：岸信介第一次内閣成立
(56代)

【日】：日米安保委員会発足 3 25 【欧】：ECC条約調印 ■経済白書副題：『速すぎた拡
大とその反省』

■日本の人口： 90,928(千人) 【日】：練馬区光が丘団地を初
のﾆｭｰﾀｳﾝと呼ぶ

6 15 【日】：水道法制定 【日】：ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ計算機｢Mark
Ⅳ｣を完成(電気通信所)

《ｵｶﾑﾗ》：最初の事務用
ｲｽ｢2201｣発売(米軍規
格)

8 27 【日】：東海村原子炉に日本初
の｢原子の火｣がともる

【米】：ｷﾝｸﾞ牧師の指導下､南
部ｷﾘｽﾄ教指導者会議が結成

8 22 【ｿ】：大陸間弾道弾(ICBM)の
実験に成功

【日】：高速磁気ﾄﾞﾗﾑの｢HIPAK
MK-Ⅰ｣を開発(日立)

《ｵｶﾑﾗ》：最初の事務用
ﾃﾞｽｸ｢31ｼﾘｰｽﾞ｣発売

10 4 【ｿ】：世界初の人工衛星｢ｽﾌﾟｰ
ﾄﾆｸ1号｣の打上げに成功

10 4 【印】：ﾈｰﾙ首相が来日 【日】：電電公社｢ﾊﾟﾗﾒﾄﾛﾝ｣を使
用したｺﾝﾋﾟｭｰﾀ｢MUSASINO-
1｣が完成

《ｺｸﾖ》：全国ｺｸﾖ専門店
が20社に

【英】：ﾁｬﾀﾚｰ裁判で有罪確定 12 6 【国際】：日ｿ通商条約調印
【日】：Gﾏｰｸ制度が制定 12 17 【米】：ICBMｱﾄﾗｽの発射実験

に成功
【日】：流感猛威をふるう 【国際】：岸信介･ｱｲｾﾞﾝﾊｳﾜｰ

大統領会談 日米新時代へ
【国際】：国際原子力機関発足
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1 31 【米】：ｱﾒﾘｶ初の人工衛星｢ｴｸ
ｽﾌﾟﾛｰﾗ1号｣打上げに成功

3 27 【ｿ】：ﾆｷｰﾀ･ﾌﾙｼﾁｮﾌが首相に
就任(第4代)

【日】：小中学校で道徳教育義
務化

4 3 【中米】：ｷｭｰﾊﾞでｶｽﾄﾛ派のﾊ
ﾊﾞﾅ攻撃が始まる

1 1 【欧】：欧州経済共同体(EEC)と
欧州原子力共同体(ﾕｰﾄﾗﾑ)が
発足

■日本の人口： 91,767(千人) 2 5 【日】：ｱﾗﾋﾞｱ石油 4 【日】：長島茂雄巨人でﾃﾞﾋﾞｭｰ 3 10 【日】：｢銃刀法｣制定 12 【米】：ﾃｷｻｽ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ社が
集積回路（ＩＣ）を開発

12 23 【日】：東京ﾀﾜｰ(内藤多仲) 【西独】：ｸｲｯｸﾎﾞﾅｰﾁｰﾑ
がｵﾌｨｽﾗﾝﾄﾞｽｹｰﾌﾟのｺﾝ
ｾﾌﾟﾄ発表(西ﾄﾞｲﾂ)

《ｳﾁﾀﾞ》：ｽﾁｰﾙ家具に進
出

1958

3 9 【日】：関門国道ﾄﾝﾈﾙ開通 6 12 【日】：岸信介第二次内閣成立
(57代)

7 25 【日】：日本貿易振興会（ＪＥＴＲ
Ｏ）発足

6 18 【日】：公定歩合戦後初の引下
げ

【日】：ｲﾝﾃﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾅｰ協会設
立

8 25 【日】：初のｲﾝｽﾀﾝﾄﾗｰﾒﾝ｢ﾁｷﾝ
ﾗｰﾒﾝ｣発売

4 1 【日】：売春防止法施行 【日】：東京の電話機設置50万
台突破

【ﾃﾞﾝﾏｰｸ】：ｼｭﾐｯﾄ社
[Copenhagen](P.Suenson)

《ｳﾁﾀﾞ》：ｽﾁｰﾙ製組み立
て書棚｢ﾐﾘｵﾝﾗｯｸ｣発売

9 26 【日】：伊豆狩野川台風(死者
1189人)

12 21 【仏】：ﾄﾞｺﾞｰﾙ大統領が就任 12 8 【ｱﾌﾘｶ】：第1回全ｱﾌﾘｶ人民会
議開催

7 【日】：｢岩戸景気｣(～61年) 【米】：DEC(Digital Equipment
Corp.)創設

9 15 【日】：朝日ﾋﾞｰﾙが初の缶ﾋﾞｰﾙ
を発売

4 24 【日】：下水道法制定 【日】：日本電気が｢
NEAC1101｣を開発

【日】：香川県庁舎(丹下健三) 【日】：ｽﾁｰﾙ家具産業生
産100億円突破

【国際】：第6回ｻｯｶｰ･ﾜｰﾙﾄﾞｶｯ
ﾌﾟ(ｽｳｪｰﾃﾞﾝ)

【中】：劉小奇国家主席が就任 【米】：NASA発足 12 1 【日】：1万円札発行 11 【日】：皇太子妃決定→ﾐｯﾁｰ
ﾌﾞｰﾑ

12 27 【日】：国民健康保険法制定 【日】：富士通が｢FACOM200｣
を開発

【日】：大阪新歌舞伎座(村野藤
吾)

【日】：特急｢こだま｣｢あさかぜ｣
運転開始

【欧】：西欧12ｶ国で通貨交換
制回復

【日】：ﾌﾗﾌｰﾌﾟ大流行 【米】：TI社 ｷﾙﾋﾞｰ､半導体集積
回路(IC)を開発

【日】：大手町ﾋﾞﾙ竣工(ｴｱｺﾝ･ｽ
ﾁｰﾙ家具･蛍光灯･地下駐車
場)

【日】：なべ底不況 【日】：三種の神器(TV､冷蔵
庫､洗濯機)

【米】：ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ計算機､Phlico
が｢S-2000｣を､IBMが｢1401｣を
発表

【日】：碌山美術館(今井謙次)

■経済白書副題：『景気循環
の復活』

【日】：主婦の店(ﾀﾞｲｴｰ)神戸に
開店

【米】：ｲﾝﾗﾝﾄﾞ･ｽﾁｰﾙ本社
[Chicago](SOM)

【日】：多摩動物園開園 【米】：ｼｰｸﾞﾗﾑ･ﾋﾞﾙ[N.Y.]
【日】：流行語：ながら族 【米】：ﾍﾞﾙ電信電話会社研究

所[ﾆｭｰｼﾞｬｰｼﾞｰ](Er.Saarinen)
【日】：流行語：一億総評論家
時代

【米】：ﾚｲﾉﾙｽﾞ･ﾒﾀﾙｽ･ｾｰﾙｽ･ｵ
ﾌｨｽ[Detroit](M.Yamasaki)
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4 10 【日】：皇太子･美智子妃結婚 2 16 【中米】：ｶｽﾄﾛがｷｭｰﾊﾞ首相就
任

8 13 【日】：北朝鮮帰還 日朝協定調
印

1 1 【中米】：ｷｭｰﾊﾞ革命成功 【日】：日本経済の成長と繁栄 7 17 【米】：史上空前の鉄鋼ｽﾄ発生 【日】：かみなり族 4 13 【日】：意匠法制定 11 【日】：ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ住宅大ﾋｯﾄ(大和ﾊ
ｳｽ)

【日】：ｼｭﾚｯﾀﾞｰ(明光商会) 6 10 【日】：西洋美術館[上野](Le
Corbusier)

【 】：ﾀｽｸ照明の開発 1959

8 21 【米】：ﾊﾜｲ､ｱﾒﾘｶの50番目の
州に

【日】：安保闘争本格化 3 16 【中】：ﾁﾍﾞｯﾄで反乱 ■経済白書副題：『速やかな
景気回復と今後の課題』

【日】：■東京の人口：900万人
突破

【日】：個人ﾀｸｼｰ登場 4 13 【日】：実用新案法制定 【日】：ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ計算機｢Mark
Ⅴ｣を完成(電気通信所&日立)

【伊】：ﾋﾟﾚｯﾘ･ﾋﾞﾙ
[Milano](G.Ponti)

【日】：ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ消しｺﾞﾑ(ﾄﾝ
ﾎﾞ)

9 26 【日】：伊勢湾台風(死者5041
人)

8 7 【中】：中印国境紛争起こる ■日本の人口： 92,641(千人) 【日】：修学旅行電車｢きぼう･
ひので｣

4 13 【日】：商標法制定 【日】：沖電気工業､高速磁気ﾄﾞ
ﾗﾑ記憶装置付｢OPC1｣を開発

【日】：大多喜町役場(今井兼
次)：【第11回日本建築学会
賞】

12 1 【日】：ﾚｺｰﾄﾞ大賞創設 9 30 【中･ｿ】：中ｿ対立表面化 【日】：日産ﾀﾞｯﾄｻﾝﾌﾞﾙｰﾊﾞｰﾄﾞ
発売でﾏｲｶｰ時代の幕開け

4 13 【日】：特許法制定 【日】：三和銀行が世界初の金
融用電子計算機導入

【日】：東京国際貿易ｾﾝﾀｰ[晴
海](村田政真)

【ｿ】：無人探査機｢ﾙﾅ2号｣月面
到達

【ｿ】：ｿ連のﾌﾙｼﾁｮﾌ首相､ｱﾒﾘｶ
訪問

【日】：流行語 ﾀﾌｶﾞｲ 4 15 【日】：最低賃金法制定 【日】：電子計算機の実用化 【米】：ｴｰﾙ大学ﾎｯｹｰﾘﾝｸ[ｺﾈﾁ
ｶｯﾄ](Er.Saarinen)

【日】：流行語 消費は美徳 4 16 【日】：国民年金法制定 【日】：東京大学で｢TAC｣ｺﾝ
ﾋﾟｭｰﾀが完成

【米】：ｸﾗｳﾝ･ｾﾞﾗｰﾊﾞｯｸ本社
[N.Y.](SOM)

【米】：XEROX社が初の商業用
ｺﾋﾟｰ機を発表

【米】：ﾍﾟﾌﾟｼｺｰﾗ本社
[N.Y.](SOM)
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5 23 【南米】：ﾁﾘ地震 1 24 【日】：民主社会党結成 1 19 【日】：日米新安保条約調印 5 12 【朝】：韓国が対日輸入制限を
撤廃

3 12 【欧】：EFTA(欧州自由貿易連
合)域内間の第1回関税引き下
げを20%と発表

3 28 【日】：指名解雇めぐり三井三
池争議

【英】：労働史研究協会 6 【日】：ﾀﾞｯｺちゃん 3 31 【日】：じん肺法制定 【日】：世界初ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀﾃﾚﾋﾞ登
場

9 10 【日】：ｶﾗｰﾃﾚﾋﾞ放送開始 【南米】：ﾌﾞﾗｼﾞﾘｱ議事堂･事務
等[Brasilia](O.Niemeyer)

【 】：ﾒﾀﾎﾞﾘｽﾞﾑ(～1970) 11 【 】：三菱商事と提携 3 《ｵｶﾑﾗ》：3月：ﾐｶｻ生産
中止

1960

5 24 【日】：ﾁﾘ大地震の津波（三陸
沿岸大津波）で北海道南部･三
陸海岸を襲い､死者･行方不明
者139人

7 18 【日】：池田隼人第一･二次内
閣成立(58･59代)

10 12 【日】：浅沼委員長刺殺事件 5 16 【米】：U2機事件,ﾊﾟﾘ首脳会議
決裂

6 24 【日】：貿易自由化の波高まる 【日】：労働組合数：41,561
      ：労働争議数： 2,222

【日】：ｲﾝｽﾀﾝﾄｺｰﾋｰ､ｲﾝｽﾀﾝﾄ
ﾗｰﾒﾝなどｲﾝｽﾀﾝﾄ化

6 25 【日】：｢道交法｣制定 【日】：脱水機付き二槽式洗濯
機登場

【 】：DEC 社､ﾓﾆﾀｰとｷｨﾎﾞｰﾄﾞ
入力装置付きの最初の商業用
計算機｢PDP-1｣を発表

【日】：ｾｷｽｲが本格的なﾌﾟﾚﾊﾌﾞ
住宅発売

【欧】：ﾁｰﾑ･ﾃﾝ結成 【日】：ｵﾌｨｽ家具にJIS制
定10社がJIS表示許可工
場にｽﾁｰﾙ消費量第2位
に

《ｲﾄｰｷ》：ｽﾁｰﾙﾃﾞｽｸ全
機種統廃合､ｶﾀﾛｸﾞ製品
化

8 【国際】：第17回ﾛｰﾏ･ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ
開催

12 27 【日】：｢国民所得倍増計画｣決
定

6 27 【日】：総理府に広報室を設置 【日】：東京で地価が2年で4倍
に

■日本のｵﾌｨｽﾜｰｶｰ人口：
7,663(千人)
　　　：対労働人口 17.4%　：内
女性ﾜｰｶｰ 32.6%

【日】：交通戦争 7 25 【日】：｢障害者雇用促進法｣制
定

【米】：固体ﾚｰｻﾞｰの発振に成
功

【日】：ﾋﾟﾝｸの公衆電話登場 【日】：関西電力ﾋﾞﾙ(竹中工務
店)

【日】：ｼｬｰﾌﾟﾍﾟﾝｼﾙの普及 《ｵｶﾑﾗ》：｢38ｼﾘｰｽﾞ｣(旧
JIS規格)発売

9 10 【日】：ｶﾗｰTV､本放送開始 9 14 【中東】：石油輸出国機構
(OPEC)結成

【日】：米ﾄﾞﾙ流出に防衛措置 ■日本の人口： 93,419(千人) 【日】：国民栄養調査で､1/4が
栄養不足

8 10 【日】：薬事法制定 【日】：国鉄が座席予約ｼｽﾃﾑ
用ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ｢MARS-1｣を開発
稼働､ｵﾝﾗｲﾝｼｽﾃﾑの嚆矢

【日】：京都会館(前川國男)：
【第12回日本建築学会賞】

【日】：ﾗｳﾝｼﾞﾁｪｱ(剣持勇) 《ｺｸﾖ》：ｽﾁｰﾙ家具市場
へ進出(ﾌｧｲﾘﾝｸﾞｷｬﾋﾞﾈｯ
ﾄの発売)



西暦 年号 01.出来事 02.政党・元首 03.政治･外交（日本） 04.政治･外交（欧米） 05.金融･経済 06.人口･労働 07.企業･団体設立 08.風俗・流行 09.法律・基準 10.文化（社会科学） 11.文化（自然科学） 12.情報通信システム・機器関連 13.文化（建築･デザイン） 14.オフィス 15.家具･文具 16.業界動向 西暦
【国際】：世界ﾃﾞｻﾞｲﾝ会議開催 【ｱｼﾞｱ】：ﾗｵｽ内戦開始 ■経済白書副題：『日本経済

の成長力と競争力』
■日本の労働人口：44,035(千
人)：対全人口 47.1%

【日】：流行語：安保闘争 【ｽｲｽ】：婦人参政権認める 【日】：三菱電機が｢
MELCOM3409｣を開発

【米】：ｸﾞｯｹﾝﾊｲﾑ美術館
[N.Y.](F.L.Wright)

【日】：ｵﾌｨｽ家具にJIS制
定10社がJIS表示許可
工場にｽﾁｰﾙ消費量第2
位に

【国際】：第8回冬季ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ(ｽ
ｺｰﾊﾞﾚｰ)

【中東】：ﾄﾙｺ軍部ｸｰﾃﾞﾀｰ ■日銀券発行高：　12,341(億
円)

【日】：流行語：家つき･ｶｰつき･
ばば抜き(核家族化へ)

【日】：ｽﾁｰﾙ家具のJIS規格制
定

【日】：三和銀行がﾈｯﾄｻｰﾋﾞｽ
預金開始

【米】：ｻﾞ･ﾊﾘｽ･ﾄﾗｽﾄ&ｾｰﾋﾞﾝｸﾞ
ｽ銀行[Chicago](SOM)

【仏】：ｻﾊﾗ砂漠で原爆実験 【日】：建設省が公共施設面積
基準定める

【日】：全国の公衆電話10万台
を突破

【米】：ﾕﾆｵﾝ･ｶｰﾊﾞｲﾄﾞ本社
[N.Y.](SOM)

【米】：ﾍﾞﾄﾅﾑ戦争開始 【日】：東芝が事務用中型計算
機｢TOSBAC4200wp｣完成
【米】：ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの実験開始(米
国防省)
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4 12 【ｿ】：有人宇宙飛行(ｳﾞｫｽﾄｰｸ1
号)

1 20 【米】：ｼﾞｮﾝF.ｹﾈﾃﾞｨが第35代大
統領に就任

1 3 【米】：ｷｭｰﾊﾞとの外交,領事関
係を断絶

10 9 【日】：国際収支の悪化と株式
暴落

8 1 【日】：大阪釜崎で臨時雇用者
大騒動

【日】：日本消費者協会設立 3 【日】：流行語：ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ 11 15 【日】：災害対策基本法制定 7 20 【日】：小児ﾏﾋに生ﾜｸﾁﾝ開発
成功

【米】：ｴﾝｹﾞﾙﾊﾞｰﾄ､ﾏｳｽを発明 【日】：新国会図書館 【西独】：ｵﾌｨｽﾗﾝﾄﾞｽｹｰﾌﾟ
発表

【日】：ﾑﾗｲ･ｽﾄｩｰﾙ(田辺
麗子)

1961

【日】：鹿児島大火 3 【米】：日本駐在大使にﾗｲｼｬ
ﾜｰ着任

5 16 【朝】：韓国朴正煕らの軍事
クーデター

【日】：高度経済成長始まる ■日本の人口： 94,287(千人) 【日】：女子学生亡国論 11 29 【日】：児童扶養手当法制定 【日】：日比谷電電ﾋﾞﾙ(国方秀
男)：【第13回日本建築学会
賞】

【日】：日比谷電々ﾋﾞﾙ[建
築業協会賞](床材：ﾘﾉﾘｳ
ﾑ)

11 27 【日】：公明政治連盟発足 8 13 【東独】：東西ﾍﾞﾙﾘﾝ境界を封
鎖

【日】：日本初の本格的ｸﾚｼﾞｯﾄ
ｶｰﾄﾞ(JCB)

【日】：流行語：時差出勤 【米】：IBMﾆｭｰﾖｰｸ研究所
[N.Y.](Er.Saarinen)

【米】：米国家安保担当補佐官
にｷｯｼﾝｼﾞｬｰ

9 30 【国際】：経済協力開発機構
(OECD)発足

■経済白書副題：『成長経済
の課題』

【日】：流行語：地球は青かった
(ｿ連ｶﾞｶﾞｰﾘﾝ)

【米】：ｼﾞ･ｱｯﾌﾟｼﾞｮﾝ本社[ﾐｼｶﾞ
ﾝ](SOM)

【ｱﾌﾘｶ】：ｱﾝｺﾞﾗ動乱開始 【日】：流行語：東洋の魔女 【米】：ﾁｪｰｽ･ﾏﾝﾊｯﾀﾝ銀行
[N.Y.](SOM)

【中東】：ｸｴｰﾄ独立 【日】：流行語：不快指数 【米】：ﾌｧｰｽﾄ･ｼﾃｨ･ﾅｼｮﾅﾙ銀行
[Chicago](SOM)

【中米】：ｶｽﾄﾛ首相がｷｭｰﾊﾞは
社会主義革命と宣言
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2 20 【米】：米国初の有人衛星ﾌﾚﾝ
ﾄﾞｼｯﾌﾟ

2 8 【米】：ﾍﾞﾄﾅﾑへの軍事介入本
格化

4 29 【米】：NY株式,1929年以来の
大暴落

2 1 【日】：東京の人口1000万人
超､世界最初の 1000万都市に

【日】：ｽﾓｯｸﾞ公害ｸﾛｰｽﾞｱｯﾌﾟ 4 4 【日】：｢区分所有法｣制定 【仏】：ﾚｳﾞｨ=ｽﾄﾛｰｽ：『野生
の思考』

【日】：国産初業務用電子ﾚﾝｼﾞ
(ｼｬｰﾌﾟ)

2 【日】：ﾃﾚﾋﾞ受信契約数1000万
超

【日】：大分県庁舎(安田臣)：
【第14回日本建築学会賞】

【日】：新住友ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
(大阪)､ﾓｼﾞｭｰﾙ1.55m×
1.55m×2.75mのｱﾙﾐｽﾀｯ
ﾄﾞ式可動間仕切方式を
採用

【日】：6人用ﾛｯｶｰ発売 《ｲﾄｰｷ》：ﾌﾚｷｼﾊﾟﾈﾙ(ｽ
ﾁｰﾙ製自立ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ)
発売

1962

5 3 【日】：国電三河島事故(死者
160人)

9 25 【ｱﾌﾘｶ】：ｱﾙｼﾞｪﾘｱ独立宣言 6 14 【米】：上下両院,綿製品輸入制
限法案を可決

■日本の人口： 95,181(千人) 【日】：ﾌﾟﾗﾓﾃﾞﾙ第1次ﾌﾞｰﾑ 5 10 【日】：｢住居表示法｣制定 【米】：ｶｰｿﾝ：『沈黙の春』 【日】：戦後初の国産旅客機
YS-11試験飛行に成功。

7 10 【米】：通信衛星 Telstar を打ち
上げ大西洋横断TV中継に成
功

【米】：ﾜｼﾝﾄﾝ・ﾀﾞﾚｽ国際空港
[Virginia](E.Saarinen)

【日】：日本ﾋﾞﾙﾁﾞﾝｸﾞ(床
材：ﾘﾉﾘｳﾑ)

【日】：ﾀﾞｲﾓﾃｰﾌﾟﾗｲﾀｰ輸
入販売開始

8 12 【日】：堀江青年の太平洋横断
成功

10 22 【米】：ｷｭｰﾊﾞを海上封鎖(ｷｭｰ
ﾊﾞ危機)

【日】：高度経済成長続く 【日】：植木等無責任時代 5 18 【日】：｢樹木保存法｣制定 【米】：ｸｰﾝ：『科学革命の
構造』

【日】：NHK全日放送開始 【日】：ﾐﾘｵﾝﾃﾞｽｸ販売開始

【国際】：第7回ｻｯｶｰ･ﾜｰﾙﾄﾞｶｯ
ﾌﾟ(ﾁﾘ)

■経済白書副題：『景気循環
の変貌』

【日】：流行語：ｻﾘﾄﾞﾏｲﾄﾞ 6 1 【日】：｢ｶﾞﾚｰｼﾞ法｣制定 【日】：国産電子複写機完成(富
士ｾﾞﾛｯｸｽ)

【日】：国産原子炉1号機稼働 【日】：流行語：ｽｶｯとさわやか 【日】：日本電気が国産初の大
型電子計算機(NEAC2206)発
表

【日】：全国にﾆｾ札横行 【日】：流行語：青田買い 【米】：NCRが小型機｢NCR315｣
を発売

【日】：全国総合開発計画決定 【日】：流行語：総会屋 【米】：UNIVACが｢UNIVACⅢ｣｢
1107｣を発売
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3 【日】：村越吉展ちゃん誘かい
事件

12 9 【日】：池田隼人第三次内閣成
立(60代)

【日】：総選挙 自民党が圧勝 5 22 【ｱﾌﾘｶ】：ｱﾌﾘｶ独立諸国首脳
会議 ｱﾌﾘｶ統一機構(OAU)憲
章に調印

2 6 【国際】：IMF理事会が日本の
八条国移行を勧告

■日本の人口： 96,156(千人) 【ｿ】：流行語：私はかもめ 7 11 【日】：老人福祉法制定 【日】：悪書追放運動 11 22 【日】：日米初のﾃﾚﾋﾞ中継実験
成功：ｹﾈﾃﾞｨ暗殺のﾆｭｰｽ

【日】：ｽﾗｲﾄﾞ映写機ｽｸｰﾙｷｬﾋﾞ
ﾏｯﾄ販売開始

【日】：ﾘｯｶｰ会館(鹿島昭一)：
【第15回日本建築学会賞】

【米】：ﾊｰﾏﾝﾐﾗｰがｱｸｼｮﾝ
ｵﾌｨｽｺﾝｾﾌﾟﾄを発表

【 】：輸入国産事務機器の
取扱休止

《ｲﾄｰｷ》：ﾃﾞｽｸ専門量産
工場(寝屋川工場)竣工

1963

11 9 【日】：国電鶴見事故(死者161
人)

12 17 【朝】：朴正煕が大統領就任 8 5 【米英ｿ】：米英ｿ部分的核実験
停止条約の調印

2 13 【米】：日本綿製品の対米輸出
で主要品目の自由規制を要求

【日】：ｱﾒﾘｶ製の番組が視聴率
を上げる

【日】：建築基準法 高さ制限撤
廃

【墺】：K･ﾛｰﾚﾝﾂ：『攻撃---
-悪の自然誌』

【日】：ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ使用の｢
HITAC5020｣を完成(日立)

【米】：ｱﾑﾊｰﾄ･ﾏﾆﾌｧｸﾁｭｱﾘﾝｸﾞ
会社[ｺﾈﾁｶｯﾄ](SOM)

《ｸﾛｶﾞﾈ》：ｵﾌｨｽﾋﾞﾙのﾍﾟ
ﾘﾒｰﾀｿﾞｰﾝ用化粧ｶﾊﾞｰ
(ﾍﾟﾘｶﾊﾞｰ)を生産開始

【英】：ﾋｭｰﾑ伯ｱﾚｯｸ･ﾀﾞｸﾞﾗｽ
(ﾋｭｰﾑ)が首相に就任(第71代)

8 28 【米】：人種差別撤廃のﾜｼﾝﾄﾝ
大行進

7 18 【米】：ｹﾈﾃﾞｨ教書で株式,史上
最大の下落

【日】：たこ焼き東京に進出 【日】：中小企業近代化促進法
公布

【日】：東京の電話普及1000万
台超

【米】：ﾐｼｶﾞﾝ･ｺﾝｿﾘﾃﾞｰﾃｯﾄﾞ･ｶﾞｽ
社[Detroit](M.Yamasaki)

《ｸﾛｶﾞﾈ》：学習机･椅子
の生産開始

【米】：ﾘﾝﾄﾞﾝ･ｼﾞｮﾝｿﾝが第36代
大統領に就任

11 22 【米】：ｹﾈﾃﾞｨ大統領暗殺 7 【日】：資本取引自由化 【日】：ﾊﾞｶﾝｽ 【日】：第一回鋼製家具
輸出振興見本市

■経済白書副題：『先進国へ
の道』

【日】：ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ人気

【日】：流行語：“BG"から“OL"
【日】：流行語：ｼｪｰ
【日】：流行語：巨人･大鵬･卵
【日】：流行語：鍵っ子
【日】：流行語：丈夫で長もち
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3 24 【日】：ﾗｲｼｬﾜｰ刺傷事件 10 15 【ｿ】：ｱﾚｸｾｲ･ｺｽｲｷﾞﾝ首相に就
任(第5代)

5 28 【中東】：ﾊﾟﾚｽﾁﾅ開放機構
(PLO)設立

12 29 【日】：戦後最大の企業倒産記
録

■日本の人口： 97,182(千人) 6 1 【日】：三菱重工業発足 【英】：ﾐﾆｽｶｰﾄ発表 7 10 【日】：河川法制定 【ｶﾅﾀﾞ】：ﾏｸﾙｰﾊﾝ：『ﾒﾃﾞｨｱ
論----人間の拡張の諸
相』

【日】：自販機の普及が始まる 【日】：世界初ｵｰﾙﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ卓
上計算機登場(ｼｬｰﾌﾟ)

【日】：日本生命ﾋﾞﾙ[東京](村
野藤吾)：【第16回日本建築学
会賞】

【日】：法改正やJISの制
定､ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ技術の導
入により､ｴﾚﾍﾞｰﾀの規格
化に伴う安全性能の大
幅な向上が実現､急速に
普及｡

《ｳﾁﾀﾞ》：ｹﾝﾄﾌﾞﾚｲﾀﾞｰ販売
開始

《ｲﾄｰｷ》：A型ﾃﾞｽｸ発売
(旧JIS規格)

1964

4 28 【日】：OECDに加盟 11 9 【日】：佐藤榮作第一次内閣成
立(61代)

8 2 【ﾍﾞﾄﾅﾑ】：ﾄﾝｷﾝ湾事件｡米軍北
ﾍﾞﾄﾅﾑに報復

【日】：流通革命 【英･仏】：ﾄｯﾌﾟﾚｽ水着出現 7 11 【日】：電気事業法制定 【日】：世界初電子冷蔵･温蔵
庫登場(三洋)

【日】：日米間に海底電話ｹｰﾌﾞ
ﾙ開通

【日】：日本武道館 【日】：北九州市発足(6大
都市に続く政令都市出
現)

【伊】：ｳｯﾄﾞﾗｲﾝ(Marco-
Zanuso)

6 16 【日】：新潟地震 11 17 【日】：公明党結成 10 16 【中】：中国,核実験に成功 ■経済白書副題：『開放体制
下の日本経済』

【日】：“BG"から“OL"へ 【日】：日本電気がﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ使
用ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ｢NEAC-L2｣を完成

【米】：CBS本社[ｲﾘﾉ
ｲ](E.Saarinen)

【米】：ｱｸｼｮﾝ･ｵﾌｨｽ発表 【米】：ｸｨｰﾝ･ｱﾝ(Robert-
Venturi)

10 1 【日】：東海道新幹線開通 【英】：ﾊﾛﾙﾄﾞ･ｳｨﾙｿﾝが首相に
就任(第72代)

【中東】：ｷﾌﾟﾛｽ紛争始まる 【日】：流行語：ｳﾙﾄﾗC 【米】：IBM 最初のCADｼｽﾃﾑを
開発

【米】：ｼｱﾄﾙIBMﾋﾞﾙ[ｼｱﾄ
ﾙ](M.Yamasaki)

10 10 【国際】：第18回東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ
開催

【日】：全日本労働総連盟発足 【日】：流行語：みゆき族 【米】：IBMが集積回路を使用し
た｢360｣を発売､ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの第3
世代が始まる

【米】：ｼﾞｪﾌｧｰｿﾝ･ﾒﾓﾘｱﾙ
[st.Louis](E.Saarinen)

【国際】：第9回冬季ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ(ｲ
ﾝｽﾌﾞﾙｯｸ)

【日】：流行語：根性 【米】：John Kemeny ､Thomas
Kurtz､｢BASIC｣を開発

【米】：ﾃﾞｨｱ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ本社[ｲﾘﾉ
ｲ](E.Saarinen)

【日】：ﾐﾛのﾋﾞｰﾅｽ日本特別公
開

【日】：流行語：東京ｻﾊﾞｸ 【米】：ﾃﾈｼｰ･ｶﾞｽ本社
[Texas](SOM)

【日】：海外旅行自由化
【日】：交通事故死史上最悪を
記録
【日】：名神高速道路一部開通
高速道路時代の幕開け

1965 昭和
40

3 18 【ｿ】：人類初の宇宙遊泳 【ｱｼﾞｱ】：ﾏﾙｺｽがﾌｨﾘﾋﾟﾝ大領領
に就任

【日】：参院選挙 2 7 【ﾍﾞﾄﾅﾑ】：米が北爆開始,ﾍﾞﾄﾅ
ﾑ戦争激化

1 28 【米】：NY株式, 900ﾄﾞﾙを突破 【日】：労働組合数：52,879
      ：労働争議数： 3,051

【日】：日本金庫鉄鋼家具商工
業協同組合連合会結成

【日】：明治村開園 3 31 【日】：所得税法制定 【ｿ】：ﾊﾞﾌﾁﾝ：『ﾌﾗﾝｿﾜ･ﾗﾌﾞ
ﾚｰの作品と中世･ﾙﾈｻﾝｽ
の民衆文化』

【日】：日本初ｵｰﾙﾄﾗﾝｼﾞｽﾀｱﾝ
ﾌﾟ登場

【日】：東京と全国県庁を結ぶ
市外通話の即時化完成

【日】：山口銀行本店(圓堂正
嘉)：【第17回日本建築学会
賞】

【日】：松下電器産業で完
全週休2日制開始

【ﾃﾞﾝﾏｰｸ】：ﾊﾝﾓｯｸ･ﾁｪｱ
(Poul-Kjaerholm)

《ｲﾄｰｷ》：会議用ﾁｪｱ発
売

1965

7 【日】：名神高速道路全線開通 【日】：日韓条約調印 8 9 【ｱｼﾞｱ】：ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ独立 11 19 【日】：初の赤字国債発行 ■日本の人口： 98,275(千人) 【日】：流行語：しごき 3 31 【日】：法人税法制定 【米】：ｼﾞｮﾝｿﾝ大統領｢偉大
な社会｣建設を提言

【日】：蛇の目ﾋﾞﾙ(前川國男)：
【第17回日本建築学会賞】

【米】：ｸﾘｽﾄﾌｧｰ･ｱﾚｸﾞｻﾞﾝ
ﾀﾞｰ｢都市はﾂﾘｰではな
い｣

【伊】：ｿｰﾗｽ(Gae-Aulenti) 【日】：金属家具製造業
が中小企業近代化促進
法の業種指定を受ける｡

8 3 【日】：松代地震、～群発地震
（1966）

9 1 【印】：ｶｼﾐｰﾙで印ﾊﾟ紛争 11 【日】：いざなぎ景気始まる(～
1970)

【日】：流行語：ﾏｲﾎｰﾑ 8 18 【日】：母子保健法制定 【米】：ﾁｮﾑｽｷｰ：『文法理論
の諸相』

【米】：ｱﾒﾘｶﾝ･ﾘﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ保険会
社[Iowa](SOM)

【日】：ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ(簡
易間仕切り)の発売

【日】：ﾂﾀﾝｶｰﾒﾝ展開催 11 10 【中】：文化大革命始まる 【日】：ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ景気が去り不況
に

【日】：流行語：ﾓｰﾚﾂ社員 【米】：ﾉｰｽｳｪｽﾀﾝ･ﾅｼｮﾅﾙ生命
保険会社[ﾐﾈｱﾎﾟﾘ

【日】：朝永振一郎氏,ﾉｰﾍﾞﾙ物
理学賞受賞

【ｱﾌﾘｶ】：ｱﾙｼﾞｪﾘｱｸｰﾃﾞﾀｰ 【日】：乗用車の輸入自由化決
定

【日】：流行語：団地ｻｲｽﾞ 【米】：ﾌﾞﾗﾝｽﾞｳｨｯｸ本社
[Chicago](SOM)

【米】：NY大停電 ■経済白書副題：『安定成長
の課題』
■日銀券発行高：25,640(億
円)
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2 3 【ｿ】：ﾙﾅ9号月面軟着陸 1 19 【印】：世界で2人目の女性首
相,ｲﾝﾃﾞｨﾗ･ｶﾞﾝｼﾞｰがｲﾝﾄﾞ首相
に

【日】：建国記念日を2/11と公
布 敬老の日､体育の日を設定

3 11 【ｱｼﾞｱ】：ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ､ｽﾊﾙﾄ体制
確立

【日】：諸費者物価7.4%と大幅
上昇

【日】：■人口1億人を突破 5 【日】：ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ登場 【日】：書籍小包制度発足 【仏】：ﾌｰｺｰ：『言葉と物---
-人文科学の考古学』

【日】：家庭用電子ﾚﾝｼﾞ発表
(ｼｬｰﾌﾟ)

【日】：大ｽﾊﾟﾝを採用したﾊﾟﾚｽ
ｻｲﾄﾞﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ(日建設計)

《ｳﾁﾀﾞ》：ﾄｰﾎｰﾁｪｯｸﾗｲﾀｰ
P10販売開始

1966

2 4 【日】：航空大惨事の続発(全日
空,ｶﾅﾀﾞ航空,BOAC,全日空)

4 8 【ｿ】：ﾚｵﾆｰﾄﾞ･ﾌﾞﾚｼﾞﾈﾌが第一
書記に就任

8 18 【中】：中国文化大革命と紅衛
兵運動の嵐

■経済白書副題：『持続的成
長への道』

【日】：ひのえうまで出生率25% 【日】：流行語：ﾐﾘﾀﾘｰﾙｯｸ 【日】：大分県立大分図書館(磯
崎新)：【第18回日本建築学会
賞】

《ｳﾁﾀﾞ》：ﾄｰﾎｰ液体印刷
機E2600販売開始

6 【日】：ﾋﾞｰﾄﾙｽﾞ来日 【ﾍﾞﾄﾅﾑ】：北爆激化,北ﾍﾞﾄﾅﾑ
の徹底抗戦表明

■日本の人口： 99,036(千人) 【日】：流行語：黒い霧 【米】：ﾊｰﾄﾌｫｰﾄﾞ･ﾌﾟﾗｻﾞ[ｻﾝﾌﾗﾝ
ｼｽｺ](SOM)

【日】：ｽﾁｰﾙ家具展示会
貸し(1973年迄)

【国際】：第8回ｻｯｶｰ･ﾜｰﾙﾄﾞｶｯ
ﾌﾟ(ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ)

【日】：流行語：新三種の神器
(3C)

【日】：千葉大集団ﾁﾌｽ事件
1967 昭和
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4 27 【国際】：ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ万国博開催 【日】：佐藤榮作第二次内閣成

立(62代)
【日】：釜ｹ崎暴動再発 6 5 【中東】：中東紛争勃発 5 15 【米】：ｹﾈﾃﾞｨ･ﾗｳﾝﾄﾞ妥結 【日】：鉄鋼5社史上最高の賃

上げ
【日】：ﾐﾆｽｶｰﾄ流行 5 31 【日】：印紙税法制定 【中】：毛沢東：『毛沢東語

録』
【米】：TI社が四つの関数機能
を有する電卓を開発

【日】：早稲田大学理学部校舎
(安東勝男)：【第19回日本建築
学会賞】

【米】：ﾃﾞｭﾎﾟﾝ社ｵﾌｨｽﾗﾝﾄﾞ
ｽｹｰﾌﾟの実験

【伊】：ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ
(Giandemenico-Belotti)

1967

【ｿ】：ｿ連衛星金星に軟着陸 【日】：初の革新都知事(美濃
部)と共産党市長の実現

【日】：吉田茂元首相戦後初の
国葬

7 1 【欧】：欧州共同体(EC)発足 【日】：自動車保有台数1000万
台超

■日本の人口：100,196(千人) 【日】：国民生活白書で90%が
中流意識と発表(1966年調査)

7 25 【日】：｢住基台帳法｣制定 【南米】：ｶﾞﾙｼｱ=ﾏﾙｹｽ『百
年の孤独』(ｺﾛﾝﾋﾞｱ)

【米】：ﾍﾟﾝﾀｺﾞﾝ完成 【日】：東京都知事に美濃部亮
吉

【日】：総選挙 自民党50%割れ 7 23 【米】：ﾃﾞﾄﾛｲﾄで史上最大の黒
人暴動

■経済白書副題：『能率と福祉
の向上』

【日】：立ち食いぞば各地に出
現

【日】：公害対策基準法 【仏 】：ﾛﾗﾝ･ﾊﾞﾙﾄ：『ﾓｰﾄﾞの
体系』

8 8 【ｱｼﾞｱ】：東南ｱｼﾞｱ諸国連合
(ASEAN)結成

【日】：流行語：ｱﾝｸﾞﾗ族 ﾋﾟｯﾋﾟｰ
族

【仏】：ﾃﾞﾘﾀﾞ：『ｸﾞﾗﾏﾄﾛｼﾞｰに
ついて』

10 21 【米】：ﾜｼﾝﾄﾝで10万人のﾍﾞﾄﾅ
ﾑ反戦集会

【日】：流行語：核家族

【中】：初の水爆実験
1968 昭和
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8 8 【日】：初の心臓移植手術 【ｱｼﾞｱ】：ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ､ｽﾊﾙﾄ大統

領就任
6 26 【日】：小笠原諸島日本に復帰 1 9 【中東】：ｱﾗﾌﾞ石油輸出国機構

(OAPEC)結成
1 1 【米】：ﾄﾞﾙ防衛白書発表 国際

収支赤字
■日本の人口：101,331(千人) 7 18 【米】：ｲﾝﾃﾙ社設立 【日】：初のﾚﾄﾙﾄ食品｢ﾎﾞﾝｶﾚｰ｣

発売
6 10 【日】：騒音規制法制定 【中米】：ｹﾞﾊﾞﾗ：『ｹﾞﾊﾞﾗ日記

(ﾎﾞﾘﾋﾞｱ日記)』：ｷｭｰﾊﾞ
【日】：国産初のﾗｼﾞｶｾ(ｱｲﾜ) 【日】：OHPｹﾝﾄｷｬﾋﾞﾝIP販売開

始
【日】：丸の内赤ﾚﾝｶﾞ三菱旧1
号館取り壊し

【伊】：ﾊﾞｽﾁｱｰﾉ･ﾁｪｱ
(Tobia-Scarpa)

1968

10 17 【日】：川端康成,ﾉｰﾍﾞﾙ文学賞
受賞

9 26 【日】：厚生省,水俣病を公害病
と認定

4 4 【米】：黒人運動指導者ﾏｰﾃｨﾝ･
ﾙｰｻｰ･ｷﾝｸﾞ牧師暗殺される

3 14 【欧】：ﾛﾝﾄﾞﾝ,ﾊﾟﾘ市場でｺﾞｰﾙﾄﾞ
ﾗｯｼｭ再燃

【日】：鋼製家具事務機工業会
解散

【日】：流行語：ｻｲｹﾃﾞﾘｯｸ 6 10 【日】：大気汚染防止法制定 【米】：M･L･ｷﾝｸﾞ：『良心のﾄ
ﾗﾝﾍﾟｯﾄ』

【日】：電電公社､ﾃﾞｰﾀ通信ｻｰ
ﾋﾞｽ開始

【日】：親和銀行本店(白井晟
一)：【第20回日本建築学会
賞】

【日】：ｵﾌｨｽのｸﾞﾚｰからｶ
ﾗｰ化への移行が始まる

【国際】：第10回冬季ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ
(ｸﾞﾙﾉｰﾌﾞﾙ)

【日】：三里塚闘争 5 10 【ﾍﾞﾄﾅﾑ】：ﾊﾟﾘでﾍﾞﾄﾅﾑ和平交
渉始まる

3 14 【米】：公定歩合を 4.5%から
5.0%に引上げ

【日】：日本金属家具工業組合
発足

【日】：流行語：ﾊﾚﾝﾁ 6 15 【日】：都市計画法制定 【日】：電電公社､東京23区でﾎﾟ
ｹｯﾄﾍﾞﾙｻｰﾋﾞｽ開始

【日】：日本初の超高層霞が関
ﾋﾞﾙ完成

【日】：ｽﾁｰﾙ家具展開催

【国際】：第19回ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ開催
(ﾒｷｼｺ)

【日】：東大紛争など一連の学
園紛争の続発､東大卒業式中
止

10 30 【ﾍﾞﾄﾅﾑ】：北爆停止 ■経済白書副題：『国際化の
なかの日本経済』

【日】：流行語：昭和元禄 【日】：郵便番号制度発足 【米】：連邦情報処理標準とし
て(YYMMDD)表記を採用,2000
年問題の火種となる

【米】：ｱﾙｺｱ･ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ[ｻﾝﾌﾗﾝ
ｼｽｺ](SOM)

【日】：3億円強奪事件 【日】：日大紛争 【ｿ】：大陸棚主権宣言 【日】：流行語：情報化社会
【日】：十勝沖地震 【米】：ﾛﾊﾞｰﾄ･ｹﾈﾃﾞｨ暗殺
【日】：明治百年記念式典
【米】：ｱﾎﾟﾛ8号有人衛星月周
回飛行に成功

1969 昭和
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7 20 【米】：ｱﾎﾟﾛ11号月面着陸 【中東】：PLO議長ﾆｱﾗﾌｧﾄを選
出

1 19 【日】：東大紛争に機動隊導
入､安田講堂“落城"

7 28 【国際】：IMFはSDRの正式発
効を発表

■日本の人口：102,536(千人) 【日】：流行語：Oh!ﾓｰﾚﾂ! 【 】：物品税撤廃運動 【日】：石牟礼道子：『苦海
浄土----わが水俣病』

【日】：ﾌﾟｯｼｭﾎｰﾝ発売 【 】：押しﾎﾞﾀﾝ電話機の発達 【日】：大手町電電ﾋﾞﾙ別館(大
沢弘)：【第21回日本建築学会
賞】

【日】：東京地裁 女子の
30歳定年は男女差別で
無効判決

【伊】：ﾗｳﾝｼﾞﾁｪｱ･ｻｯｺ 1969

【ｿ】：ｿﾕｰｽﾞ4･5号人工衛星有
人ﾄﾞｯｷﾝｸﾞ

【米】：ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾆｸｿﾝが第37代
大統領に就任

【日】：公害白書発表 【日】：GNP2位に 【日】：流行語：ｴｺﾉﾐｯｸｱﾆﾏﾙ 【米】：ｼﾞｬﾝﾎﾞｼﾞｪｯﾄ(B747)登場 【日】：ﾋﾞｼﾞｺﾝ社が電卓用にｲﾝ
ﾃﾙ社のMPUを利用

【日】：ﾃﾞｽｸ･ﾁｪｱのｽﾁｰﾙ
化率約75%



西暦 年号 01.出来事 02.政党・元首 03.政治･外交（日本） 04.政治･外交（欧米） 05.金融･経済 06.人口･労働 07.企業･団体設立 08.風俗・流行 09.法律・基準 10.文化（社会科学） 11.文化（自然科学） 12.情報通信システム・機器関連 13.文化（建築･デザイン） 14.オフィス 15.家具･文具 16.業界動向 西暦
【日】：ﾁｸﾛ騒動など食品公害 ■経済白書副題：『豊かさへの

挑戦』
【日】：流行語：やったぜﾍﾞｲﾋﾞｰ 【日】：住友銀行で初のｷｬｼｭ

ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ設置
【日】：ﾗｲｵﾝ：国産修正液
第1号(ﾐｽﾉﾝ)発売

【日】：原子力船｢むつ｣進水 【日】：流行語：悪のり 【米】：ARPANET(現ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ)
使用開始

【日】：物品税撤廃運動

【日】：新全国総合開発計画決
定

【米】：ｲﾝﾃﾙ社がﾏｲｸﾛﾌﾟﾛｾｯ
ｻｰ(MPU)を開発

【日】：東名神高速全通 【米】：合衆国国防省
ARPANET を研究用に委託

1970 昭和
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3 14 【日】：日本万国博(大阪万博)
開催

【英】：ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ･ﾋｰｽが首相に
就任(第73代)

4 24 【中】：中国初の人工衛星打ち
上げ

【日】：ｿﾆｰが初のNY市場に上
場

【日】：労働組合数：60,954
      ：労働争議数： 4,551

【日】：八幡､富士製鉄合併(新
日鉄誕生)

【日】：ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝ(万
博)･ﾀﾞﾝｷﾝﾄﾞｰﾅﾂ(銀座)に第1
号店ｵｰﾌﾟﾝ(外食産業の始ま
り)

4 14 【日】：｢ﾋﾞﾙ管理法｣制定 【仏】：ﾓﾉｰ：『偶然と必然』 【日】：ｼｬｰﾌﾟが液晶LSI使用の
電卓発売

【 】：ﾌﾛｯﾋﾟｲ･ﾃﾞｨｽｸが登場 【日】：世界貿易ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 【 】：ｾﾙﾗﾀﾞｸﾄ工法：1970
年代～

【米】：ｽｳｲｰﾍﾞﾙ･ﾁｪｱ
(Jorgen-Rasmussen)

1970

3 31 【日】：日航“よど号"ﾊｲｼﾞｬｯｸ
事件

【西独】：ﾌﾞﾗﾝﾄ首相が就任 4 30 【米】：米軍,ｶﾝﾎﾞｼﾞｱに侵攻 【日】：世帯貯蓄100万円突破 ■日本のｵﾌｨｽﾜｰｶｰ人口：
12,852(千人)
　　　：対労働人口 24.5%　：内
女性ﾜｰｶｰ 39.1%

【日】：結婚100万組越え､史上
最高

5 6 【日】：著作権法制定 【米】：ﾐﾚｯﾄ：『性の政治学』 【日】：東ﾚ 人工皮革開発 【米】：｢UNIX｣誕生 【米】：ｼﾞｮﾝ･ﾊﾝｺｯｸ･ｾﾝﾀｰ
[Chicago]

【日】：ｶｰﾍﾟｯﾄ(ﾛｰﾙ)：ﾅｲﾛ
ﾝ系ﾙｰﾌﾟｶｰﾍﾟｯﾄ発売

11 25 【日】：三島事件 【日】：佐藤榮作第三次内閣成
立(63代)

■経済白書副題：『日本経済
の新しい次元』

■日本の出生率：2.13 【日】：流行語：ｳｰﾏﾝﾘﾌﾞ 5 18 【日】：｢ﾊｲｼﾞｬｯｸ防止法｣制定 【米】：IBMがｼｽﾃﾑ370を発売 【米】：ﾅｲﾂ･ｵﾌﾞ･ｺﾛﾝﾊﾞｽ
[NewHaven](K.Roche)

【日】：横浜西谷電話局(ｾ
ﾙﾗﾀﾞｸﾄ工法)

【英】：ﾋﾞｰﾄﾙｽﾞ解散 【仏】：ﾎﾟﾝﾋﾟﾄﾞｰ大統領が就任 ■日銀券発行高：55,560(億
円)

■日本の人口：103,720(千人) 【日】：流行語：ﾃﾞｨｽｶﾊﾞｰ･ｼﾞｬﾊﾟ
ﾝ

12 25 【日】：｢ごみ処理法｣制定 【日】：世界貿易ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ
(床材：ﾋﾞﾆﾙ系ﾀｲﾙ)

【国際】：第9回ｻｯｶｰ･ﾜｰﾙﾄﾞｶｯ
ﾌﾟ(ﾒｷｼｺ)

■日本の労働人口：52,448(千
人)：対全人口 50.5%

【日】：流行語：ﾓｰﾚﾂからﾋﾞｭｰ
ﾃｨﾌﾙへ

12 25 【日】：水質汚濁防止法制定 【日】：東芝が60歳定年
延長

【日】：ﾌﾟﾛ野球界に黒い霧 【日】：流行語：光化学ｽﾓｯｸﾞ 12 【米】：ﾏｽｷｰ法 【米】：ｱｸｼｮﾝ･ｵﾌｨｽⅡ発
表

【日】：銀座･新宿に歩行者天
国

【日】：流行語：隣の車が小さく
見えます

【米】：ﾛｻﾝｾﾞﾙｽでﾃﾚﾜｰｸ
広がる

【日】：国産初の人工衛星｢お
おすみ｣打ち上げ

【米】：ｳｰﾏﾝﾘﾌﾞ運動

【日】：国鉄ﾏﾙ生運動始まる
【日】：日本の呼称を｢ﾆｯﾎﾟﾝ｣に
統一

1971 昭和
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7 3 【日】：自衛隊と全日空機,空中
衝突(雫石上空 死者162人)

【日】：沖縄返還協定調印 3 25 【ｱｼﾞｱ】：ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ独立宣言 8 15 【米】：ﾆｸｿﾝ大統領,ﾄﾞﾙ緊急防
衛対策：ﾆｸｿﾝｼｮｯｸ

■日本の人口：105,145(千人) 【日】：ｱﾝﾉﾝ族 5 25 【日】：｢高年齢者雇用安定法｣
制定

【米】：ｼﾞｮﾝ･ﾛｰﾙｽﾞ：『正義
論』

【日】：Uﾏﾁｯｸ方式ﾋﾞﾃﾞｵﾌﾟﾚｰ
ﾔｰ(ｿﾆｰ)

【 】：DECﾐﾆｺﾝのOSにUNIXが
搭載される

【日】：ﾎﾟｰﾗ五反田ﾋﾞﾙ(林昌
二)：【第23回日本建築学会
賞】

【日】：ﾎﾟｰﾗ五反田ﾋﾞﾙ､日
本IBM本社ﾋﾞﾙにﾀﾞﾌﾞﾙ･ｺ
ｱが採用(日建設計)

【伊】：ﾏﾚﾝｺ(Mario-
Mrenco)

《ｲﾄｰｷ》CN型ﾃﾞｽｸ(新
JIS規格)発売

1971

【日】：NHK総合が全時間ｶﾗｰ
化

【日】：公明党政教分離 10 25 【中】：中国国連加盟,台湾は脱
退声明

12 20 【日】：10ｶ国蔵相会議で1ﾄﾞﾙ=
308円の新ﾚｰﾄ発効

【日】：銀座に日本第一号ﾊﾝ
ﾊﾞｰｶﾞｰｼｮｯﾌﾟｵｰﾌﾟﾝ

5 27 【日】：児童手当法制定 【 】：ｶｾｯﾄVTR発売(Sony) 【日】：京王ﾌﾟﾗｻﾞHｵｰﾌﾟﾝ 【日】：大阪大林ﾋﾞﾙ(ｾﾙﾗ
ﾀﾞｸﾄ工法)

【日】：ﾃﾚﾋﾞ普及率90%超 12 4 【印】：ｲﾝﾄﾞﾊﾟｷｽﾀﾝ戦争(12/04) 【日】：第一銀行と勧業銀行合
併で､第一勧業銀行に

【日】：多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ入居開始 【日】：建築基準法改定 (RCせ
ん断設計強化)

【米】：TI社 4bitﾏｲｺﾝを製造 日
本の電卓に価格競争

【米】：*ｶｰﾍﾟｯﾄ(ﾀｲﾙ)：
1970年代初頭 ｱﾒﾘｶにて
使用され始める

【日】：大久保清事件 ■経済白書副題：『内外均衡
達成への道』

【日】：流行語：ﾄﾞﾙｼｮｯｸ 【日】：新JIS規格がﾃﾞｽｸ･ﾁｪｱ
に

【米】：ｲﾝﾃﾙ世界初のﾏｲｸﾛﾌﾟﾛ
ｾｯｻ(4bitMPU)

【日】：流行語：ﾆｱﾐｽ
【日】：流行語：ﾋﾟｰｽ
【日】：流行語：ﾌｨｰﾘﾝｸﾞ
【日】：流行語：脱ｻﾗ
【日】：流行語：日本株式会社

1972 昭和
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1 24 【日】：ｸﾞｧﾑ島で元日本兵横井
庄一発見

【日】：田中角栄第一･二次内
閣成立(64･65代)

5 15 【日】：沖縄返還 9 【国際】：ﾐｭﾝﾍﾝｵﾘﾝﾋﾟｯｸにｱﾗﾌﾞ
ｹﾞﾘﾗ襲撃

12 【 】：国際石油資本,日本の石
油会社に原油価格値上げを通
告

【日】：日本人の平均寿命男70
才を越える

【日】：ﾊﾟﾝﾀﾞ来る(日中国交回
復)

6 8 【日】：労働安全衛生法制定 3 26 【日】：高松塚古墳壁画発
見

【 】：手のひらに載る電卓が一
般化する

【西独】：BMW本社
[Munchen](K.Schwanzer)

【日】：ｵﾌｨｽ家具のｶﾗｰ化
が本格的に

《ｸﾛｶﾞﾈ》：ｵﾌｨｽ用ﾉｯｸﾄﾞ
ｳﾝ式壁面収納家具を生
産開始

1972

2 3 【国際】：第11回冬季ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ
(札幌)

9 29 【日】：田中首相訪中,日中国交
回復

12 10 【ｱｼﾞｱ】：ﾀｲで日本製品ﾎﾞｲｺｯﾄ
運動

■経済白書副題：『新しい福祉
社会の建設』

■日本の人口：107,595(千人) 【日】：流行語：ﾍﾝｼｰﾝ 7 1 【日】：｢ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ法｣制定 【伊】：ﾛｰﾏ･ｸﾗﾌﾞ：『成長の
限界(ﾚﾎﾟｰﾄ：『人類の危
機』)』

【日】：ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟ電卓｢ｶｼｵﾐ
ﾆ｣発売(ｶｼｵ)

【日】：最高裁が日照権･通風
権を初めて認める

【日】：ﾆｲﾁｪｱ(新居猛)

2 28 【日】：連合赤軍,浅間山荘で銃
撃戦

【日】：ﾆｸｿﾝ大統領･田中首相
の首脳会談(ﾊﾜｲ)

【国際】：ｽﾄｯｸﾎﾙﾑで国連人間
環境会議開催｢かけがえのな
い地球｣がﾃｰﾏ

【日】：流行語：ﾎﾟﾙﾉ 7 1 【日】：｢男女雇用機会均等法｣
制定

【中】：馬王推古墳発掘 【日】：電電公社､電話ﾌｧｯｸｽ
ｻｰﾋﾞｽ開始

【日】：中銀ｶﾌﾟｾﾙﾀﾜｰﾋﾞﾙ(黒川
記章)

【国際】：第20回ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ開催
(ﾐｭﾝﾍﾝ)

【日】：環境庁発足 【米】：ﾆｸｿﾝ大統領訪中 【日】：流行語：ﾜｰｶﾎﾘｯｸ 【日】：PCB使用禁止 【日】：田中角栄：『日本列
島改造論』

【日】：富士ｾﾞﾛｯｸｽが世界初の
両面複写機を開発

【米】：ｷﾝﾍﾞﾙ美術館(ﾙｲｽ･ｶｰ
ﾝ)

【日】：外務省機密漏えい事件 【米】：ﾍﾞﾄﾅﾑ撤退終了 【日】：流行語：若葉ﾏｰｸ 【日】：勤労婦人福祉法制定 【仏】：ﾄﾞｩﾙｰｽﾞ/ｶﾞﾀﾘ：『ｱﾝ
ﾁ･ｵｲﾃﾞｨﾌﾟｽ----資本主義
と分裂症』

【米】：C言語をﾍﾞﾙ研が開発

【日】：山陽新幹線岡山まで開
業

【日】：流行語：総括 【日】：事務所衛生基準規則制
定

【米】：ｸﾘﾌﾟｷ：『名指しと必
然性』

【米】：ﾜｰﾌﾟﾛ一斉に登場：
Wang, VYDEC, Lexitron社

【日】：大阪千日前ﾃﾞﾊﾟｰﾄ火災
(死者118人)

【日】：流行語：未婚の母 【米】：男女差別禁止の憲法可
決

【日】：流行語：列島改造論
1973 昭和
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10 23 【日】：江崎玲於奈､ﾉｰﾍﾞﾙ物理
学賞受賞

【日】：70歳以上老人医療無料
化

10 6 【中東】：第4次中東戦争 2 14 【日】：円,変動相場制に移行 ■日本の人口：109,104(千人) 【日】：紙不足深刻化 ﾄｲﾚｯﾄ
ﾍﾟｰﾊﾟｰ買いだめﾊﾟﾆｯｸ

【日】：消防法改正(既存ﾋﾞﾙへ
の遡及)

【ｿ】：ｿﾙｼﾞｪﾆｰﾂｲﾝ：『収容
所群島』NYﾀｲﾑｽﾞに連載

【日】：FAX通信ｻｰﾋﾞｽ開始 【豪】：ｼﾄﾞﾆｰ･ｵﾍﾟﾗﾊｳｽ
[Sydney](J.Wtzon)

【米】：ﾄｰﾏｽ･ｱﾚﾝ ﾉﾝﾃﾘﾄ
ﾘｱﾙ･ｵﾌｨｽの研究

【日】：ｼｽﾃﾑﾁｪｱﾘﾌﾀｰ販
売開始

1973

11 29 【日】：熊本,大洋ﾃﾞﾊﾟｰﾄ大火
(死者101人)

【ｱｼﾞｱ】：ﾗｵｽ停戦 10 【日】：第1次ｵｲﾙｼｮｯｸ､ｶﾞｿﾘﾝｽ
ﾀﾝﾄﾞ土日休業実施

【日】：初の環境週間ｽﾀｰﾄ 【日】：振替休日設定 【米】：ﾅｼｮﾅﾙｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ社初
の16bitMPUを発表

【日】：厚生省が身体障害者の
ための車椅子用道つくり始め
る

【日】：金庫が中小企業近
代化促進法の業種指定
を受ける

【日】：家庭用ｸｰﾗｰの普及率
13%に

【国際】：ﾅｲﾛﾋﾞに国連人間環
境会議を受け国連環境計画局
設立

11 5 【中東】：OAPEC,11月の原油
生産を9月比25%減産と発表

【日】：日本ｼｪｰｷｰｽﾞがﾋﾟｻﾞ1号
店(赤坂)

【米】：ｼｱｰｽﾞﾀﾜｰ 【日】：日本にﾊﾟﾈﾙとﾜｰｸ
ｽﾃｰｼｮﾝの概念輸入

【日】：国鉄上尾駅で乗客暴動
(順法闘争)

【西独】：ﾌﾞﾗﾝﾄ首相ｲｽﾗｴﾙを訪
問

12 25 【中東】：OAPECはﾍﾞﾙｷﾞｰ,日
本などの友好国への供給削減

【日】：流行語：3分間待つのだ
ぞ

【米】：ﾜｰﾙﾄﾞ･ﾄﾚｰﾄﾞ･ｾﾝﾀｰ
[N.Y.](M.Yamasaki)

【日】：国電にｼﾙﾊﾞｰｼｰﾄ登場 【独】：東西ﾄｲﾂ国連加盟 【欧】：EC変動相場制に移行 【日】：流行語：ｵｲﾙｼｮｯｸ
【南米】：ﾁﾘでｸｰﾃﾞﾀｰ ｱｼﾞｪﾝﾃﾞ
大統領死亡

【国際】：ｽﾐｿﾆｱﾝ体制崩壊 【日】：流行語：省ｴﾈ

【米】：ｳｫｰﾀｰｹﾞｰﾄ事件(翌年ﾆ
ｸｿﾝ辞任)

【日】：経済緊急事態宣言 【日】：流行語：日本沈没

【米】：ﾍﾞﾄﾅﾑ戦争休戦協定 【日】：公定歩合2%上げ史上最
高の9%に

【米･ｿ】：米ｿ核戦争防止協定 【日】：商社の買占めに批判集
中
【日】：東京の物価 前年比
14.5%の異常高騰
【日】：日本列島改造論で土地
ﾌﾞｰﾑ 地価1年間で30%高騰
■経済白書副題：『ｲﾝﾌﾚなき
福祉をめざして』
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3 1 【日】：ﾙﾊﾟﾝｸﾞ島で小野田小尉
を救出

【英】：ﾊﾛﾙﾄﾞ･ｳｨﾙｿﾝが首相に
再任(第74代)

11 18 【日】：ﾌｫｰﾄﾞ大統領が日本を訪
問(現職大統領の初来日)

2 13 【ｿ】：ｿﾙｼﾞｪﾆｰﾂｨﾝを国外追放 1 1 【中東】：OAPEC,原油公示価
格2倍に値上げ

4 9 【日】：春闘交通ｾﾞﾈｽﾄ,交通･通
信関係を中心に大混乱

【日】：ｺﾝﾋﾞﾆ1号店｢ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ｣
豊洲にｵｰﾌﾟﾝ

【米】：ｲﾝﾃﾙ8008(8bit2MPU)を
発売､これを利用した世界初の
ﾊﾟｿｺﾝ｢ｱﾙﾃｱ｣を発売

【日】：最高裁判所庁舎(岡田新
一)：【第26回日本建築学会
賞】

【英】：ﾌﾗﾝｸ･ﾀﾞﾌｨの仮説 【伊】：ﾃﾞｲｱﾛｺﾞ(Tobis-
Scarpa)

《ｸﾛｶﾞﾈ》：米国ｽﾁｰﾙｹｰ
ｽ社と提携､ﾊﾟﾈﾙをはじ
めｼｽﾃﾑ家具を製造･販
売開始

1974

8 3 【日】：三菱重工ﾋﾞﾙ爆弾ﾃﾛ事
件,死者8人

【西独】：ｼｭﾐｯﾄ首相就任 【日】：国土庁設置 4 25 【欧】：ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ無血ｸｰﾃﾞﾀｰ 【日】：GNP､戦後初のﾏｲﾅｽ成
長

【日】：33%の賃上げ 【日】：暴走族 【日】：新宿三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 【日】：集団就職列車姿を
消す

【日】：ﾓﾝﾛｰﾁｪｱ(磯崎新)

8 9 【米】：ｳｫｰﾀｰｹﾞｰﾄ事件でﾆｸｿﾝ
米大統領辞任

【日】：三木武夫内閣成立(66
代)

【日】：田中首相東南ｱｼﾞｱ訪問
反日暴動が起こる

8 15 【朝】：朴大統領狙撃事件 【日】：東京都の物価が前年比
25.8%上昇の狂乱物価

■日本の人口：110,573(千人) 【日】：流行語：ｾﾞﾛ成長 【日】：新宿住友ﾋﾞﾙ 【日】：新宿住友ﾋﾞﾙ(床
材：ﾋﾞﾆﾙ系ﾀｲﾙ)

10 9 【日】：佐藤栄作､ﾉｰﾍﾞﾙ平和賞
受賞

【米】：ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ･ﾌｫｰﾄﾞが第38代
大統領に就任

【印】：ｲﾝﾄﾞ地下核実験(6番目
の核保有国へ)

■経済白書副題：『成長経済
を超えて』

【日】：流行語：ﾍﾞﾙばら 【日】：東京海上ﾋﾞﾙ本館(前川
国男)

【 】：日本赤軍によるﾊｰｸﾞ事件,
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ事件

【米】：ﾆｸｿﾝ大統領がｿ連を訪
問

【日】：流行語：狂乱物価

【国際】：第10回ｻｯｶｰ･ﾜｰﾙﾄﾞ
ｶｯﾌﾟ(西ﾄﾞｲﾂ)

【日】：流行語：資産公開

【日】：高校進学率90%に 【日】：流行語：千載一遇
1975 昭和
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3 1 【日】：山陽新幹線,博多まで開

通
【西】：ｶﾙﾛｽ国王即位 【日】：三木首相戦後初の現職

首相として靖国神社参拝
4 17 【ﾍﾞﾄﾅﾑ】：ｶﾝﾎﾞｼﾞｱの内戦終結 2 14 【 】：第1次不況対策10項目 【日】：労働組合数：69,333

      ：労働争議数： 8,435
【米】：ﾋﾞﾙｹﾞｲﾂとﾎﾟｰﾙｱﾚﾝが
BASIC言語を開発､ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
社を設立

【日】：100円ﾗｲﾀｰ発売 5 1 【日】：作業環境測定法制定 【日】：ﾍﾞｰﾀﾏｯｸｽ方式ﾋﾞﾃﾞｵ機
発売(ｿﾆｰ)

【日】：ｴﾎﾟｯｸ社ﾃﾚﾋﾞ第1号 【日】：新宿三井ﾋﾞﾙ(日本設
計)：【第27回日本建築学会
賞】

【国際】：2000ﾙｸｽ以上が
快適であると､国際照明
委員会出版の｢室内照明
ｶﾞｲﾄﾞ｣が記す｡

【日】：会議用ﾃｰﾌﾞﾙ､い
す､鋼製物品棚のJISが制
定される

1975

5 16 【日】：日本女性ｴﾍﾞﾚｽﾄ初登頂 【日】：天皇･皇后初の訪米 4 30 【ﾍﾞﾄﾅﾑ】：南ﾍﾞﾄﾅﾑ解放：ﾍﾞﾄﾅ
ﾑ戦争終結

7 17 【米】：GNP好転で不況脱出宣
言

■日本の人口：111,940(千人) 【日】：流行語：｢総不況｣時代 【日】：東京女子医大で日本初
のCT開始

【日】：ｶｼｵが4,500円で電卓発
売

【日】：政府 国家公務員
の週休2日制(4週1休)導
入

【米】：ﾗｳﾝｼﾞﾁｪｱ(Gae-
Aulenti)

7 19 【日】：沖縄海洋博覧会開幕 5 【 】：海洋法会議｢200ｶｲﾘ経済
水域認知｣の統一草案

【日】：単月の企業倒産1315件
で戦後最高に(11月)

【日】：流行語：ﾂｯﾊﾟﾘ 【日】：任天堂ﾌｧﾐｺﾝ発売 【日】：和文ﾜｰﾌﾟﾛが完成(1000
万円)

【日】：ｱｽﾍﾞｽﾄ吹付け禁止 6 19 【国際】：国際婦人年世界会議
開催(ﾒｷｼｺ)

■経済白書副題：『新しい安定
軌道をめざして』

【日】：流行語：落ちこぼれ 【米】：IBM ﾚｰｻﾞ･ﾌﾟﾘﾝﾀを発表

【日】：ｲｷﾞﾘｽ､ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ女王来
日

11 15 【国際】：第1回先進国首脳会
議ｻﾐｯﾄﾄ(ﾗﾝﾌﾞｲｴ)

■日銀券発行高： 126,717(億
円)

【米】：ｱｯﾌﾟﾙPC｢AppleⅡ｣が登
場(8bitCPU)

【国際】：国連人間環境会議の
内容討議のため京都で国際人
間環境保全科学者大会開催
【中東】：ﾚﾊﾞﾉﾝ内戦始まる

1976 昭和
51

1 31 【日】：鹿児島で日本初の五つ
子出産

【英】：ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ｷｬﾗﾊﾝが首相
に就任(第75代)

7 26 【日】：ﾛｯｷｰﾄﾞ疑獄事件発覚,田
中角栄前首相逮捕

3 1 【朝】：金大中氏らが｢民主救国
宣言｣発表

11 17 【欧】：ECが輸入超過で日本に
厳しい最後通告

■日本の人口：113,094(千人) 【日】：ﾌﾞｰﾂ流行 【国際】：ISO(JIS)14000制定 【英】：ﾄﾞｰｷﾝｽ：『利己的な
遺伝子』

【日】：VHS方式ﾋﾞﾃﾞｵ(ﾋﾞｸﾀｰ) 【 】：ｻﾞｲﾛｸﾞ社の8bitCPUを発
表､NEC｢PC-8000｣ｼﾘｰｽﾞに採
用

【日】：ﾌﾛﾑ･ﾌｧｰｽﾄﾋﾞﾙ(山下和
正)：【第28回日本建築学会
賞】

《ｸﾛｶﾞﾈ》：米国ｽﾁｰﾙｹｰ
ｽ社のｿﾌﾄｳｪｱ｢ｵﾌｨｽ調
査･設計の手法｣を日本
で紹介､ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗﾝｵﾌｨｽ
を本格的に導入

【伊】：ｳｨｽｷｰ(Mario-
Bellini)

1976

7 【国際】：第21回ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ開催
(ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ)

【日】：河野洋平ら新自由ｸﾗﾌﾞ
結成

【日】：防衛費GNP1%枠閣議決
定(三木内閣)

4 5 【中】：北京天安門事件,鄧小平
氏解任 華国鋒主席就任

【日】：安宅産業倒産 【日】：構造汚職 【日】：省ｴﾈ法施行 【日】：時計付き複合機電卓｢ｶ
ｼｵでんｸﾛCQ-1｣

【日】：NECがTK-80型ﾏｲｺﾝｷｯ
ﾄを発売

【日】：損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ本社 【日】：三井物産ﾋﾞﾙ､ｶｰ
ﾍﾟｯﾄの採用と3.2mのﾓ
ｼﾞｭｰﾙで分割可能な間仕
切ｼｽﾃﾑを採用(日建設
計)

【日】：ｶﾞﾗｽの椅子(倉俣
史朗)

9 6 【日】：ｿ連戦闘機ﾐｸﾞ25亡命事
件

【日】：福田赳夫内閣成立(67
代)

7 2 【ﾍﾞﾄﾅﾑ】：ﾍﾞﾄﾅﾑ南北統一､ﾍﾞﾄ
ﾅﾑ社会主義共和国樹立

【日】：赤字国債の発行開始 【日】：宅配便開始(ｸﾛﾈｺﾔﾏﾄ) 【日】：日本で電話の自動即時
化を完了

【国際】：第12回冬季ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ
(ｲﾝｽﾌﾞﾙｯｸ)

12 10 【ｿ】：200ｶｲﾘ専管水域を設定 【日】：日本車の輸出が生産台
数の50%超 対米輸出100万台

【日】：脱ｻﾗﾌｪｱ 【米】：IBM ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ･ﾌﾟﾘﾝﾀを
開発

【中米】：ｸﾞｱﾃﾏﾗで大地震(死
者2万人)

【中東】：ｼﾘｱ軍ﾚﾊﾞﾉﾝに侵攻 ■経済白書副題：『新たな発展
への基礎がため』

【日】：流行語：はしゃぎすぎ

【日】：酒田市大火 【日】：流行語：灰色高官
【米】：ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ1号火星に軟着
陸

【日】：流行語：記憶にございま
せん

【米】：建国200年 【日】：流行語：偏差値
1977 昭和
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9 28 【日】：日本赤軍による日航ﾊｲ

ｼﾞｬｯｸ事件,ﾀﾞｯｶ空港に強制着
陸

【米】：ｼﾞﾐｰ･ｶｰﾀｰが第39代大
統領に就任

3 29 【日】：日本も 200ｶｲﾘ宣言 3 1 【米】：200ｶｲﾘ漁業専管水域実
施｡

1 1 【中東】：OPECが国別に二重
価格制で原油値上げ実施

■日本の人口：114,165(千人) 1 3 【米】：ｽﾃｨｰﾌﾞｼﾞｮﾌﾞｽﾞとｽﾃｨｰﾌﾞ
ｳｫｽﾞﾆｬｯｸがｶﾞﾚｰｼﾞﾗﾎﾞでｱｯﾌﾟ
ﾙ社を設立

【日】：ﾋﾟﾝｸﾚﾃﾞｨｰ旋風 【日】：世界初の自動焦点ｶﾒﾗ
ｺﾆｶが発売

【仏】：ﾎﾟﾝﾋﾟﾄﾞｩｰ･ｾﾝﾀｰ(ﾚﾝｿﾞ･
ﾋﾟｱﾉ､ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾛｼﾞｬｰｽ)

【日】：大卒初任給が10
万円を越え､105,082円

【日】：ﾌﾞﾘｯﾂ(川上元美) 《ｸﾛｶﾞﾈ》：医療施設向け
引戸を開発､製造販売
を開始

1977

【日】：初の静止気象衛星｢ひま
わり｣打ち上げ

【日】：国際的に省ｴﾈ政策 5 7 【国際】：第3回先進国首脳会
議(ﾛﾝﾄﾞﾝ)

【日】：円高､1ﾄﾞﾙ=240円の攻
防

【米】：Bill Gates と Paul Allen
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ社を創立

【日】：王選手がﾎｰﾑﾗﾝ世界新



西暦 年号 01.出来事 02.政党・元首 03.政治･外交（日本） 04.政治･外交（欧米） 05.金融･経済 06.人口･労働 07.企業･団体設立 08.風俗・流行 09.法律・基準 10.文化（社会科学） 11.文化（自然科学） 12.情報通信システム・機器関連 13.文化（建築･デザイン） 14.オフィス 15.家具･文具 16.業界動向 西暦
【日】：北海道･有珠山が爆発 【日】：文部省が君が代を国歌

規定
【国際】：各国,次々200ｶｲﾘ宣
言･実施

【日】：円高不況が深刻化し,倒
産相次ぐ(最高値1ﾄﾞﾙ230円台
に)

【米】：NY大停電2 【国際】：米ｿ中東和平共同声
明発表

■経済白書副題：『安定成長
への対応を進める日本経済』

【米】：米国東部大寒波で経済
ﾏﾋ

1978 昭和
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5 20 【日】：成田空港開港(50日遅
れ)

10 16 【ﾊﾞﾁｶﾝ】：ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ人ﾛｰﾏ法王
誕生

【日】：日中平和友好条約締結 6 【ﾍﾞﾄﾅﾑ】：ﾍﾞﾄﾅﾑ,ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ侵攻 7 24 【日】：円相場1ﾄﾞﾙ=200円を割
る

■日本の人口：115,190(千人) 【日】：ｻﾗ金苦で自殺相次ぐ(ｻ
ﾗ金地獄)

【日】：金属製家具のJISが改
訂

【米】：ｻｲｰﾄﾞ：『ｵﾘｴﾝﾀﾘｽﾞ
ﾑ』

7 25 【英】：英国で試験管ﾍﾞﾋﾞｰ誕生 【米】：ｲﾝﾃﾙが16bitCPU8086
を発表

【日】：ｻﾝｼｬｲﾝ60 【日】：世界最高速を誇る
分速600mの乗用ｴﾚﾍﾞｰﾀ
が池袋ｻﾝｼｬｲﾝ60に完成

1978

6 12 【日】：宮城県沖地震 【日】：社会民主連合結成 【日】：農林水産省発足 7 16 【国際】：第4回先進国首脳会
議(ﾎﾞﾝ)

8 16 【米】：ﾄﾞﾙ防衛策発表 【日】：ﾀﾝｸﾄｯﾌﾟ大流行 【日】：そろばん･電卓を一体化
させた製品登場(ｼｬｰﾌﾟ)

【日】：新宿野村ﾋﾞﾙ

7 【日】：山口組事件を機に暴力
団社会問題化

【日】：大平正芳第一次内閣成
立(68代)

【日】：福田首相が靖国神社参
拝

12 15 【 】：米中国交正常化 10 31 【日】：円相場1ﾄﾞﾙ=175円台に 【日】：原宿に竹の子族 【日】：一般ﾕｰｻﾞｰ向けにﾊﾟｰｿ
ﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ発売(ｼｬｰﾌﾟ)

11 20 【南米】：ｶﾞｲｱﾅで人民の寺院
集団大量自殺

11 1 【米】：ﾄﾞﾙ防衛策発表 【日】：流行語：ﾌｨｰﾊﾞｰ 【日】：日本語処理が可能なﾜｰ
ﾄﾞﾌﾟﾛｾｯｻの開発(東芝)

【国際】：第11回ｻｯｶｰ･ﾜｰﾙﾄﾞ
ｶｯﾌﾟ(ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ)

12 17 【中東】：OPEC,翌年の原油段
階的値上げ決定,累計14.5%引
き上げ

【日】：流行語：ﾜﾝﾊﾟﾀｰﾝ

【中東】：ｲﾗﾝで大地震 ■経済白書副題：『構造転換
を進めつつある日本経済』

【日】：流行語：窓際族

【日】：伊豆大島近海地震(M7) 【日】：流行語：熱帯夜
【日】：流行語：不確実性の時
代

1979 昭和
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7 11 【日】：東名,日本坂ﾄﾝﾈﾙ事故 5 4 【英】：｢鉄の女｣ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ･ｻｯ
ﾁｬｰが首相に就任(第76代)先
進国初の女性の首長

6 28 【日】：東京ｻﾐｯﾄ開幕 10 26 【朝】：韓国朴大統領暗殺され
る

1 1 【中東】：OPECが第1次原油値
上げ実施

■日本の人口：116,155(千人) 【日】：EC委の対日戦略基本文
書に｢日本人はｳｻｷﾞ小屋に住
む働き気違い｣と表現

6 12 【日】：元号法制定 【ﾍﾞﾙｷﾞｰ】：ﾌﾟﾘｺﾞｼﾞﾝ/ｽﾀﾝ
ｼﾞｪｰﾙ：『混沌からの秩序』

【日】：ｳｫｰｸﾏﾝ発売 【日】：NECが｢PC8001｣を発表 【日】：新宿ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 《ｸﾛｶﾞﾈ》：ｵﾌｨｽの研究の
ため､ｵﾌｨｽ創造研究所を
設立

【伊】：ｷｬﾌﾞ412(Mario-
Bellini)

1979

10 26 【国際】：世界保健機関(WHO)
は天然痘が根絶と発表

【日】：大平正芳第二次内閣成
立(69代)

【日】：政府 石油消費削減対策
発表

11 12 【米】：ｲﾗﾝ原油の全面輸入禁
止決定

4 1 【中東】：OPECが第2次原油値
上げ(9.05%)を実施

【日】：Japan as №1 6 22 【日】：｢省ｴﾈ法｣制定 【英】：ﾗｳﾞﾛｯｸ：『地球生命-
---ｶﾞｲｱの科学』

【日】：初のﾀﾌﾞﾚｯﾄ方式のﾜｰﾌﾟ
ﾛ登場(ｼｬｰﾌﾟ)

【日】：自動車電話ｻｰﾋﾞｽの開
始

【日】：通産省省ｴﾈ政策 12 27 【中東】：ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝでｸｰﾃﾞﾀｰ,ｿ
連軍がｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝに侵攻

4 12 【 】：日･米･ECなど主要先進
国,東京ﾗｳﾝﾄﾞに仮調印

【日】：ｲﾝﾍﾞｰﾀﾞｰｹﾞｰﾑが大流行 【日】：ｴﾈﾙｷﾞｰの使用の合理
化に関する法律

【日】：電電公社､自動車電話
ｻｰﾋﾞｽ開始

【国際】：第5回先進国首脳会
議(東京ｻﾐｯﾄ)

5 19 【米】：ﾌｫｰﾄﾞ,東洋工業へ資本
参加を決定

【日】：高齢化社会､問題となる 【日】：建築基準法改正(新耐震
基準)､無筋基礎の禁止､木造3
階建の可

【日】：東芝がﾜｰﾌﾟﾛ第1号機を
発売｡

【中東】：ｲﾗﾝ革命 6 25 【中東】：OPEC総会で,第3次原
油値上げを決定

【日】：流行語：ｳｻｷﾞ小屋 【日】：省ｴﾈ法改正 【日】：日本電気がﾊﾟｿｺﾝ
PC8000発表

7 1 【米】：上限額を1ﾊﾞｰﾚﾙ当たり
23.5ﾄﾞﾙとする二重価格制へ､
20ﾄﾞﾙ原油時代へ

【日】：流行語：ｷﾞｬﾙ 【米】：ﾓﾄﾛｰﾗ社｢MC6800CPU｣
が登場 ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝに採用

11 27 【中東】：ｲﾗﾝ情勢悪化で円相
場が急落し,1ﾄﾞﾙ=251 円台を
突破

【日】：流行語：ﾀﾞｻｲ

12 17 【中東】：OPEC総会での原油
価格問題合意不成立, 30ﾄﾞﾙ
原油時代へ

【日】：流行語：ﾊﾏﾄﾗ

12 【日】：第2次ｵｲﾙｼｮｯｸ
【日】：東証ﾀﾞｳ6,500円台に
■経済白書副題：『すぐれた適
応力と新たな出発』

1980 昭和
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7 【国際】：第22回ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ(ﾓｽｸ
ﾜ)開催 日･米･西独･中国など
不参加

8 14 【欧】：ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞで政治ｽﾄ,｢連
帯｣結成

【日】：海上自衛隊が環太平洋
合同演習に参加

1 20 【中東】：ｴｼﾞﾌﾟﾄ･ｲｽﾗｴﾙ国交樹
立

2 15 【米】：公定歩合を年率13%に
引き上げ,ｲﾝﾌﾚ対策

【日】：労働組合数：72,693
      ：労働争議数： 4,376

【日】：OAﾌﾞｰﾑ始まる 【日】：石油代替ｴﾈﾙｷﾞｰの開
発及び導入の促進に関する法
律

【西独】：ﾊｰﾊﾞｰﾏｽ：『近代-
---未完のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ』(ｱﾄﾞﾙ
ﾉ賞受賞記念講演)

【日】：電電公社が光ﾌｧｲﾊﾞｰを
開発

【日】：OA元年 三種の神器 ﾜｰ
ﾌﾟﾛ､ﾌｧｯｸｽ､PC

【 】：ｱﾝﾀﾞｰｶｰﾍﾟｯﾄ(ﾌﾗｯﾄ
ｹｰﾌﾞﾙ)配線方式：1980
年代～

【米】：ｽﾘｰｴﾑ社：ﾎﾟｽﾄｲｯﾄ
発売

【日】：｢金属家具ﾊﾝﾄﾞ
ﾌﾞｯｸ｣が完成

1980

10 29 【日】：二浪生,金属ﾊﾞｯﾄで両親
惨殺

【ｿ】：ﾁｰﾎﾉﾌが首相就任 4 7 【中東】：米,ｲﾗﾝとの外交関係
断絶

【日】：自動車生産量世界一
(1000万台突破 対米輸出181
台)

■日本のｵﾌｨｽﾜｰｶｰ人口：
16.621(千人)
　　　：対労働人口 29.8%　：内
女性ﾜｰｶｰ 44.2%

【日】：ｸﾘｽﾀﾙ族 【日】：任天堂が｢ｹﾞｰﾑ&ｳｫｯﾁ｣
発売

【日】：ﾜｰﾄﾞﾌﾟﾛｾｯｻ富士通
OASYS100販売開始

【日】：興亜火災海上ﾋﾞﾙ
(床材：ﾛｰﾙｶｰﾍﾟｯﾄ)

【伊】：ｲﾀﾘｱ南部で大地震 【朝】：全斗煥が大統領就任 9 22 【中東】：ｲﾗﾝ･ｲﾗｸ戦争勃発 【日】：電気･ｶﾞｽ50%近い値上
げ

■日本の人口：117,060(千人) 【日】：ﾊｲﾃｸﾌﾞｰﾑ 【日】：光ﾌｧｲﾊﾞｰ開発(電電公
社)

【国際】：第13回冬季ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ
(ﾚｰｸﾌﾟﾗｼｯﾄﾞ)

【日】：伊藤正義臨時内閣 鈴木
善幸内閣成立(70代)

11 25 【中東】：ｱﾗﾌﾞ首脳会議開催,対
ｲｽﾗｴﾙ強硬派欠席

【日】：冬野菜前年の10倍の高
値

■日本の労働人口：55,749(千
人)：対全人口 47.6%

【日】：売春観光 【日】：市外電話ｺﾚｸﾄｺｰﾙｻｰﾋﾞ
ｽ開始

【日】：全国的な異常冷夏 各地
で低温記録更新

【国際】：国際自然保護連合が
環境保全を主張する世界自然
資源保全戦略を発表

■経済白書副題：『先進国日
本の試練と課題』

【日】：流行語：ﾄﾗﾊﾞｰﾕ 【日】：都銀6行がCDでｵﾝﾗｲﾝ
提携開始

【国際】：第6回先進国首脳会
議(ﾍﾞﾈﾁｱ)

■日銀券発行高： 193,472(億
円)

【日】：流行語：第3の波 【米】：ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ社が｢MS-
DOS｣を開発

1981 昭和
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4 21 【米】：ｽﾍﾟｰｽｼｬﾄﾙ初飛行 【ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ】：ﾔﾙｾﾞﾙｽｷ首相就
任

5 7 【日】：鈴木･ﾚｰｶﾞﾝ首脳会談｡｢
同盟関係｣初明記

7 20 【国際】：第7回主要先進国首
脳会議(ｵﾀﾜ)

5 1 【日】：対米乗用車輸出規制問
題,1年間の輸出を 168万台に
規制の声明を発表

■日本の人口：117,902(千人) 【日】：流行語：ｳｯｿｰ 6 1 【日】：銀行法制定 【西独】：ﾊｰﾊﾞｰﾏｽ：『ｺﾐｭﾆ
ｹｰｼｮﾝ行為の理論』

【 】：OSに｢MS-DOS｣搭載の
PC標準機が誕生

【日】：名護市庁舎(象設計集
団)：【第33回日本建築学会
賞】

【日】：公務員週休2日制
ｽﾀｰﾄ

《ｲﾄｰｷ》：ﾊﾞｰﾃﾌﾞﾗﾁｪｱ発
売

【日】：韓国金属家具工
業協同組合の訪問を受
ける

1981

7 29 【英】：英国皇太子ﾁｬｰﾙｽﾞがﾀﾞ
ｲｱﾅ妃と結婚

【仏】：ﾌﾗﾝｿｱ･ﾐｯﾃﾗﾝ大統領就
任

【日】：鈴木内閣全閣僚が靖国
神社参拝

10 2 【東欧】：ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ：自主労組｢
連帯｣初代全国委員長選挙,ﾜﾚ
ｻ氏が当選

【日】：東証8,000円台に 【日】：流行語：ﾌﾙﾑｰﾝ 【日】：建築基準法改正(新耐震
基準)

【日】：電電公社､ﾌｧｸｼﾐﾘ通信
網(Fﾈｯﾄ)ｻｰﾋﾞｽ開始

【日】：最高裁で日産自動
車の女性の定年差別は
無効と判決

10 16 【日】：北炭夕張炭鉱ｶﾞｽ突出
事故

【米】：ﾛﾅﾙﾄﾞ･ﾚｰｶﾞﾝが第40代
大統領に就任

10 22 【 】：初の南北ｻﾐｯﾄが,ﾒｷｼｺの
ｶﾝｸﾝで開催

【日】：貿易摩擦 【日】：流行語：校内暴力 【日】：電話加入数 4000万突
破

【日】：ﾛｰﾏ法王ﾔﾊﾈｽ･ﾊﾟｳﾛ2
世来日

【中米】：ｴﾙｻﾙﾊﾞﾄﾞﾙで内戦激
化

■経済白書副題：『日本経済
の創造的活力を求めて』

【日】：流行語：談合 【日】：富士通｢FM-8｣を発売

【日】：神戸ﾎﾞｰﾄﾋﾟｱ'81開く 【東欧】：ﾎﾟｰﾗﾝﾄで戒厳令施行
ﾜﾚｻ氏軟禁

【日】：中国残留日本人孤児が
正式来日
【日】：福井謙一 ﾉｰﾍﾞﾙ化学賞
受賞
【仏】：ﾊﾟﾘ･ﾘﾖﾝ間にTGVが営業
開始
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2 8 【日】：ﾎﾃﾙﾆｭｰｼﾞｬﾊﾟﾝ火災(死
者32人)

11 12 【ｿ】：ﾌﾞﾚｼﾞﾈﾌ第一書記が急死
ﾕｰﾘｰ･,ｱﾝﾄﾞﾛﾎﾟﾌが第一書記
に就任

【日】：参院選の比例代表制導
入の公布

6 4 【欧】：西欧諸国は,対ｿ経済制
裁問題で,ｱﾒﾘｶと共同歩調をと
ることに抵抗

10 20 【仏】：ﾌﾗﾝｽが日本製VTRに対
する輸入制限措置実施

4 【米】：ｱﾒﾘｶの失業者 1,000万
人を超す

【米】：Autodesk 社設立;少しし
てから AutoCAD を出荷

【日】：CDが市場に登場 8 17 【日】：老人保健法制定 【米】：米ｲﾝﾃﾞｨｱﾅ大学で｢
源氏物語｣について初の国
際学会開催

【日】：初のCDﾌﾟﾚｰﾔｰ(ｿﾆｰ) 【日】：NECがPC9801を､富士
通がFM-7を発表

【日】：新宿NSﾋﾞﾙ(小倉善明)：
【第34回日本建築学会賞】

【国際】：国連主催で初の
高齢者問題世界会議が
ｳｨｰﾝで開催

1982

2 9 【日】：日航機羽田沖墜落事故 【印】：ｲﾝﾄﾞ大統領にｻﾞｲﾙ･ｼﾝ
が就任

【日】：第1回国連人間環境会
議(ｽｳｪｰﾃﾞﾝ)

6 14 【英】：ﾌｫｰｸﾗﾝﾄﾞ紛争勃発,英国
の勝利で73日ぶりに停戦

【日】：215品目の関税引下げ
等市場開放措置

【日】：子供の人口が総人口の
23.2%に減少

【日】：流行語：逆噴射 【日】：電子郵便開始 【日】：実物投影機CU-2328販
売開始

【日】：特殊設計施設 認
可(ｱﾝﾀﾞｰｶｰﾍﾟｯﾄ配線方

6 22 【米】：FBIが産業ｽﾊﾟｲとして日
立製作所,三菱電機の社員6人
を逮捕

【日】：新進党結成 【日】：歴史教科書問題起こる 12 3 【国際】：国連総会,1983年から
92年を｢障害者の10年｣と宣言

【仏】：ﾌﾗﾝｽが主要企業(9社)･
銀行(39行)の国有化法成立

■日本の人口：118,728(千人) 【日】：流行語：症候群(ｼﾝﾄﾞﾛｰ
ﾑ)

【日】：電電公社がﾃﾚﾌｫﾝｶｰﾄﾞ
を発売 ｶｰﾄﾞ式公衆電話の登
場

【米】：失業率が戦後最
高に(9.8%)

6 23 【日】：東北新幹線,上越新幹線
開業

【日】：中曽根康弘第一次内閣
成立(第71代)

【国際】：ﾅｲﾛﾋﾞで第2回国連人
間環境会議開催｢国際汚染｣
がﾃｰﾏ

■経済白書副題：『経済効率
性を活かす道』

【日】：流行語：心身症 【日】：電電公社が超高速LSI
開発成功

【ｿ】：ｿﾕｰｽﾞT7で宇宙飛行士
は211日滞在の記録

【日】：民社党､新生党など解党 【国際】：第8回主要先進国首
脳会議(ﾍﾞﾙｻｲﾕ)

【日】：流行語：森林浴 【日】：富士通が100万円を切る
ﾜｰﾌﾟﾛを発売(ﾏｲｵｱｼｽ)

【ｿ】：金星13号が金星に軟着
陸 初のｶﾗｰ写真を電送

【中】：中国､近代化路線決定 【日】：富士通が世界最高速の
科学技術計算用のｽｰﾊﾟｰｺﾝ
ﾋﾟｭｰﾀを開発

【英】：FBIがIBMの最新大型ｺﾝ
ﾋﾟｭｰﾀ情報を不正入手したと日
立･三菱社員を逮捕 おとり捜
査と判明

【東欧】：ﾎﾟｰﾗﾝﾄ ﾜﾚｻ釈放 【米】：ｲﾝﾃﾙ社16bitCPUを発表

【国際】：第12回ｻｯｶｰ･ﾜｰﾙﾄﾞ
ｶｯﾌﾟ(ｽﾍﾟｲﾝ)

【米】：ﾌﾟﾛﾄｺﾙ｢TCP/IP｣完成：
このﾌﾟﾛﾄｺﾙで接続したﾈｯﾄﾜｰｸ
を Internet と定義

【国際】：第8回主要先進国首
脳会議(ﾊﾟﾘ-ﾍﾞﾙｻｲﾕ宮殿)
【日】：ﾒｷｼｺ ｴﾙﾁｮﾁｮﾝ火山大
噴火の影響で日本が冷夏
【日】：羽田空港沖で日航ｼﾞｪｯﾄ
機逆噴射墜落(死者24人)
【日】：九州北西部で集中豪雨
(死者･行方不明299人)
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5 28 【国際】：第9回主要先進国首
脳会議(ｻﾐｯﾄ)(ｳｨﾘｱﾑｽﾞﾊﾞｰｸﾞ)

【日】：中曽根康弘第二次内閣
成立(第72代)

1 17 【日】：中曽根首相訪米､ﾚｰｶﾞﾝ
大統領と会談｢日米運命共同
体｣

3 15 【中東】：OPECが原油価格を1
ﾊﾞｰﾚﾙ=34ﾄﾞﾙから29ﾄﾞﾙとし初
めて値下げ

■日本の人口：119,536(千人) 【日】：おしんｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ 5 13 【日】：｢ﾉﾝﾊﾞﾝｸ規制法｣制定 【日】：ﾌｧﾐﾘｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ登場(任
天堂)

1 1 【米】：TCP/IP への取替完了､
大域的ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ登場

【日】：第一回ｵﾌｨｽ環境
展(日本能率協会)開催

【伊】：ﾌｧｰｽﾄ(Michele-
de-Lucchi)

1983

6 13 【日】：戸塚ﾖｯﾄｽｸｰﾙ事件で戸
塚校長逮捕

21 【日･米】：日米首脳会談で同
盟関係を再確認

【米】：対日貿易赤字216億ﾄﾞﾙ
の過去最高となる

【日】：ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀが登場 【日】：PCの普及台数100万台
超

【日】：日本経営協会が
ｸﾞｯﾄﾞﾌｧｲﾘﾝｸﾞ賞を創設

【日】：ｼｽﾃﾑﾁｪｱｴﾙｺﾞEｼ
ﾘｰｽﾞ販売開始

9 1 【ｿ】：大韓航空機撃墜事件 【日】：ﾚｰｶﾞﾝ大統領来日 ■経済白書副題：『持続的成
長への足固め』

【日】：東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞ開園 ■着工建築床面積（事
務所使途）：㎡
　　　 9,878,537

【米】：ｳｴｽﾄｻｲﾄﾞ(Ettore-
Sottsass)

【欧】：AIDS,ｱﾒﾘｶ,ﾖｰﾛｯﾊﾟで流
行

【日】：参院選で初の比例代表
制 自民党圧勝

【日】：流行語：ﾆｭｰﾒﾃﾞｨｱ元年

【日】：山陰地方で集中豪雨(死
者104人)

【日】：総選挙実施 自民党過半
数割れ

【日】：流行語：気くばりのすす
め

【日】：日本海中部地震で大津
波発生(死者104人)

【日】：中曽根首相韓国訪問､
全斗煥大統領と会談

【日】：流行語：情報使いすて
時代

【米】：ｽﾍﾟｰｽｼｬﾄﾙ ｽｶｲﾗﾌﾞ1号
打上げ

【日】：流行語：積木くずし

1984 昭和
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7 28 【国際】：第23回ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ(ﾛｻﾝ
ｾﾞﾙｽ)開催

【ｿ】：ｱﾝﾄﾞﾛﾎﾟﾌ書記長が死去 ｺ
ﾝｽﾀﾝﾃｨﾝ･ﾁｪﾙﾈﾝｺﾌが第一書
記に就任

【日】：全斗煥大統領が来日 10 31 【印】：ｲﾝﾄﾞ､ｲﾝﾃﾞｨﾗ･ｶﾞﾝｼﾞｰ首
相暗殺される

9 12 【国際】：IMFは世界景気回復
宣言を発表

【日】：平均寿命世界一に 【日】：総理府調査で9割が中
流意識

8 10 【日】：｢JT法｣制定 1 23 【日】：放送衛星ゆり2号a打ち
上げ成功｡日本初の衛星放送
始まる｡

9 28 【日】：高度情報通信ｼｽﾃﾑ
(INS),三鷹･ 武蔵野でﾓﾃﾞﾙ実
験ｽﾀｰﾄ(電電公社)

【日】：ﾎﾝﾀﾞ青山ﾋﾞﾙ(ｱﾝﾀﾞｰｶｰ
ﾍﾟｯﾄ配線方式)

【日】：ｶｰﾍﾟｯﾄ(ﾀｲﾙ)：PVC
ﾊﾞｯｸ 発売

【ﾉﾙｳｪｰ】：ﾊﾞﾗﾝｽ･ﾁｪｱ
(Peter-Opsvik)

1984

11 16 【日】：世田谷で地下通信ｹｰﾌﾞ
ﾙ火災､情報通信網ﾏﾋ

【国際】：第9回主要先進国首
脳会議

【日】：円相場1ﾄﾞﾙ=250円 ■日本の人口：120,305(千人) 【日】：流行語：ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ 【日】：国際法 戸籍法改正 11 3 【日】：首都圏と京阪神地区で｢
ｷｬﾌﾟﾃﾝ｣ｻｰﾋﾞｽ始まる

【 】：TV会議ｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ開始 【日】：東京ｶﾞｽ本社ﾋﾞﾙ 【日】：運転免許証所有
者5000万人を越える

【伊】：ﾃｱﾄﾛ(Aldo-
Rossi&Luca-Meda)

12 2 【印】：ｲﾝﾄﾞ､ﾎﾞﾊﾟｰﾙ市の殺虫
剤工場で毒ｶﾞｽ漏れ事故｡ 死
者2500人以上

【日】：新札発行 【日】：流行語：財ﾃｸ 【 】：ﾏｳｽの登場 【日】：東芝ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 【日】：吉祥寺ｻﾃﾗｲﾄｵﾌｨ
ｽ勤務実験

【国際】：第14回冬季ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ
(ｻﾗｴﾎﾞ)

【日】：東証ﾀﾞｳが1万円の大台
に

【日】：流行語：飽食の時代 【日】：INSﾓﾃﾞﾙｼｽﾃﾑ実験ｽﾀｰ
ﾄ(武蔵野､三鷹地区)

【日】：本田技研工業本社ﾋﾞﾙ 【米】：ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
ｽﾞ･ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｼｽﾃﾑがｽ
ﾏｰﾄﾋﾞﾙを実現

【日】：ｸﾞﾘｺ事件(江崎社長誘
拐)･森永事件(脅迫) 怪人二十
面相

【日】：日本が経常黒字350億ﾄﾞ
ﾙ超で過去最高に

【日】：流行語;ｲｯｷ･ｲｯｷ(いっき
飲み)

【日】：河合塾がｹｰﾌﾞﾙTVで授
業開始

【米】：AT&Tﾋﾞﾙ(現ｿﾆｰﾌﾟﾗ
ｻﾞ)[NewYork](ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ｼﾞｮﾝｿﾝ)

■着工建築床面積（事
務所使途）：㎡
　　　11,445,794

【日】：ﾛｽ疑惑発生 【米】：米国の経常赤字が1000
億ﾄﾞﾙを越え史上最高に

【米】：ｷﾞﾌﾞｿﾝ､科学小説 ｢
Neuromancer ｣でｻｲﾊﾞｰｽﾍﾟｰ
ｽという言葉を考案

【日】：坂村健(TRON)を提唱
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【日】：初の第三ｾｸﾀｰ 三陸鉄
道開業

■経済白書副題：『新たな国際
化に対応する日本経済』

【米】：ｱｯﾌﾟﾙ社がﾏｯｷﾝﾄｯｼｭを
発売(GUI)
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3 17 【日】：｢科学万博-つくば '85｣
開催

3 11 【ｿ】：ｺﾞﾙﾊﾞﾁｮﾌ共産党書記長 【日】：中曽根､戦後の首相初
の靖国公式参拝

11 19 【 】：ﾚｰｶﾞﾝとｺﾞﾙﾊﾞﾁｮﾌ:米ｿ首脳
会談｡核不戦の原則確認など
の共同声明を発表

9 22 【国際】：主要5ｶ国蔵相･中央
銀行総裁会議開催｡ﾄﾞﾙ高修正
を合意

【日】：労働組合数：74,499
      ：労働争議数： 4,826

【日】：ﾘｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟ協会発足 【日】：50～60才を実年と表現 7 5 【日】：｢人材派遣法｣制定 【日】：37吋ﾃﾚﾋﾞ発売(三菱) TV
の大型化始まる

【日】：｢ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ0120｣ｻｰﾋﾞｽ
開始

【日】：新両国国技館落成 【日】：OA症候群 ﾃｸﾉｽﾄﾚ
ｽが表面化

【伊】：ｻﾞﾌﾞﾛ(Alessandro-
Mendini)

1985

8 12 【日】：日航ｼﾞｬﾝﾎﾞ機,群馬県御
巣鷹山に墜落｡

【ｿ】：ﾁｪﾙﾈﾝｺ死去 ﾐﾊｲﾙ･ｺﾞﾙ
ﾊﾞﾁｮﾌが第一書記に就任し､ﾙｲ
ｼｺﾌが首相に就任

【ｱﾌﾘｶ】：南ｱﾌﾘｶのｱﾊﾟﾙﾄﾍｲﾄ
政策に対する暴動激化

9 【国際】：[G5｢ﾌﾟﾗｻﾞ合意｣] ■日本の人口：121,049(千人) 【日】：専売公社民営化､日本
たばこ産業(JT)発足

【日】：ﾃｸﾉｽﾄﾚｽ 【日】：JISC3652｢電力用ﾌﾗｯﾄ
ｹｰﾌﾞﾙの施工方法｣

【日】：AF一眼ﾚﾌｶﾒﾗ発売(ﾐﾉﾙ
ﾀ)

【日】：8mmVTR発売(ｿﾆｰ) 【日】：つくば市のｼｮｯﾋﾟﾝ
ｸﾞｾﾝﾀｰ(ｸﾚｵ)にｽﾃｯﾌﾟが
曲線的に循環するｽﾊﾟｲﾗ
ﾙｴｽｶﾚｰﾀ登場

9 19 【墨】：ﾒｷｼｺで大地震が発生,
死者8,000人

【ｿ】：ﾍﾟﾚｽﾄﾛｲｶ(改革)始まる 11 25 【日】：1ﾄﾞﾙ= 200円を突破する
円高(4年9ｶ月ぶり)

【日】：電電公社民営化 日本電
信電話㈱(NTT)に

【日】：流行語：ﾏﾆｭｱﾙ人間 【日】：VDT作業ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(労働
省)

【日】：ﾌｧﾐｺﾝ年間で650万台販
売

【日】：OAﾎﾞｰﾄﾞ書撮りくん販売
開始

【日】：完全失業率過去
最高に

【南米】：ｺﾛﾝﾋﾞｱでﾈﾊﾞﾄﾞﾃﾞﾙﾙｲ
ｽ火山爆発 死者2万4740人

【国際】：第10回主要先進国首
脳会議

【日】：自動車輸出684万台で
過去最高

【日】：流行語：新人類 【日】：VDT作業ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(労働
省)

【日】：ｵﾌｨｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ用CADの
導入が始まる

■着工建築床面積（事
務所使途）：㎡
　　　12,725,409

【南米】：ｺﾛﾝﾋﾞｱ火山災害 【日】：中曽根首相が1人1ﾄﾞﾙ
の外国製品購入を呼びかけ

【日】：改正国民年金法 基礎年
金新設

【日】：ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾜｰﾌﾟﾛ発売(ｶｼ
ｵ)

【日】：厚生省AIDS患者第一号
を発表

【日】：長期ﾌﾟﾗｲﾑﾛｰﾝが7%で過
去最低に

【日】：改正道路交通法 ｼｰﾄﾍﾞ
ﾙﾄ着装義務化

【日】：電電公社が日本縦貫光
ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙの伝送路を開設

【日】：東証ﾀﾞｳが1万3000円台
に

【日】：男女雇用機会均等法成
立

【米】：PageMaker 登場

■経済白書副題：『新しい成長
とその課題』

【米】：ｲﾝﾃﾙ社 32bitCPUを発
表

■日銀券発行高： 254,743(億
円)

【米】：ﾌｧｼﾘﾃｨ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾂｰﾙと
してCAFMの導入が始まる
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1 28 【米】：ｽﾍﾟｰｽｼｬﾄﾙ｢ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ｣
発射直後に爆発｡乗組員全員
死亡

9 6 【日】：日本初の女性党首･社
会党土井たか子委員長誕生

【日】：戦後2度目の衆参同日
選挙 自民党圧勝

2 25 【ｱｼﾞｱ】：ﾌｨﾘﾋﾟﾝのﾏﾙｺｽ政権が
崩壊｡ｱｷﾉ政権が誕生

3 18 【米】：経常収支赤字が史上最
高の 1,176億ﾄﾞﾙとなり,債務超
過国へ転落

■日本の人口：121,660(千人) 【日】：全日本民間労働組合協
議会(全民労協)発足

【日】：ﾊﾚｰ彗星が76年ぶりの
地球接近

12 4 【日】：｢JR会社法｣制定 【日】：使い捨てｶﾒﾗ｢写るんで
す｣発売

【 】：ﾗｯﾌﾟﾄｯﾌﾟPCの登場 【日】：ｱｰｸ森ﾋﾞﾙ 【 】：ﾍﾟﾘｶｳﾝﾀｰ配線ﾀﾞｸﾄ
方式：1980年代中頃

1986

4 26 【ｿ】：ｿ連ﾁｪﾙﾉﾌﾞｲﾘ原子力発電
所で爆発事故｡大量の放射能
が放出

【日】：中曽根第三次内閣成立
(第73代)

【欧】：ECにｽﾍﾟｲﾝ･ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙが
加盟

12 【中東】：OPEC総会で石油の
生産水準維持優先の方針決
定｡原油価格が急落

【日】：均等元年 12 【日】：ﾆｭｰｵﾌｨｽ化の提言(通
産省)

【日】：東北自動車道全面開通 【日】：新宿ｸﾞﾘｰﾝﾀﾜｰ(ﾍﾟﾘｶｳﾝ
ﾀｰ配線ﾀﾞｸﾄ方式)

【日】：ｱｰｸﾋﾙｽﾞ森ﾋﾞﾙ(床
材：ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ)

【国際】：第13回ｻｯｶｰ･ﾜｰﾙﾄﾞ
ｶｯﾌﾟ(ﾒｷｼｺ)

【仏】：ｼﾗｸが首相に就任 【国際】：第11回主要先進国首
脳会議(東京)

【日】：円相場1ﾄﾞﾙ=121円に 【日】：自殺者2万5524人で過
去最高に

【日】：ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾋﾞﾙの
概念

【日】：ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに著作
権

【日】：円相場1ﾄﾞﾙ=160円 【日】：日本にもﾊｯｶｰ侵入 【日】：ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾋﾞﾙ研
究委員会(建設省住宅
局)発足

【日】：英国ﾁｬｰﾙｽﾞ皇太子･ﾀﾞｲ
ｱﾅ妃来日

【日】：株価高騰｡NTT株ﾌｨｰ
ﾊﾞｰなどﾏﾈｰﾌﾞｰﾑ高まる

【日】：流行語：ｱｰｸﾋﾙｽﾞ 【日】：金融機関が第3土
曜日も休業

【日】：三原山火山爆発 【日】：公定歩合3%で過去最低
水準

【日】：流行語：ｸﾞﾙﾒ 【日】：通勤専用列車｢湘
南ﾗｲﾅｰ｣運転開始

【日】：東証ﾀﾞｳが1万7000円台
から1万5000円台に大暴落(過
去最高)

【日】：流行語：ﾌｧﾐｺﾝ 【日】：通産省がﾆｭｰｵﾌｨ
ｽ化の提言を発表

■経済白書副題：『国際的調
和をめざす日本経済』

【日】：流行語：ﾌﾟｯﾂﾝ 【日】：通産省ﾆｭｰｵﾌｨｽ
推進委員会発足

【日】：流行語：ﾔﾘｶﾞｲ 【日】：働く女性1584万人
(内ﾊﾟｰﾄ333万人)で専業
主婦を上回ると婦人労働

【日】：流行語：家庭内離婚 ■着工建築床面積（事
務所使途）：㎡
　　　13,609,945

【日】：流行語：新人類
1987 昭和
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10 12 【日】：利根川進､ﾉｰﾍﾞﾙ医学･
生理学賞を受賞

12 16 【朝】：韓国:第13代大統領に盧
泰愚候補が当選

7 【中東】：ｲﾗﾝ･ｲﾗｸ戦争でﾍﾟﾙ
ｼｬ湾情勢緊迫｡米艦がﾀﾝｶｰ
護衛

2 1 【日】：NTT株が新規上場｡1株
160 万円の初値

【国際】：世界人口：50億人超 4 1 【日】：国鉄を6社の旅客鉄道
会社をはじめとする11の新会
社に分割･民営化した新生JR
がｽﾀｰﾄ

【日】：ｱｻﾋｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｲ発売 【日】：ISO9000sが規格化 【 】：携帯電話ｻｰﾋﾞｽ開始 【 】：ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ(OAﾌﾛ
ｱ)配線方式：1980年代後
半～

【仏】：ﾐｽ･ﾐﾙｼｭ(Philippe-
Starck)

《ｸﾛｶﾞﾈ》：本格的なｴﾙｺﾞ
ﾉﾐｽﾁｪｱとしてｽﾁｰﾙｹｰｽ
｢ｾﾝｻｰ｣を製造販売開
始

1987

11 29 【朝】：大韓航空機,ﾋﾞﾙﾏ沖で爆
破墜落

【ｿ】：ｺﾞﾙﾊﾞﾁｮﾌ第一書記が訪
米

【ｿ】：ﾍﾟﾚｽﾄﾛｲｶ(改革) 4 17 【米】：米､世界最大の債務国
に転落｡通商法 301条に基づ
き戦後初めて対日経済措置を
取る

■日本の人口：122,239(千人) 【日】：JR6社 【日】：ｶｳﾁﾎﾟﾃﾄ 【日】：ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾋﾞﾙ普
及

【国際】：AIDS禍拡大 【日】：竹下登内閣成立(第74
代)

10 19 【米】：ﾌﾞﾗｯｸﾏﾝﾃﾞｰ：NY市場で
ﾀﾞｳ平均株価が22.6%の大暴落

【日】：NOPA･JFMA発足 【日】：東京練馬区の光が丘団
地で入居倍率6137倍を記録

【日】：環境庁 初の酸性雨調査
発表

12 23 【国際】：主要7ｶ国蔵相･中央
銀行総裁会議,ﾄﾞﾙ下落防止を
確認した

【日】：第2電電 日本ﾃﾚｺﾑ 日
本高速通信の新電電3社

【日】：流行語：ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾊﾞｯｼﾝｸﾞ

【日】：気象庁がｽｷﾞ花粉情報
発表

【日】：円高進み130円台に 【日】：日本航空(JAL)が民営化 【日】：流行語：円高ﾄﾞﾙ安 【日】：清水建設技術研
究所でﾌﾘｰｱﾄﾞﾚｽを実施

【日】：公定歩合2.5%で過去最
低

【日】：流行語：朝ｼｬﾝ

【日】：対米貿易514億ﾄﾞﾙ 対
EC166億ﾄﾞﾙの黒字で過去最
高

【日】：日経ﾆｭｰｵﾌｨｽ賞
はじまる

【日】：東京都の地価が年間に
85.7%上昇

【日】：梅田ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ(ﾍﾟﾘ
ｶｳﾝﾀｰ配線ﾀﾞｸﾄ方式)

【日】：東証ﾀﾞｳが2万5000円台
の後､円高ﾄﾞﾙ安で一挙に2万
1000円台に暴落

■着工建築床面積（事
務所使途）：㎡
　　　15,167,980

【日】：東証株式時価総額でNY
を抜き世界一に
■経済白書副題：『進む構造
転換と今後の課題』
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3 13 【日】：青函ﾄﾝﾈﾙ開業 【日】：ﾘｸﾙｰﾄ疑惑事件表面化 8 2 【中東】：ｲﾗﾝ･ｲﾗｸ戦争8年ぶり
休戦

■経済白書副題：『内需型成
長の持続と国際社会への貢
献』

■日本の人口：122,745(千人) 【日】：流行語：5時まで男･5時
から男

5 20 【日】：｢ｵｿﾞﾝ層保護法｣制定 10 8 【日】：藤ﾉ木古墳で考古学
的に重大な発見

【日】：DESCOM販売開始 【日】：ｻﾃﾗｲﾄｵﾌｨｽの実
験開始(志木ｻﾃﾗｲﾄｵﾌｨ
ｽ)

1988

3 18 【日】：東京ﾄﾞｰﾑが完成 11 15 【中東】：PLOが国家樹立宣言 【日】：流行語：DINKS (double
income no kids)

12 30 【日】：消費税法制定 【英】：ﾎｰｷﾝｸﾞ：『ﾎｰｷﾝｸﾞ､
宇宙を語る』

【日】：INSﾈｯﾄ64､東京､名古
屋､大阪の3地域でｻｰﾋﾞｽ開始

【日】：吉田工業 YKK50ﾋﾞ
ﾙ【第01回日経NO賞】

4 1 【日】：瀬戸大橋開通 【日】：流行語：WW(ﾜｰｷﾝｸﾞ･ｳｰ
ﾏﾝ)

【日】：｢ｵｿﾞﾝ層保護法｣ 【英】：ﾗｼｭﾃﾞｨ：『悪魔の詩』 【日】：電子OHP販売開始 ■着工建築床面積（事
務所使途）：㎡
　　　1,7264,618

7 23 【日】：海自の潜水艦｢なだし
お｣が衝突

【日】：流行語：ｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄ 【日】：｢ﾆｭｰｵﾌｨｽ化の指針｣(ｱ
ﾝﾀﾞｰｶｰﾍﾟｯﾄ配線方式/ﾌﾘｰｱｸ
ｾｽﾌﾛｱ配線方式)

9 17 【国際】：第24回ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ(ｿｳﾙ)
開催

【日】：ﾆｭｰｵﾌｨｽ化の指針を発
表(経産省)

【国際】：第15回冬季ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ
(ｶﾙｶﾞﾘｰ)

【日】：ﾌﾛﾝｶﾞｽ等規制法

1989 平成1 8 1 【日】：幼女誘拐殺人犯を逮捕 1 7 【日】：昭和天皇崩御 2 13 【日】：ﾘｸﾙｰﾄ事件で逮捕者相
次ぐ

2 【東欧】：ﾊﾝｶﾞﾘｰが複数政党制
を復活

4 1 【日】：消費税法施行 ■日本の人口：123,205(千人) 【日】：流行語：24時間戦えます
か

12 22 【日】：｢ﾌﾟﾘﾍﾟｲﾄﾞ･ｶｰﾄﾞ法｣制定 【日】：衛星放送(BS)が開始 【日】：8ﾋﾞｯﾄPCから16ﾋﾞｯﾄPC
へ(NEC)

【日】：葛西臨海水族館(谷口吉
生)

【日】：(株)ﾋﾞｰ･ﾕｰ･ｼﾞｰ
【第02回日経NO賞】

1989

8 25 【米】：惑星探査機ﾎﾞｲｼﾞｬｰ2号,
海王星に最接近

1 20 【米】：ｼﾞｮｰｼﾞ･H.W.ﾌﾞｯｼｭが第
41代大統領に就任

6 4 【中】：天安門事件 5 25 【米】：新通商法ｽｰﾊﾟｰ301 条
に基づき日本を不正貿易国に

【日】：流行語：Mr.ﾚﾃﾞｨ 【日】：CD−ROMを基本搭載し
たPC登場(富士通)

【日】：新宿ｴﾙﾀﾜｰ 【日】：IBM箱崎事業所で
ｸﾞﾙｰﾌﾟｱﾄﾞﾚｽを実施

【日】：宇野正佑内閣成立(第
75代) 海部俊樹第一次内閣成
立(第76代)

6 【東欧】：ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ：自由選挙で｢
連帯｣が圧勝

■経済白書副題：『平成経済
の門出と日本経済の新しい潮
流』

【日】：流行語：ｾｸｼｬﾙﾊﾗｽﾒﾝﾄ
(ｾｸﾊﾗ)

【日】：電話加入数 5000万突
破

【日】：豊洲ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ

11 9 【東欧】：東ﾄﾞｲﾂが西ﾄﾞｲﾂとの
国境を開放

【日】：流行語：ﾊﾞｲﾘﾝｷﾞｬﾙ 【日】：幕張ﾒｯｾ(槇文彦) 【日】：特許庁庁舎､全館
ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ採用､ﾌﾟﾚﾜ
ｲｱﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ実施

11 30 【東欧】：ﾁｪｺｽﾛﾊﾞｷｱ：一党独
裁を廃止

【仏】：ﾙｰﾌﾞﾙ美術館ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ(IM
ﾍﾟｲ)

12 2 【米･ｿ】：ﾏﾙﾀ島で米ｿ首脳会談 【米】：XEROXﾊﾟﾛｱﾙﾄ研
究所 ﾕﾋﾞｷﾀｽ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨ
ﾝｸﾞ提唱

12 【東欧】：ﾙｰﾏﾆｱ：ﾁｬｳｼｪｽｸ政
権崩壊

■着工建築床面積（事
務所使途）：㎡
　　　19,224,000

【東欧】：｢ﾍﾞﾙﾘﾝの壁｣崩壊
1990 平成2 【国際】：第14回ｻｯｶｰ･ﾜｰﾙﾄﾞ

ｶｯﾌﾟ(ｲﾀﾘｱ)
【英】：ｼﾞｮﾝ･ﾒｰｼﾞｬｰが首相に
就任(第77代)

6 29 【国際】：ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ会議で,2000
年までにﾌﾛﾝ全廃を決定

【日】：株暴落,ﾊﾞﾌﾞﾙに亀裂,財ﾃ
ｸに警鐘

【日】：労働組合数：72,202
      ：労働争議数： 2,071

【日】：日本ｵﾌｨｽ家具協会発足 【日】：流行語：3K 6 29 【日】：｢生涯学習振興法｣制定 【日】：CAD-ACE販売開始 【日】：NEC SUPER TOWER 【日】：塩尻工業(株【第03
回日経NO賞】

1990

【日】：大阪で｢花の万博｣開催 【日】：海部俊樹第二次内閣成
立(第77代)

8 2 【中東】：ｲﾗｸがｸｳｪｰﾄに侵攻 ■経済白書副題：『持続的拡
大への道』

■日本のｵﾌｨｽﾜｰｶｰ人口：
21,198(千人)
　　　：対労働人口 34.5%　：内
女性ﾜｰｶｰ 48.3%

【日】：流行語：ｵﾔｼﾞｷﾞｬﾙ 【米】：ARPANET が公式に廃
棄

【日】：日本電気本社(ﾍﾟﾘ
ｶｳﾝﾀｰ配線ﾀﾞｸﾄ方式)

【露】：ｿ連がﾛｼｱ共和国にな
り､ﾐﾊｲﾙ･ｺﾞﾙﾊﾞﾁｮﾌがｿ連初代
大統領に就任 首相にｲﾜﾝ･ﾛﾎﾞ
ﾌが就任

9 24 【朝】：自民党と社会党が,北朝
鮮朝鮮労働党との間で3党共
同宣言に調印

■日銀券発行高： 397,978(億
円)

■日本の人口：123,611(千人) 【日】：流行語：ﾊﾞﾌﾞﾙ経済 【米】：Windows3.0(ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ)
発表

【米】：ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾍﾞｯｶｰ ｢
ﾄｰﾀﾙ･ﾜｰｸﾌﾟﾚｰｽ｣

9 30 【韓･ｿ】：韓ｿ国交樹立 ■日本の労働人口：61,363(千
人)：対全人口 49.8%

【日】：流行語：ﾌｧｼﾞｰ 【米】：ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ社､Macintosh
OS との look and feel 論争

■着工建築床面積（事
務所使途）：㎡
　　　22,298,682

10 3 【独】：東西ﾄﾞｲﾂ,45年ぶりに統 【日】：流行語：ゆらぎ
11 19 【欧】：全欧安保協力会議

(CSCE)首脳会議｡｢新しい欧州
のためのﾊﾟﾘ憲章｣｢不戦宣言｣
などを採択

【ｿ】：連邦からの独立の動き,
民族抗争,食糧難を生んだ経
済策の混乱等,国内危機が深
まる

1991 平成3 4 1 【日】：東京都庁が新宿に移転 12 25 【ｿ】：ｺﾞﾙﾊﾞﾁｮﾌ大統領辞任 【日】：牛肉輸入自由化がｽﾀｰﾄ 1 17 【中東】：湾岸戦争に突入 【国際】：世界経済は実質成長
率- 0.3%：戦後初のﾏｲﾅｽ成長
(国連調)

■日本の人口：124,101(千人) 【日】：日本ｻﾃﾗｲﾄｵﾌｨｽ協会
(任意団体)設立

【日】：流行語：ﾊﾞｰﾁｬﾙ･ﾘｱﾘﾃｨ 5 15 【日】：｢育児･介護休業法｣制定 【英】：ﾊﾞｰﾅｰｽﾞ･ﾘｰ
WWW(World Wide Web)を開発

【日】：城山ｶﾞｰﾃﾞﾝ･城山ﾄﾗｽﾄﾀ
ﾜｰ

【日】：電通事件(企業の
安全配慮義務を問われ
る)

1991

6 3 【日】：雲仙･普賢岳で火砕流 【日】：宮沢喜一内閣成立(第
78代)

1 30 【朝】：日本と北朝鮮の国交正
常化のための第1回本交渉開
催

【日】：ﾊﾞﾌﾞﾙの崩壊と証券･金
融不祥事続出

【日】：流行語：過労死 5 15 【日】：｢暴対法｣制定 【米】：ﾐｯﾌﾟｽ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ社で
(64bitCPU)が開発される

【日】：大和銀行本店ﾋﾞﾙ 【日】：福武書店 本社ﾋﾞﾙ
【第04回日経NO賞】



西暦 年号 01.出来事 02.政党・元首 03.政治･外交（日本） 04.政治･外交（欧米） 05.金融･経済 06.人口･労働 07.企業･団体設立 08.風俗・流行 09.法律・基準 10.文化（社会科学） 11.文化（自然科学） 12.情報通信システム・機器関連 13.文化（建築･デザイン） 14.オフィス 15.家具･文具 16.業界動向 西暦
6 15 【ｱｼﾞｱ】：ﾌｨﾘﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾅﾂﾎﾞ火山が

大噴火
【露】：ﾛｼｱ共和国がﾛｼｱ連邦
となり､ﾎﾞﾘｽ･ｴﾘﾂｨﾝが大統領
に就任(第2代) 首相を兼任(第
2代)

2 27 【中東】：多国籍軍,ｸｳｪｰﾄ解放
に成功

■経済白書副題：『長期拡大
の条件と国際社会における役
割』

【日】：流行語：地球にやさしい 【日】：東京都第一本庁舎 ■着工建築床面積（事
務所使途）：㎡
　　　20,429,541

【日】：若貴ﾌﾞｰﾑと千代の富士
の引退

2 28 【中東】：ｲﾗｸが国連決議を全
面受諾,湾岸戦争終結｡

【日】：東京都第二本庁舎

【日】：大学ｾﾝﾀｰ試験始まる 6 28 【東欧】：ｺﾒｺﾝ解放
7 1 【東欧】：ﾜﾙｼｬﾜ条約機構解体
8 【ｿ】：ｿ連共産党解体｡ｿ連国家

評議会がﾊﾞﾙﾄ3国の独立を承
認

11 8 【国際】：冷戦構造が消滅
12 20 【欧】：NATO､ﾜﾙｼｬﾜ条約機構

加盟国外相が北大西洋協力
会議の初会議開催

12 21 【ﾛｼｱ】：ｿﾋﾞｴﾄ連邦消滅を宣言
【ｱﾌﾘｶ】：南ｱﾌﾘｶがｱﾊﾟﾙﾄﾍｲﾄ
撤廃
【欧】：NATO首脳会議が｢ﾛｰﾏ
宣言｣を採択

1992 平成4 【国際】：第16回冬季ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ
(ｱﾙﾍﾞｰﾙﾋﾞﾙ)

【露】：ｳﾞｨｸﾄﾙ･ﾁｪﾙﾉﾑｲﾙｼﾞﾝが
首相に就任(第3代)

9 17 【日】：ｶﾝﾎﾞｼﾞｱへ自衛隊を派
遣

2 7 【欧】：EC加盟12ｶ国が欧州連
合条約(ﾏｰｽﾄﾘﾋﾄ条約)に調印

5 2 【欧】：EC加盟12ｶ国と欧州貿
易連合(EFTA)7ｶ国が欧州経
済領域(EEA)条約に調印

■日本の人口：124,567(千人) 【日】：流行語：ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ施設 5 27 【日】：｢産業廃棄物法｣制定 【日】：山形新幹線開業 【日】：CAFMｿﾌﾄｱﾊﾞｰﾁｬｰ販売
開始

【日】：MUSEUM OFFICE
SALAT【第05回日経NO
賞】

1992

【国際】：第25回ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ(ﾊﾞﾙｾ
ﾛﾅ)

10 23 【日】：天皇･皇后両陛下が初
の中国訪問

4 【米】：ﾛｻﾝｾﾞﾙｽで米国史上最
悪の人種暴動が発生

【日】：円相場1ﾄﾞﾙ=126円 【日】：流行語：ﾊﾞﾌﾞﾙ崩壊 6 3 【日】：｢自動車NOx･PM法｣制
定

【米】：Windows3.1(ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ)
発表

■着工建築床面積（事
務所使途）：㎡
　　　17,975,063

【日】：広がるｴｲｽﾞ感染者にｴｲ
ｽﾞ対策活発化

【日】：地球ｻﾐｯﾄ開催(ﾘｵﾃﾞｨｼﾞｬ
ﾈｲﾛAgenda21)

6 3 【国際】：｢国連環境開発会議｣
開催(ﾘｵﾃﾞｨｼﾞｬﾈｲﾛAgenda21)

【日】：資産ﾃﾞﾌﾚ続く 【日】：流行語：院内感染 6 15 【日】：PKO法案の成立､自衛
隊海外派遣に

【日】：東京佐川急便事件が発
覚

12 17 【 】：北米自由貿易協定
(NAFTA)調印

■経済白書副題：『調整をこえ
て新たな展開をめざす日本経

【日】：流行語：複合不況 12 16 【日】：｢資産公開法｣制定

【東欧】：ﾕｰｺﾞｽﾗﾋﾞｱ内戦突入 【日】：｢今後のｵﾌｨｽづくりのあ
り方｣(第二指針)公表

【独】：ﾄﾞｲﾂの極右(ﾈｵﾅﾁ)によ
る外国人襲撃

【日】：OECDｾｷｭﾘﾃｨｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
採択
【日】：ﾆｭｰｵﾌｨｽ化の第2指針
(NOPA)
【日】：快適職場の指針(労働
省)
【日】：新借地借家法施行
【日】：男女雇用機会均等法改
正
【日】：暴力団対策法が施行さ
れる

1993 平成5 5 15 【日】：日本ﾌﾟﾛｻｯｶｰﾘｰｸﾞ(Jﾘｰ
ｸﾞ)開幕

1 20 【米】：ﾋﾞﾙ･ｸﾘﾝﾄﾝが第42代大
統領に就任

【日】：小選挙区比例代表並立
制可決成立

【中東】：ｲｽﾗｴﾙ暫定自治で正
式調印

12 15 【 】：関税貿易一般協定
(GATT)ｳﾙｸﾞｱｲ･ﾗｳﾝﾄﾞが妥結

■日本の人口：124,938(千人) 【日】：流行語：ﾘｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 6 18 【日】：｢ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ法｣制定 3 【米】：ｲﾝﾃﾙ ﾍﾟﾝﾁｱﾑ(66MHz,
3M Tr)発表

【日】：NTSｼｽﾃﾑ総合研究所
(澤柳伸､他)：【第45回日本建
築学会賞】

【日】：｢ｵﾌｨｽｽﾍﾟｰｽに対
応する家具｣等の報告書
が完成

【日】：全国官公庁で書
類･印刷物等のA系列化
を開始

1993

6 9 【日】：皇太子･雅子さま御結婚 6 21 【日】：新党さきがけ結成 【日】：EC12ｶ国単一市場発足 【日】：流行語：ﾘｽﾄﾗ 【日】：環境基本法施行 【 】：ｲﾝﾀｰﾈｯﾄが世界に開放 【日】：横浜ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾀﾜｰ完成
(日本一の高さ)

【日】：NBK関工園 事務
棟【第06回日経NO賞】

7 12 【日】：北海道南西沖地震,大津
波が奥尻島を直撃

6 23 【日】：新生党結成 ■経済白書副題：『ﾊﾞﾌﾞﾙの教
訓と新たな発展への課題』

【日】：流行語：平成大不況 【米】：ｱｯﾌﾟﾙ 最初のPDA
Newton を出荷

■着工建築床面積（事
務所使途）：㎡
　　　12,013,489

【日】：冷夏,豪雨など列島に異
常気象,ｺﾒ緊急輸入

【日】：細川護煕内閣成立(第
79代)連立政権となる

【米】：1933年以来の大不作
1994 平成6 5 6 【欧】：英仏海峡の｢ﾕｰﾛﾄﾝﾈﾙ｣

が開通

12 9 【日】：民社党､新生党など解党 7 8 【朝】：北朝鮮の金日成主席が
死去

1 1 【欧】：欧州経済地域(EEA)が
発足

■日本の人口：125,265(千人) 【日】：流行語：ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ 7 1 【日】：｢PL法｣制定 【日】：ｿﾆｰ､ﾌﾟﾚｲｽﾃ-ｼｮﾝ発売 【ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ】：Linux ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ1.0
公開

【日】：恵比寿ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾟﾚｲｽ 【日】：月桂冠(株)本社
【第07回日経NO賞】

1994

6 27 【日】：松本市で有毒ｶﾞｽ｢ｻﾘﾝ｣
発生

12 10 【日】：新進党結成 7 12 【朝】：金正日書記による全権
力の継承が決定

1 1 【北米】：北米自由貿易協定
(NAFTA)が発効

【日】：流行語：規制緩和 【日】：｢ﾆｭｰｵﾌｨｽﾐﾆﾏﾑ｣公表
NOPA

【日】：ﾊﾟﾋﾟﾙｽﾒｲﾄ販売開始 【日】：新宿ﾊﾟｰｸﾀﾜｰ ■着工建築床面積（事
務所使途）：㎡
　　　 9,717,153

9 4 【日】：関西国際空港が開港 【日】：羽田孜内閣成立(第80
代) 村山富市内閣成立(第81

【ｱﾌﾘｶ】：ﾙﾜﾝﾀﾞ内戦で難民
200万人

■経済白書副題：『厳しい調整
を越えて新たなﾌﾛﾝﾃｨｱへ』

【日】：流行語：就職氷河期 【日】：PL法が成立 【米】：生体 DNA で計算が可
能なことを示す

【日】：聖路加ｾﾝﾄﾙｰｸｽﾀﾜｰ

10 13 【日】：大江健三郎､ﾉｰﾍﾞﾙ文学
賞受賞

【欧】：ﾎﾞｽﾆｱ･ﾍﾙﾂｪｺﾞﾋﾞﾅ内戦 【日】：ﾊｰﾄﾋﾞﾙ法施行

【国際】：第15回ｻｯｶｰ･ﾜｰﾙﾄﾞ
ｶｯﾌﾟ(ｱﾒﾘｶ)

【日】：一般職の職員の勤務時
間､休暇等に関する法律

【国際】：第17回冬季ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ
(ﾘﾚﾊﾝﾒﾙ)

【日】：小選挙区比例代表並立
制可決成立

【日】：ｺﾒ不足騒ぎ政府は緊急
輸入

1995 平成7 1 17 【日】：｢阪神大震災｣発生 5 31 【日】：世界都市博覧会の中止
を青島都知事が決定

1 1 【国際】：世界貿易機関(WTO)
が発足

9 8 【日】：公定歩合が史上最低の
0.5%に

【日】：労働組合数：70,839
      ：労働争議数： 1,200

【日】：流行語：WWW(World
Wide Web)

4 5 【日】：｢化学兵器禁止法｣制定 7 1 【日】：PHS(簡易型形態電話)
登場

【日】：JTﾋﾞﾙ 【日】：日本ｵﾗｸﾙ(株)【第
08回日経NO賞】

1995

6 29 【朝】：韓国ｿｳﾙで百貨店が突
然崩壊｡ 500人以上が死亡

11 4 【中東】：ﾗﾋﾞﾝ･ｲｽﾗｴﾙ大統領
が､ｲｽﾗｴﾙ人により暗殺される

【日】：ｺﾒの流通･販売が自由
に

■日本の人口：125,570(千人) 【日】：流行語：ああ言えば上祐 4 21 【日】：｢ｻﾘﾝ防止法｣制定 8 24 【 】：Windows 95 発売 【日】：関西国際空港旅客ﾀｰﾐﾅ
ﾙﾋﾞﾙ(ﾚﾝｿﾞ･ﾋﾟｱﾉ)：【第47回日
本建築学会賞】

【米】：ｵﾙﾀﾅﾃｨﾌﾞ･ｵﾌｨｼﾝ
ｸﾞ広がる

6 【朝】：北朝鮮天候不順により
食糧不足､日韓でｺﾒを援助

12 14 【欧】：ﾎﾞｽﾆｱ･ﾍﾙﾂｪｺﾞﾋﾞﾅ紛争
終結の平和協定が結ばれる

■経済白書副題：『日本経済
のﾀﾞｲﾅﾐｽﾞﾑの復活をめざし
て』

【日】：流行語：ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 【日】：｢ｵﾌｨｽ家具のPL法ｶﾞｲﾄﾞ
ﾗｲﾝ｣策定,｢ｵﾌｨｽ地震対策｣

【米】：JavaScript登場 【日】：新宿ｱｲﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ ■着工建築床面積（事
務所使途）：㎡
　　　 8,670,063

【日】：｢地下鉄ｻﾘﾝ｣事件 ■日銀券発行高： 462,440(億
円)

【日】：流行語：ｼｬﾈﾗｰ 【日】：大阪ﾜｰﾙﾄﾞﾄﾚｰﾄﾞｾﾝﾀｰﾋﾞ
ﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ

【日】：阪神･淡路大震災 【日】：流行語：ﾏｲﾝﾄﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ
【日】：野茂が米大ﾘｰｸﾞで活躍,
新人王も獲得

【日】：流行語：安全神話(の崩
壊)

1996 平成8 3 27 【英】：ﾖｰﾛｯﾊﾟで狂牛病ﾊﾟﾆｯｸ 1 19 【日】：日本社会党が社会民主
党に党名変更

【ｱﾌﾘｶ】：ﾙﾜﾝﾀﾞなどで難民危
機

【日】：三菱銀行と東京銀行が
合併

■日本の人口：125,859(千人) 【日】：流行語：Eﾒｰﾙ 3 31 【日】：らい予防法の廃止に関
する法律制定

【仏】：ﾐｼｪﾙ･ｱﾝﾘ：『私が真
理である----ｷﾘｽﾄ教哲学
のために』

【 】：DVD(digital versatile disk)
登場

【日】：ｷｬﾛｯﾄﾀﾜｰ 【日】：(株)ｻﾝﾊﾞｰｽﾄにい
がた 本社【第09回日経
NO賞】

1996

12 17 【日】：ﾍﾟﾙｰの日本大使公邸を
左翼ｹﾞﾘﾗが襲撃

9 28 【日】：民主党結党(管直人､鳩
山由紀夫)

■経済白書副題：『改革が展
望を切り開く』

【日】：流行語：ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄ 6 26 【日】：民事訴訟法制定 【ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ】：Linux ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ2.0
登場

【日】：ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾋﾞﾙの概念：ﾌ
ｼﾞﾃﾚﾋﾞ本社ﾋﾞﾙ

【日】：ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾋﾞﾙの
概念

【国際】：第26回ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ(ｱﾄﾗﾝ
ﾀ)

【日】：橋本龍太郎第一･二次
内閣成立(第82･83代)

【日】：流行語：ｽﾄｰｶｰ 【日】：喫煙対策ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ制定
(労働省)

【米】：ｼﾝｸﾗｲｱﾝﾄのｺﾝｾﾌﾟﾄﾓﾃﾞ
ﾙ発表

【日】：ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾋﾞﾙの概念：り
んくうｹﾞｰﾄﾀﾜｰﾋﾞﾙ

■着工建築床面積（事
務所使途）：㎡
　　　10,547,968

【日】：ﾏﾂﾀﾞがﾌｫｰﾄﾞの傘下に 【日】：流行語：ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ 【日】：ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾋﾞﾙの概念：
東京ｵﾍﾟﾗｼﾃｨ

【日】：羽生善治､公式7ﾀｲﾄﾙ独
占

【日】：流行語：ﾌﾟﾘｸﾗ

【日】：国際ｻｯｶｰ連盟､W杯日
韓共催決定

【日】：流行語：援助交際

【日】：病原性大腸菌｢O157 ｣
による食中毒全国各地で発生

1997 平成9 1 2 【日】：ﾛｼｱ船籍のﾀﾝｶｰ｢ﾅﾎﾄｶ
号｣が日本海で沈没,重油が大
量流出

12 27 【日】：新進党解党 【日】：京都議定書が採択され
る

7 1 【中】：香港､中国へ返還 4 1 【日】：消費税率を5%に引き上
げ

■日本の人口：126,157(千人) 【日】：流行語：たまごっち 5 14 【日】：｢ｱｲﾇ新法｣制定 2 23 【英】：ｸﾛｰﾝ羊を作り出すこと
に成功

【 】：IP電話が自由化 【日】：ﾌｧｼﾘﾃｨﾏﾈｼﾞｬｰ資
格制度発足

1997

6 28 【日】：神戸市児童殺傷事件で
14歳の少年逮捕

【英】：ﾄﾆｰ･ﾌﾞﾚｱが首相に就任
(第78代)

12 3 【国際】：対人地雷全面禁止条
約､121ｶ国地域が署名

7 2 【ｱｼﾞｱ】：ﾀｲはﾊﾞｰﾂ切下げを実
施｡ｱｼﾞｱ向け輸出に影響

【日】：流行語：貸し渋り 6 13 【日】：｢環境ｱｾｽﾒﾝﾄ法｣制定 【日】：ISDNｻｰﾋﾞｽ開始 【日】：ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰﾏｰｸ制度
が制定

8 6 【米】：ﾏｲｸﾛｿﾌﾄとｱｯﾌﾟﾙｺﾝﾋﾟｭｰ
ﾀが資本･技術提携を発表

11 17 【日】：北海道拓殖銀行破綻 6 16 【日】：｢脳死を死と認める｣臓
器移植法案が成立

【米】：ｲﾝﾃﾙがﾍﾟﾝﾁｱﾑII(7.5M
Tr, 200MHz)を発表

【日】：建築基準法の解
釈によりｵﾌｨｽﾋﾞﾙのｽｹﾙ
ﾄﾝ貸しが可能に

8 31 【英】：英国のﾀﾞｲｱﾅ元皇太子
妃がﾊﾟﾘで交通事故死

11 24 【日】：山一證券破綻 7 16 【日】：｢臓器移植法｣制定 【日】：日本ﾋｭｰﾚｯﾄ･ﾊﾟｯ
ｶｰﾄﾞ八王子事業所ﾋﾞｼﾞﾈ
ｽｾﾝﾀ【第10回日経NO

【米】：火星探索機が火星に到
着

【ｱｼﾞｱ】：ｱｼﾞｱ通貨危機 12 17 【日】：介護保険法制定 ■着工建築床面積（事
務所使途）：㎡
　　　 9,908,195

【日】：日産生命保険が経常破 【日】：NPO法施行
■経済白書副題：『改革へ本
格起動する日本経済』

1998 平成
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2 7 【国際】：第18回冬季ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ
(長野)

4 27 【日】：野党4党が新民主党結
成(管直人)

8 31 【日】：北朝鮮のﾐｻｲﾙ｢ﾃﾎﾟﾄﾞﾝ｣
が三陸沖に落下

5 11 【印】：ｲﾝﾄﾞ､ﾊﾟｷｽﾀﾝが核実験 4 1 【日】：金融ﾋﾞｯｸﾊﾞﾝ始動 ■日本の人口：126,472(千人) 【日】：流行語：ｼｮﾑﾆ 3 31 【日】：｢電子帳簿保存法｣制定 【日】：明石海峡大橋開通 【 】：検索ｴﾝｼﾞﾝ Google 登場 【日】：JR東日本本社ﾋﾞﾙ 【日】：ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ関連労
災請求急増(電通事件1
審判決以降)

1998

6 【国際】：第16回ｻｯｶｰ･ﾜｰﾙﾄﾞ
ｶｯﾌﾟ(ﾌﾗﾝｽ) 日本初出場

11 7 【日】：新公明党発足 【日】：ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ､暴動発生 8 23 【ﾛｼｱ】：ﾛｼｱ政局混迷や経済
危機が表面化

5 2 【欧】：欧州連合(EU)｢ﾕｰﾛ｣導
入を決定

【日】：流行語：環境ﾎﾙﾓﾝ 5 20 【日】：｢ｻｯｶｰくじ法｣制定 【日】：ｹﾞｰﾄｼﾃｨ大崎 【日】：富士ｾﾞﾛｯｸｽｵﾌｨｽ
ｻﾌﾟﾗｲ(株)【第11回日経

7 25 【日】：和歌山ﾋ素ｶﾚｰ事件 【日】：さきがけ解党 10 8 【朝】：金大中韓国大統領が訪
日,日本は｢反省とおわび｣を表
明,韓国における日本文化解

【日】：ﾉﾝﾊﾞﾝｸの日本ﾘｰｽが倒
産

6 3 【日】：｢大店立地法｣制定 【日】：品川ｲﾝﾀｰｼﾃｨ ■着工建築床面積（事
務所使途）：㎡
　　　 7,465,116

【日】：小渕恵三内閣成立(第
84代)

■経済白書副題：『創造的発
展への基礎固め』

10 7 【日】：｢対人地雷禁止法｣制定

10 9 【日】：｢地球温暖化対策推進
法｣制定

1999 平成
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8 17 【欧】：ﾄﾙｺで大地震､死者1万
7,000人超

4 11 【日】：東京都知事に石原慎太
郎が当選

10 5 【日】：公明党と連立､自自公3
党連立

8 3 【ｱｼﾞｱ】：東ﾃｨﾓｰﾙで住民投票
が行なわれ独立が選択される

1 1 【欧】：EUで単一通貨｢ﾕｰﾛ｣を
導入

【国際】：世界人口､60億人突
破

【日】：日本ｵﾌｨｽ学会が設立 【日】：流行語：だんご3兄弟 5 26 【日】：｢児童買春禁止法｣制定 【米】：ｲﾝﾃﾙがﾍﾟﾝﾁｱﾑIII(9.5M
Tr, 450MHz)を発表

【日】：ﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞ(岐阜県
科学技術振興ｾﾝﾀｰ･VR
ﾃｸﾉｾﾝﾀｰ合築施設)【第
12回日経NO賞】

1999

9 30 【日】：東海村で国内初の臨界
事故発生

3 【日】：銀行の大型再編相次ぐ ■日本の人口：126,667(千人) 【日】：流行語：学級崩壊 7 16 【日】：ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類対策特別措
置法制定

■着工建築床面積（事
務所使途）：㎡
　　　 6,999,486

12 20 【中】：ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ領ﾏｶｵが中国へ
返還

【日】：地域振興券の交付始ま
る

【日】：流行語：勝ち組負け組 7 30 【日】：｢PFI推進法｣制定

■経済白書副題：『経済再生
への挑戦』

8 13 【日】：｢国旗･国歌法｣制定

8 13 【日】：｢不正ｱｸｾｽ禁止法｣制
12 7 【日】：｢ｵｳﾑ新法｣制定
12 22 【日】：民事再生法制定

【日】：省ｴﾈ法改正
【日】：情報公開法が成立

2000 平成
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1 28 【日】：新潟で9年間監禁の女
性保護

3 27 【ﾛｼｱ】：大統領選挙でﾌﾟｰﾁﾝ大
統領代行兼首相が当選

4 1 【日】：自民党連立離脱 6 13 【朝】：初の南北朝鮮元首直接
会談

【日】：大手百貨店そごうが倒
産

【日】：労働組合数：68,737
      ：労働争議数：   958

【日】：日本SOHO協会設立 【日】：流行語：IT革命 5 24 【日】：｢ｽﾄｰｶｰ規制法｣制定 【日】：BSﾃﾞｼﾞﾀﾙTV放送開始 【国際】：2000年問題 【日】：JRｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰｽﾞ 【日】：ｼｽﾒｯｸｽ(株) 中央
研究所【第13回日経NO

2000



西暦 年号 01.出来事 02.政党・元首 03.政治･外交（日本） 04.政治･外交（欧米） 05.金融･経済 06.人口･労働 07.企業･団体設立 08.風俗・流行 09.法律・基準 10.文化（社会科学） 11.文化（自然科学） 12.情報通信システム・機器関連 13.文化（建築･デザイン） 14.オフィス 15.家具･文具 16.業界動向 西暦
5 18 【国際】：世界規模で｢ﾗﾌﾞ･ｳｨﾙ

ｽ｣によるｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ被害拡大
【日】：自民党連立離脱 7 21 【日】：沖縄ｻﾐｯﾄ開催 ■経済白書副題：『新しい世の

中が始まる』
■日本のｵﾌｨｽﾜｰｶｰ人口：
22,352(千人)
　　　：対労働人口 35.9%　：内
女性ﾜｰｶｰ 51.3%

5 24 【日】：｢児童虐待防止法｣制定 【米】：ｲﾝﾃﾙがﾍﾟﾝﾁｱﾑ4(42M
Tr, 1.3GHz)を発表

【日】：NTTﾄﾞｺﾓ代々木ﾋﾞﾙ ■着工建築床面積（事
務所使途）：㎡
　　　 8,065,601

6 27 【日】：三宅島噴火(6.27)で全島
民避難

【日】：森喜朗第一･二次内閣
成立(第85･86代)

【日】：大阪で全国初の女性知
事が誕生

■日銀券発行高： 633,972(億
円)

■日本の出生率：1.36 5 31 【日】：｢環境物品調達推進法｣
制定

【日】：山王ﾊﾟｰｸﾀﾜｰ

7 26 【仏】：ﾊﾟﾘ郊外に仏ｺﾝｺﾙﾄﾞが墜
落､113名が犠牲に

【露】：ｳﾗｼﾞｰﾐﾙ･ﾌﾟｰﾁﾝが大統
領に就任(第3代) ﾐﾊｲﾙ･ｶｼﾔﾉ
ﾌが首相に就任(第8代)

■日本の人口：126,926(千人) 5 31 【日】：｢建設ﾘｻｲｸﾙ法｣制定 【日】：東京ﾄﾞｰﾑｼﾃｨﾎﾃﾙ

8 14 【ﾛｼｱ】：ﾊﾞﾚﾝﾂ海でﾛｼｱ原潜が
沈没､乗組員118名が死亡

■日本の労働人口：62,241(千
人)：対全人口 49.0%

5 31 【日】：｢電子署名法｣制定

10 10 【日】：白川秀樹､ﾉｰﾍﾞﾙ化学賞
受賞

6 2 【日】：循環型社会形成推進基
本法制定

【ﾛｼｱ】：ﾛｼｱ原潜ｸﾙｸｽ沈没 6 7 【日】：｢食品ﾘｻｲｸﾙ法｣制定
【国際】：第27回ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ(ｼﾄﾞ 12 6 【日】：｢IT基本法｣制定
【日】：介護保険がｽﾀｰﾄ 12 6 【日】：｢ｸﾛｰﾝ技術規制法｣制定
【日】：三宅島火山活動避難勧
告発令

【日】：｢ｵﾌｨｽ家具のｱｾｽﾒﾝﾄｶﾞ
ｲﾄﾞﾗｲﾝ｣を作成

【日】：雪印､乳製品集団食中
毒事件

【日】：ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ指針(厚生労
働省)
【日】：建築基準法改正(新耐震
基準)基準明確化
【日】：情報公開法施行
【日】：定期借家権施行
【日】：廃棄物処理法改正
【日】：容器包装ﾘｻｲｸﾙ法完全
施行

2001 平成
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2 9 【日】：愛媛県立水産高校のえ
ひめ丸が米原潜と衝突し沈没

1 20 【米】：ｼﾞｮｰｼﾞ･W.ﾌﾞｯｼｭが第43
代大統領に就任

12 22 【日】：奄美大島沖で海上保安
庁巡視船と国籍不明の不審船
が銃撃戦

3 7 【中東】：ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝのﾀﾘﾊﾞﾝが
ﾊﾞｰﾐﾔﾝ石仏を爆破

12 2 【米】：ｴﾈﾙｷﾞｰ会社ｴﾝﾛﾝが破
綻

■日本の人口：127,291(千人) 【日】：流行語：骨太の方針 4 13 【日】：｢配偶者暴力防止法｣制
定

【日】：ｾﾙﾘｱﾝﾀﾜｰ 【日】：e-Japan構想発足 2001

6 8 【日】：大阪池田小に刃物男が
乱入

【日】：小泉純一郎第一次内閣
成立(第87代)

【日】：1府12省庁制度の中央
省庁再編

10 7 【米】：9.11報復としてｱﾌｶﾞﾆｽﾀ
ﾝのﾀﾘﾊﾞﾝ政権を攻撃開始

【日】：J-REIT(不動産投資信
託)開設

【日】：流行語：聖域なき改革 6 22 【日】：｢ﾊﾝｾﾝ病等補償法｣制定 【日】：ﾄﾘﾝﾄｽｸｴｱ･ｵﾌｨｽﾀﾜｰ 【日】：この年の夏ｳｪﾌﾞ
ｻｰﾊﾞ｢IIS｣を狙ったﾜｰﾑ｢
ｺｰﾄﾞ･ﾚｯﾄﾞ｣猛威をふるう;
金融業界に大きな被害

9 1 【日】：歌舞伎町ﾋﾞﾙ火災で44
人死亡の大惨事

■経済白書副題：『改革なくし
て成長なし』

6 22 【日】：｢ﾌﾛﾝ回収･破壊法｣制定 【日】：ﾊﾟｼﾌｨｯｸｾﾝﾁｭﾘｰ新宿ｼ
ﾃｨﾀﾜｰ

【日】：株式会社ﾘﾝｸｱﾝﾄﾞ
ﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝ 本社ｵﾌｨｽ【第
14回日経NO賞】

9 10 【日】：国内で初の狂牛病確認 【日】：IT基本法施行 ■着工建築床面積（事
務所使途）：㎡
　　　 7,295,826

9 11 【米】：同時多発ﾃﾛ｢9.11｣が発
生､世界貿易ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙが崩壊

【日】：ｸﾞﾘｰﾝ購入法施行

10 10 【日】：野依良治 ﾉｰﾍﾞﾙ化学賞
受賞
【日】：実習船えひめ丸沈没

2002 平成
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5 31 【国際】：第17回ｻｯｶｰ･ﾜｰﾙﾄﾞ
ｶｯﾌﾟ(日韓共催) 日本は決勝
ﾄｰﾅﾒﾝﾄ進出

11 14 【中】：胡総書記を中心とする
新指導部が発足

【日】：ｲﾗｸに対して安保理決議 1 1 【欧】：欧州ﾕｰﾛの紙幣･通貨の
流通開始

■日本の人口：127,435(千人) 5 7 【米】：ﾋｭｰﾚｯﾄﾊﾟｯｶｰﾄﾞとｺﾝﾊﾟｯ
ｸが合併

【日】：流行語：ﾀﾏちゃん 5 29 【日】：｢身障者補助犬法｣制定 12 16 【日】：ﾌﾟﾙﾃﾞﾝｼｬﾙﾀﾜｰ 【日】：過労自殺に対する
初の直属上司に損害賠
償判決(東京高裁)

2002

10 12 【ｱｼﾞｱ】：ﾊﾞﾘ島で爆弾ﾃﾛ 【日】：北朝鮮による拉致被害
者5人帰国

7 21 【米】：通信大手のﾜｰﾙﾄﾞｺﾑが
倒産

【日】：流行語：内部告発 5 29 【日】：土壌汚染対策法制定 【日】：丸の内ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 【日】：㈱豊田自動織機
情報技術研究所【第15
回日経NO賞】

10 【日】：小柴昌俊 ﾉｰﾍﾟﾙ物理学
賞受賞 田中耕一 ﾉｰﾍﾞﾙ化学
賞受賞 日本人初のﾀﾞﾌﾞﾙ受賞

【日】：平成景気始まる 6 14 【日】：｢狂牛病対策特別措置
法｣制定

【日】：泉ｶﾞｰﾃﾞﾝﾀﾜｰ 【日】：丸の内ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
(床材：ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ)

【国際】：第19回冬季ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ
(ｿﾙﾄﾚｲｸｼﾃｨ)

■経済白書副題：『改革なくし
て成長なし2』

7 12 【日】：｢鳥獣保護法｣制定 【日】：電通本社ﾋﾞﾙ ■着工建築床面積（事
務所使途）：㎡
　　　 6,018,842

【日】：牛肉偽装事件 8 2 【日】：健康増進法制定 【日】：東京ｻﾝｹｲﾋﾞﾙ
【日】：小･中･高校が完全週休
2日制に

12 11 【日】：｢拉致被害者支援法｣制
定

【日】：日韓ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ開催 12 13 【日】：｢公的個人認証法｣制定
12 13 【日】：｢行政手続IT利用法｣制

定
12 13 【日】：会社更生法制定

【日】：省ｴﾈ法改正
【日】：新VDT作業ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(厚
生労働省)

2003 平成
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2 1 【米】：ｽﾍﾟｰｽｼｬﾄﾙ｢ｺﾛﾝﾋﾞｱ｣空
中分解で墜落

2 25 【朝】：韓国：第16代大統領にﾉ
ﾑﾋｮﾝ氏就任

11 9 【日】：衆議院選挙で民主党が
躍進､2大政党化進む

3 20 【中東】：米英軍ｲﾗｸと開戦 ■経済白書副題：『改革なくし
て成長なし3』

■日本の人口：127,619(千人) 【日】：鉄腕ｱﾄﾑ誕生 5 23 【日】：食品安全基本法制定 6 【 】：人ｹﾞﾉﾑの解読完了宣言 3 【日】：ｶﾞｰﾃﾞﾝｴｱﾀﾜｰ 1 25 【日】：ﾜｰﾑ｢Slammer｣ﾊﾟｯ
ﾁ未対応のSQLｻｰﾊﾞを
猛攻撃;大規模なﾈｯﾄﾜｰ
ｸ障害発生

《ｵｶﾑﾗ》：ｺﾝﾃｯｻ発売 2003

8 25 【日】：住民基本台帳ﾈｯﾄﾜｰｸ
が本格稼動

3 5 【中】：国家元首に胡錦涛氏､
首相に温家宝氏が選出

12 9 【日】：ｲﾗｸへ自衛隊派遣を決
定

6 9 【欧】：英国がﾕｰﾛ参加を見送
り

【日】：流行語：おれおれ詐欺 5 30 【日】：｢個人情報保護法｣制定 【日】：地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送開始 【日】：せんだいﾒﾃﾞｨｱﾃｰｸ(伊
東豊雄)：【第55回日本建築学

【日】：2003年問題 《ｵｶﾑﾗ》：ﾕﾆｯﾄﾍﾞｰｽ発売

【ｱｼﾞｱ】：新型肺炎(SARS)が世
界中で猛威

【日】：自由党と民主党が合併 【日】：自衛隊のｲﾗｸ派遣決定 12 14 【中東】：米軍がﾌｾｲﾝ元大統
領拘束

【日】：流行語：ﾕﾋﾞｷﾀｽ 6 4 【日】：｢ﾋﾟｯｷﾝｸﾞ対策法｣制定 【日】：汐留ｼﾃｨｾﾝﾀｰ 【日】：KTCものづくり技
術館【第16回日経NO賞】

【日】：ｱｽﾍﾞｽﾄ使用完全禁止 【日】：小泉純一郎第二次内閣
成立(第88代)

【日】：流行語：新3種の神器 6 11 【日】：｢牛肉ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨｰ法｣制
定

【日】：汐留ﾒﾃﾞｨｱﾀﾜｰ 【日】：ﾜｰﾑ｢Blaster｣やｳｨ
ﾙｽ｢SobigF｣が蔓延

【日】：宮城･十勝沖で地震 【日】：第二次小泉内閣成立 6 13 【日】：｢出会い系ｻｲﾄ規制法｣
制定

【日】：住友不動産新宿ｵｰｸﾀ
ﾜｰ

【日】：国家公務員の過
労自殺に対する初の損
害賠償判決(甲府地裁)

7 16 【日】：｢裁判迅速化法｣制定 【日】：日本ﾃﾚﾋﾞﾀﾜｰ 【日】：派遣労働者の過
労自殺に対する派遣元･
派遣先双方の責任が認
められ損害賠償判決(東
京地裁)

7 16 【日】：｢性同一性障害特例法｣
制定

【日】：六本木ﾋﾙｽﾞ森ﾀﾜｰ ■着工建築床面積（事
務所使途）：㎡
　　　 5,927,337

7 16 【日】：国立大学法人法制定
7 30 【日】：少子化社会対策基本法

制定
【日】：個人情報邦語関連5法
施行

2004 平成
16

1 13 【ｱｼﾞｱ】：鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの猛威ｱ
ｼﾞｱで広がる

【露】：ﾐﾊｲﾙ･ﾌﾗﾄｺﾌが首相に
就任(第9代)

5 22 【日】：北朝鮮の拉致被害者家
族が帰国

5 1 【欧】：ﾕｰﾛ加盟国25ｶ国体制
に

■経済白書副題：『改革なくし
て成長なし4』

■日本の人口：127,687(千人) 9 18 【日】：ﾌﾟﾛ野球史上初のｽﾄ決
行

5 26 【日】：市町村の合併の特例等
に関する法律制定

【日】：新丸の内ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝ
ｸﾞ

【日】：ｸｰﾙﾋﾞｽﾞ運動がは
じまる

2004

3 11 【欧】：ｽﾍﾟｲﾝで列車や駅など4
ｶ所を狙った同時爆破ﾃﾛ

【日】：流行語：韓流 6 2 【日】：破産法制定 【日】：日本生命丸の内ﾋﾞﾙ 【日】：中沢ﾌｰｽﾞ株式会
社【第17回日経NO賞】

4 15 【中東】：ｲﾗｸで日本人3人が人
質(その後無事開放)

6 18 【日】：景観法制定 ■着工建築床面積（事
務所使途）：㎡
　　　 6,732,771

5 27 【中東】：ｲﾗｸで日本人ｼﾞｬｰﾅﾘ
ｽﾄ2名が襲撃され死亡

6 18 【日】：公益通報者保護法制定

9 1 【ﾛｼｱ】：ﾛｼｱで学校占拠ﾃﾛ 12 1 【日】：｢e-文書法｣制定
10 1 【日】：ｲﾁﾛｰ大ﾘｰｸﾞの最多安

打記録を84年ぶりに更新
【日】：高年齢者雇用安定法改
正(65歳迄雇用延長)

10 23 【日】：新潟県中越地方地震発
生､新幹線が営業中初の脱線

12 26 【ｱｼﾞｱ】：ｽﾏﾄﾗ沖大規模地震･
津波､過去最悪の犠牲者
【国際】：第28回ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ(ｱﾃﾈ)
【日】：振り込め詐欺多発
【日】：頻発した振り込め(おれ
おれ)詐欺
【日】：未曾有数の台風が上陸
し､風害水害多発

2005 平成
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3 25 【日】：愛･地球博(愛知万博)開
催

4 19 【ﾊﾞﾁｶﾝ】：新ﾛｰﾏ法王が決定｡
ﾍﾞﾈﾃﾞｨｸﾄ16世と名乗る

9 11 【日】：自民党大勝 4 【中】：中国で反日ﾃﾞﾓ 7 21 【中】：人民元の2%切り上げ発
表

【日】：労働組合数：61,178
      ：労働争議数：   708

【日】：道路公団民営化 【日】：青色発光ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ訴訟
和解

4 1 【日】：地域再生法制定 【日】：u-Japan政策発足 【日】：ﾄﾙﾅｰﾚ日本橋浜町 【日】：JOIFA番号使用規
程を新設

2005

3 29 【ｱｼﾞｱ】：ｽﾏﾄﾗ島沖地震が再
発生

8 17 【日】：綿貫･亀井らが国民新党
を結成

【日】：韓国､中国との歴史認識
問題が深刻化

10 【仏】：ﾌﾗﾝｽ各地で暴動発生 ■経済白書副題：『改革なくし
て成長なしⅤ』

■日本のｵﾌｨｽﾜｰｶｰ人口：
21,828(千人)
　　　：対労働人口 36.1%　：内
女性ﾜｰｶｰ 53.1%

【日】：流行語：ｳｫｰﾑﾋﾞｽﾞ 6 17 【日】：食育基本法制定 【日】：秋葉原ﾀﾞｲﾋﾞﾙ 【日】：仙台ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ健康
福祉ｾﾝﾀｰ 研究開発館
【第18回日経NO賞】

4 25 【日】：JR福知山線脱線事故 8 21 【日】：新党日本結成(田中康
夫)

【日】：京都議定書発効 12 14 【ｱｼﾞｱ】：第1回東ｱｼﾞｱｻﾐｯﾄ開
催(ﾏﾚｰｼｱ)

■日銀券発行高： 792,705(億
円)

■日本の出生率：1.25 【日】：流行語：ｸｰﾙﾋﾞｽﾞ 7 26 【日】：会社法制定 【日】：東京ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ ■着工建築床面積（事
務所使途）：㎡
　　　 7,622,459

8 29 【米】：ﾊﾘｹｰﾝ｢ｶﾄﾘｰﾅ｣で米
ﾆｭｰｵﾘﾝｽﾞ大被害

10 10 【独】：ﾄﾞｲﾂ首相に旧東ﾄﾞｲﾂ出
身の女性ｱﾝｹﾞﾗ･ﾒﾙｹﾙ氏が就
任

【日】：中国で反日活動 【中東】：ｲﾗｸ国民議会選挙 ■日本の人口：127,611(千人) 【日】：流行語：想定内(外) 10 15 【 】：情報ｾｷｭﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃ
ﾑに関する国際規格
(ISO/IEC27001：2005)発行

【日】：東京汐留ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ

11 【日】：ﾏﾝｼｮﾝやﾎﾃﾙの耐震強
度偽装事件発覚

【日】：小泉純一郎第三次内閣
成立(第89代)

【日】：内閣直轄 情報ｾｷｭﾘﾃｨ
政策会議設置

■日本の労働人口：60,398(千
人)： 対全人口 47.3%

10 21 【日】：郵政民営化法制定 【日】：日本橋三井ﾀﾜｰ

【英】：ﾛﾝﾄﾞﾝ同時爆破事件 10 25 【中東】：ｲﾗｸ国民投票で新憲
法が承認

【日】：ｱｽﾍﾞｽﾄ問題 11 9 【日】：高齢者虐待の防止､高
齢者の養護者に対する支援等
に関する法律制定

【日】：中部国際空港･神戸空
港開業

【日】：e-文書法施行

【日】：福岡県西方沖地震 【日】：個人情報保護法全面施
行

【日】：郵政解散 【日】：個人情報保護法民間に
適用
【日】：自動車ﾘｻｲｸﾙ法施行

2006 平成
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1 23 【日】：ﾗｲﾌﾞﾄﾞｱ堀江貴文社長逮
捕

【日】：安部晋三内閣成立(第
90代)

7 5 【日】：北朝鮮が日本海にﾐｻｲﾙ
6発を発射

7 15 【国際】：ｻﾝｸﾄﾍﾟﾃﾙﾌﾞﾙｸ･ｻﾐｯﾄ
開催｡

■経済白書副題：『成長条件
が復元し､新たな成長を目指す
日本経済』

10 17 【米】：ｱﾒﾘｶ合衆国の人口が3
億人を突破

【日】：いじめを苦に自殺相次ぐ 4 【日】：情報ｾｷｭﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽ
ﾃﾑに関する規格(JIS Q27001：
2006)制定,4月

【 】：ｼﾝｸﾗｲｱﾝﾄが登場 【日】：ﾐｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞｽｸｴｱ 【日】：JOIFAｵﾌｨｽ管理士
制度発足

2006

3 2 【日】：第1回ﾜｰﾙﾄﾞ･ﾍﾞｰｽﾎﾞｰ
ﾙ･ｸﾗｼｯｸ(WBC)で日本優勝

10 8 【日】：安倍首相が訪中｡胡錦
涛国家主席と首脳会談

9 19 【ｱｼﾞｱ】：ﾀｲで軍事ｸｰﾃﾞﾀｰ勃発 【日】：日本の人口減少が始ま
る

【日】：流行語：ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰ
ﾑ

5 【日】：個人情報保護ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼ
ｽﾃﾑ-要求事項(JIS Q15001：
2006)制定

【日】：住友不動産三田ﾂｲﾝﾋﾞﾙ 【日】：JOIFA特別後援で
第一回ｵﾌｨｽｾｷｭﾘﾃｨ
EXPOがﾘｰﾄﾞｴｸﾞｼﾞﾋﾞｼｮﾝ
ｼﾞｬﾊﾟﾝにより開催
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3 21 【ｱｼﾞｱ】：鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞによる死

者が世界で100人を超える
【日】：北海道夕張市が財政再
建団体に

10 9 【朝】：北朝鮮が核実験 ■日本の出生率：1.26 【日】：流行語：格差社会 6 8 【日】：住生活基本法制定 【日】：NOPAｵﾌｨｽｾｷｭﾘ
ﾃｨﾏｰｸ認証制度創設

5 27 【ｱｼﾞｱ】：ｼﾞｬﾜ島で地震､死者
5,700人以上

■日本の人口：127,770(千人) 6 21 【日】：自殺対策基本法制定

7 【日】：ﾄﾖﾀ自動車がｱﾒﾘｶ月間
新車販売台数でﾌｫｰﾄﾞを抜き
初の2位

6 23 【日】：がん対策基本法制定 【日】：経済産業省が感
性価値創造ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ構
想を発表

8 24 【国際】：冥王星が惑星から降
格､太陽系の惑星は8個に

6 23 【日】：拉致問題その他北朝鮮
当局による人権侵害問題への
対処に関する法律制定

【日】：東洋ろ機製造 ｸﾞ
ﾛｰﾊﾞﾙ本社ｵﾌｨｽ【第19
回日経NO賞】

8 25 【日】：福岡の飲酒運転事故で
3児死亡､飲酒運転の厳罰化
が進む

12 22 【日】：教育基本法制定 ■着工建築床面積（事
務所使途）：㎡
　　　 6,918,188

9 6 【日】：秋篠宮妃紀子さま男子
出産(悠仁親王)､41年ぶりに皇
室に男子誕生

【国際】：ISO27000sが規格化

10 13 【国際】：第8代国連事務総長
に潘基文韓国外相を選出

【日】：新会社法施行

【国際】：第18回ｻｯｶｰ･ﾜｰﾙﾄﾞ
ｶｯﾌﾟ(ﾄﾞｲﾂ)
【国際】：第20回冬季ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ
(ﾄﾘﾉ)
【日】：ﾗｲﾌﾞﾄﾞｱ強制捜査

2007 平成
19

【英】：ｺﾞｰﾄﾞﾝ･ﾌﾞﾗｳﾝが首相に
就任(第79代)

■日本の出生率：1.32 4 27 【日】：海洋基本法制定 【国際】：ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続端末の
台数10億台を突破

【日】：ｸﾞﾗﾝﾄｳｷｮｳｻｳｽﾀﾜｰ 【日】：
TBWA/HAKUHODO 新ｵ
ﾌｨｽ【第20回日経NO賞】

2007

【日】：安部晋三内閣成立(第
91代)

■日本の人口：127,780(千人) 6 27 【日】：救急医療用ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰを
用いた救急医療の確保に関す
る特別措置法制定

【日】：ｸﾞﾗﾝﾄｳｷｮｳﾉｰｽﾀﾜｰ 【日】：ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｵﾌｨｽ推
進運動開始

【露】：ｳﾞｨｸﾄﾙ･ｽﾞﾌﾞｺﾌが首相に
就任(第10代)

【日】：ﾐｯﾄﾞﾀｳﾝﾀﾜｰ ■着工建築床面積（事
務所使途）：㎡
　　　 6,361,596

【日】：汐留ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
2008 平成
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【国際】：第29回ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ(北京) 【日】：麻生太郎内閣成立(第

92代)
1 16 【日】：特定ﾌｨﾌﾞﾘﾉｹﾞﾝ製剤及び

特定血液凝固第IX因子製剤に
よるC型肝炎感染被害者を救
済するための給付金の支給に
関する特別措置法制定

1 7 【日】：PHSのｻｰﾋﾞｽ終了 【日】：感性価値創造ｲﾔｰ
(経済産業省)
NOPA：ｺﾗﾎﾞﾚｲﾃｨﾌﾞ･ｵﾌｨ
ｽVer.2発表

2008

【日】：南部陽一郎 小林誠 益
川敏英 ﾉｰﾍﾞﾙ物理学賞 下村
脩 ﾉｰﾍﾞﾙ化学賞受賞 日本人
初の4名同時受賞

【露】：ﾄﾞﾐﾄﾘｰ･ﾒﾄﾞｳﾞｪｰｼﾞｪﾌが大
統領に就任(第4代) ﾌﾟｰﾁﾝが
首相に就任(第11代)

【日】：日産先進技術開
発ｾﾝﾀｰ【第21回日経NO
賞】

2009 平成
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■国土交通省　建築着
工統計調査より

2009

2010 平成
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【国際】：第21回冬季ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ
(ﾊﾞﾝｸｰﾊﾞｰ)

■日本の人口：総務省統計局
人口推計による

2010


