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I. 選挙区（県）毎の定数配分 

 

選挙区 総数 A部門（労働者・農民代

表） 
B 部門（その他の人民諸

組織代表） 
ダマスカス県 29 10 19 
ダマスカス郊外県 19 10 9 
ヒムス県 23 11 12 
ハマー県 22 13 9 
アレッポ市 20 7 13 
アレッポ県諸地域 32 17 15 
イドリブ県 18 12 6 
ラタキア県 17 9 8 
タルトゥース県 13 6 7 
ラッカ県 8 4 4 
ダイル・ザウル県 14 8 6 
ハサカ県 14 8 6 
ダルアー県 10 5 5 
スワイダー県 6 4 2 
クネイトラ県 5 3 2 

計 250 127 123 
（出所）選挙法（1973年4月14日立法令第26号により制定、1981年10月2日立法令第24号、1986年1月9日立

法令第2号、1990年4月12日立法令第4号、1998年8月4日立法令第5号、2007年3月7日立法令第100号に

より改正）より筆者作成。 

II. 地図 
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（出所） 青山弘之・末近浩太（青山弘之編）『現代レヴァント諸国の政治構造とその相関関係（調査研究報告書）』日本貿

易振興機構アジア経済研究所、2007年3月、p. vi。 

III. 第 9 期シリア人民議会議員一覧 

ダマスカス県選挙区 

部門 氏名 所属政党・政治組織 選挙リスト 

A部門 

ラーマー・アズィーズ（Rama 'Aziz）(a)(b) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
ムハンマド・ファールーク･アブー･シャーマート

（Muhammad Faruq Abu al-Shamat） アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 

ガーリブ・ウナイズ（Gharib 'Unayz） 無所属 ファイハー・リスト

（Qa'ima al-Fayha'）  
ムンズィル・カルクートリー（Mundhir Karkutli）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
ムハンマド・アンマール・サーアーティー

（Muhammad 'Ammar Sa'ati） アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 

アーティフ・ザイバク（'Atif Zaybaq）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 

ナビール・ダーウード（Nabil Dawud） 無所属  シャーム・リスト

（Qa'ima al-Sham）  
ムハンマド・ハバシュ（Muhammad al-Habash） 無所属  シャーム・リスト  

http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Report/2006_04_14.html
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部門 氏名 所属政党・政治組織 選挙リスト 
フダー・ムライヒー（Huda Mulayhi）(b) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
アブドゥッサラーム・ラージフ（'Abd al-Salam 
Rajih）(a) 無所属  シャーム・リスト  

B 部門 

ハーシム・アッカード（Hashim al-'Aqqad） 無所属 シャーム・リスト 
マフムード・アブラシュ（Mahmud al-Abrash）議長 アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 

ジョゼフ・スワイド（Juzif Suwayd） シリア民族社会党イサーム・

マハーイリー派 進歩国民戦線リスト 

ムハンマド・スバーフ・ウバイド（Muhammad 
Subah al-'Ubayd）(a) 無所属  

ムハンマド・ズハイル・タガッルビー（Muhammad 
Zuhayr Taghallubi）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 

ハザール・ダクル（Hazar al-Daqr）(a)(b) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
アドナーン・ダハーヒニー（'Adnan al-Dakhakhini） 無所属 ファイハー・リスト 
サーミル・ディブス（Samir al-Dibs）(a) 無所属 ファイハー・リスト 

フナイン・ニムル（Hunayn Nimr） シリア共産党ユースフ・ファ

イサル派 進歩国民戦線リスト 

アンマール・バクダーシュ（'Ammar Bakdash） シリア共産党ウィサール・フ

ァルハ・バクダーシュ派 進歩国民戦線リスト 

バハーッディーン・ハサン（Baha' al-Din Hasan） 無所属 ファイハー・リスト 
スライマーン・ハッダード（Sulayman Haddad） アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
ムハンマド・ナビール・ハティーブ（Muhammad 
Nabil al-Khatib）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 

ムハンマド・ハムシュー（Muhammad Hamshu） 無所属 ファイハー・リスト 
アーミル・ヒムスィー（'Amir al-Himsi）(a) 無所属   
フダー・ヒムスィー（Huda al-Himsi）(b) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
マルワーン・ブンニー（Marwan al-Bunni） アラブ社会主義連合党 進歩国民戦線リスト 
ムハンマド・ラドワーン・ミスリー（Muhammad 
Radwan al-Misri） 無所属   

（注）(a) 初当選議員。(b) 女性議員。 
（出所）筆者作成。 

ダマスカス郊外県 

部門 氏名 所属政党・政治組織 選挙リスト 

A部門 

サラーフ・アブラー（Salah 'Abla）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
ギヤース・ガザール（Giyath Ghazal）(a)(b) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
アブドゥッラー・シャルハ（'Abd Allah Sharha）(a) アラブ社会主義連合党 進歩国民戦線リスト 
アフマド・スィルハーン（Ahmad Sirhan）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
サラーフ・トゥウマ（Salah Tu'ma） アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
ムハンマド・バルムー（Muhammad Barmu）(a) 無所属   
ムスタファー・サイイド・ハンムード（Mustafa al-
Sayyid Hammud）(a) 統一社会民主主義党 進歩国民戦線リスト 

アブドゥルアズィーズ・ミウカーリー（'Abd al-'Aziz 
Mi'qali） 無所属   

ハムザ・ムンズィル（Hamza Mundhir） アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 

ディヤーブ・ユースフ（Diyab Yusuf）(a) アラブ社会主義者運動アフ

マド・アフマド派 進歩国民戦線リスト 

B 部門 
イフサーン・アターヤー（Ihsan 'Ataya）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
ナズィーフ・アッブード（Nazih 'Abbud）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
アドナーン・アルバシュ（'Adnan 'Arbash） アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
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部門 氏名 所属政党・政治組織 選挙リスト 
ムンズィル・イッズッディーン（Mundhir 'Izz al-Din）
(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 

イルハーム・ハッラーク（Ilham al-Hallaq）(a)(b) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
ムワッファク・ハバシー（Muwaffaq al-Habashi）(a) 無所属   
フサームッディーン・ムスタファー（Husam al-Din 
Mustafa）(a) 無所属   

スライヤー・ムスリマーニーヤ（Thurayya 
Muslimaniya）(a)(b) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 

ムハンマド・ウサーマ・ブルハーン（Muhammad 
Usama Burhan）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 

（注）(a) 初当選議員。(b) 女性議員。 
（出所）筆者作成。 

ヒムス県 

部門 氏名 所属政党・政治組織 選挙リスト 

A部門 

ナジャート・アターッラー（Najat 'Ata Allah）(a)(b) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
ムハンマド・アッバース（Muhammad 'Abbas）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
フスィン・イフワーン（Husin al-Ikhwan）(a)(b) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
イマード・ガルユーン（'Imad Ghalyun）(a) 国民誓約党 進歩国民戦線リスト 
フィラース・サッルーム（Firas al-Sallum）(a) 無所属   

マーヒル・ジャージャ（Mahir al-Jaja）(a) シリア共産党ユースフ・ファ

イサル派 進歩国民戦線リスト 

アブドゥッラー・タクタク（'Abd Allah Taqtaq）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
ズハイル・タッラーフ（Zuhayr Tarraf） 無所属    
マフムード・ファドウース（Mahmud al-Fad'us） 無所属   
アブドゥルムウティー・マシュラブ（'Abd al-Mu'ti 
Mashlab）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 

アブドゥルアズィーズ・ムルヒム（'Abd al-'Aziz al-
Mulhim） 無所属   

B 部門 

ムハンマド・アスアド（Muhammad al-As'ad） アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
ファジュル・イーサー（Fajr al-'Isa）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
アフマド・カシュアム（Ahmad Qash'am） アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
ハッサーン・サカー（Hassan al-Saqa）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
ムハンマド・ファルハーン・サフルール

（Muhammad Farhan Sahlul）(a) 
シリア民族社会党イサーム・

マハーイリー派 
進歩国民戦線リスト 

アフマド・シャイフ（Ahmad al-Shaykh） 無所属   
ファーディヤ・ディーブ（Fadiya Dib）(a)(b) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
アブドゥー・ナジーブ（'Abdu al-Najib） 無所属   
ムハンマド・サフーク・ナースィーフ（Muhammad 
Safuk al-Nasif）(a) 無所属   

シャハーディー・マイフーブ（Shahadi Mayhub） 無所属  
ワーイル・ムルヒム（Wa'il Mulhim）(a) 無所属   
フサイン・ラフマ（Husayn Rahma）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 

（注）(a) 初当選議員。(b) 女性議員。 
（出所）筆者作成。  

ハマー県 
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部門 氏名 所属政党・政治組織 選挙リスト 

A部門 

ハーシム・イスビル（Hashim Isbir）(a) 無所属   
アブドゥルカリーム・イスマーイール（'Abd al-
Karim al-Isma'il） 無所属   

マターニュース・イーサー（Mtanyus 'Isa）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
ビラール・ディーブ（Bilal Dib）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
アブドゥルアズィーズ・ハサン（'Abd al-'Aziz al-
Hasan）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 

スアード・シャイフ・バックール（Su'ad al-Shaykh 
Bakkur）(b) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 

サフル・ハッスーン（Sahr al-Hassun）(a)(b) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
イブラーヒーム・ハリール（Ibrahim Khalil） 無所属   
ヌーリー・ハンムード・ハサン・ハリール（Nuri al-
Hammud al-Hasan al-Khalil）(a) アラブ社会主義連合党 進歩国民戦線リスト 

アクラム・フール（Akram Hur）(a) 国民誓約党 進歩国民戦線リスト 
ナディーム・マリヤム（Nadim Mariyam） アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
ハーリド・ムハンマド（Khalid Muhammad） 無所属   
クルスーム・ワルダ（Kulthum Warda）(b) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 

B 部門 

イブラーヒーム・アスマル（Ibrahim Asmar） 無所属   
マアン・アリー（Ma'n 'Ali）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
アリー・ウムーリー（'Ali al-'Umuri）(a) 無所属   
フアード・シッリー（Fu'ad al-Shilli）(a) 無所属   
バッシャール・ジュナイド（Bashshar Junayd）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
ムハンマド・サイード・タッバーシュ（Muhammad 
Sa'id Tabbash）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 

ガーズィー・ハッターブ（Ghazi al-Khattab）(a) 統一社会主義者党 進歩国民戦線リスト 
ジョゼフ・マーグート（Juzif al-Maghut）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
ジハード・ムラード（Jihad Murad） アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 

（注）(a) 初当選議員。(b) 女性議員。 
（出所）筆者作成。 

アレッポ市 

部門 氏名 所属政党・政治組織 選挙リスト 

A部門 

ムハンマド・シャアバーン・アズーズ（Muhammad 
Sha'ban 'Azuz） アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 

ムハンマド・ワリード・ガザール（Muhammad 
Walid Ghazal）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 

ヒラール・ザインッディーン（Hilal Zayn al-Din）
(a)(c) 無所属   

アブドゥルアズィーズ・シャーミー（'Abd al-'Aziz 
al-Shami）(c) 無所属   

イーマーン・バーバッリー（Iman Baballi）(a)(b) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
ラマダーン・ハドラ（Ramadan Hadla）(a)(b) アラブ民主連合党 進歩国民戦線リスト 
ジューマーナー・ラドワーン（Jumana Radwan）
(a)(b) 

シリア共産党ウィサール・フ

ァルハ・バクダーシュ派 進歩国民戦線リスト 

B 部門 

アブドゥルファッターフ・アズーズ（'Abd al-Fattah 
'Azuz）(a) アラブ社会主義連合党 進歩国民戦線リスト 

ムハンマド・ナージー・アトリー（Muhammad Naji 
al-'Atri） アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 

ハーリド・ウラビー（Khalid 'Ulabi） 無所属   
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部門 氏名 所属政党・政治組織 選挙リスト 
アブドゥルカリーム・サイイド（'Abd al-Karim al-
Sayyid）(a) 無所属   

アフマド・サジーウ（Ahmad Saji'）(a) シリア共産党ユースフ・ファ

イサル派 進歩国民戦線リスト 

フィルヤール・スィーリース（Firyal Siris）(b) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
スーヌブール・スーヌブーリヤーン（Sunubul 
Sunubuliyan） 無所属   

アドナーン・スフニー（'Adnan al-Sukhni） アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
ムハンマド・ダリール（Muhammad Dalil）(a) 無所属   

アール・ハサン・ビッリー（Al Hasan Birri）(a) 無所属 
無所属アレッポ・リス

ト（Qa'ima Halab al-
Mustaqilla） 

スハイル・ファラフ（Suhayl Farah）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
エドワール・マクラビナ（Idwar Makrabina）(a) 無所属   
ムハンマド・サーリフ・マッラーフ（Muhammad 
Salih al-Mallah） 無所属   

（注）(a) 初当選議員。(b) 女性議員。(c) 2007年6月10日に交通事故で死亡。 
（出所）筆者作成。 

アレッポ県諸地域 

部門 氏名 所属政党・政治組織 選挙リスト 

A部門 

アキール・アッラーウィー（'Aqil 'Allawi） アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
アフマド・アービド（Ahmad al-'Abid）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
カマール・アール・アムウ（Kamal Al'Amw） 無所属   
ムハンマド・アリー（Muhammad al-'Ali）(a) アラブ社会主義連合党 進歩国民戦線リスト 
アクル・イブラーヒーム（'Aql al-Ibrahim）(a) 無所属    
ムスタファー・ウワイド（Mustafa 'Uwayd） アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
ハサン・サッルーム（Hasan Sallum） アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
ヤフヤー・ターリブ（Yahya Talib）(a) 統一社会主義者党 進歩国民戦線リスト 
ファフミー・ハサン（Fahmi Hasan）(a) 無所属   
イフラース・バダウィー（Ikhlas Badawi）(a)(b) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
フサイン・ハッスーン（Husayn Hassun）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
リヤード・ハッルー（Riyad Khallu）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
フサイン・ハーッジ・ハマーダ（Husayn al-Hajj 
Hamada）(a) 無所属   

ディヤーブ・マーシー（Diyab al-Mashi）(c) 無所属    
イスマト・マハッリー（'Ismat Mahalli） アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
ムハンマド・ムハンマド（Muhammad al-
Muhammad）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 

ズィヤード・ムフスィン（Ziyad Muhsin）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 

B 部門 

ファールーク・ハッジ・アリー・ジャースィム（Faruq 
Hajj 'Ali al-Jasin）(a) 無所属   

ハリール・ウバイド（Khalil al-'Ubayd）(a) 無所属   
アブドゥルハミード・グバーリー（'Abd al-Hamid al-
Ghubari）(a) 無所属   

アブドゥルカーディル・シハーダ（'Abd al-Qadir 
Shihada）(a) 無所属   

ムハンマド・シャーヒーン（Muhammad Shahin）(a) 無所属   
ムハンマド・ジュムア（Muhammad Jum'a）(a) 無所属   
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部門 氏名 所属政党・政治組織 選挙リスト 
アフマド・ハーッジ・スライマーン（Ahmad Hajj 
Sulayman） アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 

アリー・ズワイン（'Ali al-Zuwayn）(a)(d) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
ムハンマド・ディーブ（Muhammad Dib）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
ラドワーン・ハビーブ（Radwan Habib） アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
ムハンマド・ナーフィウ・ブーザーン（Muhammad 
Nafi' Buzan）(a) 

シリア共産党ウィサール・フ

ァルハ・バクダーシュ派 進歩国民戦線リスト 

アフマド・ハッジー・マフムード（Ahmad Hajji 
Mahmud） アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 

アブドゥー・ムハンマド（'Abdu Muhammad）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
アフマド・ムニール・ムハンマド（Ahmad Munir 
Muhammad） アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 

マフムード・ユースフ（Mahmud Yusuf）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
（注）(a) 初当選議員。(b) 女性議員。(c) 2009年8月11日に死去。(d) 2010年11月18日に死去。 
（出所）筆者作成。  

イドリブ県 

部門 氏名 所属政党・政治組織 選挙リスト 

A部門 

スブヒー・アブドゥッラー（Subhi al-'Abd Allah）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
イブラーヒーム・ハーッジ・アブドゥルアズィーズ

（Ibrahim Hajj 'Abd al-'Aziz）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 

ムハンマド・ウマル（Muhammad al-'Umar）(a) 無所属   
サフワーン・クラビー（Safwan Qurabi） アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
イーマーン・ハーン・シャイフーニー（Iman Khan 
Shaykhuni）(a)(b) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 

ムハンマド・シャルフーリー（Muhammad 
Sharhuli）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 

サミール・バイドゥーン（Samir Baydun）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
フダー・ヒジャーズィー（Huda Hijazi）(b) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
ムハンマド・ムティーウ・ムアイイド（Muhammad 
Muti' Mu'ayyid）(a) アラブ社会主義連合党 進歩国民戦線リスト 

アフマド・ムバーラク（Ahmad al-Mubarak） アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
アブドゥッラッザーク・ユースフ（'Abd al-Razzaq al-
Yusuf） 無所属   

ムハンマド・ザーヒル・ユースフィー（Muhammad 
Zahir al-Yusufi）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 

B 部門 

ムハンマド・サリーム・ザクール（Muhammad 
Salim Zakur）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 

ムハンマド・アクラム・ジュンディー（Muhammad 
Akram al-Jundi） 無所属   

サーミル・ハブル（Samir Habl）(a) 無所属   
ムハンマド・ハーッジ・フマイダ・ビータール

（Muhammad Hajj Humayda Bitar）(a) 統一社会民主主義党 進歩国民戦線リスト 

スブヒー・フマイダ（Subhi Humayda）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
ムハンマド・ズハイル・ユースフ（Muhammad 
Zuhayr al-Yusuf）(a) 

アラブ社会主義者運動アフ

マド・アフマド派 進歩国民戦線リスト  

（注）(a) 初当選議員。(b) 女性議員。 
（出所）筆者作成。  
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ラタキア県 

部門 氏名 所属政党・政治組織 選挙リスト 

A部門 

ハサン・アリー（Hasan 'Ali）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
ムハンマド・ウジャイル（Muhammad 'Ujayl）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
サーイル・クドスィーヤ（Sa'ir Qudsiya）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
カマール・サラーマ（Kamal Salama）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
ザカリヤー・サルワーヤ（Zakariya Salwaya）(a) 無所属   
ファウワーズ・ナッスール（Fawwaz Nassur） 無所属   
イブラーヒーム・バドゥール（Ibrahim Badur）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
アドナーン・ビータール（'Adnan Bitar） アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
マハースィン・ファーティフ（Mahasin Fatih）(a)(b) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 

B 部門 

サリーム・アッブード（Salim 'Abbud）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
ハルドゥーン・カッサーム（Khaldun Qassam）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
アブドゥッラッザーク・ダラジー（'Abd al-Razzaq 
Daraji）(a) 

シリア共産党ユースフ・ファ

イサル派 進歩国民戦線リスト 

ヌーファル・ヌーファル（Nufal Nufal）(a) 統一社会民主主義党 進歩国民戦線リスト 
ジャアファル・ハイイル（Ja'far al-Khayyir） アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
マフディー・ハイル・ビク（Mahdi Khayr Bik） 無所属   

スィッリー・ハッダード（Sirri Haddad）(a) アラブ社会主義者運動アフ

マド・アフマド派 進歩国民戦線リスト 

ファーティマ・フワイティー（Fatima Fuwayti）(a)(b) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
（注）(a) 初当選議員。(b) 女性議員。 
（出所）筆者作成。 

タルトゥース県 

部門 氏名 所属政党・政治組織 選挙リスト 

A部門 

ファヒーマー・アルース（Fahima 'Arus）(a)(b) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
アリー・アリー（'Ali 'Ali）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
ラーミー・サーリフ（Rami Salih）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
イブラーヒーム・スライマーン（Ibrahim Sulayman） アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
ニウマーン・ハンムード（Ni'man Hammud）(a) 無所属   
アブドゥルカリーム・ムスタファー（'Abd al-Karim 
Mustafa）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 

B 部門 

ジャマール・アクラ（Jamal 'Akra）(a) 統一社会民主主義党 進歩国民戦線リスト 
マイ・イーサー（May 'Isa）(a)(b) 統一社会主義者党 進歩国民戦線リスト 
ウムラーン・ウムラーン・ザーウィー（'Umran 
'Umran al-Zawi）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 

バッサーム・ダクルージュ（Bassam Dakruj）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
ムナー・ディーア（Muna Di'a）(a)(b) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
アフマド・ファフル（Ahmad Fahl）(a) 無所属   
ハドル・フサイン（Badr Husayn） 無所属   

（注）(a) 初当選議員。(b) 女性議員。 
（出所）筆者作成。 

ラッカ県 
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部門 氏名 所属政党・政治組織 選挙リスト 

A部門 

アリー・アリー・ジャシュアム（'Ali al-'Ali al-
Jash'am） アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 

ヒンド・タリーフ（Hind al-Tarif）(a)(b) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
ハイサム・マシューフ（Haytham Mashuh）(a) アラブ社会主義連合党 進歩国民戦線リスト 
アブドゥルムフスィン・ラーカーン（'Abd al-Muhsin 
al-Rakan）(a) 無所属   

B 部門 

アズィーズ・ファーズィウ（'Aziz al-Fazi'）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
ハドル・シャイフ・フサイン（Khadr al-Shaykh al-
Husayn）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 

ムハンマド・フワイディー（Muhammad al-
Huwaydi） 無所属   

イスマーイール・ムーサー（Isma'il al-Musa）(a) 統一社会主義者党 進歩国民戦線リスト 
（注）(a) 初当選議員。(b) 女性議員。 
（出所）筆者作成。 

ダイル・ザウル県 

部門 氏名 所属政党・政治組織 選挙リスト 

A部門 

ナジュム・アブドゥッラー（Najb al-'Abd Allah）(a) 無所属   
ファルハ・アルワーン（Farha al-'Alwan）(a)(b) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
リヤード・イスマーイール（Riyad al-Isma'il）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
フマイド・シャイハーン（Humayd Shayhan）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
ファイヤード・シャイフ（Fayyad al-Shaykh）     
ラドワーン・ハラフ（Radwan al-Khalaf）(a) 無所属    
ファイサル・シャイフ・ファイヤード（Faysal Shaykh 
Fayyad）(a) 無所属    

アフマド・ムハンマド（Ahmad al-Muhammad）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 

B 部門 

イスハク・サーリフ・ジャースィム（Ishaq al-Salih al-
Jasim）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 

ファイサル・ナジュラス（Faysal al-Najras） 無所属   
ハリール・ハフル（Khalil al-Hafl） 無所属  
スブヒー・ハドル・ハマーディー（Subhi Khadr al-
Hamadi）(a) 統一社会主義者党 進歩国民戦線リスト 

ムハンマド・ファティーフ（Muhammad al-Fatih）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
ガッサーン・ユースフ（Ghassan al-Yusuf）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 

（注）(a) 初当選議員。(b) 女性議員。 
（出所）筆者作成。 

ハサカ県 

部門 氏名 所属政党・政治組織 選挙リスト 

A部門 

ズィヤー・マリク・イスマーイール（Ziya Malik 
Isma'il）(a) 無所属   

ナジャーフ・クーリーヤ（Najah Kuriya）(a)(b) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
ハマード・サウード（Hamad al-Sa'ud）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
ハムーダ・サッバーグ（Hamuda Sabbagh）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
アッブード・シャウワーフ（'Abbud al-Shawwakh）
(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 

ターハー・シャッラーシュ（Taha Shallash）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
サッターム・ダンダフ（Sattam al-Dandah）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
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部門 氏名 所属政党・政治組織 選挙リスト 

アブドゥッラー・ハリール（'Abd Allah Khalil）(a) シリア共産党ウィサール・フ

ァルハ・バクダーシュ派 進歩国民戦線リスト 

B 部門 

ムハンマド・アブドゥッラフマーン（Muhammad al-
'Abd al-Rahman）(a) 無所属   

アブドゥッラッザーク・イーサー（'Abd al-Razzaq 
al-'Isa）(a) 無所属   

アブドゥッラフマーン・イーサー（'Abd al-Rahman 
'Isa）(a) アラブ社会主義連合党 進歩国民戦線リスト 

ハラフ・ファッラージュ（Khalaf al-Fallaj）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
ムハンマド・アフマド・ムルスィト（・ムルヒム）

（Muhammad Ahmad al-Mulsit [al-Mulhim]）(a)(c) 無所属   

アフマド・ワカーウ（Ahmad al-Waka'）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
（注）(a) 初当選議員。(b) 女性議員。(c) 2010年12月9日、サウジアラビアで病死。 
（出所）筆者作成。  

ダルアー県 

部門 氏名 所属政党・政治組織 選挙リスト 

A部門 

ハーリド・アッブード（Khalid al-'Abbud） 統一社会主義者党 進歩国民戦線リスト 
アリー・アラファート（'Ali 'Arafat） アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
ムハンマド・ハイル・ズウビー（Muhammad Khayr 
al-Zu'bi）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 

アフマド・ミクダード（Ahmad al-Miqdad）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
ユースフ・アブー・ルーミヤ（Yusuf Abu Rumiya）
(a) 無所属   

B 部門 

ラーイダ・ガーニム（Ra'ida al-Ghanim）(a)(b) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
アブドゥッラー・ナスルッラー（'Abd Allah al-Nasr 
Allah）(a) 

シリア民族社会党イサーム・

マハーイリー派 進歩国民戦線リスト 

ナースィル・ハリーリー（Nasir al-Hariri）(a)(c) 無所属   
ファウワーズ・マハーミード（Fawwaz al-
Mahamid）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 

ハリール・リファーイー（Khalil al-Rifa'i）(d) 無所属   
（注）(a) 初当選議員。(b) 女性議員。(c) 軍・治安当局によるダルアーでのデモ弾圧に異議を唱え、2011年4月23日
に辞表を提出したが、2011年5月2日（第9期人民議会任期最終日）、辞表を撤回。(d) 軍・治安当局によるダルアー

でのデモ弾圧に異議を唱え、2011年4月23日に辞表を提出。 
（出所）al-Hayat, April 24, 2011、Kull-na Shuraka', May 3, 2011などをもとに筆者作成。 

スワイダー県 

部門 氏名 所属政党・政治組織 選挙リスト 

A部門 

アブドゥッラー・アトラシュ（'Abd Allah al-Atrash） 無所属   
スィハーム・ジャブル・アブー・ファフル（Siham al-
Jabr Abu Fakhr）(a)(b) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 

ファーリス・アブドゥッディーン（Faris 'Abd al-Din）
(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 

サミール・ハッスーン（Samir Hassun）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 

B 部門 
カマール・アーミル（Kamal 'Amir） 無所属   
ムフィード・アブー・ハムダーン（Mufid Abu 
Hamdan）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
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（注）(a) 初当選議員。(b) 女性議員。 
（出所）筆者作成。 

クネイトラ県 

部門 氏名 所属政党・政治組織 選挙リスト 

A部門 
ムーサー・アフマド（Musa Ahmad）(a) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
リーファン・シューラ（Lifan Shura）(a)(b) アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
ジハード・イスマーイール（Jihad Isma'il）(a) 無所属   

B 部門 
ナスルッディーン・ハイルッラー（Nasr al-Din 
Khayr Allah） 

アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 

イスマーイール・マルイー（Isma'il Mar'i） アラブ社会主義バアス党 進歩国民戦線リスト 
（注）(a) 初当選議員。(b) 女性議員。 
（出所）筆者作成。 

IV. 政党・政治組織別議席数 

 
政党・政治組織 議席数 

進歩国民戦線 

アラブ社会主義バアス党 135 

170 

アラブ社会主義連合党 8 
アラブ社会主義者運動アフマド・アフマド派 3 
国民誓約党 2 
統一社会主義者党 6 
統一社会民主主義党 4 
アラブ民主連合党 1 
シリア共産党ウィサール・ファルハ・バクダーシュ派 4 
シリア共産党ユースフ・ファイサル派 4 
シリア民族社会党イサーム・マハーイリー派 3 

無所属 78 
欠員 2 

計 250 
（出所）筆者作成。 
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