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世界のコロナ感染者，２億人超え
2021 年８月 4 日，新型コロナウイルスの世界の累計感染者
数が２億人を突破した（米ジョンズ・ホプキンス大学の集計）
。累
計感染者数は昨年６月末に１千万人を超え，11 月に５千万人，今
年１月下旬には１億人に達した。さらに，そこから半年余りで倍
増した。10 月 13 日現在，国別の感染者数はアメリカが最多の約
4457 万人で，インド約 3400 万人，ブラジル約 2159 万人と続く。
世界の死者数は約 487 万人となっている。ワクチン接種が進んで
いる欧米でも「デルタ株」が急速に広がっており，各国は規制の
再強化を迫られている。
「ブースター」と呼ばれる３回目のワクチ
ン接種実施を開始・検討している国も多い。一方，発展途上国で
のワクチン接種は進んでいない。世界保健機関（WHO）によると，
高所得国では 100 人当たりの接種回数が 100 回に達するのに対し，
低所得国は 1.5 回にとどまっており，接種格差が広がっている。
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欧米で巨大 IT 企業の規制強化
欧米で巨大 IT 企業に対する規制の強化が進んでいる。2020
年 12 月 15 日，
EU は新法案「デジタル市場法」を発表した。自社
のプラットフォーム上で競合他社より自社の製品やサービスを優
遇したり，他社から得られたデータを自社のサービス向上に使っ
たりすることを禁じるという内容。一方，アメリカでも連邦議会
で昨年 7 月末にグーグル，アップル，フェイスブック（FB）
，ア
マゾンの 4 首脳が証言する公聴会が開かれるなど，規制強化に向
けた議論が進んでいる。連邦議会議員の間には，巨大 IT 企業が
独占的な立場を使って競争を阻害しているとの見方が強い。アメ
リカ司法省などの当局も昨年，グーグルや FB を相手取り，反ト
ラスト法（独占禁止法）違反で大型訴訟を提起した。今年１月に
発足したバイデン政権も，巨大 IT 企業に厳しい目を向ける専門
家を政権幹部に起用しており，包囲網が強まっている。
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月，中国の全国人民代表大会常務委員会は，香港の立法会（議会）
議員の資格を剥奪する権限を香港政府に与えることを決定。これ
を受けて，香港政府は民主派議員４人の資格を取り消すと宣告し
た。また，同年 12 月には香港の裁判所が民主活動家の周庭氏ら３
人に禁錮刑を言い渡し，2021 年６月には民主派支持の香港紙「蘋
果日報（アップル・デイリー）
」が廃刊に追い込まれるなど，香港
の「一国二制度」や民主主義の形骸化に歯止めがかからない。中
国本土では，７月１日に中国共産党創立 100 周年式典が開催され，
習近平国家主席への集権化が進んでいる。一方，G ７は，６月の
サミット開催後の首脳宣言で台湾問題に初めて言及するなど，中
国の覇権主義に対する警戒を強めている。

5

核兵器禁止条約が発効
核兵器を非人道的で違法とする核兵器禁止条約が，2021 年
１月 22 日に発効した。一度でも使われれば壊滅的な被害をもた
らす核兵器が地球上に 1 万 3000 発以上も残る中，停滞する核軍縮
を加速できるかが注目される。条約は核兵器の使用，保有，開発，
実験などを一切禁じる内容で，９月現在，条約の批准国・地域は
56。核保有国の米英仏ロ中５か国は参加せず，日本やドイツなど
アメリカの「核の傘」に頼る同盟国も加わっていない。条約採択
を推進し，2017 年にノーベル平和賞を受賞した国際 NGO「核兵
器廃絶国際キャンペーン」
（ICAN）は，
「核は違法という規範が
広がることで，核保有国が非人道的な核を持ち続けていることへ
の説明責任が強まり，核軍縮にこれまで以上に取り組まざるを得
なくなる」と期待する。条約には，世界の核実験の被害者の支援
や環境汚染の改善を進める規定もある。（下図参照）
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▲数字は核弾頭の保有数

2021年6月現在、退役・解体待ちを含む。
長崎大学核兵器廃絶センターによる

⬆世界の核弾頭保有数と核兵器禁止条約の現状

12. 9
12.14
12.14
12.15
12.24
12.31
2021 1. 6
1. 8
1.10
1.13
1.20
1.22

核兵器禁止条約
批准した国・地域
署名した国・地域
核拡散防止条約
加盟の核保有国
非加盟の核保有国

（2021年9月現在）

1.31 野党指導者ナバリヌイ氏の釈放求め，ロシア全土
で反政権デモ
2. 1 イギリス，TPP に加盟申請
2. 1 ミャンマー国軍がクーデタ ６
2. 3 米ロ，新 START を５年間延長
2. 8 ミャンマー全土で抗議デモ，10 万人超が参加 ６
2.13 トランプ前大統領，弾劾裁判で無罪 ３
2.19 アメリカ，パリ協定に正式復帰
3.14 ミャンマー国軍，ヤンゴンの一部に戒厳令 ６
3.25 北朝鮮，弾道ミサイル２発を発射
3.30 中国，香港の選挙制度を改変 ４
4. 6 アメリカとイラン，核合意の交渉再開
4.14 バイデン米大統領，米軍のアフガン撤退を発表 ８
6.13 Ｇ７首脳宣言，台湾問題に初めて言及 ４
6.13 イスラエル，12 年ぶりに政権交代 ７
6.24 香港紙のアップル・デイリー廃刊 ４
6.30 香港国家安全維持法施行から１年 ４
7. 1 中国共産党，創立 100 周年式典開催 ４
8.15 アフガニスタン政権崩壊，タリバンが首都制圧 ８
8.17 中国軍，台湾近海で軍事演習 ４
8.30 アフガニスタンから米軍が完全撤退 ８
9.16 中国，TPP に加盟申請
9.22 台湾，TPP に加盟申請
9.26 ドイツ連邦議会選挙，社会民主党が第一党に
9.28 北朝鮮，新型「極超音速ミサイル」を発射

米連邦取引委員会，フェイスブックを提訴 ２
バイデン氏，選挙人投票で勝利 ３
アメリカで新型コロナワクチン接種が開始 1
EU，デジタル市場法案を発表 ２
イギリスと EU，自由貿易協定など合意
イギリス，EU から完全離脱
トランプ支持者，
米連邦議会議事堂を一時占拠 ３
米ツイッター社，トランプ大統領のアカウントを
永久停止 ３
北朝鮮，金正恩氏が党総書記に就任
トランプ米大統領，２度目の弾劾訴追 ３
バイデン氏，第 46 代アメリカ大統領に就任 ３
核兵器禁止条約が発効 ５

6

ミャンマー国軍がクーデタ
2021 年２月１日，ミャンマー国軍がクーデタを起こし，政
権与党・国民民主連盟（NLD）を率いるアウン・サン・スー・チー
国家顧問らを拘束した。その後，国軍は国軍系テレビを通じ，
「国
軍が国家の権力を掌握した」として全土に非常事態宣言を発令し
た。国軍は，NLD が圧勝した昨年 11 月の総選挙で不正があった
と主張し，NLD 政権との対立を深めていた。クーデタから半年後
の８月１日には，国軍が設置した最高意思決定機関「国家統治評
議会」が，議長で国軍トップのミン・アウン・フライン総司令官
を首相とする暫定政府が発足したと発表。総司令官はテレビ演説
で，2023 年 8 月までに総選挙を実施すると表明した。民主体制へ
の移行を示すことで国際社会の非難を和らげたいとの思惑がある
とみられる。クーデタに対して市民の抗議デモが続き，国軍の弾
圧による犠牲者は 1 千人を超えている。
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▲5,550：
アメリカ

ドイツ統一から 30 年，ポツダムで記念式典
世界食糧計画（WFP）にノーベル平和賞
米司法省，グーグルを提訴 ２
フランス，二度目の全国的な都市封鎖（ロックダ
ウン）を行うことを決定 1

米大統領選挙，投開票 ３
米大統領選挙，民主党・バイデン氏が当確 ３
香港政府，民主派議員４人の資格を剥奪 ４
東アジア地域包括的経済連携（RCEP）協定，15
か国が署名
12. 2 香港の裁判所，民主活動家３人に禁錮刑 ４
12. 2 イギリス，新型コロナワクチンを世界初承認 1
11. 3
11. 7
11.11
11.15

米大統領選挙，民主党・バイデン氏が勝利
2020 年 11 月３日，アメリカ大統領選挙の投票が行われ，再
選をめざす共和党候補のトランプ大統領と，民主党候補のバイデ
ン前副大統領が大接戦を繰り広げた。同月７日，
激戦州のペンシル
ベニア州でバイデン氏が勝利を収め，
当選が確実となった。トラン
プ陣営は選挙に不正があったとして訴訟
を起こすなど抵抗する姿勢を示したが，12
▲225：イギリス
▲6,260：ロシア
月 14 日に選挙人投票が行われ，538 人の選
▲290：フランス
挙人のうち 306 人を獲得したバイデン氏の
勝利が事実上，確定した。その後，2021 年
１月６日にはトランプ氏の支持者が連邦
議会議事堂を襲撃する事件が発生。トラン
▲40：
北朝鮮
プ氏が襲撃をあおったとして弾劾訴追さ
▲350：中国
れるなど混乱が続いた。同月 20 日，
バイデ
ン氏が第 46 代アメリカ大統領に就任。就任
▲160：
演説では，分断されたアメリカ社会の結束
インド
を呼びかけた。副大統領には上院議員だっ
▲165：
たハリス氏が，アフリカ系／アジア系，女
パキスタン
▲90：
性として初めて就任した。
イスラエル
中国，香港の締め付け強化
2020 年６月 30 日に
「香港国家安全維
持法」が施行されて以降，中国政府による
香港への締め付けが強まっている。同年 11
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世界の動き
2020 10. 3
10. 9
10.20
10.28

イスラエルで 12 年ぶりに政権交代
イスラエルで 2021 年６月 13 日，歴代最長の連続 12 年にわ
たって政権を維持してきたネタニヤフ首相（右派政党「リクード」
党首）が退陣し，極右政党「ヤミナ」党首のベネット氏が新首相
に就任した。連立政権には，極右政党から中道，左派政党，アラ
ブ系政党まで８党が参加しており，アラブ系政党が連立政権に参
加するのは建国以来初めて。３月の総選挙（定数 120）で「ヤミ
ナ」が得たのは７議席にとどまるが，ベネット氏が中道や左派，ア
ラブ系政党「ラーム」を含む連立政権への参加を決断したことで，
連立が実現した。ベネット氏はパレスチナ問題では強硬な態度で
知られ，パレスチナ自治区をイスラエルに併合することを主張し
ている。将来パレスチナが独立国家を樹立する「二国家解決」に
も反対の立場だ。今後，ベネット氏がパレスチナ問題などをめぐ
って強硬な姿勢を取れば，政権内で反発を生み，連立が崩壊する
恐れもある。
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アフガニスタン政権崩壊，タリバンが首都制圧
2021 年８月 15 日，アフガニスタンのイスラーム主義勢力タリ
バンが首都カブールを制圧し，大統領府を占拠した。ガニ大統領は
国外に退避し，2001 年９月の米同時多発テロ後に成立した親米民
主政権は崩壊した。アメリカのバイデン政権がアフガニスタン駐留米
軍の撤退を進める中，タリバンは急速に支配地を拡大し，首都制圧
に至った。1990 年代半ばにカブールを制圧したタリバンは，2001 年
に政権を追われるまで，女性の権利を抑圧し，音楽や映画を禁止す
るなど極端なイスラーム主義政策をとった経緯があり，今後それらの
政策が復活する恐れがある。各国大使館職員や現地スタッフが国外
退避を進める中，８月 26 日にタリバンと敵対関係にある「イスラー
ム国（IS）」系の過激派組織「IS-K」による自爆テロが，カブール国
際空港付近で発生。米兵，民間人など多くの死傷者が出た。30 日，
混乱の中で米軍はアフガニスタンから完全撤退した。

年・月・日
2001 年
9月
2011 年
5月
2020 年
2月
9月
2021 年
4月
8月
6日
12 日
〜 13 日

出来事
米同時多発テロ。10 月，アメリカ主導のアフガニスタン
空爆開始。12 月，タリバンは政権を追われ，米軍駐留
米軍がウサマ・ビンラーディンをパキスタンで殺害
アメリカのトランプ大統領とタリバンが「和平合意」
アフガニスタン政府とタリバンが和平協議開始
バイデン米大統領がアフガニスタン駐留軍の完全撤収を表
明。タリバンは攻勢拡大
タリバンが州都制圧を開始
タリバンが国内第 2 の都市カンダハル，第 3 の都市ヘラ
ートを制圧。アメリカは軍部隊の増派を表明。ただし，任
務は大使館員らの救出で戦闘関与は否定

15 日 タリバンが首都カブールを制圧。アシュラフ・ガニ大統領
は国外退避，政権崩壊
30 日 アフガニスタンから米軍が完全撤退

⬆アフガニスタン情勢の推移
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迷走した新型コロナウイルス感染症対応
菅義偉前総理大臣は在任中，新型コロナウイルス感染症対
策を最優先としたが，思うように感染を抑え込むことはできなか
った。観光・飲食業界を支えるため，
「Go To トラベル」や「Go
To イート」事業を推し進めたが，感染が拡大した昨年 12 月には
「Go To トラベル」事業の全国一斉停止に追い込まれた。東京な
どの都市部を中心に発出された緊急事態宣言は，期間延長や対象
地域の拡大を繰り返し，
「まん延防止等重点措置」から宣言に切り
替えとなる地域も続出した。国民の間では「自粛疲れ」が目立つ
ようになり，人流を抑える効果は薄れていった。
「デルタ株」が流
行した「第５波」では新規感染者数が急増し，今年８月 20 日には
約２万 5800 人に上った。ワクチン接種が進んで高齢者の死者や重
症者は抑えられたものの，未接種の若者や中高年の間で感染が広
がった。医療体制は逼迫し，入院できずに自宅療養を余儀なくさ
れる感染者が相次いだ。
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政治
2020 10.26 菅義偉首相，就任後初の所信表明演説
11. 1 「大阪都構想」
，２度目の住民投票で反対多数
11.13 河野行政改革相，行政手続きの認印全廃を発表
12. 2 新型コロナのワクチン接種関連法が成立 1
12.28 政府，
全世界からの新規入国と「Go To トラベル」
事業を停止 1
2021 1. 7 政府，１都３県に緊急事態宣言を発出 1
2. 3 新型コロナウイルス対策の特別措置法と改正感染
症法が成立 1
2.24 東北新社の接待問題で総務省幹部ら 11 人処分
3.23 河井克行元法相，選挙買収認め，議員辞職を表明
4.22 温室効果ガス 46％削減，気候変動サミットで菅首
相が表明 4
5.12 デジタル改革関連法が成立 7
5.21 18，19 歳の厳罰化を図る改正少年法が成立 ３
5.26 改正地球温暖化対策推進法が成立 ４
6.11 憲法改正の手続きを定める改正国民投票法が成立
7. 4 東京都議会議員選挙，自公過半数届かず
7.12 政府，東京都に 4 回目の緊急事態宣言発出 1
8.22 横浜市長選，IR 誘致反対の山中竹春氏が当選
9. 1 デジタル庁発足 7
9. 3 菅首相，退陣表明 8
9.29 自民党総裁選挙，岸田文雄氏が当選 8
9.30 政府，緊急事態宣言，まん延防止等重点措置をす
べて解除 1
10. 4 岸田文雄内閣が発足 8

2

孔子廟訴訟，最高裁が違憲判決
2021 年２月 24 日，儒教の祖・孔子を祭る孔子廟の用地を
沖縄県那覇市が無償提供していることについて，最高裁判所大法
廷は憲法の政教分離原則に違反するとの判断を示した。裁判の対
象になったのは松山公園にある「久米至聖廟」で，1335m2 の敷地
に孔子像を置く建物や儒学と沖縄の歴史を学べる施設などがある。
一般社団法人「久米崇聖会」が 2013 年に建て，市が公益性を認め
て敷地の使用料（年 576 万円）を免除したため，市民運動家の女性
が政教分離に反するとして市を訴えた。最高裁は，孔子の霊を迎
える年に一度の祭礼は宗教的意義を持ち，祭礼を行う目的で建物
が配置されていると指摘。市が使用料を免除したのは「宗教的活
動への便宜供与」に当たると判断した。政教分離をめぐる裁判で
最高裁が違憲判決を出したのは，1997 年４月の愛媛玉ぐし料訴訟，
2010 年１月の空知太神社訴訟に続いて３件目。空知太神社訴訟と
同様，目的効果基準に触れられなかったことが注目されている。
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改正少年法が成立
事件を起こした 18，19 歳について一定の厳罰化を図る改
正少年法が，2021 年５月 21 日に成立した。家庭裁判所が検察官
に送致（逆送）する対象犯罪を拡大し，起訴後の実名報道を解禁
する。施行は 2022 年４月。18，19 歳は民法上成年となるが，今
回の改正でも引き続き両年齢を少年法の適用対象とした。その上
で，両年齢を「特定少年」と位置づけて 17 歳以下と区別し，一部
で厳罰化の規定を盛り込んだ。改正法でも，成育環境などを詳し
く調べた上で保護
［現行法］
適用年齢
［改正法］
20 歳未満
処分にするか刑事
20 歳未満
18，19 歳は「特定少年」
処分にするかを判
として特例規定を設ける
断できるよう，家裁
家裁送致の対象
全件
全件
に全事件を送致す
原則検察官送致する事件
る仕組みは維持さ
16 歳以上で故意の犯罪 特定少年は罰則が 1 年
れている。だが，家 によって被害者を死亡 以上の懲役または禁錮
裁 が 原 則 的 に 逆 送 させた事件
にあたる罪（強盗や強
制性交など）の事件も
する犯罪を，従来の
対象
「故意に人を死亡さ
報道規制
せた事件」から，
「死 本人が特定される本名 特定少年のみ起訴（略
刑，無期，懲役また や顔写真などの掲載を 式を除く）された段階
で禁止を解除
は 禁 錮 １ 年 以 上 の 禁止
犯罪」に拡大し，強 ⬆現行法と改正法の対比

盗や放火，強制性交なども対象になる。少年の更生を妨げるとし
て禁止してきた氏名や顔写真などの報道も，起訴後は解禁される。
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温室効果ガス「実質ゼロ」に向け「脱炭素法」が成立
2050 年までに，温室効果ガスの排出量を「実質ゼロ」にす
る脱炭素社会をめざす国の目標を明記した改正地球温暖化対策推
進法が，2021 年５月 26 日に成立した。法律に明記されたことで，
政権が代わっても目標は維持される。改正法では，再生可能エネ
ルギーの導入を加速させるため，都道府県などに導入目標の設定
を義務づけるほか，誘致を促すため「促進区域」を設ける制度な
どを盛り込んだ。
「実質ゼロ」の目標は，菅義偉首相が昨年秋の臨
時国会において，就任後初の所信表明演説で宣言した。
「産業革命
前と比較した気温の上昇幅を 1.5 度未満に抑える努力をする」と
定めたパリ協定の目標をふまえたもので，今回の改正法の基本理
念に位置づけた。また，菅首相は今年４月の気候変動サミットで，
2030 年度までに温室効果ガスの排出量を 2013 年度比で 46% 削減
する新たな目標を掲げており，その達成には再生可能エネルギー
の大幅な導入拡大が不可欠となっている。

5

最高裁，夫婦別姓認めず
夫婦同姓を定めた民法や戸籍法の規定が，
「両性の平等」な
どを保障した憲法に違反するかが争われた家事審判の決定で，最
高裁判所大法廷は 2021 年６月 23 日に「合憲」との判断を示した。
2015 年に初めて「合憲」とした大法廷判決を踏襲し，
「この種の
制度のあり方は国会で判断されるべきだ」と指摘した。家事審判
を申し立てたのは，2018 年に別々の姓で婚姻届を役所に提出して
不受理とされた東京都内の３組の事実婚カップル。夫婦同姓を求
める規定は「法の下の平等」を保障する憲法第 14 条と「婚姻の自
由」を定めた第 24 条に反すると訴えた。大法廷は今回の決定で，
民法第 750 条と婚姻届の手続きを定めた戸籍法第 74 条は，2015
年判決の趣旨に照らして合憲であるのは明らかだと指摘。前回判

経済

社会・文化

2020 10. 1
10.30
11.11
12. 8
12.15
12.21
12.30
2021

1.28
2.15
2.28
3. 1
3.12
4. 1
5.12
6. 1
7.14
9. 8
9.22

東京証券取引所でシステム障害が発生
三菱重工業，国産ジェット旅客機の量産化を凍結
宮城県の村井嘉浩知事，女川原発再稼働に同意
国費支出 30 兆円を含む総事業規模 74 兆円の経済
対策を閣議決定
第３次補正予算案を閣議決定，2020 年度の新規国
債発行額は 112 兆円に
過去最大 106.6 兆円の 2021 年度一般会計予算案
を閣議決定
大納会の東京株式市場，日経平均株価２万 7444
円 17 銭で年末の株価としては 31 年ぶりの高値
トヨタ自動車，2020 年の新車販売台数は 952 万
台と発表，５年ぶりの世界一
日経平均株価の終値，約 30 年６か月ぶりに３万円
の大台を回復
みずほ銀行の ATM でシステム障害が発生
ヤフーを傘下に持つ Z ホールディングスと LINE
が経営統合
楽天，日本郵政から 1500 億円出資の提携発表
消費税込「総額表示」義務化がスタート
ソフトバンクグループ，2021 年 3 月期の純利益
が 4.9 兆円で，国内企業で過去最高に
経団連，新会長に住友化学・十倉雅和氏が就任
最低賃金，過去最大 28 円引き上げを決定
みずほ銀行，今年 7 回目のシステム障害
金融庁がみずほ銀行に業務改善命令

決から選択的夫婦別姓制度の導入に賛成する人が増えたという事
情をふまえても，
「判断を変えるべきとは認められない」とした。
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奄美・沖縄，北海道・北東北の縄文遺跡群，世界遺産に登録
2021 年７月 26 日，
国連教育科学文化機関（UNESCO）の世
（鹿
界遺産委員会は「奄美大島，徳之島，沖縄島北部及び西表島」
児島県，沖縄県）を世界自然遺産に登録すると決めた。世界的に
希少な固有種や絶滅危惧種が多く，豊かな生物多様性を守るため
に重要な地域であることが評価された。国内の自然遺産は，2011
年の小笠原諸島（東京都）に続いて 5 件目となった。翌 27 日に
は，
「北海道・北東北の縄文遺跡群」が世界文化遺産に登録される
ことが決定。国内の文化遺産は 20 件目で，紀元前の遺跡は初め
て。登録が決まったのは，北海道と青森，岩手，秋田の３県に点
（青森市）のほ
在する 17 遺跡で，国の特別史跡「三内丸山遺跡」
か，ストーンサ
〈北海道〉
0
100km
ークルを主体と ●
①キウス周堤墓群
札幌
した「大湯環状 （千歳市）
①
〈青森県〉
②高砂貝塚
②
●
列石」
（秋田県鹿 ●
⑦是川石器時代
●
③
●
③入江貝塚
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④
●
角市）
，日本最古 （洞爺湖町）
（八戸市）
遺跡
⑧二ツ森貝塚
●
④北黄金貝塚
の土器片が見つ ●
⑤
●
⑥
●
（七戸町）
かった「大平山 （伊達市）
⑨三内丸山遺跡
●
⑤大船遺跡
●
元遺跡」
（青森県 ●
⑩小牧野遺跡
●
⑥垣ノ島遺跡
（青森市）
⑪
●
，貝塚 （函館市）
外ケ浜町）
⑫
●
⑪大平山元遺跡
●
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（一戸町）
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●
⑯ ●
●
海道伊達市）な
⑮
⑰
●
代遺跡
ど，1 万年以上 〈秋田県〉
（つがる市）
⑯大湯環状列石
●
続いた縄文時代 （鹿角市）
⑭大森勝山遺跡
●
盛岡
秋田
（弘前市）
⑰伊勢堂岱遺跡
の様々な年代の ●
（北秋田市）
遺跡がある。
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⬆北海道・北東北の縄文遺跡群

じ だい

2020 11. 8 秋篠宮文仁親王，
「立皇嗣の礼」
11.15 野口聡一宇宙飛行士らを乗せたアメリカ民間宇宙
船「クルードラゴン」打ち上げ成功
12.15 東京地裁，座間市９人殺害事件の被告に死刑判決
，無形文化遺産登録
12.17 日本の「伝統建築工匠の技」
12.22 最高裁，袴田事件の再審の判断を高裁に差し戻し
2021 1.22 厚労省，2020 年の自殺者数を発表，11 年ぶりに
増加（2 万 919 人）
2.12 東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員
会の森喜朗会長が女性蔑視発言で辞任を表明
2.18 東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員
会の会長に橋本聖子氏が就任
2.24 那覇市の孔子廟訴訟，最高裁が違憲判決 ２
3.11 東日本大震災から 10 年，最後となる政府主催の追
悼式（東京都千代田区の国立劇場で開催）
4. 9 新型コロナウイルス感染症，国内感染者 50 万人
超，死者は１万人超 １
5.17 最高裁，建設アスベスト訴訟で国と企業に賠償責任
6.18 東京地裁，選挙買収で河井元法相に実刑判決
6.23 最高裁大法廷，夫婦別姓認めず ５
7.23 東京オリンピック開幕（〜 8.8）
7.26 奄美・沖縄，世界自然遺産に登録決定 ６
7.27 北海道・北東北の縄文遺跡群，世界文化遺産に登
録決定 ６
8.24 東京パラリンピック開幕（〜 9.5）
10. 5 真鍋淑郎氏にノーベル物理学賞
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デジタル庁発足
2021 年 5 月 12 日，デジタル庁の創設や個人情報保護法改
正を盛り込んだデジタル改革関連法が成立した。デジタル庁が司
令塔となって行政のデジタル化を図り，様々なデータの利活用を
進めて国民や民間企業の利便性向上につなげることをめざす。関
連法は計 63 本からなり，
「デジタル庁設置法」を柱に，デジタル
社会の理念を定めた「デジタル社会形成基本法」
，個人情報保護法
改正や押印・書面手続きの見直しなどを盛り込んだ「デジタル社
会形成整備法」
，マイナンバーと預貯金口座をひもづけて公的な給
付金の受け取りをスムーズにし，災害や相続時の口座照会を可能
にする法律などが含まれる。国会審議では，大量の個人情報を扱
う際の保護のあり方について，野党などから課題が指摘された。9
月 1 日，デジタル庁が発足し，デジタル大臣にはデジタル改革相
として設立準備をしてきた平井拓也氏（10 月 4 日からは牧島かれ
ん氏）
，省庁の次官級にあたる事務方トップ「デジタル監」には一
橋大学名誉教授の石倉洋子氏が就任した。

８

菅首相が退陣，岸田内閣が発足
2021 年９月 29 日，菅義偉首相の後任を選ぶ自民党総裁選
が投開票され，岸田文雄・前政務調査会長が第 27 代総裁に選出さ
れた。総裁選には岸田氏のほか，河野太郎行政・規制改革相，高
市早苗・前総務相，野田聖子幹事長代行の４人が立候補した。岸
田氏は，１回目の投票でトップに立ったが過半数に届かず，２位
になった河野氏との決選投票に進んだ。決選投票は，１回目で高
市氏に投票した議員の多くが岸田氏支持に回り，岸田氏が河野氏
を下した。岸田氏は 10 月４日召集の臨時国会で第 100 代内閣総理
大臣に指名され，新内閣を発足させた。岸田首相は，コロナ禍か
らの景気回復に向け，数十兆円規模の経済対策を年内に取りまと
める意向で，日本経済を早期に成長軌道に戻し，分配を重視して
格差を是正する「新しい日本型資本主義」をめざすとしている。
日本の情勢 2021

