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大義なき総選挙!?安倍VS小池?ニッポンはどうなる？

10/10公示、10/22投開票となった衆議院選挙。金正恩VSトランプが喧
しい中、突如勃発した安倍VS小池のガチ対決。そしてまさかの民進党瓦解。

この先、我々は、日本は、世界はどうなるの？
あなたのご意見をお寄せください。

（なお、１０／５より投票先の政党に立憲民主党を追加しました。）
＜2017年10月6日14時集計分＞



９割弱が投票に行くと回答。



９割がこれまでも投票に行っていると回答。



外交・安全保障を重視するとの回答が多い。



６割弱の人が景気回復を実感できていないと回答。



５割以上の人が消費税１０％を容認すると回答。
絶対反対は１７％。



安倍政権支持は約３０％。４４％が不支持と回答。



「小選挙区」では、３５％が自民党へ投票意向。
希望の党は１８％弱。



「比例区」では、２７％が自民党へ投票意向。
希望の党は１７％弱。共産党が１１％。



野合の誹りを受けない
為にも希望の党は
民進党の候補者を
受け入れない方が
良かったと思う。

小池さんは民進党
から来る候補者の
政策や人物をよく
見てしっかりと候補
者を選んで欲しい。

希望の党は民進党
も含めて出来るだけ
多くの候補者を立て
政権交代を実現して
欲しい。

５割が希望の党の民進党受け入れに違和感。



自公が辛うじて過半数を保つが議席減で安倍政権が終わる。

自公で過半数を確保し安倍政権が継続する。

自公で過半数割れとなり、他党を入れた連立政権を組まざるを得なくなる。

希望の党が躍進し、非自民の政権が誕生する。

５割強が安倍政権の継続と予想。



圧力でなく、あくまで
対話で解決するべき

国際社会全体で圧力
を強化しながら対話の
可能性を探るべき

ロシアと中国は北朝鮮
への圧力強化に参加
するべき

アメリカは北朝鮮に先
制攻撃をかけるべき

日本や韓国も核武装
するべき

ロシアと中国の圧力参加が必要と考える人がもっとも多い。



米朝戦争を予想するのは２割。懸念を入れると５５％を越える。



米国が勝利し、
北朝鮮が民主化される

米国が北朝鮮の
ミサイル(核)攻撃にあう

日本、韓国は北朝鮮の
ミサイル(核)攻撃にあう

世界各地で戦争
となり地球は滅びる

北朝鮮のミサイルが飛んで来ることへの懸念が最も多い。



Ｊアラートが出た場合でも、まだ対応を決めていない、考えていないひとが圧倒的。

建物の中や
地下など、
逃げ込む場所
を決めている。

核シェルターを
持っている。

考えてはいるが
まだ準備して
いない。





あなたのお住まいは？



（投票について）その理由はなんでしょう？自由にお書きください。
＜投票に行く理由＞ ＜投票に行かない／分からない理由＞※不明を含む

国民の義務だから
政党の合流や意味のない選挙、そして、本当の事(森友問題だけじゃ
なく)が見えてこない。

応援している議員がいるから（自民党所属） アホらしくて困ってる。
票を投じなければ、政治を語る資格はないと思います。 北朝鮮情勢の前にまだまだやるべきことがたくさんあるから。
絶対に行く。行かなかったら、何が起きても反論を言う資格が無い。 今の与党と新しい政党も変わらない。投票に行っても変わらない。
私利私欲　保身　不誠実　そんな烏合の衆の野党に、政権を、任せた
らまた民主党政権の様な暗い時代に、なるのは、明白だからです。

期日前投票の手続きが出来ないかもしれないため。

選挙権を行使するため。 詰まるところ、結局誰が選ばれても似たようなもの。
国民として意思表示したい。 まだ候補者が出揃っていないが、今回の選挙に意義を感じない。
投票しないといことは、白紙委任であり、文句が言えなくなる。自分は
投票という義務を果たしたからこそ、賛成したり反対したする権利があ
ると考えるため、常に投票に行く。

政策がわからない

選挙権があるから 投票できそうな候補者も政党も現時点でないから
我々の暮らしに直近している国政なので！ 信頼できる候補者がいない
国政に国民が参加するのは義務です 政治家があてにならないようにしか映らないから
国民として1意見を投じたい もう、いい加減、政治家という、存在は、不要なので。

この国に生きる社会人としての権利であり義務であるから。
今の政治はお互い傷口をつつきあってるだけで国民の事を全く考えて
いない八方美人政治だから昔の田中角栄さんのように強い人が出て
来れば投票することも考えます

国政に参加するため 意味のない解散、誰に投票しても、何も期待できない国会議院。
今の安倍政権は不誠実 民進党と希望の党の浅はかな行為で、ますます政治不信に陥った。
普通 支持する政党が無い
日本国の安全保障のため 外出予定があるため

選挙に行かなきゃ、政治の事を、どうこう言う資格が無いとおもうので。
特に政治に関心がなくても、政府に直接意思を伝えられる機会はこれ
以外に考えられない。しかし、今回の選挙は野党（特に民進党）の混
乱ばかりが目について、結果が見えている気がするので、正直行くの

行かないと、政治の事をあれこれ言う資格が無いと思うから。 乱立していて争点がいまだわからない
国政参加は国民の義務です まだ、投票しようと思う党などが、決められないから。
投票する事で自分の意思をわずかですか示したいから。 誰に入れても同じだから
今の国政に不満 選挙区に自民以外で誰が出るかわからない
どうもリベラルの考え方は否定されているようなので、その流れに反対
したく。

変革の必要性があれど、与野党共に政党の為の選挙に行く必要が判
らない。

少しでも民意（自分の意思）を反映させたい 投票所が遠いから
やはり選挙は参加しないと！
義務だから
権利だから
選挙権勿体無いから
たった一票でも、自分の意思は伝えたいから
今の日本をどうするか、わたしの意見を入れるため。
国民の権利だから。
１票が命運を分ける
国民の義務だから
１票でも、意義がある
希望の党を応援したい
大人の義務
自分の意志を表明するため。
国民の義務であり、正々堂々と物を言いたいから
有権者として、投票するのは当然だと思うから。
将来を決めるから
国民の義務だから
現政権への反対票
日本のため。
安倍首相と小池新党以外に自分の主張として一票を投じる為です
少しでも自分の意見も反映させたい
日本の将来をしっかりと考えて欲しい
大事な選挙だから
今後の日本を決める分岐点だ！ここで進路を間違えると、１０年後、日
本はなくなってるかもしれない。
棄権は自民党に有利になるから
血税を使ってまでする”選挙”ですから、当然だと思います。
希望の党なんかに日本はまかせられない。
義務。  そして、現役世代の一票を無駄にしないため。
投票は権利ということになってるけど、義務だと思っているから
投票権を持ってるから一票を投じてこそ自分の意思が多少なり反映さ
れるから。
政権選択。
行かないという意思表示も有ると思うけど、やっぱり選挙権は無駄に
当たり前の事だから。
有権者だから。ただそれだけ。
国民の義務だから。
義務。
投票は「義務」と思っています。
やはり、国民が政治家に審判を下す意味合いでは大事だと思う。
国民の権利だし義務があるから
日本の未来を決める重要な選挙だから。
参加は義務と権利、日本の未来の為に自分の考えを一票に託しま
毎回投票している。自分の意思を少しでも反映できるかもしれない手
段、機会だから。"
国民の義務であり、行かない人は色々いう資格がない。
なぜに解散？保身の為の解散・税金無駄使い　一時は棄権も視野に
ありました　が、一票でも重いんだとの考えで投票に行くことになりまし



国を考える上で当たり前。
日本における日本人としての権利の遂行。
義務であり自分の意思表示
結果がわかるような選挙区だが投票所管内が狭いため、誰が行かな
かったかすぐにわかるから
選挙に行くのは、国民として、当然だから。
アベを辞めさせるため
国民の義務なので
選挙権行使のため（本音を言えば投票しても民意は反映されない疑問
はあるが…）
自民党の数による強権的な手法を阻止する。
しっかりした政権を守ってもらいたい。
政権選択の選挙だから,毎回必ず行っている"
国民の義務と思っている。
与えられた権利だから
日本国民の責任
選挙の結果で生まれた政権や国政に不満を覚えても、投票参加して
いなければ〝黙っていろ??〟が、私の政治への考え方です。
1人1人が意見を表明することが必要だと思うから
意志の強く伝えるために行きます。
投票に行かないと文句言えないから。
行かなければ、変わるものも変わらない。
混沌とした世界情勢を危惧しているので。
参政権の行使
政権交代させるため
せっかく与えられた権利を使わないのはもったいない。変わる変わらな
いは別で投票に行くべき
投票は義務だと思う
投票は有権者の義務だから
政治に無関心でなく、1票に誇りを持っていたい。
日本の政治を変えるため
投票に行かないで文句を言うな。
投票権が有るのに投票しないのは自分の意見が言えないこと。責任
逃避にもなるから。
安倍政権を倒したい！
選挙権があるため
義務
権利なので
自民党を応援しているから
いつも行っている。棄権したことがない。
国民の義務
日本国民として参加するのは当然の事。しかし、北朝鮮からミサイル
が飛んで来るかもしれないのに、選挙やってる場合じゃないでしょ？平
和ボケもいいところだわ。
安倍政権を終わらせたいから
国民市民の義務だから。
投票に行くが支持政党が無いし誰が頭に成っても変わらないから無投
国民の権利を放棄したくありません。支持する政党があります。
今後の日本の進路に重大な影響ある
日本の将来を決める意思を示せる唯一の機会なので。
私の未来に繋がるから
少しでもいい日本にしたいから
「行かない」という選択は有りえないから
棄権はしない。投票に値する候補者がいなければ、白票にする。
自分の意思を示すため
国民の権利であり義務だから。
国民の意思
行かないと語る資格がないから！
国民の義務だから。
行かなきゃ日本のこととやかく言えない！
国民主権の政治を実現する為。
安倍政治を終わらせる
棄権をして文句を言うのもいかがなものか
始まりの始まり
日本の今後を考えて、投票に行きます
国民として当然
2ヶ月前に18歳になってから初めての投票だから
国民の義務だし、自分達の生活に関わる事なので
権利行使
今回は政権交代選挙になると思います。
貴重は一票であると思っている。日本のことを考えている。
自民党支援
権利であり義務だと考えるため
自民党に勝ってほしくないから。
私自身に投票するため（嘘）
自民党を与党にしたくないから
国民の義務
小さな1票でも、投じたいから
今後の日本経済 日本社会をどう牽引して行くのか見定めたい
この状況で「政権交代」なんてやっているわけにはいかない。
国民の権利と義務
当然の義務と権利だから
民主主義を軽視する安倍政権を放置している、今の自民党を許せな



どのような形でも権利使わなければと思います
権利があるので。投票もせずに文句言うのは間違っていると思ってい
白票を投じるため。大義名分のないばかな選挙はない。
国民の権利だから
国民の権利だから。
いち国民として、意見を伝えるため
これからの日本の未来を託せる党を選びたいです。
しっかり自分の意思を表明するため。
選挙に行くのは、国を維持していく国民としての義務と思うたった1票で
はありますが、意見が述べられる場であると思う"
国民の義務かな？
選挙は行くものときまっている
今回の選挙は政治家の為の選挙。公約掲げても、国民には何も伝
わってこない。政治家で生き残れるかのみのサバイバル選挙。投票放
棄したいけど、放棄して文句は言いたくないので投票します。
安倍政治を終わらせる
義務と責任
一人の意思表示としては針の先ほどでも、伝えるべきは伝える。
一党独裁を防ぐバランスをとるため
今の総理大臣は辞めてもらいたいから。
責任、行かないで文句いっても前進出来ない。投票したい人が居ない
のが悩みですが。保守王国で、網タイツとパンツだぁ。



（安倍政権について）その理由はなんでしょう？自由にお書きください。
＜安倍政権を支持する理由＞ ＜安倍政権を支持しない／どちらとも言えない理由＞

現実景気も良くなっていますし求人倍率も上がっているからということ
と北朝鮮問題も安部政権じゃないと対応出来ないからです。

民主党政権の最悪さから脱却し株価を上げたことは功績だが、森か
け問題はダメなのと、改憲の根拠が説明不足なのに強引さが目立

安全保障を考えるとアメリカを味方につけられるのは、現状では安倍さ
んしか居ない。就任当時、全くアメリカに信用されなかった首相がここ
まで信用される様になったという結果をもたらした首相を支持しないの
なら、安全保障の話を口にすべきでは無い。

実績に関してはなんだかんだ、ある程度の実績はあるが、言ってる事
があやふやな時や嘘っぽい所がある。

他の政党よりまだマシだから。 今、選挙をやらなくても…

前向きに打ち手を施行されるから。
安倍さんの外交努力のお陰で、今のところ(北朝鮮のミサイル以外)平
和が保たれているが、経済状況が上向きだとは実感できない。

安倍政権はとりあえずポリシーは持っている印象があるが、野党は仮
に政権を取ってもその先が極めて不安定な気がする

言行不一致。信用に値しない。

憲法改正はしてほしくないが、政権を任せられる政党がない。

実績はあるが、内政がうまくいっていない。特に熊本大地震について
の復興に関して、政策を行っていないと見てしまうし、やってるやって
ると言われても、実感がない。また、東日本大震災など、過去の災害
にも取り組み姿勢が足りない。また、議員報酬などの自分達の報酬に
関して、管理がなってない。お金の無駄。

目先の政策はともかく、首相としての風格がある。 お題目だけで、内容が伴ってない。成果が出てない。
国政には、継続性が必要でありその中で修正をしていけばよい 憲法を改正してほしくないから

外交などよくやっている。憲法改正ができるのは安倍政権だけと思う
から。

今の第二次安倍政権が長期化している理由は自民党や安倍晋三を
支持しているのではなく、前の政権の民主党(現・民進党)に１度やらせ
てみてダメだったという反動に過ぎない。長期化政権ではあるが、中
身的には何も結果を出していない独裁政治に等しい

自民党以外に国政ができる政党がない。
基礎研究や、日本の産業の土台になっている中小零細企業の軽視が
見られ、将来的に日本の国力を減衰させる可能性が高いため。

ほかにいない
森友・加計問題がうやむやであり、スキャンダルもうやむや。国民の意
見を取りいれようとしない。

混迷する国際情勢のなか、信頼できる安全保障・防衛政策 疑惑に対して不誠実な対応。国会の私物化
他に支持する政権がない こういう設問が嫌だから
安倍さんの、おごりは気になりますが、半島情勢を考えると政権交代
は困ります。

財政再建、議員定数削減に真剣に取り組んでいない。野党がだらしな
いとは言え、ヤジをやり返したりして懐の広さがない。大臣の人選が

良いとは思えないが、他にできる政党がない 嘘付きだから。日本を戦争に向かわせる
基本自民支持だが、戦争煽るな！ 嘘付き。自由民主党自民党に投票する人だけが戦争に行って欲し
良くやってて今後も続けて欲しいが、消費税アップは止めて欲しい。 共感できことが無いうえ、やり方が強引
他に応援したい党が無いから 国会が正常化していない

政争で無駄な時間を使わなくて良い
国民にきちんとした疑惑の回答をしてない！選挙に税金を使うなら災
害復興に回せ！

他の野党に政権を任せられないから 数字上は景気が良くなったようだが庶民には恩恵がない。
自民党の安倍政権でなければ、日本は潰れてます。 言ってる事とやっている事が違うような。
他に選択肢はない。希望の党は、政権担当したもののしくじった人と全
くの素人の集団。危機存亡の今は、こんなのでは困る。

外交によるばら撒きと嘘が多いお坊ちゃんだから誠意を感じられな
い。

民主党の時が地獄だったから、 政権重視の感じがする。
外交 この先不安定
前回の民主党政権よりはしっかりやることはやってるから。 トランプに丸め込まれそうだ(敵にはしたくないが、今ひとつ本心が解
大きく考えて一番今有る政党ではまともだ 議員が残りたいだけ
他はイマイチ評価できないが、災害対応はしっかりしていると思うか 仕事人内閣なんて言いながら、何もしてないから。口先内閣でした。
他に任せられない。 北朝鮮の対応には評価できるが、学校問題が棚上げになりつつあ
政策を比べる政党や人がいない 政治を私物化し過ぎ！
中国による侵略、北朝鮮の脅威に対抗してくれるしっかりとした政策を
採れるのは安倍さんしかいないから。

疑惑にきちんと答えていないから

震災時何も出来なかった民進党。報道はされてなかったけど、安倍さ
んは被災者の為に動いてました。国家運営の素人野党には任せられ

信用出来ない。

世界的に日本の未来を考える覚悟があり、平和な社会が一番大事平
和な社会が一番大事。

その時その時で対処しているだけなのでどっしりとしていないため

実行力があるから これまでの行動から、もういいと思う
各党のトップを見ると、安倍さんくらいしか任せられる人がいないから 言動から信用する要素はない
やや強引だが実行力がある。 国民の生活を重視して考えて欲しい
自民党 あやふやな所が多かった
良い悪いは別として、実行力。 不誠実
北朝鮮の脅威には屈してほしくはないけど憲法9条を変えて軍事力を
持ったら間違いなく戦争になりそう、親に二度目の戦争を体験させるこ
とだけは阻止したいですね。

安倍首相が難病にまでなってやっている”権力を守る”＝国民のた
め？とは「庶民のため」になっていないからです。

自民党の積み上げてきたスキル
政策論争以外のところで、不備がボロボロと出てくるが、対抗勢力も
不備が出て自滅。  わけがわからない。

旧民主党時代にあれだけ落ち込んだものを建て直してる最中にトップ
を代えるのは悪循環です。

暴走。

ひとつの政権が長いほうがよいから 長過ぎる
野党側が、頼りない。 国民のことを考えない政治
代わりが居ないから。 加計、森友問題
沈みかけた日本を命懸けで建て直し軌道に乗せた。世界からも信頼を
得る人徳

丁寧に答えると言っているが、全く答えていない。

現状、国際社会と上手く連携出来るのは自民党しかないと思うので他
に選択肢がない

共謀罪の強行採決

安定感がある・国益を守れると信頼できる 支持しない

世界情勢を考え常に国を守るという姿勢であるから。
もっと、北朝鮮に対してアクションしても良いかと。小泉内閣の時は、
随行してたと思うけど。父親から息子に、移行しただけでアクションし
ないんはどうかと思う。

行動力と実行力。うまくいかなかった政策もあるけれど良くなった部分
もあるので評価したい。

どうしても戦争の匂いがする政権だから。

ほかの政党には任せられない。
党、自分のことしか考えていない。子供を持たない人はいつまでも子
供、親の気持ちを持たない。約束を果たさない。男らしくない。気分は

ナンダカンダ言ってやってるし、民主党政権の時に失望したから。 どの政党も自分の党のことしか考えていない。



保守政党として、とても頼りになる。リベラルや左翼思想は日本には絶
対に根付かないため。

国民を脅かして、戦争をしようとしているから。

内政、外交ともにうまくまとめていると思われる為。 日本の独裁政権・自分に酔ってる
外交において、今や世界の中で最も信頼を集めていて、日本の位置
付けや役割をハッキリと示しているから。

自分しか考えていない。危ない思想の持ち主

今後の仕事に影響があるから 自分のことしか考えられない人物にしか見えない
野党は「安倍政権憎し」だけでしか行動しておらず、国民を見ていない 国民に、全く目が向いていないから。
民主党政権で懲りたから。 一強によるエゴがみられる
今の政権になってから仕事が増えた。 嘘つきだから
安倍首相ほど日本人の命を考えてくださる人はいないから。信頼しか 発言に責任感が全くない　国民を馬鹿にしている
自民党をまとめているから 長期政権は良くない
現政権を改変するほどの大きな理由はないと考える 政治家なくす法案、早く考えて欲しいです。
まずモリカケ問題は、何ら問題性が無い。国有地の安値売却は財務
省の先験事項であり、学校・病院・新聞社などが対象の場合は地域経
済への効果有という判定で、過去40年の間に無償で譲渡されている
ケースが20例以上ある。これを犯罪視するのは、政府の土地譲渡の
仕組みを知らない無知のみ。朝日新聞の東京本社ビルは国有地の無

経済対策では少し指示するが、森友、加計問題にて安倍首相のきち
んとした説明による問題の解決に全く至っていないから

日本の為になっている 安倍の独裁を阻止する。
どうであれ議会を運営している 目先にこだわり過ぎる傾向がある、ようはいい顔のし過ぎ

北朝鮮対応
経済再生の取っ掛かりとして、政府主導で賃金アップを働き掛けた事
は、とても素晴らしいと思っております。が、日本経済を支えるのは多
くの中小企業。賃金アップの実感は、私の手元にはいまだに届いてお

他に選択肢がない
良いと思うところもあるが、憲法改正だったり学園問題だったり悪いと
ころもあるから。

他が政権を取っても期待できる！と思うところが今のところ見当たらな
いから。

森・加計問題での答弁を見ていて　嫌になった。口裏を合わせて同じ
事を上から目線で答えている。自民党の丁寧な説明とはあんな物な
のか！？社会保障をと言うが、４０年掛けた年金は毎年減るばかりで

政権を任せた時にそれなりに安心感がある、
民進党がだらしない、その一点に尽きるとおもいます。労組でも組合
員は口を揃えて民進党の不甲斐なさを指摘していますよ！

他にリーダーがいない 独裁政治は許せない

他にいないから
いろいろな問題について説明をされていないから。「仕事人内閣」だっ
たはずなのに、仕事をする前に辞任した人が多すぎる。

言葉どおり「日本を取り戻す」ことに尽力してくれている 日本が少しも良くならないから
着実に仕事をしていると思う、他の国とのパイプがあり交渉できる人が
最も必要です

総理自身の考えを全く言わないから。他国に舐められている感じがす
る

だれがなっても同じ 嘘つきだから
強い日本を作っている 戦争になりそう
政策がいい 嘘つき
どの人に総理大臣が変わったとしても、最初だけ良い風であとは浮か
れてしまうのかスキャンダルが色々出てくるので、余り信用できない。

責任逃ればかりしている

外交力、イノベーション 自分勝手,傲慢過ぎる
話をすり替えるのが嫌い
安倍のミックス構想が、現状は安倍のミスで空回り
特にない
今回の選挙は大義名分が無いから
首相の人間性が全く信用できない。
こんな時期に解散？馬鹿げてる！北朝鮮問題が何も解決もしていな
いし、トランプ政権も問題視中の中で解散して新しい総理が決まって
大丈夫なのか？格差社会も広がり一般人のエンゲル係数も下がる一
方、誰を支持しても、今の世の中の国会議員では、何も期待できな
私は原発ゼロを、望んでいる。原発が無くても生活は出来る。ただ、贅
沢になっただけの事。消費税値上げも反対。安倍さんは、貧乏な生活
をしたことが無いでしょう。もう少し貧乏人の事を考えて欲しい。
横暴
多分他の人がやっても同じだから誰でもいい
出鱈目政権、私が大事政権、利己主義政権
政策が良く反映してないから。
ウソつき政権だから
森友、加計問題等で信頼が揺らいでいるから。、
公共事業に予算がたくさんついていますが、ばらまき感がぬけていま
せんし、計画性を感じません。末端の国民の生活を考えたことがない
のでは？と思います。
国民目線を意識なく傲慢な政治姿勢だから
嘘つきだから
国民をないがしろにしている政治が嫌いです。
世界の平和が壊されるのではないか不安です。
指示する政策もあれば、支持しない政策もある。
総意より特定の近親者の意思のみが反映されてるため
独裁政権
哀れだから。
説明責任を果たしてない！
国民の生活が良くなっていないから。
憲法無視で戦争参加の国への政治。
かけかくしかいさんだから
泥棒政権だから
自民党事態が支持している政権なのか？
アベノミクス効果が、あまり感じない。でも他の党も、パッとしない感
自民党がキライ金の事しか頭に無く国民を無視した政治に嫌気さす
問題ばかり増やし、既在の問題が解決していない気がするから
大企業優先内閣は庶民にたいして支持する理由がありません。
独裁そのものである。ほかの自民党員もものを申さない。
森友、加計の問題で不信感がある。



知人に「あべちゃまだいちゅき」「アベセイヂヲユルサナヒ」といて、どっ
ちの言うことも聞きたくないから。
安倍さんが頑張ったとはいえない
憲法九条の改正や先日の国連総会での北朝鮮への「圧力」表明な
ど、言葉の端々に米国を隠れ蓑にして戦争を起こしたがっている印象
段々と独りよがりで幼稚な総理になっている。一人の人が長く政権を
担うのは独裁的になってよくない。
大企業重視で平民に恩恵がない。政策に説明が乏しく自らの自己満
足で押し通している感がする。
内閣改造で1ヶ月で解散って意味不明
政権長期化の弊害（官民癒着・人事の偏り・よりよい意見の無視・議
員の意識モラルの低下など）が表面化していること
とくに景気回復しているとも感じられない
森友や、加計学園の問題などの件。
民主主義無視の独裁者。我儘勝手な悪がき。顔も話しも気持ち悪い。
自分が一番だと思ってるバカ。
今までの政権よりはやったことが分かりやすかったが加計問題等はど
うかと思う。解散のタイミングも悪い。
独裁政権にしか見えない。柔軟さがない。解散時期もこんな時には、
どうみてもご都合主義すぎる。政治信念が、現状に合っていない。
良かったと思うことが無いので。
相変わらずリーダーにはなれない坊ちゃん政治にはついていけない
自分が何でも出来ると勘違いしている
エネルギー政策や社会保障、その他もろもろが”昭和”の時代に行わ
れた、もしくはその頃なら当てはまりそうなものばかりで、抜本的な改
革には繋がりそうにないから。
耳障りのいい言葉で国民を欺いている
私利私欲を優先し、自らの権力増大を図る恐ろしい存在だから。
国民無視の独裁政治
いいとこも悪いところもある
憲法改正反対だから。
何をそんなに急いているのか。日本をアメリカの州もしくは領にしたい
彼は疲れている。今後は誤りもあるだろう。
自己保身、戦前回帰に注力している
我の事しか頭にないような人、迷惑。
もりかけ問題の答弁を見ていて、答弁している方々の発する言葉に幻
滅を感じた。国民を舐めてる



（米朝戦争の可能性について）その理由を自由にお書きください。
＜米朝戦争の可能性ありの理由＞ ＜米朝戦争の可能性を感じない理由＞

過去の戦争も些細な暴発から起きているから。 一方的に米国の圧勝に終わる
ならないという理由が見当たらない。ここの一点である。 子どものケンカを国連でどこまで制止できるか、という問題。
可能性としては十二分にあるし、戦争になっても、しょうがない。 子供の言い合いにしか聞こえないから
トランプ大統領が、過激な発言が、多いので、それに反発して北朝鮮
が、どんな態度に出てくるかが、わからないから

負けると分かっている戦争を北朝鮮はしないと思う。

北朝鮮の核、ミサイル武装で、もはや回避不能。 わからない。
このままエスカレートするとする気はなくても結果衝突すると思う。 そこまで北朝鮮もバカではないと思う
北朝鮮は核保有国と国際社会から認められても、核拡散を制限されそ
うになると、カードの一つとして核をテロリストに売る。使われるのはア
メリカか欧州か？ 常にアメリカと対峙する事を望んでいる限り、北朝鮮
には未来が無い。一番良い選択は「放って置いてもらう事」だが、朝鮮
半島の占有、その先にある(自国か中国、ロシアによる)日本列島の支
配を目指す限り、無害アピールそのものが出来ない状況を自ら作って
いる。戦争を避けたくても、やってくると思う。

そんな下々のものが考えた所で何も変えられない

後ろ楯の中国、ロシアが役割を果たしていないのと、度重なるICBMも
性能をあげてきていて、米国本土も驚異に脅かされているから。これ
以上の横暴は許されないし、何より戦争により国力と支持を得られる
最大のビジネスとしてアメリカは知っているから

アメリカと北朝鮮がそれぞれ牽制し合う現在の状態が続くと思う。先に
手を出した方が国際的に不利になるのは明白、トランプ大統領も金正
恩もそこまで馬鹿ではないはず。

北朝鮮の暴走を止めるために、止むをえない形になるのではないか。 戦争となった場合の影響を考えると可能性は低いと思います。
そうなってもらいたくない、という思いがあるが、現実的には予断を許さ
ない状況がある。

北朝鮮もアメリカもそんなにバカではない…と願いたい

ロケットマンは引く事は無いだろうし、世界の警察役であるアメリカトラ
ンプもテロ国家には引かないと思う。

核を持った以上、慎重に対応せざるを得ない

金正恩がバカだから。 ギリギリ回避では？
トランプ大統領に外交能力が皆無である為 チキンレースみたい。
どちらの指導者も後に引けなくなる 北朝鮮国内でクーデターが起きない限りは強い制裁が課されると思う

アメリカは戦争を起こして経済を立て直す国だから　たとえ少々の威嚇
でも

米国にとって北朝鮮と戦争をするメリットは少なく、在日・在韓米軍駐
留の名目としても仮想敵国であり続けたほうが米国にとって都合がい
いはずだと思うから

アメリカは朝鮮問題を早めに片付けたいと思っているのでは？なので
ミサイルは何発か打つのではと思う。あとは相手方次第。

戦争を望まない対話で解決して欲しいと思います。

何が起きるか分からない
北挑戦の金王朝は、王朝の存続しか興味が無い。退かないだろう。下
記の設問で米国は勝利するだろうが、北は民主化しないだろう。中国
に統治を任せると思う。

アメリカは過去に脅しに屈したことはない。白人以外の国家に関しては
非常な手段をとる事は歴史が物語っている。

言葉では挑発しあってるけど本当に戦争になったら北朝鮮は色々不
利だと思うから。

ちょっとした人的ミスで起こる場合があるから。

まだアメリカ自身が「対岸の火事」的な感じだと思うが、今後の北朝鮮
の状況次第では、一触即発の状況もあり得るのではないか。日本国
内自体も、J-Alertで北朝鮮からミサイルが発射されたと言われても、
何の対策も出来ないのが現状。特に外出中では、何の避難先の情報
もないので、対策の打ちようがない。ましてや、数分で日本に着弾する

トランプは就任当時からだったか、金正恩を暗殺したいと言っていたよ
うな気がします。どこから聞いたか忘れてしまいましたが。

世界的にも悲惨な事になるだけだから。

安倍が煽って挑発がエスカレートして。
核保有はどの国も撤廃する事を公約して、それぞれを認める事が出
来れば、北の侵略疑念を取り払えないだろうか？世界的に対話をする
ことで戦争回避出来れば"

どちらも既に戦いたがっていると思う
もし戦争になったらその途端、北朝鮮は壊滅することは金正恩もわ
かっていると思うから、そこまではいかない気がする。

北朝鮮から仕掛けたら 戦争の危険はわかってるので、可能性はないと思います。
北朝鮮が止めなければ仕方が無い 流石に北鮮もそこまで馬鹿では無いでしょう
支援だけ貰い、嘘ばっかりだったので、もう騙されない。 米朝だけの問題では済まないから
トランプと金正恩の元首ともに歩み寄りが無い 明らかにアメリカが強い
アメリカ政府は北朝鮮と戦争をしたがっているのでは？と思うことがあ
る。

北朝鮮の挑発は続くだろうけど軍事力から言ったらアメリカには遠く及
ばないので早くそこに気づいて平和な世の中になってくれることを願っ

誰も真剣に止めようとしないから

実際に戦争に発展する可能性は、低いと考えます。アメリカが先制攻
撃した場合。朝鮮戦争の時ほどではないにしても、中露が北朝鮮の後
ろ楯となって加担してくると思います。そうなると、アメリカの経済界と
しては利する点はないように思います。"

戦争以外は無いでしょ。 お互い言葉の探り合いをしてるだけでこれ以上は悪化しないとみてい
米国民の世論でトランプが動かざるえない 実際は誰も得しないのでは？
北朝鮮が仕掛ける 北朝鮮は戦争継続能力はない
口喧嘩から大きくなりそう 常識的に考えれば戦争はありえない
アメリカが武器を使いたがり、軍産複合体の後押しが大きい わかりません。戦争反対
先の大戦後の冷戦が始まった頃から、アメリカは北朝鮮へスパイを送
り続けており、そこから旧ソ連や中国など社会、共産主義政策を懸命
に探ってきたからです。

ない

北のトップが愚か者 北朝鮮は今までのようにギリギリの外交 交渉をしていくと思う。

ベトナム、アフガン、イラクなどと比べ、長期化・泥沼化はしない。  開
戦のきっかけ、被害の程度はわかりませんが、アメリカが北朝鮮を叩く
と思ます。

今のところ、北朝鮮はビビりに入ってアメリカにミサイル打つ姿勢を見
せてはいるが、実際は打てない、打つ気もない。ただ威嚇ばかりで戦
争もする気もないが、アメリカが何処まで我慢できるか？で、戦争勃発
可能性が決まると思う。所詮トランプ大統領もサラリーマン上がりの大
統領だから、先制攻撃は無いと思う。最終的には、対話で終わると思

水爆がアメリカのデットライン越えたと思うから
まず、アメリカが仕掛けることはない。北朝鮮も下手な出だしはしない
から膠着状態がしばらく続く。

北の出方しだい
朝鮮は問題外ですが、米大統領も右寄り過ぎではないでしょうか？オ
バマさんのほうがよっぽどよかったと思います。トランプ氏は退任すべ

トランプ大統領だから
言い放題になっているが第三国が仲介に入って冷静な対応を図るべ
きである

北朝鮮の挑発。 北朝鮮を相手にしたらアメリカの印象が悪くなる
金正恩氏とトランプ氏があの調子なら、戦争にはなりかねない。 戦争は起こしてはいけません。先のことはどうなるかわかりません。"
核の脅威の現実化している 相手にならないから。



トランプは、オバマじゃないから。
「全く米国が善で、北朝鮮が悪」を前提にした設問になっている。望む
質問内容変更

北朝鮮が経済制裁で核放棄しなければ戦争になる。 誰も戦争をしたくないから
もう後に引けない 互いの牽制がしばらく続くのみ
お互いの指導者が、どうしようもない人物だから。 北朝鮮が勝てるとは思えない

バカ同士、意地を張り合っているから。
北朝鮮の様々な軍事的発展があるのは報道等でわかったが、アメリ
カには到底及ばないと思うので、簡単にはならないのではないか。

憲法９条が足枷となり、日本が北朝鮮に対し今のような経済的制裁し
かできないので、アメリカに頼んで武力的制裁をするしかない。そうな
ると間違いなく戦争になる。

北朝鮮の動向が分からない

お互いに、挑発的だから 牽制や探りで終わる気がする。戦力差は目に見えてはわけだし。

子どもに口喧嘩のうちに偶発的に・・・が心配
お互い虚勢で意地の張り合い。裏ではあまり余裕がなく戦争には手を
出せれないのではないか。

歴史的に、戦争のきっかけは独裁者のエゴによるとことが往往にして
ある

既に事実上核武装している北朝鮮を攻撃することは、窮鼠猫を噛むを
実際に行わせることに繋がり、北朝鮮が攻撃目標とするのは同民族
の韓国ではなく日本の可能性が高い。もしそうなれば、開戦国となっ
た米国の国際社会からの非難や孤立は避けられず、米国がそんな愚

トランプ大統領も金ジョンウンも普通の頭てはないので
米朝戦争になれば日本が戦争の渦中になりうる事もあると思うので戦
争は回避してほしい

カリアゲが先に手を出して、やり返されて終わり
国際社会のなかで、我儘勝手な北朝鮮の核保有は、地球を守る為に
は何がなんでも止める必要がある。

アメリカのトランプ大統領は会見でも記者などに言い寄られると言葉で
きちんと説明できず、本音をTwitterへの投稿に依存している。仮に戦
争が起こっても公式見解はTwitterに頼るのか？そんな人がいざという
時に日本を守ってくれそうにない、頼りない。トランプ氏は、ネットでなく
言葉で見解を示せる人に変わって欲しい。北朝鮮は、兄を殺すくらい
強力な独裁的指導者だから今後も威嚇を続けるのは間違いないと思
う。日本人はいざという時の危機意識をもっと持つべき。"

双方とも踏み切れる気がしない

北朝鮮も戦争はしたくないと思うが、偶発的な事件で勃発する可能性 北朝鮮は何をする国か分からないから、アメリカも慎重になると思う
北朝鮮の核戦力保有を諦めないから 戦争はあまりにも安易な考えだと思う
バカにつける薬はない！。言って分かる相手ではない。 アメリカはそこまでやる必要がないと考えてると思う

smbc開発が終わる前に肩を付けなければ北の核の脅威は世界に広
がる

トランプ大統領は言葉は過激だが、（ブレーンがしっかりしているから
か？）実際に極端に過激な行動を起こすには至っていないため、なん
だかんだ言っても戦争にはならないのではないか。

過去の戦争の多くは、話し合いの決裂から
アメリカよりも、韓国・中国・ロシアが北朝鮮の領土が欲しいはず。アメ
リカは北朝鮮という国さえなくなれば、その後はあまり興味はないので

北朝鮮のやけくそ 互いに演出としての押し合いをしているだけで、損失は避け合ってい
北朝鮮が先に仕掛けてくる。 経済的メリットが無い
トランプと金正恩も似たもの同士のようなので、予想が付かない。
どちらもサイコパスなので。
お互いに譲ることを知らないから
北のトップは気がおかしいから。同じ土俵では無理だと思う。
どちらのトップも軽率な行動をとりそうだから。
ロケットマンが結局なんか先走りそう
これだけ徴発行為を行う北朝鮮がグァムに向けたミサイルを近いうち
に撃ち込む感じがする
北の将軍様が今時の切れる若者だから
どちらの首脳もかたくなで融和のかけらもないため。
金を失脚させない限り戦争になる。
トランプ氏言いたいこと、日本に影響するから北に対しての挑発的な
言葉は慎んでほしい。北朝鮮の日本へのミサイル攻撃の脅威は今後
米は日本を同盟国と言うけど…北朝鮮よりも日本を潰したいので…北
朝鮮に圧力をかけるのかも！
大義名分を理由に仕掛けそう
北朝鮮は対話に応じるとは思えない。あくまでも強きだから。
北朝鮮が勝てると思い込んでいる以上一度はやるだろうから
北が軍事行動を起こさない限り戦争にはならないと思うが、米国は戦
争をやりたいのかもしれない。
北朝鮮に何を言っても（圧力をかけても）核開発、ミサイル開発を進め
ると思うから
もはや、チキンレースとなっている状況で、周りが止めに入る余地が難
しくなり、最終的には戦争をせざる得ないと考えるから。
朝鮮戦争は未だ終戦しておらず休戦中なだけだから
共和党政権の米国なら戦争も選択肢に入れると思うから。
トランプが、切れそう。
武器を消費して稼ぐビジネスが相変わらず台頭しているため
ロシアの外相が言っていたが双方とも幼稚園児の口喧嘩。両国の本
音は衝突したくないのだろうが幼稚な口喧嘩だからこそ偶発的に戦争
になる危険性を秘めている。
どちらかが狂う
米国か北朝鮮　どっちかが仕掛ければ　戦争になると思います。
対話が出来ない、約束を守れない国だから
北朝鮮が喧嘩しかけてるから。
北朝鮮の息の根を今トランプ大統領の間に止めて欲しい
北朝鮮の暴走を止められない場合、周辺諸国の安全を確保するため
にはないとは言えない。
戦争は反対だけど、北を潰してほしい。
トランプならばやりかねない
北朝鮮が仕掛けて来るのをアメリカは待つが、それをすれば北朝鮮が
終わる。北朝鮮が、そこまで愚かではないと観るが、ミサイルと核実験
は続けるだろう。その実験の中で意図せぬ事故で日本や韓国に損害
が生じた時、戦争へ発展する可能性がある。
トランプ大統領に政治経験が無い為



在日米軍基地への攻撃の可能性があると考えるため
北のグアムへのミサイル発射で。
トランプ氏が刈り上げクンに襲いかかる。
もはや誰がなんと言おうと北朝鮮は我が道を進んでいくだろう。ただ、
中国やロシアが釘を刺してくれれば事態が変わる可能性も（わずかだ
が）あるかも……ということで、今のところは「わからない」を選択した。
米国はもう戦争も辞さない感じっぽいし、韓国はこのご時世に人道支
援するとか言ってて論外。日本は元々国交がないうえ、安倍首相は拉
致問題を棚に上げて米国に追随するかたちで「対話より圧力」とか言う
始末で失望しかない。やはり戦争を回避できるかどうかは中国とロシ
どちらも攻撃な発言ばかりしているから
トランプだから
北朝鮮が破滅へのミサイル攻撃を行ったら、アメリカも黙ってないと思
その可能性は、未知数と、思ってます、今の所。
北朝鮮にはすでに対話の可能性が少ないから
偶発的なことがらで起こってしまう可能性大
チキンレースの様相を呈しているから。
どちら国のトップも、エゴイストだから
今は、口喧嘩で終わっているが何かのきっかけで攻撃があると思う米
朝とは限らない事態もあると思う"
核の所持をみとめないから
北朝鮮の核開発が想像以上に進んでいるので戦争しても互角に戦え
る可能性があるので。
世界は理想だけでは動かない
両方が平気にミサイルを発射するような国だから
トップが似た者同士なので、どう転ぶか不明


