
 ② 選挙区・比例区別国会議員候補者

　  衆　議　院　　　
単位：人、％

第43回 第44回 第45回 第46回 第47回

(平成15年11月) (平成17年９月) (平成21年８月) (平成24年12月) (平成26年12月)

1,159 1,131 1,374 1,504 1,191

149 147 229 225 198

1,010 984 1,145 1,279 993

12.9% 13.0% 16.7% 15.0% 16.6%

87.1% 87.0% 83.3% 85.0% 83.4%

候補者数 1,026 989 1,139 1,294 959

女性候補者 132 123 184 193 142

男性候補者 894 866 955 1,101 817

女性候補者割合 12.9% 12.4% 16.2% 14.9% 14.8%

男性候補者割合 87.1% 87.6% 83.8% 85.1% 85.2%

745 778 888 1,117 841
(612) (636) (653) (907) (609)
75 84 128 144 125

(58) (60) (83) (112) (69)
670 694 760 973 716

(554) (576) (570) (795) (540)

女性候補者割合 10.1% 10.8% 14.4% 12.9% 14.9%

男性候補者割合 89.9% 89.2% 85.6% 87.1% 85.1%

（注）第47回は速報値。

　  参　議　院　　　
単位：人、％

第19回 第20回 第21回 第22回 第23回

(平成13年７月) (平成16年７月) (平成19年７月) (平成22年７月) (平成25年７月)

496 320 377 437 433

137 66 91 100 105

359 254 286 337 328

27.6% 20.6% 24.1% 22.9% 24.2%

72.4% 79.4% 75.9% 77.1% 75.8%

候補者数 292 192 218 251 271

女性候補者 79 35 44 55 71

男性候補者 213 157 174 196 200

女性候補者割合 27.1% 18.2% 20.2% 21.9% 26.2%

男性候補者割合 72.9% 81.8% 79.8% 78.1% 73.8%

候補者数 204 128 159 186 162

女性候補者 58 31 47 45 34

男性候補者 146 97 112 141 128

女性候補者割合 28.4% 24.2% 29.6% 24.2% 21.0%

男性候補者割合 71.6% 75.8% 70.4% 75.8% 79.0%

 (注)

    ２．衆議院比例区欄の()の数字は立候補者数中の重複立候補者数であり内書である｡ 

　   ３．｢候補者総数｣欄の数字は小選挙区選挙の候補者数及び比例代表選挙の候補者数を加えた数

　　　　　　から重複立候補者数を差し引いた数である｡
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１．候補者数は選挙当日における数である｡ 
資料出所：総務省「参議院議員通常選挙結果調」
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資料出所：総務省「衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査結果調」
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