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2022年 9月 19日 

国葬反対・さようなら戦争・さようなら原発 9・19集会、世論

調査（産経、FNN、ANN） 

 

「安倍氏に敬意示せない」 共産・志位氏 

時事通信 2022年 09月 19日16時 54分 

 共産党の志位和夫委員長は１９日、東京都内の集会で、岸田

文雄首相が安倍晋三元首相の国葬を「故人に対する敬意と弔

意を国全体として表す儀式」と説明していることに関し、「敬

意を示せるか。示せない」と述べた。 

 志位氏は、安倍政権下での安全保障関連法の強行採決やア

ベノミクスなどを批判。世界平和統一家庭連合（旧統一教会）

の問題についても「ずぶずぶの癒着関係をつくって、広告塔に

なったのは一体誰か」などと訴えた。 

 

国葬反対の集会に 1 万 3 千人が参加 東京・代々木公園 台

風で雨の中 

朝日新聞デジタル滝沢貴大 2022年 9月 19日 17時 36分 

「安倍元首相の国葬反対」な

どとシュプレヒコールをあげデモ行進する参加者たち=2022

年 9月 19日午後、東京都渋谷区、福留庸友撮影 

  

  

  
 安倍晋三元首相の国葬に反対などを訴える集会が 19日、東

京都渋谷区の代々木公園であった。台風 14号の影響で強い雨

も降る中、約 1 万 3 千人（主催者発表）が集まった。参加者

たちは集会後、2コースに分かれて周辺をデモ行進をした。 

 「戦争させない・9条壊すな！総がかり行動実行委員会」と

「さようなら原発 1000万人アクション実行委員会」が主催し

た。 

 集会の冒頭に、主催者のメンバーが国葬に反対する理由な

どをステージから述べた後、立憲や共産など野党各党の国会

議員のほか、作家の落合恵子さんたちが順番に国葬反対など

を訴えた。 

 会場には、「国葬反対」などと書かれたプラカードやのぼり

を手にした参加者の姿が目立った。 

 板橋区の無職鳴坂みよ子さん（73）は、安倍氏の「モリカケ

桜」といった疑惑が解明されていないとして「それなのに、税

金を使って国葬をするのには反対だ」と話した。（滝沢貴大） 

 

立共社幹部らが集会で安倍氏国葬反対など訴え 

産経新聞 2022/9/19 16:37 

立憲民主党、共産党、社民党の幹部らが１９日、東京都渋谷区

の代々木公園で開かれた集会に参加し、この日で成立から７

年を迎えた安全保障関連法の廃止や、安倍晋三元首相の国葬

（国葬儀）への反対などを訴えた。立民は阿部知子衆院議員、

共産は志位和夫委員長、社民は福島瑞穂党首が参加し、連帯を

確認した。 

阿部氏は「何としても安倍氏の国葬を行うべきではない。とこ

とん、その瞬間まで反対の意思を表明していく、それが皆さん

と立憲民主党のお約束だ。（立民は）執行部が出席しないとこ

ろに、皆さんに応える道がある」とあいさつ。「法的根拠もな

く、ただ単に閣議決定の上書きだった。安保法制も同じように

閣議決定で憲法を乗り越えていった。許されない」と訴えた。 

志位氏は各種世論調査で国葬反対が６割を超えたとして「岸

田文雄首相が言い訳すればするほど反対が増える。道理がな

いことの証明だ」と強調。「首相は『弔意を国全体で表す』と

いった。弔意の強制でなくて何なのか。憲法違反であることは

明らかだ」と断じた。 

福島氏は「安倍政治とは何だったか。軍拡、歴史修正主義、憲

法破壊をやってきた。森友、加計、桜を見る会、私物化の政治

をやってきた。国葬をやっちゃダメだ」と訴えた。 

 

「誰であっても国葬は嫌」安倍元総理の国葬反対デモ 数千

人の市民集まる 

TBSテレビ 2022年 9月 19日(月) 15:03 

 

安倍元総理の国葬を来週火曜日に控えたきょう、東京・渋谷区

の代々木公園に国葬に反対する数千人の市民が集まりました。 

午後 1 時から始まったデモでは、数千人の市民が安倍元総理

の国葬に反対の声を上げました。 

デモに参加した人 

「誰であっても国葬は嫌だし。国会も開かないし、閣議決定だ

けで首相が言っただけで決められちゃう国葬は絶対嫌です」 

「特定の個人に国民がこぞって弔意を表すのっておかしい」 
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JNN が実施した（9 月 3 日／4 日）国葬に関する世論調査で

は「反対」が 51%と、「賛成」の 38%を上回っています。 

国葬は来週の火曜日（27日）に千代田区の日本武道館で行わ

れます。 

 

「国葬反対」抗議集会１万３千人 東京・代々木公園、デモ行

進も 

秋田魁新報 2022年 9月 19日 16時 59分 掲載 2022年 9月

19日 17時 47分 更新 

国葬実施の撤回を訴え、デモ行進

する参加者＝１９日午後、東京・代々木公園 

  

 ２７日に迫った安倍晋三元首相の国葬に反対する市民団体

が１９日、東京・代々木公園で集会を開き、国葬実施の撤回を

訴えた。主催者側によると、１万３千人が参加した。台風によ

る雨が時折強まる中、集会後は「憲法違反の国葬反対」とシュ

プレヒコールを上げながら、横断幕やプラカードを手に渋谷

や原宿の街をデモ行進した。 

 集会では、呼びかけ人の１人であるルポライター鎌田慧さ

んが、国葬実施が国会の審議がないまま決まったことを踏ま

え、「国葬に根拠は全くない。何でも勝手に閣議で決める姿勢

は封建主義的だ」と批判した。共産党の志位和夫委員長、社民

党の福島瑞穂党首も登壇した。 

 

国葬反対、代々木公園で大規模デモ「閣議で何でも決めるな、

国会通すのが民主主義」 

弁護士ドットコムニュース 9/19(月) 16:49配信 

代々木公園に集ま

った市民（2022 年 9 月 19 日、弁護士ドットコムニュース撮

影） 

安倍元首相の国葬などに反対する市民団体が 9 月 19 日、東

京・代々木公園で大集会を開いた。時折強い雨が降りしきる中、

約 1万 3000人（主催者発表）が集まり、渋谷と原宿方面の二

手に分かれてデモ行進した。  

ももともと 2015 年に安倍政権が安保法制を参院で強行採決

した日に合わせ「戦争させない・9条壊すな！総がかり行動実

行委員会」と「さようなら原発 1000 万署名市民アクション」

が主催する集会が予定されており、約 1 週間後に迫る安倍氏

の国葬への反対も訴えた。 ルポライターの鎌田慧氏は「集団

的自衛権の行使を容認するときも閣議決定だった。国葬もそ

う。勝手に決めるな、一番憤っている」と表明。「閣議で決め

れば何でもできる。国会を通せ。それが民主主義だ」と強調し

た。  集会には、日本共産党の志位和夫委員長、社民党の福

島瑞穂党首ら野党議員、作家の落合恵子氏も参加。改憲問題対

策法律家 6 団体連絡会の大住広太弁護士もあいさつし「立憲

主義を破壊する政治をしてきたのが安倍元首相です。国の功

績として評価することに強く反対したい」とし、国葬への異論

を述べた。 

 

岸田内閣支持率４２・３％ １２ポイント急落 不支持率と

逆転 

産経新聞 2022/9/19 11:39 

産経新聞社とＦＮＮ（フジニュースネットワーク）は１７、１

８両日に合同世論調査を実施した。岸田文雄内閣の支持率は

４２・３％で、前回調査（８月２０、２１両日）から１２・０

ポイント急落した。昨年１０月の政権発足以降最低で初めて

５０％を割った。不支持率は前回比９・７ポイント増の５０・

０％となり、支持率と逆転した。 

世界平和統一家庭連合（旧統一教会）や関連団体と自民党議員

の関係をめぐる党総裁としての岸田首相の対応について尋ね

たところ、「評価する」（４６・７％）と「評価しない」（４７・

０％）が拮抗(きっこう)した。 

一方、自民党議員が旧統一教会や関連団体との関係を断てる

かについては、「断てないと思う」が８３・３％で「断てると

思う」の１１・３％を上回った。 

また、旧統一教会への対応として何を最も重要だと考えるか

は、「宗教団体による反社会的な活動を法律で規制する」が５

２・４％で最も多く、「被害の実態を詳しく調べ公表する」（１

７・１％）、「政治家との関係を断ち切る」（１４・３％）、「高

額な献金・寄付や霊感商法などの被害を救済する」（１３・０％）

－と続いた。 

参院選の街頭演説中に銃撃され、死亡した安倍晋三元首相の

葬儀を政府が「国葬」（国葬儀）として行うことには「反対」

が６２・３％（前回調査比１１・２ポイント増）に上った一方

で、「賛成」は３１・５％（同９・３ポイント減）だった。国

葬について、首相の説明に「納得できない」が７２・６％を占

め、「納得できる」は１８・９％だった。 

政府の新型コロナウイルスの対策をめぐっては「評価する」が

４６・８％、「評価しない」が４４・６％で賛否が分かれた。

現状の物価高への対応については「評価しない」が７７・４％

で、「評価する」は１６・２％だった。政府が低所得の住民税

非課税世帯に１世帯当たり５万円を支給すると決めたことは
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「評価しない」が５５・３％で、「評価する」の４１・０％を

上回った。 

調査では内閣支持率に関し、答えが不明確な場合、「どちらか

といえば」と再度質問して回答を得た。 

 

世論調査 物価高対策に厳しい評価、国葬説明も納得得られ

ず反対強まる 

産経新聞 2022/9/19 16:03大島 悠亮 

１７、１８両日に実施した産経新聞社とＦＮＮ（フジニュース

ネットワーク）の合同世論調査で、岸田文雄内閣の支持率が急

落し、物価高対策や安倍晋三元首相の国葬（国葬儀）をめぐる

首相の対応に厳しい視線が向けられていることが改めて浮き

彫りになった。党内からは首相の説明能力に対する不満も出

始めている。収束が見通せない世界平和統一家庭連合（旧統一

教会）問題も絡み、当面は厳しい政権運営を強いられそうだ。 

「下がり方が強烈だ。この状況はしばらく続くだろう」。自民

党の閣僚経験者は内閣支持率に急落にこう嘆息した。 

今回の調査では、政府の物価高対策を「評価しない」（７７・

４％）が「評価する」（１６・２％）を大きく上回った。政府

は物価高対策などを盛り込んだ総合経済対策を１０月中に策

定し、それを反映した令和４年度第２次補正予算案を同月３

日召集予定の臨時国会に提出する方針だ。ただ、すでに食品や

生活必需品の値上げが相次いで家計を圧迫し始めており、早

急な対応が求められそうだ。 

安倍氏の国葬に関しても国民の理解を十分に得られていると

は言いがたい。首相は８月３１日の記者会見で国葬実施の理

由について「正面から答える責任がある」と強調。自ら高木毅

国対委員長らに調整を指示し、今月８日に行われた国会の閉

会中審査で答弁に立った。 

だが、今回の調査では首相の説明に「納得できない」は７２・

６％に上った。その一方で「納得できる」は１８・９％にとど

まり、国葬への賛否も「反対」６２・３％（８月２０、２１両

日の前回調査時５１・１％）、「賛成」３１・５％（同４０・８％）

と、首相の説明後も反対論が強まっている。 

一方、コロナ対策への評価は感染状況が全国的に落ち着きつ

つあり、「評価する」（４６・８％）と「評価しない」（４４・

６％）が分かれた。ただ、今後の感染状況次第では評価が大き

く変動する可能性がある。 

岸田政権の支持率は今回調査で最低を記録し、政権発足後初

めて不支持が支持を上回った。党関係者は「旧統一教会問題だ

けでなく、国葬の是非や物価高対策など複雑な問題が絡み合

い、あれこれ取り組んでも国民に伝わらない状況だ」と分析す

る。党中堅議員は「課題を真正面から説明せずに、『やり過ご

そう、逃げよう』という政権の姿勢が国民に見透かされている

のかもしれない」と指摘した。（大島悠亮） 

 

旧統一教会「法規制」が最多 有権者の意識と乖離 

産経新聞 2022/9/19 15:53 

１７、１８両日に実施した産経新聞社とＦＮＮ（フジニュース

ネットワーク）の合同世論調査で、自民党が今後関係を断つと

表明した世界平和統一家庭連合（旧統一教会）について尋ねた

ところ、被害の実態調査や法規制など、さらに踏み込んだ対応

を求める回答が目立った。自民党は旧統一教会や関連団体と

関係を断つことで理解を得たい考えだが、有権者の意識とは

乖離（かいり）があるようだ。 

旧統一教会への対応として何が最も重要と考えるかの質問に

対し、最も多かったのは「宗教団体による反社会的な活動を法

律で規制する」で５２・４％を占めた。その後は「被害の実態

を詳しく調べ公表する」（１７・１％）▽「政治家との関係を

断ち切る」（１４・３％）▽「高額な献金・寄付や霊感商法な

どの被害を救済する」（１３・０％）－が続いた。 

また、自民議員が旧統一教会や関連団体と関係を断てると思

うか聞いたところ、８３・３％が「断てないと思う」と答えた。

自民支持層でも７５・４％が同じ回答をしており、支持政党で

あっても自浄作用への期待感は小さい。 

旧統一教会をめぐる自民総裁としての岸田文雄首相に対する

評価は「評価する」（４６・７％）と「評価しない」（４７・０％）

で二分された。年代別では１０代から４０代までは「評価する」

が「評価しない」を上回ったが、５０代以上の年齢層では逆転

した。かつて霊感商法や高額の寄付などで多くの被害者を出

した旧統一教会のイメージが残る世代が、首相に対して厳し

い見方をしているようだ。（村上智博） 

 

【解説】岸田内閣の支持率急落 42.3％ 発足以来最低 政府

与党に危機感 ｢このままだと深刻な状況に｣ FNN 世論調査 

政治部三嶋唯久 

FNN2022年 9月 19日 月曜 午後 3:30 

 

FNNが実施した世論調査では、岸田内閣の支持率は、昨年 10

月の政権発足以来最低の 42.3％で、初めて不支持が支持を上

回った。また、故・安倍晋三元首相の国葬に反対する人は

62.3％と、賛成する人の倍近くとなった。 

岸田内閣の支持率 42.3％ 不支持が支持上回る 

FNNは、9月 17・18日の両日、全国の 18歳以上の男女を対

象に、電話世論調査（固定電話＋携帯電話・RDD方式）を実

施し、1020人から回答を得た。 

岸田内閣を「支持する」は 8 月調査より 12 ポイント減って

42.3％、「支持しない」は 9.7ポイント増えて 50.0％。初めて

不支持が支持を上回った。 

 

岸田内閣を支持する人にその理由を聞くと、「他によい人がい

https://www.sankei.com/author/sa0004/
https://www.fnn.jp/search/author/%E6%94%BF%E6%B2%BB%E9%83%A8
https://www.fnn.jp/search/author/%E4%B8%89%E5%B6%8B%E5%94%AF%E4%B9%85
https://www.fnn.jp/articles/gallery/419271?image=2
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ないから」(44.7%)が最も多かった。「自民党中心の内閣だから」

(19.2%)、「岸田首相の人柄が信頼できるから」(21.2%)と続き、

「実行力に期待できるから」は 11.1%、「政策がよいから」は

3.2%にとどまった。 

一方、支持しない理由では、「自民党中心の内閣だから」

(35.7%)と「実行力に期待できないから」(35.6%)が多かった。 

今回の世論調査に、自民党の中堅議員は「支持率の急落と不支

持率の急増が強烈だ」と語った。また、自民党のベテラン議員

は、「このままだと深刻な状況になる」と危機感を滲ませた。 

安倍元首相の国葬｢反対｣62.3％ 

銃撃されて亡くなった安倍元首相の葬儀を国葬として実施す

ることについて、「賛成」と答えた人は、8 月調査より 9.3 ポ

イント減って 40.8％。「反対」の人は 11.2 ポイント増えて

62.3％。反対が賛成の倍近くとなった。 

 

また、岸田首相の国葬についての説明に「納得できる」は

18.9%、「納得できない」は 72.6%。納得できないという人が

7割を超えた。 

 

旧統一教会との関係「断てない」83.3％ 

旧統一教会（政界平和統一家庭連合）と自民党議員の関係も注

目を集めている。自民党は、党所属国会議員に旧統一教会や関

連団体との過去の関係を報告させて公表し、今後は関係を一

切断つ方針を決めた。 

自民党総裁としての岸田首相のこうした対応について、「評価

する」は 46.7%、「評価しない」は47.0%で、評価が分かれた。 

 

ただ、自民党議員が旧統一教会や関連団体との関係を「断てる

と思う」は 11.3%にとどまり、「断てないと思う」が 83.3%に

のぼった。 

 

ある自民党議員は「統一教会と国葬でジェットコースターだ」

と述べ、支持率急落に影響したとの見方を示した。また、自民

党関係者は「好転する材料もなさそうで、国葬が終わるまでじ

っと耐えるしかない」と述べた。 

物価高対応「評価しない」77.4％ 

一方、政府の物価高への対応の評価も厳しい。物価高への対応

を「評価する」は16.2％、「評価しない」は 77.4％で、8割近

くが評価していない。 

 

さらに、政府は物価高対策として、所得の低い住民税非課税世

帯に 1 世帯あたり 5 万円を支給する方針を決めたが、これを

「評価する」は 41.0％、「評価しない」は 55.3％。評価しない

人が半数を超えた。 

 

政権に対する厳しい視線に、政府関係者は「今は物価高対策を

やるしかない」と話す。10月 3日は、臨時国会が召集される

見通しだ。岸田首相は、物価高を受けて 10月に総合経済対策

をとりまとめ、2022年度第2次補正予算案を臨時国会に提出

する方針だ。国民が支持する効果的な経済対策を打ち出せる

かが、今後の政権の行方を左右しそうだ。 

（フジテレビ 報道局政治部 編集委員 三嶋 唯久） 

 

岸田内閣支持率 最低の 42.3% FNN世論調査 

FNN2022年 9月 19日 月曜 午前 11:44 

FNNの世論調査で、岸田内閣の支持率は、政権発足以来最低

の 42.3%に急落し、初めて不支持が支持を上回った。 

調査は以下の方法で行った。 

・期間：2022年 9月 17日・18日 

・電話調査(RDD 固定・携帯電話) 

・全国 18歳以上の男女 1,020人が回答 

岸田内閣を「支持する」は、8月より12ポイント減って、42.3%。 

「支持しない」は、50%だった。 

安倍元首相の国葬については、「賛成」が 31.5%、「反対」が

62.3%と、反対が賛成の倍近くとなった。 

岸田首相の、国葬についての説明に「納得できない」は、72.6%

だった。 

一方、旧統一教会と自民党議員の関係について、岸田首相の対

応を「評価する」は 46.7%、「評価しない」は 47%と、評価が

分かれた。 

https://www.fnn.jp/articles/gallery/419271?image=3
https://www.fnn.jp/articles/gallery/419271?image=4
https://www.fnn.jp/articles/gallery/419271?image=5
https://www.fnn.jp/articles/gallery/419271?image=6
https://www.fnn.jp/articles/gallery/419271?image=7
https://www.fnn.jp/articles/gallery/419271?image=8
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旧統一教会への対応で何が重要かでは、「宗教団体による反社

会的な活動を法律で規制する」が最も多く、52.4%だった。 

 

FNN世論調査 政府の水際対策 

FNN2022年 9月 19日 月曜 午後 2:37 

政府は、入国者数の上限撤廃など、新型コロナの水際対策の緩

和を検討しているが、FNN の世論調査で「緩和してほしい」

が 54%と半数を超えた。 

調査は以下の方法で行った。 

・期間：2022年 9月 17日・18日 

・電話調査(RDD 固定・携帯電話) 

・全国 18歳以上の男女 1,020人が回答 

政府の新型コロナウイルス対策を「評価する」は 46.8%、「評

価しない」は 44.6%。 

現在 5 万人の 1 日の入国者数の上限撤廃、個人旅行客の受け

入れなど水際対策を「緩和してほしい」は 54%で、「緩和して

ほしくない」は 39%だった。 

一方、政府の物価高への対応については、「評価しない」が

77.4%だった。 

政府は、所得の低い住民税非課税世帯に 5 万円を支給する方

針だが、これを「評価する」は 41%、「評価しない」は 55.3%

だった。 

 

ANN世論調査 岸田内閣支持率が発足以来最低に 

ANN9/19(月) 6:23配信 

岸田内閣の支持率は先月より 7.4 ポイント下がって 36.3％

で、政権発足以来、最も低くなったことがANNの世論調査で

分かりました。 

 調査は 17日、18日に行いました。  岸田内閣の支持率は

36.3％で、去年10月の政権発足以来、最低となりました。  不

支持は岸田内閣として最も高い 40.9％で、初めて支持を上回

りました。  

安倍元総理大臣の国葬に反対の人は 54％で、また、自民党の

議員と世界平和統一家庭連合＝旧統一教会との関係について、

調査が「不十分」という回答が 65％で、「十分」を大きく上回

りました。 

 

岸田内閣支持率 36.3％ 発足以来最低 ANN世論調査 

ANN2022/09/19 12:23 

 この週末行われた ANN の世論調査で、岸田内閣の支持率

は 36.3％でした。先月より 7.4 ポイント下がり、政権発足以

来最も低くなりました。 

 調査は 17日、18日に行いました。 

 岸田内閣の支持率は 36.3％、不支持は岸田内閣として最も

高い 40.9％となり、初めて支持を上回りました。 

 安倍元総理大臣の国葬に反対の人は 54％で、岸田総理の説

明に「納得しない」と答えた人が 6割に上りました。 

 また、自民党の議員と世界平和統一家庭連合＝旧統一教会

との関係について、調査が「不十分」との回答が 65％で「十

分」を大きく上回りました。 

 

ANN世論調査詳報 

POLL 世論調査 2022 年 9 月調査【調査日】 2022 年 9 月

17・18日（土・日曜日） 

【調査方法】 電話調査（ RDD 方式） 

【対象】 全国 18 歳以上の男女 1983 人 

【有効回答率】 51.1% 

内閣支持率 

あなたは、岸田文雄連立内閣を支持しますか、支持しません

か？ 

支持する 36.3% 前回比-7.4 

支持しない 40.9% 前回比+8.2 

わからない、答えない 22.8% 前回比-0.8 

支持する理由は何ですか？次の6つから1つを選んで下さい。 

 

岸田総理の人柄が信頼できるから 16.8% 

支持する政党の内閣だから 28.5% 

政策に期待が持てるから 5.6% 

大臣の顔ぶれが良いから 0.4% 

他の内閣より良さそうだから34.6% 

その他 10.5% 

わからない、答えない 3.6% 

支持しない理由は何ですか？次の 6 つから 1 つを選んで下さ

い。 

 

岸田総理の人柄が信頼できないから 7.3% 

支持する政党の内閣でないから 10.2% 

政策に期待が持てないから 47.9% 

大臣の顔ぶれが良くないから12.1% 

他の内閣の方が良さそうだから 3.3% 

その他 14.1% 

わからない、答えない 5.0% 

https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E6%94%AF%E6%8C%81%E7%8E%87&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E4%B8%96%E8%AB%96%E8%AA%BF%E6%9F%BB&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E8%87%AA%E6%B0%91%E5%85%9A&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%B9%B3%E5%92%8C%E7%B5%B1%E4%B8%80%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E9%80%A3%E5%90%88&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E7%B5%B1%E4%B8%80%E6%95%99%E4%BC%9A&fr=link_kw_nws_direct
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政党支持率 

党 名 支持率（％） 前回比 

自民党 43.8% -1.1 

立憲民主党 10.3% 2.0 

公明党 3.4% 0.3 

日本維新の会 6.5% -1.8 

国民民主党 1.4% -1.0 

共産党 3.6% -0.9 

れいわ新選組 1.6% 0.2 

社民党 0.6% 0 

NHK党 0.1% -0.5 

参政党 0.5% -0.9 

その他 1.4% 0.4 

支持する政党

はない 
23.1% 2.8 

わからない、答

えない 
3.4% 0.2 

※調査結果は四捨五入しているため合計が 100%にならない

ことがあります。 

 


