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Dr. Muhammad Abdul-Kareem AL-Issa 

ムハンマド・アブドゥル・カレム・アル・イッサ博士

サウジアラビア王国の司法大臣

• Born on June 10, 1965. 
• Married and has four children. 
• 1965年6月10日生まれ。 

• 結婚し、4人の子供がいます。 

• Holder of a Bachelor Degree in Islamic Jurisprudence, and a Master and PhD in 
Comparative Judicial Studies, all from Al-Imam Muhammad Bin Saud University. 

• 教育： 
• イスラム法学における学士号 
• 比較司法学における修士号と博士号 
• アルマム・ムハマド・ビン・サウド大学。 
• Lectures within the Kingdom of Saudi Arabia and abroad about the Islamic 

Jurisprudence and Islamic Judicial Rulings, in addition to lectures about the 
Comparisons and Contrasts between Islamic Jurisprudence and Constitutions, 
Laws, and Judicial Precedence in other countries. 

• サウジアラビア王国内外でのイスラーム法学とイスラム法裁定についての講義、イスラー
ム法学と憲法、法律、司法優先との比較と比較に関する講演 

• Debated with many governmental and non-governmental officials, members of 
parliament, professors, philosophers, think tanks, and others on the topic of 
human rights. 

• 議会、教授、哲学者、シンクタンクなどの多くの政府および非政府関係者と人権問題
について議論しています。 
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• Worked in General Jurisprudence and Administrative Jurisprudence, and 
eventually reached the highest level of Jurisprudence.  

• 一般的な法学および行政法学で働いた。 彼は法学の最高レベルに達しました。 

• Worked his way to the position of Vice President of the Board of Grievances on 
April 13, 2007. 

• Nominated Minister of Justice for the Kingdom of Saudi Arabia on February 14, 
2009. 

• March 30, 2012, nominated as President of the Supreme Court Council. 
• 2007年4月13日に苦情委員会の副会長に就任。 

• 2009年2月14日、サウジアラビア王国の司法大臣就任。 

• 2012年3月30日、最高裁判所評議会議長に指名されました。 

• October 26, 2015, nominated as an official Royal Court Advisor and official 
advisor to the Minister of Defense. 

• November 27, 2013, the Arab Minister of Justice Council chose him as Honorary 
President. 

• 2015年10月26日、王立裁判所顧問および国防大臣の公式顧問に指名されました。 

• 2013年11月27日、アラブ司法大臣評議会は彼を名誉議長に選んだ。 

• He taught at Faculty of Law and Political Science at King Saud University as an 
Associated Professor. 

• December 23, 2015, nominated as General Supervisor of the Ideological Warfare 
Center at the Ministry of Defense. 

• 彼はサウド大学の法学と政治学部で准教授を教えました。 
• 2015年12月23日、国防総省のイデオロギー・戦争センター総監に指名されました。 

• August 12, 2016, nominated as General Secretary of the Muslim World League 
and Chairman of the International Organization for Muslim Scholars. 

• December 3, 2016, nominated as member of The Organization of Senior Scholars 
of the Kingdom of Saudi Arabia 

• 2016年8月12日、ムスリム世界連盟の事務総長およびムスリム学者国際組織委員長に
指名された。 

• 2016年12月3日、サウジアラビア王国の上級学者組織に指名された。 



Muslim World League 

イスラム世界連盟　 

The Muslim World League is an international non-governmental Islamic organization 
based in the Holy City of Makkah 

The League is also ready to help Muslims solve problems facing them anywhere in 
the world, and carry out their projects in the sphere of education and culture. The 
League, which employs all means to further its aims, is well known for rejecting all 
acts of violence and promoting dialogue with the people of other cultures. 

イスラム世界連盟（ラビータ）は、マッカ神聖都市に拠点を置く国際的な非政府イスラム
組織です 

ラビータはまた、イスラム教徒が世界のどこにいても問題を解決し、教育と文化の分野で
プロジェクトを実行するのを手伝っています。 ラビタは、あらゆる目的を達成するために
あらゆる手段を採用しており、あらゆる暴力行為を拒絶し、他の文化の人々との対話を促
進することでよく知られています。 

Foundation:  
The Muslim World League was founded in accordance with a resolution adopted 
during the meeting of the General Islamic Conference, which was held in Holy 
Makkah on 18th May 1962. 

The Kingdom of Saudi Arabia is the leading contributor member of the Muslim 
countries funding the Muslim World League (MWL-League-Rabita). 
The League is relentlessly pursuing the establishment of a human society based on 
the principles of genuine faith. It teaches people to keep away from violence, 
terrorism and extremism. 

原則： 
イスラム世界連盟は、1962年5月18日に聖マッカで開催されたイスラム総会の会議で
採択された決議に基づいて設立された。 
サウジアラビア王国は有力な貢献者です。 ムスリム諸国はイスラム世界連盟（ラビー
タ）に資金を提供している。 
リーグは真の信仰の原則に基づいて人間社会の確立を断固として追求しています。 そ
れは人々に暴力、テロ、過激主義から遠ざけるよう教える。 

Affiliation: 
- The United Nations Organization: Observer in consultative status with the 
ECOSOC. 

- Organization of the Islamic Conference (OIC): Observe status in attendance at all 
meetings and conferences. 

- ISESCO: Member 

- UNICEF: Member 



所属： 

- 国連機関：オブザーバー ,  ECOSOCとの諮問状況。 

- イスラム会議（OIC）の組織：すべての会議および会議に出席する状態を観察する。 

- ISESCO：会員 

- ユニセフ：会員 

- Charter: 

- 憲章： 

We the members of the Muslim World League, representing it religiously, hereby 
undertake before God, Almighty to: 

我々は、宗教的にそれを代表するイスラム世界連盟のメンバーは、神の前で、全能者を引
き受けることによって、·  

- Discharge our obligation towards God, by conveying and proclaiming His 
Message. We also reaffirm our belief that there shall be no peace in the world 
without the application of the principles of faith.  
· Invite all communities to vie with one another for the common good and 
happiness of mankind, establish social justice and a better human society. 

- 神のメッセージを伝え宣言することによって、神に対する義務を果たす。 私たちはま
た、信仰の原則を適用して世界に平和があるという信念を再確認します。 ・人類の共通
の幸福のためにすべてのコミュニティを互いに争い、社会正義と人類社会を確立する 
· Call upon God to bear witness that we do not intend to undermine, dominate or 
practice hegemony over anyone else. Hence, in order to further these goals, we 
intend to: 

- ・他の誰よりも覇権を傷つけたり、支配したり、練習したりするつもりはないという証
言を神の前に置いている。 したがって、これらの目標をさらに進めるために、 
· Unite the ranks of the Muslims, and remove all divisive forces from the midst of 
the Muslim communities around the world.  
· Remove obstacles in the way of establishing the Muslim world union.  
· Support all advocates of charitable deeds. 
· Utilize our spiritual as well as material and moral potentialities in furthering the 
aims of this charter. 

- ・すべてのイスラム教徒を結集させ、世界中のイスラム教徒のコミュニティの中からす
べての分裂する力を取り除く。 ・イスラム世界連合の確立の妨げになる障害物を取り除
く。 ・慈善活動のすべての主張者をサポートする。 ・この憲章の目的を推進する上
で、霊的ならびに物質的および道徳的な可能性を活用する。 

  


