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I. 第 1 次ムハンマド・ナージー・アトリー内閣（2003 年 9 月 18 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・ナージー・アトリー（Muhammad Naji al-ʻAtri）
(a) 

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 
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 ナーディル・ブンニー（Nadir al-Bunni） 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 アリー・サアド（ʻAli Saʻd） 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 
経済通商大臣 ガッサーン・リファーイー（Ghassan al-Rifa i̒） 無所属 

工業大臣 
ムハンマド･サーフィー・アブーダーン（Muhammad Safi 
Abudan） 

アラブ社会主義バアス党 

高等教育大臣 ハーニー・ムルタダー（Hani Murtada） 無所属 
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 
在外居住者大臣 ブサイナ・シャアバーン（Buthayna Shaʻban） アラブ社会主義バアス党 
財務大臣 ムハンマド・フサイン（Muhammad al-Husayn） アラブ社会主義バアス党 
社会問題労働大臣 スィハーム・ディッルー（Siham Dillu） 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アフ

マド派 
情報大臣 アフマド・ハサン（Ahmad Hasan）(a) アラブ社会主義バアス党 
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 
地方行政環境大臣 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 

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 アーディル・サファル（ʻAdil Safar） アラブ社会主義バアス党 
文化大臣 マフムード・サイイド（Mahmud al-Sayyid） アラブ社会主義バアス党 

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 ニザール・アサスィー（Nizar al-ʻAsasi）(a) アラブ社会主義バアス党 
大統領担当国家大臣 ガッサーン･ラッハーム（Ghassan al-Lahham） アラブ社会主義バアス党 
国家大臣 フサーム・アスワド（Husam al-Aswad） 社会統一主義者党 

国家大臣 ユースフ・アフマド（Yusuf al-Ahmad） 
シリア共産党バクダーシュ

派 

国家大臣 バッシャール・シャッアール（Bashshar al-Shaʻʻar） 
アラブ社会主義者運動ウス

マーン派（現国民誓約党） 
国家大臣 ギヤース・ジュルアトリー（Ghiyath Jurʻatli） 統一社会民主主義党 

国家大臣 
ムハンマド・ヤフヤー・ハッラート（Muhammad Yahya 
Kharrat） 

アラブ社会主義連合党 

（注）(a) 人民議会議員。 

（出所）al-Hayat, September 19, 2003 をもとに筆者作成。 

II. 第 1 次ムハンマド・ナージー・アトリー改造内閣（2004 年 5 月 12 日改造） 

 

閣僚ポスト 氏名 所属政党・政治組織 

首相 
ムハンマド・ナージー・アトリー（Muhammad Naji al-ʻAtri）
(a) 

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 
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 ナーディル・ブンニー（Nadir al-Bunni） 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 アリー・サアド（ʻAli Saʻd） アラブ社会主義バアス党 
経済通商大臣 ガッサーン・リファーイー（Ghassan al-Rifa i̒） 無所属 

工業大臣 
ムハンマド･サーフィー・アブーダーン（Muhammad Safi 
Abudan） 

アラブ社会主義バアス党 

高等教育大臣 ハーニー・ムルタダー（Hani Murtada） 無所属 
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閣僚ポスト 氏名 所属政党・政治組織 
国防大臣 ハサン・トゥルクマーニー（Hasan Turkmani）(b) アラブ社会主義バアス党 
在外居住者大臣 ブサイナ・シャアバーン（Buthayna Shaʻban） アラブ社会主義バアス党 
財務大臣 ムハンマド・フサイン（Muhammad al-Husayn） アラブ社会主義バアス党 
社会問題労働大臣 スィハーム・ディッルー（Siham Dillu） 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アフ

マド派 
情報大臣 アフマド・ハサン（Ahmad Hasan）(a) アラブ社会主義バアス党 
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 
地方行政環境大臣 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 

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 アーディル・サファル（ʻAdil Safar） アラブ社会主義バアス党 
文化大臣 マフムード・サイイド（Mahmud al-Sayyid） アラブ社会主義バアス党 

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 ニザール・アサスィー（Nizar al-ʻAsasi）(a) アラブ社会主義バアス党 
大統領担当国家大臣 ガッサーン･ラッハーム（Ghassan al-Lahham） アラブ社会主義バアス党 
国家大臣 フサーム・アスワド（Husam al-Aswad） 社会統一主義者党 

国家大臣 ユースフ・アフマド（Yusuf al-Ahmad） 
シリア共産党バクダーシュ

派 

国家大臣 バッシャール・シャッアール（Bashshar al-Shaʻʻar） 
アラブ社会主義者運動ウス

マーン派（現国民誓約党） 
国家大臣 ギヤース・ジュルアトリー（Ghiyath Jurʻatli） 統一社会民主主義党 

国家大臣 
ムハンマド・ヤフヤー・ハッラート（Muhammad Yahya 
Kharrat） 

アラブ社会主義連合党 

（注）(a) 人民議会議員。(b) 2004 年5 月のムスタファー・トゥラース国防大臣の定年による退役を受け任命。 

（出所）SANA, May 12, 2004 をもとに筆者作成。 

III. 第 2 次ムハンマド・ナージー・アトリー内閣（2004 年 10 月 4 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・ナージー・アトリー（Muhammad Naji al-ʻAtri）
(a) 

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 
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 ナーディル・ブンニー（Nadir al-Bunni） 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 アリー・サアド（ʻAli Saʻd） アラブ社会主義バアス党 
経済通商大臣 アーミル・ルトフィー（ʻAmir Lutfi） アラブ社会主義バアス党 
工業大臣 ガッサーン・タイヤーラ（Ghassan Tayyara） アラブ社会主義バアス党 
高等教育大臣 ハーニー・ムルタダー（Hani Murtada） 無所属 
国防大臣 ハサン・トゥルクマーニー（Hasan Turkmani） アラブ社会主義バアス党 
在外居住者大臣 ブサイナ・シャアバーン（Buthayna Shaʻban） アラブ社会主義バアス党 
財務大臣 ムハンマド・フサイン（MuÆammad al-Husayn） アラブ社会主義バアス党 
社会問題労働大臣 ディヤーラー・アーリフ（Diyala ̒ Arif） 無所属 
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閣僚ポスト 氏名 所属政党・政治組織 

宗教関係大臣 
ムハンマド・ズィヤード・アイユービー（Muhammad Ziyad 
al-Ayyubi） 

無所属 

住宅建設大臣 
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アフ

マド派 
情報大臣 マフディー・ダフルッラー（Mahdi Dakhl Allah） アラブ社会主義バアス党 
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 
地方行政環境大臣 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 

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 ガーズィー・カナアーン（Ghazi Kanaʻan） アラブ社会主義バアス党 
農業・農業改革大臣 アーディル・サファル（ʻAdil Safar） アラブ社会主義バアス党 
文化大臣 マフムード・サイイド（Mahmud al-Sayyid） アラブ社会主義バアス党 
保健大臣 マーヒル・フサーミー（Mahir al-Husami） 無所属 
法務大臣 ムハンマド・ガフリー（Muhammad al-Ghafri） 無所属 
大統領担当国家大臣 ガッサーン･ラッハーム（Ghassan al-Lahham） アラブ社会主義バアス党 

国家大臣 ユースフ・アフマド（Yusuf al-Ahmad） 
シリア共産党バクダーシュ

派 
国家大臣 フサーム・アスワド（Åusam al-Aswad） 社会統一主義者党 

国家大臣 バッシャール・シャッアール（Bashshar al-Shaʻʻar） 
アラブ社会主義者運動ウス

マーン派（現国民誓約党） 
国家大臣 ギヤース・ジュルアトリー（Ghiyath Jurʻatli） 統一社会民主主義党 

国家大臣 
ムハンマド・ヤフヤー・ハッラート（Muhammad Yahya 
Kharrat） 

アラブ社会主義連合党 

（注）(a) 人民議会議員。 

（出所）Akhbar al-Sharq, October 5, 2004 をもとに筆者作成。  

IV. 第 2 次ムハンマド・ナージー・アトリー改造内閣（2005 年 6 月 14 日改造） 

 

閣僚ポスト 氏名 所属政党・政治組織 

首相 
ムハンマド・ナージー・アトリー（Muhammad Naji al-ʻAtri）
(a) 

アラブ社会主義バアス党 

経済担当副首相 アブドゥッラー・ダルダリー（ʻAbd Allah al-Dardari）(b) 無所属 
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 
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 ナーディル・ブンニー（Nadir al-Bunni） 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 アリー・サアド（ʻAli Saʻd） アラブ社会主義バアス党 
経済通商大臣 アーミル・ルトフィー（ʻAmir Lutfi） アラブ社会主義バアス党 
工業大臣 ガッサーン・タイヤーラ（Ghassan Tayyara） アラブ社会主義バアス党 
高等教育大臣 ハーニー・ムルタダー（Hani Murtada） 無所属 
国防大臣 ハサン・トゥルクマーニー（Hasan Turkmani） アラブ社会主義バアス党 
在外居住者大臣 ブサイナ・シャアバーン（Buthayna Shaʻban） アラブ社会主義バアス党 
財務大臣 ムハンマド・フサイン（Muhammad al-Husayn） アラブ社会主義バアス党 
社会問題労働大臣 ディヤーラー・アーリフ（Diyala ̒ Arif） 無所属 

宗教関係大臣 
ムハンマド・ズィヤード・アイユービー（Muhammad Ziyad 
al-Ayyubi） 

無所属 

住宅建設大臣 
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アフ

マド派 
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閣僚ポスト 氏名 所属政党・政治組織 
情報大臣 マフディー・ダフルッラー（Mahdi Dakhl Allah） アラブ社会主義バアス党 
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 
地方行政環境大臣 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 

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 ガーズィー・カナアーン（Ghazi Kanaʻan）(c) アラブ社会主義バアス党 
農業・農業改革大臣 アーディル・サファル（ʻAdil Safar） アラブ社会主義バアス党 
文化大臣 マフムード・サイイド（Mahmud al-Sayyid） アラブ社会主義バアス党 
保健大臣 マーヒル・フサーミー（Mahir al-Husami） 無所属 
法務大臣 ムハンマド・ガフリー（Muhammad al-Ghafri） 無所属 
大統領担当国家大臣 ガッサーン･ラッハーム（Ghassan al-Lahham） アラブ社会主義バアス党 

国家大臣 ユースフ・アフマド（Yusuf al-Ahmad） 
シリア共産党バクダーシュ

派 
国家大臣 フサーム・アスワド（Husam al-Aswad） 社会統一主義者党 

国家大臣 バッシャール・シャッアール（Bashshar al-Shaʻʻar） 
アラブ社会主義者運動ウス

マーン派（現国民誓約党） 
国家大臣 ギヤース・ジュルアトリー（Ghiyath Jurʻatli） 統一社会民主主義党 

国家大臣 
ムハンマド・ヤフヤー・ハッラート（Muhammad Yahya 
Kharrat） 

アラブ社会主義連合党 

（注）(a) 人民議会議員。(b) 2005 年6 月14 日に任命。(c) 2005 年10 月12 日に自殺。 

（出所）Akhbar al-Sharq, June 14, 2005、SANA, October 12, 2005 をもとに筆者作成。 

V. 第 3 次ムハンマド・ナージー・アトリー内閣（2006 年 2 月 11 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・ナージー・アトリー（Muhammad Naji al-ʻAtri）
(a) 

アラブ社会主義バアス党 

経済担当副首相 アブドゥッラー・ダルダリー（ʻAbd Allah al-Dardari） 無所属 
運輸大臣 ヤアリブ・バドル（Yaʻrib Badr） アラブ社会主義バアス党 
外務大臣 ワリード・ムアッリム（Walid al-Muʻallim） アラブ社会主義バアス党 
灌漑大臣 ナーディル・ブンニー（Nadir al-Bunni） 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 アリー・サアド（ʻAli Saʻd） アラブ社会主義バアス党 
経済通商大臣 アーミル・ルトフィー（ʻAmir Lutfi） アラブ社会主義バアス党 
工業大臣 フアード・ジューニー（Fuʼad Juni） アラブ社会主義バアス党 

高等教育大臣 
ムハンマド・ギヤース・バラカート（Muhammad Ghiyath 
Barakat） 

アラブ社会主義バアス党 

国防大臣 ハサン・トゥルクマーニー（Hasan Turkmani） アラブ社会主義バアス党 
在外居住者大臣 ブサイナ・シャアバーン（Buthayna Shaʻban） アラブ社会主義バアス党 
財務大臣 ムハンマド・フサイン（Muhammad al-Husayn） アラブ社会主義バアス党 
社会問題労働大臣 ディヤーラー・アーリフ（Diyala ̒ Arif） 無所属 

宗教関係大臣 
ズィヤードゥッディーン・アイユービー（Ziyad al-Din al-
Ayyubi） 

無所属 

住宅建設大臣 ハンムード・フサイン（Hammud al-Husayn）(a) アラブ社会主義バアス党 
情報大臣 ムフスィン・ビラール（Muhsin Bilal） アラブ社会主義バアス党 
石油鉱物資源大臣 スフィヤーン・アッラーウ（Sufyan al-ʻAllaw） アラブ社会主義バアス党 
地方行政環境大臣 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 ウマル・サーリム（ʻUmar Salim） 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 
電力大臣 アフマド・アリー（Ahmad al-ʻAli） アラブ社会主義バアス党 
内務大臣 バッサーム・アブドゥルマジード（Bassam ̒ Abd al-Majid） アラブ社会主義バアス党 
農業・農業改革大臣 アーディル・サファル（ʻAdil Safar） アラブ社会主義バアス党 
文化大臣 リヤード・アーガー（Riyad Agha） 無所属 
保健大臣 マーヒル・フサーミー（Mahir al-Husami） 無所属 
法務大臣 ムハンマド・ガフリー（Muhammad al-Ghafri） 無所属 
大統領担当国家大臣 ガッサーン･ラッハーム（Ghassan al-Lahham） アラブ社会主義バアス党 

国家大臣 ユースフ・アフマド（Yusuf al-Ahmad） 
シリア共産党バクダーシュ

派 
国家大臣 ハッサーン・サーリー（Hassan al-Sari） 社会統一主義者党 
国家大臣 バッシャール・シャッアール（Bashshar al-Shaʻʻar） 国民誓約党 
国家大臣 ギヤース・ジュルアトリー（Ghiyath Jurʻatli） 統一社会民主主義党 

国家大臣 ジョセフ・スワイド（Juzif Suwayd）(a) 
シリア民族社会党マハーイリ

ー派 

国家大臣 フサイン・ファルザート（Husayn Farzat） 
アラブ社会主義者運動アフ

マド派 

（注）(a) 人民議会議員。 

（出所）SANA, February 11, 2006 をもとに筆者作成。 

VI. 第 3 次ムハンマド・ナージー・アトリー改造内閣（2007 年 12 月 8 日改造） 

 

閣僚ポスト 氏名 所属政党・政治組織 

首相 
ムハンマド・ナージー・アトリー（Muhammad Naji al-ʻAtri）
(a) 

アラブ社会主義バアス党 

経済担当副首相 アブドゥッラー・ダルダリー（ʻAbd Allah al-Dardari） 無所属 
運輸大臣 ヤアリブ・バドル（Yaʻrib Badr） アラブ社会主義バアス党 
外務大臣 ワリード・ムアッリム（Walid al-Muʻallim） アラブ社会主義バアス党 
灌漑大臣 ナーディル・ブンニー（Nadir al-Bunni） 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 アリー・サアド（ʻAli Saʻd） アラブ社会主義バアス党 
経済通商大臣 アーミル・ルトフィー（ʻAmir Lutfi） アラブ社会主義バアス党 
工業大臣 フアード・ジューニー（Fuʼad Juni） アラブ社会主義バアス党 

高等教育大臣 
ムハンマド・ギヤース・バラカート（Muhammad Ghiyath 
Barakat） 

アラブ社会主義バアス党 

国防大臣 ハサン・トゥルクマーニー（Hasan Turkmani） アラブ社会主義バアス党 
在外居住者大臣 ブサイナ・シャアバーン（Buthayna Shaʻban） アラブ社会主義バアス党 
財務大臣 ムハンマド・フサイン（Muhammad al-Husayn） アラブ社会主義バアス党 
社会問題労働大臣 ディヤーラー・アーリフ（Diyala ̒ Arif） 無所属 

宗教関係大臣 
ムハンマド・アブドゥッサッタール（Muhammad ̒ Abd al-
Sattar）(b) 

無所属 

住宅建設大臣 ハンムード・フサイン（Hammud al-Husayn）(a) アラブ社会主義バアス党 
情報大臣 ムフスィン・ビラール（Muhsin Bilal） アラブ社会主義バアス党 
石油鉱物資源大臣 スフィヤーン・アッラーウ（Sufyan al-ʻAllaw） アラブ社会主義バアス党 
地方行政環境大臣 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 
アブドゥルガニー・サーブーニー（ʻAbd al-Ghani Sabuni）
(b) 

アラブ社会主義バアス党 

電力大臣 アフマド・アリー（Ahmad al-ʻAli） アラブ社会主義バアス党 
内務大臣 バッサーム・アブドゥルマジード（Bassam ̒ Abd al-Majid） アラブ社会主義バアス党 
農業・農業改革大臣 アーディル・サファル（ʻAdil Safar） アラブ社会主義バアス党 



Report of Arab Refugee Survey in Sweden (2016) (CMEPS-J Report No. 18) 7 

閣僚ポスト 氏名 所属政党・政治組織 
文化大臣 リヤード・アーガー（Riyad Agha） 無所属 
保健大臣 マーヒル・フサーミー（Mahir al-Husami） 無所属 
法務大臣 ムハンマド・ガフリー（Muhammad al-Ghafri） 無所属 
大統領担当国家大臣 ガッサーン･ラッハーム（Ghassan al-Lahham） アラブ社会主義バアス党 

国家大臣 ユースフ・アフマド（Yusuf al-Ahmad） 
シリア共産党バクダーシュ

派 
国家大臣 ハッサーン・サーリー（Hassan al-Sari） 社会統一主義者党 
国家大臣 バッシャール・シャッアール（Bashshar al-Shaʻʻar） 国民誓約党 
国家大臣 ギヤース・ジュルアトリー（Ghiyath Jurʻatli） 統一社会民主主義党 

国家大臣 ジョセフ・スワイド（Juzif Suwayd）(a) 
シリア民族社会党マハーイリ

ー派 

国家大臣 フサイン・ファルザート（Husayn Farzat） 
アラブ社会主義者運動アフ

マド派 

（注）(a) 人民議会議員。(b) 2007 年12 月8 日に任命 

（出所）SANA, December 8, 2007 をもとに筆者作成。 

VII. 第 3 次ムハンマド・ナージー・アトリー改造内閣（2008 年 7 月 30 日改造） 

 

閣僚ポスト 氏名 所属政党・政治組織 

首相 
ムハンマド・ナージー・アトリー（Muhammad Naji al-ʻAtri）
(a) 

アラブ社会主義バアス党 

経済担当副首相 アブドゥッラー・ダルダリー（ʻAbd Allah al-Dardari） 無所属 
運輸大臣 ヤアリブ・バドル（Yaʻrib Badr） アラブ社会主義バアス党 
外務大臣 ワリード・ムアッリム（Walid al-Muʻallim） アラブ社会主義バアス党 
灌漑大臣 ナーディル・ブンニー（Nadir al-Bunni） 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 アリー・サアド（ʻAli Saʻd） アラブ社会主義バアス党 
経済通商大臣 アーミル・ルトフィー（ʻAmir Lutfi） アラブ社会主義バアス党 
工業大臣 フアード・ジューニー（Fuʼad Juni） アラブ社会主義バアス党 

高等教育大臣 
ムハンマド・ギヤース・バラカート（Muhammad Ghiyath 
Barakat） 

アラブ社会主義バアス党 

国防大臣 ハサン・トゥルクマーニー（Hasan Turkmani） アラブ社会主義バアス党 

在外居住者大臣 ジョセフ・スワイド（Juzif Suwayd）(a)(b) 
シリア民族社会党マハーイリ

ー派 
財務大臣 ムハンマド・フサイン（Muhammad al-Husayn） アラブ社会主義バアス党 
社会問題労働大臣 ディヤーラー・アーリフ（Diyala ̒ Arif） 無所属 

宗教関係大臣 
ムハンマド・アブドゥッサッタール（Muhammad ̒ Abd al-
Sattar） 

無所属 

住宅建設大臣 ハンムード・フサイン（Hammud al-Husayn）(a) アラブ社会主義バアス党 
情報大臣 ムフスィン・ビラール（Muhsin Bilal） アラブ社会主義バアス党 
石油鉱物資源大臣 スフィヤーン・アッラーウ（Sufyan al-ʻAllaw） アラブ社会主義バアス党 
地方行政環境大臣 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 アブドゥルガニー・サーブーニー（ʻAbd al-Ghani Sabuni） アラブ社会主義バアス党 
電力大臣 アフマド・アリー（Ahmad al-ʻAli） アラブ社会主義バアス党 
内務大臣 バッサーム・アブドゥルマジード（Bassam ̒ Abd al-Majid） アラブ社会主義バアス党 
農業・農業改革大臣 アーディル・サファル（ʻAdil Safar） アラブ社会主義バアス党 
文化大臣 リヤード・アーガー（Riyad Agha） 無所属 
保健大臣 マーヒル・フサーミー（Mahir al-Husami） 無所属 
法務大臣 ムハンマド・ガフリー（Muhammad al-Ghafri） 無所属 
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閣僚ポスト 氏名 所属政党・政治組織 
大統領担当国家大臣 ガッサーン･ラッハーム（Ghassan al-Lahham） アラブ社会主義バアス党 

国家大臣 ユースフ・アフマド（Yusuf al-Ahmad） 
シリア共産党バクダーシュ

派 
国家大臣 ハッサーン・サーリー（Hassan al-Sari） 社会統一主義者党 
国家大臣 バッシャール・シャッアール（Bashshar al-Shaʻʻar） 国民誓約党 
国家大臣 ギヤース・ジュルアトリー（Ghiyath Jurʻatli） 統一社会民主主義党 

国家大臣 フサイン・ファルザート（Husayn Farzat） 
アラブ社会主義者運動アフ

マド派 

（注）(a) 人民議会議員。(b) 2008 年7 月30 日、国家大臣から在外居住者大臣に異動。在外居住者大臣を勤めていた

ブサイナ・シャアバーン（Buthayna Shaʻban）は、政治情報担当大統領顧問に就任。 

（出所）SANA, July 30, 2008 をもとに筆者作成。  

VIII. 第 3 次ムハンマド・ナージー・アトリー改造内閣（2009 年 4 月 23 日改造） 

 

閣僚ポスト 氏名 所属政党・政治組織 

首相 
ムハンマド・ナージー・アトリー（Muhammad Naji al-ʻAtri）
(a) 

アラブ社会主義バアス党 

経済担当副首相 アブドゥッラー・ダルダリー（ʻAbd Allah al-Dardari） 無所属 
運輸大臣 ヤアリブ・バドル（Yaʻrib Badr） アラブ社会主義バアス党 
外務大臣 ワリード・ムアッリム（Walid al-Muʻallim） アラブ社会主義バアス党 
灌漑大臣 ナーディル・ブンニー（Nadir al-Bunni） 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 アリー・サアド（ʻAli Saʻd） アラブ社会主義バアス党 
経済通商大臣 アーミル・ルトフィー（ʻAmir Lutfi） アラブ社会主義バアス党 
工業大臣 フアード・ジューニー（Fuʼad Juni） アラブ社会主義バアス党 

高等教育大臣 
ムハンマド・ギヤース・バラカート（Muhammad Ghiyath 
Barakat） 

アラブ社会主義バアス党 

国防大臣 ハサン・トゥルクマーニー（Hasan Turkmani） アラブ社会主義バアス党 

在外居住者大臣 ジョセフ・スワイド（Juzif Suwayd）(a) 
シリア民族社会党マハーイリ

ー派 
財務大臣 ムハンマド・フサイン（Muhammad al-Husayn） アラブ社会主義バアス党 
社会問題労働大臣 ディヤーラー・アーリフ（Diyala ̒ Arif） 無所属 

宗教関係大臣 
ムハンマド・アブドゥッサッタール（Muhammad ̒ Abd al-
Sattar） 

無所属 

住宅建設大臣 ハンムード・フサイン（Hammud al-Husayn）(a) アラブ社会主義バアス党 
情報大臣 ムフスィン・ビラール（Muhsin Bilal） アラブ社会主義バアス党 
石油鉱物資源大臣 スフィヤーン・アッラーウ（Sufyan al-ʻAllaw） アラブ社会主義バアス党 
地方行政大臣 ターミル・フアード・フッジャ（Tamir Fuʼad al-Hujja）(b) アラブ社会主義バアス党 

環境大臣 
カウカブ・スバーフ・ムハンマド・ジャミール・ダーヤ

（Kawkab al-Subah Muhammad Jamil Daya）(b) 
アラブ社会主義バアス党 

通信技術大臣 アブドゥルガニー・サーブーニー（ʻAbd al-Ghani Sabuni） アラブ社会主義バアス党 
電力大臣 アフマド・アリー（Ahmad al-ʻAli） アラブ社会主義バアス党 

内務大臣 
サイード・ムハンマド・サンムール（Sa i̒d Muhammad 
Sammur）(b) 

アラブ社会主義バアス党 

農業・農業改革大臣 アーディル・サファル（ʻAdil Safar） アラブ社会主義バアス党 
文化大臣 リヤード・アーガー（Riyad Agha） 無所属 
保健大臣 リダー・アドナーン・サイード（Rida ̒ Adnan Sa i̒d）(b) 不明 

法務大臣 
アフマド・ハンムード・ユーニス（Ahmad Hammud Yunis）
(b) 

無所属 
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閣僚ポスト 氏名 所属政党・政治組織 

大統領担当国家大臣 
マンスール・ファドルッラー・アッザーム（Mansur Fadl 
AllahʻAzzam）(b) 

アラブ社会主義バアス党 

国家大臣 ユースフ・アフマド（Yusuf al-Ahmad） 
シリア共産党バクダーシュ

派 
国家大臣 ハッサーン・サーリー（Hassan al-Sari） 社会統一主義者党 
国家大臣 バッシャール・シャッアール（Bashshar al-Shaʻʻar） 国民誓約党 
国家大臣 ギヤース・ジュルアトリー（Ghiyath Jurʻatli） 統一社会民主主義党 

国家大臣 フサイン・ファルザート（Husayn Farzat） 
アラブ社会主義者運動アフ

マド派 

（注）(a) 人民議会議員。(b) 2009 年4 月23 日に任命。 

（出所）SANA, April 23, 2009 をもとに筆者作成。 

IX. 第 3 次ムハンマド・ナージー・アトリー改造内閣（2009 年 6 月 3 日改造） 

 

閣僚ポスト 氏名 所属政党・政治組織 

首相 
ムハンマド・ナージー・アトリー（Muhammad Naji al-ʻAtri）
(a) 

アラブ社会主義バアス党 

経済担当副首相 アブドゥッラー・ダルダリー（ʻAbd Allah al-Dardari） 無所属 
運輸大臣 ヤアリブ・バドル（Yaʻrib Badr） アラブ社会主義バアス党 
外務大臣 ワリード・ムアッリム（Walid al-Muʻallim） アラブ社会主義バアス党 
灌漑大臣 ナーディル・ブンニー（Nadir al-Bunni） 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 アリー・サアド（ʻAli Saʻd） アラブ社会主義バアス党 
経済通商大臣 アーミル・ルトフィー（ʻAmir Lutfi） アラブ社会主義バアス党 
工業大臣 フアード・ジューニー（Fuʼad Juni） アラブ社会主義バアス党 

高等教育大臣 
ムハンマド・ギヤース・バラカート（Muhammad Ghiyath 
Barakat） 

アラブ社会主義バアス党 

国防大臣 アリー・ハビーブ（ʻAli Habib）(b) アラブ社会主義バアス党 

在外居住者大臣 ジョセフ・スワイド（Juzif Suwayd）(a) 
シリア民族社会党マハーイリ

ー派 
財務大臣 ムハンマド・フサイン（Muhammad al-Husayn） アラブ社会主義バアス党 
社会問題労働大臣 ディヤーラー・アーリフ（Diyala ̒ Arif） 無所属 

宗教関係大臣 
ムハンマド・アブドゥッサッタール（Muhammad ̒ Abd al-
Sattar） 

無所属 

住宅建設大臣 ハンムード・フサイン（Hammud al-Husayn）(a) アラブ社会主義バアス党 
情報大臣 ムフスィン・ビラール（Muhsin Bilal） アラブ社会主義バアス党 
石油鉱物資源大臣 スフィヤーン・アッラーウ（Sufyan al-ʻAllaw） アラブ社会主義バアス党 
地方行政大臣 ターミル・フアード・フッジャ（Tamir Fuʼad al-Hujja） アラブ社会主義バアス党 

環境大臣 
カウカブ・スバーフ・ムハンマド・ジャミール・ダーヤ

（Kawkab al-Subah Muhammad Jamil Daya） 
アラブ社会主義バアス党 

通信技術大臣 アブドゥルガニー・サーブーニー（ʻAbd al-Ghani Sabuni） アラブ社会主義バアス党 
電力大臣 アフマド・アリー（Ahmad al-ʻAli） アラブ社会主義バアス党 

内務大臣 
サイード・ムハンマド・サンムール（Sa i̒d Muhammad 
Sammur） 

アラブ社会主義バアス党 

農業・農業改革大臣 アーディル・サファル（ʻAdil Safar） アラブ社会主義バアス党 
文化大臣 リヤード・アーガー（Riyad Agha） 無所属 
保健大臣 リダー・アドナーン・サイード（Rida ̒ Adnan Sa i̒d） 不明 
法務大臣 アフマド・ハンムード・ユーニス（Ahmad Hammud Yunis） 無所属 
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閣僚ポスト 氏名 所属政党・政治組織 

大統領担当国家大臣 
マンスール・ファドルッラー・アッザーム（Mansur Fadl 
AllahʻAzzam） 

アラブ社会主義バアス党 

国家大臣 ユースフ・アフマド（Yusuf al-Ahmad） 
シリア共産党バクダーシュ

派 
国家大臣 ハッサーン・サーリー（Hassan al-Sari） 社会統一主義者党 
国家大臣 バッシャール・シャッアール（Bashshar al-Shaʻʻar） 国民誓約党 
国家大臣 ギヤース・ジュルアトリー（Ghiyath Jurʻatli） 統一社会民主主義党 

国家大臣 フサイン・ファルザート（Husayn Farzat） 
アラブ社会主義者運動アフ

マド派 

（注）(a) 人民議会議員。(b) 2009 年6 月3 日、2009 年政令第244 号によりハサン・トゥルクマーニー（Hasan Turkmani）

が副大統領補佐官に就任したのを受け、2009 年政令第245 号により就任。 

（出所）SANA, June 3, 2009 をもとに筆者作成。 

X. 第 3 次ムハンマド・ナージー・アトリー改造内閣（2010 年 1 月 18 日改造） 

 

閣僚ポスト 氏名 所属政党・政治組織 

首相 
ムハンマド・ナージー・アトリー（Muhammad Naji al-ʻAtri）
(a) 

アラブ社会主義バアス党 

経済担当副首相 アブドゥッラー・ダルダリー（ʻAbd Allah al-Dardari） 無所属 
運輸大臣 ヤアリブ・バドル（Yaʻrib Badr） アラブ社会主義バアス党 
外務大臣 ワリード・ムアッリム（Walid al-Muʻallim） アラブ社会主義バアス党 
灌漑大臣 ナーディル・ブンニー（Nadir al-Bunni） 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 アリー・サアド（ʻAli Saʻd） アラブ社会主義バアス党 
経済通商大臣 ラーミヤー・アースィー（Lamiya  ̓̒ Asi）(b) アラブ社会主義バアス党 
工業大臣 フアード・ジューニー（Fuʼad Juni） アラブ社会主義バアス党 

高等教育大臣 
ムハンマド・ギヤース・バラカート（Muhammad Ghiyath 
Barakat） 

アラブ社会主義バアス党 

国防大臣 アリー・ハビーブ（ʻAli Habib） アラブ社会主義バアス党 

在外居住者大臣 ジョセフ・スワイド（Juzif Suwayd）(a) 
シリア民族社会党マハーイリ

ー派 
財務大臣 ムハンマド・フサイン（Muhammad al-Husayn） アラブ社会主義バアス党 
社会問題労働大臣 ディヤーラー・アーリフ（Diyala ̒ Arif） 無所属 

宗教関係大臣 
ムハンマド・アブドゥッサッタール（Muhammad ̒ Abd al-
Sattar） 

無所属 

住宅建設大臣 ハンムード・フサイン（Hammud al-Husayn）(a) アラブ社会主義バアス党 
情報大臣 ムフスィン・ビラール（Muhsin Bilal） アラブ社会主義バアス党 
石油鉱物資源大臣 スフィヤーン・アッラーウ（Sufyan al-ʻAllaw） アラブ社会主義バアス党 
地方行政大臣 ターミル・フアード・フッジャ（Tamir Fuʼad al-Hujja） アラブ社会主義バアス党 

環境大臣 
カウカブ・スバーフ・ムハンマド・ジャミール・ダーヤ

（Kawkab al-Subah Muhammad Jamil Daya） 
アラブ社会主義バアス党 

通信技術大臣 アブドゥルガニー・サーブーニー（ʻAbd al-Ghani Sabuni） アラブ社会主義バアス党 
電力大臣 アフマド・アリー（Ahmad al-ʻAli） アラブ社会主義バアス党 

内務大臣 
サイード・ムハンマド・サンムール（Sa i̒d Muhammad 
Sammur） 

アラブ社会主義バアス党 

農業・農業改革大臣 アーディル・サファル（ʻAdil Safar） アラブ社会主義バアス党 
文化大臣 リヤード・アーガー（Riyad Agha） 無所属 
保健大臣 リダー・アドナーン・サイード（Rida ̒ Adnan Sa i̒d） 不明 
法務大臣 アフマド・ハンムード・ユーニス（Ahmad Hammud Yunis） 無所属 
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閣僚ポスト 氏名 所属政党・政治組織 

大統領担当国家大臣 
マンスール・ファドルッラー・アッザーム（Mansur Fadl 
AllahʻAzzam） 

アラブ社会主義バアス党 

国家大臣 ユースフ・アフマド（Yusuf al-Ahmad） 
シリア共産党バクダーシュ

派 
国家大臣 ハッサーン・サーリー（Hassan al-Sari） 社会統一主義者党 
国家大臣 バッシャール・シャッアール（Bashshar al-Shaʻʻar） 国民誓約党 
国家大臣 ギヤース・ジュルアトリー（Ghiyath Jurʻatli） 統一社会民主主義党 

国家大臣 フサイン・ファルザート（Husayn Farzat） 
アラブ社会主義者運動アフ

マド派 

（注）(a) 人民議会議員。(b) 2010 年1 月18 日、バッシャール・アサド（Bashshar al-Asad）大統領は 2010 年政令第39 号

を施行し、アーミル・ルトゥフィー（ʻAmir Lutfi）経済通商大臣をラミヤー・アースィーに交代。また同日、2010 年政令第

40 号を施行し、アーミル・ルトゥフィーを国家計画委員会委員長に任命。 

（出所）SANA, January 18, 2010 をもとに筆者作成。 

XI. 第 3 次ムハンマド・ナージー・アトリー改造内閣（2010 年 10 月 4 日改造） 

 

閣僚ポスト 氏名 所属政党・政治組織 

首相 
ムハンマド・ナージー・アトリー（Muhammad Naji al-ʻAtri）
(a) 

アラブ社会主義バアス党 

経済担当副首相 アブドゥッラー・ダルダリー（ʻAbd Allah al-Dardari） 無所属 
運輸大臣 ヤアリブ・バドル（Yaʻrib Badr） アラブ社会主義バアス党 
外務大臣 ワリード・ムアッリム（Walid al-Muʻallim） アラブ社会主義バアス党 
灌漑大臣 ジョルジュ・マラキー・スーミー（Jurj Malaki Sumi）(b) 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 アリー・サアド（ʻAli Saʻd） アラブ社会主義バアス党 
経済通商大臣 ラーミヤー・アースィー（Lamiya  ̓̒ Asi） アラブ社会主義バアス党 
工業大臣 フアード・ジューニー（Fuʼad Juni） アラブ社会主義バアス党 

高等教育大臣 
ムハンマド・ギヤース・バラカート（Muhammad Ghiyath 
Barakat） 

アラブ社会主義バアス党 

国防大臣 アリー・ハビーブ（ʻAli Habib） アラブ社会主義バアス党 

在外居住者大臣 ジョセフ・スワイド（Juzif Suwayd）(a) 
シリア民族社会党マハーイリ

ー派 
財務大臣 ムハンマド・フサイン（Muhammad al-Husayn） アラブ社会主義バアス党 
社会問題労働大臣 ディヤーラー・アーリフ（Diyala ̒ Arif） 無所属 

宗教関係大臣 
ムハンマド・アブドゥッサッタール（Muhammad ̒ Abd al-
Sattar） 

無所属 

住宅建設大臣 ハンムード・フサイン（Hammud al-Husayn）(a) アラブ社会主義バアス党 
情報大臣 ムフスィン・ビラール（Muhsin Bilal） アラブ社会主義バアス党 
石油鉱物資源大臣 スフィヤーン・アッラーウ（Sufyan al-ʻAllaw） アラブ社会主義バアス党 
地方行政大臣 ターミル・フアード・フッジャ（Tamir Fuʼad al-Hujja） アラブ社会主義バアス党 

環境大臣 
カウカブ・スバーフ・ムハンマド・ジャミール・ダーヤ

（Kawkab al-Subah Muhammad Jamil Daya） 
アラブ社会主義バアス党 

通信技術大臣 アブドゥルガニー・サーブーニー（ʻAbd al-Ghani Sabuni） アラブ社会主義バアス党 
電力大臣 アフマド・アリー（Ahmad al-ʻAli） アラブ社会主義バアス党 

内務大臣 
サイード・ムハンマド・サンムール（Sa i̒d Muhammad 
Sammur） 

アラブ社会主義バアス党 

農業・農業改革大臣 アーディル・サファル（ʻAdil Safar） アラブ社会主義バアス党 



Report of Arab Refugee Survey in Sweden (2016) (CMEPS-J Report No. 18) 12 

閣僚ポスト 氏名 所属政党・政治組織 

文化大臣 
ムハンマド・リヤード・フサイン・イスマト（Muhammad 
Riyad Husayn ’Ismat）(b) 

無所属 

保健大臣 リダー・アドナーン・サイード（Rida ̒ Adnan Sa i̒d） 不明 
法務大臣 アフマド・ハンムード・ユーニス（Ahmad Hammud Yunis） 無所属 

大統領担当国家大臣 
マンスール・ファドルッラー・アッザーム（Mansur Fadl 
AllahʻAzzam） 

アラブ社会主義バアス党 

国家大臣 ユースフ・アフマド（Yusuf al-Ahmad） 
シリア共産党バクダーシュ

派 
国家大臣 ハッサーン・サーリー（Hassan al-Sari） 社会統一主義者党 
国家大臣 バッシャール・シャッアール（Bashshar al-Shaʻʻar） 国民誓約党 
国家大臣 ギヤース・ジュルアトリー（Ghiyath Jurʻatli） 統一社会民主主義党 

国家大臣 フサイン・ファルザート（Husayn Farzat） 
アラブ社会主義者運動アフ

マド派 

（注）(a) 人民議会議員。(b) 2010 年10 月4 日、バッシャール・アサド（Bashshar al-Asad）大統領は 2010 年政令第425

号を施行し、ナーディル・ブンニー（Nadir al-Bunni）灌漑大臣をジョルジュ・マラキー・スーミーに、リヤード・アーガー

（Riyad Agha）文化大臣をムハンマド・リヤード・フサイン・イスマトに交代。2011 年3 月29 日、第3 次ムハンマド・ナー

ジー・アトリー改造内閣はバッシャール・アサド大統領に辞表を提出、大統領は総辞職を受理し、新内閣発足まで同改

造内閣を暫定移行内閣に任じる。 

（出所） SANA, October 4, 2010, March 29, 2011 をもとに筆者作成。 


