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Q89

アンケート回答者に抽選で 5,000 円をプレゼント！

Q1 アンケート調査にご協力のお願い
私たちは、日本の世論に関する調査研究のため、あ
なたに世論調査にご参加いただけないかお尋ねしております。本研究の目的は、日本の政治状
況に対する世論について理解することです。この研究にご参加いただけるかは、自発的な意思
に従っていただければ幸いです。もしご参加いただいた場合、所要時間は 15 分程度です。ま
た調査の途中でいつでもやめることも可能です。あなたの匿名性は完全に確保され、個人情報
は、どんな状況でも公開されることはございません。研究結果は、学術出版物のために使用さ
れます。
この調査の最後の項目までご回答いただいた後、現金 5 千円のプレゼントに応募
することができます。当選者は応募者のうち 80 人に 1 人の割合で抽選されます。応募のため
には、名前とメールアドレスを記載していただく必要がありますが、調査とは別のデータベー
スにこの情報は登録されるため、本人の回答と個人情報がリンクされることはありません。万
が一名前とメールアドレスが公開されても、名前とメールは暗号化され、パスワードで保護し、
抽選後には全ての情報を削除致します。
この研究は、ボストン大学の教授による指導の下
で、同大学博士課程在籍の学生によって行われます。ご質問等がございましたら、連絡先は次
のとおりです。博士課程の学生クラウディア・キム（cldk@bu.edu）あるいは指導教授テイラ
ー・ボアス（tboas@bu.edu）。世論調査の参加に関するより詳細な情報をご希望の場合は、ボ
ストン大学 Institutional Review Board（研究倫理審議議員会）にご連絡いただくこともできま
す（irb@bu.edu あるいは 617-358-6115）。
 上記を読み、理解した上で本調査に参加することに同意します。 (1)
 本調査に参加したくありません。 (2)
B1 Browser Meta Info
Browser (1)
Version (2)
Operating System (3)
Screen Resolution (4)
Flash Version (5)
Java Support (6)
User Agent (7)
Q2 あなたは日本人ですか。
 はい (1)
 いいえ (2)
Q3 あなたは今、日本に住んでいますか。
 はい (1)
 いいえ (2)

Q4 あなたの年齢はいくつですか。
 18 歳以下 (1)
 18 (2)
 19 (3)
 20 (4)
 21 (5)
 22 (6)
 23 (7)
 24 (8)
 25 (9)
 26 (10)
 27 (11)
 28 (12)
 29 (13)
 30 (14)
 31 (15)
 32 (16)
 33 (17)
 34 (18)
 35 (19)
 36 (20)
 37 (21)
 38 (22)
 39 (23)
 40 (24)
 41 (25)
 42 (26)
 43 (27)
 44 (28)
 45 (29)
 46 (30)
 47 (31)
 48 (32)
 49 (33)
 50 (34)
 51 (35)
 52 (36)
 53 (37)
 54 (38)
 55 (39)
 56 (40)
 57 (41)
 58 (42)
 59 (43)











































60 (44)
61 (45)
62 (46)
63 (47)
64 (48)
65 (49)
66 (50)
67 (51)
68 (52)
69 (53)
70 (54)
71 (55)
72 (56)
73 (57)
74 (58)
75 (59)
76 (60)
77 (61)
78 (62)
79 (63)
80 (64)
81 (65)
82 (66)
83 (67)
84 (68)
85 (69)
86 (70)
87 (71)
88 (72)
89 (73)
90 (74)
91 (75)
92 (76)
93 (77)
94 (78)
95 (79)
96 (80)
97 (81)
98 (82)
99 (83)
100 歳以上 (84)

Q5 あなたの居住地はどこですか。
 北海道 (1)
 青森県 (2)
 岩手県 (3)
 宮城県 (4)
 秋田県 (5)
 山形県 (6)
 福島県 (7)
 茨城県 (8)
 栃木県 (9)
 群馬県 (10)
 埼玉県 (11)
 千葉県 (12)
 東京都 (13)
 神奈川県 (14)
 新潟県 (15)
 富山県 (16)
 石川県 (17)
 福井県 (18)
 山梨県 (19)
 長野県 (20)
 岐阜県 (21)
 静岡県 (22)
 愛知県 (23)
 三重県 (24)
 滋賀県 (25)
 京都府 (26)
 大阪府 (27)
 兵庫県 (28)
 奈良県 (29)
 和歌山県 (30)
 鳥取県 (31)
 島根県 (32)
 岡山県 (33)
 広島県 (34)
 山口県 (35)
 徳島県 (36)
 香川県 (37)
 愛媛県 (38)











高知県 (39)
福岡県 (40)
佐賀県 (41)
長崎県 (42)
熊本県 (43)
大分県 (44)
宮崎県 (45)
鹿児島県 (46)
沖縄県 (47)

Q6 あなたは次の政治、社会に対する意見にどの程度賛成、または反対ですか。 「国民は選挙
で投票する義務がある。」
 とてもそう思う (1)
 ややそう思う (2)
 どちらでもない (3)
 あまりそう思わない (4)
 全くそう思わない (5)

Q7 あなたは次の政治、社会に対する意見にどの程度賛成、または反対ですか。 「一般的に、
私のような人は、政府の政策や措置に影響を与えるほどの力がない。」
 とてもそう思う (1)
 ややそう思う (2)
 どちらでもない (3)
 あまりそう思わない (4)
 全くそう思わない (5)
Q8 次にあげるいくつかの政治的行動について、これまでやった（参加した）ことがある、や
ったことはないがやるかもしれない、あるいはどんな場合にも決してやることはないだろう、
のいずれかでお答え下さい。 請願書・陳情書への署名:
 やったことがある (1)
 やるかもしれない (2)
 どんな場合にも決してやることはないだろう (3)
Q9 次にあげるいくつかの政治的行動について、これまでやった（参加した）ことがある、や
ったことはないがやるかもしれない、あるいはどんな場合にも決してやることはないだろう、
のいずれかでお答え下さい。 ボイコットに参加する:
 やったことがある (1)
 やるかもしれない (2)
 どんな場合にも決してやることはないだろう (3)
Q10 次にあげるいくつかの政治的行動について、これまでやった（参加した）ことがある、や
ったことはないがやるかもしれない、あるいはどんな場合にも決してやることはないだろう、
のいずれかでお答え下さい。 平和的なデモ:
 やったことがある (1)
 やるかもしれない (2)
 どんな場合にも決してやることはないだろう (3)
Q11 次にあげるいくつかの政治的行動について、これまでやった（参加した）ことがある、や
ったことはないがやるかもしれない、あるいはどんな場合にも決してやることはないだろう、
のいずれかでお答え下さい。 信念を共有する市民団体にお金を寄付する:
 やったことがある (1)
 やるかもしれない (2)
 どんな場合にも決してやることはないだろう (3)

Q12 衆議院議員総選挙の投票は、小選挙区と比例区で、それぞれ１票ずつを投票する「２票制」
になっています。あなたは、前回の衆院選でどの政党に投票しましたか。
 自民党 (1)
 民進党 (2)
 公明党 (3)
 維新の党 (4)
 共産党 (5)
 社民党 (6)
 次世代の党 (7)
 生活の党 (8)
 その他の政党 (9)
 投票しなかった (10)

Q13 政治の立場を明らかにするにあたって、世間ではよく「左（革新）」とか「右（保守）」
とかいいますが、あなたはどちらですか。「１」は「左（革新）」を、また「10」は「右（保
守）」を示すとします。１から 10 までの数字で、あなたの政治に対する考え方で当てはまる
ものを１つお答え下さい。
 革新: 1 (1)
 2 (2)
 3 (3)
 4 (4)
 5 (5)
 6 (6)
 7 (7)
 8 (8)
 9 (9)
 保守: 10 (10)
Q18 政治の立場を明らかにするにあたって、世間ではよく「左（革新）」とか「右（保守）」
とかいいますが、あなたにとって、次の各市民団体はどちらに当てはまりますか。
「一水
会」: 1972 年設立したこの市民団体は、三島由紀夫・森田必勝両烈士らの憂国の精神を継承す
べく設立した団体であり、日本国の誇りと民族の尊厳を回復するため、対米自立・対米対等な
真の独立国家を目指しています。
 革新: 1 (1)
 2 (2)
 3 (3)
 4 (4)
 5 (5)
 6 (6)
 7 (7)
 8 (8)
 9 (9)
 保守: 10 (10)

Q19 政治の立場を明らかにするにあたって、世間ではよく「左（革新）」とか「右（保守）」
とかいいますが、あなたにとって、次の各市民団体はどちらに当てはまりますか。
「情報
公開市民センター」: 2001 年設立したこの市民団体は、情報公開法及び地方公共団体の情報公
開条例を利用して行政文書の開示を請求し、かつ正当に開示を受けることを支援し、情報公開
法及び地方公共団体の情報公開条例の健全な運用と、民主的な行政の推進に寄与することを目
的としています。
 革新: 1 (1)
 2 (2)
 3 (3)
 4 (4)
 5 (5)
 6 (6)
 7 (7)
 8 (8)
 9 (9)
 保守: 10 (10)
Q20 政治の立場を明らかにするにあたって、世間ではよく「左（革新）」とか「右（保守）」
とかいいますが、あなたにとって、次の各市民団体はどちらに当てはまりますか。
「フォ
ーラム平和・人権・環境」: 1999 年設立したこの市民団体は、平和運動団体であり、米軍基地
問題、反核、人権、そして環境問題などに取り組んでいます。各地域に反基地運動に取り組む
組織があります。
 革新: 1 (1)
 2 (2)
 3 (3)
 4 (4)
 5 (5)
 6 (6)
 7 (7)
 8 (8)
 9 (9)
 保守: 10 (10)

Q21 政治の立場を明らかにするにあたって、世間ではよく「左（革新）」とか「右（保守）」
とかいいますが、あなたにとって、次の各市民団体はどちらに当てはまりますか。
「地
球・人間環境フォーラム」: 1990 年に設立したこの市民団体は、気候変動、森林減少、砂漠化
など幅広い地球環境問題に関する科学的調査・研究、その成果の普及・啓発、政策提言に取り
組む環境団体です。
 革新: 1 (1)
 2 (2)
 3 (3)
 4 (4)
 5 (5)
 6 (6)
 7 (7)
 8 (8)
 9 (9)
 保守: 10 (10)
Q22 地域ニュースに、どの程度関心を持っていますか？「全くない」と「非常に高い」の間で
選択して下さい。
 全くない: 1 (1)
 2 (2)
 3 (3)
 4 (4)
 5 (5)
 6 (6)
 非常に高い: 7 (7)

Q23 全国のニュースに、どの程度関心を持っていますか？「全くない」と「非常に高い」の間
で選択して下さい。
 全くない: 1 (1)
 2 (2)
 3 (3)
 4 (4)
 5 (5)
 6 (6)
 非常に高い: 7 (7)
Q25 社会には多くの問題が散在しています。私たち研究者は、地域社会で起こっている深刻な
問題に対する、あなたの意見を求めたいのですが、あなたがこのアンケートを注意深く読んで
いるかも確かめたいと思います。あなたがこの文章を注意深く読んでいるという印として、以
下の質問とは関係なく、最も下部にある「 -- 」を選択してください。 あなたは、政府が解決
すべき最も重要な問題は、次のうちどれだと思いますか？
 経済運営 (15)
 賃金 (16)
 雇用 (17)
 国土 (18)
 インフラストラクチャー、道路 (19)
 教育 (20)
 住宅 (21)
 水の供給 (22)
 健康 (23)
 犯罪 (24)
 腐敗 (25)
 ジェンダーと女性の権利 (26)
 その他 (27)
 -- (28)
T25 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Q28 あなたは、今後 10 年以内に、東アジアで軍事的衝突が起こると思いますか？
 必ず起こると思う (1)
 おそらく起こると思う (2)
 起こるかもしれない、起こらないかもしれない (3)
 おそらく起こらないと思う (4)
 絶対起こらないと思う (5)
Q29 北朝鮮が日本を攻撃した場合、米軍事介入に賛成ですか、それとも反対ですか。
 賛成 (1)
 反対 (2)
Q30a ${q://QID36/ChoiceGroup/SelectedChoices}にある米軍基地を、支持しますか、支持しま
せんか。
 非常に支持できる (1)
 ある程度支持できる (2)
 どちらともいえない (3)
 あまり支持できない (4)
 まったく支持できない (5)
Q30b ${q://QID36/ChoiceGroup/SelectedChoices}には、複数の米軍基地があります。過去数年
間、地域社会では、米軍基地に様々な反応がありました。米軍の駐留は、地域経済を活性化さ
せ、国家安全保障に寄与しているという意見がある一方、米軍基地の存在には良い点よりも悪
い点が多いと主張する市民団体のデモも時折ありました
。 ${q://QID36/ChoiceGroup/SelectedChoices}にある米軍基地を、支持しますか、支持しませ
んか。
 非常に支持できる (1)
 ある程度支持できる (2)
 どちらともいえない (3)
 あまり支持できない (4)
 まったく支持できない (5)

この質問を表示：
If Please identify where you live. Okinawa Is Selected
Q30c_o ${q://QID36/ChoiceGroup/SelectedChoices}には、複数の米軍基地があります。過去数
年間、地域社会では、米軍基地に様々な反応がありました。米軍の駐留は、地域経済を活性化
させ、国家安全保障に寄与しているという意見がある一方、米軍基地の存在には良い点よりも
悪い点が多いと主張する市民団体のデモも時折ありました。2009 年 11 月、沖縄県にある米軍
基地に所属していた 27 歳の米軍兵士が、散歩中だった 66 歳の日本人の男性をひき逃げし、男
性は放置されて死亡しました。${q://QID36/ChoiceGroup/SelectedChoices}にある米軍基地を、
支持しますか、支持しませんか。
 非常に支持できる (1)
 ある程度支持できる (2)
 どちらともいえない (3)
 あまり支持できない (4)
 まったく支持できない (5)
この質問を表示：
If Please identify where you live. Kanagawa Is Selected
Q30c_k ${q://QID36/ChoiceGroup/SelectedChoices}には、複数の米軍基地があります。過去数
年間、地域社会では、米軍基地に様々な反応がありました。米軍の駐留は、地域経済を活性化
させ、国家安全保障に寄与しているという意見がある一方、米軍基地の存在には良い点よりも
悪い点が多いと主張する市民団体のデモも時折ありました。2006 年 11 月、神奈川県にある米
軍基地に所属していた 54 歳の軍属の男性が、バーで 70 歳の日本人の男性に暴力を振るい、押
し倒された男性は、4 日後、脳挫傷で死亡しました。
${q://QID36/ChoiceGroup/SelectedChoices}にある米軍基地を、支持しますか、支持しませんか
。
 非常に支持できる (1)
 ある程度支持できる (2)
 どちらともいえない (3)
 あまり支持できない (4)
 まったく支持できない (5)
この質問を表示：
If Please identify where you live. Okinawa Is Selected
Q30d_o ${q://QID36/ChoiceGroup/SelectedChoices}には、複数の米軍基地があります。過去数
年間、地域社会では、米軍基地に様々な反応がありました。米軍の駐留は、地域経済を活性化
させ、国家安全保障に寄与しているという意見がある一方、米軍基地の存在には良い点よりも
悪い点が多いと主張する市民団体のデモも時折ありました。2006 年 5 月政府は、沖縄県にすで
にある米海兵隊基地の隣に新しい米軍基地が建設される予定だと発表しました。この新基地の
為には、自然の宝庫だと知られているこの地域に、新しい滑走路の建設が不可避です。

${q://QID36/ChoiceGroup/SelectedChoices}にある米軍基地を、支持しますか、支持しませんか
。
 非常に支持できる (1)
 ある程度支持できる (2)
 どちらともいえない (3)
 あまり支持できない (4)
 まったく支持できない (5)
この質問を表示：
If Please identify where you live. Kanagawa Is Selected
Q30d_k ${q://QID36/ChoiceGroup/SelectedChoices}には、複数の米軍基地があります。過去数
年間、地域社会では、米軍基地に様々な反応がありました。米軍の駐留は、地域経済を活性化
させ、国家安全保障に寄与しているという意見がある一方、米軍基地の存在には良い点よりも
悪い点が多いと主張する市民団体のデモも時折ありました。2000 年代前半、神奈川県にある米
軍基地で、船が停泊する場所を拡大する動きがあり、この工事作業が原子力空母の永久母港化
につながっているという疑惑が浮上しました。${q://QID36/ChoiceGroup/SelectedChoices}にあ
る米軍基地を、支持しますか、支持しませんか。
 非常に支持できる (1)
 ある程度支持できる (2)
 どちらともいえない (3)
 あまり支持できない (4)
 まったく支持できない (5)
Q30e ${q://QID36/ChoiceGroup/SelectedChoices}には、複数の米軍基地があります。過去数年
間、地域社会では、米軍基地に様々な反応がありました。米軍の駐留は、地域経済を活性化さ
せ、国家安全保障に寄与しているという意見がある一方、米軍基地の存在には良い点よりも悪
い点が多いと主張する市民団体のデモも時折ありました。特に、ある市民団体は、米軍基地の
土壌汚染に抗議してきました。この団体は、${q://QID36/ChoiceGroup/SelectedChoices}の米軍
基地周辺の土壌が日本の土壌汚染基準値をはるかに超えている状態であることを調査によって
明らかにしました。${q://QID65/ChoiceGroup/SelectedChoices}にある米軍基地を、支持します
か、支持しませんか。
 非常に支持できる (1)
 ある程度支持できる (2)
 どちらともいえない (3)
 あまり支持できない (4)
 まったく支持できない (5)
Q30f ${q://QID36/ChoiceGroup/SelectedChoices}には、複数の米軍基地があります。過去数年
間、地域社会では、米軍基地に様々な反応がありました。 米軍の駐留は、地域経済を活性化さ
せ、国家安全保障に寄与しているという意見がある一方、米軍基地の存在には良い点よりも悪

い点が多いと主張する市民団体のデモも時折ありました。特に、ある市民団体は、米軍基地の
存在が、米国の世界における軍事的な覇権主義を象徴すると抗議してきました。この団体は、
米軍基地の存在が軍事主義と帝国主義を支えていると主張します。
${q://QID36/ChoiceGroup/SelectedChoices}にある米軍基地を、支持しますか、支持しませんか
。
 非常に支持できる (1)
 ある程度支持できる (2)
 どちらともいえない (3)
 あまり支持できない (4)
 まったく支持できない (5)
Q30g ${q://QID36/ChoiceGroup/SelectedChoices}には、複数の米軍基地があります。過去数年
間、地域社会では、米軍基地に様々な反応がありました。米軍の駐留は、地域経済を活性化さ
せ、国家安全保障に寄与しているという意見がある一方、米軍基地の存在には良い点よりも悪
い点が多いと主張する市民団体のデモも時折ありました。特に、ある市民団体は、日米地位協
定(SOFA) が日米関係の不平等さと同盟関係内の序列関係を象徴すると主張し、抗議してきま
した。この団体は、米軍基地が日本の自主性を侵害していると主張します。
${q://QID36/ChoiceGroup/SelectedChoices}にある米軍基地を、支持しますか、支持しませんか
。
 非常に支持できる (1)
 ある程度支持できる (2)
 どちらともいえない (3)
 あまり支持できない (4)
 まったく支持できない (5)

この質問を表示：
If Please identify where you live. Okinawa Is Selected
Q30h_o ${q://QID36/ChoiceGroup/SelectedChoices}には、複数の米軍基地があります。過去数
年間、地域社会では、米軍基地に様々な反応がありました。米軍の駐留は、地域経済を活性化
させ、国家安全保障に寄与しているという意見がある一方、米軍基地の存在には良い点よりも
悪い点が多いと主張する市民団体のデモも時折ありました。2015 年 10 月沖縄県知事は、建設
されていた新しい米軍基地の為の埋め立て工事を承認した前知事の措置を取り消ししました。
この決定は、日米合意と国の政策への直接な反発だと思われます。
${q://QID36/ChoiceGroup/SelectedChoices}にある米軍基地を、支持しますか、支持しませんか
。
 非常に支持できる (1)
 ある程度支持できる (2)
 どちらともいえない (3)
 あまり支持できない (4)
 まったく支持できない (5)
この質問を表示：
If Please identify where you live. Kanagawa Is Selected
Q30h_k ${q://QID36/ChoiceGroup/SelectedChoices}には、複数の米軍基地があります。過去数
年間、地域社会では、米軍基地に様々な反応がありました。米軍の駐留は、地域経済を活性化
させ、国家安全保障に寄与しているという意見がある一方、米軍基地の存在には良い点よりも
悪い点が多いと主張する市民団体のデモも時折ありました。2005 年 5 月、神奈川県にある米軍
基地への新たな米軍移設計画と、それに伴う基地の強化に反対する意味で、神奈川県内の地方
自治体が 60,000 人の反対署名を集めて国に提出しました。
${q://QID36/ChoiceGroup/SelectedChoices}にある米軍基地を、支持しますか、支持しませんか
。
 非常に支持できる (1)
 ある程度支持できる (2)
 どちらともいえない (3)
 あまり支持できない (4)
 まったく支持できない (5)
Q31 一般的に言えば、日本はどの程度アメリカを信用できると思いますか。
 非常に信用できる (1)
 ある程度信用できる (2)
 ある程度信用できない (6)
 まったく信用できない (3)

Q32 アジア太平洋地域における米軍の存在は、今後どのようにすべきだと思いますか。
 増やすべき (1)
 現状維持 (2)
 減らすべき (3)
Q33 あなたの性別を教えて下さい。
 男性 (1)
 女性 (2)
Q34 あなたの最終学歴を教えてください（現在、学校へ行っている場合は、どの教育機関なの
かを教えて下さい）。
 正式な教育なし (1)
 小学校と中学校 (2)
 高校 (3)
 専門学校 (4)
 大学と大学院 (5)

Q35 あなたは、あなた（独身で単身世帯の場合）もしくはご家庭の経済状況にどの程度満足、
もしくは不満ですか。「１」は「非常に不満」を、また「10」は「非常に満足」を示すとしま
す。１から 10 までの数字で当てはまるものを１つお答え下さい。
 非常に不満: 1 (1)
 2 (2)
 3 (3)
 4 (4)
 5 (5)
 6 (6)
 7 (7)
 8 (8)
 9 (9)
 非常に満足: 10 (10)
Q36 アンケートが終了しました。現金 5 千円のプレゼントに応募しますか？応募のためには、
新しいウィンドウで連絡先を記載していただく必要があります。
 はい (1)
 いいえ (2)

この質問を表示：
If Would you like to enter the raffle for a cash prize of 5,000 JPY? If so, you will be
redirected t... Yes Is Selected
Q37 当選した場合、当選金の一部を「フォーラム平和・人権・環境」に寄付するかどうかを選
択することができます。この市民団体は、平和運動団体であり、米軍基地問題、反核、人権、
そして環境問題などに取り組んでいます。各地域に反基地運動に取り組む組織があります。寄
付される場合はその金額をご返答ください。0 から 50,000 までの数字を入力してください。

