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I. 第 1 次ムハンマド・ムスタファー・ミールー内閣（2000 年 3 月 13 日発足） 

 

閣僚ポスト 氏名 所属政党・政治組織 

首相 
ムハンマド・ムスタファー・ミールー（Muhammad Mustafa 
Miru） 

アラブ社会主義バアス党 

経済担当副首相 ハーリド・ラアド（Khalid al-Raʻd） アラブ社会主義バアス党 
内閣担当副首相 ムハンマド・ナージー・アトリー（Muhammad Naji al-ʻAtri） アラブ社会主義バアス党 
副首相，国防大臣 ムスタファー・トゥラース（Mustafa Tulas） アラブ社会主義バアス党 
運輸大臣 マクラム・ウバイド（Makram ̒ Ubayd） アラブ社会主義バアス党 
開発計画大臣 イサーム・ザイーム（ʻIsam al-Zaʻim） 無所属 
外務大臣 ファールーク・シャルア（Faruq al-Sharʻ） アラブ社会主義バアス党 
灌漑大臣 ターハー・アトラシュ（Taha al-Atrash） 無所属 
観光大臣 カースィム・ミクダード（Qasim Miqdad） アラブ社会主義バアス党 
教育大臣 マフムード・サイイド（Mahmud al-Sayyid） アラブ社会主義バアス党 
供給国内貿易大臣 ウサーマ・マー・バーリド（Usama Ma  ̓al-Barid） アラブ社会主義バアス党 
経済外国貿易大臣 ムハンマド･アマーディー（Muhammad al-ʻAmadi） 無所属 

建設大臣 
ムハンマド・ニハード・ムンシャティト（Muhammad Nihad 
Munshatit）(a) 

アラブ社会主義者運動カン

ヌート派（現アフマド派） 
工業大臣 アフマド・ハムウ（Ahmad al-Hamw） アラブ社会主義バアス党 
高等教育大臣 ハッサーン・リーシャ（Hassan Risha） アラブ社会主義バアス党 

財務大臣 
ムハンマド・ハーリド・マハーイニー（Muhammad Khalid 
al-Mahayini） 

アラブ社会主義バアス党 

社会問題労働大臣 バーリア・クドスィー（Bari̒ a al-Qudsi） アラブ社会主義連合党 
宗教関係大臣 ムハンマド・ズィヤーダ（Muhammad Ziyada） アラブ社会主義バアス党 
住宅公共施設大臣 フサーム・サファディー（Husam al-Safadi） 統一社会主義者党 
情報大臣 アドナーン・ウムラーン（ʻAdnan ̒ Umran） アラブ社会主義バアス党 

石油鉱物資源大臣 
ムハンマド・マーヒル・ジャマール（Muhammad Mahir 
Jamal） 

アラブ社会主義バアス党 

地方行政大臣 サッラーム・ヤースィーン（Sallam al-Yasin） アラブ社会主義バアス党 
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閣僚ポスト 氏名 所属政党・政治組織 

通信技術大臣 
ムハンマド・ラドワーン・マールティーニー（Muhammad 
Radwan Martini） 

シリア共産党ファイサル派 

電力大臣 ムニーブ・ダフル（Munib al-Dahr） アラブ社会主義バアス党 
内務大臣 ムハンマド・ハルバ（Muhammad Harba） アラブ社会主義バアス党 
農業・農業改革大臣 アスアド・ムスタファー（Asʻad Mustafa） アラブ社会主義バアス党 
文化大臣 マハー・カンヌート（Maha Qannut）(a) アラブ社会主義バアス党 

保健大臣 
ムハンマド・イヤード・シャッティー（Muhammad Iyad al-
Shatti） 

無所属(b) 

法務大臣 
ムハンマド・ナビール・ハティーブ（Muhammad Nabil al-
Kha»ib） 

アラブ社会主義バアス党 

外務担当国家大臣 ナースィル・カッドゥール（Nasir Qaddur）(a) アラブ社会主義バアス党 
環境問題担当国家大臣 ファールーク・アーディリー（Faruq al-ʻAdili） 統一社会民主主義党 

人民議会担当国家大臣 
ムハンマド・ムフディー・サイフー（Muhammad Mufdi 
Sayfu） 

アラブ社会主義バアス党 

大統領担当国家大臣 
ムハンマド・ハイサム･ドゥワイヒー（Muhammad Haytham 
Duwayhi）(a) 

アラブ社会主義バアス党 

国家大臣 イフサーン・シュライティフ（Ihsan Shuraytih） アラブ社会主義バアス党 
国家大臣 ハッサーン・ヌーリー（Hassan al-Nuri）(a) 無所属 

国家大臣 マフール・アブー・ハーミダ（Makhul Abu Hamida） 
シリア共産党バクダーシュ

派 

（注）(a) 人民議会議員。(b) Akhbar al-Sharq, December 14, 2001、al-Hayat, December 14, 2001 によるとアラブ社会主義

バアス党。 

（出所）al-Hayat, March 15, 2000 をもとに筆者作成。 

II. 第 2 次ムハンマド・ムスタファー・ミールー内閣（2001 年 12 月 13 日発足） 

 

閣僚ポスト 氏名 所属政党・政治組織 

首相 
ムハンマド・ムスタファー・ミールー（Muhammad Mustafa 
Miru） 

アラブ社会主義バアス党 

経済担当副首相 ムハンマド・フサイン（Muhammad al-Husayn） アラブ社会主義バアス党 
内閣担当副首相 ムハンマド・ナージー・アトリー（Muhammad Naji al-ʻAtri） アラブ社会主義バアス党 
副首相，外務大臣 ファールーク・シャルア（Faruq al-Sharʻ） アラブ社会主義バアス党 
副首相，国防大臣 ムスタファー・トゥラース（Mustafa Tulas） アラブ社会主義バアス党 
運輸大臣 マクラム・ウバイド（Makram ̒ Ubayd） アラブ社会主義バアス党 
開発建設大臣 フサーム・アスワド（Husam al-Aswad） 統一社会主義者党 

灌漑大臣 
ムハンマド・ラドワーン・マールティーニー（Muhammad 
Radwan Martini） 

シリア共産党ファイサル派 

観光大臣 サアドゥッラー・カルア（Saʻd Allah al-Qal̒ a） 無所属 
教育大臣 マフムード・サイイド（Mahmud al-Sayyid） アラブ社会主義バアス党 
供給国内貿易大臣 バッサーム・ルストゥム（Bassam Rustum） アラブ社会主義連合党 
経済外国貿易大臣 ガッサーン・リファーイー（Ghassan al-Rifa i̒） 無所属 
工業大臣 イサーム・ザイーム（ʻIsam al-Zaʻim） 無所属 
高等教育大臣 ハッサーン・リーシャ（Hassan Risha） アラブ社会主義バアス党 
財務大臣 ムハンマド・アトラシュ（Muhammad al-Atrash） アラブ社会主義バアス党 
社会問題労働大臣 ガーダ・ジャービー（Ghada al-Jabi） 無所属 
宗教関係大臣 ムハンマド・ズィヤーダ（Muhammad Ziyada） アラブ社会主義バアス党 
住宅公共施設大臣 アイマン・ワーニリー（Ayman Wanili） 不明 
情報大臣 アドナーン・ウムラーン（ʻAdnan ̒ Umran） アラブ社会主義バアス党 
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閣僚ポスト 氏名 所属政党・政治組織 
石油鉱物資源大臣 イブラーヒーム・ハッダード（Ibrahim Haddad） アラブ社会主義バアス党 
地方行政大臣 ハラール･アトラシュ（Halal al-Atrash） アラブ社会主義バアス党 

通信技術大臣 
ムハンマド・バシール・ムナッジド（Muhammad Bashir al-
Munajjid） 

無所属(b) 

電力大臣 ムニーブ・ダフル（Munib al-Dahr） アラブ社会主義バアス党 
内務大臣 アリー・ハンムード（ʻAli Hammud） アラブ社会主義バアス党 
農業・農業改革大臣 ヌールッディーン・マナー（Nur al-Din Mana） 無所属 
文化大臣 ナジュワー・ハサン（Najwa Hasan） アラブ社会主義バアス党 

保健大臣 
ムハンマド・イヤード・シャッティー（Muhammad Iyad al-
Shatti） 

無所属 

法務大臣 
ムハンマド・ナビール・ハティーブ（Muhammad Nabil al-
Khatib） 

アラブ社会主義バアス党 

大統領担当国家大臣 
ムハンマド・ハイサム･ドゥワイヒー（Muhammad Haytham 
Duwayhi）(a) 

アラブ社会主義バアス党 

環境問題担当国家大臣 アドナーン・フザーム（ʻAdnan Khuzam） シリア共産党ファイサル派 
在外居住者問題担当国

家大臣 
ナースィル・カッドゥール（Nasir Qaddur）(a) アラブ社会主義バアス党 

国家大臣 アブドゥンナースィル・ダーウード（ʻAbd al-Nasir Dawud） アラブ社会主義連合党 
国家大臣 ファイサル・ジャーウィーシュ（Faysal Jawish） 統一社会主義者党 

（注）(a) 人民議会議員。(b) Akhbar al-Sharq, December 14, 2001、al-Hayat, December 14, 2001 によるとシリア共産党（派

閥は不明）。 

（出所） Akhbar al-Sharq, December 14, 2001、al-Hayat, December 14, 2001 などをもとに筆者作成。 


