
1． 大いに評価する ･････････ 9.2 ％
2． ある程度評価する ･････････ 28.4 ％
3． あまり評価しない ･････････ 30.7 ％
4． まったく評価しない ･････････ 23.3 ％
5． わからない、無回答 ･････････ 8.4 ％

1． 大いに納得できる ･････････ 10.1 ％
2． ある程度納得できる ･････････ 32.9 ％
3． あまり納得できない ･････････ 32.7 ％
4． まったく納得できない ･････････ 17.7 ％
5． わからない、無回答 ･････････ 6.7 ％

1． 歯止めがかけられていると思う ･････････ 16.4 ％
2． 歯止めがかけられていると思わない ･････････ 32.1 ％
3． どちらともいえない ･････････ 45.0 ％
4． わからない、無回答 ･････････ 6.4 ％

1． 非常に評価する ･････････ 35.2 ％
2． ある程度評価する ･････････ 41.3 ％
3． あまり評価しない ･････････ 11.5 ％
4． まったく評価しない ･････････ 4.6 ％
5． わからない、無回答 ･････････ 7.3 ％

Q4
憲法９条について、あなたのお考えをうかがいます。
憲法９条は、戦争を放棄し、戦力を持たないことを決めています。
あなたは、戦後、憲法９条の果たした役割を、どの程度評価しますか。
次の４つの中から、１つお答えください。

平和観についての世論調査2014　 単純集計結果

Q1
安倍内閣は、「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」という
政府の憲法解釈を変更し、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定をしました。
あなたは、このことを評価しますか。それとも評価しませんか。
次に読み上げる４つの中から、１つ選んでお答えください。

Q2
安倍内閣は、「日本を取り巻く安全保障環境が厳しさを増しているため、
集団的自衛権を限定的に行使できるようにする必要がある」と説明しています。
あなたは、この説明に納得できますか。それとも納得できませんか。
次に読み上げる４つの中から、１つ選んでお答えください。

Q3
集団的自衛権の行使を容認した今回の閣議決定では、
武力行使に対する歯止めがかけられていると思いますか。
次に読み上げる３つの中から、１つ選んでお答えください。

                                  調査時期     2014年7月25日（金）～27日(日）

                                  調査方法     電話法  (RDD追跡法)

調査の概要

                                  調査相手     全国の20歳以上の男女　2,290人

                                  回答数(率）   1,388人（60.6％）
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1． 非常に危険がある ･････････ 13.8 ％
2． ある程度危険がある ･････････ 59.1 ％
3． あまり危険はない ･････････ 18.7 ％
4． まったく危険はない ･････････ 2.2 ％
5． わからない、無回答 ･････････ 6.3 ％

1． 危険が大きくなった ･････････ 43.7 ％
2． 危険が小さくなった ･････････ 11.0 ％
3． 変わらない ･････････ 36.6 ％
4． わからない、無回答 ･････････ 8.6 ％

1． 増強した方がよい ･････････ 22.8 ％
2． 今の程度でよい ･････････ 60.5 ％
3． 縮小した方がよい ･････････ 8.1 ％
4． その他 ･････････ 0.4 ％
5． わからない、無回答 ･････････ 8.3 ％

1． 自国の防衛に徹する ･････････ 21.0 ％
2． 国連の平和維持活動などで、武力行使を伴わない貢献もする ･････････ 58.6 ％
3． アメリカ軍など友好国の軍隊に、武力の行使も含めた協力を行う ･････････ 10.4 ％
4． その他 ･････････ 0.8 ％
5． わからない、無回答 ･････････ 9.2 ％

1． 武力を背景にした抑止力 ･････････ 9.4 ％
2． 武力に頼らない外交 ･････････ 53.4 ％
3． 民間レベルでの経済的・文化的交流 ･････････ 26.0 ％
4． その他 ･････････ 2.5 ％
5． わからない、無回答 ･････････ 8.7 ％

Q5
あなたは、今の世界の情勢から考えて、日本が戦争や紛争に巻き込まれたり、
ほかの国から侵略を受けたりする危険がどの程度あると思いますか。
次の４つの中から、１つお答えください。

Q6
あなたは、集団的自衛権が行使できるようになったことで、日本が戦争や紛争に巻き込まれたり、
ほかの国から侵略を受けたりする危険が大きくなったと思いますか。小さくなったと思いますか。
次の３つの中から、１つお答えください。

Q7
あなたは、自衛隊について今後どのようにすべきだと思いますか。
次の３つの中から、１つお答えください。

Q8
あなたは、今後、自衛隊はどのような役割を担っていくべきだと思いますか。
次の３つの中から、１つお答えください。

Q9
これからも日本の平和を守っていくために、今、最も重視すべきことは何だと思いますか。
次の３つの中から、１つお答えください。
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1． 日中二国間の関係を深めることで、対処していく ･････････ 23.1 ％
2． アメリカの軍事的抑止力によって対処していく ･････････ 5.2 ％
3． 日本の防衛力を高めることで対処していく ･････････ 9.5 ％
4． アジアにおいて他の国々との連携を強めることで対処していく ･････････ 50.0 ％
5． その他 ･････････ 3.5 ％
6． わからない、無回答 ･････････ 8.6 ％

1． 今より強めるべきだ ･････････ 18.9 ％
2． 今のままでよい ･････････ 57.3 ％
3． 今より弱めるべきだ ･････････ 10.2 ％
4． 解消すべきだ ･････････ 3.4 ％
5． その他 ･････････ 0.2 ％
6． わからない、無回答 ･････････ 9.9 ％

1． 今よりもアジア諸国との協調に重点を置くべき ･････････ 43.9 ％
2． 今のままでよい ･････････ 32.8 ％
3． 今よりも日米同盟に重点を置くべき ･････････ 12.8 ％
4． その他 ･････････ 1.5 ％
5． わからない、無回答 ･････････ 8.9 ％

1． 戦争放棄を掲げていることを世界に訴える ･････････ 27.0 ％
2． 自衛のための防衛力を強化する ･････････ 12.5 ％
3． 海外の紛争解決など平和維持活動で世界に貢献する ･････････ 21.1 ％
4． 経済などの交流によって、世界の国々との関係を強化する ･････････ 26.8 ％
5． その他 ･････････ 5.1 ％
6． わからない、無回答 ･････････ 7.5 ％

1． 男性 ･････････ 42.7 ％
2． 女性 ･････････ 57.3 ％

Q10
中国は、軍事力の増強を進め、日本の近海においても活動を活発化させています。
あなたは、こうした中国の動きに対して、日本がどのような姿勢で対処すべきだと思いますか。
次の４つの中から、１つお答えください。

Q11
日米安保条約に基づくアメリカとの同盟関係を今後どうしていくべきだと思いますか。
次の４つの中から、１つお答えください。

Q12
日本は今後、アジア諸国との協調と日米同盟のどちらにより重点を置くべきだと思いますか。
次の3つの中から、1つお答えください。

Q13
あなたは、日本の平和を守るために、
世界に対して日本の立場をどのようにアピールしていくことが大切だと思いますか。
次の４つの中から、１つお答えください。

性別
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1． ２０代 ･････････ 2.8 ％
2． ３０代 ･････････ 7.4 ％
3． ４０代 ･････････ 15.6 ％
4． ５０代 ･････････ 12.5 ％
5． ６０代 ･････････ 20.4 ％
6． ７０歳以上 ･････････ 37.0 ％
7． 無回答 ･････････ 4.3 ％

1． 男性20代 ･････････ 1.4 ％
2． 男性30代 ･････････ 3.7 ％
3． 男性40代 ･････････ 6.9 ％
4． 男性50代 ･････････ 6.2 ％
5． 男性60代 ･････････ 8.4 ％
6． 男性70歳以上 ･････････ 14.8 ％
7． 女性20代 ･････････ 1.4 ％
8． 女性30代 ･････････ 3.7 ％
9． 女性40代 ･････････ 8.6 ％

10． 女性50代 ･････････ 6.3 ％
11． 女性60代 ･････････ 12.0 ％
12． 女性70歳以上 ･････････ 22.3 ％
13． 無回答 ･････････ 4.3 ％

1． 農林漁業 ･････････ 2.2 ％
2． 自営業 ･････････ 8.1 ％
3． 勤め人 ･････････ 27.5 ％
4． 主婦 ･････････ 24.0 ％
5． 無職 ･････････ 32.8 ％
6． 学生・その他・無回答 ･････････ 5.5 ％

1． 北海道 ･････････ 4.3 ％
2． 東北 ･････････ 4.8 ％
3． 関東 ･････････ 33.2 ％
4． 甲信越 ･････････ 3.1 ％
5． 東海・北陸 ･････････ 15.2 ％
6． 近畿 ･････････ 17.1 ％
7． 中国 ･････････ 6.9 ％
8． 四国 ･････････ 3.3 ％
9． 九州沖縄 ･････････ 12.1 ％

1． 特別区と１００万以上の市 ･････････ 21.8 ％
2． 人口３０万以上の市 ･････････ 23.0 ％
3． 人口１０万～３０万未満の市 ･････････ 21.4 ％
4． 人口５万～１０万未満の市町村 ･････････ 12.8 ％
5． 人口５万未満の市町村 ･････････ 14.9 ％
6． 無回答 ･････････ 6.1 ％

職業

地域

都市規模

年層

性・年層
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