
三 権 分 立 と 選 挙  

□001
立法権、行政権、司法権をそれぞれ異なる機関に持たせる
考え方を何というか

☆☆☆☆☆ 三権分立

□002
三権分立のいう三権とは、立法権、行政権と、もう1つは
何か

☆☆☆☆☆ 司法権

□003
三権分立のいう三権とは、立法権、司法権と、もう1つは
何か

☆☆☆☆☆ 行政権

□004
三権分立のいう三権とは、行政権、司法権と、もう1つは
何か

☆☆☆☆☆ 立法権

□005 三権分立を提唱したフランスの思想家は誰か
☆☆☆ モンテスキュー

□006 モンテスキューが三権分立を提唱した著書は何か
☆☆☆ 法の精神

□007 日本で立法権を持つ機関はどこか
☆☆☆☆☆ 国会

□008 日本の国会が有する権利は、三権のうちどれか
☆☆☆☆☆ 立法権

□009 日本で行政権を持つ機関はどこか
☆☆☆☆☆ 内閣

□010 日本の内閣が有する権利は、三権のうちどれか
☆☆☆☆☆ 行政権

□011 日本で司法権を持つ機関はどこか
☆☆☆☆☆ 裁判所

□012 裁判所が有する権利は、三権のうちどれか
☆☆☆☆☆ 司法権

□013
国会が内閣に対して持つ権利は、内閣不信任決議ともう1
つは何か

☆☆ 内閣総理大臣の指名

□014
国会が内閣に対して持つ権利は、内閣総理大臣の指名とも
う1つは何か

☆☆ 内閣不信任決議
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□015 内閣が国会に対して持つ権利は何か
☆☆☆ 衆議院の解散

□016 内閣が裁判所に対して持つ権利は何か
☆☆ 最高裁判所長官の指名

□017 裁判所が内閣に対して持つ権利は何か
☆ 政令の違憲審査権

□018 国会が裁判所に対して持つ権利は何か
☆☆☆ 弾劾裁判所の設置

□019 裁判所が国会に対して持つ権利は何か
☆☆☆☆☆ 違憲立法審査権

□020 日本の主権を持つものは何か
☆☆☆☆☆ 国民

□021 国民が裁判所に対して影響を与える手段は何か
☆☆☆☆☆ 最高裁判所裁判官の国

民審査

□022 国民が内閣に対して影響を与える手段は何か
☆☆☆☆☆ 世論

□023 国民が国会に対して影響を与える手段は何か
☆☆☆☆☆ 選挙

□024 選挙に投票する権利を何というか
☆☆☆☆☆ 選挙権

□025 選挙に立候補する権利を何というか
☆☆☆☆☆ 被選挙権

□026
参議院議員選挙には、何歳から投票できるか、「満」をつ
けずに答えよ

☆☆☆☆☆ 18歳

□027
都道府県知事選挙には、何歳から投票できるか、「満」を
つけずに答えよ

☆☆ 18歳

□028
市区町村長選挙には、何歳から投票できるか、「満」をつ
けずに答えよ

☆☆ 18歳

□029
市区町村長選挙には、何歳から立候補できるか、「満」を
つけずに答えよ

☆☆☆ 25歳
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□030
衆議院議員選挙には、何歳から立候補できるか、「満」を
つけずに答えよ

☆☆☆ 25歳

□031
参議院議員選挙には、何歳から立候補できるか、「満」を
つけずに答えよ

☆☆☆ 30才

□032
都道府県知事選挙には、何歳から立候補できるか、「満」
をつけずに答えよ

☆☆☆ 30才

□033 選挙についての規則を定めた法律を何というか
☆☆☆☆ 公職選挙法

□034 選挙の実施を管轄する省庁はどこか
☆☆☆ 総務省

□035
性別や納税額によって選挙権を制限しない選挙をなんとい
うか

☆☆☆☆ 普通選挙

□036 日本で男子普通選挙が実現したのは何年のことか
☆☆☆ 1925年

□037 日本で女性参政権が認められた初の選挙は何年か
☆☆ 1946年

□038
身分や納税額と関係なく、1人1票を原則とする選挙を何
というか

☆☆☆ 平等選挙

□039
代理人による投票を認めず、投票者が直接候補者に投票す
る選挙を何というか

☆☆☆ 直接選挙

□040
投票を無記名で行い、誰に投票したかを知られることのな
い選挙を何というか

☆☆☆☆ 秘密選挙

□041
全国をいくつかに区分し、その区の中での候補者に投票す
るしくみを何というか

☆☆ 選挙区制

□042 1つの選挙区から1人が当選するしくみを何というか
☆☆☆☆ 小選挙区制

□043 1つの選挙区から複数が当選するしくみを何というか
☆☆ 大選挙区制

□044
衆議院の選挙区制では、全国をいくつの選挙区に分けてい
るか

☆☆☆ 289
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□045 衆議院の選挙区制では、何人が選出されるか
☆☆☆☆ 289人

□046
参議院の選挙区制では、全国をいくつの選挙区に分けてい
るか

☆☆ 45

□047 参議院の選挙区制では、何人が選出されるか
☆☆☆ 148人

□048 国政選挙で、政党に投票するしくみを何というか
☆☆☆☆☆ 比例代表制

□049 衆議院の比例代表制では、何人が選出されるか
☆☆☆ 176人

□050
衆議院の比例代表制では、全国をいくつの比例区に分けて
いるか

☆☆☆☆☆ 11

□051
参議院の比例代表制では、全国をいくつの比例区に分けて
いるか

☆ 1

□052 参議院の比例代表制では、何人が選出されるか
☆☆ 100人

□053
選挙区と比例代表の両方に重複立候補できるのは、衆議院
と参議院のどちらか

☆☆☆☆ 衆議院

□054
選挙区と比例代表の両方に重複立候補可能な衆議院の選挙
形式を何というか

☆☆☆☆ 小選挙区比例代表並立
制

□055
比例代表の名簿にすべて当選順位が決められているのは、
衆議院と参議院のどちらか

☆☆☆ 衆議院

□056
比例代表選挙で候補者名を書いてもよいのは、衆議院と参
議院のどちらか

☆☆☆☆ 参議院

□057 当選順位のつかない参議院の比例代表制を何というか
☆ 非拘束名簿方式

□058 日本の比例代表選の議席配分の計算方式を何というか
☆ ドント方式

□059 落選者に投じられた票を何というか
☆☆ 死票
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□060
人口の多い都市部と人口の少ない地方で、1議席あたりの
有権者数が異なることを何というか

☆☆☆☆☆ 1票の格差

□061
1票の格差を小さくするために参議院選挙区が合同区とさ
れたのは、徳島・高知と、もう1つはどこか

☆☆☆ 島根・鳥取

□062
1票の格差を小さくするために参議院選挙区が合同区とさ
れたのは、島根・鳥取と、もう1つはどこか

☆☆☆ 高知・徳島

□063 特定の支持政党を持たない人々を何というか
☆☆ 無党派層

□064
参議院選の合同区設定に伴い、比例代表に設置されたのは
何か

☆☆☆ 特定枠

□065 衆議院の議員定数は何人か
☆☆☆☆☆ 465人

□066 参議院の議員定数は何人か
☆☆☆☆☆ 248人

□067 1回の参議院選挙で改選されるのは何人か
☆☆☆ 124人

□068
2017年の衆議院議員総選挙の投票率は、およそ何％だっ
たか

☆ 53%

□069
2019年の参議院議員通常選挙の投票率は、およそ何％だ
ったか

☆ 49%
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三権分立と選挙　解答  

001 三権分立
立法権、行政権、司法権をそれぞれ異なる機関に持たせる考え方を三権分立とい
い、モンテスキューが提唱した

002 司法権
立法権、行政権、司法権をそれぞれ異なる機関に持たせる考え方を三権分立とい
い、モンテスキューが提唱した

003 行政権
立法権、行政権、司法権をそれぞれ異なる機関に持たせる考え方を三権分立とい
い、モンテスキューが提唱した

004 立法権
立法権、行政権、司法権をそれぞれ異なる機関に持たせる考え方を三権分立とい
い、モンテスキューが提唱した

005 モンテスキュー
立法権、行政権、司法権をそれぞれ異なる機関に持たせる考え方を三権分立とい
い、モンテスキューが提唱した

006 法の精神
モンテスキューは著書「法の精神」で三権分立を主張した

007 国会
日本では立法権は国会が持つ

008 立法権
日本では立法権は国会が持つ

009 内閣
日本では行政権は内閣が持つ

010 行政権
日本では行政権は内閣が持つ

011 裁判所
日本では司法権は裁判所が持つ

012 司法権
日本では司法権は裁判所が持つ

013 内閣総理大臣の指名
国会は内閣に対し、内閣総理大臣の指名と内閣不信任決議が行え、内閣は国会に対
し、衆議院の解散権を有する

014 内閣不信任決議
国会は内閣に対し、内閣総理大臣の指名と内閣不信任決議が行え、内閣は国会に対
し、衆議院の解散権を有する

015 衆議院の解散

国会は内閣に対し、内閣総理大臣の指名と内閣不信任決議が行え、内閣は国会に対
し、衆議院の解散権を有する



016 最高裁判所長官の指名
内閣は裁判所に対し、最高裁判所長官の指名権を有し、裁判所は内閣に対し政令の
違憲審査権を持つ

017 政令の違憲審査権
内閣は裁判所に対し、最高裁判所長官の指名権を有し、裁判所は内閣に対し政令の
違憲審査権を持つ

018 弾劾裁判所の設置
国会は裁判所に対し、弾劾裁判所の設置権を持ち、裁判所は国会に対して違憲立法
審査権を持つ

019 違憲立法審査権
国会は裁判所に対し、弾劾裁判所の設置権を持ち、裁判所は国会に対して違憲立法
審査権を持つ

020 国民
憲法第1条により、日本の主権は国民が有する

021
最高裁判所裁判官の国
民審査

国民は最高裁判所裁判官の国民審査を通じて、司法権に対し監視する権利を持つ

022 世論
国民は世論を通じて、行政権に対し監視する権利を持つ

023 選挙
国民は選挙を通じて、その主権を行使し立法権に対し監視する権利を持つ

024 選挙権
選挙に投票する権利を選挙権、選挙に立候補する権利を被選挙権という

025 被選挙権
選挙に投票する権利を選挙権、選挙に立候補する権利を被選挙権という

026 18歳
選挙の種類を問わず、選挙権は満18歳以上の男女すべてに与えられる

027 18歳
選挙の種類を問わず、選挙権は満18歳以上の男女すべてに与えられる

028 18歳
選挙の種類を問わず、選挙権は満18歳以上の男女すべてに与えられる

029 25歳
衆議院議員、地方議会議員、市区町村長には満25歳以上、参議院議員と都道府県
知事は満30歳以上に被選挙権が与えられる

030 25歳
衆議院議員、地方議会議員、市区町村長には満25歳以上、参議院議員と都道府県
知事は満30歳以上に被選挙権が与えられる

031 30才
衆議院議員、地方議会議員、市区町村長には満25歳以上、参議院議員と都道府県
知事は満30歳以上に被選挙権が与えられる



032 30才
衆議院議員、地方議会議員、市区町村長には満25歳以上、参議院議員と都道府県
知事は満30歳以上に被選挙権が与えられる

033 公職選挙法
選挙についての規定は公職選挙法に定められている

034 総務省
選挙は総務省とその下に置かれた選挙管理委員会が管轄する

035 普通選挙
性別や納税額による制限のない選挙を普通選挙という

036 1925年
日本では1925年に男子普通選挙法が制定された

037 1946年
1945年に女性選挙権が認められ、翌1946年の選挙から女性も選挙に参加した

038 平等選挙
1人の投票数に差がなく1人1票とする選挙を平等選挙という

039 直接選挙
投票者が候補者に直接投票する選挙を直接選挙といい、アメリカ大統領選挙は選挙
人を選ぶ間接選挙となる

040 秘密選挙
投票者が誰に投票したかを知られることのない選挙を秘密選挙という

041 選挙区制
衆議院では289選挙区、参議院では45選挙区による選挙が行われている

042 小選挙区制
衆議院では小選挙区制を、参議院では大選挙区制をとっている

043 大選挙区制
衆議院では小選挙区制を、参議院では大選挙区制をとっている

044 289
衆議院では289選挙区、参議院では45選挙区による選挙が行われている

045 289人
衆議院では小選挙区制をとり、289選挙区から289人が当選する

046 45
参議院では、原則都道府県を1選挙区とし、鳥取と島根、高知と徳島を合同区と
し、45の選挙区がある

047 148人
参議院では大選挙区制をとり、45選挙区から148人が当選する



048 比例代表制
衆議院では全国を11ブロックに分け、参議院では全国を1区として政党に投票する
比例代表制の選挙が行われる

049 176人
衆議院では、全国を11の比例ブロックに分け、176人を選出する

050 11
衆議院では、全国を11の比例ブロックに分け、176人を選出する

051 1
参議院では、全国を1比例区とし、100人を選出する

052 100人
参議院では、全国を1比例区とし、100人を選出する

053 衆議院
衆議院では、選挙区と比例代表に重複立候補できる小選挙区比例代表並立制をとる

054
小選挙区比例代表並立
制

衆議院では、選挙区と比例代表に重複立候補できる小選挙区比例代表並立制をとる

055 衆議院
衆議院の比例代表には当選順位があり、参議院は順位のつかない非拘束名簿方式

056 参議院
参議院の比例代表では、候補者名を書いて投票することもできる

057 非拘束名簿方式
衆議院の比例代表には当選順位があり、参議院は順位のつかない非拘束名簿方式

058 ドント方式
比例代表の議席配分にはドント方式を用いて計算する

059 死票
落選者に投じられた無駄になってしまった票を死票といい、小選挙区では死票が多
くなる

060 1票の格差
人口の多い都市部と人口の少ない地方で、1議席あたりの有権者数が異なることを
1票の格差という

061 島根・鳥取
人口の少ない高知・徳島と島根・鳥取は参議院の選挙区が合同区とされた

062 高知・徳島
人口の少ない高知・徳島と島根・鳥取は参議院の選挙区が合同区とされた

063 無党派層
政治に関心の薄い無党派層の増加で投票率は低下している



064 特定枠
参議院選の合同区設定に伴い、比例代表に特定枠が設置された

065 465人
衆議院は小選挙区289人、比例代表176人の、465人が議員定数

066 248人
参議院は選挙区148人、比例代表100人の、248人が議員定数

067 124人
参議院は議員定数248人で、3年に1度半数が改選される

068 53%
2017年衆議院議員総選挙の投票率は53％であった

069 49%
2019年参議院議員通常選挙の投票率は49％であった


