
1990年の選挙制度 1992年及び1996年の選挙制度 2000年及び2004年の選挙制度 2008年及び2012年の選挙制度

選挙法 M.O.nr.35 din 18 martie 1990 M.O.nr.164 din 16 iulie 1992 M.O.nr.311 din 5 iulie 2000 M.O.nr.196 din 13 martie 2008

選挙権／被選挙権 18歳以上／21歳以上 18歳以上／23歳以上 同左 同左

任期 4年(解散あり) 同左 同左 同左

選挙形式 拘束名簿式比例代表制。各選挙区でヘ
アー式当選基数を用いて議席配分。残余
の票は全国レベルで政党別に集計され、
ドント式で配分未了議席が割り振られる。

同左 同左 小選挙区比例代表併用制。有権者は１
票のみをもち、小選挙区の候補者に投
票。これは県ごとのブロック単位で各政
党の得票としても集計され、比例代表
制に基づき議席が配分される。これか
らまず、小選挙区で絶対多数を獲得し
た候補を当選させ、以下得票率の高い
順に当選させていく。

投票率・得票率計算方法 投票率は投票用紙発行者数を登録有権
者数で割ることで算出、得票率は有効投
票数（投票用紙発行数−投票用紙持ち帰
り数−無効投票数）で算出

同左 同左 同左

選挙区 42選挙区（県単位＋ブクレシュチ市） 同左 同左 全国315小選挙区

全国又は選挙区の定数 全国387議席 各選挙区7万人につき1議席、最低4議
席

同左 １県当たり4－12小選挙区、首都は28小
選挙区、全国で315議席

投票方法 政党及び政党連合の候補者リスト又
は無所属候補に投票

同左 同左 候補者に投票

阻止条項 なし 全国で有効投票数の3%以上の得票
を獲得する必要

全国で有効投票数の5％以上、政党連
合は２党で8％以上、３党以降は1％ず
つ加算し、最大で10％以上

同左

少数民族条項 必要な得票数に達しなかった少数民
族は、当該民族を代表する１つの組
織を通じて1議席を付与される

必要な得票数に達しなかった少数民
族は、当該民族を代表する最多得票
の組織のみという条件の下で、議員1
人あたりの平均得票数の5%を獲得し
ていれば1議席を付与される

同左 必要な得票数に達しなかった少数民族
は、当該民族を代表する最多得票の組
織のみという条件の下で、各小選挙区
の有効投票数の平均値の10％以上を、
全国合計で獲得した場合、１議席を付
与される

各選挙区7万3000人につき1議席、最低4議
席

政党及び政党連合の候補者リスト又は無所
属候補に投票

全国で有効投票数の5％以上（もしくは少なくとも４
つの選挙区で20％以上の得票）、政党連合は２党
で8％以上、３党以降は1％ずつ加算し、最大で
10％以上

必要な得票数に達しなかった少数民族は、
当該民族を代表する最多得票の組織のみと
いう条件の下で、議員1人あたりの平均得票
数の5%を獲得していれば1議席を付与される

同左

同左

43選挙区（県単位＋ブクレシュチ市＋在外選
挙区）

拘束名簿式比例代表制。各選挙区でヘアー
式当選基数を用いて議席配分。残余の票は
全国レベルで政党別に集計され、ドント式で
配分未了議席が割り振られる。

hptt://www.cdep.ro/proiecte/2008/000/10
/5/leg_pl015_08.pdf

M.O.nr.553 din 24 iulie 2015

2016年以降の選挙制度

http://parlamentare2016.bec.ro/wp-
content/uploads/2016/09/Lege-208-2015.pdf

同左

ルーマニアの選挙制度

1)下院

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.ht
p_act_text?idt=12169

http://www.cdep.ro/proiecte/2004/400/20
/0/leg_pl420_04.pdf

http://diasan.vsat.ro/pls/legis/legis_pck.h
tp_act_text?idt=7528

（ある場合ネット上のリンク）
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1990年の選挙制度 1992年及び1996年までの選挙制度 2000年及び2004年の選挙制度 2008年及び2014年の選挙制度

選挙法 M.O.nr.35 din 18 martie 1990 M.O.nr.164 din 16 iulie 1992 M.O.nr.311 din 5 iulie 2000 M.O.nr.196 din 13 martie 2008

選挙権／被選挙権 18歳以上／30歳以上 18歳以上／35歳以上 同左 同左

任期 4年(下院が解散したら同時に解散し
選挙)

同左 同左 同左

選挙形式 拘束名簿式比例代表制。各選挙区で
ヘアー式当選基数を用いて議席配
分。残余の票は全国レベルで政党別
に集計され、ドント式で配分未了議席
が割り振られる。

同左 同左 小選挙区比例代表併用制。有権者は１
票のみをもち、小選挙区の候補者に投
票。これは県ごとのブロック単位で各政
党の得票としても集計され、比例代表
制に基づき議席が配分される。これか
らまず、小選挙区で絶対多数を獲得し
た候補を当選させ、以下得票率の高い
順に当選させていく。

選挙区 42選挙区（県単位＋ブクレシュチ市） 同左 同左 全国137小選挙区

全国又は選挙区の定数 各選挙区でそれぞれ50万人以下、50
－70万人、75万人を超えた場合、2、
3、4議席。ブクレシュチ市は14議席。

各選挙区16万人につき1議席、最低2
議席

同左 １県当たり2－5小選挙区、首都は12小
選挙区、全国で137議席

投票方法 政党及び政党連合の候補者リスト又
は無所属候補に投票

同左 同左 候補者に投票

阻止条項 なし 全国で有効投票数の3%以上の得票
を獲得する必要

全国で有効投票数の5％以上、政党連合は２党

で8％以上、３党以降は1％ずつ加算し、最大で

10％以上

同左

1990年の大統領選挙 1992年から2000年までの大統領選挙 2004年以降の大統領選挙

選挙法 M.O.nr.35 din 18 martie 1990 M.O.nr.164 din 16 iulie 1992 M.O.nr.887 din 29 septembrie 2004

選挙権／被選挙権 18歳以上／30歳以上。なお立候補に
際しては有権者10万人以上の署名を
集める必要がある

18歳以上／35歳以上。なお立候補に
際しては有権者10万人以上の署名を
集める必要がある

同左

任期 新憲法制定後最初の大統領選挙まで 4年、三選禁止 5年、三選禁止

選挙形式 2回投票制。第1回投票で登録有権者
の過半数の票を獲得した候補がいな
い場合、上位2名の候補による決選投
票を実施

同左 同左

選挙法 M.O.nr.28 din 16 ianuarie 2007

選挙権／被選挙権 18歳以上／23歳以上のEU市民

任期 5年

選挙区 全国1選挙区

選挙区の定数の範囲 35議席

M.O.nr.553 din 24 iulie 2015

http://parlamentare2016.bec.ro/wp-
content/uploads/2016/09/Lege-208-2015.pdf

政党及び政党連合の候補者リスト又は無所
属候補に投票

全国で有効投票数の5％以上（もしくは少なくとも４つの
選挙区で20％以上の得票）、政党連合は２党で8％以
上、３党以降は1％ずつ加算し、最大で10％以上

http://www.cdep.ro/proiecte/2008/000/10
/5/leg_pl015_08.pdf

同左

同左

拘束名簿式比例代表制。各選挙区でヘアー
式当選基数を用いて議席配分。残余の票は
全国レベルで政党別に集計され、ドント式で
配分未了議席が割り振られる。

43選挙区（県単位＋ブクレシュチ市＋在外選
挙区）

各選挙区16万8000人につき1議席、最低2議
席

2016年以降の選挙制度

2）上院

選挙形式

4）欧州議会議員

3）大統領選挙

http://www.cdep.ro/proiecte/2006/900/
00/4/leg_pl904_06.pdf

（ある場合ネット上のリンク）

（ある場合ネット上のリンク） http://diasan.vsat.ro/pls/legis/legis_pck.h
tp_act_text?idt=7528

政党及び政党連合の候補者リスト又
は無所属候補に投票

投票方法

全国で5％以上の得票率を獲得する
必要（無所属候補を除く）。また、立候
補に際し、政党は20万人以上、無所
属候補は10万人以上の署名が必要。

阻止条項

http://www.cdep.ro/proiecte/2004/400/20
/0/leg_pl420_04.pdf

（ある場合ネット上のリンク）

http://diasan.vsat.ro/pls/legis/legis_pck.h
tp_act_text?idt=7528

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.ht
p_act_text?idt=7188

http://www.cdep.ro/proiecte/2004/100/10
/0/leg_pl110_04.pdf

拘束名簿式比例代表制。ドント式。無
所属候補の場合、有効投票数を総議
席数で割った商以上の得票があれば
当選。

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.ht
p_act_text?idt=12169
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	選挙規則

