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タンマーム・サラーム内閣（2014 年 2 月～2016 年 12 月） 

CMEPS-J Report No. 34 

2015 年8 月21 日に http://syriaarabspring.info/alsham/lebanon_caibnet_2014_02.html にて公開。 

2018 年7 月10 日に CMEPS-J Report として再刊。 
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I. タンマーム・サラーム内閣（第 91 第内閣、2014 年 2 月 15 日大統領承認） 

 

閣僚ポスト 氏名 宗派 
所属政党・組織（会

派） 
陣営 

首相 
タンマーム・サラーム（Tammam 
Salam） 

スンナ派 無所属 中道派 

副首相兼国防大

臣 
サミール・ムクビル（Samir 
Muqbil） 

ギリシャ正教 
無所属（ミシェル・ス

ライマーン大統領指

名） 
中道派 

エネルギー水利

大臣 
アルティユール・ナザリヤーン

（Artiyur Nazariyan） 
アルメニア正教

無所属（ターシュナ

ーク党寄り） 
3 月8 日勢力 

外務在外居住者

大臣 
ジュブラーン・バースィール

（Jubran Basil） 
マロン派 自由国民潮流 3 月8 日勢力 

環境大臣 
ムハンマド・マシュヌーク

（Muhammad al-Mashnuq） 
スンナ派 

無所属（タンマーム・

サラーム首相指名） 
中道派 

観光大臣 
ミシェル・フィルアウン（Mishal 
Fir’awn） 

ギリシャ・カトリ

ック 
無所属（タンマーム・

サラーム首相指名） 
3 月14 日勢力 

教育・高等教育

大臣 
イリヤース・ブー・サアブ（Iliyas 
Bu Sa’b） 

ギリシャ正教 自由国民潮流 3 月8 日勢力 

経済通商大臣 
アーラーン・ハキーム（Alan 
Hakim） 

ギリシャ・カトリ

ック 
レバノン・カターイブ

党 
3 月14 日勢力 

公共事業運輸大

臣 
ガーズィー・ズアイティル（Gazi 
Zu’aytir） 

シーア派 アマル運動 3 月8 日勢力 

公共保健大臣 
ワーイル・アブー・ファーウール

（Wa’il Abu Fa’ur） 
ドゥルーズ派 進歩社会主義党 中道派 

工業大臣 
フサイン・ハーッジ・ハサン

（Husan Hajj Hasan） 
シーア派 ヒズブッラー 3 月8 日勢力 

財務大臣 
アリー・ハサン・ハリール（’Ali 
Hasan Khalil） 

シーア派 アマル運動 3 月8 日勢力 

社会問題大臣 
ラシード・ディルバース（Rashid 
Dirbas） 

スンナ派 
無所属（タンマーム・

サラーム首相指名） 
無所属 

情報大臣 
ラムズィー・ジュライジュ（Ramzi 
Jurayj） 

ギリシャ正教 
レバノン・カターイブ

党 
3 月14 日勢力 
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閣僚ポスト 氏名 宗派 
所属政党・組織（会

派） 
陣営 

青年スポーツ大

臣 
アブドゥルムトリブ・ヒンナーウィ

ー（’Abd al-Mutlib al-Hinnawi） 
シーア派 

無所属（ミシェル・ス

ライマーン大統領指

名） 
中道派 

通信大臣 ブトルス・ハルブ（Butrus Harb） マロン派 無所属 3 月14 日勢力 
内務地方行政大

臣  
ヌハード・マシュヌーク（Nuhad 
al-Mashnuq） 

スンナ派 ムスタクバル潮流 3 月14 日勢力 

農業大臣 
アクラム・シュハイイブ（Akram 
Shuhayyib） 

ドゥルーズ派 進歩社会主義党 中道派 

避難民問題大臣 
イリヤース・シャブティーニー

（Iliyas Shabtini） 
マロン派 

無所属（ミシェル・ス

ライマーン大統領指

名） 
中道派 

文化大臣 
ルーニー・ウライジー（Runi 
‘Uraiji） 

マロン派 マラダ潮流 3 月8 日勢力 

法務大臣 
アシュラフ・リーフィー（Ashraf 
Rifi） 

スンナ派 
無所属（ムスタクバル

潮流寄り） 
3 月14 日勢力 

労働大臣 
サジュアーン・カッズィー（Saj’
an Qazzi） 

マロン派 
レバノン・カターイブ

党 
3 月14 日勢力 

行政改革担当国

務大臣 
ナビール・ドゥ・フライジュ（Nabil 
Du Frayj） 

福音教会 ムスタクバル潮流 3 月14 日勢力 

国民議会担当国

務大臣 
ムハンマド・フナイシュ

（Muhammad Hunaysh） 
シーア派 ヒズブッラー 3 月8 日勢力 

（注）2014 年 2 月 15 日法令第 11216 号によりタンマーム・サラーム国民議会議員が正式に首班指名を受け、同日法令

11217 号により内閣が発足、同年 3 月 19 日に国民議会で承認（本会議には 101 人が出席し、レバノン軍団の議員を除

く 96 人が承認）。 

（出所）al-Akhbar, February 14, 2014, February 15, 2014、Aljazeera.net, February 15, 2014、al-Diyar, February 14, 2014, 

February 15, 2014、al-Jumhuriya, February 14, 2014, February 15, 2014、al-Nahar, February 14, 2014, February 15, 2014、

Naharnet, March 20, 2014 、 NNA, February 15, 2014 、 al-Safir, February 14, 2014, February 15, 2014 、 NNA 、

http://www.pcm.gov.lb/などをもとに筆者作成。 


