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備考

鮎川　金次郎 あいかわ　きんじろう 男 自由民主党 第5回(昭34)、辞職(昭34.12.29) 東京都

鮎川　　義介 あいかわ　よしすけ 男 第十七控室 第3回(昭28)、第5回(昭34)、辞職(昭34.12.29) 全国

相澤　　重明 あいざわ　しげあき 男 各派に属しない議員 第4回(昭31)、第6回(昭37) 神奈川県

相沢　　武彦 あいざわ　たけひこ 男 公明党 第10回(昭49) 北海道

会田　　長栄 あいた　ちょうえい 男 日本社会党・護憲連合 第15回(平元) 福島県

愛知　　揆一 あいち　きいち 男 自由党 第2回(昭25)、辞職(昭30.1.30) 全国

愛知　　治郎 あいち　じろう 男 自由民主党・国民の声 第19回（平13）,第21回（平19）,第23回（平25） 宮城県

相原　久美子 あいはら　くみこ 女 立憲民主党・民友会・希望の会 第21回（平19）、第23回（平25） 比例代表

青井　　政美 あおい　まさみ 男 自由民主党・自由国民会議 第10回(昭49) 愛媛県

青木　　一男 あおき　かずお 男 自由民主党 第3回(昭28)、第5回(昭34)、第7回(昭40)、第9回(昭46) 全国

青木　　　茂 あおき　しげる 男 サラリーマン新党・参議院の会 第13回(昭58) 比例代表

青木　　薪次 あおき　しんじ 男 社会民主党・護憲連合 第10回(昭49)、第12回(昭55)、第14回(昭61)、第16回(平4) 静岡県

青木　　幹雄 あおき　みきお 男 自由民主党 第14回(昭61)、第16回(平4)、第18回（平10）、第20回（平16）、 島根県

青島　　幸男 あおしま　ゆきお 男 二院クラブ
第8回(昭43)、第10回(昭49)、第12回(昭55)、第14回(昭61)、辞職
(平元.6.2)、第16回(平4)、退職[公選90](平7.3.23)

比例代表

青田　源太郎 あおた　げんたろう 男 自由民主党 第5回(昭34)、第7回(昭40) 兵庫県

青柳　　秀夫 あおやぎ　ひでお 男 自由民主党 第3回(昭28)、第5回(昭34)、第7回(昭40) 愛知県

青山　　正一 あおやま　しょういち 男 自由民主党 第1回(昭22)、第3回(昭28) 全国

赤石　　清美 あかいし　きよみ 男 自由民主党 第22回（平22） 比例代表

赤木　　正雄 あかぎ　まさお 男 緑風会 第1回(昭22)[3年任期]、第2回(昭25) 兵庫県

赤桐　　　操 あかぎり　みさお 男 社会民主党・護憲連合 第10回(昭49)、第12回(昭55)、第14回(昭61)、第16回(平4) 千葉県 副議長(第21代)

赤澤　　與仁 あかざわ　よじん 男 緑風会 第1回(昭22) 徳島県
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茜ヶ久保重光 あかねがくぼ　しげみつ 男 日本社会党 第9回(昭46)、第11回(昭52) 群馬県

赤間　　文三 あかま　ぶんぞう 男 自由民主党 第5回(昭34)、第7回(昭40)、第9回(昭46)、逝去(昭48.5.2) 大阪府

赤松　　常子 あかまつ　つねこ 女 民主社会党 第1回(昭22)、第3回(昭28)、第5回(昭34) 全国

秋元　　　司 あきもと　つかさ 男 自由民主党 第20回（平16） 比例代表

穐山　　　篤 あきやま　あつし 男 日本社会党・護憲連合 第11回(昭52)、第13回(昭58)、第15回(平元) 比例代表

秋山　俊一郎 あきやま　しゅんいちろう 男 自由民主党 第2回(昭25)、第4回(昭31) 長崎県

秋山　　長造 あきやま　ちょうぞう 男 日本社会党・護憲連合
第3回(昭28)、第5回(昭34)、退職[公選90](昭39.10.18)、第5回(昭
34)補欠(昭39.12.9)、第7回(昭40)、第9回(昭46)、第11回(昭52)、
第13回(昭58)

岡山県 副議長(第15、16代)

秋山　　　肇 あきやま　はじめ 男 自由民主党 第14回(昭61) 比例代表

阿具根　　登 あぐね　のぼる 男 各派に属しない議員
第3回(昭28)、第5回(昭34)、第8回(昭43)、第10回(昭49)、第12回
(昭55)

全国 副議長(第17代)

淺井　　一郎 あさい　いちろう 男 国民民主党 第1回(昭22)[3年任期] 千葉県

浅井　　　亨 あさい　とおる 男 公明党 第6回(昭37)、第8回(昭43) 兵庫県

淺岡　　信夫 あさおか　のぶお 男 自由党 第1回(昭22)[3年任期] 全国

浅野　　勝人 あさの　かつひと 男 自由民主党 第20回（平16）、 愛知県

浅野　　　拡 あさの　ひろむ 男 自由民主党・自由国民会議 第11回(昭52)、逝去(昭56.5.15) 岐阜県

朝日　　俊弘 あさひ　としひろ 男 民主党・新緑風会 第17回（平7）、第19回（平13） 比例代表

芦尾　　長司 あしお　ちょうじ 男 自由民主党 第16回(平4)補欠(平8.11.17) 兵庫県

足鹿　　　覺 あしか　かく 男 日本社会党 第8回(昭43) 鳥取県

東　　　　隆 あずま　たかし 男 民主社会党 第2回(昭25)、第4回(昭31) 北海道

阿曽田　　清 あそだ　きよし 男 自由党 第17回(平7)、辞職(平12.3.17) 熊本県

阿竹　齋次郎 あたけ　さいじろう 男 緑風会 第1回(昭22)[3年任期] 三重県
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足立　　信也 あだち　しんや 男 国民民主党・新緑風会 第20回（平16）、第22回（平22）、第24回（平28） 大分県

安達　　良助 あだち　りょうすけ 男 国民民主党 第1回(昭22)[3年任期] 全国

足立　　良平 あだち　りょうへい 男 民主党・新緑風会 第15回(平元)、第17回(平7) 比例代表

阿南　　一成 あなん　いっせい 男 自由民主党 第18回(平10) 比例代表

安孫子　藤吉 あびこ　とうきち 男 自由民主党・自由国民会議 第10回(昭49)、第12回(昭55) 山形県

安部　キミ子 あべ　きみこ 女 日本社会党 第3回(昭28) 山口県

安部　　清美 あべ　きよみ 男 自由民主党 第4回(昭31) 福岡県

阿部　　憲一 あべ　けんいち 男 公明党 第8回(昭43)、第10回(昭49) 東京都

阿部　　幸代 あべ　さちよ　 女 日本共産党 第17回(平7) 埼玉県

阿部　　竹松 あべ　たけまつ 男 日本社会党 第4回(昭31)、第6回(昭37) 全国

阿部　　正俊 あべ　まさとし 男 自由民主党 第17回（平7）、第19回（平13） 山形県

天田　　勝正 あまだ　かつまさ 男 民主社会党
第1回(昭22)[3年任期]、第3回(昭28)、第5回(昭34)、逝去(昭
40.2.27)

埼玉県

天埜　　良吉 あまの　りょうきち 男 自由民主党 第5回(昭34) 全国

雨森　　常夫 あめもり　つねお 男 自由民主党 第3回(昭28) 全国

荒井　　正吾 あらい　しょうご 男 自由民主党 第19回（平13）、辞職（平19.3.9） 奈良県

荒井　　八郎 あらい　はちろう 男 民主自由党 第1回(昭22)、逝去(昭25.1.11) 全国

荒井　　広幸 あらい　ひろゆき 男 新党改革・無所属の会 第20回（平16）、第22回（平22） 比例代表

荒木　　清寛 あらき　きよひろ 男 公明党 第16回（平4）、第18回（平10）、第20回（平16）、第22回（平22） 比例代表

荒木　正三郎 あらき　しょうざぶろう 男 日本社会党 第2回(昭25)、第4回(昭31) 全国

有田　　一寿 ありた　かずひさ 男 参議院クラブ 第10回(昭49) 福岡県

有田　　芳生 ありた　よしふ 男 立憲民主・社民 第22回（平22）、第24回（平28） 比例代表
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有馬　　朗人 ありま　あきと 男 自由民主党 第18回(平10) 比例代表

有馬　　英二 ありま　えいじ 男 自由民主党 第1回(昭22)補欠(昭25.6.4)、第3回(昭28) 北海道

粟森　　　喬 あわもり　たかし 男 新緑風会 第15回(平元) 石川県

ｱﾝﾄﾆｵ 　猪木 あんとにお　いのき 猪木　　寛至 男 国民民主党・新緑風会 第15回(平元)、第23回（平25） 比例代表

案納　　　勝 あんのう　まさる 男 日本社会党 第10回(昭49) 全国

安部　　　定 あんべ　さだむ 男 緑風会 第1回(昭22)[3年任期] 全国

飯島　連次郎 いいじま　れんじろう　 男 緑風会 第2回(昭25) 群馬県

飯田　精太郎 いいだ　せいたろう 男 緑風会 第1回(昭22)[3年任期] 全国

飯田　　忠雄 いいだ　ただお 男 公明党・国民会議 第13回(昭58) 比例代表

伊江　　朝雄 いえ　ともお 男 自由民主党 第11回(昭52)、第13回(昭58)、第15回(平元) 比例代表

家西　　　悟 いえにし　さとる 男 民主党・新緑風会 第20回（平16） 比例代表

猪飼　　清六 いかい　せいろく 男 緑風会 第1回(昭22)[3年任期]、辞職(昭22.7.2) 滋賀県

井川　　伊平 いかわ　いへい 男 自由民主党 第5回(昭34)、第7回(昭40) 北海道

池口　　修次 いけぐち　しゅうじ 男 民主党・新緑風会 第19回（平13）、第21回（平19） 比例代表

池田宇右衞門 いけだ　うえもん 男 自由民主党 第1回(昭22)[3年任期]補欠(昭23.2.5)、第2回(昭25) 長野県

池田　　　治 いけだ　おさむ 男 緑風会 第15回(平元) 愛媛県

池田　　幹幸 いけだ　かんこう 男 日本共産党 第18回(平10) 比例代表

池田七郎兵衞 いけだ　しちろうべえ 男 各派に属しない議員 第1回(昭22) 福井県

池田　　恒雄 いけだ　つねお 男 労働者農民党 第1回(昭22)[3年任期] 茨城県

諫山　　　博 いさやま　ひろし 男 日本共産党 第14回(昭61) 比例代表

石井　　一二 いしい　いちじ 男 二院クラブ・自由連合 第13回(昭58)、第15回(平元)、第17回(平7) 兵庫県

4 / 17 ページ



歴代参議院議員一覧

議員氏名 読み方
議員氏名
（本名）

性
別 会派（最終） 選挙回次等

選挙区
（最終）

備考

石井　　　桂 いしい　けい 男 自由民主党 第3回(昭28)、第6回(昭37) 東京都

石井　　　一 いしい　はじめ 男 民主党・新緑風会 第21回（平19） 比例代表

石井　　道子 いしい　みちこ 女 自由民主党・保守党 第13回(昭58)繰上(昭59.9.4)、第15回(平元)、第17回(平7) 比例代表

石井　みどり いしい　みどり 女 自由民主党・国民の声 第21回（平19）、第23回（平25） 比例代表

石上　　俊雄 いしがみ　としお 男 国民民主党・新緑風会 第23回（平25） 比例代表

石川　　榮一 いしかわ　えいいち 男 自由民主党 第2回(昭25) 全国

石川　　一衞 いしかわ　かずえ 男 国民民主党 第1回(昭22)[3年任期] 埼玉県

石川　　準吉 いしかわ　じゅんきち 男 国民民主党 第1回(昭22)[3年任期] 秋田県

石川　　清一 いしかわ　せいいち 男 無所属クラブ 第2回(昭25) 全国

石川　　　弘 いしかわ　ひろし 男 自由民主党 第15回(平元)、辞職(平6.3.4)、第17回(平7)、逝去(平11.8.2) 比例代表

石黒　　忠篤 いしぐろ　ただあつ 男 参議院同志会 第2回(昭25)補欠(昭27.5.6)、第4回(昭31)、逝去(昭35.3.10) 静岡県

石坂　　豊一 いしさか　とよかず 男 自由民主党 第1回(昭22)、第3回(昭28) 富山県

石田　　次男 いしだ　つぎお 男 公明党 第5回(昭34) 全国

石田　　美栄 いしだ　みえ 女 民主党・新緑風会 第17回(平7) 岡山県

石谷　　憲男 いしたに　のりお 男 自由民主党 第5回(昭34) 全国

石破　　二朗 いしば　じろう 男 自由民主党・自由国民会議 第10回(昭49)、第12回(昭55)、逝去(昭56.9.16) 鳥取県

石原　幹市郎 いしはら　かんいちろう 男 自由民主党
第1回(昭22)補欠(昭24.12.24)、第3回(昭28)、第5回(昭34)、第7
回(昭40)

福島県

石原　健太郎 いしはら　けんたろう 男 各派に属しない議員 第13回(昭58)補欠(昭63.9.4)、第15回(平元)、辞職(平5.6.21) 福島県

石原　慎太郎 いしはら　しんたろう 男 自由民主党 第8回(昭43)、辞職(昭47.11.14) 全国

石村　　幸作 いしむら　こうさく 男 自由民主党 第2回(昭25) 神奈川県

石本　　　茂 いしもと　しげる 女 自由民主党
第7回(昭40)[3年任期]、第9回(昭46)、第11回(昭52)、第13回(昭
58)

比例代表
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石渡　　清元 いしわた　きよはる 男 自由民主党・保守党 第15回(平元)、第17回(平7) 神奈川県

和泉　　　覚 いずみ　さとる 男 公明党 第6回(昭37) 東京都

泉　　　信也 いずみ　しんや 男 自由民主党 第16回（平4）、第18回（平10）、第20回（平16） 比例代表

和泉　　照雄 いずみ　てるお 男 公明党・国民会議 第11回(昭52) 全国

泉山　　三六 いずみやま　さんろく 男 自由民主党 第2回(昭25)、第4回(昭31) 全国

岩動　　道行 いするぎ　みちゆき 男 自由民主党
第7回(昭40)補欠(昭43.6.9)、第9回(昭46)、第11回(昭52)、第13
回(昭58)、逝去(昭62.1.25)

岩手県

礒崎　　陽輔 いそざき　ようすけ 男 自由民主党・国民の声 第21回（平19）、第23回（平25） 大分県

磯村　　　修 いそむら　おさむ 男 新緑風会 第15回(平元) 山梨県

板垣　　　正 いたがき　ただし 男 自由民主党 第12回(昭55)、第14回(昭61)、第16回(平4) 比例代表

板野　　勝次 いたの　かつじ 男 日本共産党 第1回(昭22)[3年任期] 岡山県

板谷　　順助 いたや　じゅんすけ 男 民主自由党 第1回(昭22)、逝去(昭24.12.20) 北海道

一井　　淳治 いちい　じゅんじ 男 民主党・新緑風会 第14回(昭61)、第16回(平4) 岡山県

市川　　一朗 いちかわ　いちろう 男 自由民主党
第17回（平7）、退職［公選90]（平9.10.9）、第18回（平10）、第20
回（平16）

宮城県

市川　　正一 いちかわ　しょういち 男 日本共産党 第11回(昭52)、第13回(昭58)、第15回(平元) 比例代表

市川　　房枝 いちかわ　ふさえ 女 第二院クラブ
第3回(昭28)、第5回(昭34)、第7回(昭40)、第10回(昭49)、第12回
(昭55)、逝去(昭56.2.11)

全国

一川　　保夫 いちかわ　やすお 男 民主党・新緑風会 第21回（平19） 石川県

市來　　乙彦 いちき　おとひこ 男 緑風会 第1回(昭22)[3年任期] 全国

市田　　忠義 いちだ　ただよし 男 日本共産党 第18回（平10）、第20回（平16）、第22回（平22）、第24回（平28） 比例代表

伊藤　　郁男 いとう　いくお 男 民社党・国民連合 第12回(昭55) 全国

伊藤　　　修 いとう　おさむ 男 日本社会党（第二控室）〔右〕 第1回(昭22) 岐阜県

伊藤　　顕道 いとう　けんどう 男 日本社会党 第4回(昭31)、第6回(昭37) 群馬県
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伊藤　　五郎 いとう　ごろう 男 自由民主党 第7回(昭40)、第9回(昭46) 山形県

伊東　　隆治 いとう　たかはる 男 国民民主党 第1回(昭22)[3年任期] 全国

翫　　　正敏 いとう　まさとし 男 各派に属しない議員 第15回(平元) 比例代表

伊藤　　基隆 いとう　もとたか 男 民主党・新緑風会 第17回（平7）、第19回（平13） 比例代表

伊藤　　保平 いとう　やすへい 男 緑風会 第1回(昭22) 兵庫県

糸数　　慶子 いとかず　けいこ 女 沖縄の風
第20回(平16)、退職[公選90](平18.11.2)、第21回（平19）、第23
回（平25）

沖縄県

糸久　八重子 いとひさ　やえこ 女 日本社会党・護憲民主連合 第13回(昭58)、第15回(平元) 千葉県

糸山　英太郎 いとやま　えいたろう 男 自由民主党・自由国民会議 第10回(昭49) 全国

稲浦　　鹿藏 いなうら　しかぞう 男 自由民主党 第4回(昭31)、第6回(昭37) 全国

稻垣　平太郎 いながき　へいたろう 男 民主クラブ 第1回(昭22) 全国

稲葉　　誠一 いなば　せいいち 男 日本社会党 第6回(昭37) 栃木県

稲嶺　　一郎 いなみね　いちろう 男 自由民主党・自由国民会議
沖縄国政参加[昭46までの任期](昭45.11.15)、第9回(昭46)、第
11回(昭52)

沖縄県

稲村　　稔夫 いなむら　としお 男 日本社会党・護憲民主連合 第13回(昭58)、第15回(平元) 新潟県

乾　　　晴美 いぬい　はるみ 女 新緑風会 第15回(平元) 徳島県

犬塚　　直史 いぬづか　ただし 男 民主党・新緑風会 第20回（平16） 長崎県

井野　　碩哉 いの　ひろや 男 自由民主党 第3回(昭28)、第5回(昭34)、第7回(昭40) 三重県

伊能　繁次郎 いのう　しげじろう 男 自由民主党 第2回(昭25)補欠(昭29.1.20)、第4回(昭31)、辞職(昭35.10.27) 千葉県

井上　　吉夫 いのうえ　きちお 男 自由民主党・保守新党
第10回(昭49)、第12回(昭55)、第14回(昭61)、第16回(平4)、第18
回(平10)、逝去(平15.10.24)

鹿児島県

井上　　　計 いのうえ　けい 男 平成会 第11回(昭52)、第13回(昭58)、第15回(平元) 愛知県

井上　　章平 いのうえ　しょうへい 男 自由民主党 第15回(平元) 比例代表

井上　　清一 いのうえ　せいいち 男 自由民主党 第3回(昭28)、第5回(昭34) 京都府
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井上　　　孝 いのうえ　たかし 男 自由民主党 第12回(昭55)、第14回(昭61)、第16回(平4) 比例代表

井上　　哲夫 いのうえ　てつお 男 新緑風会 第15回(平元) 三重県

井上　　知治 いのうえ　ともはる 男 自由民主党 第3回(昭28) 鹿児島県

井上　なつゑ いのうえ　なつゑ 女 緑風会 第1回(昭22) 全国

井上　　美代 いのうえ　みよ 女 日本共産党 第18回(平10) 東京都

井上　　　裕 いのうえ　ゆたか 男 各派に属しない議員
第12回(昭55)、第14回(昭61)、第16回(平4)、第18回(平10)、辞職
(平14.5.8)

千葉県 議長(第23、24代)

猪熊　　重二 いのくま　じゅうじ 男 公明 第14回(昭61)、第16回(平4) 比例代表

井原　　　巧 いはら　たくみ 男 自民 第23回（平25） 愛媛県

伊部　　　真 いべ　まこと 男 日本社会党 第9回(昭46)、逝去(昭48.10.9) 全国

今井　　　澄 いまい　きよし 男 民主党・新緑風会 第16回(平4)、第18回(平10)、逝去(平14.9.1) 比例代表

今泉　　　昭 いまいずみ　あきら 男 各会派に属しない議員 第17回（平7）、第19回（平13） 千葉県 副議長（第26代）

今泉　　正二 いまいずみ　しょうじ 男 自由民主党 第9回(昭46) 全国

今泉　　隆雄 いまいずみ　たかお 男 参議院クラブ 第14回(昭61)繰上(平元.6.16)、逝去(平4.5.11) 比例代表

今泉　　政喜 いまいづみ　まさき 男 自由党 第1回(昭22)[3年任期] 佐賀県

井村　　徳二 いむら　とくじ 男 自由民主党 第3回(昭28)、逝去(昭33.10.27) 石川県

伊能　　芳雄 いよく　よしお 男 自由民主党 第3回(昭28) 群馬県

入澤　　　肇 いりさわ　はじむ 男 自由民主党 第18回(平10) 比例代表

入交　　太藏 いりまじり　たぞう 男 自由民主党 第1回(昭22)[3年任期]、第2回(昭25) 高知県

岩井　　國臣 いわい　くにおみ 男 自由民主党 第17回（平7）、第19回（平13） 比例代表

岩井　　茂樹 いわい　しげき 男 自由民主党・国民の声 第22回（平22）、第24回（平28）、辞職(令3.5.14) 静岡県

岩男　　頴一 いわお　ひでかず 男 自由民主党 第10回(昭49)、逝去(昭51.8.9) 大分県
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岩上　　妙子 いわかみ　たえこ 女 自由民主党・自由国民会議 第10回(昭49)、辞職(昭52.12.21) 茨城県

岩上　　二郎 いわかみ　にろう 男 自由民主党
第10回(昭49)補欠(昭53.2.5)、第12回(昭55)、第14回(昭61)、逝
去(平元.8.16)

茨城県

岩木　　哲夫 いわき　てつお 男 改進党 第1回(昭22) 大阪府

岩城　　光英 いわき　みつひで 男 自由民主党 第18回（平10）、第20回（平16）、第22回（平22） 福島県

岩佐　　恵美 いわさ　えみ 女 日本共産党 第18回(平10) 比例代表

岩崎　　純三 いわさき　じゅんぞう 男 自由民主党・保守党 第11回(昭52)、第13回(昭58)、第15回(平元)、第17回(平7) 栃木県

岩崎　正三郎 いわさき　しょうざぶろう 男 日本社会党（第二控室）〔右〕 第1回(昭22) 栃木県

岩崎　　昭弥 いわさき　しょうや 男 日本社会党・護憲民主連合 第15回(平元)補欠(平5.7.18) 岐阜県

岩沢　　忠恭 いわさわ　ただやす 男 自由民主党 第2回(昭25)、第4回(昭31)、第6回(昭37)、逝去(昭40.12.8) 広島県

岩瀬　　良三 いわせ　りょうぞう 男 自由民主党・保守党 第17回(平7)、辞職(平13.3.7) 千葉県

岩永　　浩美 いわなが　ひろみ　 男 自由民主党 第16回（平7）補欠（平7.11.19）、第18回（平10）、第20回（平16） 佐賀県

岩間　　正男 いわま　まさお 男 日本共産党
第1回(昭22)、第4回(昭31)、第6回(昭37)、第8回(昭43)、第10回
(昭49)[3年任期]

全国

岩本　　月洲 いわもと　げっしゅう 男 自由党 第1回(昭22)[3年任期] 広島県

岩本　　荘太 いわもと　そうた 男 無所属の会 第18回(平10) 石川県

岩本　　　司 いわもと　つかさ 男 民主党・新緑風会 第19回（平13）、第21回（平19） 福岡県

岩本　　久人 いわもと　ひさと 男 日本社会党・護憲民主連合 第15回(平元) 島根県

岩本　　政一 いわもと　まさいち 男 自由民主党 第9回(昭46) 北海道

岩本　　政光 いわもと　まさみつ 男 自由民主党・自由国民会議 第12回(昭55)、第14回(昭61) 北海道

岩男　　仁藏 いわを　じんぞう 男 改進党 第1回(昭22) 大分県

植垣　弥一郎 うえがき　やいちろう 男 自由民主党 第5回(昭34) 全国

植木　　光教 うえき　みつのり 男 自由民主党
第5回(昭34)補欠(昭38.12.10)、第7回(昭40)、第9回(昭46)、第11
回(昭52)、第13回(昭58)

京都府
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上杉　　光弘 うえすぎ　みつひろ 男 自由民主党 第14回(昭61)、第16回(平4)、第18回(平10) 宮崎県

上田　耕一郎 うえだ　こういちろう 男 日本共産党 第10回(昭49)、第12回(昭55)、第14回(昭61)、第16回(平4) 東京都

上田　　　哲 うえだ　てつ 男 日本社会党 第8回(昭43)、第10回(昭49)、退職[公選90](昭54.9.17) 東京都

上田　　　稔 うえだ　みのる 男 自由民主党・自由国民会議
第8回(昭43)、第10回(昭49)[3年任期]、第10回(昭49)補欠(昭
53.4.23)、第12回(昭55)

京都府

植竹　　春彦 うえたけ　はるひこ 男 自由民主党
第1回(昭22)[3年任期]、第2回(昭25)、第4回(昭31)、第6回(昭
37)、第8回(昭43)

栃木県

上野喜左衞門 うえの　きざえもん 男 緑風会 第1回(昭22)[3年任期]、辞職(昭22.7.4) 鹿児島県

上野　　公成 うえの　こうせい 男 自由民主党 第16回(平4)、第18回(平10) 群馬県

上野　　ひろし うえの　ひろし 上野　　宏史 男 みんなの党 第22回、退職［公選90］（平24.12.4） 比例代表

上野　　雄文 うえの　ゆうぶん 男 日本社会党・護憲民主連合 第11回(昭52)補欠(昭58.2.13)、第13回(昭58)、第15回(平元) 栃木県

上原　　正吉 うえはら　しょうきち 男 自由民主党
第2回(昭25)、第4回(昭31)、第6回(昭37)、第8回(昭43)、第10回
(昭49)

埼玉県

植松　　恵美子 うえまつ　えみこ 女 民主党・新緑風会 第21回（平19） 香川県

魚住　　汎英 うおずみ　ひろひで 男 自由民主党 第17回（平7）補欠（平12.4.16）、第19回（平13） 熊本県

魚住　裕一郎 うおずみ　ゆういちろう 男 公明 第17回（平7）、第19回（平13）、第21回（平19）、第23回（平25） 比例代表

宇垣　　一成 うがき　かずしげ 男 緑風会 第3回(昭28)、逝去(昭31.4.30) 全国

浮島　とも子 うきしま　ともこ 井之上　智子 女 公明党 第20回（平16） 比例代表

牛嶋　　　正 うしじま　ただし 男 公明 第16回(平4) 比例代表

牛田　　　寛 うしだ　ひろし 男 公明党 第5回(昭34)、逝去(昭40.1.10) 全国

臼井　　莊一 うすい　そういち 男 自由民主党・自由国民会議 第11回(昭52)補欠(昭56.3.8) 千葉県

内田　　善利 うちだ　ぜんり 男 公明党 第8回(昭43)、第10回(昭49) 全国

内田　　芳郎 うちだ　よしろう 男 自由民主党 第7回(昭40) 全国

内村　　清次 うちむら　せいじ 男 日本社会党 第1回(昭22)[3年任期]、第2回(昭25)、第4回(昭31) 全国
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宇都宮　徳馬 うつのみや　とくま 男 各派に属しない議員 第12回(昭55)、第14回(昭61) 比例代表

宇都宮　　登 うつのみや　のぼる 男 緑風会 第1回(昭22)[3年任期] 島根県

宇都　　隆史 うと　たかし 男 自由民主党・国民の声 第22回（平22）、第24回（平28） 比例代表

有働　　正治 うどう　まさはる 男 日本共産党 第16回(平4) 比例代表

海野　　義孝 うみの　よしたか 男 公明党 第17回(平7) 比例代表

梅津　　錦一 うめず　きんいち 男 日本社会党（第四控室）〔左〕 第1回(昭22) 群馬県

梅原　　眞隆 うめはら　しんりゅう 男 緑風会 第1回(昭22) 全国

浦田　　　勝 うらた　まさる 男 自由民主党 第13回(昭58)、第16回(平4) 熊本県

占部　　秀男 うらべ　ひでお 男 日本社会党 第4回(昭31)、第6回(昭37)、第8回(昭43) 東京都

瓜生　　　清 うりう　きよし 男 民社党 第7回(昭40)、逝去(昭45.11.9) 全国

海野　　三朗 うんの　さぶろう 男 日本社会党 第3回(昭28) 山形県

海野　　　徹 うんの　とおる 男 民主党・新緑風会 第18回(平10) 静岡県

江口　　克彦 えぐち　かつひこ 男 おおさか維新の会 第22回（平22） 比例代表

江熊　　哲翁 えくま　てつお 男 緑風会 第1回(昭22)[3年任期] 全国

江崎　　　孝 えさき　たかし 男 立憲民主・社民 第22回（平22）、第24回（平28） 比例代表

江島　　　淳 えじま　あつし 男 自由民主党 第12回(昭55)、第14回(昭61)、逝去(昭62.5.25) 山口県

江田　　五月 えだ　さつき 男 民進党・新緑風会 第11回（昭52）、第18回（平10）、第20回（平16）、第22回（平22） 岡山県 議長（第27代）

江田　　三郎 えだ　さぶろう 男 日本社会党 第2回(昭25)、第4回(昭31) 岡山県

江藤　　　智 えとう　あきら 男 自由民主党・自由国民会議
第4回(昭31)、第6回(昭37)、第8回(昭43)、第10回(昭49)、第12回
(昭55)、逝去(昭57.6.26)

全国

衛藤　征士郎 えとう　せいしろう 男 自由民主党・自由国民会議 第11回(昭52) 大分県

海老原　義彦 えびはら　よしひこ 男 自由民主党・保守党 第17回(平7) 比例代表
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江本　　孟紀 えもと　たけのり 男 各派に属しない議員 第16回(平4)、第18回(平10)、退職[公選90](平16.1.15) 比例代表

遠藤　　　要 えんどう　かなめ 男 自由民主党 第10回(昭49)、第12回(昭55)、第14回(昭61)、第16回(平4) 宮城県

遠藤　　政夫 えんどう　まさお 男 自由民主党・自由国民会議 第11回(昭52)、第13回(昭58) 福岡県

遠藤　　柳作 えんどう　りゅうさく 男 自由民主党 第2回(昭25)補欠(昭30.6.5) 埼玉県

及川　　一夫 おいかわ　かずお 男 社会民主党・護憲連合 第14回(昭61)、第16回(平4) 比例代表

及川　　順郎 おいかわ　じゅんろう 男 公明 第14回(昭61)、第16回(平4) 比例代表

大石　　尚子 おおいし　ひさこ 女 民主党・新緑風会 第21回（平19）繰上（平19.12.28） 比例代表

大石　　武一 おおいし　ぶいち 男 新自由クラブ民主連合 第11回(昭52) 宮城県

大石　　正光 おおいし　まさみつ 男 民主党・新緑風会 第20回（平16） 比例代表

大泉　　寛三 おおいずみ　かんぞう 男 自由民主党 第4回(昭31)補欠(昭35.11.20) 埼玉県

大江　　康広 おおえ　やすひろ 男 自由民主党・無所属の会 第19回（平13）、第21回（平19）、辞職（平25.5.22） 比例代表

大川　　清幸 おおかわ　せいこう 男 公明党・国民会議 第12回(昭55) 全国

大川　　光三 おおかわ　みつぞう 男 自由民主党
第3回(昭28)補欠(昭32.4.23)、退職[公選90](昭34.4.5)、第4回(昭
31)補欠(昭34.4.30)

大阪府

大河原　一次 おおかわら　いちじ 男 日本社会党 第4回(昭31)、第6回(昭37) 福島県

大河原太一郎 おおかわら　たいちろう 男 自由民主党 第12回(昭55)、第14回(昭61)、第16回(平4) 比例代表

大河原　雅子 おおかわら　まさこ 女 民主党・新緑風会 第21回（平19） 東京都

大木　　正吾 おおき　しょうご 男 日本社会党・護憲共同 第11回(昭52)、第13回(昭58) 比例代表

扇　　　千景 おおぎ　ちかげ 林　寛子 女 各会派に属しない議員
第11回(昭52)、第13回(昭58)、第15回（平元）繰上（平5.7.16）、第
17回（平7）、第19回（平13）

比例代表 議長（第26代）

大木　　　浩 おおき　ひろし 男 自由民主党 第12回(昭55)、第14回(昭61)、第16回(平4) 愛知県

大久保　　勉 おおくぼ　つとむ 男 民進党・新緑風会 第20回（平16）、第22回（平22） 福岡県

大久保　直彦 おおくぼ　なおひこ 男 公明 第16回(平4) 比例代表

12 / 17 ページ



歴代参議院議員一覧

議員氏名 読み方
議員氏名
（本名）

性
別 会派（最終） 選挙回次等

選挙区
（最終）

備考

大久保　潔重 おおくぼ　ゆきしげ 男 民主党・新緑風会 第21回（平19） 長崎県

大隈　　信幸 おおくま　のぶゆき 男 民主クラブ 第1回(昭22)、辞職(昭28.4.14) 全国

大倉　　精一 おおくら　せいいち 男 各派に属しない議員
第3回(昭28)、退職[選挙無効](昭29.9.24)、第3回(昭28)再選挙
(昭29.10.17)、第5回(昭34)、第7回(昭40)

全国

大沢　　辰美 おおさわ　たつみ 女 日本共産党 第18回(平10) 兵庫県

大沢　　雄一 おおさわ　ゆういち 男 自由民主党 第4回(昭31)、辞職(昭35.10.22) 埼玉県

大島　九州男 おおしま　くすお 男 国民民主党・新緑風会 第21回（平19）、第23回（平25） 比例代表

大島　　定吉 おおしま　さだきち 男 自由党 第1回(昭22) 栃木県

大島　　友治 おおしま　ともじ 男 自由民主党 第10回(昭49)、第12回(昭55)、第14回(昭61) 栃木県

大島　　慶久 おおしま　よしひさ 男 自由民主党 第14回(昭61)補欠(平2.11.4)、第16回(平4)、第18回(平10) 比例代表

大城　　眞順 おおしろ　しんじゅん 男 自由民主党 第12回(昭55)補欠(昭57.11.14)、第14回(昭61) 沖縄県

大田　　昌秀 おおた　まさひで 男 社会民主党・護憲連合 第19回（平13） 比例代表

太田　　淳夫 おおた　あつお 男 公明党・国民会議 第10回(昭49)、第12回(昭55)、第14回(昭61) 比例代表

太田　　豊秋 おおた　とよあき 男 自由民主党 第15回（平元）補欠（平5.7.18）、第17回（平7）、第19回（平13） 福島県

太田　　敏兄 おおた　びんけい 男 各派に属しない議員 第1回(昭22)[3年任期] 岡山県

太田　　正孝 おおた　まさたか 男 自由民主党 第5回(昭34) 静岡県

大鷹　　淑子 おおたか　よしこ 女 自由民主党・自由国民会議 第10回(昭49)、第12回(昭55)、第14回(昭61) 比例代表

大竹　平八郎 おおたけ　へいはちろう 男 自由民主党 第4回(昭31)、第6回(昭37)、第8回(昭43) 全国

大達　　茂雄 おおだち　しげお 男 自由党 第3回(昭28)、逝去(昭30.9.25) 島根県

大谷　　瑩潤 おおたに　えいじゅん 男 参議院同志会 第2回(昭25)、第4回(昭31) 全国

大谷　藤之助 おおたに　とうのすけ 男 自由民主党・自由国民会議 第4回(昭31)、第6回(昭37)、第8回(昭43)、第10回(昭49) 全国

大谷　　贇雄 おおたに　よしお 男 自由民主党
第3回(昭28)、退職[選挙無効](昭29.9.24)、第3回(昭28)再選挙
(昭29.10.17)、第5回(昭34)、第7回(昭40)、逝去(昭45.12.23)

全国
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大塚　清次郎 おおつか　せいじろう 男 自由民主党・自由国民会議 第14回(昭61)、第16回(平4)、逝去(平7.10.3) 佐賀県

大塚　　　喬 おおつか　たかし 男 日本社会党 第10回(昭49) 栃木県

大坪　健一郎 おおつぼ　けんいちろう 男 自由民主党・自由国民会議 第11回(昭52)補欠(昭57.1.10)、第13回(昭58)、辞職(昭61.6.19) 佐賀県

大西　十寸男 おおにし　としお 男 無所属懇談会 第1回(昭22)[3年任期]、逝去(昭22.7.29) 全国

大仁田　　厚 おおにた　あつし 男 自由民主党 第19回（平13） 比例代表

大沼　みずほ おおぬま　みずほ 亀　　　瑞穂 女 自由民主党・国民の声 第23回（平25） 山形県

大野　　　明 おおの　あきら 男 自由民主党・自由国民会議 第17回(平7)、逝去(平8.2.5) 岐阜県

大野　　幸一 おおの　こういち 男 日本社会党（第二控室）〔右〕 第1回(昭22) 全国

大野　　つや子 おおの　つやこ 女 自由民主党 第17回（平7）補欠（平8.3.24）、第19回（平13） 岐阜県

大野　　元裕 おおの　もとひろ 男 国民民主党・新緑風会 第22回（22）、辞職(令元.8.5) 埼玉県

大野木秀次郎 おおのぎ　ひでじろう 男 自由民主党
第1回(昭22)[3年任期]、第2回(昭25)、第4回(昭31)、第6回(昭
37)、逝去(昭41.3.4)

京都府

大橋　　巨泉 おおはし　きょせん 大橋　　克巳 男 民主党・新緑風会 第19回(平13)、辞職(平14.1.31) 比例代表

大橋　　和孝 おおはし　かずたか 男 日本社会党 第7回(昭40)、第9回(昭46)、退職[公選90](昭49.3.13) 京都府

大畠　農夫雄 おおはた　のぶお 男 日本社会党 第1回(昭22)[3年任期] 茨城県

大浜　　方栄 おおはま　ほうえい 男 自由民主党 第13回(昭58)、第15回(平元) 比例代表

大渕　　絹子 おおふち　きぬこ 女 民主党・新緑風会 第14回(昭61)補欠(平元.6.25)、第16回(平4)、第18回(平10) 新潟県

合馬　　　敬 おおま　けい 男 自由民主党・自由国民会議 第15回(平元) 福岡県

大森　　　昭 おおもり　あきら 男 日本社会党・護憲連合 第11回(昭52)、第13回(昭58)、第15回(平元) 比例代表

大森　　創造 おおもり　そうぞう 男 日本社会党 第5回(昭34)、第7回(昭40) 茨城県

大森　　久司 おおもり　ひさじ 男 自由民主党 第7回(昭40)、第9回(昭46)、逝去(昭51.8.13) 奈良県

大森　　礼子 おおもり　れいこ 女 公明党 第17回(平7) 比例代表
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大屋　　晋三 おおや　しんぞう 男 自由民主党 第1回(昭22)[3年任期]、第2回(昭25) 大阪府

大矢　　　正 おおや　ただし 男 日本社会党 第4回(昭31)、第6回(昭37)、第8回(昭43) 北海道

大矢　半次郎 おおや　はんじろう 男 自由党 第2回(昭25) 全国

大山　　郁夫 おおやま　いくお 男 無所属クラブ 第2回(昭25)、逝去(昭30.11.30) 京都府

大山　　　安 おおやま　やすし 男 緑風会 第1回(昭22)[3年任期] 全国

大脇　　雅子 おおわき　まさこ 女 民主党・新緑風会 第16回(平4)、第18回(平10) 比例代表

岡　　　三郎 おか　さぶろう 男 日本社会党 第3回(昭28)、第5回(昭34)、第7回(昭40) 神奈川県

岡　　　利定 おか　としさだ 男 自由民主党・保守党 第16回(平4)、第18回(平10)、逝去(平12.10.2) 比例代表

小笠　　公韶 おがさ　こうしょう 男 自由民主党 第9回(昭46) 徳島県

岡崎　　真一 おかざき　しんいち 男 自由民主党 第1回(昭22)補欠(昭25.1.12)、第3回(昭28)、第5回(昭34) 兵庫県

岡崎　　トミ子 おかざき　とみこ 女 民主党・新緑風会 第17回（平9）補欠（平9.11.16）、第19回（平13）、第21回（平19） 宮城県

小笠原　貞子 おがさわら　さだこ 女 日本共産党 第8回(昭43)、第10回(昭49)、第12回(昭55)、第14回(昭61) 北海道

小笠原二三男 おがさわら　ふみお 男 日本社会党 第2回(昭25)、第4回(昭31) 全国

岡田　喜久治 おかだ　きくじ 男 自由党 第1回(昭22)[3年任期]補欠(昭22.8.15) 栃木県

岡田　　信次 おかだ　しんじ 男 自由民主党 第2回(昭25) 全国

岡田　　宗司 おかだ　そうじ 男 各派に属しない議員 第1回(昭22)、第3回(昭28)、第6回(昭37) 東京都

岡田　　　広 おかだ　ひろし 男 自由民主党・自由国民会議 第10回(昭49)、第12回(昭55)、第14回(昭61) 比例代表

岡田　　　広 おかだ　ひろし 男 自由民主党・国民の声
第18回（平10）補、第20回（平16）、第22回（平22）、第24回（平
28）

茨城県

緒方　　靖夫 おがた　やすお 男 日本共産党 第17回（平7）、第19回（平13） 東京都

尾形六郎兵衞 おがた　ろくろべえ 男 自由党 第1回(昭22)[3年任期] 山形県

岡野　　　裕 おかの　ゆたか 男 自由民主党・保守党 第13回(昭58)、第15回(平元)、第17回(平7) 比例代表
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岡部　　三郎 おかべ　さぶろう 男 自由民主党 第12回(昭55)、第14回(昭61)、第16回(平4) 比例代表

岡部　　　常 おかべ　つね 男 緑風会 第1回(昭22) 全国

岡村　文四郎 おかむら　ぶんしろう 男 自由民主党 第1回(昭22)、第5回(昭34)、第7回(昭40)、逝去(昭43.10.20) 全国

岡本　　愛祐 おかもと　あいすけ 男 緑風会 第1回(昭22) 全国

岡本　　　悟 おかもと　さとる 男 自由民主党 第7回(昭40)、第9回(昭46) 全国

岡元　　義人 おかもと　よしと 男 緑風会 第1回(昭22)[3年任期]補欠(昭22.8.15) 鹿児島県

小川　　克巳 おがわ　かつみ 男 自由民主党・国民の声 第24回（平28） 比例代表

小川　　勝也 おがわ　かつや 男 立憲民主党・民友会・希望の会 第17回（平7）、第19回（平13）、第21回（平19）、第23回（平25） 北海道

小川　　仁一 おがわ　じんいち 男 社会民主党・護憲民主連合 第13回(昭58)補欠(昭62.3.8)、第15回(平元) 岩手県

小川　　敏夫 おがわ　としお 男 各派に属しない議員 第18回（平10）、第20回（平16）、第22回（平22）、第24回（平28） 東京都 副議長(第32代)

小川　　友三 おがわ　ともぞう 男 各派に属しない議員 第1回(昭22)[3年任期]、除名(昭25.4.7) 全国

小川　　半次 おがわ　はんじ 男 自由民主党 第9回(昭46)補欠(昭49.4.21) 京都府

小川　　久義 おがわ　ひさよし 男 自由党 第1回(昭22)[3年任期]、第2回(昭25)[3年任期] 全国

沖　　　外夫 おき　そとお 男 自由民主党・自由国民会議 第12回(昭55)補欠(昭57.12.26)、逝去(昭61.6.28) 富山県

荻原　　健司 おぎわら　けんじ 男 自由民主党 第20回（平16） 比例代表

奧　　主一郎 おく　しゅいちろう 男 国民民主党 第1回(昭22)[3年任期] 京都府

奥　　むめお おく　むめお 女 緑風会 第1回(昭22)、第3回(昭28)、第5回(昭34) 全国

小串　　清一 おぐし　せいいち 男 自由党 第1回(昭22) 神奈川県

小熊　　慎司 おぐま　しんじ 男 みんなの党 第22回（平22）、退職［公選90］（平24.12.4） 比例代表

奥村　　悦造 おくむら　えつぞう 男 自由民主党 第7回(昭40) 滋賀県

奥村　　展三 おくむら　てんぞう 男 参議院クラブ 第17回(平7)、辞職(平12.6.2) 滋賀県
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尾崎　　行輝 おざき　ゆきてる 男 緑風会 第1回(昭22) 全国

長田　　裕二 おさだ　ゆうじ 男 各派に属しない議員 第8回(昭43)、第10回(昭49)、第12回(昭55)、第14回(昭61) 比例代表 議長(第19代)

小沢　久太郎 おざわ　きゅうたろう 男 自由民主党 第3回(昭28)、第5回(昭34)、第7回(昭40)、逝去(昭42.9.18) 千葉県

小澤　　太郎 おざわ　たろう 男 自由民主党・自由国民会議 第11回(昭52) 山口県

尾立　　源幸 おだち　もとゆき 男 民進党・新緑風会 第20回（平16）、第22回（平22） 大阪府

尾辻　　かな子 おつじ　かなこ 女 民主党・新緑風会 第21回（平19）繰上（平25.5.23） 比例代表

鬼木　　勝利 おにき　かつとし 男 公明党 第6回(昭37) 全国

鬼丸　　勝之 おにまる　かつゆき 男 自由民主党 第6回(昭37)補欠(昭42.4.30)、第8回(昭43) 福岡県

鬼丸　　義齊 おにまる　ぎさい 男 改進党 第1回(昭22) 全国

小野　　清子 おの　きよこ 女 自由民主党 第14回（昭61）、第16回（平4）、第19回（平13） 比例代表

小野　　　明 おの　あきら 男 各派に属しない議員
第7回(昭40)、第9回(昭46)、第11回(昭52)、第13回(昭58)、第15
回(平元)、逝去(平2.4.19)

福岡県 副議長(第19代)

小野　　　哲 おの　あきら 男 緑風会 第1回(昭22) 千葉県

小野　　光洋 おの　こうよう 男 自由党 第1回(昭22)[3年任期] 全国

小野　　次郎 おの　じろう 男 民進党・新緑風会 第22回（平22） 比例代表

小野　　義夫 おの　よしお 男 自由民主党 第2回(昭25)、第4回(昭31)、逝去(昭31.10.13) 全国

小幡　　治和 おばた　はるかず 男 自由民主党 第2回(昭25)補欠(昭30.3.10)、第4回(昭31) 福井県

大隅　　憲二 おおすみ　けんじ 男 自由党 第1回(昭22)[3年任期] 神奈川県

尾山　　三郎 おやま　さぶろう 男 自由党 第2回(昭25)、逝去(昭26.10.3) 富山県
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