
Report of Arab Refugee Survey in Sweden (2016) (CMEPS-J Report No. 35 1 
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2016 年12 月27 日に http://syriaarabspring.info/alsham/lebanon_caibnet_2016_12.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. 第 2 次サアド・ハリーリー内閣（第 92 第内閣、2016 年 12 月 18 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 
サアド・ハリーリー（Sa'd al-
Hariri） 

スンナ派 ムスタクバル潮流 3 月14 日勢力 

副首相兼公共保

健 
ガッサーン・ハースバーニー

（Ghassan Hasbani） 
ギリシャ正教 レバノン軍団 3 月14 日勢力 

エネルギー水利

大臣 
スィーザール・アビー・ハリール

（Sizar Abi Khalil） 
マロン派 変化改革ブロック 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 
ターリク・ハティーブ（Tariq al-
Khatib） 

スンナ派 変化改革ブロック 3 月8 日勢力 

観光大臣 
オワディス・ケデニアン（Ouadis 
Kedenian） 

アルメニア正教 変化改革ブロック 3 月8 日勢力 

教育・高等教育

大臣 
マルワーン・ハマーダ（Marwan 
Hamada） 

ドゥルーズ派 進歩社会主義党 中道派 

経済通商大臣 ラーイド・フーリー（Ra'id Khuri） ギリシャ正教 変化改革ブロック 3 月8 日勢力 
公共事業運輸大

臣 
ユースフ・フニヤーヌース

（Yusuf Funiyanus） 
マロン派 マラダ潮流 3 月8 日勢力 

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 

国防大臣 
ヤアクーブ・サッラーフ（Ya'qub 
al-Sarraf） 

ギリシャ正教 変化改革ブロック 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 
ピエール・ブー・アースィー

（Biyar Abi 'Asi） 
マロン派 レバノン軍団 3 月14 日勢力 

情報大臣 
ムルヒム・リヤーシー（Mulhim 
Riyashi） 

ギリシャ・カトリ

ック 
レバノン軍団 3 月14 日勢力 

青年スポーツ大

臣 
ムハンマド・フナイシュ

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

通信大臣 
ジャマール・ジャッラーフ（Jamal 
al-Jarrah） 

スンナ派 ムスタクバル潮流 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 

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 
ガーズィー・ズアイティル（Ghazi 
Zu'aytir） 

シーア派 アマル運動 3 月8 日勢力 

難民大臣 
タラール・アルスラーン（Talal 
Arslan） 

ドゥルーズ派 レバノン民主党 3 月8 日勢力 

文化大臣 
ガッタース・フーリー（Ghattas 
Khuri） 

マロン派 ムスタクバル潮流 3 月14 日勢力 

法務大臣 
サリーム・ジュライサーティー

（Salim Juraysati） 
ギリシャ・カトリ

ック 
変化改革ブロック 3 月8 日勢力 

労働大臣 
ムハンマド・カッバーラ

（Muhammad Kabbara） 
スンナ派 ムスタクバル潮流 3 月14 日勢力 

汚職撲滅問題担

当国務大臣 
ニコラー・トゥワイニー（Niqula 
Tuwayni） 

ギリシャ正教 変化改革ブロック 3 月8 日勢力 

行政改革担当国

務大臣 
イナーヤ・イッズッディーン

（'Inaya Izz al-Din） 
シーア派 アマル運動 3 月8 日勢力 

計画問題担当国

務大臣 
ミシェル・フィルアイン（Mishal 
Fir'awn） 

ギリシャ・カトリ

ック 
ムスタクバル潮流 3 月14 日勢力 

国民議会担当国

務大臣 
アリー・カーンスーフ（'Ali 
Qansuh） 

シーア派 シリア民族社会党 3 月8 日勢力 

女性問題担当国

務大臣 
ジャーン・オガスピアン（Jan 
Oghaspian） 

アルメニア正教 ムスタクバル潮流 3 月14 日勢力 

人権問題担当国

務大臣 
アイマン・シュカイル（Ayman 
Shuqayr） 

ドゥルーズ派 進歩社会主義党 中道派 

大統領府問題担

当国務大臣 
ピエール・ラッフール（Biyar 
Rafful） 

マロン派 変化改革ブロック 3 月8 日勢力 

避難民問題担当

国務大臣 
ムイーン・マルアビー（Mu'in al-
Mar'abi） 

スンナ派 ムスタクバル潮流 3 月14 日勢力 

（注）2016 年 11 月 3 日、ミシェル・アウン大統領（2016 年 10 月 31 日就任）は、サアド・ハリーリー国民議会議員に組閣

を明示、2016 年 12 月 18 日法令第 2 号により同議会議員が首相に就任、また 2016 年 12 月 18 日法令第 3 号により第

2 次サアド・ハリーリー内閣が発足。 

（出所）Aljazeera, December 18, 2016, December 28, 2016、Naharnet, October 31, 2016、November 3, 2016、Yalibnan.com, 

December 18, 2016、http://www.pcm.gov.lb/などをもとに筆者作成。 

 


