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ナイトリスナーの約半数がトランプ
の勝ちを予測。
バイデンにはオバマのような熱気が
ないなど、今回の拮抗を見越した結
果となった。
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ナイトリスナーの約45％がトラン
プの方が日本にメリットと回答。
一方、中国との関係改善にはバイ
デンを推す声もある。
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6.1％

ナイトリスナーの約66％がトランプ陣営からの
訴訟を推測。トランプの負けっぷりの悪さを想
定していた。
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ナイトリスナーの約45％が菅政権
支持。庶民派、安倍政権の継承を
評価する声がある一方、支持しな
い理由では独裁的との指摘もある。
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6.0％

ナイトリスナーの約52％が学術会
議対応を評価。
マスコミ世論とは異なる結果？
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4.5％

安倍政権より良いと答えた人は約
3割。安倍政権より悪いは、約2割。
36％が安倍政権と変わらない評価。
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4.5％

菅さんが何を考えているのかわからないと
真面目さを評価する声が同じく約27％と答
えが二分している。説明下手も12％いる。
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約半数が「携帯料金値下げ」を評価。
前例にとらわれない発言も約42％と好ス
タートだったが…
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核兵器禁止条約の対応への不満が半数を超え
る。原発、汚染水処理を巡る対応にも厳しい
意見が多い。
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中国、ロシア、北朝鮮への毅然とした対応を
期待する声が58％とトップ。
地方創生、経済活性化、コロナ対策が続く結
果に。

経済活性化

来年総裁選での続投

中国、ロシア、北朝鮮への毅然とした対応
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Q1,トランプとバイデン、勝者はどっち？その理由は？ Q3.トランプとバイデンのどちらが日本にメリット？その理由は？ Ｑ６．須賀政権を支持するかしないか？その理由は？
トランプ 安倍元首相と蜜月な関係を築いた トランプ トランプの方が中国、北朝鮮への睨みが効くから 支持する 今のところ施策が我々に具体的なメリットがあるそうだから
トランプ バイデンにはオバマの時の様な熱狂度が足らない。反トランプだけでは長い選挙戦のなかで緩んで

しまう。
息子を他国の国営といってもよい企業の重役に押し込んで、自身も利益を受けているのではない
か？と疑われてる状況では、クリントン財団を超える反感を受けて、民主党支持者が票を入れない可
能性(前回と同じ構図)が起きる可能性が高いと見ている。
トランプの場合は、ビジネスマン当時のお金だが、バイデンはずっと政治家だったので、その辺りにシ
ビアな人たちに受け入れられるとは思えない。

トランプ 日本政府はすでにバイデン勝利の場合には挨拶に行かないと。。

支持する なんだかんだ言っても現在の総理だらから。
トランプ 逆転満塁ホームラン トランプ 菅総理が安倍政権を引き継ぐ形になっているので 支持する 身近な問題から弱腰では無い外交まで幅広く頑張っている様に見えるから
トランプ

土壇場でひっくり返しそうです。バイデン氏の子息のスキャンダルもありますし痴呆症では無いかと
の声も影響がありそうです。

トランプ 人よりも政党的に日本に有利だと思うので

支持する

①何よりも実行力がある。
②また、これまでの首相が怯んできたような事案を次々と取り上げ着手し
ている。
③トランプ氏のような派手なパフォーマンスはせず、冷静に粛々とこなす。

トランプ 裏の力が働きそうだから トランプ 対中国の姿勢の違い 支持する 同郷ですので\(//∇//)\
トランプ 経営者としてのノウハウで経済再生の面々で国民はまだトランプさんを必要としてると思うから。 トランプ 何かが変わる気がする 支持する 手堅い
トランプ コロナ感染をバネに勢いがある。 トランプ 菅総理がバイデン相手に動いていないから。 支持する 民間に寄り添った政策が見えつつあるのかな〜と思いました。
トランプ

占い

トランプ トランプ氏の場合は、安倍総理とは仲良くしていたけれど菅総理とはどうなるかがまだわからない
が、バイデン氏はそもそも欧州寄りの政策と聞くので、同盟国とはいえアジアの一国に関心を持って
もらえるとは思えない 支持する 民主党時代の､悪政から解放されて経済成長も比較的続けている｡

トランプ アメリカは2期だったかな？
大統領を出来ると聞いたことがあったので。

トランプ トランプなら今迄通り対中関係や対韓関係で､圧力となる｡
支持する 前政権の路線を守っているようだから。

トランプ 現職強い？から　バイデン氏は経済弱そう トランプ 自由主義陣営の強固な日米同盟を続けられるから。 支持する 人当たりが、良さそうな人柄。
トランプ 基本トランプの原理主義的支持者は変わらない。白人優位の選挙になっております。 トランプ 今までの、状況のまま。 支持する 今後の政策に期待出来そうだから
トランプ 最近のテレビの報道とか見て トランプ アジアに対して、とりわけ中国に対して物を言ってくれるから。 支持する 庶民出身なのと非常識な発言が無いから
バイデン 新型コロナ対応で、トランプが現実を見ようとしないことに不安を抱いた有権者が流れるのではな

いか。
トランプ バイデン氏はソ連、中国寄り？

日本には興味無さそう。 支持する 規制改革に期待している
バイデン

アメリカ人の良心はまだ健在だと思うから！

トランプ 東アジアに対して、バイデンがどれだけの働き掛けをするのかが、不透明な事
特に韓国、中国、北朝鮮対しての政策

支持する

現状では、菅政権で何とか乗り切ってもらうしか無い、ただ、goto何とかに
は、賛成出来ない、税金を注ぎ込んで
旅行や飲食それも一部の人間だけが良い思いをするのには、疑問が残る。
税金を投入するのなら、弱者が救済されるべきと、思う。

バイデン
トランプ以外で。

トランプ バイデン一家の、外国勢力との癒着や不正行為が本当なら、世界情勢は大変な事になると思ってま
す。 支持する 人柄が信頼できそうだから

バイデン トランプ氏の有言不実行の結果かと。 トランプ トランプの味方は日本くらいだから 支持する 官僚を掌握してるので改革を実現出来そう
バイデン コロナ禍でマスクをしないし、コロナを甘く見過ぎたと思います。 トランプ トランプは奇人変人、バイデンは凡人のイメージ 支持する 公平性が、みられる。
バイデン トランプ大統領よりバイデンさんの方が支持率が上回っている事 トランプ 北朝鮮情勢に協力的 支持する 本当のたたき上げ、市民目線を知っている
バイデン

トランプより政治家としてマシかなと思います。

トランプ 単純で昔から民主党大統領は中国に甘い。
あと、知日派が民主党のブレーンにあまり居ない。
なにしろオバマの時、安倍さんの政策を極右と判断してるんだから。
(安倍さんの政策はネオリベラルに属するモノが多い)

支持する

というより、安倍さんの「金融緩和」を維持してくれるのが大前提で、現状で
は菅さんしか居ない。
自民党の中でも石破さんは論外だったし、野党なんかアベノミクスの全否定
から入っているから、すぐにでも金融収縮させてしまう未来しか見えなくて
支持するなんてトンデモない。

バイデン いくら何でもアメリカの人もあきれていると思う トランプ 日本に利益が期待できる 支持する 叩き上げで私利私欲がない
バイデン 希望的観測を込めて。世論調査でもバイデン氏が優勢のようですが、まだ投票を済ませていない人

達の票が結果を左右しそうです。
トランプ アメリカで民主党政権になると日本と悶着が起きる印象。

支持する 様子見です。
バイデン 希望的観測 トランプ パイプを安部前総理が作りそれが生きています。バイデン氏の曖昧な対応も気掛かりです。 支持する まずは路線継続、コロナ対応。評価するにはまだ早い。
バイデン

トランプさんは猪突猛進な感じが世界を恐怖に陥れそうな気がします。

トランプ
アベが道をつくている。中国に物申す事が言える。

支持する まじめな菅さんだから…
バイデン

期日前投票の時点でバイデン氏優勢、直近のコロナ再流行で当日の投票率が下がると思うので。
トランプ 日本政府が間違った道を選びそうになったら牽制してほしいから。

支持する
出来るかどうかは別として、前向きに様々な施策を宣言していること。
ただ、デジタル化には、自分はあまりついていく自信ナシ…

バイデン これまでのアメリカ国民の支持率から トランプ 安倍さんとの関係がある。 支持する 携帯の価格が下がるので期待している。
バイデン

トランプ政権になると黒人の皆さんが圧迫されます。
トランプ 総理が変わろうとお構いなしで。

交流を持ちそうだから 支持する 現状、他にないから
バイデン コロナ感染 トランプ 実績 支持する 今のところ個人的に一番信頼がある人だから
バイデン なんとなくトランプさんは交代の時期な気がするからですね。 トランプ 安倍政権からの信頼関係を継続出来そうだから 支持する 奥様をテレビや雑誌で見ていると信頼が出来るから
バイデン トランプは自己中心的で飽きられたから トランプ 反中のトランプの方が良い、いっそ台湾とも国交を結んで欲しいです 支持する 手堅い印象がある
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バイデン トランプ大統領の４年の任期に、アメリカ合衆国は分断化が進み、国内で多くのトラブルを抱え込ん
で、皮肉にも中国の思うツボになり、アメリカ全体の経済や国民性の融合が麻痺しているから。

トランプ 日本にとってはトランプの方が有利で関わりやすいから。
支持する 他に選択肢は無いもんね

バイデン 総得票数で優っているから。 バイデン ちゃんと話ができそう。 支持しない まだ、わからない。
わからない ロシア疑惑という前例があるから。 バイデン トランプはアメリカファーストだから。 支持しない 総理が前任者の良くないところを更に煮詰めた様だから。
わからない わからない。 バイデン 意味のない無茶な要求をしないと思うから（トランプと比較して） 支持しない 真に国民（世論に）に選ばれた総理ではないから（派閥の力で選出！）
わからない ,常識で考えるとバイデンだが、トランプファンは熱狂的だから バイデン トランプ以外だったら世界が良い方向に進むと思うから。 支持しない 所詮は二階氏の傀儡内閣だと思うので
わからない 前回の選挙でクリントンがかなり優勢であったのに、結果はトランプの勝利

世論調査ではバイデンが優勢になって
いるが、トランプ支持率は約4割あり
この支持者が全員投票すると仮定すれば、支持率が拮抗して来た、フロリダなどでは、必ずしもバイ
デンが優勢とも言えなくなる。トランプが選挙人の多い州を獲得すれば、一気にトランプが優勢にな
る可能性があり、最後まで分からない。

バイデン トランプは日本のこと考えてない！

支持しない 多分事なかれ主義
わからない

前回の大統領戦のことがあるから。
バイデン アメリカファーストのトランプとの違いを全世界に明確にアピールするためにも友好的な対日関係を

期待出来る。 支持しない 自民党関連にしか目が向いていない。国民を見ていないから。
わからない トランプの大統領就任後の世界のトップらしからぬ行動や言動、最近ではコロナに対する軽視による

感染者や死者の増加、アフリカンアメリカンの住民に対する差別的行動等に対してアメリカ国民も審
判を下すのではないかと思いますが、バイデンも今一つ大統領としての魅力に欠ける様な気がする
ので。

バイデン 日本製品を多く買ってくれそうだから

支持しない もう政治自体に信頼はありません。
わからない

拮抗してるし、決めるのは米国人

バイデン 経済では、日本も少なからず好調なアメリカの恩恵を受けてきました。
国内企業保護だけでなく、FRBの金融緩和策による所もあったと思います。
しかしCOVID と共存する世界になった今、失業者も増え、さらに4年の好調は難しいかもしれませ
ん。ワクチンが出来たとしても、分断されてしまった社会は元に戻らないどころか、次期4年でさらに
分断は深くなり、社会の不安定化は経済にも影響してくると思います。
対外政策を見ても、トランプ氏の強硬政策は問題が残ったままです。日本経済にも関係の深い、対中
や中東においても。

バイデン氏が当選すれば、COVID をある程度制しない限り経済が急に上向くという事はないにし
ろ、国際社会と共に歩むスタンスです。さらに環境問題、クリーンエネルギーにも積極的なので、この
影響を受けて日本のクリーンエネルギー化も加速していくと思います。 支持しない 自民党内の持ち回り政権という感じがするから。

わからない 支持率が拮抗しているため バイデン これ以上軍拡しなくてすみそうだから 支持しない それなりに体裁は保っているが、所詮、安倍晋三の隠れ蓑だから。
わからない

バイデンさんの事よく分からなくて…。トランプさんは中国に対して強気な所は好きですが中身は無
い気がします。

バイデン トランプさん、意外とその場しのぎの八方美人な感じがします。

支持しない

〇〇的✕✕的、とごまかすだけ
総合的俯瞰的って
何も見ずによく言うよな
韓国問題の、最終的不可逆的〜、のように、２つ並べてそれっぽく言ってる
だけ、中身無し

わからない 期日前投票の結果次第とも言われており投票日当日の投票率がコロナ渦でどの様に影響するの
か？不透明なので、推測が難しいと判断しました。

バイデン 中国を批判してきたトランプ氏。
日本と中国の関係をより良く保ってほしい 支持しない 独裁政治、こわい。

わからない 選挙方法が色々あり、まとまらない。へたすと議長が大統領を。 バイデン トランプ政権になると日本がなんでも押し付けられる。
支持しない

なんか、あのおじさん薄っぺらい。安倍さん大嫌いだったけど、まだあの方
のほうが熱があった。

わからない 宗教戦争みたい。正気を失った米国人がどう判断するのかわからない。 バイデン 欲望と大衆受けしか頭にないトランプよりは理性的な判断ができるのではないかと期待する。 支持しない iwatani@hotmail.com
わからない 全く想像がつかない米国の友人もいないし行ったことも無いし バイデン トランプは身勝手な要求をしてくるから 支持しない 臨時の政権なんか支持できない。
わからない 常識的にはバイデンだが、そうならないのが今のアメリカ。貧困層が増加し一時的な感情論での投票

は予測は困難。
バイデン トランプ大統領の様な押し付けや圧迫政治が無くなり、経済が徐々に安定してくると思われる。

支持しない 独裁的な政策の進め方に問題がある為
わからな
い

菅総理は何故かバイデン勝利後すぐに会ったりはしないらしい。何か旨味がないのだろうか。

支持しない

母の実家が総理の実家の傍なのですがそこは障害者や弱者に冷たい地域社
会なのです。母は里帰りした際に近所どころか親にも障害持って生まれた
私の障害を隠したほどです。そういう風土で育ったことを留意。

わからな
い

日本政府(ひいては国)が舐められてる。誰が大統領になっても日本自体が変わらなければメリットは
無いと思う。 支持しない

前任者が偉大であった。

わからな
い

大統領になってからでないと、方向が見えないので分からないです。
支持しない 日本の土地を中国に売りと飛ばしてるから。

わからな
い

大統領なったとき今後の状況かな
支持しない 翁長知事がご存命の時、しきりに会見で粛々を連呼していたから。

Q1,トランプとバイデン、勝者はどっち？その理由は？ Q3.トランプとバイデンのどちらが日本にメリット？その理由は？ Ｑ６．須賀政権を支持するかしないか？その理由は？
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わからな
い

バイデンさんの方針が良くわからないから
支持しない 安倍政権の引き継ぎ的な政治姿勢だから。

わからな
い

バイデンの裏の顔がまだよく分からないので（もしかしたらトランプより極悪かも？！）
支持しない

たたき上げというよりも権力の集中を知り尽くしている分変化が期待でき
ない

わからな
い

菅さんのアメリカに対しての政治手腕も有るかと。
支持しない

人事権で公務員をコントロールする手法、官房の警察官僚の登用に危険性
を感じる。

わからな
い

米中貿易摩擦といわれる一連の2国間交渉に少なからず割りを食ってる現状の日本の立場とした
ら、どちらが大統領になったとしても蚊帳の外の日本にメリットがあるか問われても、それはさすが
にわからないでしょ どちらでもない 何をしたいのか国民よく見えない

わからな
い

どちらも有益とは思えないから。
どちらでもない まだ支持できるかどうかの判断が付かないから

わからな
い

バイデンはトランプに比べて日本に対して厳しい条件を課すと言う意見も有る様ですので。

どちらでもない

安倍さんから独立できているかわからないし、暫定内閣っぽいので。それで
も任期の間、国民が何を求めているかそれに対しての対策をしてくれれば、
支持したい。

わからな
い

わからんのに理由がいるの？

どちらでもない

菅政権は、大筋は安倍政権の継承という位置付けのようなので、菅さんには
申し訳ありませんが「官房長官」が前に出て安倍政権を継続運営しているよ
うに見えてしまいます。支持するしないと言われたら、どちらでもないとし
か…。

わからな
い

iwatani@hotmail.com
どちらでもない 人柄は悪くないと思いますが、就任後まだ間もないので今一つわからない。

わからな
い

日本を守ってる体で、使われてる❗

どちらでもない 安倍政権を引き継ぐと仰られてますが様子見です。
わからな
い

安全保障、外交面ではトランプの政策の方が日本にとって良い結果をもたらす気がするが駐日米軍
に対する思いやり予算の上積み要求が想定されていたり貿易での保護主義的な政策が長引いた場
合の日本経済への悪影響が懸念されるため どちらでもない まだ分からない

わからな
い

バイデンさんの政策が分からない。

どちらでもない

今のところ地方出身の庶民派なイメージのまま、携帯料金引き下げや不妊
治療保険適用化など、生活に密着した問題に取り組んでいる部分は評価し
たいと思います。
が、まだ就任後長くないので、政権の評価はしないでおきます。

わからな
い

日本と言うよりは北朝鮮への影響の方が気になります。それによって日韓関係にも影響が出るかもし
れませんので、そちらに注目してます。 どちらでもない 発足して間も無く評価する材料が無いため

わからな
い

どちらもなにがしかメリットありそうだが…

どちらでもない

Q7は、本人も公言してましたが、意外性を重んじる考えの持ち主なので、何
をしでかすのか正直読めません。
Q8は、特に期待もしてませんので答えようがありません。

わからな
い

どちらもメリットがあるとは。。
どちらでもない

国民にとっては甘い囁きが心地いいが、国家としての展望が不明瞭な気が
する。

わからな
い

Q3の選択通りです
どちらでもない IRが解明してから決める。幾らか賄賂手にしていると感じるから

わからな
い

トランプはパフォーマンスだけだから。
どちらでもない まだ結果が伴った活動をしてないから、評価しようがない。

わからな
い

バイデンも任期全うできるか解りません。
どちらでもない まだよくわからないので

わからな
い

アメリカの対中政策による。目先の利益で妥協されると日本にとって後々大きなデメリットとなる。
どちらでもない 答弁が棒読みで、言いたいことがはっきりしないから。

Q1,トランプとバイデン、勝者はどっち？その理由は？ Q3.トランプとバイデンのどちらが日本にメリット？その理由は？ Ｑ６．須賀政権を支持するかしないか？その理由は？
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北海道

熊本県

長野県

東京都

神奈川県

新潟県

静岡県

山口県
岡山県

宮崎県

千葉県 茨城県

福島県

秋田県

群馬県


