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アルコール・インターロック装置アンケート（確定版） 
 

1. 年齢 

a. 19 歳以下 

b. 20〜29 歳 

c. 30〜39 歳 

d. 40〜49 歳 

e. 50〜59 歳 

f. 60 歳以上 

 

2. 性別 

a. 男 

b. 女 

 

3. 職業 

a. 会社員・公務員等 

b. 自営業 

c. 職業運転手（バス、タクシー、トラック等） 

d. 無職 

e. その他（            ） 

 

4. 運転歴 

a. 5 年以下 

b. 6〜20 年 

c. 21 年以上 

 

5. 運転頻度 

a. ほぼ毎日 

b. 週に３～４回程度 

c. 週に１～２回程度 

d. ほとんど運転しない（週に１回未満） 

 

6. 飲酒について 

a. ほぼ毎日． 

b. 週に 3，4 回程度． 

c. 2 週間に１回程度． 

d. 1 か月に１程度． 

e. それ以下． 

f. 飲まない． 

 

7. 飲酒量は１回どのくらいですか 

 ＊ビール大びん 1 本，日本酒 180cc，ワイン 180cc，ウイスキーダブル 60cc のアルコール量を同

等としてお考えください． 

a. ビール大びん 4 本以上 

b. ビール大びん 3 本 

c. ビール大びん 2 本 

d. ビール大びん 1 本 

e. ビール大びん 1 本未満 
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8. アルコールインターロック装置を装着することで飲酒事故は減ると思いますか 

a. 飲酒事故は減ると思う． 

b. 少しは減ると思う． 

c. 変わらないと思う． 

d. 少し増えると思う． 

e. 増えると思う． 

f. 分からない（理由：                                        ）． 

 

9. 供用の車（例えば会社等の車，レンタカー等）にアルコールインターロック装置が装着されるとし

たら，どう思いますか 

a. 飲酒運転を防止する上で当然である． 

b. 飲酒運転を防止するためにはしょうがない． 

c. できれば，供用する車両にはつけて欲しくない． 

d. つける必要はない． 

e. 分からない（理由：                                        ）． 

 

10. 飲酒事故の当事者は，制裁としてアルコールインターロック装置を装着している車しか運転で

きないとする考えについてどう思いますか 

a. 飲酒事故の再発防止のために当然である． 

b. 一定期間の処置として装置を装着している車しか運転できないとするのが良い． 

c. その必要はない． 

d. 分からない（理由：                                        ）． 

 

11. インターロック装置がいくらくらいならばあなたの車に装着しますか（許容できる最大の価格．

装着費用も含む） 

      （＊現在の価格は 20 万円程度です） 

a. いくらでも良い 

b. 10 万円まで 

c. 5 万円まで 

d. 2 万円まで 

e. 1 万円まで 

f. つけない． 

g. 分からない（理由：                                        ）． 

 

12. インターロック装置をつけた場合，メンテナンスが必要になりますが，その周期はどれくらいな

らば良いですか（許容できる最短の周期）  

      （＊現在のメンテナンス周期は 2 ヶ月程度です） 

a. 10 年以上（車の寿命まで） 

b. 5 年以上 

c. 2 年以上（乗用車では車検時に整備） 

d. 1 年以上（商用車では車検時に整備） 

e. 半年以上 

f. 2 ヶ月程度 

g. つけない 

h. 分からない（理由：                                        ）． 
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13. メンテナンスの費用はどれくらいならば良いですか（許容できる最高額） 

a. いくらでも良い 

b. 1 万円まで 

c. 5 千円まで 

d. 2 千円まで 

e. 千円まで 

f. つけない． 

g. 分からない（理由：                                        ）． 

 

14. アルコールインターロック装置を装着するとするならば，どのような対象に装着するのが良いと

思いますか（複数回答） 

a. 全車に装着 

b. 事故を起こした場合の影響度が大きい車両（大型車等）に装着 

c. 運送・運輸関連業の車両に装着 

d. 飲酒運転違反者の使用車に装着 

e. 飲酒運転事故の当事者の使用車に装着 

f. 希望する対象車に装着 

g. 装着の必要はない． 

h. 分からない（理由：                                        ）． 

 

15. アルコールインターロック装置をあなたの車につけますか 

a. つけたいと思う． 

b. できればつけたい． 

c. どちらでも良い． 

d. できればつけたくない． 

e. つけない． 

f. 分からない（理由：                                        ）． 

 

「つけない」「できればつけたくない」とお答えの方にお伺いします． 

 

16. その理由は何ですか（複数回答） 

a. 価格が高い． 

b. メンテナンスが面倒． 

c. メンテナンス価格が高い． 

d. 呼気で検査するのが嫌い 

e. 走行中にもチェックが行われる 

f. エンジン始動に時間がかかる． 

g. 飲酒しない． 

h. その他（理由：                                         ）． 

 

17. アルコール・インターロック装置が，次のように改善されれば，つけたいと思いますか（複数回

答） 

a. 価格が安くなる． 

b. メンテナンスが簡単になる． 

c. メンテナンス価格が安くなる． 

d. 呼気の以外の簡単な検査． 

e. エンジン始動時だけの検査． 

f. 走行中だけの検査． 

g. つけない（理由：                                        ）． 
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18. その他，ご意見・ご提案・ご感想など 

 


