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2015 年8 月20 日に http://syriaarabspring.info/alsham/lebanon_parliament_2009_3.html に転載。 

2018 年7 月10 日に CMEPS-J Report として再刊。 
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I. ベイルート県第 1 区 

 

 アシュラフィーヤ地区、ルマイル地区、サイフィー地区 

 定数 5 議席（マロン派 1 議席、ギリシャ正教 1 議席、ギリシャ・カトリック 1 議席、アルメニア正教 1 議席、アル

メニア・カトリック 1 議席） 

 立候補者数 23 人 

 有権者数 92,764 人 

 投票者数 37,284 人 

 投票率 40％ 

 有効票数 36,900 票 

 無効票数 201 票 

 白票数 183 票 

 

宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 

マロン

派 

ナディーム・バシール・

ジュマイイル（Nadim 
Bashir al-Jumayyil） 

レバノン・カターイブ党（Hizb 
al-Kata'ib al-Lubnaniya）、3
月14 日勢力（Quwa al-14 
Adhar。バシール・ジュマイイ

ル（Bashir al-Jumayyil）元大

統領（1982 年8～10 月）の

娘。 

3 月14 日リスト

（La'iha al-14 
Adhar） 

19,340 

レバノン・カター

イブ党ブロック

（Kutla Hizb al-
Kata'ib al-
Lubnani） 

マスウード・ジョゼフ・ア

シュカル（Mas'ud Juzif al-
Ashqar） 

シリア民族社会党（al-Hizb 
al-Suri al-Qawmi al-Ijtima'i）、

変化改革リスト

（La'iha al-
17,209  
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宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 
3 月8 日勢力（Quwa al-8 
Adhar）。 

Taghyir wa al-
Islah） 

エミール・イスカンダル・

ハーイク（Imil Iskandar 
al-Hayik） 

2009 年6 月4 日、立候補辞

退。 
 4  

ライムーン・ジョルジュ・

ジュバイリー（Raymun 
Jurj al-Jubayli） 

2009 年6 月7 日までに立候

補辞退。 
 2  

ロベール・マールセー

ル・ブルニス（Rubir 
Marsil Burnis） 

2009 年6 月7 日までに立候

補辞退。 
 ――  

ギリシ

ャ正

教 

ナーイラ・ジュブラーン・

トゥワイニー（Na'ila 
Jubran Tuwaini） 

無所属、3 月14 日勢力。ジ

ュブラーン・トゥワイニー（国

民議会議員［2005 年6 月～

12 月、クルナト・シャフワー

ン会合［Liqa' Qurna 
Shahwan］］）の娘で『ナハー

ル』（al-Nahar）副編集長。 

3 月14 日リスト 19,985 無所属 

イサーム・ニコラー・アブ

ー・ジャムラー（'Isam 
Niqula Abu Jamra） 

自由国民潮流（al-Tayyar al-
Watani al-Hurr）、3 月8 日勢

力。副首相（2008 年8 月

～）。 

変化改革リスト 16,421  

ジョルフ・フリーストゥー・

フリーストゥー・フーリー

ドゥス（Jurj Khuristu 
Khuristu Furidus） 

  177  

ナスルッラー・ファドル

ー・ブー・ファーディル

（Nasr Allah Fadlu Bu 
Fadil） 

  3  

ジャッブール・イリヤー

ス・ジャッブール（Jabbur 
Iliyas Jabbur） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――  

ギリシ

ャ・カ

トリッ

ク 

ミシェル・ピエール・フィ

ルアウン（Mishal Biyir 
Fir'awn） 

無所属*、3 月14 日勢力。

国民議会議員（1996 年10
月～、ベイルート決定ブロッ

ク［Kutla Qarar Bayrut］／ム

スタクバル・ブロック［Kutla 
al-Mustaqbal］）、環境大臣

（1995 年6 月～1999 年11
月）、国家大臣（2000 年10
月～2003 年4 月）、国民議

会担当国家大臣（2005 年7
月～2008 年8 月）。 

3 月14 日リスト 19,742 無所属 

ニコラー・モーリース・サ

フナーウィー（Niqula 
Muris Sahnawi） 

自由国民潮流（経済委員会

担当官）、3 月8 日勢力。 
変化改革リスト 16,730   

ジャーッド・イサーム・サ

ワーヤー（Jadd 'Isam 
Sawaya） 

  3   
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宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 

アルメ

ニア

正教 

ジャーン・ラトフィーク・オ

ガーサービヤーン（Jan 
Latfik Ughasabiyan） 

ラームガヴァーン党（Hizb al-
Ramghafan）、3 月14 日勢

力。国民議会議員（2000 年

10 月～、ベイルート決定ブ

ロック／ムスタクバル・ブロッ

ク）、行政改革担当国家大臣

（2005 年7 月～2008 年8
月）。 

3 月14 日リスト 19,317 

レバノン第1 ブ

ロック（Kutla 
Lubnan 
Awwalan）／ア

ルメニア合意ブ

ロック（Kutla al-
Tawafuq al-
Armini）** 

ワリージュ・アラダーシュ

ス・サーブーンジヤーン

（Warij Ardashus 
Sabunjiyan） 

無所属（ターシュナーク党

［Hizb Tashnak］推薦、アルメ

ニア議員ブロック［Kutla al-
Nuwab al-Arman］）、3 月8
日勢力。 

変化改革リスト 16,778   

ダイラーン・キフーリク・

サルキースィヤーン

（Dayran Kifurk 
Sarkisyan） 

2009 年6 月7 日までに立候

補辞退。 
 13   

カッラ・ビト・トゥールー

ス・ハールーティーウニ

ヤーン（Qarrah Bit Turus 
Harutiwniyan） 

2009 年6 月6 日までに立候

補辞退。 
 2   

セブーフ・ヤギヤー・マ

フジヤーン（Sibuh 
Yaghiya Makhjiyan） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

アルメ

ニア・

カトリ

ック 

セルジュ・バーリジュ・ト

ルサルキースヤーン

（Sirj Barij Tursarkisyan） 

ムスタクバル潮流（Tayyar al-
Mustaqbal）***、3 月14 日

勢力。国民議会議員（2000
年10 月～、ベイルート決定

ブロック／ムスタクバル・ブロ

ック）。 

3 月14 日リスト 19,281 
レバノン第1 ブ

ロック／アルメニ

ア合意ブロック 

カリークワール・アントワ

ーン・カールースト

（Karikwar Antwan 
Kalust） 

無所属（ターシュナーク党推

薦、アルメニア議員ブロッ

ク）、3 月8 日勢力。 
変化改革リスト 16,817   

フアード・カストゥーン・

キルクール（Fu'ad Kastun 
Kirkur） 

2009 年6 月7 日までに立候

補辞退。 
 7   

リシャール・シャーヒー

ン・クユーマジヤーン

（Rishar Shahin 
Quyumajiyan） 

レバノン軍団（al-Quwat al-
Lubnaniya）、3 月14 日勢

力。2009 年5 月21 日、立

候補辞退を発表。 

 5   

ミシェル・ザーリーフ・フ

ールーズィヤーン

（Mishal Zarih 
Khuruziyan） 

2009 年6 月7 日までに立候

補辞退。 
 2   

（注）■当選者。*3 月 14 日勢力ホームページ（http://www.14march.org/profile-details.php'id=MTMxMTcz）によるとムス

タクバル潮流。**レバノン第 1 ブロックおよびレバノン軍団ブロックのアルメニア正教、アルメニア・カトリック議員は首相

指名時にはアルメニア合意ブロックを称した（al-Hayat, June 28, 2009）。***3 月 14 日勢力ホームページ

（http://www.14march.org/profile-details.php'id=MTMxMTcz）によるとアルメニア社会民主ハンチャク党（al-Hizb al-

Armani al-Ijtima'i al-Dimuqrati Hantshak）。 
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（出所）青山［2008：52-61］［未公刊］、青山・末近［2007］、al-Hayat（各号）、Naharnet.com（各号）、NNA（各号）などを参

照。 

II. ベイルート県第 2 区 

 

 バーシューラ地区、ムダウワル地区、マルファア地区 

 定数 4 議席（スンナ派 1 議席、シーア派 1 議席、アルメニア正教 2 議席） 

 立候補者数 21 人 

 有権者数 101,787 人 

 投票者数 27,787 人 

 投票率 27％ 

 有効票数 27,022 票 

 無効票数 450 票 

 白票数 315 票  

 

宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 

スン

ナ派 

ヌハード・サーリフ・マシ

ュヌーク（Nuhad Salih al-
Mashnuq） 

ムスタクバル潮流、3 月14
日勢力。故ラフィーク・ハリー

リー（Rafiq al-Hariri）元首相

の政治顧問（1989 年～1998
年）。2005 年以降『サフィー

ル』（al-Safir）に寄稿 

ムスタクバル・リ

スト（La'iha al-
Mustaqbal） 

16,583 
レバノン第1 ブ

ロック 

アドナーン・アフマド・ア

ラクジー（'Adnan Ahmad 
'Araqji） 

親3 月8 日勢力、無所属、

国民議会議員（1996 年10
月～2005 年6 月、ベイルー

ト決定ブロック）。 

 8,071   

ムフイーッディーン・アリ

ー・マジュブール

（Muhyi al-Din 'Ali 
Majbrur） 

2009 年6 月7 日までに立候

補辞退。 
 231   

ジャラール・ムハンマド・

キブリート（Jalal 
Muhammad Kibrit） 

2009 年6 月6 日までに立候

補辞退。 
 10   

マーヒル・ムハンマド・ア

ブー・フドゥード（Mahir 
Muhammad Abu al-
Khudud） 

2009 年6 月6 日までに立候

補辞退。 
 ――   

ファーディー・マフムー

ド・サアド（Fadi Mahmud 
Sa'd） 

2009 年6 月6 日までに立候

補辞退。 
 ――   

シー

ア派 

ハーニー・ハサン・クバ

イスィー（Hani Hasan 
Qubaysi） 

アマル運動（Haraka Amal）、
3 月8 日勢力。 

 15,126 

開発解放ブロッ

ク（Kutla al-
Tanmiya wa al-
Tahrir） 

アッバース・ムハンマド・

ヤーギー（'Abbas 
Muhammad Yaghi） 

親3 月14 日勢力。2009 年

5 月12 日、立候補辞退。 
 195  
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宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 
ムハンマド・ムスタファ

ー・ハワージャ

（Muhammad Mustafa 
Khawaja） 

2009 年6 月7 日までに立候

補辞退。 
 ――  

ユースフ・アリー・シャン

ムス（Yusuf 'Ali 
Shammus） 

2009 年6 月6 日までに立候

補辞退。 
 ――  

ジハード・アリー・ハンム

ード（Jihad 'Ali Hammud） 
2009 年6 月6 日までに立候

補辞退。 
 ――  

ターリク・ムハンマド・アミ

ーン・サイイド（Tariq 
Muhammad Amin al-
Sayyid） 

2009 年6 月6 日までに立候

補辞退。 
 ――   

ハイダル・ハサン・クバイ

スィー（Haydar Hasan 
Qubaysi） 

2009 年6 月6 日までに立候

補辞退。 
 ――   

アミーン・ムハンマド・シ

ッリー（Amin Muhammad 
Shirri） 

ヒズブッラー（Hizb Allah）、3
月8 日勢力。2009 年4 月

22 日、立候補辞退を発表。 
 ――   

アッバース・ジャミール・

ジャッファール（'Abbas 
Jamil Jaffal） 

2009 年6 月6 日までに立候

補辞退。 
 ――   

アルメ

ニア

正教 

セブーフ・オーハーニ

ス・カールバーキヤーン

（Sibuh Uhanis 
Qalbakiyan） 

アルメニア社会民主ハンチ

ャク党、3 月14 日勢力。

2009 年4 月23 日、ズィヤー

ド・バールード（Ziyad Barud）

内務地方行政大臣が無投票

当選を発表。 

ムスタクバル・リ

スト 
無投票

当選 

レバノン第1 ブ

ロック／アルメニ

ア合意ブロック

（代表） 

アルティユール・カッラ・

ビト・ナザリヤーン

（Artiyur Qarra Bit 
Nazariyan） 

無所属（ターシュナーク党推

薦、アルメニア議員ブロック）

*、3 月8 日勢力。2009 年4
月23 日、ズィヤード・バー

ルード内務地方行政大臣が

無投票当選を発表。 

 
無投票

当選 
アルメニア議員

ブロック 

ラーフィー・アルティー

ン・マーダーヤーン（Rafi 
Artin Madayan） 

2009 年4 月22 日、立候補

辞退。 
 ――  

マールディールース・ア

グーブ・ジャームクージ

ヤーン（Mardirus Aghub 
Jamkujiyan） 

2009 年6 月7 日までに立候

補辞退。 
 ――  

アーラーン・ハールート

ゥーン・バーリヤーン

（Alan Harutus Baliyan） 

2009 年6 月6 日までに立候

補辞退。 
 ――  

ハクーブ・ハールーティ

ユース・キリキヤーン

（Hakub Harutiyus 
Kilikiyan） 

2009 年6 月6 日までに立候

補辞退。 
 ――  

（注）■当選者。*al-Hayat, March 30, 2009 によるとターシュナーク党。 

（出所）青山［2008：52-61］［未公刊］、青山・末近［2007］、al-Hayat（各号）、al-Liwa'（各号）、Naharnet.com（各号）、NNA

（各号）、al-Safir（各号）などを参照。 
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III. ベイルート県第 3 区 

 

 ベイルート岬地区、ミーナー・フスン地区、ダール・ムライサ地区、マズラア地区、ムサイトバ地区、ズカーク・ブラ

ート地区 

 定数 10 議席（スンナ派 5 議席、シーア派 1 議席、ドゥルーズ派 1 議席、ギリシャ正教 1 議席、福音派 1 議

席、マイノリティ 1 議席） 

 立候補者数 46 人 

 有権者数 252,165 人 

 投票者数 103,243 人 

 投票率 40％ 

 有効票数 101,547 票 

 無効票数 705 票白票数 991 票 

 

宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 

スン

ナ派 

サアドッディーン・ラフィ

ーク・ハリーリー（Sa'd al-
Din Rafiq al-Hariri） 

ムスタクバル潮流（代表）、3
月14 日勢力。国民議会議

員（2005 年6 月～、ムスタク

バル・ブロック）。 

ムスタクバル・リ

スト 
78,382 

レバノン第1 ブ

ロック（代表） 

タンマーム・サーイブ・ベ

ク・サラーム（Tammam 
Sa'ib Bik Salam） 

無所属、3 月14 日勢力。国

民議会議員（1996 年10 月

～2000 年10 月、無所属）、

文化大臣（2008 年8 月～）。

ムスタクバル・リ

スト 
76,925 無所属 

ムハンマド・ジャミール・

カッバーニー

（Muhammad Jamil 
Qabbani） 

ムスタクバル潮流、3 月14
日勢力。国民議会議員

（2000 年10 月～、ベイルー

ト決定ブロック／ムスタクバ

ル・ブロック）。 

ムスタクバル・リ

スト 
76,448 

レバノン第1 ブ

ロック 

アンマール・ウマル・フ

ーリー（'Ammar 'Umar al-
Huri） 

ムスタクバル潮流、3 月14
日勢力。国民議会議員

（2005 年6 月～、ベイルート

決定ブロック／ムスタクバ

ル・ブロック）。 

ムスタクバル・リ

スト 
76,201 

レバノン第1 ブ

ロック 

イマード・ミドハト・フート

（'Imad Midhat al-Hut） 

レバノン・イスラーム集団（al-
Jama'a al-Islamiya fi 
Lubnan）、3 月14 日勢力。 

ムスタクバル・リ

スト 
75,954 無所属* 

ロベール・マールセー

ル・ブルニス（Rubir 
Marsil Burnis） 

2009 年6 月7 日までに立候

補辞退。 
 ――   

ウマル・アブドゥルカー

ディル・ガンドゥール

（'Umar 'Abd al-
QadirGhandur） 

3 月8 日勢力。 

ベイルート国民

決定リスト

（La'iha Qarar 
Bayrut al-
Watani） 

27,703   

バハーッディーン・アブ

ドゥッラティーフ・イータ

ーニー（Baha' al-Din 
'Abd al-Latif 'Itani） 

3 月8 日勢力。国民議会議

員（1996 年10 月～2000 年

10 月、ベイルート決定ブロッ

ク） 

ベイルート国民

決定リスト 
21,507   
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宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 
アブドゥンナースィル・ア

ブドゥッラー・ジャブリー

（'Abd al-Nasir 'Abd Allah 
Jabri） 

イスラーム行動戦線（Jahba 
al-'Amal al-Islami、副議長）、

3 月8 日勢力。 

ベイルート国民

決定リスト 
21,103   

イブラーヒーム・ムハン

マド・ダラール・ハラビー

（Ibrahim Muhammad 
Dalal al-Halabi） 

人民運動（Haraka al-Sha'b）、

3 月8 日勢力。 
ベイルート国民

決定リスト 
21,050   

ムハンマド・ハーリド・ユ

ースフ・ダーウーク

（Muhammad Khalid 
Yusuf al-Da'uq） 

改革進歩連合（Tajammu' al-
Islahiya wa al-Taqaddum）、3
月8 日勢力。 

ベイルート国民

決定リスト 
21,100   

ガーズィー・サーリフ・フ

マイス（Ghazi Salih 
Khumays） 

  472   

ズハイル・イブラーヒー

ム・ハティーブ（Zuhayr 
Ibrahim al-Khatib） 

  314   

サーリフ・ムハンマド・ア

ラクジー（Salih 
Muhammad al-'Araqji） 

  236   

ムハンマド・ズィヤード・

ワジーフ・アジューズ

（Muhammad Ziyad 
Wajih al-'Ajuz） 

  98   

ガヌーワ・アドナーン・ジ

ャッルール（Ghanuwa 
'Adnan Jallul） 

3 月14 日勢力。リスト調整時

に立候補辞退（al-Hayat, 
May 8, 2009）。 

 95   

ハドル・アブドゥルアズィ

ーズ・ターハー（Khadr 
'Abd al-'Aziz Taha） 

  86   

アーディル・アブドゥッラ

フマーン・ダーウーク

（'Adil 'Abd al-Rahman al-
Da'uq） 

  85   

アフマド・ユースフ・ヤー

スィーン（Ahmad Yusuf 
Yasin） 

  51   

イドリース・アリー・スルフ

（Idris 'Ali Sulh） 
  49   

アリー・フサイン・バアジ

ュール（'Ali Husayn 
Ba'jur） 

  38   

バッサーム・ムフイーッ

ディーン・バルグース

（Bassam Muhyi al-Din 
Barghuth） 

2009 年6 月5 日、3 月14
日勢力を支援するため、立

候補辞退を発表（NNA, June 
5, 2009）。 

 23   

ハリール・シャフィーク・

ハルマー（Khalil Shafiq 
Kharma） 

  15   
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宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 
マフムード・ウスマーン・

アルワーン（Mahmud 
'Uthman 'Alwan） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

ニザール・アドナーン・

カーディー（Nizar 'Adnan 
al-Qadi） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

マルワーン・ムハンマド・

ハイイル・ザンフール

（Marwan Muhammad 
Khayyir Zanhur） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

マフムード・アブドゥッラ

フマーン・アッダーダ

（Mahmud 'Abd al-
Rahman 'Addada） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

アブドゥッラフマーン・マ

フムード・ジュヌーン

（'Abd al-Rahman 
Mahmud Junun） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

シー

ア派 

ガーズィー・アリー・ユー

スフ（Ghazi 'Ali Yusuf） 

ムスタクバル潮流、3 月14
日勢力。国民議会議員

（2005 年6 月～、ムスタクバ

ル・ブロック）。 

ムスタクバル・リ

スト 
76,410 

レバノン第1 ブ

ロック 

ラフィーク・ハリール・ナ

スルッラー（Rafiq Khalil 
Nasr Allah） 

アマル運動、3 月8 日勢力。

ジャーナリスト。 
ベイルート国民

決定リスト 
22,177   

ワリード・マフムード・ジャ

ービル（Walid Mahmud 
Jabir） 

  74   

ナースィル・ムーサー・

キンディール（Nasir 
Musa al-Qindil） 

労働者連盟（Rabita al-
Shaghila）、3 月8 日勢力。国

民議会議員（2000 年10 月

～2005 年6 月、ベイルート

決定ブロック）。2009 年5 月

15 日、立候補辞退を発表

（Naharnet.com, May 15, 
2009, NNA, May 15, 2009）。

 65   

ズー・ファカール・アリ

ー・クバイスィー（Dhu al-
Faqar 'Ali Qubaysi） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

ドゥル

ーズ

派 

ガーズィー・ハーニー・

アリーディー（Ghazi Hani 
al-'Aridi） 

進歩社会主義党（al-Hizb al-
Taqaddumi al-Ishtiraki）、3 月

14 日勢力。国民議会議員

（2000 年10 月～、民主会合

ブロック［Kutla al-Liqa' al-
Dimuqrati］）、情報大臣

（2000 年10 月～2003 年4
月）、文化大臣（2003 年4 月

～2004 年9 月）、情報大臣

（2005 年7 月～、2008 年5
月）、公共労働運輸大臣

（2008 年8 月～）。 

ムスタクバル・リ

スト 
76,792 

民主会合ブロッ

ク／国民闘争戦

線（Jabha al-
Nidal al-Watani）
ブロック** 
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宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 
ガーズィー・アーリフ・ム

ンズィル（Ghazi 'Arif al-
Mundhir） 

 
ベイルート国民

決定リスト 
20,860   

ガーリブ・ハーニー・アビ

ー・ムサッラフ（Ghalib 
Hani Abi Musallah） 

  36   

ギリシ

ャ正

教 

アーティフ・ムルシド・サ

リーバー・マジュダラー

ニー（'Atif Murshid Saliba 
Majdalani） 

ムスタクバル潮流、3 月14
日勢力。国民議会議員

（2000 年10 月～、ベイルー

ト決定ブロック／ムスタクバ

ル・ブロック）。 

ムスタクバル・リ

スト 
76,133 

レバノン第1 ブ

ロック 

ナジャーフ・アニース・ワ

ーキーム（Najah Anis 
Wakim） 

人民運動（代表）、3 月8 日

勢力。国民議会議員（1996
年10 月～2000 年10 月、人

民運動）。 

ベイルート国民

決定リスト 
29,921   

ビシャーラ・ジャミール・

ムルヒジュ（Bishara Jamil 
Murhij） 

レバノン国民会合（al-Liqa' 
al-Watani al-Lubnani）、3 月

8 日勢力。国民議会議員

（1992 年10 月～2005 年6
月、ベイルート決定ブロッ

ク）、内務大臣（1992 年10
月～1994 年9 月）、国家大

臣（1994 年9 月～1994 年9
月）、行政改革担当国家大

臣（1996 年11 月～1998 年

12 月）、国家大臣（2000 年

10 月～2003 年4 月）。 

 1,537   

ファーディー・シャーキ

ル・ルーミー（Fadi Shakir 
al-Rumi） 

  195   

ピエール・ワディーウ・ル

バイズ（Biyar Wadi' 
Rubayz） 

  30   

福音

派 

バースィム・ドゥクトゥー

ル・ラムズィー・シャーッ

ブ（Basim al-Duktur 
Ramzi al-Shabb） 

ムスタクバル潮流、3 月14
日勢力。国民議会議員

（2005 年6 月～、ムスタクバ

ル・ブロック）。 

ムスタクバル・リ

スト 
76,510 

レバノン第1 ブ

ロック 

ジョルジュ・ファイカー

ン・ハールーティユース

（Jurj Faykan Harutiyus） 
3 月8 日勢力。 

ベイルート国民

決定リスト 
21,041   

ドゥーナールド・リユー

ン・バービーキヤーン

（Dunalud Liyun 
Babikiyan） 

  71   

マイノ

リティ 

ナビール・ムーサー・ド

ゥ・フライジュ（Nabil 
Musa Di Furayj） 

ムスタクバル潮流、3 月14
日勢力。国民議会議員

（2000 年10 月～、ベイルー

ト決定ブロック／ムスタクバ

ル・ブロック）。 

ムスタクバル・リ

スト 
76,431 

レバノン第1 ブ

ロック 

ライモーン・ジョルジュ・

アスマル（Raymun Jurj 
al-Asmar） 

3 月8 日勢力。 
ベイルート国民

決定リスト 
21,362   
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宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 
エドモーン・マクラム・ブ

ールス・ブトルス（Idmun 
Makram Bulus Butrus） 

  211   

（注）■当選者。*2009 年6 月24 日、レバノン第1 ブロックと発表されたが、翌6 月25 日、レバノン・イスラーム集団はフ

ート議員が同リストに属していないと発表した（al-Hayat, June 26, 2009）。**2011 年1 月24 日、サアド・ハリーリー挙国一

致内閣総辞職後の首相指名をめぐって、S・ハリーリー首相の指名する民主会合ブロックの議員から離反し、ナジーブ・

ミーカーティー議員の首相指名を支持する議員とともに国民闘争戦線ブロックを発足。 

（出所）青山［2008：52-61］［未公刊］、青山・末近［2007］、al-Akhbar（各号）、al-Hayat（各号）、Naharnet.com（各号）、

Elnashra.com（各号）、NNA（各号）、al-Safir（各号）などをもとに筆者作成。 

IV. レバノン山地県バアブダー郡 

 

 定数 6 議席（シーア派 2 議席、ドゥルーズ派 1 議席、マロン派 3 議席） 

 立候補者数 45 人 

 有権者数 151,590 人 

 投票者数 84,546 人 

 投票率 55％ 

 有効票数 83,606 票 

 無効票数 526 票 

 白票数 414 票 

 

宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 

マロン

派 

アリー・ファドル・アンマ

ール（'Ali Fadl 'Ammar） 

ヒズブッラー、3 月8 日勢

力。国民議会議員（2000 年

10 月～、抵抗への忠誠ブロ

ック［Kutla al-Wafa' li-l-
Muqawama］）。 

変化改革リスト 44,995 
抵抗への忠誠ブ

ロック 

ビラール・アサド・ファル

ハート（Bilal Asad 
Farhat） 

無所属（ヒズブッラー推薦）、

3 月8 日勢力。 
変化改革リスト 44,181 

山地統一ブロッ

ク（Kutla Wahda 
al-Jabal） 

バースィム・アフマド・サ

ブア（Basim Ahmad al-
Sab'） 

ムスタクバル潮流、3 月14
日勢力。国民議会議員

（1992 年10 月～、民主会合

ブロック／ムスタクバル・ブロ

ック）、情報大臣（1996 年11
月～1998 年12 月）、内務地

方行政大臣（2005 年4 月～

2008 年8 月）。 

無所属国民決

定リスト（La'iha 
al-Qarar al-
Watani al-
Mustaqill） 

37,420   

サラーフ・マフムード・ハ

ラカ（Salah Mahmud al-
Haraka） 

無所属、3 月14 日勢力。 
無所属国民決

定リスト 
35,561   

サアド・ムスタファー・サ

リーム（Sa'd Mustafa 
Salim） 

無所属。ピエール・ダッカー

シュ候補と同盟。 
 1,704   

ターリク・ユースフ・ハル

ブ（Tariq Yusuf Harb） 
  856   
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宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 
ピエール・ダーヒル・ハッ

ダード（Biyar Dahir 
Haddad） 

  32   

ラムズィー・ルストゥム・カ

ンジュ（Ramzi Rustum 
Kanj） 

自由国民潮流、3 月8 日勢

力。2009 年5 月8 日、立候

補辞退。 
 27   

サイード・ムハンマド・ア

ッラーマ（Sa'id 
Muhammad 'Allama） 

レバノン緑の潮流（al-Tayyar 
al-Akhdar al-Lubnani、代

表）、3 月8 日勢力。2009 年

6 月4 日、変化改革リストの

メンバーとの会合の後、立候

補辞退を発表。 

 16   

リヤード・ハサン・ラアド

（Riyad Hasan Ra'd） 
  13   

ハサン・アフマド・ハサ

ン・ハリール（Hasan 
Ahmad Hasan Khalil） 

  6   

ファーディー・ファフリ

ー・アッラーマ（Fadi 
Fakhri 'Allama） 

無所属（ヒズブッラー推薦）、

3 月8 日勢力。2009 年5 月

27 日、立候補辞退。 
 5   

バッサーム・シャリーフ・

ハムダル（Bassam Sharif 
Hamdar） 

無所属（ヒズブッラー推薦）、

3 月8 日勢力。 
 0   

タラール・ズハイル・ハ

ートゥーム（Talal Zuhayr 
Hatum） 

アマル運動（政治局員）、3
月8 日勢力。2009 年4 月

22 日、立候補辞退を発表。 
 ――   

リーム・サアドゥーン・ハ

マーダ（Rim Sa'adun 
Hamada） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

ドゥル

ーズ

派 

ファーディー・ナジーブ・

アアワル（Fadi Najib al-
A'war） 

レバノン民主党（al-Hizb al-
Dimuqrati al-Lubnani）、ヒズ

ブッラー推薦、3 月8 日勢

力。 

変化改革リスト 45,718 
山地統一ブロッ

ク 

アイマン・シャウカト・シュ

カイル（Ayman Shawqat 
Shuqayr） 

進歩社会主義党、3 月14 日

勢力。国民議会議員（1991
年5 月～、民主会合ブロッ

ク）。 

無所属国民決

定リスト 
36,287   

ナディーブ・アーリフ・ア

アワル（Nadim 'Arif al-
A'war） 

無所属（自由国民潮流推

薦）、3 月8 日勢力。 
 60   

ムカッダム・ナビール・カ

ーミル・マズハル（al-
Muqaddam Nabil Kamil 
Mazhar） 

  9   

ウマル・アミーン・アアワ

ル（‘Umar Amin al-
A'war） 

無所属（自由国民潮流推

薦）、3 月8 日勢力。 
 8   

スハイル・アスアド・アア

ワル（Suhayl As'ad al-
A'war） 

無所属、3 月14 日勢力。

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 6   
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宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 
ヒシャーム・サマーフ・ア

アワル（Hisham Samah 
al-A'war） 

レバノン・タウヒード潮流

（Tayyar al-Tawhid al-
Lubnani）、3 月8 日勢力。 

 5   

ナージー・イフラートゥー

ン・ハートゥーム（Naji 
Iflatun Hatum） 

  4   

リヤード・アーリフ・ハラ

カ（Riyad 'Arif al-Haraka） 
2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

イッズッディーン・アブド

ゥルカリーム・マカーリム

（'Izz al-Din 'Abd al-Karim 
Makarim） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

マロン

派 

ナージー・カミール・ガ

ーリユース（Naji Kamil 
Ghariyus） 

無所属（自由国民潮流推

薦）、3 月8 日勢力。 
変化改革リスト 44,735 

山地統一ブロッ

ク 

ヒクマト・ファラジュ・ディ

ーブ（Hikmat Faraj Dib） 
自由国民潮流、3 月8 日勢

力。 
変化改革リスト 45,386 

変化改革ブロッ

ク（Kutla al-
Taghyir wa al-
Islah） 

アラーン・ジョゼフ・アウ

ン（Alan Juzif 'Awn） 
自由国民潮流、3 月8 日勢

力。 
変化改革リスト 45,055 

変化改革ブロッ

ク 
エドモーン・ミハーイル・

ガリユース（Idmun 
Mikhayil Ghariyus） 

無所属（進歩社会主義党推

薦）。3 月14 日勢力。 
無所属決定リス

ト 
37,108   

サラーフ・エドワール・フ

ナイン（Salah Idwar 
Hunayn） 

無所属（進歩社会主義党推

薦）、3 月14 日勢力。国民

議会議員（2000 年10 月～

2005 年6 月、民主会合ブロ

ック）。 

無所属決定リス

ト 
36,548   

イリヤース・ジルジス・ア

ブー・アースィー（Iliyas 
Jirjis Abu 'Asi） 

国民自由党（Hizb al-
Wataniyin al-Ahrar）、3 月14
日勢力。 

無所属決定リス

ト 
35,742   

ピエール・アブドゥフ・ダ

ッカーシュ（Biyar 'Abduh 
al-Dakkash） 

無所属、3 月8 日勢力。国

民議会議員（2008 年3 月

～、変化改革ブロック）。サ

アド・サリーム候補と同盟。 

 1,860   

ジョゼフ・ジャーン・ガー

ニム（Juzif Jan Ghanim） 
  587   

テレーズ・ハリール・リズ

クッラー（Tiriz Khalil Rizq 
Allah） 

  520   

ユースフ・アブドゥフ・ム

ーニス（Yusuf 'Abduh 
Munis） 

  409   

シャールル・カミール・シ

ドヤーク（Sharl Kamil al-
Shidyaq） 

  153   

ジョゼフ・アブドゥー・バ

シュアラーニー（Juzif 
'Abdu Bash'alani） 

  98   
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宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 
アブドゥッラー・フィクドゥ

ール・ファルハート（'Abd 
Allah Fiktur Farhat） 

  5   

カービー・アントワーン・

サムアーン（Kabi 
Antwan Sam'an） 

3 月14 日勢力。2009 年6
月4 日、3 月14 日勢力を支

持するとの理由で、立候補

辞退を発表。 

 4   

ミーラード・ユースフ・カ

ーリフ（Milad Yusuf al-
Qarih） 

  0   

カリーム・フィリップ・サル

キース（Karim Filib 
Sarkis） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

ジョゼフ・イリヤース・フ

バイカ（Juzif Iliyas 
Hubayqa） 

ワアド党（Hizb Wa'd、国民世

俗民主党［al-Hizb al-Watani 
al-'Almani al-Dimuqrati］）、3
月8 日勢力。イリヤース・フ

バイカ（Iliyas Hubayqa）元電

力水資源大臣［1994 年9 月

～1998 年12 月）の長男。

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 

 ――   

シュカイブ・ワディーウ・

クルトゥバーウィー

（Shukayb Wadi' 
Qurtbawi） 

3 月8 日勢力。弁護士組合

前総裁。2009 年4 月22 日

までに立候補辞退を発表

（NNA, April 22, 2009）。 

 ――   

ジョゼフ・ダーウド・アビ

ー・ジャウダ（Juzif 
Dawud Abi Jawda） 

3 月8 日勢力。退役准将。

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

ファーディー・ルーマー

ヌース・ジルジス（Fadi 
Rumanus Jirjis） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

（注）■当選者。*2009 年 4 月の立候補時には当選後に変化改革ブロックに参加する意思を示していたが、山地統一ブ

ロックに参加。（al-Hayat, April 24, 2009, June 23, 2009。 

（出所）青山［2008：52-61］［未公刊］、青山・末近［2007］、al-Hayat（各号）、al-Nahar（各号）、Naharnet.com（各号）、NNA

（各号）、al-Safir（各号）などをもとに筆者作成。 

V. レバノン山地県マトン郡 

 

 定数 8 議席（マロン派 4 議席、ギリシャ正教 2 議席、ギリシャ・カトリック 1 議席、アルメニア正教 1 議席） 

 立候補者数 36 人 

 有権者数 170,744 人 

 投票者数 96,748 人 

 投票率 56％ 

 有効票数 95,849 票 

 無効票数 439 票 

 白票数 460 票 



Report of Arab Refugee Survey in Sweden (2016) (CMEPS-J Report No. 28) 15 

 

宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 

マロン

派 

イブラーヒーム・ユース

フ・カナアーン（Ibrahim 
Yusuf Kana'an） 

自由国民潮流、3 月8 日勢

力。国民議会議員（2005 年

6 月～、変化改革ブロック代

表）。 

変化改革リスト 49,147 
変化改革ブロッ

ク 

サリーム・エミール・サル

ハブ（Salim Imil Salhab） 

自由国民潮流、3 月8 日勢

力。国民議会議員（2005 年

6 月～、変化改革ブロック）。

変化改革リスト 48,673 
変化改革ブロッ

ク 

ナビール・サブア・ニコラ

ー（Nabil Sab' Niqula） 

自由国民潮流、3 月8 日勢

力。国民議会議員（2005 年

6 月～、変化改革ブロック） 
変化改革リスト 47,844 

変化改革ブロッ

ク 

サーミー・アミーン・ジュ

マイイル（Sami Amin al-
Jumayyil） 

レバノン・カターイブ党（中央

委員会調整役）、3 月14 日

勢力。アミーン・ジュマイイル

元大統領（1982 年9 月～

1988 年9 月）の息子。 

マトン救済リスト

（La'iha al-
Inqadh al-
Matniya） 

47,688 
レバノン・カター

イブ党ブロック 

サルキース・イリヤース・

サルキース（Sarkis Iliyas 
Sarkis） 

無所属、3 月14 日勢力。 マトン救済リスト 45,252  

ガッサーン・アサド・アシ

ュカル（Ghassan Asad al-
Ashqar） 

シリア民族社会党、3 月8 日

勢力。国民議会議員（2000
年10 月～2005 年5 月、シリ

ア民族社会党）。 

変化改革リスト 45,759  

エミール・ジョルジー・カ

ナアーン（Imil Jurji 
Kana'an） 

無所属（レバノン・カターイブ

党推薦）、3 月14 日勢力。 
マトン救済リスト 44,602  

マージド・エディー・ファ

ーイク・アビー・ラムウ

（Majid Idi Fa'iq Abi al-
Lama'） 

レバノン軍団、3 月8 日勢

力。 
マトン救済リスト 44,423  

フアード・アントワーン・

アブー・ナーディル

（Fu'ad Antwan Abu 
Nadir） 

自由戦線（Jabha al-Hurriya、
代表）。元レバノン軍団指導

者。 
 1,997  

ミーラード・ファーリス・サ

ブアリー（Milad Faris al-
Sab'ali） 

レバノン統一潮流（Tayyar 
Lubnan al-Muwahhad）代表。

2009 年6 月2 日、3 月14
日勢力を支援するため、立

候補辞退を発表。 

 24  

ワディーウ・ファーイズ・

ハーッジ（Wadi' Fayiz al-
Hajj） 

  14  

ピエール・ジョルジュ・ア

シュカル（Biyir Jurj al-
Ashqar） 

無所属（ミシェル・ムッル議

員推薦）、3 月14 日勢力。 
 9  

ワリード・ジョゼフ・アブ

ー・スライマーン（Walid 
Juzif Abu Sulayman） 

無所属、3 月8 日勢力。  3  

エミール・エミール・ラッ

フード（Imil Imil Lahhud） 

3 月8 日勢力。国民議会議

員（2000 年10 月～2005 年

5 月、マトン・ブロック［Kutla 
al-Matn］）。エミール・ラッフ

 ――  
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宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 
ード（Imil Lahhud）前大統領

（1998 年11 月～2008 年11
月）の長男。2009 年4 月22
日までに立候補辞退。 

アディーブ・ユースフ・ト

ゥウマ（Adib Yusuf 
Tu'ma） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――  

ナスィーブ・サリーム・ラ

ッフード（Nasib Salim 
Lahhud） 

民主刷新運動（Haraka al-
Tajaddud al-Dimuqrati）（代
表）、3 月14 日勢力。国民

議会議員（1991 年5 月～

2005 年6 月、民主刷新運

動）、ラッフード前大統領の

従兄弟。2009 年4 月18
日、立候補辞退を発表。 

 ――   

カミール・マンスール・フ

ーリー（Kamil Mansur al-
Khuri） 

無所属（自由国民潮流推

薦）。2009 年4 月22 日まで

に立候補辞退。 
 ――   

ジャーン・ユースフ・アビ

ー・ジャウダ（Jan Yusuf 
Abi Jawda） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

ファーディー・ファリー

ド・アブー・ジャウダ（Fadi 
Farid Abu Jawda） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

ギリシ

ャ正

教 

ミシェル・イリヤース・ムッ

ル（Mishal Iliyas al-Murr） 

無所属（2008 年4 月に 3 月

8 日勢力を離反）。国民議会

議員（1991 年5 月～、マト

ン・ブロック／変化改革ブロ

ック［2008 年4 月に離反］）、

国民議会副議長（2004 年10
月～2005 年6 月）、副首相

（1990 年12 月～2000 年10
月）、国防大臣（1990 年12
月～1992 年10 月）、郵便有

線無線大臣（1992 年9 月～

10 月）、内務大臣（1992 年

10 月～2000 年10 月）、地

方行政大臣（1998 年12 月

～2000 年10 月）、ラッフー

ド前大統領の娘婿イリヤー

ス・ムッル（Iliyas al-Murr）国
防大臣（2005 年4 月～）の

父。 

マトン救済リスト 48,953 無所属 

ガッサーン・エミール・ム

ハイビル（Ghassan Imil 
Mukhaybir） 

自由国民潮流、3 月8 日勢

力。国民議会議員（2000 年

10 月～、無所属／変化改革

ブロック）。 

変化改革リスト 46,874 
変化改革ブロッ

ク 

ガッサーン・イリヤース・

ラフバーニー（Ghassan 
Iliyas al-Rahbani） 

 変化改革リスト 46,204   
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宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 
イリヤース・サミール・ム

ハイビル（Iliyas Samir 
Mukhaybir） 

無所属、3 月14 日勢力。 マトン救済リスト 44,297   

イブラーヒーム・フアー

ド・アビー・ハイダル

（Ibrahim Fu'ad Abi 
Haydar） 

アラブ社会主義バアス党

（Hizb al-Ba'th al-'Arabi al-
Ishtiraki）、3 月8 日勢力。た

だし 2009 年5 月27 日、レ

バノン地域指導部は党がマ

トン郡において立候補者を

擁立していないと発表。 

 523   

バヒージュ・アニース・ハ

ーウィー（Bahij Anis 
Hawi） 

  14   

ギリシ

ャ・カ

トリッ

ク 

エドガール・フアード・マ

アルーフ（Idghar Fu'ad 
Ma'luf） 

自由国民潮流、3 月8 日勢

力。国民議会選挙（変化改

革ブロック、2005 年6 月

～）。 

変化改革リスト 48,577 
変化改革ブロッ

ク 

イリヤース・カスタンティ

ーン・アントゥーニユー

ス・カラーマ（Iliyas 
Qastantin Antuniyus 
Karama） 

レバノン・カターイブ党、3 月

14 日勢力 
マトン救済リスト 44,543   

ズィヤード・サブア・サリ

ーバー（Ziyad Sab' 
Saliba） 

  180   

ドクトゥール・アントワー

ン・ハビーブ・ハッダード

（al-Duktur Antwan Habib 
Haddad） 

  14   

ジョルジュ・マンスール・

カスィース（Jurj Mansur 
al-Qasis） 

レバノン・カターイブ党、3 月

14 日勢力。2009 年6 月1
日、同一選挙区から立候補

しているイリヤース・カラーマ

候補のために立候補辞退を

発表。 

 5   

シャールル・アディー

ブ・ジャズラ（Sharl Adib 
Jazra） 

  4   

ミシェル・フアード・ハッ

ダード（Mishal Fu'ad 
Haddad） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

フィリップ・ユースフ・マ

アルーフ（Filib Yusuf 
Ma'luf） 

国民自由党、3 月14 日勢

力。2009 年4 月22 日まで

に立候補辞退。 
 ――   

アルメ

ニア

正教 

アグーブ・ウーハーニ

ス・アグーブ・バクラード

ゥーニヤーン（Aghub 
Uhanis Aghub 
Baqraduniyan） 

ターシュナーク党、アルメニ

ア議員ブロック、3 月8 日勢

力。国民議会議員（2000 年

10 月～、マトン・ブロック／

変化改革ブロック）。ナズラ

ト・サーブーンジヤーン候補

の立候補辞退に伴い、2009
年4 月23 日、バールード内

変化改革リスト 
無投票

当選 
アルメニア議員

ブロック 
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宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 
務地方行政大臣が無投票当

選を発表。 
ナズラト・ジョルジー・サ

ーブーンジヤーン

（Nazrat Jurji Sabunjiyan） 

ターシュナーク党、3 月8 日

勢力。2009 年4 月8 日、立

候補辞退。 
 ――   

（注）■当選者。 

（出所）青山［2008：52-61］［未公刊］、青山・末近［2007］、Akhbar al-Sharq（各号）、The Daily Star（各号）、Elnashra.com

（各号）、al-Hayat（各号）、Naharnet.com（各号）、NNA（各号）などをもとに筆者作成。 

VI. レバノン山地県シューフ郡 

 

 定数 8 議席（スンナ派 2 議席、ドゥルーズ派 2 議席、マロン派 3 議席、ギリシャ・カトリック 1 議席） 

 立候補者数 23 人 

 有権者数 181,949 人 

 投票者数 91,642 人 

 投票率 50％ 

 有効票数 89,111 票 

 無効票数 1,029 票 

 白票数 1,502 票 

 

宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 

スン

ナ派 

ムハンマド・カースィム・

ラシード・ハッジャール

（Muhammad Qasim 
Rashid al-Hajjar） 

無所属（進歩社会主義党推

薦）*、3 月14 日勢力。国民

議会議員（2000 年10 月～、

民主会合ブロック／ムスタク

バル・ブロック）。 

3 月14 日リスト 62,072 
民主会合ブロッ

ク 

アラーッディーン・ハド

ル・タッルー（'Ala' al-Din 
Khadr Tarru） 

進歩社会主義党、3 月14 日

勢力。国民議会議員（1992
年10 月～、民主会合ブロッ

ク）。 

3 月14 日リスト 62,045 
民主会合ブロッ

ク／国民闘争戦

線** 

ザーヒル・アンワル・ハテ

ィーブ（Aahir Anwar al-
Khatib） 

無所属（自由国民潮流推

薦）、3 月8 日勢力。 
変化改革リスト 21,703  

ナビール・アフマド・ウワ

イダート（Nabil Ahmad 
'Uwaydat） 

  4,939  

ヤフヤー・ラージー・ア

ーシュール（Yahya Raji 
'Ashur） 

無所属。  132  

イヤード・サーミー・アブ

ドゥッラー（Iyad Sami 
'Abd Allah） 

  56  

ムハンマド・アブドゥルハ

リーム・フーフー

（Muhammad 'Abd al-
Halim Huhu） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――  
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宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 

ドゥル

ーズ

派 

ワリード・カマール・ベク・

ジュンブラート（Walid 
Kamal BikJunblat） 

進歩社会主義党（党首）、3
月14 日勢力。国民議会議

員（1991 年5 月～、民主会

合ブロック）、国家大臣（1990
年12 月～1992 年10 月）、

難民問題担当国家大臣

（1992 年10 月～1995 年5
月）、難民大臣（1995 年5 月

～1998 年12 月）。 

3 月14 日リスト 62,450 
民主会合ブロッ

ク／国民闘争戦

線（代表）** 

マルワーン・ムハンマド・

ハマーダ（Marwan 
Marwan Hamada） 

無所属（進歩社会主義党推

薦）、3 月14 日勢力。国民

議会議員（1991 年5 月～、

民主会合ブロック）、経済通

商大臣（1990 年12 月～

1992 年5 月、2003 年4 月

～2004 年9 月）、保健社会

問題大臣（1992 年5 月～

1995 年5 月）、保健大臣

（1995 年5 月～1996 年11
月）、難民大臣（2000 年10
月～2003 年4 月）、通信郵

便大臣（2005 年7 月～2008
年8 月）。 

3 月14 日リスト 61,557 
民主会合ブロッ

ク 

バハー・ナディーム・ア

ブドゥルハーリク（Baha' 
Nadim 'Abd al-Khaliq） 

レバノン・タウヒード潮流、3
月8 日勢力 

変化改革リスト 20,933   

アドナーン・シャーヒー

ン・バイーニー（'Adnan 
Shahin al-Ba'ini） 

  69   

シャイフ・イマード・カマ

ール・イマード（al-
Shaykh 'Imad Kamal 
'Imad） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

マロン

派 

ミシェル・ドゥリー・カミー

ル・シャムウーン（Mishal 
Duri Kamil Sham'un） 

国民自由党（党首）、3 月14
日勢力。 

3 月14 日リスト 61,936 無所属 

エリー・ミシェル・アウン

（Ili Mishal 'Awn） 

無所属（進歩社会主義党推

薦）***、3 月14 日勢力。国

民議会議員（2000 年10 月

～、民主会合ブロック）。 

3 月14 日リスト 60,483 
民主会合ブロッ

ク／国民闘争戦

線** 

ジョルジュ・ジャミール・

アドワーン（Jurj Jamil 
'Adwan） 

レバノン軍団、3 月14 日勢

力。国民議会議員（2005 年

6 月～、レバノン軍団）。 
3 月14 日リスト 58,502 

レバノン軍団ブ

ロック（Kutla al-
Quwat al-
Lubnaniya）（代
表） 

マリオ・アズィーズ・アウ

ン（Mariyu 'Aziz 'Awn） 

自由国民潮流、3 月8 日勢

力。社会問題大臣（2008 年

8 月～）、ミシェル・アウン元

国軍司令官の親戚。 

変化改革リスト 22,990   

ナースィーフ・ハンナー・

カッズィー（Nasif Hanna 
al-Qazzi） 

自由国民潮流、3 月8 日勢

力。 
変化改革リスト 21,269   
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宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 
アントワーン・ルトゥフッラ

ー・ブスターニー

（Antwan Lutf Allah al-
Bustani） 

自由国民潮流、3 月8 日勢

力。 
変化改革リスト 19,873   

ガッタース・サムアーン・

フーリー（Ghattas Sam'an 
al-Khuri） 

無所属。国民議会議員

（2000 年10 月～2005 年6
月、ベイルート決定ブロッ

ク）。 

 6,928   

アミーン・ナビーフ・カッ

ズィー（Amin Nabih al-
Qazzi） 

  1,015   

ギリシ

ャ・カ

トリッ

ク 

ニウマ・ユースフ・トゥウ

マ（Ni'ma Yusuf Tu'ma） 

無所属（進歩社会主義党推

薦）、3 月14 日勢力。国民

議会議員2000 年10 月～、

民主会合ブロック）、難民大

臣（2005 年7 月～2008 年8
月）。 

3 月14 日リスト 62,578 
民主会合ブロッ

ク／国民闘争戦

線** 

アブドゥー・ハスィーブ・

ムンズィル（'Abdu Hasib 
Mundhir） 

自由国民潮流、3 月8 日勢

力。 
変化改革リスト 20,721   

ワリード・ワディーウ・マ

アルーフ（Walid Wadi' 
al-Ma'luf） 

  922   

（注）■当選者。*3 月 14 日勢力ホームページ（http://www.14march.org/profile-details.php'id=MTMxMTEx）によるとムス

タクバル潮流。**2011 年 1 月24 日、サアド・ハリーリー挙国一致内閣総辞職後の首相指名をめぐって、S・ハリーリー首

相の指名する民主会合ブロックの議員から離反し、ナジーブ・ミーカーティー議員の首相指名を支持する議員とともに

国 民 闘 争 戦 線 ブ ロ ッ ク を 発 足 。 ***3 月 14 日 勢 力 ホ ー ム ペ ー ジ （ http://www.14march.org/profile-

details.php'id=MTMxMTAy）によると進歩社会主義党。 

（出所）青山［2008：52-61］［未公刊］、青山・末近［2007］、The Daily Star（各号）、al-Hayat（各号）、al-Nahar（各号）、

Naharnet.com（各号）、al-Safir（各号）、NNA（各号）などをもとに筆者作成。 

VII. レバノン山地県アレイ郡 

 

 定数 5 議席（ドゥルーズ派 2 議席、マロン派 2 議席、ギリシャ正教 1 議席） 

 立候補者数 17 人 

 有権者数 116,181 人 

 投票者数 59,779 人 

 投票率 51％ 

 有効票数 58,189 票 

 無効票数 577 票 

 白票数 1,013 票 

 

宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 
ドゥル

ーズ

派 

アクラム・フサイン・シュ

ハイイブ（Akram Husayn 
Shuhayyib） 

進歩社会主義党、3 月14 日

勢力。国民議会議員（1991
年5 月～、民主会合ブロッ

3 月14 日リスト 36,138 
民主会合ブロッ

ク／国民闘争戦

線* 
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宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 
ク）、環境大臣（1996 年11
月～1998 年12 月）。 

アミール・タラール・アミ

ール・マジード・アルスラ

ーン（al-Amir Talal al-
Amir Majid Arslan） 

レバノン民主党党首、3 月8
日勢力。国民議会議員

（1991 年5 月～2005 年6
月、無所属／レバノン民主

党）、観光大臣（1990 年12
月～1992 年5 月）、在外居

住者担当国家大臣（1991 年

11 月～1998 年12 月）、国

家大臣（2000 年10 月26 日

～2004 年10 月）、難民大臣

（2004 年10 月～2005 年4
月）、青年スポーツ大臣

（2008 年8 月～）。 

協調改革リスト

（La'iha al-
Sharaka wa al-
Islah） 

23,501 
山地統一ブロッ

ク（代表） 

スライマーン・ハスィー

ブ・サーイグ（Sulayman 
Hasib al-Sayigh） 

レバノン・タウヒード潮流、3
月8 日勢力。 

 5,941  

マロン

派 

ヘンリー・ピエール・フル

ウ（Hinri Biyar Hulw） 

無所属（進歩社会主義党推

薦）**、3 月14 日勢力。国

民議会議員（2000 年10 月

～、民主会合ブロック）、国

家大臣（2000 年10 月～

2003 年4 月）。 

3 月14 日リスト 35,322 
民主会合ブロッ

ク 

フアード・ラージー・サア

ド（Fu'ad Raji al-Sa'd） 

無所属（進歩社会主義党推

薦）***、3 月14 日勢力。国

民議会議員（2000 年10 月

～、民主会合ブロック）。 

3 月14 日リスト 35,126 
民主会合ブロッ

ク 

アントゥーン・シャビー

ブ・ズグビー（Antun 
Shabib al-Zughbi） 

3 月8 日勢力。 協調改革リスト 21,595   

スィーザール・ライムー

ン・アブー・ハリール

（Sizar Raymun Abu 
Khalil） 

3 月8 日勢力。 協調改革リスト 21,197   

ナージー・ハビーブ・カ

ナアーン（Naji Habib 
Kana'an） 

  230   

スハイル・ハリール・バジ

ャーニー（Suhayl Khalil 
Bajani） 

  26   

アントワーン・ハリール・

マアッズ（Antwan Khalil 
Ma'azz） 

  9   

ギリシ

ャ正

教 

ファーディー・イリヤー

ス・ハブル（Fadi Iliyas al-
Habr） 

レバノン・カターイブ党、3 月

14 日勢力。 
3 月14 日リスト 33,884 

レバノン・カター

イブ党ブロック 

マルワーン・ムニール・

アブー・ファーディル

（Marwan Munir Abu 
Fadil） 

無所属（タラール・アルスラ

ーン青年スポーツ大臣推

薦）、3 月8 日勢力。 
協調改革リスト 21,966  
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宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 
サラーム・ハリーム・ミウ

マーリー（Salam Halim 
Mi'mari） 

  376  

アルベール・イリヤース・

マター（Albir Iliyas 
Mata） 

無所属。  14  

ハリール・ジュブラーイ

ル・アブドゥッラー・ハイ

ルッラー（Khalil Jubrayil 
'Abd Allah Khayr Allah） 

シリア民族社会党、3 月8 日

勢力。2009 年4 月22 日、

協調改革リストから漏れ立候

補辞退。 

 ――   

ジハード・アミーン・マタ

ー（Jihad Amin Mata） 

レバノン軍団、3 月14 日勢

力。2009 年4 月22 日まで

に立候補辞退。 
 ――   

ワリード・アニース・ハイ

ルッラー（Walid Anis 
Khayr Allah） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

（注）■当選者。*2011 年 1 月 24 日、サアド・ハリーリー挙国一致内閣総辞職後の首相指名をめぐって、S・ハリーリー首

相の指名する民主会合ブロックの議員から離反し、ナジーブ・ミーカーティー議員の首相指名を支持する議員とともに

国 民 闘 争 戦 線 ブ ロ ッ ク を 発 足 。 **3 月 14 日 勢 力 ホ ー ム ペ ー ジ （ http://www.14march.org/profile-

details.php'id=MTMxMTUz）によると進歩社会主義党。***3 月14 日勢力ホームページ（http://www.14march.org/profile-

details.php'id=MTMxMTUy）によると進歩社会主義党。 

（出所）青山［2008：52-61］［未公刊］、青山・末近［2007］、al-Hayat（各号）、al-Nahar（各号）、Naharnet.com（各号）、al-

Safir（各号）、NNA（各号）などをもとに筆者作成。 

VIII. レバノン山地県キスラワーン郡 

 

 定数 5 議席（マロン派 5 議席） 

 立候補者数 31 人 

 有権者数 89,228 人 

 投票者数 60,336 人 

 投票率 67％ 

 有効票数 59,855 票 

 無効票数 266 票 

 白票数 215 票 

 

宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 

マロン

派 

ミシェル・ナイーム・アウ

ン（Mishal Na'im 'Awn） 

自由国民潮流（代表）、3 月

8 日勢力。国民議会議員

（2005 年6 月～、変化改革

ブロック）、国軍司令官（1984
年6 月～1989 年11 月）、中

将、暫定首相（1988 年9 月

～1990 年10 月）。 

変化改革リスト 31,861 
変化改革ブロッ

ク（代表） 

ユースフ・マアルーフ・

ジョゼフ・ハンナー・ハリ

自由国民潮流、3 月8 日勢

力。国民議会議員（2005 年

6 月～、変化改革ブロック）。

変化改革リスト 31,313 
変化改革ブロッ

ク 
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宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 
ール（Yusuf al-Ma'ruf 
Juzif Hanna Khalil） 
ファリード・イリヤース・ハ

ーズィン（Farid Iliyas al-
Khazin） 

自由国民潮流、3 月8 日勢

力。国民議会議員（2005 年

6 月～、変化改革ブロック）。

変化改革リスト 31,287 
変化改革ブロッ

ク 

ニウマトゥッラー・ファーリ

ス・アビー・ナスル（Ni'ma 
Allah Faris Abi Nasr） 

無所属、3 月8 日勢力。国

民議会議員（2005 年6 月

～、変化改革ブロック）。 
変化改革リスト 30,989 

変化改革ブロッ

ク 

ジールベルト・ムーリー

ス・ズワイン（Jirbirt Muris 
Zuwayn） 

自由国民潮流、3 月8 日勢

力。国民議会議員（2005 年

6 月～、変化改革ブロック）。

変化改革リスト 30,444 
変化改革ブロッ

ク 

マンスール・フアード・ガ

ーニム・ブーン（Mansur 
Fu'ad Ghanim al-Bun） 

無所属（クルナト・シャフワー

ン会合）。国民議会議員

（1992 年10 月～2005 年5
月、無所属／クルナト・シャ

フワーン会合）。 

キスラワーン勝

利同盟リスト

（La'iha Tahaluf 
Kisrawan ' al-
Futuh） 

29,111   

ファリード・ハイカル・ハ

ーズィン（Farid Haykal al-
Khazin） 

無所属。国民議会議員

（2000 年10 月～2005 年5
月、人民決定ブロック［Kutla 
al-Qarar al-Sha'bi］）、観光大

臣（2004 年10 月～2005 年

4 月）。 

キスラワーン勝

利同盟リスト 
28,494  

カールロス・ピエール・イ

ッデ（Karlus Biyar Idda） 

国民ブロック党（Hizb al-
Kutla al-Wataniya、党首）、3
月14 日勢力。 

キスラワーン勝

利同盟リスト 
26,418   

サジュアーン・ミーラー

ド・カッズィー（Saj'an 
Milad al-Qazzi） 

レバノン・カターイブ党、3 月

14 日勢力。 
キスラワーン勝

利同盟リスト 
26,010   

ファーリス・ニハード・ブ

ワイズ（Faris Nihad 
Buwayz） 

無所属。国民議会議員

（1991 年5 月～2005 年5
月、人民決定ブロック）、外

務大臣（1996 年11 月～

1998 年12 月）、環境大臣

（2003 年4 月～2004 年10
月）。 

キスラワーン勝

利同盟リスト 
24,587   

カルーフィース・カルー

フィース・ハーズィン

（Kalufis Kalufis al-
Khazin） 

  1,529   

シャールル・ハンナー・

フーリー・アイユーブ

（Sharl Hanna al-Khuri 
Ayyub） 

  255   

カミール・アントワーン・

ズィヤーダ（Kamil 
Antwan Ziyada） 

民主刷新運動（副議長）、３

月14 日勢力。2009 年5 月

22 日、立候補辞退。 
 56   

スィームーン・ハビーブ・

スファイル（Simun Habib 
Sufayr） 

  54   

ハビーブ・ニコラー・ムダ

ウワル（Habib Niqula al-
Mudawwar） 

「スライマーン大統領を支持

する」との理由で 2009 年6
月4 日、立候補辞退。 

 43   



Report of Arab Refugee Survey in Sweden (2016) (CMEPS-J Report No. 28) 24 

宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 
ヌーフィル・エドワール・

ダウ（Nufil Idwar Daww） 
3 月14 日勢力。2009 年3
月28 日、立候補辞退。 

 34   

マンスール・ジルジス・ア

キーキー（Mansur Jirjis 
'Aqiqi） 

  25   

ユーニス・イリヤース・サ

ラーマ（Yusuf Iliyas 
Salama） 

  15   

ハンナー・アスアド・グス

ン（Hanna As'ad Ghusn） 
  12   

ユースフ・ルーイル・ア

ブー・シャラフ（Yusuf 
Luwis Abu Sharaf） 

通称ジョゼフ・ルーイル・ア

ブー・シャラフ（Juzif Luwis 
Abu Sharaf）。 

 9   

アントワーン・ユースフ・

フカイイム（Antwan 
Yusuf al-Hukayyim） 

無所属（自由国民潮流推

薦）、3 月8 日勢力。 
 6   

ジョゼフ・ターニユース・

ザーイク（Juzif Taniyus 
al-Zayik） 

  5   

マヌーイール・ルーウィ

ス・アブー・シャラフ

（Manu'il Luwis Abu 
Sharaf） 

通称マールーン・ルーウィ

ス・アブー・シャラフ（Marun 
Luwis Abu Sharaf）。 

 5   

シャーキル・イリヤース・

サラーマ（Shakir Iliyas 
Salama） 

レバノン・カターイブ党、3 月

14 日勢力。 
 3   

エリー・ユースフ・ズワイ

ン（Ili Yusuf Zuwayn） 

無所属（自由国民潮流推

薦）、3 月8 日勢力。2009 年

5 月15 日、立候補辞退を発

表（NNA, May 15, 2009）。 

 3   

ニウマーン・ジョゼフ・ム

ラード（Ni'man Juzif 
Murad） 

自由国民潮流（キスラワーン

支部長）、3 月8 日勢力。 
 3   

ファーディー・アブドゥッ

ラー・バラカート（Fadi 
'Abd Allah Barakat） 

  2   

ジョルジー・フアード・ナ

ッファーウ（Jurji Fu'ad 
Naffa'） 

2009 年4 月7 日4 月22 日

までに立候補辞退。 
 ――   

ニダール・ブールス・ハ

リール（Nidal Bulus 
Khalil） 

2009 年4 月7 日4 月22 日

までに立候補辞退。 
 ――   

トゥーニー・ワフバ・クライ

ディー（Tuni Wahba al-
Kuraydi） 

2009 年4 月7 日4 月22 日

までに立候補辞退。 
 ――   

ヘンリー・ラシード・スフ

ァイル（Hinri Rashid 
Sufayr） 

2009 年4 月7 日4 月22 日

までに立候補辞退。 
 ――   

（注）■当選者。 

（出所）青山［2008：52-61］［未公刊］、青山・末近［2007］、al-Hayat（各号）、al-Liwa'（各号）、al-Nahar（各号）、

Naharnet.com（各号）、al-Safir（各号）、NNA（各号）などをもとに筆者作成。 
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IX. レバノン山地県ジュベイル郡 

 

 定数 3 議席（シーア派 1 議席、マロン派 2 議席） 

 立候補者数 27 人 

 有権者数 75,582 人 

 投票者数 不明* 

 投票率 65％ 

 有効票数 不明* 

 無効票数 不明* 

 白票数 不明* 

 

宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 

シー

ア派 

アッバース・フサイン・ハ

ーシム（'Abbas Husayn 
al-Hashim） 

無所属（自由国民潮流推

薦）、3 月8 日勢力。国民議

会議員（2000 年10 月～、人

民ブロック［al-Kutla al-
Sha'biya］／変化改革ブロッ

ク）。 

変化改革リスト 28,332 
変化改革ブロッ

ク 

ムスタファー・アリー・フ

サイニー（Mustafa 'Ali al-
Husayni） 

無所属。 

ジュベイル無

所属決定リスト

（La'iha al-Qaraq 
al-Jubayli al-
Mustaqill） 

20,437  

ラーミー・サルマーン・ア

リーク（Rami Salman 
'Aliq） 

  63  

リバーフ・カーズィム・ア

ビー・ハイダル（Ribah 
Kazim Abi Haydar） 

レバノン帰属潮流。2009 年

6 月5 日、3 月14 日勢力を

支援するため、立候補辞退

を発表。 

 30   

マフムード・イブラーヒー

ム・アウワード（Mahmud 
Ibrahim 'Awwad） 

無所属。2009 年6 月4 日、

立候補辞退を発表。 
 30   

ナイーム・ハイイル・シャ

ンムス（Na'im Khayyir 
Shammus） 

  11   

ムハンマド・アリー・ハリ

ール・ハイダル・アフマド

（Muhammad 'Ali Khalil 
Haydar Ahmad） 

  5   

アリー・ナジーブ・アウワ

ード（‘Ali Najib 'Awwad） 
退役准将。  3   

ムハンマド・アリー・ハイ

ダル（Muhammad 'Ali 
Haydar） 

2009 年5 月27 日、立候補

辞退。 
 1   

タラール・ムフスィン・ミク

ダード（Talal Muhsin 
Miqdad） 

  1   
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宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 
ディヤーブ・カーミル・カ

ナアーン（Diyab Kamil 
Kana'an） 

  0   

マシュフール・ハサン・

ハイダル・アフマド

（Mashhur Hasan Haydar 
Ahmad） 

  0   

ヒクマト・ハイダル・ハー

ッジ（Hikmat Haydar al-
Hajj） 

  0   

マロン

派 

ワリード・ナジーブ・フー

リー（Walid Najib al-
Khuri） 

自由国民潮流、3 月8 日勢

力。国民議会議員（2005 年

6 月～、変化改革ブロック）。

変化改革リスト 28,852 
変化改革ブロッ

ク 

スィームーン・ファリード・

アビー・ラムヤー（Simun 
Farid Abi Ramya） 

自由国民潮流（渉外関係委

員会委員）、3 月8 日勢力。 
変化改革リスト 28,598 

変化改革ブロッ

ク 

ファーリス・アントワーン・

スアイド（Faris Antwan 
Su'ayd） 

無所属（クルナト・シャフワー

ン会合）、3 月14 日勢力（事

務局長）。国民議会議員

（2000 年10 月～2005 年5
月、無所属／クルナト・シャ

フワーン会合）。 

 20,698   

ナーズィム・シャヒード・

フーリー（Nazim Shahid 
al-Khuri） 

無所属。国民議会議員

（2000 年10 月～2005 年5
月、無所属）。 

ジュベイル無

所属決定リスト 
19,960   

ビシャーラ・ブトルス・ブ

トルス・アビー・ユーニス

（Bishara Butrus Butrus 
Abi Yunis） 

  69  

エミール・ブトルス・ヌー

ファル（Imil Butrus 
Nufal） 

無所属。2009 年6 月4 日、

3 月8 日勢力に対抗する勢

力に勝利の機会を与えるた

め、立候補辞退を発表。 

ジュベイル無

所属決定リスト 
15  

シャーミル・ユースユ・ム

ーザーヤー（Shamil 
Yusuf Muzaya） 

自由国民潮流、3 月8 日勢

力。国民議会議員（2005 年

6 月～、変化改革ブロック）。

 4  

フランソワー・サムアー

ン・バースィール

（Franswa Sam'an Basil） 

無所属。2009 年5 月6 日、

立候補辞退。 
 3  

ラフィーク・イリヤース・ア

ビー・ユーニス（Rafiq 
Iliyas Abi Yunis） 

  2  

ジャーン・ナスィーブ・フ

ワート（Jan Nasib Huwat） 

3 月8 日勢力。ワリード・フー

リーの立候補辞退に対処す

るために立候補したが、

2009 年5 月26 日、立候補

辞退を発表。 

 1  

ファーディー・ナジーブ・

ルーハーニー・サクル

（Fadi Najib Ruhani Saqr） 
  1  

ミシェル・ジョルジュ・カラ

ム（Mishal Jurj Karam） 
  1   
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宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 
バッサーム・アサド・ハー

シム（Bassam Asad al-
Hashim） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

（注）■当選者。*投票者数、無効票数、白票数は公表されなかった。 

（出所）青山［2008：52-61］［未公刊］、青山・末近［2007］、al-Akhbar（各号）、al-Hayat（各号）、Naharnet.com（各号）、

NNA（各号）などをもとに筆者作成。 

X. 南部県サイダー郡 

 

 定数 2 議席（スンナ派 2 議席） 

 立候補者数 6 人 

 有権者数 53,859 人 

 投票者数 不明* 

 投票率 68％ 

 有効票数 不明* 

 無効票数 不明* 

 白票数 不明* 

 

宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 

スン

ナ派 

バヒーヤ・バハーッディ

ーン・ハリーリー（Bahiya 
Baha' al-Din al-Hariri） 

ムスタクバル潮流、3 月14
日勢力。国民議会議員

（1992 年10 月～、ムスタク

バル・ブロック）、教育・高等

教育大臣（2008 年8 月～）。

ラフィーク・ハリーリー元首相

の妹、サアド・ハリーリー議

員の叔母。 

ムスタクバル・リ

スト（サイダー・

ムスタクバル・リ

スト［La'iha 
Mustaqbal 
Sayda］） 

25,460 
レバノン第1 ブ

ロック 

フアード・アブドゥルバ

ースィト・スィニューラ

（Fu'ad 'Abd al-Basit al-
Sinyura） 

ムスタクバル潮流、3 月14
日勢力。財務担当国家大臣

（1992 年11 月～1998 年12
月）、財務大臣（2000 年10
月～2003 年4 月）、首相

（2005 年7 月～）。 

ムスタクバル・リ

スト（サイダー・

ムスタクバル・リ

スト） 

23,041 
レバノン第1 ブ

ロック 

ウサーマ・マアルーフ・

サアド・ミスリー（Usama 
Ma'ruf Sa'd al-Misri） 

ナセル人民機構（al-Tanzim 
al-Sha'bi al-Nasiri）（代表）、3
月8 日勢力。国民議会議員

（2002 年8 月～、ナセル人

民機構）。 

 13,512  

ムスタファー・スハイル・

カウワース（Mustafa 
Suhayl al-Qawwas） 

  626   

アリー・サーディク・シャ

イフ・アンマール（'Ali 
Sadiq al-Shaykh 'Ammar） 

レバノン・イスラーム集団（政

治局長）、3 月14 日勢力。

2009 年5 月7 日、立候補辞

退を発表。 

 18   

ナースィル・ムフイーッ

ディーン・サリーム・ハン
  15   
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宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 
ムード（Nasir Muhyi al-
Din Salim Hammud） 

（注）■当選者。*投票者数、無効票数、白票数は公表されなかった。 

（出所）青山［2008：52-61］［未公刊］、青山・末近［2007］、Akhbar al-Sharq（各号）、al-Hayat（各号）、al-Liwa'（各号）、

NNA（各号）などをもとに筆者作成。 

XI. 南部県ザフラーニー郡 

 

 定数 3 議席（シーア派 2 議席、ギリシャ・カトリック 1 議席） 

 立候補者数 11 人 

 有権者数 92,995 人 

 投票者数 不明* 

 投票率 54％ 

 有効票数 不明* 

 無効票数 不明* 

 白票数 不明* 

 

宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 

シー

ア派 

ナビーフ・ムスタファー・

ビッリー（Nabih Mustafa 
Birri） 

アマル運動（書記長）、3 月

8 日勢力。国民議会議長

（1992 年10 月～、抵抗開発

ブロック［Kutla al-Muqawama 
wa al-Tanmiya］／開発解放

ブロック）。 

抵抗開発解放リ

スト（La'iha al-
Muqaqama wa 
al-Tanmiya wa 
al-Tahrir） 

45,315 
開発解放ブロッ

ク（代表） 

アリー・アーディル・ウサ

イラーン（'Ali 'Adil 
'Usayran） 

アマル運動、3 月8 日勢力。

国民議会議員（1972 年5 月

～、抵抗開発ブロック／開

発解放ブロック）。 

抵抗開発解放リ

スト 
43,746 

開発解放ブロッ

ク 

リヤード・サイード・アス

アド（Riyad Sa'id al-
As'ad） 

反ビッリー国民議会議長。  3,574  

ヤフヤー・ムハンマド・タ

ーミル・ガダール（Yahya 
Muhammad Tamir 
Ghadar） 

抵抗選択支援国民連合（al-
Tajammu' al-Watani li-Da'm 
Khiyal al-Muqawama）代表。

 1,205   

フサイン・ユースフ・ズバ

イブ（Husayn Yusuf 
Zubayb） 

  59   

ザイン・フサイン・ハリー

ファ（Zayn Husayn 
Khalifa） 

レバノン帰属潮流。退役准

将（al-Hayat, April 6, 2009）。

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 

 ――   

ギリシ

ャ・カ

トリッ

ク 

ミシェル・ハンナー・ムー

サー（Mishal Hanna 
Musa） 

無所属、3 月8 日勢力。国

民議会議員（1992 年10 月

～抵抗開発ブロック／開発

解放ブロック）、労働大臣・社

会問題大臣（1998 年4 月～

抵抗開発解放リ

スト 
43,648 

開発解放ブロッ

ク 
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宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 
2000 年10 月）、環境大臣

（2000 年4 月～2003 年4
月）、国家大臣（2003 年4 月

～2004 年10 月）。 
ロベール・イリヤース・フ

ーリー（Rubir Iliyas al-
Khuri） 

レバノン軍団、3 月14 日勢

力。 
 3,101  

フィリップ・ラーシド・フー

リー（Filib Rashid al-
Khuri） 

  1,163  

ワリード・イブラーヒーム・

マズハル（Walid Ibrahim 
Mazhar） 

  15   

スライマーン・サイード・

サリーバー（Sulayman 
Sa'id Saliba） 

  7  

（注）■当選者。*投票者数、無効票数、白票数は公表されなかった。 

（出所）青山［2008：52-61］［未公刊］、青山・末近［2007］、al-Hayat（各号）、Naharnet.com（各号）、al-Safir（各号）、NNA

（各号）などをもとに筆者作成。 

XII. 南部県スール郡 

 

 定数 4 議席（シーア派 4 議席） 

 立候補者数 8 人 

 有権者数 153,060 人 

 投票者数 74,941 人 

 投票率 48％ 

 有効票数 73,228 票 

 無効票数 640 票 

 白票数 1,073 票 

 

宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 

シー

ア派 

ナウワーフ・マフムード・

ムーサウィー（Nawwaf 
Mahmud al-Musawi） 

ヒズブッラー（渉外関係担当

官）、3 月8 日勢力。 
抵抗開発解放リ

スト 
68,991 

抵抗への忠誠ブ

ロック 

アリー・ユースフ・フライ

ス（'Ali Yusuf Khurays） 

アマル運動、3 月8 日勢力。

国民議会議員（1996 年10
月～、抵抗開発ブロック／

開発解放ブロック）。 

抵抗開発解放リ

スト 
67,754 

開発解放ブロッ

ク 

アブドゥルマジード・アリ

ー・サーリフ（'Abd al-
Majid 'Ali Salih） 

アマル運動、3 月8 日勢力。

国民議会議員（2005 年6 月

～、開発解放ブロック）。 

抵抗開発解放リ

スト 
69,362  

開発解放ブロッ

ク 

ムハンマド・アブドゥルム

トリブ・フナイシュ

（Muhammad 'Abd al-
Mutlib Funaysh） 

ヒズブッラー、3 月8 日勢

力。国民議会議員（1992 年

10 月～、抵抗への忠誠ブロ

ック）、電力水資源大臣

（2005 年7 月～2008 年8

抵抗開発解放リ

スト 
69,059 

抵抗への忠誠ブ

ロック 
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宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 
月）、労働大臣（2008 年8 月

～）。 
サイイド・ジャマール・サ

イイド・ラーフィウ・サフィ

ーッディーン（al-Sayyid 
Jamal al-Sayyid Ra'if Safi 
al-Din）h 

  2,322   

アリー・サイイド・ムハン

マド・バーキル・アミーン

（'Ali al-Sayyid 
Muhammad Baqir al-
Amin） 

レバノン帰属潮流。  1,946   

ムハンマド・マアルーフ・

ジャバーイー

（Muhammad Ma'ruf 
Jaba'i） 

  1,051   

アリー・アフィーフ・ハリ

ール（'Ali 'Afif al-Khalil） 
  51   

（注）■当選者。 

（出所）青山［2008：52-61］［未公刊］、青山・末近［2007］、al-Diyar（各号）、al-Hayat（各号）、Naharnet.com（各号）、NNA

（各号）などをもとに筆者作成。 

XIII. 南部県ジェッズィーン郡 

 

 定数 3 議席（マロン派 2 議席、ギリシャ・カトリック 1 議席） 

 立候補者数 25 人 

 有権者数 54,188 人 

 投票者数 29,225 人 

 投票率 53％ 

 有効票数 28,995 票 

 無効票数 117 票 

 白票数 113 票 

 

宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 

マロン

派 

ズィヤード・ミシェル・ア

スワド（Ziyad Mishal 
Aswad） 

自由国民潮流、3 月8 日勢

力。 
変化改革リスト 15,648 

変化改革ブロッ

ク 

ミシェル・ターニユース・

フルウ（Mishal Taniyus 
al-Hulw） 

自由国民潮流、3 月8 日勢

力。 
変化改革リスト 13,285 

変化改革ブロッ

ク 

サミール・イブラーヒー

ム・アーザール（Samir 
Ibrahim 'Azar） 

無所属（アマル運動推薦）、

3 月8 日勢力。国民議会議

員（1992 年10 月～、抵抗開

発ブロック／開発解放ブロッ

ク）。 

家族リスト

（La'iha al-
'A'ilat） 

10,792  

エドモーン・アミーン・リ

ズク（Idmun Amin Rizq） 
無所属、3 月14 日勢力。国

民議会議員（1972 年5 月～

独立ジェッズィ

ーン・リスト
7,399   
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宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 
1992 年10 月）、法務大臣兼

情報大臣（1989 年11 月～

1990 年12 月）。 

（La'iha Jazzin 
al-Mustaqilla） 

カミール・ファリード・スィ

ルハール（Kamil Farid 
Sirhal） 

無所属、3 月8 日勢力。ピエ

ール・スィルハール（Biyar 
Sirhal）国民議会議員（2005
年6 月～、抵抗への忠誠ブ

ロック）の弟。 

家族リスト 5,403   

ファウズィー・ルーウィ

ス・アスマル（Fawzi 
Luwis al-Asmar） 

無所属、3 月14 日勢力。 
独立ジェッズィ

ーン・リスト 
4,338   

ジョルジュ・サイード・ナ

ジュム（Jurj Sa'id Najm） 
  243   

マールーン・ユースフ・

カナアーン（Marun 
Yusuf Kana'an） 

  14   

ナビール・バフジャト・ナ

ースィーフ（Nabil Bahjat 
Nasif） 

2009 年6 月4 日、立候補辞

退を発表。 
 12   

イブラーヒーム・サミー

ル・アーザール（Ibrahim 
Samir 'Azar） 

  4   

ジョゼフ・イリヤース・ナ

フラー（Juzif Iliyas 
Nahra） 

在ドバイ・レバノン労働会議

（Majlis al-'Amal al-Lubnani fi 
Dubay）議長。2009 年5 月

28 日、立候補辞退を発表。 

 2   

アマル・ヒクマト・アブー・

ザイド（Amal Hikmat Abu 
Zayd） 

  1   

ルーニー・タンヌース・ア

ウン（Runi Tannus 'Awn） 
2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

カルード・ジャミール・ア

ーズーリー（Kalud Jami 
'Azuri） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

ギリシ

ャ・カ

トリッ

ク 

イサーム・ニコラー・サワ

ーヤー（'Isam Niqula 
Sawaya） 

自由国民潮流、3 月8 日勢

力。 
変化改革リスト 14,914 

変化改革ブロッ

ク 

アッジャージュ・ジョルジ

ー・ジョルジー・ハッダー

ド（'Ajjaj Jurji Jurji 
Haddad） 

無所属、3 月14 日勢力。 
独立ジェッズィ

ーン・リスト 
6,498  

アントワーン・ドゥクトゥー

ル・サリーム・フーリー

（Antwan al-Duktur Salim 
Khuri） 

無所属（アマル運動推薦）、

3 月8 日勢力。国民議会議

員（2000 年10 月～、抵抗開

発ブロック／開発解放ブロッ

ク）。 

家族リスト 5,220   

イサーム・ジルジス・ハッ

ダード（'Isam Jirjis al-
Haddad） 

  1,634   

ジョルジュ・ユースフ・ハ

ッジャール（Jurj Yusuf al-
Hajjar） 

  218  
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宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 
ライムーン・イリヤース・

サムアーン（Raymun 
Iliyas Sam'an） 

  20  

ニコラー・ナディーム・ナ

ージー・サーリム（Niqula 
Nadim Naji Salim） 

2009 年5 月29 日、立候補

辞退を発表。 
 9  

ニコラー・イブラーヒー

ム・ハッジャール（Niqula 
Ibrahim al-Hajjar） 

  1  

アスアド・ナジーブ・ヒン

ディー（As'ad Najib 
Hindi） 

  0  

ハーディー・ハスィーブ・

ヒンディー（Hadi Hasib 
al-Hindi） 

  0  

ファウズィー・ハンナー・

ニコラー・イブラーヒー

ム・アブー・ファルハート

（Fawzi Hanna Niqula 
Ibrahim Abu Farhat） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――  

（注）■当選者。 

（出所）青山［2008：52-61］［未公刊］、青山・末近［2007］、al-Hayat（各号）、al-Liwa'（各号）、Naharnet.com（各号）、al-

Safir（各号）、NNA（各号）などをもとに筆者作成。 

XIV. ナバティーヤ県ナバティーヤ郡 

 

 定数 3 議席（シーア派 3 議席） 

 立候補者数 16 人 

 有権者数 121,912 人 

 投票者数 不明* 

 投票率 49％ 

 有効票数 不明* 

 無効票数 67 票 

 白票数 92 票 

 

宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 

シー

ア派 

ムハンマド・ハサン・ラア

ド（Muhammad Hasan 

Ra'd） 

ヒズブッラー、3 月8 日勢

力。国民議会議員（1992 年

10 月～、抵抗への忠誠ブロ

ック）。 

抵抗開発解放リ

スト 
62,720 

抵抗への忠誠ブ

ロック（代表） 

ヤースィーン・カーミル・

ジャービル（Yasin Kamil 

Jabir） 

アマル運動、3 月8 日勢力。

国民議会議員（1996 年10

月～、抵抗への忠誠ブロッ

ク）、経済通商大臣（1995 年

5 月～1998 年12 月）、公共

抵抗開発解放リ

スト 
60,068 

開発解放ブロッ

ク 
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宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 

事業運輸大臣（2004 年10

月～2005 年4 月）。 

アブドゥルラティーフ・ベ

ク・ユースフ・ザイン

（'Abd al-Latif Bik Yusuf 

al-Zayn） 

無所属（アマル運動推薦）、

3 月8 日勢力。国民議会議

員（1964 年5 月～、抵抗へ

の忠誠ブロック）。 

抵抗開発解放リ

スト 
55,250 

開発解放ブロッ

ク 

アドハム・ムハンマド・ジ

ャービル（Adham 

Muhammad Jabir） 

  3,866  

ナディーム・サミーフ・ウ

サイラーン（Nadim 

Samih 'Usayran） 

  3,094  

ムハンマド・ジャミール・

ジャービル（Muhammad 

Jamil Jabir） 

  2,744   

ムハンマド・ハサン・アッ

バース（Muhammad 

Hasan 'Abbas） 

  1,836   

ハーズィム・タウフィー

ク・シャーヒーン（Hazim 

Tawfiq Shahin） 

  1,651   

ムハンマド・アリー・ムル

タダー・ムカッラド

（Muhammad 'Ali 

Murtada Muqallad） 

  1,335   

ニザーム・アリー・フーマ

ーニー（Nizam 'Ali 

Humani） 

  1,189   

マージド・サミーフ・ファ

イヤード（Majid Samih 

Fayyad） 

  853   

アミーン・フサイン・サー

リフ（Amin Husayn Salih） 
  477   

カマール・ハサン・ワフビ

ー（Kamal Hasan Wahbi） 
  282   

アリー・ナイーム・タラー

ブルスィー（'Ali Na'im 

Tarabulsi） 

  77   

ワフィーク・ムハンマド・

アリー・ジャービル

（Wafiq Muhammad 'Ali 

Jabir） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   
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（注）■当選者。*投票者数は公表されなかった。 

（出所）青山［2008：52-61］［未公刊］、青山・末近［2007］、al-Hayat（各号）、Naharnet.com（各号）、NNA（各号）などをもと

に筆者作成。 

XV. ナバティーヤ県ビント・ジュベイル郡 

 

 定数 3 議席（シーア派 3 議席） 

立候補者数 11 人 

有権者数 123,396 人 

投票者数 52,899 人 

投票率 42％ 

有効票数 51,696 票 

無効票数 420 票 

白票数 783 票 

 

宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 

シー

ア派 

ハサン・ニザームッディ

ーン・ファドルッラー

（Hasan Nizam al-Din 
Fadl Allah） 

ヒズブッラー（政治会議メン

バー）、3 月8 日勢力。国民

議会議員（2005 年6 月～、

抵抗への忠誠ブロック）。 

抵抗開発解放リ

スト 
49,852 

抵抗への忠誠ブ

ロック 

アリー・アフマド・バッズィ

ー（'Ali Ahmad Bazzi）H 

アマル運動、3 月8 日勢力。

国民議会議員（2000 年10
月～、抵抗開発ブロック／

開発解放ブロック）。 

抵抗開発解放リ

スト 
49,220 

開発解放ブロッ

ク 

アイユーブ・ファフド・フ

マイイド（Ayyub Fahd 
Humayyid）h 

アマル運動、3 月8 日勢力。

国民議会議員（1992 年10
月～、抵抗開発ブロック／

開発解放ブロック）、電力資

源大臣（2003 年4 月～2004
年10 月）。 

抵抗開発解放リ

スト 
48,775 

開発解放ブロッ

ク 

アリー・アキール・マフナ

ー（'Ali 'Aqil Mahna） 
レバノン帰属潮流。  616   

アフマド・ムハンマド・ハ

ワージャ（Ahmad 
Muhammad Khawaja） 

レバノン帰属潮流。  554   

ムハンマド・アブドゥルカ

リーム・バイドゥーン

（Muhammad 'Abd al-
Karim Baydun） 

無所属。  470   

ムハンマド・ムスタファ

ー・カッドゥーフ

（Muhammad Mustafa 
Qadduh） 

無所属。  299   

ナーズィム・ハリール・イ

ブラーヒーム（Nazim 
Khalil Ibrahim） 

無所属。  227   

ムハンマド・アブドゥルフ

サイン・アトウィー
無所属。  19   
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（Muhammad 'Abd al-
Husayn 'Atwi） 
バディーウ・ニムル・アラ

ウィーヤ（Badi' Nimr 
'Alawiya） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

ムハンマド・アブドゥッリ

ダー・スワイダーン

（Muhammad 'Abd al-
Rida Suwaydan） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

（注）■当選者。 

（出所）青山［2008：52-61］［未公刊］、青山・末近［2007］、al-Hayat（各号）、NNA（各号）などをもとに筆者作成。 

XVI. ナバティーヤ県マルジャアユーン郡・ハースバイヤー郡 

 

 定数 5 議席（スンナ派 1 議席、シーア派 2 議席、ドゥルーズ派 1 議席、ギリシャ正教 1 議席） 

 立候補者数 20 人 

 有権者数 138,844 人 

 投票者数 64,975 人 

 投票率 46％ 

 有効票数 63,933 票 

 無効票数 536 票 

 白票数 506 票 

 

宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 

スン

ナ派 

カースィム・ウマル・ハー

シム（Qasim 'Umar 
Hashim） 

アラブ社会主義バアス党、3
月8 日勢力。国民議会議員

（2000 年10 月～、アラブ社

会主義バアス党）。 

抵抗開発解放リ

スト 
46,460 

国民民族政党ブ

ロック（Kutla al-
Ahzab al-
Wataniya wa al-
Qawmiya） 

ムニーフ・アフマド・ハテ

ィーブ（Munif Ahmad al-
Khatib） 

無所属、3 月14 日勢力。  13,418  

ジャミール・アリー・ダー

ヒル（Jamil 'Ali Dahir） 
  41  

カースィム・ムハンマド・

ガーディル（Qasim 
Muhammad Ghadir） 

2009 年5 月11 日、3 月8
日勢力を支援するため、立

候補辞退を発表。 
 3   

ムハンマド・アブドゥッラ

ティーフ・カアダーン

（Muhammad 'Abd la-
Lati'f Qa'dan） 

2009 年4 月22 日、ムニー

フ・ハティーブ候補を支援す

るため、立候補辞退。 
 ――   

ワリード・アスアド・バラカ

ート（Walid As'ad 
Barakat） 

2009 年4 月22 日、3 月8
日勢力を支援するため、立

候補辞退。 
 ――   

マフムード・カースィム・

ハティーブ（Mahmud 
Qasin al-Khatib） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   
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ワリード・ヌールッディー

ン・ヌールッディーン

（Walid Nur al-Din Nur al-
Din） 

2009 年4 月22 日、立候補

辞退。 
 ――   

シー

ア派 

アリー・ハサン・ハリール

（'Ali Hasan Khalil） 

アマル運動、3 月8 日勢力。

国民議会議員（1996 年10
月～、抵抗開発ブロック／

開発解放ブロック）、財務大

臣（1989 年11 月～1992 年

5 月）、移民問題大臣（995
年5 月～1996 年11 月）、農

業大臣（2003 年4 月～2004
年10 月）。 

抵抗開発解放リ

スト 
48,064 

開発解放ブロッ

ク 

アリー・ラシード・ファイ

ヤード（'Ali Rashid 
Fayyad） 

ヒズブッラー（党研究文書相

談センター［al-Markaz al-
Istishari li-l-Dirasat al-
Tawthiq］所長）、3 月8 日勢

力。 

抵抗開発解放リ

スト 
46,674 

抵抗への忠誠ブ

ロック 

アフマド・ムハンマド・カ

ーミル・アスアド（Ahmad 
Muhammad Kamil al-
As'ad） 

レバノン帰属潮流（議長）。  10,694   

アドナーン・ハリール・ア

ッブード（'Adnan Khalil 
'Abbud） 

民主左派運動（Haraka al-
Yasar al-Dimuqrati）、3 月14
日勢力。 

 11,327   

サアドッラー・ムハンマ

ド・マズラアーニー（Sa'd 
Allah Muhammad 
Mazra'ani） 

レバノン共産党書記長。  3,353  

ムルハフ・アフマド・ラマ

ダーン（Marhaf Ahmad 
Ramadan） 

レバノン帰属潮流。  805  

アッバース・ムハンマド・

シャラフッディーン

（'Abbas Muhammad 
Sharaf al-Din） 

  321  

サルマーン・ムハンマド・

ジャバリー（Salman 
Muhammad al-Jabali） 

  78  

ドゥル

ーズ

派 

アンワル・ムハンマド・ハ

リール（Anwar 
Muhammad al-Khalil） 

無所属（アマル運動推薦）、

3 月8 日勢力。国民議会議

員（1992 年10 月～、抵抗開

発ブロック／開発解放ブロッ

ク）、国家大臣（1992 年10
月～1995 年5 月、行政改革

問題担当国家大臣（1995 年

5 月～1996 年11 月）、情報

大臣兼難民問題大臣（1998
年12 月～2000 年10 月）。 

抵抗開発解放リ

スト 
50,837 

開発解放ブロッ

ク 

ウィサーム・カマール・シ

ュルーフ（Wisam Kamal 
Shuruf） 

  4,150   
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ギリシ

ャ正

教 

アスアド・ハリーム・ハル

ダーン（As'ad Halim 
Hardan） 

シリア民族社会党（中央政治

局長）、3 月8 日勢力。国民

議会議員（1996 年10 月～、

シリア民族社会党）、国家大

臣（1990 年12 月～1992 年

10 月）、労働大臣（1995 年5
月～1998 年12 月）、労働大

臣（1996 年11 月～1998 年

12 月、2003 年4 月～2004
年10 月）。 

抵抗開発解放リ

スト 
46,690 

国民民族政党ブ

ロック 

イリヤース・ユースフ・ア

ブー・リズク（Iliyas Yusuf 
Abu Rizq） 

レバノン帰属潮流。労働連

合前総裁。 
 13,107   

（注）■当選者。 

（出所）青山［2008：52-61］［未公刊］、青山・末近［2007］、Akhbar al-Sharq（各号）、The Daily Star（各号）、al-Diyar（各号）、

al-Hayat（各号）、al-Mustaqbal（各号）、Naharnet.com（各号）、NNA（各号）などをもとに筆者作成。 

XVII. ベカーア県ザフレ郡 

 

 定数 7 議席（スンナ派 1 議席、シーア派 1 議席、マロン派 1 議席、ギリシャ正教 1 議席、ギリシャ・カトリック 

2 議席、アルメニア正教 1 議席） 

 立候補者数 71 人 

 有権者数 158,005 人 

 投票者数 不明* 

 投票率 56％ 

 有効票数 不明* 

 無効票数 不明* 

 白票数 不明* 

 

宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 

スン

ナ派 

アースィム・ファーイズ・

アッラージー（'Asim 
Fayiz 'Arraji） 

無所属（ムスタクバル潮流推

薦）、元3 月8 日勢力。国民

議会議員（2005 年6 月～、

変化改革ブロック）。 

心のザフレ・リ

スト（La'iha 
Zahla bi-al-
Qalb） 

48,464 
心のザフレ・ブロ

ック（Kutla Zahla 
bi-al-Qalb） 

ムニーフ・アフマド・ハテ

ィーブ（Munif Ahmad al-
Khatib） 

無所属、3 月14 日勢力。  13,418  

ジャミール・アリー・ダー

ヒル（Jamil 'Ali Dahir） 
  41  

リダー・ハーリド・マイス

（Rida Khalid al-Mays） 
無所属。 

人民ブロック・リ

スト（La'iha al-
Kutla al-
Sha'biya） 

40,046  

ジハード・フサイン・ムア

ッリム（Jihad Husayn al-
Mu'allim） 

  1,001   
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イマード・リフアト・カズウ

ーン（'Imad Rif'at Qaz'un） 
  477   

ナジーブ・サイード・ハ

ーシム（Najib Sa'id 
Hashim） 

  21   

カマール・ハサン・マイス

（Kamal Hasan al-Mays） 
  7   

ファーイズ・ムハンマド・

アッラージー（Fayiz 
Muhammad 'Arraji） 

  5   

ハサン・ウマル・アリー

（Hasan 'Umar al-'Ali） 
  5   

ムハンマド・ウマル・アッ

ラージー（Muhammad 
'Umar 'Arraji） 

  4   

イブラーヒーム・ハリー

ル・マイス（Ibrahim Khalil 
al-Mays） 

ムスタクバル潮流の選挙運

動を支援するため、立候補

辞退。 
 4   

ワジーフ・ムハンマド・ア

ッラージー（Wajih 
Muhammad 'Arraji） 

  2   

ハーリド・カースィム・アッ

ラージー（Khalid Qasim 
'Arraji） 

  2   

ムハンマド・ウマル・ユー

スフ・フシャイミー

（Muhammad 'Umar 
Yusuf al-Hushaymi） 

  1   

サイード・アスアド・サッ

ルーム（Sa'id As'ad 
Sallum） 

2009 年5 月21 日、3 月8
日勢力を支援するため、立

候補辞退を発表。 
 1   

バフジャト・ムハンマド・

ハーラーティー（Bahjat 
Muhammad al-Harati） 

  0   

イマード・ザイド・ミータ

ー（‘Imad Zayd Mita） 
  0   

ハーリド・サリーム・アブ

ドゥルファッターフ

（Khalid Salim 'Abd al-
Fattah） 

  0   

ラフィーク・ムハンマド・

カースィム・ラヒーマ

（Rafiq Muhammad 
Qasim Rahima） 

  0  

アブドゥッラー・フサイ

ン・サイイド（'Abd Allah 
Husayn al-Sayyid） 

  0   

ウマル・カースィム・ジャ

マール（'Umar Qasim al-
Jamal） 

  0   

イマード・リフアト・カズウ

ーン（'Imad Rif'at Qaz'un） 
2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   
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ウィサーム・サミール・タ

ルシーシー（Wisam 
Samir Tarshishi） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

ガーズィー・ファイサル・

マイス（Ghazi Faysal al-
Mays） 

3 月14 日勢力。2009 年4
月22 日までに立候補辞退。

 ――   

シー

ア派 

ウカーブ・ウカーブ・サク

ル（'Uqab 'Uqab Saqr） 
無所属、3 月14 日勢力。 

心のザフレ・リ

スト 
49,238 

心のザフレ・ブロ

ック 

ハサン・ムハンマド・ヤア

クーブ（Hasan 
Muhammad Ya'qub） 

無所属（イリヤース・スカーフ

推薦）、3 月8 日勢力。国民

議会議員（2005 年6 月、変

化改革ブロック）。 

人民ブロック・リ

スト 
40,463  

アフィーフ・ムハンマド・

マフディー（'Afif 
Muhammad al-Mahdi） 

  472  

ハーティム・アリー・ター

リブ（Hatim 'Ali Talib） 
無所属、3 月8 日勢力。  307   

シャフィーク・サイイド・ハ

マド・ムーサウィー

（Shafiq al-Sayyid Hamad 
al-Musawi） 

  36   

ムフスィン・アリー・ダッ

ルール（Muhsin 'Ali 
Dallul） 

無所属、国民議会議員

（1991 年5 月～2005 年5
月、無所属）、農業大臣

（1989 年11 月～1992 年10
月）、国防大臣（1992 年10
月～1998 年12 月）。2009
年5 月26 日、立候補辞退。

 14   

ムハンマド・ハマド・アブ

ドゥッラー（Muhammad 
Hamad 'Abd Allah） 

2009 年5 月31 日、3 月14
日勢力を支援するため、立

候補辞退を発表。 
 4   

ガズワーン・アフマド・シ

ャラフ（Ghazwan Ahmad 
Sharaf） 

  1   

アリー・アフマド・ブー・

ハムダーン（'Ali Ahmad 
Bu Hamdan） 

  0   

ウサーマ・ムフスィン・サ

ルハブ（Usama Muhsin 
Salhab） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

アーミル・ムハンマド・サ

ブーリー（'Amir 
Muhammad al-Saburi） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――  

アフマド・アリー・サファ

ル（Ahmad 'Ali Safar） 
2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――  

ザーヒー・ユースフ・アブ

ドゥッラー（Zahi Yusuf 
'Abd Allah） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――  

ムハンマド・ユースフ・ハ

ムダル（Muhammad 
Yusuf Hamdar） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――  
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マロン

派 

エリー・ミシェル・マール

ーニー（Ili Mishal 
Maruni） 

レバノン・カターイブ党、3 月

14 日勢力。観光大臣（2008
年8 月～）。 

心のザフレ・リ

スト 
49,328 

レバノン・カター

イブ党ブロック 

サリーム・ジョルジュ・ア

ウン（Salim Jurj 'Awn） 

自由国民潮流、3 月8 日勢

力。国民議会議員（2005 年

6 月～、変化改革ブロック）、

ミシェル・アウン元国軍司令

官の親戚。 

人民ブロック・リ

スト 
41,064   

ハリール・ジョルジュ・ヒラ

ーウィー（Khalil Jurj al-
Hirawi 

無所属。国民議会議員

（1992 年10 月～2005 年6
月、人民ブロック）、国防大

臣（2000 年10 月～2004 年

10 月）。2009 年6 月3 日、

立候補辞退を発表。 

 8   

マールーン・ラシード・サ

グビーニー（Marun 
Rashid al-Saghbini） 

2009 年6 月4 日、3 月14
日勢力を支持するため、立

候補辞退を発表。 
 5   

プール・ジャーン・シル

ビル（Bul Jan Shirbil） 
  4   

ジョゼフ・ワディーウ・シ

ャムウーン（Juzif Wadi' 
Sham'un） 

  4   

ジョルジュ・ムルシド・マ

ズラアーニー（Jurj 
Murshid Mazra'ani） 

  2   

ギリシ

ャ正

教 

ジョゼフ・アニース・マア

ルーフ（Juzif Anis 
Ma'luf） 

無所属（レバノン軍団推薦）

**、3 月14 日勢力。 
心のザフレ・リ

スト 
48,288 

レバノン軍団ブ

ロック 

カミール・ハリール・マア

ルーフ（Kamil Khalil 
Ma'luf 

変化改革ブロック、3 月8 日

勢力。国民議会議員（2005
年6 月～、変化改革ブロッ

ク）。 

人民ブロック・リ

スト 
41,643   

ムーサー・スライマーン・

フライジー（Musa 
Sulayman Furayji 

  971   

イブラーヒーム・バディ

ーウ・マアルーフ

（Ibrahim Badi' Ma'luf 
  59   

ミシェル・サリーム・ダム

ース（Mishal Salim 
Damus 

  18   

カイサル・ナイーム・リズ

ク・マアルーム（Qaysar 
Na'im Rizq al-Ma'lum） 

  0   

シュクリー・ナージー・テ

ィーニー（Shukri Naji al-
Tini） 

2009 年5 月11 日、立候補

辞退。 
 0   

アントワーン・シャーヒー

ン・ハッダード（Antwan 
Shahin al-Haddad） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   
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ギリシ

ャ・カ

トリッ

ク 

ニコラー・ミシェル・ファッ

トゥーシュ（Niqula Mishal 
Fattush） 

無所属（ムスタクバル潮流推

薦）***、3 月14 日勢力。。

国民議会議員（1996 年10
月～、人民ブロック／ムスタ

クバル・ブロック）、観光大臣

（1992 年10 月～1998 年12
月）。 

心のザフレ・リ

スト 
27,709 

心のザフレ・ブロ

ック（Kutla Zahla 
bi-al-Qalb）（代

表） 

トニー・ミハーイル・アブ

ー・ハーティル（Tuni 
Mikhayil Abu Khatir） 

無所属（レバノン軍団推薦）

****、3 月14 日勢力。 
心のザフレ・リ

スト 
48,019 

レバノン軍団ブ

ロック 

イリヤース・ジョゼフ・スカ

ーフ（Iliyas Juzif al-Sukaf 

無所属、3 月8 日勢力。国

民議会議員（1996 年10 月

～、人民ブロック）、鉱業大

臣（2003 年4 月～2004 年

10 月）、農業大臣（2004 年

10 月～2005 年4 月、2008
年8 月～）。 

人民ブロック・リ

スト 
42,975   

フアード・ハンナー・トゥ

ルク（Fu'ad Hanna al-
Turk） 

無所属。 
人民ブロック・リ

スト 
40,459   

マーキダー・ジョゼフ・バ

リーディー（Makida Juzif 
Baridi） 

  1,966   

ナージー・ミシェル・スカ

ーフ（Naji Mishal al-
Sukaf） 

  272   

ムーサー・ミシェル・ファ

ットゥーシュ（Musa 
Mishal Fattush） 

  19   

トゥーニー・ジルジス・ニ

ウマ（Tuni Jirjis Ni'ma） 

2009 年5 月28 日、心のザ

フレ・リストを支援するため、

立候補辞退を発表。 
 4   

ガッサーン・ディーブ・ナ

ッダーフ（Ghassan Dib al-
Naddaf） 

無所属。2009 年6 月4 日、

イリヤース・スカーフ農業大

臣を支持するため、立候補

辞退を発表。 

 3   

アブドゥフ・エミール・ス

カーフ（'Abduh Imil al-
Sukaf） 

  0   

アルメ

ニア

正教 

シャーニト・マールディ

ーウース・ジャンジャニ

ヤーン（Shanit Mardirus 
Janjaniyan） 

無所属（レバノン軍団推薦）

*****、3 月14 日勢力。 
 48,527 

レバノン軍団ブ

ロック／アルメニ

ア合意ブロック 

ジョルジュ・アブディー

ン・カッサルジー（Jurj 
'Abdin Qassarji） 

無所属（ターシュナーク党推

薦）、3 月8 日勢力。 
人民ブロック・リ

スト 
41,512   

ワールージャーン・アラ

ーム・アラーキリヤーン

（Warujan Aram 
Arakilyan） 

  304   

ナーリーク・バーヌース・

アブラーハミアーン

無所属（アルメニア社会民主

ハンチャク党、ラームガヴァ
 19   
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（Narik Banus 
Abrahamiyan） 

ーン党、自由アルメニア・レ

バノン人運動［Haraka al-
Lubnaniyin al-Arman al-
Ahrar］推薦）、3 月14 日勢

力。退役准将。2009 年6 月

3 日、3 月14 日勢力を支援

するため、立候補辞退を発

表。 
ブーグース・ヒーラービ

ト・クールディヤーン

（Bughus Hirabit 
Kurdiyan） 

2009 年6 月3 日、3 月14
日勢力を支援するため、立

候補辞退を発表。 
 12   

アントワーン・カーシー

ル・ナシャーナフィヤー

ン（Antwan Khashir 
Nashanafiyan） 

  4   

エディー・ブーグース・

ダマルジヤーン（Idi 
Bughus Damarjiyan） 

  2   

サトラーク・ガブリヤー

ル・ハーウティヤーン

（Satrak Ghabriyal 
Hawtiyan） 

  0   

（注）■当選者。*投票者数、無効票数、白票数は公表されなかった。**3 月 14 日勢力ホームページ

（http://www.14march.org/profile-details.php'id=MTMxMTkz）によるとレバノン軍団。***3 月 14 日勢力ホームページ

（http://www.14march.org/profile-details.php'id=MTMxMTg5）によるとムスタクバル潮流。****3 月 14 日勢力ホームペー

ジ（http://www.14march.org/profile-details.php'id=MTMxMTkw）によるとレバノン軍団。*****3 月 14 日勢力ホームペー

ジ（http://www.14march.org/profile-details.php'id=MTMxMTky）によるとレバノン軍団。 

（出所）青山［2008：52-61］［未公刊］、青山・末近［2007］、al-Hayat（各号）、Naharnet.com（各号）、al-Safir（各号）、NNA

（各号）などをもとに筆者作成。 

XVIII. ベカーア県西ベカーア郡・ラーシャイヤー郡 

 

 定数 6 議席（スンナ派 2 議席、シーア派 1 議席、ドゥルーズ派 1 議席、マロン派 1 議席、ギリシャ正教 1 議

席） 

 立候補者数 34 人 

 有権者数 122,487 人 

 投票者数 65,237 人 

 投票率 53％ 

 有効票数 64,571 票 

 無効票数 402 票 

 白票数 264 票 
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スン

ナ派 

ズィヤード・ナーズィム・

カーディリー（Ziyad 
Nazim al-Qadiri） 

無所属（ムスタクバル潮流推

薦）*、3 月14 日勢力。 

尊厳リスト

（La'iha al-
Karama） 

34,886 
レバノン第1 ブ

ロック 

ジャマール・サリーム・ジ

ャッラーフ（Jamal Salim 
Jarrah） 

ムスタクバル潮流、3 月14
日勢力。国民議会議員

（2005 年6 月～、ムスタクバ

ル・ブロック）。 

尊厳リスト 33,389 
レバノン第1 ブ

ロック 

アブドゥッラフマーン・ユ

ースフ・ムラード（'Abd al-
Rahman Yusuf Murad） 

アラブ社会主義連合（al-
Ittihad al-Ishtiraki al-'Arabi）
（書記長）、3 月8 日勢力。

国民議会議員（1991 年5 月

～2005 年6 月、西ベカー

ア・ラーシャイヤー・ブロック

［Kutla al-Biqa' al-Gharbi wa 
Rashayya］［代表］）、職業技

術教育大臣（1995 年5 月～

1996 年11 月）、教育大臣兼

高等教育大臣（2000 年10
月～2003 年4 月）、国家大

臣（2003 年4 月～2004 年

10 月）、国防大臣（2004 年

10 月～2005 年4 月）。 

ベカーア原則リ

スト（La'iha al-
Marja'iya al-
Biqa'iya） 

29,095   

ムハンマド・カースィム・

カルアーウィー

（Muhammad Qasim al-
Qar'awi） 

無所属。 
ベカーア原則リ

スト 
27,538   

ファールーク・イブラーヒ

ーム・ダフルージュ

（Faruq Ibrahim Dahruj） 

レバノン共産党［前書記

長］。 
 1,797  

サーミー・フサイン・ハテ

ィーブ（Sami Husayn al-
Khatib） 

レバノン・イスラーム集団、3
月14 日勢力。2009 年5 月

31 日、立候補辞退を発表。 
 7   

ナビール・アフマド・ファ

ーリス（Nabil Ahmad 
Faris） 

無所属。2009 年5 月18
日、3 月14 日勢力を支援す

るため、立候補辞退を発表。

 4   

エミール・アリー・ハンム

ード（Imil 'Ali Hammud） 
無所属。  2   

ムハンマド・フサイン・タ

ーハー（Muhammad 
Husayn Taha） 

無所属。  1   

アリー・ファーリス・ジャン

ナーニー（'Ali Faris al-
Jannani） 

無所属。  1   

アリー・フサイン・ハーッ

ジ（'Ali Husayn al-Hajj） 
  0   

サミール・ムハンマド・ハ

ルブ（Samir Muhammad 
Harb） 

  0   

サラーフ・フサイン・バク

リー（Salah Husayn 
Bakri） 

  0   
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ハリール・ムハンマド・ヤ

ースィーン（Khalil 
Muhammad Yasin） 

2009 年5 月18 日、3 月14
日勢力を支援するため、立

候補辞退を発表。 
 0   

ジャミール・マアムーン・

シャラーニク（Jamil 
Ma'mun Sharaniq） 

2009 年4 月22 日、3 月14
日勢力を支援するため、立

候補辞退を発表。 
 ――   

アフマド・ムハンマド・フ

ァットゥーフ（Ahmad 
Muhammad Fattuh） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

アリー・フサイン・ジャー

ルーシュ（'Ali Husayn al-
Jarush） 

3 月14 日勢力。2009 年4
月22 日、立候補辞退を発表

（NNA, April 22, 2009）。 
 ――   

ハマーディー・ハーミド・

ジャーニム（Hamadi 
Hamid Janim） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

ムハンマド・シハーズィ

ー・スマイリー

（Muhammad Shihadhi 
Sumayli） 

2009 年4 月21 日、3 月14
日勢力を支援するため、立

候補辞退を発表。 
 ――   

シー

ア派 

アミーン・ムハンマド・ワ

フビー（Amin 
Muhammad Wahbi） 

民主左派運動、3 月14 日勢

力。 
尊厳リスト 34,424 

レバノン第1 ブ

ロック 

ナースィル・ムスリム・ナ

スルッラー（Nasir Muslim 
Nasr Allah） 

アマル運動、3 月8 日勢力。

国民議会議員（2005 年6 月

～、開発解放ブロック）。 

ベカーア原則リ

スト 
25,457   

マフムード・ファーリス・

アブー・ハムダーン

（Mahmud Faris Abu 
Hamdan） 

元アマル運動。国民議会議

員（2000 年10 月～2005 年

6 月、抵抗開発ブロック）、住

宅大臣（1992 年10 月～

1998 年12 月）。 

 3,130   

アリー・スブヒー・スブフ

（'Ali Subhi Subh） 
2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――  

アドナーン・ナイーム・フ

サイン（'Adnan Na'im 
Husayn） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――  

サーミー・ムハンマド・ハ

リール・リーシューニー

（Sami Muhammad Khalil 
al-Rishuni） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――  

ムハンマド・アミーン・ア

ッバース（Muhammad 
Amin 'Abbas） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――  

ドゥル

ーズ

派 

ワーイル・ワフビー・アブ

ー・ファーウール（Wa'il 
Wahbi Abu Fa'ur） 

進歩社会主義党、3 月14 日

勢力。国民議会議員（2005
年6 月～、民主会合ブロッ

ク）。 

尊厳リスト 35,053 
民主会合ブロッ

ク／国民闘争戦

線** 

ファイサル・サリーム・ダ

ーウド（Faysal Salim 
Dawud） 

レバノン・アラブ闘争運動

（Haraka al-Nidal al-Lubnani 
al-'Arabi）、3 月8 日勢力。国

民議会議員（1991 年5 月～

2005 年6 月、西ベカーア・

ラーシャイヤー・ブロック）。 

ベカーア原則リ

スト 
28,026   
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マロン

派 

ルベール・イスカンダ

ル・ガーニム（Rubir 
Iskandar Ghanim） 

無所属（ムスタクバル潮流推

薦）、3 月14 日勢力。国民

議会議員（2005 年6 月～、

無所属［親ムスタクバル・ブ

ロック］）。 

尊厳リスト 35,329 無所属 

ヘンリー・ユースフ・シャ

ディード（Hinri Yusuf 
Shadid） 

自由国民潮流、3 月8 日勢

力。国民議会議員（1996 年

10 月～2000 年10 月）。 
 27,415   

ギリシ

ャ正

教 

アントワーン・ニコラー・

サアド（Antwan Niqula 
Sa'd） 

無所属（進歩社会主義党推

薦）**、国民議会議員（2005
年6 月～、民主会合ブロッ

ク）。 

尊厳リスト 33,718 
民主会合ブロッ

ク／国民闘争戦

線** 

エリー・ナジーブ・ファル

ズリー（Ili Najib al-Farzli） 

無所属、3 月8 日勢力。国

民議会議員（1991 年5 月～

2005 年6 月、無所属）、国

民議会副議長（1991 年5 月

～2004 年10 月）、情報大臣

（2004 年10 月～2005 年4
月）。 

ベカーア原則リ

スト 
29,344   

イブラーヒーム・ハンナ

ー・フーリー（Ibrahim 
Hanna al-Khuri） 

  166   

ヌールマー・アディー

ブ・ファルズリー（Nurma 
Adib Farzli） 

2009 年6 月2 日、3 月14
日勢力を支援するため、立

候補辞退を発表。 
 3   

（注）■当選者。*3 月 14 日勢力ホームページ（http://www.14march.org/profile-details.php'id=MTMxMTIw）によるとムス

タクバル潮流。**2011 年 1 月24 日、サアド・ハリーリー挙国一致内閣総辞職後の首相指名をめぐって、S・ハリーリー首

相の指名する民主会合ブロックの議員から離反し、ナジーブ・ミーカーティー議員の首相指名を支持する議員とともに

国 民 闘 争 戦 線 ブ ロ ッ ク を 発 足 。 ***3 月 14 日 勢 力 ホ ー ム ペ ー ジ （ http://www.14march.org/profile-

details.php'id=MTMxMTU5）によると進歩社会主義党。 

（出所）青山［2008：52-61］［未公刊］、青山・末近［2007］、Akhbar al-Sharq（各号）、al-Diyar（各号）、al-Hayat（各号）、al-

Mustaqbal（各号）、Naharnet.com（各号）、NNA（各号）などをもとに筆者作成。 

XIX. ベカーア県バアルベック郡・ヘルメル郡 

 

 定数 10 議席（スンナ派 2 議席、シーア派 6 議席、マロン派 1 議席、ギリシャ・カトリック 1 議席） 

 立候補者数 51 人 

 有権者数 255,637 人 

 投票者数 126,038 人 

 投票率 49％ 

 有効票数 124,393 票 

 無効票数 776 票 

 白票数 869 票 
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スン

ナ派 

カーミル・ムハンマド・リ

ファーイー（Kamil 
Muhammad al-Rifa'i） 

イスラーム行動戦線（元党

首）、3 月8 日勢力。国民議

会議員（2005 年6 月～、抵

抗への忠誠ブロック）。 

バアルベック・

ヘルメル・リスト

（La'iha Ba'lbik 
al-Hirmil） 

108,678 
抵抗への忠誠ブ

ロック 

ワリード・ムハンマド・スッ

カリーヤ（al-Walid 
Muhammad Sukkariya） 

無所属（ヒズブッラー推薦）、

3 月8 日勢力。退役准将。 
バアルベック・

ヘルメル・リスト
108,222 

抵抗への忠誠ブ

ロック 

ファドルッラー・ハドル・

スルフ（Fadl Allah Khadr 
Sulh） 

無所属。 

バアルベック・

ヘルメル開発リ

スト（La'iha 
Inma' Ba'lbik al-
Hirmil） 

13,427  

バースィル・アフマド・フ

ジャイリー（Basil Ahmad 
al-Hujayri） 

無所属。 
バアルベック・

ヘルメル開発リ

スト 
13,401   

イブティサーム・アブドゥ

ルハミード・サアディー

（Ibtisam 'Abd al-Hamid 
al-Sa'di） 

  396   

マスウード・フサイン・フ

ジャイリー（Ma'sud 
Husayn al-Hujayri） 

国民議会議員（2000 年10
月～2005 年6 月、抵抗への

忠誠ブロック）、2009 年4 月

22 日までに立候補辞退。 

 ――   

フサイン・ムハンマド・ス

ルフ（Husayn 
Muhammad Sulh） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

アブドゥルムンイム・ムハ

ンマド・フジャイリー

（'Abd al-Mun'im 
Muhammad al-Hujayri） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

シー

ア派 

アリー・ムハンマド・サル

マーン・バシール・ミクダ

ード（'Ali Muhammd 
Salman Bashir al-
Miqdad） 

ヒズブッラー、3 月8 日勢

力。国民議会議員（2005 年

6 月～、抵抗への忠誠ブロッ

ク）。 

バアルベック・

ヘルメル・リスト
108,455 

抵抗への忠誠ブ

ロック 

フサイン・アリー・ハーッ

ジ・ハサン（Husayn 'Ali 
al-Hajj Hasan） 

ヒズブッラー、3 月8 日勢

力。国民議会議員（1996 年

10 月～2000 年10 月、2005
年6 月～、抵抗への忠誠ブ

ロック） 

バアルベック・

ヘルメル・リスト
108,062 

抵抗への忠誠ブ

ロック 

ガーズィー・ムハンマド・

ズアイティル（Ghazi 
Muhammad Zu'aytir） 

アマル運動、3 月8 日勢力。

国民議会議員（1996 年10
月～抵抗開発ブロック／開

発解放ブロック）、国防大臣

（1998 年12 月～2000 年10
月）、社会問題大臣（2004 年

10 月～2005 年4 月）。 

バアルベック・

ヘルメル・リスト
107,212 

開発解放ブロッ

ク 

ナウワール・ムハンマド・

サーヒリー（Nawwal 
Muhammad al-Sahili） 

ヒズブッラー、3 月8 日勢

力。国民議会議員（2005 年

6 月～、抵抗への忠誠ブロッ

ク）。 

バアルベック・

ヘルメル・リスト
108,266 

抵抗への忠誠ブ

ロック 
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フサイン・アリー・ムーサ

ウィー（Husayn 'Ali al-
Musawi） 

ヒズブッラー、3 月8 日勢

力。 
バアルベック・

ヘルメル・リスト 
104,707 

抵抗への忠誠ブ

ロック 

アースィム・ムハンマド・

カーンスーフ（'Asim 
Muhammad Qansuh） 

アラブ社会主義バアス党（レ

バノン地域指導部前書記

長）、3 月8 日勢力。国民議

会議員（1996 年10 月～、ア

ラブ社会主義バアス党）、国

家大臣（2003 年4 月～2004
年10 月）、労働大臣（2004
年10 月～2005 年4 月）。 

バアルベック・

ヘルメル・リスト
102,452 

国民民族政党ブ

ロック 

ファーディー・アリー・ユ

ーニス（Fadi 'Ali Yunis） 
無所属。 

バアルベック・

ヘルメル開発リ

スト 
14,755  

ハーフィズ・ファフド・カ

フマズ（Hafiz Fahd 
Qahmaz） 

無所属。 
バアルベック・

ヘルメル開発リ

スト 
14,686  

ムハンマド・ラシード・サ

ブリー・ベク・ハマーダ

（Muhammad Rashid 
Sabri Bik Hamada） 

無所属。 
バアルベック・

ヘルメル開発リ

スト 
13,891  

ムハンマド・ハサン・ハー

ッジ・スライマーン

（Muhammad Hasan al-
Hajj Sulayman） 

 
バアルベック・

ヘルメル開発リ

スト 
13,620   

ムハンマド・スブヒー・ヤ

ーギー（Muhammad 
Subhi Yaghi） 

レバノン帰属潮流。2009 年

5 月26 日、3 月8 日勢力と

の競合を回避するため、立

候補辞退を発表。 

バアルベック・

ヘルメル開発リ

スト 
13,207   

アリー・サーリフ・ムーサ

ウィー（'Ali Salih al-
Musawi） 

  10,333   

ムファッダル・ムハンマ

ド・サイード・ウルーワ

（Mufaddal Muhammad 
Sa'id 'Uluwa） 

レバノン帰属潮流。2009 年

5 月26 日、3 月8 日勢力と

の競合を回避するため、立

候補辞退を発表。 

 1,103   

アリー・バドリー・ダンダ

シュ（'Ali Badri Dandash） 
  876   

アリー・フサイン・ミクダ

ード（'Ali Husayn al-
Miqdad） 

  842   

ムハンマド・アッバース・

ハーッジ・スライマーン

（Muhammad ‘Abbas 
Hajj Sulayman） 

  811   

アリー・サアドゥーン・ズ

アイティル（'Ali Sa'dun 
Zu'aytir） 

  152   

リフアト・ナーイフ・ミスリ

ー（Rif'at Nayif al-Misri） 

レバノン帰属潮流。2009 年

5 月26 日、3 月8 日勢力と

の競合を回避するため、立

候補辞退を発表。 

 82   
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宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 
アリー・ムスタファー・ハ

ーッジ（'Ali Mustafa al-
Hajj） 

  59   

ハーニー・アリー・シャン

ムス（Hani 'Ali Shammus） 
  43   

ファーイズ・シハーブ・シ

ュクル（Fayiz Shihab 
Shukr） 

アラブ社会主義バアス党（レ

バノン地域指導部書記長）。

2009 年4 月8 日、立候補辞

退。 

 28   

フアード・ハリール・ムー

ラー（Fu'ad Khalil al-
Mula） 

  26   

フサイン・アリー・ズアイ

ティル（Husayn 'Ali 
Zu'aytir） 

  24   

タウフィーク・アリー・ダイ

イカ（Tawfiq 'Ali al-
Dayyiqa） 

  13   

リヤード・アブドゥルカリ

ーム・ズアイティル

（Riyad 'Abd al-Karim 
Zu'aytir） 

レバノン帰属潮流。2009 年

5 月26 日、3 月8 日勢力と

の競合を回避するため、立

候補辞退を発表（NNA, May 
26, 2009）。 

 10   

ムハンマド・アブドゥッラ

ー・ジャアファル

（Muhammad 'Abd Allah 
Ja'far） 

2009 年6 月4 日、3 月8 日

勢力を支援するため、立候

補辞退を発表。 
 6   

バッサーム・フサイン・バ

ルート・ムーラー

（Bassam Husayn Balut al-
Mula） 

  4   

ビルハイル・アブドゥー・

シャーヒーン（Bilkhayr 
'Abdu Shahin） 

レバノン帰属潮流。2009 年

5 月26 日、3 月8 日勢力と

の競合を回避するため、立

候補辞退を発表。 

 1   

リフアト・ラシュディー・ズ

アイティル（Rif'at Rashdi 
Zu'aytir） 

2009 年4 月20 日、3 月8
日勢力を支援するため、立

候補辞退を発表。 
 ――   

ヒヤーン・サリーム・ハイ

ダル（Hiyan Salim 
Haydar） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

フサイン・アリー・フサイ

ニー（Husayn 'Ali al-
Husayni） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

ムハンマド・サイフッディ

ーン・サルマーン

（Muhammad Sayf al-Din 
Salman） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

ムハンマド・ハリール・ム

ーサー・ハイダル

（Muhammad Khalil 
Musa Haydar） 

レバノン帰属潮流。2009 年

4 月22 日までに立候補辞

退。 
 ――   
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宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 

マロン

派 

エミール・ジョルジュ・ラ

フマ（Imil Jurj Lahma） 
団結党（Hizb al-Tadamun）

（党首）、3 月8 日勢力。 
バアルベック・

ヘルメル・リスト
109,060 

自由統一レバノ

ン・ブロック

（Kutla Lubnan 
al-Hurr al-
Muwahhad）/ズ
ガルター・ブロッ

ク（Kutla 
Zugharta）* 

シャウキー・タンヌース・

ファフリー（Shawqi 
Tannus al-Fakhri） 

  13,768   

アキード・ハンナー・ハド

シーティー（'Aqid Hanna 
Hadshiti） 

  19   

イリヤース・ミハーイル・

ハドシーティー（Iliyas 
Mikhayil Hadshiti） 

  10   

ギリシ

ャ・カ

トリッ

ク 

マルワーン・ファーリス・

ファーリス（Marwan Faris 
Faris） 

シリア民族社会党、3 月8 日

勢力。国民議会議員（1996
年10 月～、シリア民族社会

党）。 

バアルベック・

ヘルメル・リスト
107,974 

国民民族政党ブ

ロック 

ハリール・ミハーイル・ル

ファーイル（Khalil 
Mikhayil Rufayil） 

無所属。 
バアルベック・

ヘルメル開発リ

スト 
13,812   

ミシェル・シャフィーク・

サッルーフ（Mishal 
Shafiq Sallum） 

  496  

サアドゥッラー・フール

ー・アラドゥー（Sa'd Allah 
Hulu 'Aradu） 

レバノン・カターイブ党、3 月

14 日勢力。2009 年6 月4
日、立候補辞退を発表。 

 15   

タラール・イリヤース・マ

クディスィー（Talal Iliyas 
al-Maqdisi） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

サウード・ユースフ・ルー

ファーイル（Sa'ud Yusuf 
Rufayil） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

（注）■当選者。*2009 年 9 月 16 日、ズガルター・ブロックは自由統一レバノン・ブロックに改称した（Elnashra.com, 

September 16, 2009）。 

（出所）青山［2008：52-61］［未公刊］、青山・末近［2007］、al-Akhbar（各号）、al-Diyar（各号）、al-Hayat（各号）、al-Liwa'

（各号）、al-Mustaqbal（各号）、Naharnet.com（各号）、al-Safir（各号）、NNA（各号）などをもとに筆者作成。 

XX. 北部県トリポリ郡 

 

 定数 8 議席（スンナ派 5 議席、アラウィー派 1 議席、マロン派 1 議席、ギリシャ正教 1 議席） 

 立候補者数 48 人 

 有権者数 196,149 人 

 投票者数 89,886 人 

 投票率 45％ 
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 有効票数 87,821 票 

 無効票数 1,038 票 

 白票数 1,027 票 

 

宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 

スン

ナ派 

ムハンマド・アフマド・サ

ファディー（Muhammad 
Ahmad al-Safadi） 

無所属、3 月14 日勢力。国

民議会議員（2000 年10 月

～、トリポリ・ブロック［al-
Takattul al-Tarabulsi］／トリポ

リ無所属ブロック［al-Takattul 
al-Tarabulsi al-Mustaqill］）、
公共事業運輸大臣（2005 年

7 月～2008 年8 月）、経済

通商大臣（2008 年8 月～）。

トリポリ団結リス

ト（La'iha al-
Tadamun al-
Tarabulsi） 

66,439 

国民合意ブロッ

ク（Kutla al-
Tawafuq al-
Watani）* 

ムハンマド・ナジーブ・ア

ズミー・ミーカーティー

（Muhammad Najib 'Azmi 
Miqati） 

無所属。国民議会議員

（2000 年10 月～2005 年6
月、北部ブロック［Takattul al-
Shamal］）、公共事業運輸大

臣（1998 年12 月～2000 年

10 月、2003 年4 月～2004
年10 月）、首相（2005 年4
月～7 月）。 

トリポリ団結リス

ト 
65,076 

団結ブロック

（Kutla al-
Tadamun）** 

ムハンマド・アブドゥッラ

ティーフ・カッバーラ

（Muhammad 'Abd al-
Latif Kabbara） 

無所属（ムスタクバル潮流推

薦）、3 月14 日勢力。国民

議会議員（2000 年10 月～、

トリポリ・ブロック［代表］）／ト

リポリ無所属ブロック［代

表］）。 

トリポリ団結リス

ト 
55,511 無所属 

サミール・アドナーン・ジ

スル（Samir 'Adnan al-
Jisr） 

ムスタクバル潮流、3 月14
日勢力。。国民議会議員

（2005 年6 月～、ムスタクバ

ル・ブロック）、法務大臣

（2000 年10 月～2003 年4
月）、教育・高等教育大臣

（2003 年4 月～2004 年10
月）。 

トリポリ団結リス

ト 
54,259 

レバノン第1 ブ

ロック 

アフマド・ムスタファー・

カラーミー（Ahmad 
Mustafa Karami） 

無所属（ナジーブ・ミーカー

ティー元首相推薦）。国民議

会議員（1996 年10 月～

2000 年10 月、無所属）。 

トリポリ団結リス

ト 
42,987 団結ブロック 

ウマル・アブドゥルハミー

ド・カラーミー（'Umar 
'Abd al-Hamid Karami） 

アラブ解放党（Hizb al-
Taharrur al-'Arabi）（党首）、3
月8 日勢力。国民議会議員

（1992 年10 月～2005 年10
月、アラブ解放党）、首相

（1990 年12 月～1992 年5
月、2004 年10 月～2005 年

4 月）。 

 30,313   

ハルドゥーン・サリーム・

シャリーフ（Khaldun 
Salim al-Sharif） 

アラブ解放党、3 月8 日勢

力。弁護士。 
 22,274   
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宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 
ムハンマド・ミスバーフ・

アウニー・アフダブ

（Muhammad Misbah 
'Awni al-Ahdab） 

民主刷新運動、3 月14 日勢

力。国民議会議員（1996 年

10 月～民主刷新運動）。 
 18,474   

ビラール・サイード・サイ

ード・ジャッラード（Bilal 
Sa'id Sa'id Jarrad） 

  17,416   

ムハンマド・アニス・アブ

ドゥッラー・ナディーム・

ジスル（Muhammad Anis 
'Abd Allah Nadim al-Jisr） 

  14,757  

ラーミー・ムハンマド・ヤ

ースィル・ディルガーム

（Rami Muhammad Yasir 
Dirgham） 

レバノン・イスラーム集団、3
月14 日勢力。 

 7,663   

ファーディー・ムハンマ

ド・リヤード・アドラ（Fadi 
Muhammad Riyad 'Adra） 

  1,244   

ハサン・サイード・シャッ

ハール（Hasan Sa'id al-
Shahhal） 

  1,239   

ムハンマド・ラドワーン・

ズクール（Muhammad 
Radwan Zukur） 

  737   

ムスタファー・ラシャー

ド・アワド（Mustafa 
Rashad 'Awad） 

  316   

フダー・ムハンマド・サン

カリー（Huda Muhammad 
Sankari） 

  303   

リヤード・サイフッディー

ン・サルハブ（Riyad Sayf 
al-Din Salhab） 

  108   

ガーダ・ムハンマド・ダン

ダシー（Ghada 
Muhammad al-Dandashi） 

  49   

ムハンマド・ナビール・ワ

ジーフ（Muhammad 
Nabil Wajih） 

アラブ解放党、3 月8 日勢

力。通称ムハンマド・ナビー

ル・アルジャ（Muhammad 
Nabil Wajih al-'Arja）。 

 35   

ビラール・アフマド・ジャ

マール・シュワイキー

（Bilal Ahmad Jamal al-
Shuwayki） 

  18   

ラーミー・ムハンマド・フ

ァドル・ハッラーブ（Rami 
Muhammad Fadl Hallab） 

  8   

ファイヤード・ナディー

ム・ハラビー（Fayyad 
Nadim al-Halabi） 

  4  

ムハンマド・ミスバーフ・

アブドゥッサッタール・イ

無所属（ムハンマド・サファ

ディー経済通商大臣推薦）、
 ――   
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宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 
ーサー（Muhammad 
Misbah 'Abd al-Sattar 
'Isa） 

3 月14 日勢力。前外務次

官。2009 年4 月22 日まで

に立候補辞退。 
アブドゥッラー・サーイ

ブ・バールーディー

（'Abd Allah Sa'ib Barudi） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

アブドゥルハーリク・ハサ

ン・ナーブルスィー（'Abd 
al-Khaliq Hasan Nabulsi） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

ターリフ・ミスバーフ・カイ

ヤール（Tariq Misbah 
Kayyal） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

アラウ

ィー

派 

バドル・カーミル・ムハン

マド・ワンヌース（Badr 
Kamil Muhammad 
Wannus） 

ムスタクバル潮流、3 月14
日勢力。国民議会議員

（2005 年6 月～、ムスタクバ

ル・ブロック）。 

トリポリ団結リス

ト 
55,415 

レバノン第1 ブ

ロック 

リフアト・アリー・イード

（Rif'at 'Ali 'Id） 

アラブ民主党（al-Hizb al-
'Arabi al-Dimuqrati）、3 月8
日勢力 

 16,172  

ムハンマド・アフマド・タ

ラーブルスィー

（Muhammad Ahmad al-
Tarabulsi） 

  725   

ムハンマド・ハンムード・

ジャフジャーフ

（Muhammad Hammud 
Jahjah） 

  715   

ナスル・ムハンマド・ハド

ル（Nasr Muhammad 
Khadr） 

  482  

アリー・ムハンマド・アジ

ャーヤー（'Ali 
Muhammad 'Ajaya） 

  203  

ナズィーフ・サルマーン・

タムラ（Nazih Salman 
Tamra） 

  46  

アフマド・マフムード・ウ

ムラーン（Ahmad 
Mahmud 'Umran） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――  

ナズィーフ・ディーブ・ラ

アド（Nazih Dib Ra'd） 
2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

マロン

派 

サーミル・ジョルジュ・サ

アーダ（Samir Jurj 
Sa'ada） 

レバノン・カターイブ党、3 月

14 日勢力。 
トリポリ団結リス

ト 
49,861 

レバノン・カター

イブ党ブロック 

ジャーン・バドウィー・ウ

バイド（Jan Badwi 
'Ubayd） 

無所属。国民議会議員

（1996 年10 月～2005 年6
月、無所属）、国家大臣

（1993 年8 月11 日～1995
年5 月25 日）、国民教育青

年スポーツ大臣（1996 年11
月～1998 年12 月）、外務在

 31,973   
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宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 
外居住者大臣（2003 年4 月

～2004 年10 月）。 
ピエール・カリーム・ハッ

シャーシュ（Biyar Kalim 
al-Hashshash） 

  61   

イブラーヒーム・ユース

フ・タウィール（Ibrahim 
Yusuf al-Tawil） 

  32   

ジョルジュ・エドモーン・

シャブティーニー（Jurj 
Idmun Shabtini） 

  27   

フルウ・イブラーヒーム・

フルウ・フルウ（al-Hulw 
Ibrahim al-Hulw al-
Hulw） 

  11   

ラジーナー・ナディー

ム・カンタラ（Rajina 
Nadim Qantara） 

2009 年5 月28 日、立候補

辞退を発表。 
 3   

ミシェル・ジョゼフ・ジョゼ

フ・フーリー（Mishal Juzif 
Juzif al-Khuri） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

ギリシ

ャ正

教 

ロベール・モーリス・ファ

ーディル（Rubir Muris 
Fadil） 

無所属（ムスタクバル潮流推

薦）***、3 月14 日勢力。モ

ーリス・ファーディル（Muris 
Fadil）国民議会議員（1972
年5 月～、トリポリ・ブロック

／トリポリ無所属ブロック）の

息子。 

トリポリ団結リス

ト 
55,884 無所属 

ラフリー・アントワーン・

ディヤーブ（Rafli 
Antwan Diyab） 

マラダ潮流（Tayyar al-
Marada）、3 月8 日勢力。 

 22,485   

ジョルジュ・ワディーウ・ト

ゥールース（Jurj Wadi' 
Turus） 

  15   

アントワーン・ファリード・

ハビーブ（Antwan al-
Farid Habib） 

無所属。  13   

ファーディー・ファーイ

ズ・ガントゥース（Fadi 
Fayiz Ghantus） 

無所属、2009 年4 月16
日、立候補辞退を発表。 

 ――   

（注）■当選者。*国民合意ブロックは第18 期国民議会開会時にはトリポリ・ブロック（Kutla Tarabuls）と称した（al-Hayat, 

June 25, 2009）。**団結ブロックのメンバーは第18 期国民議会開会時は無所属だった（al-Hayat, June 25, 2009）。***3

月14 日勢力ホームページ（http://www.14march.org/profile-details.php'id=MTMxMTM2）によるとムスタクバル潮流。 

（出所）青山［2008：52-61］［未公刊］、青山・末近［2007］、al-Akhbar（各号）、Akhbar al-Sharq（各号）、al-Diyar（各号）、al-

Hayat（各号）、al-Liwa'（各号）、Naharnet.com（各号）、al-Safir（各号）、NNA（各号）などをもとに筆者作成。 

XXI. 北部県ミニヤ郡・ディンニーヤ郡 

 

 定数 3 議席（スンナ派 3 議席） 
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 立候補者数 40 人 

 有権者数 97,352 人 

 投票者数 54,916 人 

 投票率 56％ 

 有効票数 53,985 票 

 無効票数 495 票 

 白票数 436 票 

 

宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 

スン

ナ派 

カースィム・アリー・アブ

ドゥルアズィーズ（Qasim 
'Ali 'Abd al-'Aziz） 

無所属（ムハンマド・サファ

ディー経済通商大臣推薦）、

3 月14 日勢力。国民議会議

員（2005 年6 月～、トリポリ

無所属ブロック）。 

 39,491 
国民合意ブロッ

ク 

アフマド・シャウキー・ム

ハンマド・ハドル・ファトフ

ァト（Ahmad Shawqi 
Muhammad Khadr 
Fatfat） 

ムスタクバル潮流／無所属

*、3 月14 日勢力。国民議

会議員（1996 年10 月～、無

所属／ムスタクバル・ブロッ

ク）、青年スポーツ大臣

（2005 年7 月～2008 年8
月）。 

ムスタクバル・リ

スト 
37,667 

レバノン第1 ブ

ロック 

ハーシム・ムハンマド・ム

スタファー・イルムッディ

ーン（Hashim 
Muhammad Mustafa 'Ilm 
al-Din）** 

無所属（ムスタクバル潮流推

薦）***、3 月14 日勢力。国

民議会議員（2005 年6 月

～、ムスタクバル・ブロッ

ク）。 

ムスタクバル・リ

スト 
36,159 

レバノン第1 ブ

ロック 

ジハード・ムルシド・サマ

ド（Jihad Murshid al-
Samad） 

無所属、3 月8 日勢力。国

民議会議員（2000 年10 月

～2005 年6 月、北部ブロッ

ク）。 

 16,136   

アスアド・アフマド・ハル

ムーシュ（As'ad Ahmad 
Harmush） 

レバノン・イスラーム集団、3
月14 日勢力。 

 6,034   

カマール・ムハンマド・サ

ーリフ・ハイイル（Kamal 
Muhammad Salih al-
Khayyir） 

  5,631   

アブドゥルバースィト・ア

ブドゥッラヒーム・ウバイド

（'Abd al-Basit 'Abd al-
Rahim 'Ubayd） 

  1,993   

アフマド・ムハンマド・シ

ャンダブ（Ahmad 
Muhammad Shandab） 

  1,792   

ジャミール・アフマド・ブ

ルハーン・アリー・ラアド

（Jamil Ahmad Burhan al-
'Ali Ra'd） 

イスラーム行動戦線、3 月8
日勢力。 

 1,625  

アブドゥルカーディル・ム

ハンマド・シャーミー
  1,544  
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（'Abd al-Qadir 
Muhammad al-Shami） 
ムハンマド・アフマド・イ

ルムッディーン

（Muhammad Ahmad 'Ilm 
al-Din） 

  1,510  

タウフィーク・ユースフ・ド

ゥハイニー（Tawfiq 
Yusuf al-Duhayni） 

  930  

ムハンマド・イッズッディ

ーン・アフマド・イルムッ

ディーン（Muhammd 'Izz 
al-Din Ahmad 'Ilm al-
Din） 

無所属（ナジーブ・ミーカー

ティー元首相推薦）。 
 349  

アーディル・ムハンマド・

ファトファト（'Adil 
Muhammad Fatfat） 

  249  

ムハンマド・ヌールッディ

ーン・アフマド・アリー・

ハリール（Muhammad 
Nur al-Din Ahmad 'Ali 
Khalil） 

  227  

ハサン・ナスル・ナッダ

（Hasan Nasr Nadda） 
  192  

ハーシム・アブドゥルファ

ッターフ・ズライカ

（Hashim 'Abd al-Fattah 
Zurayqa） 

  179  

アブドゥッサラーム・ムハ

ンマド・ディーブ・ハイイ

ル（'Abd al-Salam 
Muhammad Dib al-
Khayyir） 

  84  

ムハンマド・アフマド・タ

ラール・ファーディル

（Muhammad Ahmad 
Talal al-Fadil） 

  33  

マズハル・アフマド・ウス

マーン（Mazhar Ahmad 
'Uthman） 

  31  

タウフィーク・ムハンマ

ド・ズライカ（Tawfiq 
Muhammad Zurayqa） 

  25  

ムハンマド・マフムード・

ハーッジ・アフマド

（Muhammad Mahmud 
al-Hajj Ahmad） 

  17  

アフマド・アブドゥッラフ

マーン・ウバイド（Ahmad 
'Abd al-Rahman 'Ubayd） 

  11   
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サーリフ・カーズィム・ハ

イイル（Salih Kazim 
Khayyir） 

2009 年6 月4 日、立候補辞

退を発表。 
 9   

ムハンマド・アフマド・ア

ブー・カンジュ

（Muhammad Ahmad 
Abu Kanj） 

  7   

ムジャーヒド・ムハンマ

ド・シャンダブ（Mujahid 
Muhammad Shandab） 

  5   

ナズィーフ・アフマド・サ

アーダ（Nazih Ahmad 
Sa'ada） 

  4   

マフムード・アッバース・

サイフ（Mahmud 'Abbas 
Sayf） 

  4   

ハーリド・ハドル・ハイイ

ル（Khalid Khadr al-
Khayyir） 

  3   

バッサーム・マフムード・

ラムラーウィー（Bassam 
Mahmud al-Ramlawi） 

無所属（その後3 月14 日勢

力に参加）。 
 3   

ナーフィズ・ムハンマド・

サマド（Nafidh 
Muhammad al-Samad） 

無所属。2009 年5 月22
日、ムスタクバル潮流を支持

するため、立候補辞退（al-
Hayat, May 23, 2009） 

 3   

ハサン・アブドゥルカー

ディル・ハッラーク

（Hasan 'Abd al-Qadir 
Hallaq） 

  3   

イブラーヒーム・ハリー

ル・ガリーブ（Ibrahim 
Khalil Gharib） 

  1   

ファーディー・マーリク・

ハイイル（Fadi Malik 
Khayyir） 

  1   

ハーリド・イブラーヒー

ム・ドゥハイビー（Khalid 
Ibrahim al-Duhaybi） 

  0   

ハイサム・ハマド・サマド

（Haytham Hamad al-
Samad） 

無所属（ムスタクバル潮流推

薦）。2009 年4 月22 日まで

に立候補辞退。 
 ――   

フサイン・アリー・サマド

（Husayn 'Ali al-Samad） 
2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

ムハンマド・アリー・ハイ

イル（Muhammad 'Ali al-
Khayyir） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

ワリード・ムハンマド・ミス

リー（Walid Muhammad 
al-Misri） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   
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アーミル・マフムード・イ

ルムッディーン（'Amir 
Mahmud 'Ilm al-Din） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

（注）■当選者。*2010 年 5～6 月に実施された統一地方選挙の北部県ミンヤ郡・ディンニーヤ郡選挙区の立候補者擁

立をめぐるサアド・ハリーリー首相、フアード・スィニューラ前首相らとの対立の責任をとるとの理由で、2010 年6 月14 日

にムスタクバル潮流からの脱退を宣言。**2010 年4 月29 日死去。2010 年6 月13 日に実施された補欠選挙でムスタク

バル潮流のカーズィム・サーリフ・ハイイル（Kazim Salih al-Khayyir）が当選。***3 月 14 日勢力ホームページ

（http://www.14march.org/profile-details.php'id=MTMxMTM0）によるとムスタクバル潮流。 

（出所）青山［2008：52-61］［未公刊］、青山・末近［2007］、al-Diyar（各号）、al-Hayat（各号）、al-Liwa'（各号）、

Naharnet.com（各号）、NNA（各号）、http://www.14march.org/などをもとに筆者作成。 

XXII. 北部県アッカール郡 

 

 定数 7 議席（スンナ派 3 議席、アラウィー派 1 議席、マロン派 1 議席、ギリシャ正教 2 議席） 

 立候補者数 51 人 

 有権者数 223,538 人 

 投票者数 120,608 人 

 投票率 53％ 

 有効票数 119,476 票 

 無効票数 778 票 

 白票数 354 票 

 

宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 

スン

ナ派 

ハーリド・ムハンマド・ダ

ーヒル（Khalid 
Muhammad al-Dahir） 

無所属（ムスタクバル潮流推

薦）、3 月14 日勢力。国民

議会議員（1996 年10 月～

2000 年10 月、無所属）。 

ムスタクバル・リ

スト 
73,954 

レバノン第1 ブ

ロック 

ハーリド・アッバース・ザ

フラマーン（Khalid 
'Abbas Zahraman） 

ムスタクバル潮流、3 月14
日勢力。 

ムスタクバル・リ

スト 
72,658 

レバノン第1 ブ

ロック 

マイーン・ムハンマド・タ

ーリク・マルアビー

（Ma'in Muhammad Tariq 
al-Mar'abi） 

ムスタクバル潮流、3 月14
日勢力。 

ムスタクバル・リ

スト 
71,596 

レバノン第1 ブ

ロック 

カースィム・ムハンマド・

ガーディル（Qasim 
Muhammad Ghadir） 

2009 年5 月11 日、3 月8
日勢力を支援するため、立

候補辞退を発表。 
 3   

ムハンマド・アブドゥッラ

ティーフ・カアダーン

（Muhammad 'Abd la-
Lati'f Qa'dan） 

2009 年4 月22 日、ムニー

フ・ハティーブ候補を支援す

るため、立候補辞退。 
 ――   

ワリード・アスアド・バラカ

ート（Walid As'ad 
Barakat） 

2009 年4 月22 日、3 月8
日勢力を支援するため、立

候補辞退。 
 ――   
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マフムード・カースィム・

ハティーブ（Mahmud 
Qasin al-Khatib） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

ワリード・ヌールッディー

ン・ヌールッディーン

（Walid Nur al-Din Nur al-
Din） 

2009 年4 月22 日、立候補

辞退。 
 ――   

ワジーフ・ムハンマド・バ

アリーニー（Wajih 
Muhammad al-Ba'rini） 

アッカール人民連合、3 月8
日勢力。国民議会議員

（1991 年5 月～2005 年6
月、無所属）。 

アッカール開

発リスト（La'iha 
Inma' 'Akkar） 

42,758   

ムハンマド・ヤヒーヤ・ヤ

ヒーヤ（Muhammad 
Yahiya Yahiya） 

無所属、3 月8 日勢力。国

民議会議員（2000 年10 月

～2005 年6 月、無所属） 

アッカール開

発リスト 
38,722   

サウード・アフマド・ユー

スフ（Sa'ud Ahmad al-
Yusuf） 

無所属、3 月8 日勢力。 
アッカール開

発リスト 
31,140   

ムハンマド・ムスタファ

ー・スライマーン

（Muhammad Mustafa 
Sualyman） 

  12,248   

マフムード・アフマド・ハ

ーリド（Mahmud Ahmad 
Khalid） 

  732   

ハーリド・イブラーヒー

ム・ザカリヤー（Khalid 
Ibrahim Zakariya） 

  469   

タラール・ハールド・ベ

ク・アブドゥルカーディ

ル・マルアビー（Talal 
Khalid Bik 'Abd al-Qadir 
al-Mar'abi） 

無所属。国民議会議員

（1972 年5 月～2000 年10
月、無所属）。3 月8 日勢力

との調整が失敗に終わると、

2009 年5 月11 日、「政治が

宗派主義的」としてリストから

排除されたことを理由に立

候補辞退。 

 361   

シャイフ・ハサン・アフマ

ド・ハティーブ（al-Shaykh 
Hasan Ahmad al-Khatib） 

  250   

アーミル・マフムード・タ

ッラーフ（'Amir Mahmud 
Tarraf） 

  156   

アリー・ムハンマド・アッ

ルーシュ（'Ali 
Muhammad 'Allush） 

  148   

フサイン・アフマド・マル

イー（Husayn Ahmad 
Mar'i） 

  18   

マーヒル・ムハンマド・ア

ブドゥッラー（Mahir 
Muhammad 'Abd Allah） 

  6   
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アブドゥルイラーフ・ワジ

ーフ・ザカリヤー（'Abd 
al-Ilah Wajih Zakariya） 

  6   

ビラール・ハサン・ムラー

ド（Bilal Hasan al-Murad） 

2009 年5 月31 日、3 月14
日勢力を支援するため、立

候補辞退を発表。 
 6   

ムハンマド・ディーブ・ダ

ンダシー（Muhammad 
Dib Dandashi） 

  3   

ムハンマド・ウマル・ハウ

シャル（Muhammad 
'Umar Hawshar） 

レバノン・イスラーム集団、3
月14 日勢力。2009 年5 月

31 日、立候補辞退を発表。 
 3   

アリー・ムハンマド・タリ

ース（'Ali Muhammad 
Talis） 

  1   

ムハンマド・ハサン・ニウ

マーン（Muhammad 
Hasan Ni'man） 

無所属、親3 月14 日勢力。

2009 年4 月21 日、3 月14
日勢力を支援するため、立

候補辞退を発表。 

 ――   

マフムード・ムハンマド・

ハサン（Mahmud 
Muhammad al-Hasan） 

シリア民族社会党、3 月8 日

勢力。2009 年4 月7 日、立

候補届出。4 月22 日、立候

補辞退を発表。 

 ――   

カミール・ナディーム・ム

ラード（Kamil Nadim 
Murad） 

無所属。2009 年4 月22 日

までに立候補辞退。 
 ――   

ウマル・ムハンマド・アリ

ー（'Umar Muhammad al-
'Ali） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

ハリール・ムスタファー・

ムスタファー（Khalil 
Mustafa Mustafa） 

2009 年4 月21 日、3 月14
日勢力を支援するため、立

候補辞退を発表。 
 ――   

ジャマール・ウマル・ウマ

ル（Jamal 'Umar al-
'Umar） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

アラウ

ィー

派 

ハドル・ムニーフ・ハビー

ブ（Khadr Munif Habib） 
ムスタクバル潮流、3 月14
日勢力。 

ムスタクバル・リ

スト 
76,679 

レバノン第1 ブ

ロック 

ムスタファー・アリー・フ

サイン（Mustafa 'Ali 
Husayn） 

無所属、3 月8 日勢力。国

民議会議員（2005 年6 月

～、無所属［ムスタクバル・

ブロック造反］）。 

アッカール開

発リスト 
36,691   

ムハンマド・ターミル・タ

ーミル（Muhammad 
Tamir Tamir） 

  18   

アブドゥッラフマーン・ム

ハンマド・アブドゥッラフ

マーン（'Abd al-Rahman 
Muhammad 'Abd al-
Rahman） 

無所属。国民議会議員

（1991 年5 月～2005 年6
月、無所属） 

 12   

ハイサム・シャアバーン・

ハムダーン（Haytham 
Sha'ban Hamdan） 

  5   
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マロン

派 

ハーディー・ファウズィ

ー・フバイシュ（Hadi 
Fawzi Hubaysh） 

ムスタクバル潮流、3 月14
日勢力。国民議会議員

（2005 年6 月～、ムスタクバ

ル・ブロック）。 

ムスタクバル・リ

スト 
78,450 

レバノン第1 ブ

ロック 

ミハーイル・アントゥーニ

ユース・ダーヒル

（Mikhayil Antuniyus 
Dahir） 

無所属、3 月8 日勢力。国

民議会議員（2000 年10 月

～2005 年6 月、無所属）。 

アッカール開

発リスト 
37,956   

ラシード・ミシェル・ダー

ヒル（Rashid Mishal 
Dahir） 

  53   

ジョゼフ・ジブラーイー

ル・ミハーイル（Juzif 
Jibra'il Mikhayil） 

無所属（自由国民潮流推

薦）、3 月8 日勢力。 
 9   

アミーン・イスカンダル・

イスカンダル・イブラーヒ

ーム（Amin Iskandar 
Iskandar Ibrahim） 

  0   

ズィヤード・サウード・ビ

ータール（Ziyad Sa'ud 
Bitar） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

ギリシ

ャ正

教 

リヤード・ニコラー・ラッ

ハール（Riyad Niqula 
Rahhal） 

ムスタクバル潮流*、3 月14
日勢力。国民議会議員

（2005 年6 月～、ムスタクバ

ル・ブロック）。 

ムスタクバル・リ

スト 
78,685 

レバノン第1 ブ

ロック 

ニダール・ジョルジー・ト

ゥウマ（Nidal Jurji Tu'ma） 
ムスタクバル潮流*、3 月14
日勢力。 

ムスタクバル・リ

スト 
78,437 

レバノン第1 ブ

ロック 

カリーム・アブドゥッラー・

ラースィー（Karim 'Abd 
Allah al-Rasi 

無所属、3 月8 日勢力。国

民議会議員（2000 年10 月

～2005 年6 月、北部ブロッ

ク） 

アッカール開

発リスト 
36,162   

ジョゼフ・アブドゥッラー・

シャフダー（Juzi 'Abd 
Allah Shahda） 

無所属、3 月8 日勢力。 
アッカール開

発リスト 
33,582   

ミーカール・ヤアクーブ・

ヤアクーブ・シャフダー

（Mikal Ya'qub Ya'qub 
Shahda） 

  28   

ワフビー・ハリール・ハリ

ール・カーティーシャー

（Wahbi Khalil Khalil 
Qatisha） 

無所属（レバノン軍団推

薦）、3 月14 日勢力。 
 18   

アブドゥッラー・ラウーフ・

ハンナー（'Abd Allah 
Ra'uf Hanna） 

2009 年6 月4 日、立候補辞

退を発表。 
 12   

ナーフィズ・ルトゥフッラ

ー・ワラーク（Nafidh Lutf 
Allah Waraq） 

  5   

ジョルジュ・イリヤース・

サウード（Jurj Iliyas 
Sa'ud） 

  2   
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アフィーフ・ユースフ・トゥ

ウマ（'Afif Yusuf Tu'ma） 
2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

ジョゼフ・ワフビー・ワフ

ビー（Juzif Wahbi 
Wahbi） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

ニウマ・ジルジス・マフフ

ード（Ni'ma Jirjis 
Mahfud） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

ヤアクーブ・リヤード・サ

ッラーフ（Ya'qub Riyad 
al-Sarraf） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

ファウズィー・アミーン・

シャルフーブ（Fawzi 
Amin Shalhub） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

（注）■当選者。*al-Hayat, April 10, 2009 によると無所属。 

（出所）青山［2008：52-61］［未公刊］、青山・末近［2007］、al-Hayat（各号）、Naharnet.com（各号）、NNA（各号）、

http://www.14march.org/などをもとに筆者作成。 

XXIII. 北部県ズガルター郡 

 

 定数 3 議席（マロン派 3 議席） 

 立候補者数 11 人 

 有権者数 71,035 人 

 投票者数 34,399 人 

 投票率 48％ 

 有効票数 34,003 票 

 無効票数 221 票 

 白票数 175 票 

 

 

宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 

マロン

派 

スライマーン・アントワー

ン・フランジーヤ

（Sulayman Antwan 
Franjiya） 

マラダ潮流（代表）、3 月8
日勢力。国民議会議員

（1991 年5 月～2005 年6
月、北部ブロック［代表］）、

国家大臣（1990 年12 月～

1992 年5 月）、住宅協同組

合大臣（1992 年5 月～10
月）、地方行政担当国家大

臣（1993 年3 月～1995 年5
月）、保健大臣（1996 年11
月～1998 年12 月、2000 年

10 月～2004 年10 月）、農

業大臣兼住宅大臣（1998 年

12 月～2000 年10 月）、内

務地方行政大臣（2004 年10
月～2005 年4 月）。 

ズガルター修

道所意思リスト

（La'iha Irada 
Zugharta - al-
Zawiya） 

19,227 

自由統一レバノ

ン・ブロック／ズ

ガルター・ブロッ

ク（代表）* 
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宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 

イスタファーン・ブトル

ス・ドゥワイヒー（Istafan 
Butrus al-Duwayhi） 

マラダ潮流、3 月8 日勢力。
ズガルター修

道所意思リスト 
17,784 

自由統一レバノ

ン・ブロック／ズ

ガルター・ブロッ

ク* 

サリーム・ベク・ユース

フ・ベク・カラム（Salim 
Bik Yusuf Bik Karam） 

マラダ潮流、3 月8 日勢力。
ズガルター修

道所意思リスト 
17,173 

自由統一レバノ

ン・ブロック／ズ

ガルター・ブロッ

ク* 

ミシェル・ルネ・ムアウワ

ド（Mishal Ranah 
Mu'awwad） 

無所属、3 月14 日勢力。ル

ネ・ムアウワド（Ranah 
Mu'awwad）元大統領（1989
年9 月）、ナーイラ・ムアウワ

ド（Na'ila Mu'awwad）前社会

問題大臣（2005 年7 月～

2008 年8 月）夫妻の子。 

ズガルター修

道所リスト

（La'iha 
Zugharta - al-
Zawiya） 

16,251  

ジャワード・スィームー

ン・ブールス（Jawad 
Simun Bulus） 

無所属（クルナト・シャフワー

ン会合）、3 月14 日勢力。国

民議会議員（2005 年6 月

～、クルナト・シャフワーン会

合）。 

ズガルター修

道所リスト 
15,331  

ユースフ・サルキース・

バハー・ドゥワイヒー

（Yusuf Sarkis Baha' al-
Duwayhi） 

無所属、3 月14 日勢力。 
ズガルター修

道所リスト 
13,128  

カイサル・ファリード・ム

アウワド（Qaysar Farid 
Mu'awwad） 

  1,335  

ユースフ・サムアーン・ウ

バイド（Yusuf Sam'an 
'Ubayd） 

  355  

アスアド・ユースユ・カラ

ム（As'ad Yusuf Karam） 
  198  

ルーマーヌース・トゥー

マー・ブールス

（Rumanus Tuma Bulus） 
  23  

ファーイズ・ワジーフ・カ

ラム（Fayiz Wajih Karam） 

無所属（自由国民潮流推

薦）、3 月8 日勢力。退役准

将。2009 年4 月22 日、立

候補辞退。 

 ――  

（注）■当選者。*2009 年 9 月 16 日、ズガルター・ブロックは自由統一レバノン・ブロックに改称した（Elnashra.com, 

September 16, 2009）。 

（出所）青山［2008：52-61］［未公刊］、青山・末近［2007］、al-Hayat（各号）、Naharnet.com（各号）、al-Safir（各号）、NNA

（各号）、http://el-marada.net/などをもとに筆者作成。 

XIV. 北部県クーラ郡 

 

 定数 3 議席（ギリシャ正教 3 議席） 

 立候補者数 15 人 

 有権者数 57,794 人 
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 投票者数 27,417 人 

 投票率 47％ 

 有効票数 27,078 票 

 無効票数 178 票 

 白票数 161 票 

 

宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 

ギリシ

ャ正

教 

ファリード・ナビール・マ

カーリー（Farid Nabil 
Makkai） 

ムスタクバル潮流、3 月14
日勢力。国民議会議員

（1992 年10 月～、無所属／

ムスタクバル・ブロック）、国

民議会副議長（2005 年6 月

～）、情報大臣（1995 年5 月

～1996 年11 月）。 

クーラ決定リス

ト（La'iha al-
Qarar al-
Kurani） 

14,952 
レバノン第1 ブ

ロック 

ファリード・イスハーク・

ユースフ・ハビーブ

（Farid Ishaq Yusuf 
Habib）* 

レバノン軍団、3 月14 日勢

力。国民議会議員（2005 年

6 月～、レバノン軍団ブロッ

ク）。 

クーラ決定リス

ト 
13,809 

レバノン軍団ブ

ロック 

ニコラー・ベク・フアード・

ベクグスン・グスン

（Niqula Bik Fu'ad Bik 
Ghusn Ghusn） 

ムスタクバル潮流、3 月14
日勢力。国民議会議員

（1996 年10 月～2000 年10
月、2005 年6 月～、ムスタク

バル・ブロック） 

クーラ決定リス

ト 
13,662 

レバノン第1 ブ

ロック 

ジョルジュ・ナイーム・ア

ターッラー（Jurj Na'im 
'Ata' Allah） 

自由国民潮流、3 月8 日勢

力。 

変化リスト

（La'iha al-
Taghyir） 

12,154   

サリーム・アブドゥッラ

ー・サアーダ（Salim 'Abd 
Allah Sa'ada） 

シリア民族社会党、3 月8 日

勢力。国民議会議員（2005
年6 月～、シリア民族社会

党）。 

変化リスト 11,980   

ファーイズ・ミシェル・グ

スン（Fayiz Mishal 
Ghusn） 

マラダ潮流、3 月8 日勢力。

国民議会議員（1996 年10
月～2005 年6 月、北部ブロ

ック）。 

変化リスト 12,202   

サムアーン・ヤアクーブ・

ラキース（Sam'an Ya'qub 
al-Laqis） 

  553  

ジョルジュ・ナジーブ・ブ

ルジー（Jurj Najib al-
Burji） 

  377  

ジョルジュ・サムアーン・

ワフバ（Jurj Sam'an 
Wahba） 

  145  

エドガール・ムフィード・

ブールス（Idghar Mufid 
Bulus） 

  12  

ジューン・ジャブル・マフ

ラジュ（Jun Jabr Mafraj） 
  9   

スハイル・ムーリース・フ

ーリー（Suhayl Muris 
Khuri） 

無所属、3 月14 日勢力。

2009 年5 月22 日、3 月14
 7   
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宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 
日勢力を支持するため、立

候補辞退を発表。 
アルベル・ジャミール・ア

ンダラーウス（Albir Jamil 
Andaraws） 

  4  

キブリヤール・アーディ

ル・ドゥライク（Kibriyal 
'Adil Durayq） 

  2  

フィリップ・ファーリス・ブ

ールス（Filib Faris Bulus） 
  2  

（注）■当選者。*2012 年 5 月 31 日死去。2012 年 7 月 15 日に実施された補欠選挙でレバノン軍団のファーディー・カ

ラム（Fadi Karam）が当選。 

（出所）青山［2008：52-61］［未公刊］、青山・末近［2007］、al-Hayat（各号）、Naharnet.com（各号）、NNA（各号）、

http://www.14march.org/などをもとに筆者作成。 

XV. 北部県ビシャッリー郡 

 

 定数 2 議席（マロン派 2 議席） 

 立候補者数 8 人 

 有権者数 46,422 人 

 投票者数 17,183 人 

 投票率 37％ 

 有効票数 16,923 票 

 無効票数 126 票 

 白票数 134 票 

 

宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 

マロン

派 

ストリーダー・イリヤース・

タウク（Sutrida Iliyas 
Tawq） 

レバノン軍団、3 月14 日勢

力。国民議会議員（2005 年

6 月～、レバノン軍団ブロッ

ク）。サミール・ジャアジャア

（Samir Ja'ja'）レバノン軍団執

行委員会議長の妻。 

3 月14 日リスト 13,066 
レバノン軍団ブ

ロック 

エリー・カラム・カイルー

ズ（Ili Karam Kayruz） 

レバノン軍団、3 月14 日勢

力。国民議会議員（2005 年

6 月～、レバノン軍団ブロッ

ク）。 

3 月14 日リスト 12,751 
レバノン軍団ブ

ロック 

ジュブラーン・ムルヒム・

タウク（Jubran Mulhim 
Tawq） 

無所属、マラダ潮流推薦（el-
Marada.net, September 21, 
2008）、3 月8 日勢力。国民

議会議員（2000 年10 月～

2005 年6 月、無所属）。 

 4,089  

ラシード・ナジーブ・ハリ

ーファ・ラフマ（Rashid 
Najib Khalifa Rahma） 

無所属。  1,349   
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宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 
マジード・フィリップ・アビ

ー・サアブ（Majid Filib 
Abi Sa'b） 

  80   

ルワイ・バフジャト・イー

サー・フーリー（Ruwayy 
Bahjat 'Isa al-Khuri） 

  40   

ミハーイール・ハンナ

ー・マター（Mikha'il 
Hanna Mata） 

  5   

シャーヒーン・タンヌー

ス・タウク（Shahin Tannus 
Tawq） 

  1   

（注）■当選者。 

（出所）青山［2008：52-61］［未公刊］、青山・末近［2007］、al-Hayat（各号）、NNA（各号）などをもとに筆者作成。 

XVI. 北部県バトルーン郡 

 

 定数 2 議席（マロン派 2 議席） 

 立候補者数 11 人 

 有権者数 58,444 人 

 投票者数 32,914 人 

 投票率 56％ 

 有効票数 32,668 票 

 無効票数 129 票 

 白票数 117 票 

 

宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 

マロン

派 

アントワーン・ムーサー・

ムーサー・ザフラー

（Antwan Musa Musa 
Zahra） 

レバノン軍団、3 月14 日勢

力。国民議会議員（2005 年

6 月～、レバノン軍団ブロッ

ク）。 

3 月14 日リスト 17,541 
レバノン軍団ブ

ロック 

ブトルス・ジョゼフ・フーリ

ー・ハルブ（Butrus Juzif 
al-Khuri Harb） 

無所属、3 月14 日勢力。国

民議会議員（1972 年5 月

～、無所属／クルナト・シャ

フワーン会合）、教育・芸術

大臣（1990 年12 月～1992
年5 月）。 

3 月14 日リスト 17,733 無所属 

ジュブラーン・ジルジー・

ジルジー・バースィール

（Jubran Jirji Jirji Basil） 

自由国民潮流（政務関係担

当官）、3 月8 日勢力。通信

大臣（2008 年8 月～）、ミシ

ェル・アウン元国軍司令官の

娘婿。 

変化改革リスト 14,267  

ファーイク・ユーニス・ジ

ブラーイル・ユーニス

（Fayiq Yusuf Jibrayil 
Yunis） 

無所属、3 月8 日勢力。前

医師組合総裁。 
変化改革リスト 13,132   
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宗派 氏名 所属政党・政治組織、略歴 所属リスト 得票数 所属ブロック 
ナビール・エミール・ジャ

ーリーヌース・ハキーム・

フカイイム（Nabil Imil 
Jalinus al-Hakim al-
Hukayyim） 

  947   

サリーム・ミシェル・ミシェ

ル・ナジュム（Salim 
Mishal Mishal Najm） 

  540   

ジャーン・ジャミール・ム

ラード（Jan Jamil Murad） 
  45   

ジュブラーン・イスタファ

ーン・イスタファーン・バ

ースィール（Jubran 
Istafan Istafan Basil） 

  12   

ルーニー・シルビル・ドゥ

ーミート（Runi Shirbil 
Dumit） 

  6   

ジョルジュ・ファーリス・ム

ラード（Jurj Faris Murad） 
無所属。2009 年4 月22
日、立候補辞退。 

 ――   

サーイド・ハリール・ハリ

ール・アクル（Sayid 
Khalil Khalil 'Aql） 

2009 年4 月22 日までに立

候補辞退。 
 ――   

（注）■当選者。 

（出所）青山［2008：52-61］［未公刊］、青山・末近［2007］、al-Hayat（各号）、Naharnet.com（各号）、NNA（各号）などをもと

に筆者作成。 
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