
朝日ＴＶ 2015/4/18-19 

原発政策 

安倍内閣は、今後の電力供給のあり方について検討しているなかで、2030 年時点で、電力

の 2 割程度を、原子力発電で賄う方針を示しています。あなたは、これを支持しますか、

支持しませんか？ 

支持する  29% 

支持しない 53% 

わからない、答えない 18% 

 

国の原子力規制委員会は、東日本大震災のあとに決めた新たな基準に基づいて、止まって

いる原子力発電所の審査を進めています。あなたは、審査が通った原子力発電所では、運

転を再び始めることを支持しますか、支持しませんか？ 

 

支持する  29% 

支持しない 57% 

わからない、答えない 14% 

 

アジア諸国を対象に、経済発展に必要な道路、港などの公共施設を建設するために融資す

る、中国が提案するアジアインフラ投資銀行の設立が進められています。安倍内閣は、ア

メリカとともに参加を見送っています。あなたは、この判断は、正しいと思いますか、思

いませんか？ 

思う   59% 

思わない 11% 

わからない、答えない 30% 

 

安保政策 

安倍内閣は、今年 5 月に、これまで認められないとしてきた、日本の同盟国などが攻撃を

受けた場合、日本が攻撃されたことと見なして、反撃することができる集団的自衛権を、

実際に使うことができるようにする法案を国会に提出する見込みです。あなたは、日本が

集団的自衛権を行使することを、認めて良いと思いますか、思いませんか？ 

 

思う   26% 

思わない 55% 

わからない、答えない 19% 

 

いま、自民党と公明党の協議では、自衛隊を海外に派遣する際の国会の承認について、必

ず事前に行うのか、または例外的に事後を認めるのかが、焦点になっています。あなたは、

国会の承認は、必ず、事前に行うべきだ思いますか、思いませんか？ 

 

思う   67% 

思わない 20% 

わからない、答えない 13% 

 

あなたは、集団的自衛権を、実際に使うことができるようにする法案の国会での審議につ



いて、どのようにお考えですか？次の 3つから 1つを選んでください。 

 

いまの国会で成立させることでよい  14% 

いまの国会にこだわらず時間をかけて審議するべきだ  63% 

廃案にするべきだ  21% 

わからない、答えない  2% 

 

沖縄 

安倍内閣は、アメリカとの合意に基づいて、沖縄のアメリカ軍普天間基地を、名護市辺野

古に移す方針です。あなたは、これを支持しますか、支持しませんか？ 

 

支持する   39% 

支持しない  34% 

わからない、答えない 27% 

 

朝日新聞 2015年 4月 20日 

 

◆普天間飛行場を名護市辺野古に移設することに賛成ですか。反対ですか。 

賛成 全国３０、沖縄２２ 

反対 全国４１、沖縄６３ 

 

◆普天間飛行場の移設問題を、どのように解決するのが最も望ましいと思いますか。（択一） 

沖縄県内に移設する 全国２７、沖縄１５ 

本土に移設する 全国１５、沖縄２０ 

国外に移設する 全国４５、沖縄５９ 

 

◆安倍政権は普天間飛行場の名護市辺野古への移設に向けた作業を進めています。普天間

飛行場の移設問題に対する安倍政権の対応を評価しますか。評価しませんか。 

評価する 全国２５、沖縄１８ 

評価しない 全国５５、沖縄７３ 

 

◆沖縄県の翁長知事は名護市辺野古に基地をつくることに反対し、移設のための作業を停

止するよう指示しました。普天間飛行場の移設問題に対する翁長知事の対応を評価します

か。評価しませんか。 

評価する 全国５４、沖縄７０ 

評価しない 全国２８、沖縄１９ 

 

◆普天間飛行場の移設をめぐり、安倍首相と翁長知事が１７日に初めて会談しました。こ

の会談を評価しますか。評価しませんか。 

評価する 全国６８、沖縄７０ 

評価しない 全国１６、沖縄１５ 

 

◆沖縄の米軍基地は日本の安全保障にとって、どの程度必要だと思いますか。（択一） 

大いに必要だ 全国２０、沖縄１０ 



ある程度必要だ 全国４９、沖縄４３ 

あまり必要ではない 全国２０、沖縄２７ 

まったく必要ではない 全国５、沖縄１５ 

 

◆安倍政権は普天間飛行場の移設問題について「辺野古移設は唯一の解決策」と説明して

います。安倍政権のこうした姿勢に納得しますか。納得しませんか。 

納得する 全国２９、沖縄１９ 

納得しない 全国５３、沖縄７２ 

 

◆安倍政権は普天間飛行場の移設問題について「辺野古移設は唯一の解決策」と説明して

います。安倍政権のこうした姿勢に納得しますか。納得しませんか。 

 

納得する 全国２９、沖縄１９ 

納得しない 全国５３、沖縄７２ 

 

◆沖縄には、在日米軍の基地や施設の７４％が集中しています。この状態は本土に比べて、

沖縄に犠牲を強いていることになり、おかしいと思いますか。地理的、歴史的にみてやむ

を得ないと思いますか。 

 

おかしい 全国４５、沖縄６７ 

やむを得ない 全国４３、沖縄２６ 

 

◆（沖縄のみ）翁長雄志知事を支持しますか。支持しませんか。 

 

支持する ７０ 

支持しない １６ 

 

◆（沖縄のみ）普天間飛行場の移設問題で、安倍政権が「沖縄の民意」を受け止めている

と思いますか。そうは思いませんか。 

 

受け止めている １１ 

そうは思わない ７７ 

 

ＪＮＮ 2015/4/4-5 

 

安倍政権は集団的自衛権の行使を能にするための安全保障関連の法案を、今の国会に提出

し成立させる方針です。 

あなたはこうした方針に賛成ですか、反対ですか。  

賛成 29% 

反対 50% 

（答えない・わからない） 21% 

 

普天間基地の辺野古移設について？  

日米両政府は、沖縄県宜野湾市にあるアメリカ軍普天間基地を、名護市辺野古地区に移設



する方針です。  

あなたは普天間基地の辺野古移設に賛成ですか、反対ですか。  

 

賛成 38%  

反対 37%  

（答えない・わからない） 25%  

 

日本国憲法を改正すべき？  

あなたは、日本国憲法を改正すべきだと思いますか、それとも改正すべきでないと思いま

すか？  

 

改正すべき 44%  

改正すべきでない 44%  

（答えない・わからない） 12%  

 

憲法９条改正について？  

次に戦争の放棄や戦力の不保持を定めた９条についてです。  

あなたは、９条を改正することに賛成ですか、反対ですか？  

 

賛成 28%  

反対 59%  

（答えない・わからない） 14%  

 

消費税１０％への引き上げについて？  

２０１７年４月に消費税を１０パーセントに引き上げることに賛成ですか、反対ですか。  

 

賛成 32%  

反対 64%  

（答えない・わからない） 5%  

 

日経世論調査 

実施日: 2015/3/20 -22  

 

Q4. 安倍政権の経済政策「アベノミクス」によって、今後、景気はよくなると思いますか、

思いませんか。 （SA）  

N=1043  

 ( 36) よくなると思う 

( 47) よくなると思わない 

( 11) （どちらともいえない） 

( 6) （いえない・わからない）  

 

 Q5. アメリカなど日本と密接な関係にある国が攻撃されたとき、日本が攻撃されていなく

ても反撃する権利を集団的自衛権といいます。政府・与党は集団的自衛権の行使に関する

法案を今の国会で成立させる考えです。あなたはこれについて賛成ですか、反対ですか。 



（SA）  

N=1043  

 ( 31) 賛成だ 

( 51) 反対だ 

( 11) （どちらともいえない） 

(  8) （いえない・わからない）  

  

Q6. 政府・与党は今の国会で、自衛隊が海外でほかの国の軍隊の輸送や補給などの後方支

援をしたり、復興支援の際に治安維持も活動範囲に加えたりする法案を成立させる方針で

す。あなたは自衛隊の海外での活動の拡大に賛成ですか、反対ですか。 （SA）  

N=1043  

 ( 43) 賛成だ 

( 41) 反対だ 

( 10) （どちらともいえない） 

( 5) （いえない・わからない）  

 

  Q8. 現在、国内のすべての原発は停止していますが、政府は今後、安全と判断した原発

を再稼働する方針です。あなたは原発の再稼働についてどう考えますか。 （SA）  

N=1043  

 ( 27) 再稼働を進めるべきだ 

( 62) 再稼働を進めるべきでない 

( 8) （どちらともいえない） 

( 4) （いえない・わからない）  

 

 Q9. 選挙で投票できる年齢を現在の２０歳から１８歳に引き下げる法案が今の国会に提

出されました。選挙で投票できる年齢を１８歳へ引き下げることについて賛成ですか、反

対ですか。 （SA）  

N=1043  

 ( 49) 賛成だ 

( 41) 反対だ 

( 7) （どちらともいえない） 

( 3) （いえない・わからない）  

  

Q10. 安倍首相は今年の夏に戦後７０年の談話を発表する予定です。今回は、これまでの首

相談話にあった「植民地支配や侵略」への「反省」、「おわび」という言葉を使うべきだと

思いますか、思いませんか。 （SA）  

N=1043  

 ( 39) 使うべきだ 

( 36) 使うべきでない 

( 10) （どちらともいえない） 

( 15) （いえない・わからない）  

 

 


