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アンケート回答件数 12,419件

【新型コロナワクチンに対する意識調査】

（インターネットによる回答・回収）

期間 2020年10月１日-１1月８日



義務

1. あなたは新型コロナワクチンを接種したいですか？ 2. 政府の専門家会議ではリスクの点から、個人が拒否できる権利を
議論しています。このワクチンは、希望者のみが接種する
「選択制」と全員接種の「義務」のどちらにすべきだと思いますか？

3. 今まで通り予防接種が義務ではなく選択制（任意）の場合、
「ワクチンを打たない未接種者」に対しての
行動制限（入店制限や通学規制等）は必要だと思いますか？

選択制

【接種・選択制・行動規制】

■必要 461件 【4%】

■必要でない 10,905件 【88%】

■わからない 1,053件 【8%】

■はい 481件 【4%】

■いいえ 10,663件 【86%】

■わからない 1,275件 【10%】
いいえ

■選択制 12,124件【98%】

■義務 157件 【1%】

■どちらでもいい 138件 【1%】

わから
ない

必要でない

わから
ない

はい

必要

どちらでもいい
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必要ない

はい

4-1.【医療従事者の方のみお答え下さい】
予防接種の前にワクチンの原料やリスクや効果について
説明したことがありますか？

4-2. 予防接種は任意（個人の意志で決められる）である事の説明を
医師から受けたことはありますか？

5.ワクチンの原料となるアルミニウム、水銀、動物や昆虫由来物質
(牛、豚、鶏卵、蛾(ガ)など)、それらの副反応、リスク、安全性、
効果について医師から説明を受けたことがありますか？

6. ワクチンの原料やその副反応、リスク、安全性について
医師から説明を受けたいですか？

■受けたい 10,924件【88%】

■必要ない 808件 【6%】

■どちらでもいい 687件 【6%】

はい

いいえ

受けたいいいえ

■はい 423件 【3%】

■いいえ 10,394件 【84%】

■覚えていない 1,602件 【13%】

■はい 2,226件 【18%】

■いいえ 10,193件 【82%】

■はい 183件 【11%】

■いいえ 1,392件 【81%】

■覚えていない 134件 【8%】
いいえ

覚えて
いない

どちらでもいい

はい

覚えて
いない

【インフォームドコンセント（医師の説明）】

2アンケート回答件数 12,419件 期間 2020年10月１日-１1月８日



思わない

いいえ

いいえ

いいえ
どちらでもいい

7. 接種の際、医師から副反応リスク安全性の説明を受けたうえで、
本人の意向を確認するための同意書があると良いと思いますか？

8. 国や県・市から、予防効果やワクチンの原料、
副反応、リスク、安全性について知らせて欲しいですか？

9. 予防接種開始時までに、本来すべき治験による
感染予防効果・安全性・有効性の確認が間に合わない場合、
その情報を国や県・市でも周知徹底してほしいですか？

10.今までどおり選択制（任意）の場合、接種は
個人が選択できるものであり、国が強制するものではないことを、
国や県・市町村から広く告知してほしいと思いますか？

■はい 11,234件 【90%】

■いいえ 360件 【3%】

■どちらでもいい 825件 【7%】 はい

■はい 12,003件 【97%】

■いいえ 100件 【1%】

■どちらでもいい 316件 【2%】 はい

どちらでもいい

■はい 12,020件 【97%】

■いいえ 77件 【1%】

■どちらでもいい 322件 【2%】

■思う 12,082件 【97%】

■思わない 136件 【1%】

■わからない 201件 【2%】

どちらでもいい

はい 思う

わからない

【同意書・行政の広報】
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・テレビ

・新聞

・SNS

（Facebook、LINE、Twitter）

・ホームページ

・役所からのお知らせ

・学校・幼稚園からのお知らせ

・自治体広報

・会社からのお知らせ

など、直接 個人に知らせてほしい

【行政の広報】
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必要ない

11. 予防接種の事や接種後の体調不良など
行政に相談窓口があった方が良いと思いますか？

12. 予防接種が義務であった時代もありましたが、
副反応が社会的に大きな問題となり、1994年に予防接種法が改正
され、現在は任意であり、最終的には本人または保護者が
接種するかを決めることができることを知っていますか？

13. 政府が購入予定しているワクチンが開発途中で治験参加者に
重篤な副反応が出たため治験が一時中止になったことを
知っていますか？(アストラゼネカ社製ウイルスベクターワクチン）

14. 予防接種によって健康被害が出た場合、損害賠償は
製薬メーカーではなく、国が責任を負う予定です。
製薬メーカーが責任をとらないワクチンを安全だと思いますか？

■はい 8,612件 【69%】

■いいえ 3,807件 【31%】

■はい 131件 【1%】

■いいえ 11,224件 【90%】

■わからない 1,064件 【9%】

■あったほうがいい 11,745件 【95%】

■必要ない 150件 【1%】

■どちらでもいい 524件 【4%】

どちらでもいい

あったほうがいい はい

いいえ

■知っています 8,438件【68%】

■知りません 3,981件【32%】

知っています

知り
ません

はい

わから
ない

いいえ

【国民の意識】
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15.予防接種後、何らかの症状が発症しても、予防接種と副反応の
因果関係は認められにくいことを知っていますか？
（ 例 子宮頚がんワクチン薬害訴訟など）

16. 今までどおり選択制（任意）の場合、ワクチン接種しないことで
社会的圧力がかかるか心配ですか？（例えば、予防接種しない人は
会社では働けない、周りに迷惑をかけるからと
いじめにあうのではないかと心配がある）

17. 予防接種後、自分が感染しない確率は どれくらいだと思いますか？

■0% 4456件

■50% 2843件

■10% 1271件

■30% 1097件

■ 20% 1066件

■知っています 7,544件 【61%】

■知りません 4,875件 【39%】
知っています

知り
ません

■心配である 10,004件 【81%】

■心配でない 2,415件 【19%】
心配である

心配で
ない

０％

50％
10％

30％

20％
60% 430件

40% 330件

70% 340件

80% 286件

90% 164件

100% 136件

【国民の意識 ２】
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18. 予防接種を実施する際、必要とされることは
どのようなことだと思いますか（複数回答可）

１．義務ではなく選択制（現行のまま任意接種）にする 11882件

２．副反応があった場合、速やかに事例を公開する 11724

３．原料をすべて明確に開示する、原料の説明をする 11209

４．安全性と効果に関する明確な情報開示を行政がする 11082

５．相談窓口を行政に設置し、救済制度の整備をする 10411

６．本人の意志確認のための署名をする 9806

７．速やかに効果を検証する 7933

８．医療者が訴訟リスクを負わないよう責任の所在を明確化する。 7277

９．ワクチンの確保 1660

【要望（複数回答）】
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