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官 印 省 略   

２０２２０２２１製局第２号   

令 和 ４ 年 ３ 月 ７ 日   

 

 

一般社団法人日本ジュエリー協会 会長 

 

 

経済産業省製造産業局長           

 

 

 

タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出等について 

 

上記の件について、警察庁刑事局組織犯罪対策部長及び警察庁警備局長から

令和４年２月１８日付け警察庁丙組組企発第１２７号、警察庁丙備企発第９１

号をもって別添のとおり要請がありましたのでお知らせします。 

当該要請の趣旨は、令和４年２月１８日付け外務省告示第７０号及び令和４

年２月１８日付け国家公安委員会告示第１４号により、資産（財産）凍結措置

等の対象となる者の一部が改正されたことから、それを周知するものです。 

最近の厳しい国際テロ情勢に鑑み、引き続きタリバーン関係者等と関連する

と疑われる取引について、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を

踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法

（平成２６年法律第１２４号）等の規定が遵守されるよう、貴会会員に対し一

層の周知徹底をお願いいたします。  



  機 密 性 １  

 警察庁丙組組企発第 127 号   

警察庁丙備企発第 91 号      

令 和 ４ 年 ２ 月 1 8 日   

 

経済産業省製造産業局長 殿 

 

                                              警察庁刑事局組織犯罪対策部長 

                                              警 察 庁 警 備 局 長  

 

 

タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出等について（要請その 157） 

 

この度、別添のとおり「国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対

象となるタリバーン関係者等を指定する件の一部を改正する件」（令和４年２月 18 日付

け外務省告示第 70 号）及び「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ

我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第三条第二項の

規定に基づき、公告事項に変更があった公告国際テロリストを公告する件」（令和４年２

月 18 日付け国家公安委員会告示第 14 号）により資産（財産）凍結措置等の対象となる

者の一部が改正された。 

 タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引については、これまでも、犯罪による

収益の移転防止に関する法律（平成 19 年法律第 22 号。以下「犯罪収益移転防止法」と

いう。）に基づき、顧客等の取引時確認等や疑わしい取引の届出の履行の徹底が図られ、

また、タリバーン関係者等との一定の取引は外国為替及び外国貿易法（昭和 24 年法律第

228 号）及び国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施す

る国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法（平成 26 年法律第 124 号。以下

「国際テロリスト財産凍結法」という。）により規制されているところである。最近の厳

しい国際テロ情勢に鑑み、宝石商に対し、この度の改正内容を周知していただくととも

に、ＩＳＩＬその他のイスラム過激派組織やその関係者が本件タリバーン関係者等に含

まれていることにも留意し、引き続きタリバーン関係者等と関連すると疑われる取引に

ついて犯罪収益移転防止法に基づく各種義務の履行が徹底され、また、タリバーン関係

者等との一定の取引について国際テロリスト財産凍結法等の規定が遵守されるよう、よ

ろしくお取り計らい願いたい。 
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改  正  後  改  正  前  

（別表） 

１．～１７５． ［略］ 

１７６．アデン・イスラム軍 

ISLAMIC ARMY OF ADEN 

旧称：不明 

住所：不明 

国連制裁委員会による指定日：２００１年１０月６日(２

０２１年１２月２９日に改訂) 

その他の情報：国連安全保障理事会決議第１８２２号（２

００８年）に基づく見直しは２０１０年７月９日に終了し

た。国連安全保障理事会決議第２３６８号（２０１７年）

に基づく見直しは２０２１年１１月１５日に終了した。同

団体に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連

安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：

https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Entities 

１７７．～１８１． ［略］ 

１８２． ターリク・アンワル・エル・サイード・アハマド（別名: 

(a) ハムディ・アフマド・ファラグ (b) アムル・アル・

ファティーフ・ファトヒ (c) ターレク・アンワル・エ

ル・サイード・アフマド） 

TARIQ ANWAR EL SAYED AHMED  

（別表） 

１．～１７５． ［同左］ 

１７６．アデン・イスラム軍 

ISLAMIC ARMY OF ADEN 

旧称：不明 

住所：不明 

国連制裁委員会による指定日：２００１年１０月６日 

 

その他の情報：安全保障理事会決議１８２２（２００８

年）に基づく見直しは２０１０年７月９日に終了した。 

 

 

 

 

 

 

１７７．～１８１． ［同左］ 

１８２． ターリク・アンワル・エル・サイード・アハマド（別名: 

(a) ハムディ・アフマド・ファラグ (b) アムル・アル・

ファティーフ・ファトヒ (c) ターレク・アンワル・エ

ル・サイード・アフマド） 

TARIQ ANWAR EL SAYED AHMED  



2 
 

(original script:  احمدطاريق أنور السيد  ) 

(a.k.a. (a) Hamdi Ahmad Farag (b) Amr Al-Fatih 

Fathi (c) Tarek Anwar El Sayed Ahmad) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９６３年３月１５日 

出生地：Alexandria, Egypt 

国籍：エジプト 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：不明 

住所：不明 

国連制裁委員会による指定日：２００１年１０月６日

（２００４年１１月２６日、２００７年７月１８日、２

０１１年５月１６日、２０１９年５月１日及び２０２１

年１２月２９日に改訂） 

その他の情報：２００１年１０月に死亡したと報告され

ている。国連安全保障理事会決議第１８２２号（２００

８年）に基づく見直しは２０１０年７月２９日に終了し

た。国連安全保障理事会決議第２２５３号（２０１５

年）に基づく見直しは２０１９年２月２１日に終了し

た。国連安全保障理事会決議第２３６８号（２０１７

年）に基づく見直しは２０２１年１１月１５日に終了し

た。同人に対するインターポール（国際刑事警察機

構） ・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リン

(original script:  احمدطاريق أنور السيد  ) 

(a.k.a. (a) Hamdi Ahmad Farag (b) Amr Al-Fatih 

Fathi (c) Tarek Anwar El Sayed Ahmad) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９６３年３月１５日 

出生地：Alexandria, Egypt 

国籍：エジプト 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：不明 

住所：不明 

国連制裁委員会による指定日：２００１年１０月６日

（２００４年１１月２６日、２００７年７月１８日、２

０１１年５月１６日及び２０１９年５月１日に改訂） 

 

その他の情報：２００１年１０月に死亡したと報告され

ている。国連安全保障理事会決議第１８２２号（２００

８年）に基づく見直しは２０１０年７月２９日に終了し

た。国連安全保障理事会決議第２２５３号（２０１５

年）に基づく見直しは２０１９年２月２１日に終了し

た。同人に対するインターポール（国際刑事警察機

構） ・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リン

ク：

https://www.interpol.int/en/notice/search/un/449306
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ク：https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

１８３．～１９２． ［略］ 

１９３．ジャミヤ・タアウン・アル・イスラミア（別称：(a)イスラ

ム協力協会(b)ジャミヤト・アル・タアウン・アル・イス

ラミーヤ(c)ジト） 

JAM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA  

(a.k.a.: (a)Society of Islamic 

Cooperation(b)Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya 

(c)Jit) 

旧称：不明 

所在地：Kandahar City, Afghanistan 

国連制裁委員会による指定日：２００１年１０月１７日

（２０１１年１２月１３日及び２０２１年１２月２９日に

改訂） 

その他の情報：２００１年にウサマ・ムハンメド・アワ

ド・ビン・ラーデン（１５６．に指定した個人）によって

設立。国連安全保障理事会決議第１８２２号（２００８

年）に基づく見直しは２０１０年６月２１日に終了した。

国連安全保障理事会決議第２３６８号（２０１７年）に基

づく見直しは２０２１年１１月１５日に終了した。同団体

に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全

保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：

https://www.interpol.int/en/How-we-

7 

 

１８３．～１９２． ［同左］ 

１９３．ジャミヤ・タアウン・アル・イスラミア（別称：(a)イスラ

ム協力協会(b)ジャミヤト・アル・タアウン・アル・イス

ラミーヤ(c)ジト） 

JAM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA 

 (a.k.a.: (a)Society of Islamic 

Cooperation(b)Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya 

(c)Jit) 

旧称：不明 

所在地：Kandahar City, Afghanistan 

国連制裁委員会による指定日：２００１年１０月１７日

（２０１１年１２月１３日に改訂） 

 

その他の情報：２００１年にウサマ・ムハンメド・アワ

ド・ビン・ラーデン（１５６．に指定した個人）によって

設立。安全保障理事会決議１８２２（２００８年）に基づ

く見直しは２０１０年６月２１日に終了した。 
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work/Notices/View-UN-Notices-Entities 

１９４．～２７７． ［略］ 

２７８．ウンマ・タミーレ・ノウ 

UMMAH TAMEER E-NAU (UTN) 

旧称：不明 

所在地：(a)Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, 

Afghanistan (b)Pakistan 

国連制裁委員会による指定日：２００１年１２月２４日（２

０１１年１２月１３日及び２０２１年１２月２９日に改

訂） 

その他の情報：指導者にはマフムード・スルタン・バシー

ル・ウッディン（２７９．に指定した個人）、マジード・

アブドゥル（２８０．に指定した個人）及びムハンマド・

トフェール（２８１．に指定した個人）がいる。パキスタ

ンにおいて活動が禁止された。国連安全保障理事会決議第

１８２２号（２００８年）に基づく見直しは２０１０年６

月２１日に終了した。国連安全保障理事会決議第２３６８

号（２０１７年）に基づく見直しは２０２１年１１月１５

日に終了した。同団体に対するインターポール（国際刑事

警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リ

ンク：https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Entities 

２７９．～２８１． ［略］ 

２８２．アフガン支援委員会（ＡＳＣ）(別称：(a)ラジナット･ウ

 

１９４．～２７７． ［同左］ 

２７８．ウンマ・タミーレ・ノウ 

UMMAH TAMEER E-NAU (UTN) 

旧称：不明 

所在地：(a)Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, 

Afghanistan (b)Pakistan 

国連制裁委員会による指定日：２００１年１２月２４日（２

０１１年１２月１３日に改訂） 

 

その他の情報：指導者にはマフムード・スルタン・バシー

ル・ウッディン（２７９．に指定した個人）、マジード・

アブドゥル（２８０．に指定した個人）及びムハンマド・

トフェール（２８１．に指定した個人）がいる。パキスタ

ンにおいて活動が禁止された。安全保障理事会決議１８２

２（２００８年）に基づく見直しは２０１０年６月２１日

に終了した。 

 

 

 

 

 

２７９．～２８１． ［同左］ 

２８２．アフガン支援委員会（ＡＳＣ）(別称：(a)ラジナット･ウ
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ル･メサ･エイダトゥル･アフガニア(b)ジャミアット･アヤ

ット･ウル･ラース･アル･イスラミーヤ(c)ジャミアット･イ

ハヤ･ウル･トゥラッタ･アル･イスラミーヤ(d)アハヤ･ウ

ル･トゥラス） 

AFGHAN SUPPORT COMMITTEE(ASC) 

 (a.k.a.: (a)Lajnat ul Masa Eidatul Afghania 

(b)Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac (c)Jamiat Ihya ul 

Turath al Islamia (d)Ahya ul Turas) 

旧称：不明 

所在地：(a)Headquarters-G.T. Road(probably Grand 

Trunk Road), near Pushtoon Gardi Pabbi, Peshawar, 

Pakistan (b)Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah 

School, Jalabad, Afghanistan 

国連制裁委員会による指定日：２００２年１月１１日（２

０１１年１２月１３日及び２０２１年１２月２９日に改

訂） 

その他の情報：イスラムの遺産復興協会（２８３．に指定

した団体）と関係がある。アブ・バクル・アル・ジャジリ

（２８５．に指定した個人）が財務部門責任者を務める。

国連安全保障理事会決議第１８２２号（２００８年）に基

づく見直しは２０１０年６月８日に終了した。国連安全保

障理事会決議第２３６８号（２０１７年）に基づく見直し

は２０２１年１１月１５日に終了した。同団体に対するイ

ンターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会

ル･メサ･エイダトゥル･アフガニア(b)ジャミアット･アヤ

ット･ウル･ラース･アル･イスラミーヤ(c)ジャミアット･イ

ハヤ･ウル･トゥラッタ･アル･イスラミーヤ(d)アハヤ･ウ

ル･トゥラス） 

AFGHAN SUPPORT COMMITTEE(ASC)  

(a.k.a.: (a)Lajnat ul Masa Eidatul Afghania 

(b)Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac (c)Jamiat Ihya ul 

Turath al Islamia (d)Ahya ul Turas) 

旧称：不明 

所在地：(a)Headquarters-G.T. Road(probably Grand 

Trunk Road), near Pushtoon Gardi Pabbi, Peshawar, 

Pakistan (b)Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah 

School, Jalabad, Afghanistan 

国連制裁委員会による指定日：２００２年１月１１日（２

０１１年１２月１３日に改訂） 

 

その他の情報：イスラムの遺産復興協会（２８３．に指定

した団体）と関係がある。アブ・バクル・アル・ジャジリ

（２８５．に指定した個人）が財務部門責任者を務める。

安全保障理事会決議１８２２（２００８年）に基づく見直

しは２０１０年６月８日に終了した。 
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特別手配書のウェブ・リンク：

https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Entities 

２８３．～２８９． ［略］ 

２９０．アブド・エル・カーデル・マフムード・モハメド・エッサイ

ード（別名：(a)エッサイード、カーデル (b)アブデル・カ

ーデル・マフムード・モハメド・エッサイード） 

ABD EL KADER MAHMOUD MOHAMED EL SAYED  
(original script: السيد محمد محمود القادر عبد ) (a.k.a.: (a)Es 

Sayed, Kader (b)Abdel Khader Mahmoud Mohamed el 

Sayed） 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９６２年１２月２６日 

出生地：エジプト 

国籍：エジプト 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：不明 

住所：不明 

国連制裁委員会による指定日：２００２年４月２４日（２

００４年１１月２６日、２００７年６月７日、２０１１年

５月１６日、２０１９年５月１日及び２０２１年１２月２

９日に改訂） 

その他の情報：Italian Fiscal Code（イタリア納税者番

 

 

 

２８３．～２８９． ［同左］ 

２９０．アブド・エル・カーデル・マフムード・モハメド・エッサイ

ード（別名：(a)エッサイード、カーデル (b)アブデル・カ

ーデル・マフムード・モハメド・エッサイード） 

ABD EL KADER MAHMOUD MOHAMED EL SAYED 

(original script: السيد محمد محمود القادر عبد ) (a.k.a.: (a)Es 

Sayed, Kader (b)Abdel Khader Mahmoud Mohamed el 

Sayed） 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９６２年１２月２６日 

出生地：エジプト 

国籍：エジプト 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：不明 

住所：不明 

国連制裁委員会による指定日：２００２年４月２４日（２

００４年１１月２６日、２００７年６月７日、２０１１年

５月１６日及び２０１９年５月１日に改訂） 

その他の情報：Italian Fiscal Code（イタリア納税者番

号）：ＳＳＹＢＬＫ６２Ｔ２６Ｚ３３６Ｌ。２００４年２
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号）：ＳＳＹＢＬＫ６２Ｔ２６Ｚ３３６Ｌ。２００４年２

月２日にイタリアで懲役８年の判決を受けた。イタリア当

局による裁判から逃亡中と考えられている。国連安全保障

理事会決議第１８２２号（２００８年）に基づく見直しは

２０１０年４月２２日に終了した。国連安全保障理事会決

議第２２５３号（２０１５年）に基づく見直しは２０１９

年２月２１日に終了した。国連安全保障理事会決議第２３

６８号（２０１７年）に基づく見直しは２０２１年１１月

１５日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑

事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・

リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

２９１．～３２６． ［略］ 

３２７．サイード・バーハージー(別名：(a)ゾヘイル・アル・マグ

リビ(b)モハメド・アバタイ(c)アブデルラフマーン・ア

ル・マグリビ） 

SAID BAHAJI (original script:  باهاجى سعيد ) 

(a.k.a.: (a)Zouheir Al Maghribi (b)Mohamed Abbattay 

(c)Abderrahmane Al Maghribi) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９７５年７月１５日 

出生地：Haselünne, Lower Saxony, Germany 

国籍：(a)ドイツ (b)モロッコ 

月２日にイタリアで懲役８年の判決を受けた。イタリア当

局による裁判から逃亡中と考えられている。国連安全保障

理事会決議第１８２２号（２００８年）に基づく見直しは

２０１０年４月２２日に終了した。国連安全保障理事会決

議第２２５３号（２０１５年）に基づく見直しは２０１９

年２月２１日に終了した。同人に対するインターポール

（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書の

ウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/notice/ 

search/un/1418867 

 

 

 

２９１．～３２６． ［同左］ 

３２７．サイード・バーハージー(別名：(a)ゾヘイル・アル・マグ

リビ(b)モハメド・アバタイ(c)アブデルラフマーン・ア

ル・マグリビ） 

SAID BAHAJI (original script:  باهاجى سعيد  ) 

(a.k.a.: (a)Zouheir Al Maghribi (b)Mohamed Abbattay 

(c)Abderrahmane Al Maghribi) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９７５年７月１５日 

出生地：Haselünne, Lower Saxony, Germany 

国籍：(a)ドイツ (b)モロッコ 
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旅券番号：(a)ドイツ旅券 28642163 （ハンブルク市が暫

定的に発行） (b)モロッコ旅券 954242 （Meknas, 

Morocco にて1995年6月28日発行）（失効） 

ＩＤ番号：Germany Identity document 

("Bundespersonalausweis")  1336597587 

住所：“Bunatwiete 23, 21073 Hamburg, Germany”にか

つて居住していた。 

国連制裁委員会による指定日：２００２年９月３０日（２

００４年１１月２６日、２００５年９月９日、２００７年

７月２日、２０１０年１２月２３日、２０１４年９月９

日、２０１９年５月１日及び２０２１年１２月２９日に改

訂） 

その他の情報：２０１０年４月時点でアル・カーイダ（１

６６．に指定した団体）のマスメディア委員会の副委員

長。２００１年９月２１日ドイツ当局は同人の逮捕令状を

発行した。国連安全保障理事会決議第１８２２号（２００

８年）に基づく見直しは２０１０年５月２０日に終了し

た。２０１３年９月にアフガニスタンとパキスタンの国境

地帯で死亡したと報告されている。国連安全保障理事会決

議第２２５３号（２０１５年）に基づく見直しは２０１９

年２月２１日に終了した。国連安全保障理事会決議第２３

６８号（２０１７年）に基づく見直しは２０２１年１１月

１５日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑

事警察機構） ・国連安全保障理事会特別手配書のウェ

旅券番号：(a)ドイツ旅券 28642163 （ハンブルグ市が暫

定的に発行） (b)モロッコ旅券 954242 （Meknas, 

Morocco にて1995年6月28日発行）（失効） 

ＩＤ番号：BPA Nr. 1336597587 

 

住所：“Bunatwiete 23, 21073 Hamburg, Germany”にか

つて居住していた。 

国連制裁委員会による指定日：２００２年９月３０日（２

００４年１１月２６日、２００５年９月９日、２００７年

７月２日、２０１０年１２月２３日、２０１４年９月９日

及び２０１９年５月１日に改訂） 

 

その他の情報：２０１０年４月時点でアル・カーイダ（１

６６．に指定した団体）のマスメディア委員会の副委員

長。２００１年９月２１日ドイツ当局は同人の逮捕令状を

発行した。国連安全保障理事会決議第１８２２号（２００

８年）に基づく見直しは２０１０年５月２０日に終了し

た。２０１３年９月にアフガニスタンとパキスタンの国境

地帯で死亡したと報告されている。国連安全保障理事会決

議第２２５３号（２０１５年）に基づく見直しは２０１９

年２月２１日に終了した。同人に対するインターポール

（国際刑事警察機構） ・国連安全保障理事会特別手配書

のウェブ・リンク：

https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4517705 
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ブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

３２８．ザカリヤ・エッサバル（別名：ザカリーヤ・エッサバル）

ZAKARYA ESSABAR 

 (a.k.a.: Zakariya Essabar) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９７７年４月３日 

出生地：Essaouria, Morocco 

国籍：モロッコ 

旅券番号：(a)モロッコ旅券 M271351（在ベルリン（ドイ

ツ）・モロッコ大使館により２０００年１０月２４日に発

行） (b)モロッコ旅券 K-348486 

ＩＤ番号：(a)モロッコ国民ＩＤ E-189935 (b)モロッコ国

民ＩＤカード G-0343089 

住所：不明 

国連制裁委員会による指定日：２００２年９月３０日（２

００４年１１月２６日、２０１１年６月１０日及び２０２

１年１２月２９日に改訂） 

その他の情報：父の名前はモハメド・ベン・アフメド

(Mohamed ben Ahmed)、母の名前はスフィア・ベント・ト

ウバリ(Sfia bent Toubali)。国連安全保障理事会決議第

１８２２号（２００８年）に基づく見直しは２０１０年５

月２０日に終了した。国連安全保障理事会決議第２３６８

 

 

３２８．ザカリヤ・エッサバル（別名：ザカリーヤ・エッサバル）

ZAKARYA ESSABAR(a.k.a.: Zakariya Essabar) 

 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９７７年４月３日 

出生地：Essaouria, Morocco 

国籍：モロッコ 

旅券番号：(a)モロッコ旅券 M271351（在ベルリン（ドイ

ツ）・モロッコ大使館により２０００年１０月２４日に発

行） (b)モロッコ旅券 K-348486 

ＩＤ番号：(a)モロッコ国民ＩＤ E-189935 (b)モロッコ国

民ＩＤカード G-0343089 

住所：不明 

国連制裁委員会による指定日：２００２年９月３０日（２

００４年１１月２６日及び２０１１年６月１０日に改訂） 

 

その他の情報：父の名前はモハメド・ベン・アフメド

(Mohamed ben Ahmed)、母の名前はスフィア・ベント・ト

ウバリ(Sfia bent Toubali)。安全保障理事会決議１８２

２（２００８年）に基づく見直しは２０１０年５月２０日

に終了した。 
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号（２０１７年）に基づく見直しは２０２１年１１月１５

日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警

察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リン

ク：https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

３２９．～３３９． ［略］ 

３４０．ラシュカル・イ・ジャングヴィ（ＬＪ） 

LASHKAR I JHANGVI (LJ) 

別称：不明 

旧称：不明 

所在地：不明 

国連制裁委員会による指定日：２００３年２月３日（２０

１１年１２月１３日、２０１７年１１月２０日及び２０２

１年１２月２９日に改訂） 

その他の情報：主にパキスタンのパンジャブ州及びカラチ

市に拠点を置く。２０１０年に活動が禁止されたが、パキ

スタンにおいて活動的である。国連安全保障理事会決議第

２１６１号（２０１４年）に基づく見直しは２０１６年１

２月２３日に終了した。国連安全保障理事会決議第２３６

８号（２０１７年）に基づく見直しは２０２１年１１月１

５日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事

警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リ

ンク：https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Entities 

 

 

 

 

 

３２９．～３３９． ［同左］ 

３４０．ラシュカル・イ・ジャングヴィ（ＬＪ） 

LASHKAR I JHANGVI (LJ) 

別称：不明 

旧称：不明 

所在地：不明 

国連制裁委員会による指定日：２００３年２月３日（２０

１１年１２月１３日及び２０１７年１１月２０日に改訂） 

 

その他の情報：主にパキスタンのパンジャブ州及びカラチ

市に拠点を置く。２０１０年に活動が禁止されたが、パキ

スタンにおいて活動的である。安全保障理事会決議第２１

６１号（２０１４年）に基づく見直しは２０１６年１２月

２３日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑

事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・

リンク：

https://www.interpol.int/en/notice/search/une/528201

7 
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３４１．～３４３． ［略］ 

３４４．イスラミック・インターナショナル・ブリゲイド（ＩＩ

Ｂ）（別称：(a)イスラミック・ピースキーピング・ブリ

ゲイド(b)イスラミック・ピースキーピング・アーミー(c)

インターナショナル・ブリゲイド(d)イスラミック・ピー

スキーピング・バタリオン(e)インターナショナル・バタ 

リオン(f)イスラミック・ピースキーピング・インターナ

ショナル・ブリゲイド） 

ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB) (a.k.a.: (a)The 

Islamic Peacekeeping Brigade (b)The Islamic 

Peacekeeping Army (c)The International Brigade 

(d)Islamic Peacekeeping Battalion (e)International 

Battalion (f)Islamic Peacekeeping International 

Brigade) 

旧称：不明 

所在地：不明 

国連制裁委員会による指定日：２００３年３月４日（２０

１１年１２月１３日、２０１９年１２月６日及び２０２１

年１２月２９日に改訂） 

その他の情報：リヤダス・サリヒン・リカナザンス・アン

ド・サボタージュ・バタリオン・オブ・チェチェン・マー

ターズ（ＲＳＲＳＢＣＭ）（３４６．に指定した団体）及

びスペシャル・パーパス・イスラミック・レジメント（Ｓ

ＰＩＲ）（３４５．に指定した団体）とつながりがある。

３４１．～３４３． ［同左］ 

３４４．イスラミック・インターナショナル・ブリゲイド（ＩＩ

Ｂ）（別称：(a)イスラミック・ピースキーピング・ブリゲ

イド(b)イスラミック・ピースキーピング・アーミー(c)イ

ンターナショナル・ブリゲイド(d)イスラミック・ピースキ

ーピング・バタリオン(e)インターナショナル・バタ 

リオン(f)イスラミック・ピースキーピング・インターナ

ショナル・ブリゲイド） 

ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB) (a.k.a.: (a)The 

Islamic Peacekeeping Brigade (b)The Islamic 

Peacekeeping Army (c)The International Brigade 

(d)Islamic Peacekeeping Battalion (e)International 

Battalion (f)Islamic Peacekeeping International 

Brigade) 

旧称：不明 

所在地：不明 

国連制裁委員会による指定日：２００３年３月４日（２０

１１年１２月１３日及び２０１９年１２月６日に改訂） 

 

その他の情報：リヤダス・サリヒン・リカナザンス・アン

ド・サボタージュ・バタリオン・オブ・チェチェン・マー

ターズ（ＲＳＲＳＢＣＭ）（３４６．に指定した団体）及

びスペシャル・パーパス・イスラミック・レジメント（Ｓ

ＰＩＲ）（３４５．に指定した団体）とつながりがある。
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国連安全保障理事会決議第１８２２号（２００８年）に基

づく見直しは２０１０年５月１７日に終了した。国連安全

保障理事会決議第２３６８号（２０１７年）に基づく見直

しは２０１９年１２月４日に終了した。国連安全保障理事

会決議第２３６８号（２０１７年）に基づく見直しは２０

２１年１１月１５日に終了した。同団体に対するインター

ポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手

配書のウェブ・リンク：

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-

UN-Notices-Entities 

３４５．～４３３． ［略］ 

４３４．アル・フゥルカン（別称：（a）ジェミリジャティ・フゥル

カン（b）ジェミジュトゥル・フゥルカン（ｃ）アソシエ

ーション・フォー・シチズンズ・ライツ・アンド・レジス

タンス・トゥ・ライズ（d）ジェミジュトゥル・フゥルカ

ン（e）アソシエーション・オブ・シチズンズ・フォー・

ザ・サポート・オブ・トゥルース・アンド・サプレッショ

ン・オブ・ライズ（ｆ）シラート（ｇ）アソシエーショ

ン・フォー・エジュケーション・カルチャー・アンド・ビ

ルディング・ソサイェティー・シラート（h）アソシエー

ション・フォー・エジュケーション・カルチュラル・アン

ド・トゥ・クリエイト・ソサイエティー・シラート（i）

イスティカメト（j）イン・シラテル(k)シチズンズ・アソ

シエーション・フォー・サポート・アンド・プリベンショ

国連安全保障理事会決議第１８２２号（２００８年）に基

づく見直しは２０１０年５月１７日に終了した。国連安全

保障理事会決議第２３６８号（２０１７年）に基づく見直

しは２０１９年１２月４日に終了した。同団体に対するイ

ンターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会

特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol. 

int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities 

 

 

 

３４５．～４３３． ［同左］ 

４３４．アル・フゥルカン（別称：（a）ジェミリジャティ・フゥ

ルカン（b）ジェミジュトゥル・フゥルカン（ｃ）アソシ

エーション・フォー・シチズンズ・ライツ・アンド・レジ

スタンス・トゥ・ライズ（d）ジェミジュトゥル・フゥル

カン（e）アソシエーション・オブ・シチズンズ・フォ

ー・ザ・サポート・オブ・トゥルース・アンド・サプレッ

ション・オブ・ライズ（ｆ）シラート（ｇ）アソシエーシ

ョン・フォー・エジュケーション・カルチャー・アンド・

ビルディング・ソサイェティー・シラート（h）アソシエ

ーション・フォー・エジュケーション・カルチュラル・ア

ンド・トゥ・クリエイト・ソサイエティー・シラート

（i）イスティカメト（j）イン・シラテル(k)シチズン

ズ・アソシエーション・フォー・サポート・アンド・プリ
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ン・オブ・ライズ・フゥルカン） 

AL FURQAN  

(a.k.a.: (a)Dzemilijati Furkan (b)Dzem’ijjetul 

Furqan (c)Association for Citizens Rights and 

Resistance to Lies (d)Dzemijetul 

Furkan(e)Association of Citizens for the Support of 

Truth and Supression of Lies (f)Sirat (g)Association 

for Education, Culture and Building Society-Sirat 

(h)Association for Education, Cultural, and to 

Create Society -Sirat (i)Istikamet (j)In Siratel 

(k)Citizens’ Association for Support and Prevention 

of lies ?Furqan ) 

旧称：不明 

所在地：(a）30a Put Mladih Muslimana (ex. Pavla 

Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, Bosnia and 

Herzegovina (b)72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnia 

and Herzegovina (c)42 Muhameda Hadzijahica, 

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (d)70 and 53 

Strosmajerova Street, Zenica, Bosnia and Herzegovina 

(e)Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia and 

Herzegovina 

国連制裁委員会による指定日：２００４年５月１１日（２

００４年１１月２６日、２００９年３月２４日、２０１９

年５月１日及び２０２１年１２月２９日に改訂） 

ベンション・オブ・ライズ・フゥルカン） 

AL FURQAN  

(a.k.a.: (a)Dzemilijati Furkan (b)Dzem’ijjetul 

Furqan (c)Association for Citizens Rights and 

Resistance to Lies (d)Dzemijetul Furkan 

(e)Association of Citizens for the Support of Truth 

and Supression of Lies (f)Sirat (g)Association for 

Education, Culture and Building Society-Sirat 

(h)Association for Education, Cultural, and to 

Create Society -Sirat (i)Istikamet (j)In Siratel 

(k)Citizens’ Association for Support and Prevention 

of lies ?Furqan ) 

旧称：不明 

所在地：(a）30a Put Mladih Muslimana (ex. Pavla 

Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, Bosnia and 

Herzegovina (b)72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnia 

and Herzegovina (c)42 Muhameda Hadzijahica, 

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (d)70 and 53 

Strosmajerova Street, Zenica, Bosnia and Herzegovina 

(e)Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia and 

Herzegovina 

国連制裁委員会による指定日：２００４年５月１１日（２

００４年１１月２６日、２００９年３月２４日及び２０１

９年５月１日に改訂） 
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その他の情報：１９９７年９月２６日、ボスニア・ヘルツ

ェゴビナにてシチズンズ・アソシエーション・フォー・サ

ポート・アンド・プリベンション・オブ・ライズ・フゥル

カン（Citizens’Association for Support and 

Prevention of lies – Furqan）の名で市民団体として登録

された。アル・フゥルカンはボスニア・ヘルツェゴビナ連

邦司法省の決定（決定番号：03-054-286/97、２００２年１

１月８日付け）によりその業務を停止。アル・フゥルカン

は２００８年１２月の時点で現存していない。国連安全保

障理事会決議第１８２２号（２００８年）に基づく見直し

は２０１０年６月１５日に終了した。国連安全保障理事会

決議第２２５３号（２０１５年）に基づく見直しは２０１

９年２月２１日に終了した。国連安全保障理事会決議第２

３６８号（２０１７年）に基づく見直しは２０２１年１１

月１５日に終了した。同団体に対するインターポール（国

際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェ

ブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Entities 

４３５．～４６１． ［略］ 

４６２．アリス・スマルソノ（別名：(a)ズルカルナン(b)ズルカル

ナン(c)ズルカルニン(d)アリフ・スナルソ(e)ズルカルナ

エン(f)アリス・スナルソ(g)ウスタド・ダウド・ズルカル

ナエン(h)ムルシッド） 

ARIS SUMARSONO  

その他の情報：１９９７年９月２６日、ボスニア・ヘルツ

ェゴビナにてシチズンズ・アソシエーション・フォー・サ

ポート・アンド・プリベンション・オブ・ライズ・フゥル

カン（Citizens’Association for Support and 

Prevention of lies - Furqan）の名で市民団体として登

録された。アル・フゥルカンはボスニア・ヘルツェゴビナ

連邦司法省の決定（決定番号：03-054-286/97、２００２

年１１月８日付け）によりその業務を停止。アル・フゥル

カンは２００８年１２月の時点で現存していない。国連安

全保障理事会決議第１８２２号（２００８年）に基づく見

直しは２０１０年６月１５日に終了した。国連安全保障理

事会決議第２２５３号（２０１５年）に基づく見直しは２

０１９年２月２１日に終了した。同団体に対するインター

ポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手

配書のウェブ・リンク：

https://www.interpol.int/en/notice/search/une/523557

8 

 

４３５．～４６１． ［同左］ 

４６２．アリス・スマルソノ（別名：(a)ズルカルナン(b)ズルカル

ナン(c)ズルカルニン(d)アリフ・スナルソ(e)ズルカルナエ

ン(f)アリス・スナルソ(g)ウスタド・ダウド・ズルカルナ

エン(h)ムルシッド） 

ARIS SUMARSONO  
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(a.k.a.:(a) Zulkarnan (b) Zulkarnain (c) Zulkarnin 

(d) Arif Sunarso (e) Zulkarnaen (f) Aris Sunarso 

(g)Ustad Daud Zulkarnaen (h) Murshid) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９６３年 

出生地：Gebang village, Masaran, Sragen, Central 

Java, Indonesia 

国籍：インドネシア 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：不明 

住所：不明 

国連制裁委員会による指定日：２００５年５月１６日（２

０１９年４月１７日及び２０２１年１２月２９日に改訂） 

その他の情報：国連安全保障理事会決議第１８２２号（２

００８年）に基づく見直しは２０１０年６月８日に終了し

た。国連安全保障理事会決議第２２５３号（２０１５年）

に基づく見直しは２０１８年６月７日に終了した。国連安

全保障理事会決議第２３６８号（２０１７年）に基づく見

直しは２０２１年１１月１５日に終了した。同人に対する

インターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事

会特別手配書のウェブ・リンク：

https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

(a.k.a.:(a) Zulkarnan (b) Zulkarnain (c) Zulkarnin 

(d) Arif Sunarso (e) Zulkarnaen (f) Aris Sunarso 

(g)Ustad Daud Zulkarnaen (h) Murshid) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９６３年 

出生地：Gebang village, Masaran, Sragen, Central 

Java, Indonesia 

国籍：インドネシア 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：不明 

住所：不明 

国連制裁委員会による指定日：２００５年５月１６日（２

０１９年４月１７日に改訂） 

その他の情報：国連安全保障理事会決議第１８２２号（２

００８年）に基づく見直しは２０１０年６月８日に終了し

た。国連安全保障理事会決議第２２５３号（２０１５年）

に基づく見直しは２０１８年６月７日に終了した。同人に

対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保

障理事会特別手配書のウェブ・リンク： 

https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4681385 
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４６３．～４６９． [略］ 

４７０．アブダッラー・モハメド・ラガブ・アブデル・ラフマン

（別名：(a)アブ・アルハイル(b)アフマド・ハサン(c)ア

ブ・ジハード) 

ABD ALLAH MOHAMED RAGAB ABDEL RAHMAN  

(original script:  الرحمنعبد هللا محمد رجب عبد  ) 

(a.k.a.: (a)Abu Al-Khayr (b)Ahmad Hasan (c)Abu Jihad) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９５７年１１月３日 

出生地：Kafr Al-Shaykh, Egypt 

国籍：エジプト 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：不明 

住所：パキスタン又はアフガニスタンと思われている。 

国連制裁委員会による指定日：２００５年９月２９日（２

０１１年１２月１３日、２０１９年５月１日及び２０２１

年１２月２９日に改訂） 

その他の情報：エジプシャン・イスラミック・ジハード団

（１７０．に指定した団体）のメンバー。国連安全保障理事

会決議第１８２２号（２００８年）に基づく見直しは２０１

０年６月１日に終了した。国連安全保障理事会決議第２２５

３号（２０１５年）に基づく見直しは２０１９年２月２１日

に終了した。国連安全保障理事会決議第２３６８号（２０１

４６３．～４６９． [同左］ 

４７０．アブダッラー・モハメド・ラガブ・アブデル・ラフマン

（別名：(a)アブ・アルハイル(b)アフマド・ハサン(c)ア

ブ・ジハード) 

ABD ALLAH MOHAMED RAGAB ABDEL RAHMAN  

(original script:  دعب  هلال محمد  رجب عبد الرحمن   )(a.k.a.: 

(a)Abu Al-Khayr (b)Ahmad Hasan (c)Abu Jihad) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９５７年１１月３日 

出生地：Kafr Al-Shaykh, Egypt 

国籍：エジプト 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：不明 

住所：パキスタン又はアフガニスタンと思われている。 

国連制裁委員会による指定日：２００５年９月２９日（２

０１１年１２月１３日及び２０１９年５月１日に改訂） 

 

その他の情報：エジプシャン・イスラミック・ジハード団

（１７０．に指定した団体）のメンバー。国連安全保障理

事会決議第１８２２号（２００８年）に基づく見直しは２

０１０年６月１日に終了した。国連安全保障理事会決議第

２２５３号（２０１５年）に基づく見直しは２０１９年２

月２１日に終了した。同人に対するインターポール（国際
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７年）に基づく見直しは２０２１年１１月１５日に終了し

た。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国

連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク ：

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-

UN-Notices-Individuals 

４７１．ザキ・イザット・ザキ・アフマド（別名：(a)リファト・サ

ーレム(b)アブ・ウサマ） 

ZAKI EZAT ZAKI AHMED 

 (original script: احمد    (زكي عزت زكي 

(a.k.a.: (a)Rif’at Salim (b)Abu Usama) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９６０年４月２１日 

出生地：(a)Sharqiyah, Egypt (b)Zaqaziq,Egypt 

国籍：エジプト 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：不明 

住所：パキスタンとアフガニスタンの国境地帯の可能性あ

り国連制裁委員会による指定日：２００５年９月２９日

（２０１１年１２月１３日、２０１９年５月１日及び２０

２１年１２月２９日に改訂） 

その他の情報：父親の名前は Ahmed Ezat Zaki。エジプシャ

ン・イスラミック・ジハード団（１７０．に指定した団体）

のメンバー。国連安全保障理事会決議第１８２２号（２００

刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェ

ブ・リンク ：

https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4493165 

 

 

４７１．ザキ・イザット・ザキ・アフマド（別名：(a)リファト・サ

ーレム(b)アブ・ウサマ） 

ZAKI EZAT ZAKI AHMED  

(original script: زكي   احمد ’a.k.a.: (a)Rif)(زكي عزت  
at Salim (b)Abu Usama) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９６０年４月２１日 

出生地：(a)Sharqiyah, Egypt (b)Zaqaziq,Egypt 

国籍：エジプト 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：不明 

住所：パキスタンとアフガニスタンの国境地帯の可能性あ

り国連制裁委員会による指定日：２００５年９月２９日

（２０１１年１２月１３日及び２０１９年５月１日に改

訂） 

その他の情報：父親の名前は Ahmed Ezat Zaki。エジプシ

ャン・イスラミック・ジハード団（１７０．に指定した団

体）のメンバー。国連安全保障理事会決議第１８２２号
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８年）に基づく見直しは２０１０年６月１日に終了した。国

連安全保障理事会決議第２２５３号（２０１年）に基づく見

直しは２０１９年２月２１日に終了した。国連安全保障理事

会決議第２３６８号（２０１７年）に基づく見直しは２０２

１年１１月１５日に終了した。同人に対するインターポール

（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウ

ェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

４７２．～５３４． ［略］ 

５３５．ヤヒヤ・ジュワーディ（別名：(a)ヤヒヤ・アブー・アンマ

ール(b)アブー・アラ)  

YAHIA DJOUADI (original script: يحيى جوادي)  
(a.k.a.: (a)Yahia Abou Ammar (b)Abou Ala)  

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９６７年１月１日 

出生地：M’Hamid, Wilaya (province) of Sidi Bel 

Abbes, Algeria  

国籍：アルジェリア 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：不明 

住所：不明 

国連制裁委員会による指定日：２００８年７月３日（２０

１２年１１月１５日及び２０２１年１２月２９日に改訂） 

（２００８年）に基づく見直しは２０１０年６月１日に終

了した。国連安全保障理事会決議第２２５３号（２０１５

年）に基づく見直しは２０１９年２月２１日に終了した。

同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連

安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：

https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4514888 

 

 

４７２．～５３４． ［同左］ 

５３５．ヤヒヤ・ジュワーディ（別名：(a)ヤヒヤ・アブー・アンマ

ール(b)アブー・アラ)  

YAHIA DJOUADI(a.k.a.: (a)Yahia Abou Ammar (b)Abou 

Ala)  

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９６７年１月１日 

出生地：M’Hamid, Wilaya (province) of Sidi Bel 

Abbes, Algeria  

国籍：アルジェリア 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：不明 

住所：不明 

国連制裁委員会による指定日：２００８年７月３日（２０

１２年１１月１５日に改訂） 
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その他の情報：イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ

組織（１７３．に指定した団体）の幹部。２００８年６月

現在マリ北部に居住している。母の名前は Zohra Fares。

父の名前は Mohamed。国連安全保障理事会決議第２３６８

号（２０１７年）に基づく見直しは２０２１年１１月１５

日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警

察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リン

ク：https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

５３６．アモール・モハメド・ゲディール（別名：(a)アブデルハミ

ド・アブー・ゼイド(b)ユーセフ・アーデル(c)アブー・ア

ブデッラ(d)アビード・ハンマドウ(１９６５年１２月１２

日にAlgeria において出生（以前のリスト記載ぶり）))  

AMOR MOHAMED GHEDEIR (original script: عمر محمد قدير)  

(a.k.a.: (a)Abdelhamid Abou Zeid (b)Youcef Adel 

(c)Abou Abdellah (d)Abid Hammadou, born 12 Dec. 1965 

in Algeria (previously listed as)) 

 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９５８年頃 

出生地：Deb-Deb, Amenas, Wilaya (province) of Illizi, 

Algeria 

国籍：アルジェリア 

その他の情報：イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ

組織（１７３．に指定した団体）の幹部。２００８年６月

現在マリ北部に居住している。母の名前は Zohra Fares。

父の名前は Mohamed。 

 

 

 

 

 

５３６．アモール・モハメド・ゲディール（別名：(a)アブデルハミ

ド・アブー・ゼイド(b)ユーセフ・アーデル(c)アブー・ア

ブデッラ(d)アビード・ハンマドウ(１９６５年１２月１２

日にTouggourt, Wilaya (province) of Ouargla, Algeria 

において出生))  

AMOR MOHAMED GHEDEIR (original script: محمدعمر   قدير ) 

(a.k.a.: (a)Abdelhamid Abou Zeid (b)Youcef Adel (c)Abou 

Abdellah (d)Abid Hammadou, born on 12 Dec. 1965 in 

Touggourt, Wilaya (province) of Ouargla, Algeria) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９５８年頃 

出生地：Deb-Deb, Amenas, Wilaya (province) of Illizi, 

Algeria 

国籍：アルジェリア 
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旅券番号：不明 

ＩＤ番号：不明 

住所：不明 

国連制裁委員会による指定日：２００８年７月３日（２０１

２年５月１０日、１１月１５日、２０１９年３月２９日、５

月１日及び２０２１年１２月２９日に改訂） 

その他の情報：イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組

織（１７３．に指定した団体）と関係がある。２００８年６

月現在マリ北部に居住している。母の名前は Benarouba 

Bachira。父の名前は Mabrouk。同人は、２００４年にチャ

ドにおいて死亡したとされるAbid Hammadou の身元を奪っ

た。２０１３年２月２４日時点で死亡したと報告されてい

る。国連安全保障理事会決議第２２５３号（２０１５年）に

基づく見直しは２０１９年２月２１日に終了した。国連安全

保障理事会決議第２３６８号（２０１７年）に基づく見直し

は２０２１年１１月１５日に終了した。同人に対するインタ

ーポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手

配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-

we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

５３７． ［略］ 

５３８．アフメド・デグデーグ（別名：(a)アブド・エル・イラーハ

(b)アブデリッラー・ディット・アブデッラー・アフメド・

ディット・サイード)  

AHMED DEGHDEGH (original script: أحمد  دغداغ) 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：不明 

住所：不明 

国連制裁委員会による指定日：２００８年７月３日（２０

１２年５月１０日、１１月１５日及び２０１９年３月２９

日に改訂） 

その他の情報：イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ

組織（１７３．に指定した団体）と関係がある。２００８

年６月現在マリ北部に居住している。母の名前は 

Benarouba Bachira。父の名前は Mabrouk。同人は、２００

４年にチャドにおいて死亡したとされるAbid Hammadou の

身元を奪った。２０１３年２月２４日時点で死亡したと報

告されている。国連安全保障理事会決議第２２５３号（２

０１５年）に基づく見直しは２０１９年２月２１日に終了

した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機

構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：

https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1529259 

 

 

５３７． ［同左］ 

５３８．アフメド・デグデーグ（別名：(a)アブド・エル・イラーハ

(b)アブデリッラー・ディット・アブデッラー・アフメド・

ディット・サイード)  

AHMED DEGHDEGH  
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(a.k.a.: (a)Abd El Illah (b)Abdellillah dit Abdellah 

Ahmed dit Said)  

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９６７年１月１７日 

出生地：Anser, Wilaya (province) of Jijel, Algeria  

国籍：アルジェリア 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：不明 

住所：アルジェリア 

国連制裁委員会による指定日：２００８年７月３日（２０

０９年３月２４日、２０１２年１１月１５日及び２０２１

年１２月２９日に改訂） 

その他の情報：イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ

組織（１７３．に指定した団体）の幹部。特にこの団体の

財務に関与している。母の名前は Zakia Chebira。父の名

前は Lakhdar。国連安全保障理事会決議第２３６８号（２

０１７年）に基づく見直しは２０２１年１１月１５日に終

了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機

構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-

UN-Notices-Individuals 

５３９．～５４７． ［略］ 

５４８．ルドゥアン・エル・ハブハブ（別名：アブデルラフマ

(a.k.a.: (a)Abd El Illah (b)Abdellillah dit Abdellah 

Ahmed dit Said)  

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９６７年１月１７日 

出生地：Anser, Wilaya (province) of Jijel, Algeria  

国籍：アルジェリア 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：不明 

住所：アルジェリア 

国連制裁委員会による指定日：２００８年７月３日（２０

０９年３月２４日及び２０１２年１１月１５日に改訂） 

 

その他の情報：イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ

組織（１７３．に指定した団体）の幹部。特にこの団体の

財務に関与している。母の名前は Zakia Chebira。父の名

前は Lakhdar。 

 

 

 

 

 

５３９．～５４７． ［同左］ 

５４８．ルドゥアン・エル・ハブハブ（別名：アブデルラフマン) 
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ン)REDOUANE EL HABHAB 

(a.k.a.: Abdelrahman) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９６９年１２月２０日 

出生地：Casablanca, Morocco 

国籍：(a)ドイツ (b)モロッコ 

旅券番号：ドイツ旅券 1005552350 （２００１年３月２７

日ドイツのキール（Kiel）市当局が発行、２０１１年３月

２６日失効） 

ＩＤ番号：ドイツ連邦ＩＤカード 1007850441 （２００１

年３月２７日ドイツのキール（Kiel） 

市当局が発行、２０１１年３月２６日失効） 

住所：Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Germany（以前の住

所） 

国連制裁委員会による指定日：２００８年１１月１２日

（２００９年１月３０日、３月２４日、２０１２年１１月

１５日及び２０２１年１２月２９日に改訂） 

その他の情報：２０１２年４月にドイツにおいて服役後、釈

放された。国連安全保障理事会決議第２３６８号（２０１７

年）に基づく見直しは２０２１年１１月１５日に終了した。

同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安

全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-

REDOUANE EL HABHAB(a.k.a.: Abdelrahman) 

 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９６９年１２月２０日 

出生地：Casablanca, Morocco 

国籍：(a)ドイツ (b)モロッコ 

旅券番号：ドイツ旅券 1005552350 （２００１年３月２７

日ドイツのキール（Kiel）市当局が発行、２０１１年３月

２６日失効） 

ＩＤ番号：ドイツ連邦ＩＤカード 1007850441 （２００１

年３月２７日ドイツのキール（Kiel） 

市当局が発行、２０１１年３月２６日失効） 

住所：Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Germany（以前の住

所） 

国連制裁委員会による指定日：２００８年１１月１２日

（２００９年１月３０日、３月２４日及び２０１２年１１

月１５日に改訂） 

その他の情報：２０１２年４月にドイツにおいて服役後、

釈放された。 
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UN-Notices-Individuals 

５４９．～５６１． ［略］ 

５６２．アラビア半島のアル・カーイダ(AQAP)（別称：(a)アラビア

半島の聖戦アル・カーイダ組織(b)タンジーム・カーイダ

ト・アル・ジハード・フィ・ジャジラート・アル・アラブ

(c)アラビア半島のアル・カーイダ組織(AQAP)(d)南アラビ

ア半島のアル・カーイダ(e)アンサール・アル・シャリア

（ＡＡＳ））（旧称：イエメンのアル・カーイダ（ＡＱ

Ｙ）） 

AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP)  

(original script: القاعدة في  جزيرة  العرب) 
 (a.k.a.: (a)Al-Qaida of Jihad Organization in the 

Arabian Peninsula (b)Tanzim Qa’idat al-Jihad fi 

Jazirat al-Arab (c)Al-Qaida Organization in the 

Arabian Peninsula (AQAP) (d)Al-Qaida in the South 

Arabian Peninsula (e)Ansar al-Shari’a (AAS)) 

(f.k.a.: Al-Qaida in Yemen (AQY)) 

所在地：不明 

国連制裁委員会による指定日：２０１０年１月１９日（２

０１２年１０月４日、２０１５年６月１５日、２０１６年

６月２４日及び２０２１年１２月２９日に改訂） 

その他の情報：ＡＱＡＰは、アル・カーイダ（１６６．に

指定した団体）の地域支部で、主にアラビア半島で活動す

る武装組織。イエメン及び（２００４年から２００６年ま

 

５４９．～５６１． ［同左］ 

５６２．アラビア半島のアル・カーイダ(AQAP)（別称：(a)アラビア

半島の聖戦アル・カーイダ組織(b)タンジーム・カーイダ

ト・アル・ジハード・フィ・ジャジラート・アル・アラブ

(c)アラビア半島のアル・カーイダ組織(AQAP)(d)南アラビ

ア半島のアル・カーイダ(e)アンサール・アル・シャリア

（ＡＡＳ）） 

（旧称：イエメンのアル・カーイダ（ＡＱＹ）） 

AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP)  

 

(a.k.a.: (a)Al-Qaida of Jihad Organization in the 

Arabian Peninsula (b)Tanzim Qa’idat al-Jihad fi 

Jazirat al-Arab (c)Al-Qaida Organization in the 

Arabian Peninsula (AQAP) (d)Al-Qaida in the South 

Arabian Peninsula (e)Ansar al-Shari’a (AAS)) 

(f.k.a.: Al-Qaida in Yemen (AQY)) 

所在地：不明 

国連制裁委員会による指定日：２０１０年１月１９日（２

０１２年１０月４日、２０１５年６月１５日及び２０１６

年６月２４日に改訂） 

その他の情報：ＡＱＡＰは、アル・カーイダ（１６６．に

指定した団体）の地域支部で、主にアラビア半島で活動す

る武装組織。イエメン及び（２００４年から２００６年ま
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では）サウジアラビアに拠点を置く。２００９年１月に

「イエメンのアル・カーイダ」にサウジアラビアのアル・

カーイダ要員が合流して結成された。ＡＱＡＰの指導者は

カーシム・モハメド・マフディ・アル・リーミー（５６

９．に指定した個人）である。アンサール・アル・シャリ

アは２０１１年初期にＡＱＡＰによって組織され、イエメ

ンにおける政府及び民間人の両方に対する多発攻撃に関し

て責任を有する。国連安全保障理事会決議第２３６８号

（２０１７年）に基づく見直しは２０２１年１１月１５日

に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察

機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リン

ク：https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Entities 

５６３．～５７２． ［略］ 

５７３．アンワル・ナーセル・アブドゥッラー・アル・アウラキ（別

名：(a)アンワル・アル・アウラキ(b)アンワル・アル・アウ

ラキ(c)アンワル・アル・アウラキ(d)アンワル・ナーセル・ 

アウラキ(e)アンワル・ナーセル・アブドゥッラー・アウラ

キ(f)アンワル・ナーセル・アブドゥッラー・アウラキ） 

ANWAR NASSER ABDULLA AL-AULAQI  

(original script: العولقي عبدهللا ناصر انور )  

(a.k.a.: (a)Anwar al-Aulaqi (b)Anwar al-Awlaki 

(c)Anwar al-Awlaqi (d)Anwar Nasser Aulaqi (e)Anwar 

Nasser Abdullah Aulaqi (f)Anwar Nasser Abdulla 

では）サウジアラビアに拠点を置く。２００９年１月に

「イエメンのアル・カーイダ」にサウジアラビアのアル・

カーイダ要員が合流して結成された。ＡＱＡＰの指導者は

カーシム・モハメド・マフディ・アル・リーミー（５６

９．に指定した個人）である。アンサール・アル・シャリ

アは２０１１年初期にＡＱＡＰによって組織され、イエメ

ンにおける政府及び民間人の両方に対する多発攻撃に関し

て責任を有する。 

 

 

 

 

 

５６３．～５７２． ［同左］ 

５７３．アンワル・ナーセル・アブドゥッラー・アル・アウラキ（別

名：(a)アンワル・アル・アウラキ(b)アンワル・アル・アウラ

キ(c)アンワル・アル・アウラキ(d)アンワル・ナーセル・ 

アウラキ(e)アンワル・ナーセル・アブドゥッラー・アウラキ

(f)アンワル・ナーセル・アブドゥッラー・アウラキ） 

ANWAR NASSER ABDULLA AL-AULAQI  

(original script: العولقي عبدهللا ناصر انور ) 

(a.k.a.: (a)Anwar al-Aulaqi (b)Anwar al-Awlaki 

(c)Anwar al-Awlaqi (d)Anwar Nasser Aulaqi (e)Anwar 

Nasser Abdullah Aulaqi (f)Anwar Nasser Abdulla Aulaqi) 
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Aulaqi) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：(a)１９７１年４月２１日 (b)１９７１年４月２

２日 

出生地：Las Cruces, New Mexico, United States of 

America 

国籍：(a)米国 (b)イエメン 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：不明 

住所：不明 

国連制裁委員会による指定日：２０１０年７月２０日（２０

１１年１１月３０日、２０１９年５月１日及び２０２１年

１２月２９日に改訂） 

その他の情報：２０１１年９月３０日、イエメンで死亡し

たことが確認された。国連安全保障理事会決議第２２５３

号（２０１５年）に基づく見直しは２０１９年２月２１日

に終了した。国連安全保障理事会決議第２３６８号（２０

１７年）に基づく見直しは２０２１年１１月１５日に終了

した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機

構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：

https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

５７４．～５８３． ［略］ 

 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：(a)１９７１年４月２１日 (b)１９７１年４月２２

日 

出生地：Las Cruces, New Mexico, United States of America 

国籍：(a)米国 (b)イエメン 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：不明 

住所：不明 

国連制裁委員会による指定日：２０１０年７月２０日（２０

１１年１１月３０日及び２０１９年５月１日に改訂） 

その他の情報：２０１１年９月３０日、イエメンで死亡した

ことが確認された。国連安全保障理事会決議第２２５３号

（２０１５年）に基づく見直しは２０１９年２月２１日に終

了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機

構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：

https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1621291 

 

 

 

 

 

５７４．～５８３． ［同左］ 
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５８４．ドク・ハマトヴィチ・ウマロフ （別名：(a)ロム・アリ・ブ

タエフ（ブタエフ）（1955 年出生） （b）ドッカ・ウマロフ

（1964 年 4 月 13 日出生） （c）ドッカ・ウマロフ（1965 

年 4 月 13 日出生）） 

DOKU KHAMATOVICH UMAROV  

(original script: Умаров Доку Хамато

вич） (a.k.a.: (a)Lom-ali Butayev (Butaev), born in 

1955 (b)Dokka Umarov, born on 13 April 1964 (c)Dokka 

Umarov, born on 13 April 1965) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：（a）1964 年 4 月 13 日 （b）1965 年 4 月 13 日 

（c）1964 年 5 月 12 日 （d）1955 年 

出生地：Kharsenoy Village, Shatoyskiy (Sovetskiy)  

District, Chechenskaya Respublika, Russian Federation 

国籍：(a)ロシア (b)ソビエト社会主義共和国連邦（1991 年

まで） 

旅券番号：ロシア旅券 96 03 464086（2003 年 6 月 1 日発

行） 

ＩＤ番号：不明 

住所：不明 

国連制裁委員会による指定日：２０１１年３月１０日（２０

１４年６月２日、２０１４年１２月３０日、２０１９年５月

１日及び２０２１年１２月２９日に改訂） 

５８４．ドク・ハマトヴィチ・ウマロフ （別名：(a)ロム・アリ・ブ

タエフ（ブタエフ）（1955 年出生） （b）ドッカ・ウマロフ

（1964 年 4 月 13 日出生） （c）ドッカ・ウマロフ（1965 

年 4 月 13 日出生）） 

DOKU KHAMATOVICH UMAROV  

(original script: Умаров Доку Хамато

вич） (a.k.a.: (a)Lom-ali Butayev (Butaev), born in 

1955 (b)Dokka Umarov, born on 13 April 1964 (c)Dokka 

Umarov, born on 13 April 1965) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：（a）1964 年 4 月 13 日 （b）1965 年 4 月 13 日 

（c）1964 年 5 月 12 日 （d）1955 年 

出生地：Kharsenoy Village, Shatoyskiy (Sovetskiy)  

District, Chechenskaya Respublika, Russian Federation 

国籍：(a)ロシア (b)ソビエト社会主義共和国連邦（1991 年

まで） 

旅券番号：ロシア旅券 96 03 464086（2003 年 6 月 1 日発

行） 

ＩＤ番号：不明 

住所：不明 

国連制裁委員会による指定日：２０１１ 年３月１０日

（２０１４年６月２日、２０１４年１２月３０日及び２０

１９年５月１日に改訂） 
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その他の情報：身体的情報：身長 180cm、黒髪、顔に 7-

9cm の長い傷跡、舌の一部が欠如、言語障害あり。2010 

年 11 月時点でロシア連邦に居住している。2000 年に国際

逮捕令状が発出された。2014 年 4 月時点で死亡したと報

告されている。インターポール特別手配書に生体情報が含

まれている。国連安全保障理事会決議第２２５３号（２０

１５年）に基づく見直しは２０１９年２月２１日に終了し

た。国連安全保障理事会決議第２３６８号（２０１７年）

に基づく見直しは２０２１年１１月１５日に終了した。同

人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安

全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：

https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

５８５．イブラヒーム・ハッサン・ターリア・アル・アシーリ (別名：

(a)イブラヒーム・ハッサン・ターリ・アシーリ (b)イブラヒ

ーム・ハサン・ターリア・アシーリ (c)イブラヒーム・ハッ

サン・アル・アシーリ (d)イブラヒーム・ハサン・ターリ・

アシーリ (e)イブラヒーム・ハッサン・ターリ・アシーリ (f)

イブラヒーム・ハサン・ターリア・アシーリ (g)イブラヒー

ム・ハサン・ターリ・アル・アシーリ (h)イブラヒーム・ア

ル・アシーリ (i)イブラヒーム・ハッサン・アル・アシーリ 

（ｊ）アブ・サーレフ (k)アボッサラー (l)アブ・サラーフ) 

IBRAHIM HASSAN TALI AL-ASIRI 

(original script:   طالع حسن  العسيريإبراهيم  ) (a.k.a.: 

その他の情報：身体的情報：身長 180cm、黒髪、顔に 7-

9cm の長い傷跡、舌の一部が欠如、言語障害あり。2010 

年 11 月時点でロシア連邦に居住している。2000 年に国際

逮捕令状が発出された。2014 年 4 月時点で死亡したと報

告されている。インターポール特別手配書に生体情報が含

まれている。国連安全保障理事会決議第２２５３号（２０

１５年）に基づく見直しは２０１９年２月２１日に終了し

た。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・

国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：

https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4065325 

 

 

 

５８５．イブラヒーム・ハッサン・ターリア・アル・アシーリ (別名：

(a)イブラヒーム・ハッサン・ターリ・アシーリ (b)イブラヒ

ーム・ハサン・ターリア・アシーリ (c)イブラヒーム・ハッ

サン・アル・アシーリ (d)イブラヒーム・ハサン・ターリ・

アシーリ (e)イブラヒーム・ハッサン・ターリ・アシーリ (f)

イブラヒーム・ハサン・ターリア・アシーリ (g)イブラヒー

ム・ハサン・ターリ・アル・アシーリ (h)イブラヒーム・ア

ル・アシーリ (i)イブラヒーム・ハッサン・アル・アシーリ 

（ｊ）アブ・サーレフ (k)アボッサラー (l)アブ・サラーフ) 

IBRAHIM HASSAN TALI AL-ASIRI 

(original script:   طالع حسن  العسيريإبراهيم  ) (a.k.a.: 
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(a)Ibrahim Hassan Tali Asiri ( طالع   حسن  عسيريإبراهيم  ) 

(b)Ibrahim Hasan Talea Aseeri (c)Ibrahim Hassan al-

Asiri (d)Ibrahim Hasan Tali Asiri (e)Ibrahim Hassan Tali 

Assiri (f)Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri (g)Ibrahim Hasan 

Tali al-'Asiri (h)Ibrahim al-'Asiri (i)Ibrahim Hassan 

Al Asiri (j)Abu Saleh (k)Abosslah (l)Abu-Salaah) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：(a)１９８２年４月１９日、(b)１９８２年４月１

８日、(c)１４０２年６月２４日（ヒジュラ暦） 

出生地：Riyadh, Saudi Arabia 

国籍：サウジアラビア 

旅券番号：サウジアラビア旅券 F654645（２００５年４月３

０日発行、２０１０年３月７日失効、ヒジュラ暦では、１４

２６年６月２４日発行、１４３１年３月２１日失効） 

ＩＤ番号：サウジアラビア国民ＩＤ番号 1028745097 

住所：イエメン 

国連制裁委員会による指定日：２０１１年３月２４日（２０

１４年４月１５日、２０１５年６月１５日、２０１８年５月

９日及び２０２１年１２月２９日に改訂） 

その他の情報：「アラビア半島のアル・カーイダ」（AQAP）

（５６２．に指定した団体）の作戦実施及び爆弾製造の主要

担当者。２０１１年３月時点でイエメンに潜伏しているとみ

られる。サウジアラビアで指名手配。ナーセル・アブドルカ

(a)Ibrahim Hassan Tali Asiri ( طالع   حسن  عسيريإبراهيم  ) 

(b)Ibrahim Hasan Talea Aseeri (c)Ibrahim Hassan al-

Asiri (d)Ibrahim Hasan Tali Asiri (e)Ibrahim Hassan Tali 

Assiri (f)Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri (g)Ibrahim Hasan 

Tali al-'Asiri (h)Ibrahim al-'Asiri (i)Ibrahim Hassan 

Al Asiri (j)Abu Saleh (k)Abosslah (l)Abu-Salaah) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：(a)１９８２年４月１９日、(b)１９８２年４月１

８日、(c)１４０２年６月２４日（ヒジュラ暦） 

出生地：Riyadh, Saudi Arabia 

国籍：サウジアラビア 

旅券番号：サウジアラビア旅券 F654645（２００５年４月

３０日発行、２０１０年３月７日失効、ヒジュラ暦では、１

４２６年６月２４日発行、１４３１年３月２１日失効） 

ＩＤ番号：サウジアラビア国民ＩＤ番号 1028745097 

住所：イエメン 

国連制裁委員会による指定日：２０１１年３月２４日（２０

１４年４月１５日、２０１５年６月１５日及び２０１８年５

月９日に改訂） 

その他の情報：「アラビア半島のアル・カーイダ」（AQAP）

（５６２．に指定した団体）の作戦実施及び爆弾製造の主要

担当者。２０１１年３月時点でイエメンに潜伏しているとみ

られる。サウジアラビアで指名手配。ナーセル・アブドルカ
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リーム・アブドゥッラー・アル・ワヒーシー（死亡）、カー

シム・モハメド・マフディ・アル・リーミー（５６９．に指

定した個人）、アンワル・ナーセル・アブドゥッラー・ア

ル・アウラキ（５７３．に指定した個人）と関係がある。国

連安全保障理事会決議第２３６８号（２０１７年）に基づく

見直しは２０２１年１１月１５日に終了した。同人に対する

インターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会

特別手配書のウェブ・リンク：

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-

UN-Notices-Individuals 

５８６．～５８８． ［略］ 

５８９．ウマル・パテク（別名：(a)オマル・パテク(b)マイク・ア

ルサラン(c)ヒシャム・ビン・ゼイン(d)アニス・アラウィ・

ジャファール(e)パアテク(f)パク・テク(g)ウマル・ケシル

(h)アル・アブ・シェク・アル・ザキー(i)ウマンギス・マイ

ク） 

UMAR PATEK (a.k.a.: (a)Omar Patek (b)Mike Arsalan 

(c)Hisyam Bin Zein (d)Anis Alawi Jafar (e)Pa'tek (f)Pak 

Taek (g)Umar Kecil (h)Al Abu Syekh Al Zacky (i)Umangis 

Mike) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９６６年７月２０日 

出生地：Central Java, Indonesia 

リーム・アブドゥッラー・アル・ワヒーシー（死亡）、カー

シム・モハメド・マフディ・アル・リーミー（５６９．に指

定した個人）、アンワル・ナーセル・アブドゥッラー・ア

ル・アウラキ（５７３．に指定した個人）と関係がある。同

人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全

保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：

https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4471886 

 

 

 

５８６．～５８８． ［同左］ 

５８９．ウマル・パテク（別名：(a)オマル・パテク(b)マイク・ア

ルサラン(c)ヒシャム・ビン・ゼイン(d)アニス・アラウィ・

ジャファール(e)パアテク(f)パク・テク(g)ウマル・ケシル

(h)アル・アブ・シェク・アル・ザキー(i)ウマンギス・マイ

ク） 

UMAR PATEK (a.k.a.: (a)Omar Patek (b)Mike Arsalan 

(c)Hisyam Bin Zein (d)Anis Alawi Jafar (e)Pa'tek (f)Pak 

Taek (g)Umar Kecil (h)Al Abu Syekh Al Zacky (i)Umangis 

Mike) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９６６年７月２０日 

出生地：Central Java, Indonesia 
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国籍：インドネシア 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：不明 

住所：インドネシア 

国連制裁委員会による指定日：２０１１年７月１９日（２０

１２年２月２３日、２０１７年９月２２日及び２０２１年１

２月２９日に改訂） 

その他の情報：フィリピン及びインドネシアにおける多発テ

ロ攻撃の計画及び資金調達に関与したジュマ・イスラミーヤ

（３３２．に指定した団体）の上級メンバー。アブ・サヤフ

（１６７．に指定した団体）へ訓練を提供した。２０１２年

６月に、２００２年のバリ島爆弾テロ事件における同人の役

割に対して有罪判決を受け、２０年の拘禁刑を言い渡され

た。２０１５年５月時点でインドネシアにおいて拘留されて

いる。国連安全保障理事会決議第２３６８号（２０１７年）

に基づく見直しは２０２１年１１月１５日に終了した。同人

に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保

障理事会特別手配書のウェブ・リンク：

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-

UN-Notices-Individuals に写真が含まれている。 

５９０．～５９１． ［略］ 

５９２．ムハンマド・ジブリール・アブドゥル・ラフマン（別名：(a)

モハンマド・ジブリール・アブドッラフマン(b)ムハンマド・ジ

ブリエル・アブドゥル・ラフマン(c)モハンマド・ジブリエル・

国籍：インドネシア 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：不明 

住所：インドネシア 

国連制裁委員会による指定日：２０１１年７月１９日（２０

１２年２月２３日及び２０１７年９月２２日に改訂） 

その他の情報：フィリピン及びインドネシアにおける多発テ

ロ攻撃の計画及び資金調達に関与したジュマ・イスラミーヤ

（３３２．に指定した団体）の上級メンバー。アブ・サヤフ

（１６７．に指定した団体）へ訓練を提供した。２０１２年

６月に、２００２年のバリ島爆弾テロ事件における同人の役

割に対して有罪判決を受け、２０年の拘禁刑を言い渡され

た。２０１５年５月時点でインドネシアにおいて拘留されて

いる。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・

国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：

https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4173385に

写真が含まれている。 

 

 

 

５９０．～５９１． ［同左］ 

５９２．ムハンマド・ジブリール・アブドゥル・ラフマン（別名：(a)

モハンマド・ジブリール・アブドッラフマン(b)ムハンマド・ジ

ブリエル・アブドゥル・ラフマン(c)モハンマド・ジブリエル・
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アブドッラフマン(d)ムハマド・リキー・アルドハン、１９８０

年８月８日出生、 (偽造インドネシア旅券、番号：Ｓ３３５０

２６にみられる)(e)ムハンマド・リキー・アルドハン・ビン・

ムハンマド・イクバル(f)ムハンマド・リキー・アルドハン・ビ

ン・アブー・ジブリール(g)ムハンマド・ユーニス(h)ヘリス・

シャー） 

MUHAMMAD JIBRIL ABDUL RAHMAN (a.k.a.:(a)Mohammad Jibril 

Abdurrahman (b) Muhammad Jibriel Abdul Rahman (c)Mohammad 

Jibriel Abdurrahman (d)Muhamad Ricky Ardhan born 8 Aug. 

1980 (appears in false Indonesian passport number 

S335026) (e)Muhammad Ricky Ardhan bin Muhammad Iqbal 

(f)Muhammad Ricky Ardhan bin Abu Jibril  (g)Muhammad 

Yunus (h)Heris Syah) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：(a)１９８４年５月２８日 (b)１９７９年１２月３

日 (c)１９７９年３月３日（偽造旅券より） 

出生地：East Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia 

国籍：インドネシア 

旅券番号：不明 

Ｉ Ｄ 番 号 ： (a) イ ン ド ネ シ ア 国 民 Ｉ Ｄ カ ー ド

3219222002.2181558  (b)ＩＤ番号 2181558 

住所：(a)Jalan M. Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, South 

Petukangan, South Jakarta, Indonesia  (b)Jalan Nakula of 

アブドッラフマン(d)ムハマド・リキー・アルドハン、１９８０

年８月８日出生、 (偽造インドネシア旅券、番号：Ｓ３３５０

２６にみられる)(e)ムハンマド・リキー・アルドハン・ビン・

ムハンマド・イクバル(f)ムハンマド・リキー・アルドハン・ビ

ン・アブー・ジブリール(g)ムハンマド・ユーニス(h)ヘリス・

シャー） 

MUHAMMAD JIBRIL ABDUL RAHMAN (a.k.a.:(a)Mohammad Jibril 

Abdurrahman (b) Muhammad Jibriel Abdul Rahman (c)Mohammad 

Jibriel Abdurrahman (d)Muhamad Ricky Ardhan, born 8 Aug. 

1980, (appears in false Indonesian passport number 

S335026) (e)Muhammad Ricky Ardhan bin Muhammad Iqbal 

(f)Muhammad Ricky Ardhan bin Abu Jibril  (g)Muhammad 

Yunus (h)Heris Syah) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：(a)１９８４年５月２８日 (b)１９７９年１２月３

日 (c)１９７９年３月３日（偽造旅券より） 

出生地：East Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia 

国籍：インドネシア 

旅券番号：不明 

Ｉ Ｄ 番 号 ： (a) イ ン ド ネ シ ア 国 民 Ｉ Ｄ カ ー ド

3219222002.2181558  (b)ＩＤ番号 2181558 

住所：(a)Jalan M. Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, South 

Petukangan, South Jakarta, Indonesia  (b)Jalan Nakula of 
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Witana Harja Complex Block C, Pamulang, Banten, Indonesia  

国連制裁委員会による指定日：２０１１年８月１２日（２０２

０年１１月２４日及び２０２１年１２月２９日に改訂） 

その他の情報：ジュマ・イスラミーヤ（３３２．に指定した団

体）の上級メンバーであり、テロ攻撃のための資金獲得に直接

的に関与した。２０１０年６月２９日にインドネシアにおいて

５年間の懲役判決を受けた。父の名前はモハマド・イクバル・

アブドゥルラフマン（３３９．に指定した個人）。国連安全保

障理事会決議第２３６８号（２０１７年）に基づく見直しは２

０２０年１１月２４日に終了した。国連安全保障理事会決議第

２３６８号（２０１７年）に基づく見直しは２０２１年１１月

１５日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警

察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-

UN-Notices-Individuals  

５９３．～５９９． ［略］ 

６００．イブラヒーム・アッワード・イブラヒーム・アリー・アル・

バドリー・アル・サマッライ（別名：(a)イブラヒーム・アッワ

ード・イブラヒーム・アリー・アル・バドリー・アル・サマッ

ライ博士（１９７１年にイラクのサマッラにて出生（イブラヒ

ーム・アワド・イブラヒーム・アル・バドリー・アル・サマッ

ライ、イブラヒーム・アワド・イブラヒーム・アル・サマッラ

イ、イブラヒーム・アッワード・イブラヒーム・アル・サマッ

ライ博士））(b)【アラビア語】（（アブー・ドゥアー）この戦

Witana Harja Complex Block C, Pamulang, Banten, Indonesia  

国連制裁委員会による指定日：２０１１年８月１２日（２０２

０年１１月２４日に改訂） 

その他の情報：ジュマ・イスラミーヤ（３３２．に指定した団

体）の上級メンバーであり、テロ攻撃のための資金獲得に直接

的に関与した。２０１０年６月２９日にインドネシアにおいて

５年間の懲役判決を受けた。父の名前はモハマド・イクバル・

アブドゥルラフマン（３３９．に指定した個人）。国連安全保

障理事会決議第２３６８号（２０１７年）に基づく見直しは２

０２０年１１月２４日に終了した。同人に対するインターポー

ル（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウ

ェ ブ ・ リ ン ク ： https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals  

 

 

５９３．～５９９． ［同左］ 

６００．イブラヒーム・アッワード・イブラヒーム・アリー・アル・

バドリー・アル・サマッライ（別名：(a)イブラヒーム・アッワ

ード・イブラヒーム・アリー・アル・バドリー・アル・サマッ

ライ博士（１９７１年にイラクのサマッラにて出生（イブラヒ

ーム・アワド・イブラヒーム・アル・バドリー・アル・サマッ

ライ、イブラヒーム・アワド・イブラヒーム・アル・サマッラ

イ、イブラヒーム・アッワード・イブラヒーム・アル・サマッ

ライ博士））(b)【アラビア語】（（アブー・ドゥアー）この戦



33 
 

闘員名で良く知られる） (c)イブラヒーム博士(d)【アラビア

語】（アブー・バクル・アル・バグダーディ・アル・フセイニ・

アル・クライシ、アブー・バクル・アル・バグダーディ）） 

IBRAHIM AWWAD IBRAHIM ALI AL-BADRI AL-SAMARRAI 

(original script: السامرائي البدري علي إبراهيم عواد إبراهيم ) 

(a.k.a.: (a)Dr. Ibrahim ‘Awwad Ibrahim ’Ali al-Badri 

al-Samarrai’ (born in 1971 in Samarra, Iraq (Ibrahim 

‘Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai;Ibrahim ‘Awad 

Ibrahim al-Samarra’i; Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-

Samarra’i)) (b) عاءد  أبو  ((Abu Du’a；  Abu Duaa’) 

prominently known by this nom de guerre) (c)Dr. Ibrahim  

(d) القريشي  الحسيني البغدادي   أبو بكر    (Abu Bakr al-Baghdadi al-
Husayni al-Quraishi; Abu Bakr al-Baghdadi)) 

称号：博士 

役職：不明 

生年月日：１９７１年 

出生地：イラク 

国籍：イラク 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：配給カード番号 0134852 

住所：（a）Iraq （b）Syrian Arab Republic 

国連制裁委員会による指定日：２０１１年１０月５日（２０１

２年７月２０日、２０１５年１２月１０日、２０２０年１１月

２４日及び２０２１年１２月２９日に改訂） 

闘員名で良く知られる） (c)イブラヒーム博士(d)【アラビア

語】（アブー・バクル・アル・バグダーディ・アル・フセイニ・

アル・クライシ、アブー・バクル・アル・バグダーディ）） 

IBRAHIM AWWAD IBRAHIM ALI AL-BADRI AL-SAMARRAI 

(original script:  السامرائيإبراهيم علي البدري  إبراهيم عواد ) 

(a.k.a.: (a)Dr. Ibrahim ‘Awwad Ibrahim ’Ali al-Badri 

al-Samarrai’ (born in 1971 in Samarra, Iraq (Ibrahim 

‘Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai;Ibrahim ‘Awad 

Ibrahim al-Samarra’i; Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-

Samarra’i)) (b)   عاءأبود  ((Abu Du’a；  Abu Duaa’) 

prominently known by this nom de guerre) (c)Dr. Ibrahim  

(d)   القريشيأبو بكر البغدادي الحسيني  (Abu Bakr al-Baghdadi al-

Husayni al-Quraishi; Abu Bakr al-Baghdadi)) 

称号：博士 

役職：不明 

生年月日：１９７１年 

出生地：イラク 

国籍：イラク 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：配給カード番号 0134852 

住所：（a）Iraq （b）Syria 

国連制裁委員会による指定日：２０１１年１０月５日（２０１

２年７月２０日、２０１５年１２月１０日及び２０２０年１１

月２４日に改訂） 
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その他の情報：描写：身長１６５cm、体重８５kg、髪の色及

び目の色は黒で、肌の色は白い。イラクのアル・カーイダ(４

５３．に指定した団体)としてリストに掲載されている

ISIL(いわゆる「イスラム国」)の指導者。現在、イラク及び

シリアに拠点を置く。２０１４年にモスルで自らを「カリ

フ」と公言した。イラクのアル・カーイダによる大規模な行

動に係る監督及び指示に責任を有する。妻の名前はSaja 

Hamid al-Dulaimi及びAsma Fawzi Mohammed al-Kubaissi。イ

ラク治安部隊の指名手配を受けている。写真はインターポー

ル（国際刑事警察機構）･国連安全保障理事会特別手配書に含

まれているものを利用可能。国連安全保障理事会決議第２３

６８号（２０１７年）に基づく見直しは２０２０年１１月２

４日に終了した。国連安全保障理事会決議第２３６８号（２

０１７年）に基づく見直しは２０２１年１１月１５日に終了

した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・

国連安全保障理事会特別手配書のウェブ  ・リンク：

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-

UN-Notices-Individuals 

６０１．～６０４． ［略］ 

６０５．モニール・チョーカ（別名：アブ・アダム） 

MONIR CHOUKA (a.k.a.: Abu Adam) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９８１年７月３０日 

その他の情報：描写：身長１６５cm、体重８５kg、髪の色及

び目の色は黒で、肌の色は白い。イラクのアル・カーイダ(４

５３．に指定した団体)としてリストに掲載されている

ISIL(いわゆる「イスラム国」)の指導者。現在、イラク及び

シリアに拠点を置く。２０１４年にモスルで自らを「カリ

フ」と公言した。イラクのアル・カーイダによる大規模な行

動に係る監督及び指示に責任を有する。妻の名前はSaja 

Hamid al-Dulaimi及びAsma Fawzi Mohammed al-Kubaissi。イ

ラク治安部隊の指名手配を受けている。写真はインターポー

ル（国際刑事警察機構）･国連安全保障理事会特別手配書に含

まれているものを利用可能。国連安全保障理事会決議第２３

６８号（２０１７年）に基づく見直しは２０２０年１１月２

４日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警

察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ  ・リン

ク：https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

 

 

６０１．～６０４． ［同左］ 

６０５．モニール・チョーカ（別名：(a)アブ・アダム） 

MONIR CHOUKA (a.k.a.: (a)Abu Adam) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９８１年７月３０日 
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出生地：Bonn, Germany 

国籍：(a)ドイツ (b)モロッコ 

旅券番号：ドイツ旅券 5208323009（２００７年２月２日ド

イツのボンにて発行、２０１２年２月１日失効） 

ＩＤ番号：ドイツＩＤカード番号 5209530116（２００６年６

月２１日ドイツのボンにて発行、２０１１年６月２０日失

効） 

住所：Ungartenstraße 6, Bonn, 53229, Germany（以前の住

所） 

国連制裁委員会による指定日：２０１２年１月２５日（２０

２１年１２月２９日に改訂） 

その他の情報：イスラム運動ウズベキスタン（１７１．に指

定した団体）と関係を有する。ヤシン・チョーカ（６０６．

に指定した個人）の兄弟。ドイツ連邦裁判所の捜査判事が２

０１０年１０月５日付けで逮捕令状を発出した。国連安全保

障理事会決議第２３６８号（２０１７年）に基づく見直しは

２０２１年１１月１５日に終了した。同人に対するインター

ポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配

書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

６０６．ヤシン・チョーカ（別名：アブ・イブラヒム） 

YASSIN CHOUKA (a.k.a.: Abu Ibraheem) 

称号：不明 

役職：不明 

出生地：Bonn, Germany 

国籍：(a)ドイツ (b)モロッコ 

旅券番号：ドイツ旅券 5208323009（２００７年２月２日ド

イツのボンにて発行、２０１２年２月１日失効） 

ＩＤ番号：ドイツＩＤカード番号 5209530116（２００６年６

月２１日ドイツのボンにて発行、２０１１年６月２０日失

効） 

住所：Ungartenstraße 6, Bonn, 53229, Germany（以前の住

所） 

国連制裁委員会による指定日：２０１２年１月２５日 

 

その他の情報：イスラム運動ウズベキスタン（１７１．に指

定した団体）と関係を有する。ヤシン・チョーカ（６０６．

に指定した個人）の兄弟。ドイツ連邦裁判所の捜査判事が２

０１０年１０月５日付けで逮捕令状を発出した。 

 

 

 

 

 

６０６．ヤシン・チョーカ（別名：(a)アブ・イブラヒム） 

YASSIN CHOUKA (a.k.a.: (a)Abu Ibraheem) 

称号：不明 

役職：不明 



36 
 

生年月日：１９８４年１２月１１日 

出生地：Bonn, Germany 

国籍：(a)ドイツ (b)モロッコ 

旅券番号：ドイツ旅券 5204893014 （２０００年１０月５

日ボンにて発行、２００５年１０月５日失効） 

ＩＤ番号：ドイツＩＤカード番号 5209445304 （２００５

年９月５日にボンにて発行、２０１０年９月４日失効） 

住所：Karl-Barth-Straße 14, Bonn, 53129, Germany（以前

の住所） 

国連制裁委員会による指定日：２０１２年１月２５日（２０

２１年１２月２９日に改訂） 

その他の情報：イスラム運動ウズベキスタン（１７１．に指

定した団体）と関係を有する。モニール・チョーカ（６０

５．に指定した個人）の兄弟。ドイツ連邦裁判所の捜査判事

が２０１０年１０月５日付けで逮捕令状を発出した。国連安

全保障理事会決議第２３６８号（２０１７年）に基づく見直

しは２０２１年１１月１５日に終了した。同人に対するイン

ターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別

手配書のウェブ・リンク：

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-

UN-Notices-Individuals 

６０７．～６０８． ［略］ 

６０９．ファザル・ラヒム（別名：(a)ファゼル・ラヒム(b)ファジル・

ラヒム(c)ファジル・ラフマン） 

生年月日：１９８４年１２月１１日 

出生地：Bonn, Germany 

国籍：(a)ドイツ (b)モロッコ 

旅券番号：ドイツ旅券 5204893014 （２０００年１０月５

日ボンにて発行、２００５年１０月５日失効） 

ＩＤ番号：ドイツＩＤカード番号 5209445304 （２００５

年９月５日にボンにて発行、２０１０年９月４日失効） 

住所：Karl-Barth-Straße 14, Bonn, 53129, Germany（以前

の住所） 

国連制裁委員会による指定日：２０１２年１月２５日 

 

その他の情報：イスラム運動ウズベキスタン（１７１．に指

定した団体）と関係を有する。モニール・チョーカ（６０

５．に指定した個人）の兄弟。ドイツ連邦裁判所の捜査判事

が２０１０年１０月５日付けで逮捕令状を発出した。 

 

 

 

 

 

 

６０７．～６０８． ［同左］ 

６０９．ファザル・ラヒム（別名：(a)ファゼル・ラヒム(b)ファジル・

ラヒム(c)ファジル・ラフマン） 
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FAZAL RAHIM  (original script: فضل رحيم ) (a.k.a.: 
(a)Fazel Rahim (b)Fazil Rahim (c)Fazil Rahman) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：(a)１９７４年１月５日 (b)１９７７年 (c)１９

７５年 (d)１９７３年１月２４日 

出生地：Kabul, Afghanistan 

国籍：アフガニスタン 

旅券番号：アフガニスタン旅券 R512768 

ＩＤ番号：不明 

住所：(a)Afghanistan/Pakistan border region （以前の

住所） (b)A2, City Computer Plaza, Shar-e-Now, 

Kabul, Afghanistan （以前の住所） (c) Microrayan 

3rd, Apt. 45, block 21, Kabul, Afghanistan （以前の

住所） 

国連制裁委員会による指定日：２０１２年３月６日（２０

２１年１２月２９日に改訂） 

その他の情報：イスラム運動ウズベキスタン（１７１．に

指定した団体）及びアル・カーイダ（１６６．に指定した

団体）への資金調達を担っていた。トヒル・アブドゥルカ

リロビッチ・ユルダシェフ（２０４．に指定した個人）と

関係があった。２０１０年後半の時点でパキスタン当局に

おいて拘留中。父親の名前は Fazal Ahmad。国連安全保障

理事会決議第２３６８号（２０１７年）に基づく見直しは

FAZAL RAHIM (a.k.a.: (a)Fazel Rahim (b)Fazil Rahim 

(c)Fazil Rahman) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：(a)１９７４年１月５日 (b)１９７７年 (c)１９７

５年 (d)１９７３年１月２４日 

出生地：Kabul, Afghanistan 

国籍：アフガニスタン 

旅券番号：アフガニスタン旅券 R512768 

ＩＤ番号：不明 

住所：(a)Afghanistan/Pakistan border region （以前の住

所） (b)A2, City Computer Plaza, Shar-e-Now, Kabul, 

Afghanistan （以前の住所） (c) Microrayan 3rd, Apt. 45, 

block 21, Kabul, Afghanistan （以前の住所） 

 

国連制裁委員会による指定日：２０１２年３月６日 

 

その他の情報：イスラム運動ウズベキスタン（１７１．に指

定した団体）及びアル・カーイダ（１６６．に指定した団

体）への資金調達を担っていた。トヒル・アブドゥルカリロ

ビッチ・ユルダシェフ（２０４．に指定した個人）と関係が

あった。２０１０年後半の時点でパキスタン当局において拘

留中。父親の名前はFazal Ahmad。 
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２０２１年１１月１５日に終了した。同人に対するインタ

ーポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別

手配書のウェブ・リンク：

https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

６１０．モハンマド・アフワン（別名：(a)ムハンマド・アフワン

(b)ムハンマド・アフワン(c)モフタル・アフワン(d)モフ

タル・アフワン(e)モフタル・アフワン) 

MOCHAMMAD ACHWAN (a.k.a.: (a)Muhammad Achwan 

(b)Muhammad Akhwan (c)Mochtar Achwan (d)Mochtar 

Akhwan (e)Mochtar Akwan) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：(a)１９４８年５月４日 (b)１９４６年５月４

日 

出生地：Tulungagung, Indonesia 

国籍：インドネシア 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：インドネシアＩＤカード番号 

3573010405480001（Mochammad Achwanの名義） 

住所：Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, 

Jodipan, Blimbing, Malang, Indonesia 

国連制裁委員会による指定日：２０１２年３月１２日（２

０２１年１２月２９日に改訂） 

 

 

 

 

 

６１０．モハンマド・アフワン（別名：(a)ムハンマド・アフワン

(b)ムハンマド・アフワン(c)モフタル・アフワン(d)モフ

タル・アフワン(e)モフタル・アフワン) 

MOCHAMMAD ACHWAN (a.k.a.: (a)Muhammad Achwan 

(b)Muhammad Akhwan (c)Mochtar Achwan (d)Mochtar 

Akhwan (e)Mochtar Akwan) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：(a)１９４８年５月４日 (b)１９４６年５月４

日 

出生地：Tulungagung, Indonesia 

国籍：インドネシア 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：インドネシアＩＤカード番号 

3573010405480001（Mochammad Achwanの名義） 

住所：Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, 

Jodipan, Blimbing, Malang, Indonesia 

国連制裁委員会による指定日：２０１２年３月１２日 
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その他の情報：ジュマー・アンショール・タウヒード

(JAT)（６１２．に指定した団体）の指揮官代理。アブ・

バカール・バアシール（４９８．に指定した個人）、アブ

ドゥル・ラヒーム・バアイシール（５８８．に指定した個

人）及びジュマ・イスラミーヤ（３３２．に指定した団

体）と関係がある。国連安全保障理事会決議第２３６８号

（２０１７年）に基づく見直しは２０２１年１１月１５日

に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察

機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リン

ク：https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

６１１．アブドゥル・ロシド・リド・バアシール（別名：(a)アブド

ゥル・ロシド・リド・バアシール(b)ラシード・リダ・バ

アシール(c)ラシード・リダ・バシール） 

ABDUL ROSYID RIDHO BA’ASYIR (a.k.a.: (a)Abdul 

Rosyid Ridho Bashir (b)Rashid Rida Ba’aysir 

(c)Rashid Rida Bashir) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９７４年１月３１日 

出生地：Sukoharjo, Indonesia 

国籍：インドネシア 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：インドネシアＩＤカード番号 

その他の情報：ジュマー・アンショール・タウヒード

(JAT)（６１２．に指定した団体）の指揮官代理。アブ・

バカール・バアシール（４９８．に指定した個人）、アブ

ドゥル・ラヒーム・バアイシール（５８８．に指定した個

人）及びジュマ・イスラミーヤ（３３２．に指定した団

体）と関係がある。 

 

 

 

 

 

６１１．アブドゥル・ロシド・リド・バアシール（別名：(a)アブド

ゥル・ロシド・リド・バアシール(b)ラシード・リダ・バ

アシール(c)ラシード・リダ・バシール） 

ABDUL ROSYID RIDHO BA’ASYIR (a.k.a.: (a)Abdul 

Rosyid Ridho Bashir (b)Rashid Rida Ba’aysir 

(c)Rashid Rida Bashir) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９７４年１月３１日 

出生地：Sukoharjo, Indonesia 

国籍：インドネシア 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：インドネシアＩＤカード番号 
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1127083101740003（Abdul Rosyid Ridho Ba’asyirの名

義） 

住所：Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber 

Agung Magetan, East Java, Indonesia 

国連制裁委員会による指定日：２０１２年３月１２日（２

０２１年１２月２９日に改訂） 

その他の情報：父親の名前はアブ・バカール・バアシール

（４９８．に指定した個人）。アブドゥル・ラヒーム・バ

アイシール（５８８．に指定した個人）の兄弟。ジュマ

ー・アンショール・タウヒード(JAT)（６１２．に指定し

た団体）の指導部に属し、要員及び資金の調達に関与して

いる。ジュマ・イスラミーヤ（３３２．に指定した団体）

と関係がある。国連安全保障理事会決議第２３６８号（２

０１７年）に基づく見直しは２０２１年１１月１５日に終

了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機

構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：

https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

６１２．ジュマー・アンショール・タウヒード(JAT) （別称：(a)ジ

ュマ・アンショール・タウヒード(b)ジュマー・アンシャー

ル・タウヒード(c)ジュマー・アンシャール・タウヒード(d)

ジュマ・アンシャール・タウヒード(e)ジャマ・アンシャー

ル・タウヒード(f)ラスカル・99） 

JEMMAH ANSHORUT TAUHID (JAT) (a.k.a.: (a)Jemaah 

1127083101740003（Abdul Rosyid Ridho Ba’asyirの名

義） 

住所：Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber 

Agung Magetan, East Java, Indonesia 

国連制裁委員会による指定日：２０１２年３月１２日 

 

その他の情報：父親の名前はアブ・バカール・バアシール

（４９８．に指定した個人）。アブドゥル・ラヒーム・バ

アイシール（５８８．に指定した個人）の兄弟。ジュマ

ー・アンショール・タウヒード(JAT)（６１２．に指定し

た団体）の指導部に属し、要員及び資金の調達に関与して

いる。ジュマ・イスラミーヤ（３３２．に指定した団体）

と関係がある。 

 

 

 

 

 

６１２．ジュマー・アンショール・タウヒード(JAT) （別称：(a)ジ

ュマ・アンショール・タウヒード(b)ジュマー・アンシャー

ル・タウヒード(c)ジュマー・アンシャール・タウヒード(d)

ジュマ・アンシャール・タウヒード(e)ジャマ・アンシャー

ル・タウヒード(f)ラスカル・99） 

JEMMAH ANSHORUT TAUHID (JAT) (a.k.a.: (a)Jemaah 
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Anshorut Tauhid (b)Jemmah Ansharut Tauhid (c)Jem’mah 

Ansharut Tauhid (d)Jamaah Ansharut Tauhid (e)Jama’ah 

Ansharut Tauhid (f)Laskar 99) 

旧称：不明 

所在地：Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, 

Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia（電話:0271-

2167285 Ｅメール・アドレス:info@ansharuttauhid.com） 

国連制裁委員会による指定日：２０１２年３月１２日（２０

１８年７月１７日及び２０２１年１２月２９日に改訂） 

その他の情報：イラクのアル・カーイダ(４５３．に指定し

た団体)としてリストに掲載されている ISIL(いわゆる「イ

スラム国」)と連携している団体であり、インドネシアにお

いて攻撃を実行した。アブ・バカール・バアシール（４９

８．に指定した個人）によって設立、率いられる。２００８

年７月２７日にインドネシアのソロに設立された。ジュマ・

イスラミーヤ（３３２．に指定した団体）と関係があった。

国連安全保障理事会決議第２２５３号（２０１５年）に基づ

く見直しは２０１８年６月７日に終了した。ウェブサイト 

http://ansharuttauhid.com/。国連安全保障理事会決議第２

３６８号（２０１７年）に基づく見直しは２０２１年１１月

１５日に終了した。同団体に対するインターポール（国際刑

事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リ

ンク：https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Entities 

Anshorut Tauhid (b)Jemmah Ansharut Tauhid (c)Jem’mah 

Ansharut Tauhid (d)Jamaah Ansharut Tauhid (e)Jama’ah 

Ansharut Tauhid (f)Laskar 99) 

旧称：不明 

所在地：Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, 

Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia（電話:0271-

2167285 Ｅメール・アドレス:info@ansharuttauhid.com） 

国連制裁委員会による指定日：２０１２年３月１２日（２０

１８年７月１７日に改訂） 

その他の情報：イラクのアル・カーイダ(４５３．に指定し

た団体)としてリストに掲載されているISIL(いわゆる「イス

ラム国」)と連携している団体であり、インドネシアにおい

て攻撃を実行した。アブ・バカール・バアシール（４９８．

に指定した個人）によって設立、率いられる。２００８年７

月２７日にインドネシアのソロに設立された。ジュマ・イス

ラミーヤ（３３２．に指定した団体）と関係があった。国連

安全保障理事会決議第２２５３号（２０１５年）に基づく見

直しは２０１８年６月７日に終了した。ウェブサイト 

http:/ansharuttauhid.com/  同団体に対するインターポー

ル（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書の

ウェブ・リンク：

https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282133 
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６１３．ムスタファー・ハッジ・ムハンマド・カーン（別名：(a)ハ

ッサン・グル(b)ハッサン・グル(c)ハサン・グル(d)ハー

リド・マフムード(e)アフマド・シャージー(f)ムスタファ

ー・ムハンマド(g)アブ・ガーリブ・アル・マダニー(h)ア

ブー・シャイマ(i)アブー・シャイマ） 

MUSTAFA HAJJI MUHAMMAD KHAN  (original script:   

 a.k.a.: (a)Hassan Ghul (original)( مصطفى  حجي  محمد  خان 
script:  حسن غول  ）(b)Hassan Gul (original script:  

حسن    :Hasan Gul (original script(c) （  حسن غول

 Khalid Mahmud (e)Ahmad Shahji (f)Mustafa(d) （  غول

Muhammad (g)Abu Gharib al-Madani (h)Abu-Shaima 

(original script: أبو شيماء ) (i) Abu- Shayma (original 

script: أبو شيماء )) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：(a)１９７７年８月から９月の間 (b)１９７６

年 

出生地：(a)Al- Madinah, Saudi Arabia (b)Sangrar, 

Sindh Province, Pakistan 

国籍：(a)パキスタン (b)サウジアラビア 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：不明 

住所：不明 

国連制裁委員会による指定日：２０１２年３月１４日（２

６１３．ムスタファー・ハッジ・ムハンマド・カーン（別名：(a)ハ

ッサン・グル(b)ハッサン・グル(c)ハサン・グル(d)ハー

リド・マフムード(e)アフマド・シャージー(f)ムスタファ

ー・ムハンマド(g)アブ・ガーリブ・アル・マダニー(h)ア

ブー・シャイマ(i)アブー・シャイマ） 

MUSTAFA HAJJI MUHAMMAD KHAN(a.k.a.: (a)Hassan Ghul 

(b)Hassan Gul (c)Hasan Gul (d)Khalid Mahmud (e)Ahmad 

Shahji (f)Mustafa Muhammad (g)Abu Gharib al-Madani 

(h)Abu- Shaima (i)Abu- Shayma) 

 

 

 

 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：(a)１９７７年８月から９月の間 (b)１９７６

年 

出生地：(a)Al- Madinah, Saudi Arabia (b)Sangrar, 

Sindh Province, Pakistan 

国籍：(a)パキスタン (b)サウジアラビア 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：不明 

住所：不明 

国連制裁委員会による指定日：２０１２年３月１４日 
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０２１年１２月２９日に改訂） 

その他の情報：アル・カーイダ（１６６．に指定した団体）

の便宜提供者、運び屋及び工作員。２０１０年時点でパキス

タンを拠点とするアル・カーイダの上級作戦実行者の活動

に便宜を提供した。国連安全保障理事会決議第２３６８号

（２０１７年）に基づく見直しは２０２１年１１月１５日

に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機

構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：

https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

６１４．ハーフィズ・アブドゥル・サラーム・バタヴィー（別名：

(a)ハーフィズ・アブドゥル・サラーム・バタヴィー(b)ハ

ーフィズ・アブドゥサラーム・バタヴィー(c)ハーフィ

ズ・アブドゥサラーム・バタヴィー(d)アブドゥル・サラ

ム・バダヴィー(e)アブドゥル・サラム・バダヴィー(f)ア

ブドゥル・サラーム・バダヴィー(g)ムッラー・アブドゥ

ル・サラーム・バダヴィー(h)モールヴィー・アブドゥル

サラム・バダヴィー） 

HAFIZ ABDUL SALAM BHUTTAVI (a.k.a.: (a)Hafiz Abdul 

Salam Bhattvi (b)Hafiz Abdusalam Budvi (c)Hafiz 

Abdussalaam Bhutvi (d)Abdul Salam Budvi (e)Abdul 

Salam Bhattwi (f)Abdul Salam Bhutvi (g)Mullah Abdul 

Salaam Bhattvi (h)Molvi Abdursalam Bhattvi ) 

称号：(a)Maulavi（マウラヴィ） (b)Mullah（ムッラー） 

 

その他の情報：アル・カーイダ（１６６．に指定した団

体）の便宜提供者、運び屋及び工作員。２０１０年時点で

パキスタンを拠点とするアル・カーイダの上級作戦実行者

の活動に便宜を提供した。 

 

 

 

 

 

６１４．ハーフィズ・アブドゥル・サラーム・バタヴィー（別名：

(a)ハーフィズ・アブドゥル・サラーム・バタヴィー(b)ハ

ーフィズ・アブドゥサラーム・バタヴィー(c)ハーフィ

ズ・アブドゥサラーム・バタヴィー(d)アブドゥル・サラ

ム・バダヴィー(e)アブドゥル・サラム・バダヴィー(f)ア

ブドゥル・サラーム・バダヴィー(g)ムッラー・アブドゥ

ル・サラーム・バダヴィー(h)モールヴィー・アブドゥル

サラム・バダヴィー） 

HAFIZ ABDUL SALAM BHUTTAVI (a.k.a.: (a)Hafiz Abdul 

Salam Bhattvi (b)Hafiz Abdusalam Budvi (c)Hafiz 

Abdussalaam Bhutvi (d)Abdul Salam Budvi (e)Abdul 

Salam Bhattwi (f)Abdul Salam Bhutvi (g)Mullah Abdul 

Salaam Bhattvi (h)Molvi Abdursalam Bhattvi ) 

称号：(a)Maulavi（マウラヴィ） (b)Mullah（ムッラー） 
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役職：不明 

生年月日：１９４０年 

出生地：Gujranwala, Punjab Province, Pakistan 

国籍：パキスタン 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：不明 

住所：不明 

国連制裁委員会による指定日：２０１２年３月１４日（２

０２１年１２月２９日に改訂） 

その他の情報：ラシュカレ・タイバ（４５９．に指定した団

体）の創設メンバー及びラシュカレ・タイバの指導者である

ハフィーズ・ムハンマド・サイード（５４９．に指定した個

人）の副官。国連安全保障理事会決議第２３６８号（２０１

７年）に基づく見直しは２０２１年１１月１５日に終了し

た。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国

連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：

https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

６１５．～６２２． ［略］ 

６２３．アイユーブ・バシール（別名：(a)アルハッジ・カリ・アユ

ブ・バッシャール(b)カリ・ムハンマド・アユブ） 

AYYUB BASHIR（original script:  بشيرايوب ）(a.k.a.: 

(a)Alhaj Qari Ayub Bashar (b)Qari Muhammad Ayub) 

称号：(a)Qari （カリ） (b)Alhaj （アルハッジ） 

役職：不明 

生年月日：１９４０年 

出生地：Gujranwala, Punjab Province, Pakistan 

国籍：パキスタン 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：不明 

住所：不明 

国連制裁委員会による指定日：２０１２年３月１４日 

 

その他の情報：ラシュカレ・タイバ（４５９．に指定した

団体）の創設メンバー及びラシュカレ・タイバの指導者で

あるハフィーズ・ムハンマド・サイード（５４９．に指定

した個人）の副官。 

 

 

 

 

 

６１５．～６２２． ［同左］ 

６２３．アイユーブ・バシール（別名：(a)アルハッジ・カリ・アユ

ブ・バッシャール(b)カリ・ムハンマド・アユブ） 

AYYUB BASHIR（original script:  بشيرايوب ）(a.k.a.: 

(a)Alhaj Qari Ayub Bashar (b)Qari Muhammad Ayub) 

称号：(a)Qari （カリ） (b)Alhaj （アルハッジ） 
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役職：不明 

生年月日：(a)１９６６年 (b)１９６４年 (c)１９６９年 

(d)１９７１年 

出生地：不明 

国籍：(a)ウズベキスタン (b)アフガニスタン 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：不明 

住所：Mir Ali, North Waziristan Agency, Federal 

Administered Tribal Areas, Pakistan 

国連制裁委員会による指定日：２０１２年１０月１８日

（２０１８年７月１７日、２０１９年５月１日及び２０２

１年１２月２９日に改訂） 

その他の情報：２０１０年初期時点でイスラム運動ウズベ

キスタン（１７１．に指定した団体）の指導評議会のメン

バーであり、財務部門の長。２００９年から２０１２年の

間、アフガニスタン及びパキスタンにおける同団体に対す

る財政及びロジスティック支援を調整。ファザル・ラヒム

（６０９．に指定した個人）に対して資金を送金。２０１

５年１２月にアフガニスタンのクンドゥーズ州、Chordar

における空爆で死亡したと報告されている。国連安全保障

理事会決議第２２５３号（２０１５年）に基づく見直しは

２０１８年６月７日に終了した。国連安全保障理事会決議

第２２５３号（２０１５年）に基づく見直しは２０１９年

２月２１日に終了した。国連安全保障理事会決議第２３６

役職：不明 

生年月日：(a)１９６６年 (b)１９６４年 (c)１９６９年 

(d)１９７１年 

出生地：不明 

国籍：(a)ウズベキスタン (b)アフガニスタン 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：不明 

住所：Mir Ali, North Waziristan Agency, Federal 

Administered Tribal Areas, Pakistan 

国連制裁委員会による指定日：２０１２年１０月１８日

（２０１８年７月１７日及び２０１９年５月１日に改訂） 

 

その他の情報：２０１０年初期時点でイスラム運動ウズベ

キスタン（１７１．に指定した団体）の指導評議会のメン

バーであり、財務部門の長。２００９年から２０１２年の

間、アフガニスタン及びパキスタンにおける同団体に対す

る財政及びロジスティック支援を調整。ファザル・ラヒム

（６０９．に指定した個人）に対して資金を送金。２０１

５年１２月にアフガニスタンのクンドゥーズ州、Chordar

における空爆で死亡したと報告されている。国連安全保障

理事会決議第２２５３号（２０１５年）に基づく見直しは

２０１８年６月７日に終了した。国連安全保障理事会決議

第２２５３号（２０１５年）に基づく見直しは２０１９年

２月２１日に終了した。同人に対するインターポール（国
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８号（２０１７年）に基づく見直しは２０２１年１１月１

５日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事

警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リ

ンク：https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

６２４．～６２８． ［略］ 

６２９．西アフリカの一神教と聖戦集団（ＭＵＪＡＯ） 

MOUVEMENT POUR L’UNIFICATION ET LE JIHAD EN AFRIQUE 

DE L’OUEST(MUJAO)  (original script: في غرب إفريقيا    

 (حركة التوحيد والجهاد  

旧称：不明 

所在地：(a)マリ (b)アルジェリア 

国連制裁委員会による指定日：２０１２年１２月５日

（2021年12月29日に改訂） 

その他の情報：イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ

組織（１７３．に指定した団体）及びムフタール・ビルム

フタール（３９３．に指定した個人）と関係がある。サヘ

ル・サハラ地域で活動している。国連安全保障理事会決議

第２３６８号（２０１７年）に基づく見直しは２０２１年

１１月１５日に終了した。同団体に対するインターポール

（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書の

ウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Entities 

６３０．～６４３． ［略］ 

際刑事警察構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェ

ブ・リンク：

https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5741655 

 

 

６２４．～６２８． ［同左］ 

６２９．西アフリカの一神教と聖戦集団（ＭＵＪＡＯ） 

MOUVEMENT POUR L’UNIFICATION ET LE JIHAD EN AFRIQUE 

DE L’OUEST(MUJAO) 

 

旧称：不明 

所在地：(a)マリ (b)アルジェリア 

国連制裁委員会による指定日：２０１２年１２月５日 

その他の情報：イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ

組織（１７３．に指定した団体）及びムフタール・ビルム

フタール（３９３．に指定した個人）と関係がある。サヘ

ル・サハラ地域で活動している。 

 

 

 

 

 

 

６３０．～６４３． ［同左］ 
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６４４．レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線（別称：(a)ハイ

アト・タハリール・アル・シャーム（HTS）（ハイアト・タ

ハリール・アル・シャーム; ハイアト・タハリール・ア

ル・シャーム; ハイアト・タハリール・アル・シャーム; 

シリア解放委員会; レバント解放委員会; シャーム解放委

員会; レバント解放組織タハリール・アル・シャーム; タ

ハリール・アル・シャーム・ハイアト）(b)ザ・ビクトリー

戦線; ジャブハト・アル・ヌスラ; ジャブヘト・アル・ヌ

スラ; アル・ヌスラ戦線; アル・ヌスラ戦線 (c)ジャブハ

ト・ファタハ・アル・シャーム; ジャブハト・ファタハ・

アル・シャーム; ジャブハト・ファタハ・アル・シャーム; 

ジャブハト・ファテハ・アル・シャーム; ファタハ・ア

ル・シャーム戦線; ファテハ・アル・シャーム戦線 (d)レ

バント征服戦線 (e)アル・シャーム解放戦線 (f)シリア/レ

バント征服戦線 (g)レバント解放戦線 (h)シリア征服戦線 

(i)アンサール・アル・ムジャーヒディーン・ネットワーク

-下部部隊名 (j)ジハードの戦場におけるレバントのムジャ

ーヒディーン-下部部隊名） 

AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT  

(original script:  جبهة النصرة ألهل الشام )(a.k.a.: 

(a)Hay’at Tahrir al-Sham (HTS)((original script: 

الشام هيئة تحرير  ); Hay’at Tahrir al-Sham; Hay’et Tahrir 

al-Sham; Hayat Tahrir al-Sham; Assembly for the 

Liberation of Syria; Assembly for the Liberation of 

６４４．レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線（別称：(a)ハイ

アト・タハリール・アル・シャーム（HTS）（ハイアト・タ

ハリール・アル・シャーム; ハイアト・タハリール・ア

ル・シャーム; ハイアト・タハリール・アル・シャーム; 

シリア解放委員会; レバント解放委員会; シャーム解放委

員会; レバント解放組織タハリール・アル・シャーム; タ

ハリール・アル・シャーム・ハイアト）(b)ザ・ビクトリー

戦線; ジャブハト・アル・ヌスラ; ジャブヘト・アル・ヌ

スラ; アル・ヌスラ戦線; アル・ヌスラ戦線 (c)ジャブハ

ト・ファタハ・アル・シャーム; ジャブハト・ファタハ・

アル・シャーム; ジャブハト・ファタハ・アル・シャーム; 

ジャブハト・ファテハ・アル・シャーム; ファタハ・ア

ル・シャーム戦線; ファテハ・アル・シャーム戦線 (d)レ

バント征服戦線 (e)アル・シャーム解放戦線 (f)シリア/レ

バント征服戦線 (g)レバント解放戦線 (h)シリア征服戦線 

(i)アンサール・アル・ムジャーヒディーン・ネットワーク

-下部部隊名 (j)ジハードの戦場におけるレバントのムジャ

ーヒディーン-下部部隊名） 

AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT  

(original script:  الشامجبهة النصرة ألهل )(a.k.a.: 

(a)Hay’at Tahrir al-Sham (HTS)((original script: 

الشام هيئة تحرير  ); Hay’at Tahrir al-Sham; Hay’et Tahrir 

al-Sham; Hayat Tahrir al-Sham; Assembly for the 

Liberation of Syria; Assembly for the Liberation of 
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the Levant; Liberation of al-Sham Commission; 

Liberation of the Levant Organisation Tahrir al-Sham; 

Tahrir al-Sham Hay’at) (b)  النصرةجبهة (the Victory 

Front; Jabhat al-Nusrah; Jabhet al-Nusra; Al-Nusrah 

Front; Al-Nusra Front)  

(c)  الشامجبهة فتح (Jabhat Fath al Sham; Jabhat Fath al-

Sham; Jabhat Fatah al-Sham; Jabhat Fateh Al-Sham; 

Fatah al-Sham Front; Fateh al-Sham Front) (d)Conquest 

of the Levant Front (e)The Front for the Liberation 

of al Sham (f)Front for the Conquest of Syria/the 

Levant (g)Front for the Liberation of the Levant 

(h)Front for the Conquest of Syria  

(i)شبكة أنصار المجا  هدين (Ansar al-Mujahideen Network – 
sub-unit name) (j) الشام في ساحات الجهاد   Levantine) مجاهدو  
Mujahideen on the Battlefields of Jihad – sub-unit 

name)) 

旧称：不明 

所在地：(a)シリア・アラブ共和国（活動地）(b) イラク

（支援ネットワークあり） 

国連制裁委員会による指定日：２０１４年５月１４日（２

０１７年６月７日、２０１８年６月５日及び２０２１年１

２月２９日に改訂） 

その他の情報：アル・カーイダ（１６６．に指定した団

体）と連携している。アル・カーイダの外国人工作員と共

the Levant; Liberation of al-Sham Commission; 

Liberation of the Levant Organisation Tahrir al-

Sham; Tahrir al-Sham Hay’at) (b)  النصرةجبهة (the 

Victory Front; Jabhat al-Nusrah; Jabhet al-Nusra; 

Al-Nusrah Front; Al-Nusra Front)  

(c)  الشامجبهة فتح (Jabhat Fath al Sham; Jabhat Fath al-

Sham; Jabhat Fatah al-Sham; Jabhat Fateh Al-Sham; 

Fatah al-Sham Front; Fateh al-Sham Front) 

(d)Conquest of the Levant Front (e)The Front for the 

Liberation of al Sham (f)Front for the Conquest of 

Syria/the Levant (g)Front for the Liberation of the 

Levant (h)Front for the Conquest of Syria  

(i) هدين   – Ansar al-Mujahideen Network) لمجا شبكة أنصار ا 

sub-unit name) (j)  الجهادالشام في ساحات  Levantine) مجاهدو  
Mujahideen on the Battlefields of Jihad – sub-unit 

name)) 

旧称：不明 

所在地：(a)シリア・アラブ共和国（活動地）(b) イラク

（支援ネットワークあり） 

国連制裁委員会による指定日：２０１４年５月１４日（２

０１７年６月７日及び２０１８年６月５日に改訂） 

 

その他の情報：アル・カーイダ（１６６．に指定した団

体）と連携している。アル・カーイダの外国人工作員と共
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に、シリア・アラブ共和国の地元の分隊に加わり、テロ活

動やゲリラ活動を行うために、シリア人や外国のイラクの

アル・カーイダ（４５３．に指定した団体）及びアスバ

ト・アルアンサル(１７２．に指定した団体)の戦闘員を引

き寄せた。イラクのアル・カーイダ（４５３．に指定した

団体）としてリストに掲載されているISIL（いわゆる「イ

スラム国」）、及びその指導者である、イブラヒーム・ア

ッワード・イブラヒーム・アリー・アル・バドリー・ア

ル・サマッライ(６００．に指定した個人)と連携していた

が、２０１３年に連携を解消した。２０１６年７月には、

レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線の指導者であ

る、アブ・モハンメド・アル・ジャウラニ(６３７．に指定

した個人)は、同団体がその名称をジャブハト・ファタハ・

アル・シャームに変更し、もはやいかなる外部団体とも関

係していないと表明した。当該表明及び同団体が自らをレ

バントの人々のためのアル・ヌスラ戦線から区別しようと

試みているにもかかわらず、依然としてアル・カーイダと

連携しており、この新たな団体名のもとでテロ活動の実行

を継続している。２０１７年１月には、アル・ヌスラ戦線

はシリア騒乱におけるその立場を向上し、シリアにおける

アル・カーイダの支部としてのその目的を追求するための

手段として、ハイアト・タハリール・アル・シャーム

（HTS）を創設した。２０１３年５月３０日から２０１４年

５月１３日までは、イラクのアル・カーイダ（４５３．に

に、シリア・アラブ共和国の地元の分隊に加わり、テロ活

動やゲリラ活動を行うために、シリア人や外国のイラクの

アル・カーイダ（４５３．に指定した団体）及びアスバ

ト・アルアンサル(１７２．に指定した団体)の戦闘員を引

き寄せた。イラクのアル・カーイダ（４５３．に指定した

団体）としてリストに掲載されているISIL（いわゆる「イ

スラム国」）、及びその指導者である、イブラヒーム・ア

ッワード・イブラヒーム・アリー・アル・バドリー・ア

ル・サマッライ(６００．に指定した個人)と連携していた

が、２０１３年に連携を解消した。２０１６年７月には、

レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線の指導者であ

る、アブ・モハンメド・アル・ジャウラニ(６３７．に指

定した個人)は、同団体がその名称をジャブハト・ファタ

ハ・アル・シャームに変更し、もはやいかなる外部団体と

も関係していないと表明した。当該表明及び同団体が自ら

をレバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線から区別しよ

うと試みているにもかかわらず、依然としてアル・カーイ

ダと連携しており、この新たな団体名のもとでテロ活動の

実行を継続している。２０１７年１月には、アル・ヌスラ

戦線はシリア騒乱におけるその立場を向上し、シリアにお

けるアル・カーイダの支部としてのその目的を追求するた

めの手段として、ハイアト・タハリール・アル・シャーム

（HTS）を創設した。２０１３年５月３０日から２０１４

年５月１３日までは、イラクのアル・カーイダ（４５３．



50 
 

指定した団体）の別名として掲載されていた。国連安全保

障理事会決議第２３６８号（２０１７年）に基づく見直し

は２０２１年１１月１５日に終了した。同団体に対するイ

ンターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会

特別手配書のウェブ・リンク：

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-

UN-Notices-Entities 

６４５．～６５４． ［略］ 

６５５．アブドゥル・ムフスィン・アブダッラー・イブラヒム・ア

ル・シャレフ（別名：(a)アブドゥル・ムフスィン・アブド

ゥッラー・イブラヒム・アル・シャリフ (b)サナフィ・ア

ル・ナスル） 

ABDUL MOHSEN ABDALLAH IBRAHIM AL CHAREKH (a.k.a.: 

(a)Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim Al-Sharikh 

(b)Sanafi al Nasr) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９８５年７月１３日 

出生地：Saqra, Saudi Arabia 

国籍：サウジアラビア 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：不明 

住所：不明 

国連制裁委員会による指定日：２０１４年８月１５日（２

に指定した団体）の別名として掲載されていた。同団体に

対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保

障理事会特別手配書のウェブ・リンク：

https://www.interpol.int/en/notice/search/une/579082

2 

 

 

６４５．～６５４． ［同左］ 

６５５．アブドゥル・ムフスィン・アブダッラー・イブラヒム・ア

ル・シャレフ（別名：(a)アブドゥル・ムフスィン・アブド

ゥッラー・イブラヒム・アル・シャリフ (b)サナフィ・ア

ル・ナスル） 

ABDUL MOHSEN ABDALLAH IBRAHIM AL CHAREKH (a.k.a.: 

(a)Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim Al-Sharikh 

(b)Sanafi al Nasr) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９８５年７月１３日 

出生地：Saqra, Saudi Arabia 

国籍：サウジアラビア 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：不明 

住所：不明 

国連制裁委員会による指定日：２０１４年８月１５日（２
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０１９年５月１日及び２０２１年１２月２９日に改訂） 

その他の情報：久しくアル・カーイダ（１６６．に指定し

た団体）への便宜提供者及び資金提供者であり、レバント

の人々のためのアル・ヌスラ戦線（６４４．に指定した団

体）としてリストに掲載されているジャブハット・アル・

ヌスラの地域指導者に任命されている。国連安全保障理事

会決議第２２５３号（２０１５年）に基づく見直しは２０

１９年２月２１日に終了した。国連安全保障理事会決議第

２３６８号（２０１７年）に基づく見直しは２０２１年１

１月１５日に終了した。同人に対するインターポール（国

際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェ

ブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

６５６．アブー・モハメド・アル・アドナーニー（別名：(a)ヤーセ

ル・ハラフ・ナッザール・アッラーウィー (b)ジャーベ

ル・ターハ・ファラー (c)アブー・ハッターブ (d)アブ

ー・サーデク・アッラーウィー (e)ターハ・アル・ビンチ 

(f)アブ・モハンメド・アル・アドナーニー (g)ターハ・

ソブヒー・ファラーハ (h)ヤーシル・ハラフ・フセイン・

ナザール・アル・ラーウィー (i)アブ・バケル・アル・ハ

ッターブ (j)アブ・サーデク・アル・ラーウィー (k)ター

ハ・アル・バンシー (l)アブ・モハメド・アル・アドナー

ニー (m)アブ・モハンマド・アル・アドナーニー・アル・

シャーミー (n)ハッジ・イブラヒム） 

０１９年５月１日に改訂） 

その他の情報：久しくアル・カーイダ（１６６．に指定し

た団体）への便宜提供者及び資金提供者であり、レバント

の人々のためのアル・ヌスラ戦線（６４４．に指定した団

体）としてリストに掲載されているジャブハット・アル・

ヌスラの地域指導者に任命されている。国連安全保障理事

会決議第２２５３号（２０１５年）に基づく見直しは２０

１９年２月２１日に終了した。同人に対するインターポー

ル（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書

のウェブ・リンク：

https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5809944 

 

 

６５６．アブー・モハメド・アル・アドナーニー（別名：(a)ヤーセ

ル・ハラフ・ナッザール・アッラーウィー (b)ジャーベ

ル・ターハ・ファラー (c)アブー・ハッターブ (d)アブ

ー・サーデク・アッラーウィー (e)ターハ・アル・ビンチ 

(f)アブ・モハンメド・アル・アドナーニー (g)ターハ・

ソブヒー・ファラーハ (h)ヤーシル・ハラフ・フセイン・

ナザール・アル・ラーウィー (i)アブ・バケル・アル・ハ

ッターブ (j)アブ・サーデク・アル・ラーウィー (k)ター

ハ・アル・バンシー (l)アブ・モハメド・アル・アドナー

ニー (m)アブ・モハンマド・アル・アドナーニー・アル・

シャーミー (n)ハッジ・イブラヒム） 
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ABOU MOHAMED AL ADNANI (a.k.a.: (a)Yaser Khalaf 

Nazzal Alrawi (b)Jaber Taha Falah (c)Abou Khattab 

(d)Abou Sadeq Alrawi (e)Tah al Binchi (f)Abu 

Mohammed al-Adnani (g)Taha Sobhi Falaha (h)Yasser 

Khalaf Hussein Nazal al-Rawi (i)Abu Baker al-Khatab 

(j)Abu Sadek al-Rawi (k)Taha al-Banshi (l)Abu 

Mohamed al-Adnani (m)Abu-Mohammad al-Adnani al-Shami 

(n)Hajj Ibrahim) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９７７年頃 

出生地：Binnish, Syrian Arab Republic 

国籍：イラク 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：不明 

住所：不明 

国連制裁委員会による指定日：２０１４年８月１５日（２

０１９年５月１日及び２０２１年１２月２９日に改訂） 

その他の情報：イラクのアル・カーイダ（４５３．に指定し

た団体）としてリストに掲載されているイラクとレバント

地方のイスラム国（ISIL）の公式報道官、かつシリアのISIL

の首長であり、アブ・モハンメド・アル・ジャウラニ（６３

７．に指定した個人）や、イブラヒーム・アッワード・イブ

ラヒーム・アリー・アル・バドリー・アル・サマッライ（６

ABOU MOHAMED AL ADNANI (a.k.a.: (a)Yaser Khalaf 

Nazzal Alrawi (b)Jaber Taha Falah (c)Abou Khattab 

(d)Abou Sadeq Alrawi (e)Tah al Binchi (f)Abu 

Mohammed al-Adnani (g)Taha Sobhi Falaha (h)Yasser 

Khalaf Hussein Nazal al-Rawi (i)Abu Baker al-Khatab 

(j)Abu Sadek al-Rawi (k)Taha al-Banshi (l)Abu 

Mohamed al-Adnani (m)Abu-Mohammad al-Adnani al-Shami 

(n)Hajj Ibrahim) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９７７年頃 

出生地：Binnish, Syrian Arab Republic 

国籍：イラク 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：不明 

住所：不明 

国連制裁委員会による指定日：２０１４年８月１５日（２

０１９年５月１日に改訂） 

その他の情報：イラクのアル・カーイダ（４５３．に指定

した団体）としてリストに掲載されているイラクとレバン

ト地方のイスラム国（ISIL）の公式報道官，かつシリアの

ISILの首長であり，アブ・モハンメド・アル・ジャウラニ

（６３７．に指定した個人）や，イブラヒーム・アッワー

ド・イブラヒーム・アリー・アル・バドリー・アル・サマ
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００．に指定した個人）としてリストに掲載されているアブ

ー・バクル・アル・バグダーディと緊密な関係がある。国連

安全保障理事会決議第２２５３号（２０１５年）に基づく見

直しは２０１９年２月２１日に終了した。国連安全保障理

事会決議第２３６８号（２０１７年）に基づく見直しは２０

２１年１１月１５日に終了した。同人に対するインターポ

ール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書

のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

６５７． ［略］ 

６５８． ハミド・ハマド・ハミド・アル・アリ 

HAMID HAMAD HAMID AL-‘ALI 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９６０年１１月１７日 

出生地：クウェート 

国籍：クウェート 

旅券番号：(a)クウェート旅券番号 001714467 (b)クウェ

ート旅券番号 101505554 

ＩＤ番号：不明 

住所：不明 

国連制裁委員会による指定日：２０１４年８月１５日（２

０２１年３月２３日及び１２月２９日に改訂） 

その他の情報：クウェートを拠点とし、イラクのアル・カ

ッライ（６００．に指定した個人）としてリストに掲載さ

れているアブー・バクル・アル・バグダーディと緊密な関

係がある。国連安全保障理事会決議第２２５３号（２０１

５年）に基づく見直しは２０１９年２月２１日に終了し

た。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・

国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：

https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5809950 

 

 

６５７． ［同左］ 

６５８． ハミド・ハマド・ハミド・アル・アリ 

HAMID HAMAD HAMID AL-‘ALI 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９６０年１１月１７日 

出生地：クウェート 

国籍：クウェート 

旅券番号：(a)クウェート旅券番号 001714467 (b)クウェ

ート旅券番号 101505554 

ＩＤ番号：不明 

住所：不明 

国連制裁委員会による指定日：２０１４年８月１５日（２

０２１年３月２３日に改訂） 

その他の情報：クウェートを拠点とし、イラクのアル・カ
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ーイダ（４５３．に指定した団体）としてリストに掲載さ

れているイラクとレバント地方のイスラム国（ISIL）及び

レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線（６４４．に指

定した団体）としてリストに掲載されているジャブハッ

ト・アル・ヌスラへの資金提供者、リクルーターかつ便宜

提供者。イブラヒーム・アッワード・イブラヒーム・アリ

ー・アル・バドリー・アル・サマッライ（６００．に指定

した個人）やアブ・モハンメド・アル・ジャウラニ（６３

７．に指定した個人）と関係がある。国連安全保障理事会

決議第２３６８号（２０１７年）に基づく見直しは２０２

１年１１月１５日に終了した。同人に対するインターポー

ル（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書

のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-

we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

６５９．～６７１． ［略］ 

６７２．エミリ・エドウィジュ・コニッグ（別名：エミリ・サム

ラ・コニッグ） 

EMILIE EDWIGE KONIG（a.k.a.: Emilie Samra Konig) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９８４年１２月９日 

出生地：Ploemeur, France 

国籍：フランス 

旅券番号：フランス旅券 05AT521433（2005年11月30日 

ーイダ（４５３．に指定した団体）としてリストに掲載さ

れているイラクとレバント地方のイスラム国（ISIL）及び

レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線（６４４．に指

定した団体）としてリストに掲載されているジャブハッ

ト・アル・ヌスラへの資金提供者、リクルーターかつ便宜

提供者。イブラヒーム・アッワード・イブラヒーム・アリ

ー・アル・バドリー・アル・サマッライ（６００．に指定

した個人）やアブ・モハンメド・アル・ジャウラニ（６３

７．に指定した個人）と関係がある。同人に対するインタ

ーポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別

手配書のウェブ・リンク：

https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

 

６５９．～６７１． ［同左］ 

６７２．エミリ・エドウィジュ・コニッグ（別名：エミリ・サム

ラ・コニッグ） 

EMILIE EDWIGE KONIG（a.k.a.: Emilie Samra Konig) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９８４年１２月９日 

出生地：Ploemeur, France 

国籍：フランス 

旅券番号：フランス旅券 05AT521433（2005年11月30日 
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Sous-Prefecture of police of Lorient, Franceにより発

行） 

ＩＤ番号：(a)フランス国民IDカード番号 050456101445

（2005 年5 月 19日 Sous-Prefecture of police of 

Lorient, Franceにより発行）（b）フランスIDカード番号

0205561020089（2002年5月30日 Emile Edwige Konig 名

義で発行） 

住所：シリア・アラブ共和国（２０１３年から居住） 

国連制裁委員会による指定日：２０１４年９月２３日（２

０１６年６月２４日及び２０２１年１２月２９日に改訂） 

その他の情報：シリアに渡航し、イラクのアル・カーイダ

（AQI）（４５３．に指定した団体）としてリストに掲載さ

れているイラクとレバント地方のイスラム国に加わったフ

ランス人テロ戦闘員。インターネットを通じた過激化とア

ル・カーイダ（１６６．に指定した団体）のイデオロギー宣

伝の面で活動。フランスに対する暴力的活動を扇動。テロ犯

罪組織への参加を理由として、２０１５年６月１２日、同人

に対する逮捕状がパリ検察庁反テロ部門予審判事により発

行された。国連安全保障理事会決議第２３６８号（２０１７

年）に基づく見直しは２０２１年１１月１５日に終了した。

同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安

全 保 障 理 事 会 特 別 手 配 書 の ウ ェ ブ ・ リ ン ク ：

https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

Sous-Prefecture of police of Lorient, Franceにより発

行） 

ＩＤ番号：(a)フランス国民IDカード番号 050456101445

（2005 年5 月 19日 Sous-Prefecture of police of 

Lorient, Franceにより発行）（b）フランスIDカード番号

0205561020089（2002年5月30日 Emile Edwige Konig 名

義で発行） 

住所：シリア・アラブ共和国（２０１３年から居住） 

国連制裁委員会による指定日：２０１４年９月２３日（２

０１６年６月２４日に改訂） 

その他の情報：シリアに渡航し、イラクのアル・カーイダ

（AQI）（４５３．に指定した団体）としてリストに掲載

されているイラクとレバント地方のイスラム国に加わった

フランス人テロ戦闘員。インターネットを通じた過激化と

アル・カーイダ（１６６．に指定した団体）のイデオロギ

ー宣伝の面で活動。フランスに対する暴力的活動を扇動。

テロ犯罪組織への参加を理由として、２０１５年６月１２

日、同人に対する逮捕状がパリ検察庁反テロ部門予審判事

により発行された。 
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６７３．ケヴィン・ジョルダン・アクセル・ギアヴァルシュ 

KEVIN JORDAN AXEL GUIAVARCH 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９９３年３月１２日 

出生地：Paris, France 

国籍：フランス 

旅券番号：フランス旅券番号 12CP63882.3FRA、２０１２

年７月３１日発行（２０２２年７月３０日まで有効） 

ＩＤ番号：フランス国民IDカード番号 070275Q007873、２

００７年２月１６日発行（２０１７年２月１５日まで有

効） 

住所：(a)Grenoble, France（１９９３年から２０１２年

までの住所）(b)Syrian Arab Republic（２０１２年から

２０１６年まで居住）(c)Turkey（２０１６年６月から２

０１７年１月まで(d)France（２０１７年１月以降、収監

中） 

国連制裁委員会による指定日：２０１４年９月２３日（２

０１６年６月２４日、２０１７年８月２７日及び２０２１

年１２月２９日に改訂） 

その他の情報：レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線

（６４４．で指定した団体）及びイラクのアル・カーイダ

(４５３．に指定した団体)としてリストに掲載されている

ISIL(いわゆる「イスラム国」)と関わりがあるフランス人

６７３．ケヴィン・ジョルダン・アクセル・ギアヴァルシュ 

KEVIN JORDAN AXEL GUIAVARCH 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９９３年３月１２日 

出生地：Paris, France 

国籍：フランス 

旅券番号：フランス旅券番号 12CP63882.3FRA、２０１２

年７月３１日発行（２０２２年７月３０日まで有効） 

ＩＤ番号：フランス国民IDカード番号 070275Q007873、２

００７年２月１６日発行（２０１７年２月１５日まで有

効） 

住所：(a)Grenoble France（１９９３年から２０１２年ま

での住所）(b)Syrian Arab Republic（２０１２年から２

０１６年まで居住）(c)Turkey（２０１６年６月から２０

１７年１月まで(d)France（２０１７年１月以降、収監

中）国連制裁委員会による指定日：２０１４年９月２３日

（２０１６年６月２４日及び２０１７年８月２７日に改

訂） 

 

その他の情報：レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線

（６４４．で指定した団体）及びイラクのアル・カーイダ

(４５３．に指定した団体)としてリストに掲載されている

ISIL(いわゆる「イスラム国」)と関わりがあるフランス人
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テロ戦闘員。フランスからシリアへの外国人テロ戦闘員の

渡航を支援した。インターネットを通じた暴力的な宣伝の

面で活動。２０１４年にフランス当局により発出された同

人に対する逮捕令状は、２０１６年６月に同人がトルコで

逮捕され、同国から追放措置がとられたことを受けて、２

０１７年１月に執行された。国連安全保障理事会決議第２

３６８号（２０１７年）に基づく見直しは２０２１年１１

月１５日に終了した。同人に対するインターポール（国際

刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェ

ブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

６７４．～６９１． ［略］ 

６９２．アリ・ベン・ターヘル・ベン・ファーレフ・オウニー・ハ

ルズィー（別名：アブー・ゾベイル） 

ALI BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI  

(original script: العوني الحرزي الفالح  （علي بن الطاهر بن  

(a.k.a.: Abou Zoubair) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：1986 年3 月9 日 

出生地：チュニジア、アリアナ（Ariana, Tunisia ） 

国籍：チュニジア 

旅券番号：チュニジア旅券番号 W342058（2011 年3 月14 

日発行、2016 年3 月13 日失効） 

テロ戦闘員。フランスからシリアへの外国人テロ戦闘員の

渡航を支援した。インターネットを通じた暴力的な宣伝の

面で活動。２０１４年にフランス当局により発出された同

人に対する逮捕令状は、２０１６年６月に同人がトルコで

逮捕され、同国から追放措置がとられたことを受けて、２

０１７年１月に執行された。同人に対するインターポール

（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書の

ウェブ・リンク：

https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5818237 

 

 

６７４．～６９１． ［同左］ 

６９２．アリ・ベン・ターヘル・ベン・ファーレフ・オウニー・ハ

ルズィー（別名：アブー・ゾベイル） 

ALI BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI  

(original script: علي بن الطاهر بن الفالح العوني الحرزي(a.k.a.: 
Abou Zoubair) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：1986 年3 月9 日 

出生地：チュニジア、アリアナ（Ariana, Tunisia ） 

国籍：チュニジア 

旅券番号：チュニジア旅券番号 W342058（2011 年3 月14 

日発行、2016 年3 月13 日失効） 
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ＩＤ番号：チュニジア国民ＩＤカード番号 08705184

（2011 年2 月24 日発行） 

住所：(a)チュニジア、アリアナ、18 メディテラニアン・

ストリート（18 Mediterranean Street, Ariana, 

Tunisia） (b)シリア・アラブ共和国（2015年3月時点で所

在） (c)イラク 

(（b）以外に2015年3月時点で所在していた可能性がある

住所) (d)リビア（過去に所在） 

国連制裁委員会による指定日：２０１５年４月１０日（２

０１６年９月１４日、２０１９年５月１日及び２０２１年

１２月２９日に改訂） 

その他の情報：身体的情報：目の色は茶、身長は 171cm。

写真はインターポール（国際刑事警察機構）･国連安全保

障理事会特別手配書に含まれているものを利用可能。過去

に取引仲介業に従事。外国人テロ戦闘員のリクルートや武

器密輸に関与しているチュニジアのアンサール・アル・シ

ャリア（６７５．に指定した団体）の構成員。2005 年、チ

ュニジアにおいてテロを計画したとして拘束され、30か月

の懲役刑。2012 年 9 月 11 日、リビアのベンガジにおいて

米国総領事館に対する攻撃を計画及び実行した。チュニジ

ア国家警備隊により指名手配中（2015 年 3月時点）。父親

の氏名は Taher Ouni Harzi、母親の氏名は Borkana 

Bedairia。2015 年 6 月、イラクのモースルにおける空爆で

死亡したとされる。国連安全保障理事会決議第２２５３号

ＩＤ番号：チュニジア国民ＩＤカード番号 08705184

（2011 年2 月24 日発行） 

住所：(a)チュニジア、アリアナ、18 メディテラニアン・

ストリート（18 Mediterranean Street, Ariana, 

Tunisia） (b)シリア・アラブ共和国（2015年3月時点で所

在） (c)イラク 

(（b）以外に2015年3月時点で所在していた可能性がある

住所) (d)リビア（過去に所在） 

国連制裁委員会による指定日：２０１５年４月１０日（２

０１６年９月１４日及び２０１９年５月１日に改訂） 

 

その他の情報：身体的情報：目の色は茶、身長は171cm。

写真はインターポール（国際刑事警察機構）･国連安全保

障理事会特別手配書に含まれているものを利用可能。過去

に取引仲介業に従事。外国人テロ戦闘員のリクルートや武

器密輸に関与しているチュニジアのアンサール・アル・シ

ャリア（６７５．に指定した団体）の構成員。2005年、チ

ュニジアにおいてテロを計画したとして拘束され、30か月

の懲役刑。2012年9月11日、リビアのベンガジにおいて米

国総領事館に対する攻撃を計画及び実行した。チュニジア

国家警備隊により指名手配中（2015年3月時点）。父親の

氏名はTaher OuniHarzi、母親の氏名はBorkana 

Bedairia。2015年6月、イラクのモースルにおける空爆で

死亡したとされる。国連安全保障理事会決議第２２５３号



59 
 

（２０１５年）に基づく見直しは２０１９年２月２１日に

終了した。国連安全保障理事会決議第２３６８号（２０１

７年）に基づく見直しは２０２１年１１月１５日に終了し

た。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・

国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：

https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

６９３．ターラク・ベン・ターヘル・ベン・ファーレフ・オウニ

ー・ハルズィー（別名：アブー・オマル・アル・トゥニ

ジ） 

TARAK BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI 

(original script: الحرزي العوني （طارق بن الطاهر  بن الفالح 
(a.k.a.: Abou Omar Al Tounisi) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：1982年5月3日 

出生地：チュニジア、チュニス(Tunis, Tunisia ) 

国籍：チュニジア 

旅券番号：チュニジア旅券番号 Z050399（2003年12月9日

発行、2008年12月8日失効） 

ＩＤ番号：チュニジア国民ＩＤカード番号 04711809

（2003年11月13日発行） 

住所：(a)チュニジア、アリアナ、18 メディテラニアン・

ストリート（18 Mediterranean Street, Ariana, 

（２０１５年）に基づく見直しは２０１９年２月２１日に

終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機

構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：

https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5860630 

 

 

 

６９３．ターラク・ベン・ターヘル・ベン・ファーレフ・オウニ

ー・ハルズィー（別名：アブー・オマル・アル・トゥニ

ジ） 

TARAK BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI 

(original script: طارق بن الطاهر  بن الفالح العوني الحرزي）
(a.k.a.: Abou Omar Al Tounisi) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：1982年5月3日 

出生地：チュニジア、チュニス(Tunis, Tunisia ) 

国籍：チュニジア 

旅券番号：チュニジア旅券番号 Z050399（2003年12月9日

発行、2008年12月8日失効） 

ＩＤ番号：チュニジア国民ＩＤカード番号 04711809

（2003年11月13日発行） 

住所：(a)チュニジア、アリアナ、18 メディテラニアン・

ストリート（18 Mediterranean Street, Ariana, 
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Tunisia） (b)シリア・アラブ共和国（2015年3月時点で所

在） (c)イラク(（b）以外に2015年3月時点で所在してい

た可能性がある住所) (d)リビア（過去に所在） 

国連制裁委員会による指定日：２０１５年４月１０日（２

０１６年９月１４日、２０１９年５月１日及び２０２１年

１２月２９日に改訂） 

その他の情報：身体的情報：目の色は茶、身長は 172cm。

写真はインターポール（国際刑事警察機構）･国連安全保

障理事会特別手配書に含まれているものを利用可能。過去

に労働者(worker)として働いていた。2004 年、イラクのア

ル・カ－イダ（４５３．に指定した団体）において危険か

つ活発な活動を行う構成員であった。また、シリアにおい

て、チュニジアのアンサール・アル・シャリア（６７５．

に指定した団体）構成員の支援及び受け入れにも従事。

2007 年 10 月 30 日、チュニス控訴裁判所から、テロ活動に

関与したとして本人不在のまま 24年の懲役刑を受けた。

父親の氏名は Taher Ouni Harzi、母親の氏名は Borkana 

Bedairia。2015 年 6 月、シリアにおいて死亡したとされ

る。国連安全保障理事会決議第２２５３号（２０１５年）

に基づく見直しは２０１９年２月２１日に終了した。国連

安全保障理事会決議第２３６８号（２０１７年）に基づく

見直しは２０２１年１１月１５日に終了した。同人に対す

るインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理

事会特別手配書のウェブ・リンク：

Tunisia） (b)シリア・アラブ共和国（2015年3月時点で所

在） (c)イラク(（b）以外に2015年3月時点で所在してい

た可能性がある住所) (d)リビア（過去に所在） 

国連制裁委員会による指定日：２０１５年４月１０日（２

０１６年９月１４日及び２０１９年５月１日に改訂） 

 

その他の情報：身体的情報：目の色は茶、身長は172cm。

写真はインターポール（国際刑事警察機構）･国連安全保

障理事会特別手配書に含まれているものを利用可能。過去

に労働者(worker)として働いていた。2004年、イラクのア

ル・カ－イダ（４５３．に指定した団体）において危険か

つ活発な活動を行う構成員であった。また、シリアにおい

て、チュニジアのアンサール・アル・シャリア（６７５．

に指定した団体）構成員の支援及び受け入れにも従事。

2007年10月30日、チュニス控訴裁判所から、テロ活動に関

与したとして本人不在のまま24年の懲役刑を受けた。父親

の氏名はTaher Ouni Harzi、母親の氏名はBorkana 

Bedairia。2015年6月、シリアにおいて死亡したとされ

る。国連安全保障理事会決議第２２５３号（２０１５年）

に基づく見直しは２０１９年２月２１日に終了した。同人

に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全

保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：

https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5860633 
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https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

６９４．～７０３． ［略］ 

７０４．ブーバクル・ベン・ハビブ・ベン・アル・ハキーム（別

名：（a）ブーバクル・エル・ハキーム（b）ブバケ・エ

ル・ハキーム（c）アブ・アル・ムカテル（d）アブ・ムカ

テル（e）アブ・ムカティル・アル・チュニジ（f）エル・

ハキーム・ブーバクル） 

BOUBAKER BEN HABIB BEN AL-HAKIM (a.k.a.: 

(a)Boubakeur el-Hakim (b)Boubaker el Hakim (c)Abou 

al Moukatel (d)Abou Mouqatel (e)Abu-Muqatil al-

Tunisi（ｆ）El Hakim Boubakeur) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９８３年８月１日 

出生地：フランス、パリ 

国籍：（a）フランス（b）チュニジア 

旅券番号：不明 

ID番号：不明 

住所：シリア・アラブ共和国（２０１５年９月時点） 

国連制裁委員会による指定日：２０１５年９月２９日（２

０１６年６月２４日及び２０２１年１２月２９日に改訂） 

その他の情報：イラクのアル・カーイダ（４５３．に指定

した団体）として掲載されている ISIL（いわゆる「イスラ

 

 

６９４．～７０３． ［同左］ 

７０４．ブーバクル・ベン・ハビブ・ベン・アル・ハキーム（別

名：（a）ブーバクル・エル・ハキーム（b）ブバケ・エ

ル・ハキーム（c）アブ・アル・ムカテル（d）アブ・ムカ

テル（e）アブ・ムカティル・アル・チュニジ（f）エル・

ハキーム・ブーバクル） 

BOUBAKER BEN HABIB BEN AL-HAKIM (a.k.a.: 

(a)Boubakeur el-Hakim (b)Boubaker el Hakim (c)Abou 

al Moukatel (d)Abou Mouqatel (e)Abu-Muqatil al-

Tunisi（ｆ）El Hakim Boubakeur) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９８３年８月１日 

出生地：フランス、パリ 

国籍：（a）フランス（b）チュニジア 

旅券番号：不明 

ID番号：不明 

住所：シリア・アラブ共和国（２０１５年９月時点） 

国連制裁委員会による指定日：２０１５年９月２９日（２

０１６年６月２４日に改訂） 

その他の情報：イラクのアル・カーイダ（４５３．に指定

した団体）として掲載されているISIL（いわゆる「イスラ
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ム国」）のフランス系チュニジア人外国人テロ戦闘員。国

連安全保障理事会決議第２３６８号（２０１７年）に基づ

く見直しは２０２１年１１月１５日に終了した。同人に対

するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障

理事会特別手配書のウェブ・リンク：

https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

７０５．ペーター・シェリフ 

PETER CHERIF 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９８２年８月２６日 

出生地：フランス、パリ２０区 

国籍：フランス 

旅券番号：不明 

ID番号：不明 

住所：Al Mukalla, Hadramawt province, Yemen 

国連制裁委員会による指定日：２０１５年９月２９日（２

０１６年６月２４日及び２０２１年１２月２９日に改訂） 

その他の情報：アラビア半島のアル・カーイダ(AQAP)（５

６２．に指定した団体）のメンバー。２０１２年、フラン

スで本人不在のまま懲役５年の有罪判決を受けた。２０１

５年現在、フランス当局により指名手配されている。国連

安全保障理事会決議第２３６８号（２０１７年）に基づく

ム国」）のフランス系チュニジア人外国人テロ戦闘員。 

 

 

 

 

 

 

７０５．ペーター・シェリフ 

PETER CHERIF 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９８２年８月２６日 

出生地：フランス、パリ２０区 

国籍：フランス 

旅券番号：不明 

ID番号：不明 

住所：Al Mukalla, Hadramawt province, Yemen 

国連制裁委員会による指定日：２０１５年９月２９日（２

０１６年６月２４日に改訂） 

その他の情報：アラビア半島のアル・カーイダ(AQAP)（５

６２．に指定した団体）のメンバー。２０１２年、フラン

スで本人不在のまま懲役５年の有罪判決を受けた。２０１

５年現在、フランス当局により指名手配されている。 
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見直しは２０２１年１１月１５日に終了した。同人に対す

るインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理

事会特別手配書のウェブ・リンク：

https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

７０６．マキシム・オーシャール（別名：アブ・アブダッラー・ア

ル・ファランジ） 

MAXIME HAUCHARD (a.k.a.: Abou Abdallah al Faransi) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９９２年３月１７日 

出生地：Saint Aubin les Elbeuf, Normandy, France 

国籍：フランス 

旅券番号：不明 

ID番号：フランス国民IDカード番号 101127200129

（Sous-Préfecture, Bernay, Franceにより発行。２０２

０年１１月４日失効） 

住所：シリア・アラブ共和国（２０１５年９月時点） 

国連制裁委員会による指定日：２０１５年９月２９日（２

０１６年６月２４日及び２０２１年１２月２９日に改訂） 

その他の情報：イラクのアル・カーイダ（４５３．に指定

した団体）として掲載されている ISIL（いわゆる「イスラ

ム国」）のフランス人外国人テロ戦闘員。テロ組織と関わ

りのある殺人及びテロ犯罪組織への参加を理由として、２

 

 

 

 

 

７０６．マキシム・オーシャール（別名：アブ・アブダッラー・ア

ル・ファランジ） 

MAXIME HAUCHARD (a.k.a.: Abou Abdallah al Faransi) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９９２年３月１７日 

出生地：Saint Aubin les Elbeuf, Normandy, France 

国籍：フランス 

旅券番号：不明 

ID番号：フランス国民IDカード番号 101127200129

（Sous-Préfecture, Bernay, Franceにより発行。２０２

０年１１月４日失効） 

住所：シリア・アラブ共和国（２０１５年９月時点） 

国連制裁委員会による指定日：２０１５年９月２９日（２

０１６年６月２４日に改訂） 

その他の情報：イラクのアル・カーイダ（４５３．に指定

した団体）として掲載されているISIL（いわゆる「イスラ

ム国」）のフランス人外国人テロ戦闘員。テロ組織と関わ

りのある殺人及びテロ犯罪組織への参加を理由として、２
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０１５年１月２０日、同人に対する逮捕状がパリ検察庁反

テロ部門予審判事により発行された。国連安全保障理事会

決議第２３６８号（２０１７年）に基づく見直しは２０２

１年１１月１５日に終了した。同人に対するインターポー

ル（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書

のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-

we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

７０７．～７１０． ［略］ 

７１１．東インドネシアのムジャヒディン（MIT）（別称：（a）ム

ジャヒディン・オブ・イースタン・インドネシア（b）イ

ースト・インドネシア・ムジャヒディーン（c）ムジャヒ

ディン・インドネシア・ティモール（d）ムジャヒディ

ン・インドネシア・バラット（MIB）（e）ムジャヒディ

ン・オブ・ウェスタン・インドネシア） 

MUJAHIDIN INDONESIAN TIMUR (MIT) (a.k.a.: 

(a)Mujahidin of Eastern Indonesia (b)East Indonesia 

Mujahideen (c)Mujahidin Indonesia Timor (d)Mujahidin 

Indonesia Barat (MIB) (e)Mujahidin of Western 

Indonesia) 

旧称：不明 

所在地：インドネシア 

国連制裁委員会による指定日：２０１５年９月２９日（２

０１７年３月３０日及び２０２１年１２月２９日に改訂） 

その他の情報：イラクのアル・カーイダ（４５３．に指定

０１５年１月２０日、同人に対する逮捕状がパリ検察庁反

テロ部門予審判事により発行された。 

 

 

 

 

 

７０７．～７１０． ［同左］ 

７１１．東インドネシアのムジャヒディン（MIT）（別称：（a）ム

ジャヒディン・オブ・イースタン・インドネシア（b）イ

ースト・インドネシア・ムジャヒディーン（c）ムジャヒ

ディン・インドネシア・ティモール（d）ムジャヒディ

ン・インドネシア・バラット（MIB）（e）ムジャヒディ

ン・オブ・ウェスタン・インドネシア） 

MUJAHIDIN INDONESIAN TIMUR (MIT) (a.k.a.: 

(a)Mujahidin of Eastern Indonesia (b)East Indonesia 

Mujahideen (c)Mujahidin Indonesia Timor (d)Mujahidin 

Indonesia Barat (MIB) (e)Mujahidin of Western 

Indonesia) 

旧称：不明 

所在地：インドネシア 

国連制裁委員会による指定日：２０１５年９月２９日（２

０１７年３月３０日に改訂） 

その他の情報：イラクのアル・カーイダ（４５３．に指定
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した団体）として掲載されているISIL（いわゆる「イスラ

ム国」）、ジュマ・イスラミーヤ（JI）（３３２．に指定

した団体）及びジュマー・アンショール・タウヒード

(JAT)（６１２．に指定した団体）と関係のあるテロリス

ト団体。インドネシアのジャワ島やスラウェシ島のほか、

同国東部地方でも活発に活動。以前の指導者はAbu 

Wardah、別名Santoso（死亡）。国連安全保障理事会決議

第２３６８号（２０１７年）に基づく見直しは２０２１年

１１月１５日に終了した。同団体に対するインターポール

（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書の

ウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Entities 

７１２．～７１６． ［略］ 

７１７．タルハン・イスマイロヴィッチ・ガズィエフ（別名：（a）

ラムザン・オドゥエフ（b）タルハン・イサエヴィッチ・

ガズィエフ（c）フサン・イサエヴィッチ・ガズィエフ

（d）ウマル・スリモフ（e）バイナフ（f）セーヴェル

（g）アブ・ビラル（h）アブ・ヤシール（i）アブ・ヤシ

ム（j）フサン）(k)アブ・ビラル(l)アブ・ナセル） 

TARKHAN ISMAILOVICH GAZIEV  (original script): 

Тархан Исмаилович Газиев 

(a.k.a.: (a)Ramzan Oduev  (original script: 

Рамзан Одуев) (b)Tarkhan Isaevich Gaziev  

(original script: Тархан Исаевич 

した団体）として掲載されているISIL（いわゆる「イスラ

ム国」）、ジュマ・イスラミーヤ（JI）（３３２．に指定

した団体）及びジュマー・アンショール・タウヒード

(JAT)（６１２．に指定した団体）と関係のあるテロリス

ト団体。インドネシアのジャワ島やスラウェシ島のほか、

同国東部地方でも活発に活動。以前の指導者はAbu 

Wardah、別名Santoso（死亡）。 

同団体に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国

連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：

https://www.interpol.int/en/notice/search/une/591948

2 

 

７１２．～７１６． ［同左］ 

７１７．タルハン・イスマイロヴィッチ・ガズィエフ（別名：（a）

ラムザン・オドゥエフ（b）タルハン・イサエヴィッチ・

ガズィエフ（c）フサン・イサエヴィッチ・ガズィエフ

（d）ウマル・スリモフ（e）バイナフ（f）セーヴェル

（g）アブ・ビラル（h）アブ・ヤシール（i）アブ・ヤシ

ム（j）フサン）(k)アブ・ビラル(l)アブ・ナセル） 

TARKHAN ISMAILOVICH GAZIEV (a.k.a.: (a)Ramzan Oduev 

(b)Tarkhan Isaevich Gaziev (c)Husan Isaevich Gaziev 

(d)Umar Sulimov (e)Wainakh (f)Sever (g)Abu Bilal 

(h)Abu Yasir (i)Abu Asim (j)Husan (k) Ab-Bilal (l) 

Abu-Naser) 
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Газиев) (c)Husan Isaevich Gaziev  (original 

script: Хусан Исаевич Газиев) 

(d)Umar Sulimov (original script: Умар 

Сулимов) (e)Wainakh (original script: 

Вайнах)  (f)Sever (original script: 

Север) (g)Abu Bilal (original script: Абу-

Билал)  (h)Abu Yasir (original script: Абу 

Ясир) (i)Abu Asim (original script: Абу 

Ясим) (j)Husan  (original script: Хусан) 

(k) Ab-Bilal (l) Abu-Naser) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９６５年１１月１１日 

出生地：Itum-Kale,  Itum-Kalinskiy District, 

Republic of Chechnya, Russian Federation 

国籍：ロシア連邦 

旅券番号：不明 

ID番号：不明 

住所：（a）シリア・アラブ共和国（２０１５年８月時点

の居住地）（b）イラク（２０１５年８月時点で居住して

いる可能性のある別の場所） 

国連制裁委員会による指定日：２０１５年１０月２日（２

０１５年１２月１０日、２０１６年９月６日及び２０２１

年１２月２９日に改訂） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９６５年１１月１１日 

出生地：Itum-Kale,  Itum-Kalinskiy District, 

Republic of Chechnya, Russian Federation 

国籍：ロシア連邦旅券番号：不明 

旅券番号：不明 

ID番号：不明 

住所：（a）シリア・アラブ共和国（２０１５年８月時点

の居住地）（b）イラク（２０１５年８月時点で居住して

いる可能性のある別の場所） 

国連制裁委員会による指定日：２０１５年１０月２日（２

０１５年１２月１０日及び２０１６年９月６日に改訂） 
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その他の情報：２０１５年８月時点で、イラクのアル・カ

ーイダ（４５３．に指定した団体）として掲載されている

ISIL（いわゆる「イスラム国」）の一部を構成するテロリ

スト団体である、ジャマーアート・タルハンを指揮。領域

内でテロ犯罪を行ったとして、ロシア連邦当局より国際逮

捕状を通じたものを含め指名手配されている。写真はイン

ターポール（国際警察刑事機構）･国連安全保障理事会特

別手配者に含まれているものを利用可能。国連安全保障理

事会決議第２３６８号（２０１７年）に基づく見直しは２

０２１年１１月１５日に終了した。同人に対するインター

ポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手

配書のウェブ・リンク：

https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

７１８．～７２５． ［略］ 

７２６．モラド・ラーボウディ（別名：（a）アブ・イスマイル

（b）アブ・イスマイル・アル・マグリビ） 

MORAD LAABOUDI (a.k.a.: (a)Abu Ismail (b)Abu Ismail 

al-Maghribi) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９９３年２月２６日 

出生地：モロッコ 

国籍：モロッコ 

その他の情報：２０１５年８月時点で、イラクのアル・カ

ーイダ（４５３．に指定した団体）として掲載されている

ISIL（いわゆる「イスラム国」）の一部を構成するテロリ

スト団体である、ジャマーアート・タルハンを指揮。領域

内でテロ犯罪を行ったとして、ロシア連邦当局より国際逮

捕状を通じたものを含め指名手配されている。写真はイン

ターポール（国際警察刑事機構）･国連安全保障理事会特

別手配者に含まれているものを利用可能。 

 

 

 

 

 

 

７１８．～７２５． ［同左］ 

７２６．モラド・ラーボウディ（別名：（a）アブ・イスマイル

（b）アブ・イスマイル・アル・マグリビ） 

MORAD LAABOUDI (a.k.a.: (a)Abu Ismail (b)Abu Ismail 

al-Maghribi) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９９３年２月２６日 

出生地：モロッコ 

国籍：モロッコ 
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旅券番号：モロッコ旅券番号 UZ6430184 

ＩＤ番号：モロッコ国民ID番号 CD595054 

住所：トルコ 

国連制裁委員会による指定日：２０１６年２月２９日(２

０２１年１２月２９日に改訂) 

その他の情報：イラクのアル・カーイダ(４５３．に指定し

た団体)としてリストに掲載されている ISIL(いわゆる「イ

スラム国」)に参加する外国人テロ戦闘員の渡航のための便

宜供与者。国連安全保障理事会決議第２３６８号（２０１７

年）に基づく見直しは２０２１年１１月１５日に終了した。

同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安

全 保 障 理 事 会 特 別 手 配 書 の ウ ェ ブ ・ リ ン ク ：

https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

７２７． ［略］ 

７２８．ハサン・アル・サラハイン・サーリハ・アル・シャーリ

（別名：（a）フサイン・アル・サリーヒン・サリーハ・

アル・シャーリ（ｂ）アブ・ハビブ・アル・リビ（c）ハ

サン・アブ・ハビブ） 

HASAN AL-SALAHAYN SALIH AL-SHA’ARI (a.k.a.: 

(a)Husayn al-Salihin Salih al-Sha‘iri (b)Abu Habib 

al-Libi (c)Hasan Abu Habib) 

称号：不明 

役職：不明 

旅券番号：モロッコ旅券番号 UZ6430184 

ＩＤ番号：モロッコ国民ID番号 CD595054 

住所：トルコ 

国連制裁委員会による指定日：２０１６年２月２９日 

 

その他の情報：イラクのアル・カーイダ(４５３．に指定

した団体)としてリストに掲載されているISIL(いわゆる

「イスラム国」)に参加する外国人テロ戦闘員の渡航のた

めの便宜供与者。 

 

 

 

 

 

７２７． ［同左］ 

７２８．ハサン・アル・サラハイン・サーリハ・アル・シャーリ

（別名：（a）フサイン・アル・サリーヒン・サリーハ・

アル・シャーリ（ｂ）アブ・ハビブ・アル・リビ（c）ハ

サン・アブ・ハビブ） 

HASAN AL-SALAHAYN SALIH AL-SHA’ARI (a.k.a.: 

(a)Husayn al-Salihin Salih al-Sha‘iri (b)Abu Habib 

al-Libi (c)Hasan Abu Habib) 

称号：不明 

役職：不明 
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生年月日：１９７５年 

出生地：Derna, Libya 

国籍：リビア 

旅券番号：リビア旅券番号 542858 

ＩＤ番号：リビア国民ID番号 55252（リビア、デルナにて

発行） 

住所：リビア 

国連制裁委員会による指定日：２０１６年２月２９日(２

０２１年１２月２９日に改訂) 

その他の情報：イラクのアル・カーイダ(４５３．に指定

した団体)としてリストに掲載されているISIL(いわゆる

「イスラム国」)の便宜供与者。国連安全保障理事会決議

第２３６８号（２０１７年）に基づく見直しは２０２１年

１１月１５日に終了した。同人に対するインターポール

（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書の

ウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

７２９．ムニール・ベン・ダアウ・ベン・ブラヒム・ベン・ヘラル

（別名：（a）ムニール・ヘレル（b）ムニール・ヒレル

（c）アブ・ラフマフ（d）アブ・マリヤム・アル・チュニ

ジ） 

MOUNIR BEN DHAOU BEN BRAHIM BEN HELAL (a.k.a.: 

(a)Mounir Helel (b)Mounir Hilel (c)Abu Rahmah (d)Abu 

Maryam al-Tunisi) 

生年月日：１９７５年 

出生地：Derna, Libya 

国籍：リビア 

旅券番号：リビア旅券番号 542858 

ＩＤ番号：リビア国民ID番号 55252（リビア、デルナにて

発行） 

住所：リビア 

国連制裁委員会による指定日：２０１６年２月２９日 

 

その他の情報：イラクのアル・カーイダ(４５３．に指定

した団体)としてリストに掲載されているISIL(いわゆる

「イスラム国」)の便宜供与者。 

 

 

 

 

 

７２９．ムニール・ベン・ダアウ・ベン・ブラヒム・ベン・ヘラル

（別名：（a）ムニール・ヘレル（b）ムニール・ヒレル

（c）アブ・ラフマフ（d）アブ・マリヤム・アル・チュニ

ジ） 

MOUNIR BEN DHAOU BEN BRAHIM BEN HELAL (a.k.a.: 

(a)Mounir Helel (b)Mounir Hilel (c)Abu Rahmah (d)Abu 

Maryam al-Tunisi) 



70 
 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９８３年５月１０日 

出生地：Ben Guerdane, Tunisia 

国籍：チュニジア 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：不明 

住所：不明 

国連制裁委員会による指定日：２０１６年２月２９日(２

０２１年１２月２９日に改訂) 

その他の情報：渡航経路の確立及び確保に経験のある、外

国人テロ戦闘員の便宜供与者。北アフリカにおいて、イス

ラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織（１７３．に指

定した団体）に対する物質的援助に深く関わっている。外

国人テロ戦闘員がイラクのアル・カーイダ(４５３．に指

定した団体)としてリストに掲載されているISIL(いわゆる

「イスラム国」)へ参加するための、北アフリカ地域内及

びシリア・アラブ共和国への渡航を支援している。国連安

全保障理事会決議第２３６８号（２０１７年）に基づく見

直しは２０２１年１１月１５日に終了した。同人に対する

インターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事

会特別手配書のウェブ・リンク：

https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９８３年５月１０日 

出生地：Ben Guerdane, Tunisia 

国籍：チュニジア 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：不明 

住所：不明 

国連制裁委員会による指定日：２０１６年２月２９日 

 

その他の情報：渡航経路の確立及び確保に経験のある、外

国人テロ戦闘員の便宜供与者。北アフリカにおいて、イス

ラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織（１７３．に指

定した団体）に対する物質的援助に深く関わっている。外

国人テロ戦闘員がイラクのアル・カーイダ(４５３．に指

定した団体)としてリストに掲載されているISIL(いわゆる

「イスラム国」)へ参加するための、北アフリカ地域内及

びシリア・アラブ共和国への渡航を支援している。 
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７３０．モハンメド・アブデル・ハリーム・ヘマイダ・サーレフ

（別名：（a）ムハンマド・ハメイダ・サーレフ（b）ムハ

ンマド・アブド・アル・ハリム・フマイダフ（c）ファリ

ス・バルキスタン） 

MOHAMMED ABDEL-HALIM HEMAIDA SALEH (a.k.a.: 

(a)Muhammad Hameida Saleh (b)Muhammad Abd-al-Halim 

Humaydah (c)Faris Baluchistan) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：（a）１９８８年９月２２日（b）１９８９年９

月２２日 

出生地：Alexandria, Egypt 

国籍：エジプト 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：不明 

住所：エジプト 

国連制裁委員会による指定日：２０１６年２月２９日(２

０２１年１２月２９日に改訂) 

その他の情報：アル・カーイダ（１６６．に指定した団

体）のメンバー。シリア・アラブ共和国に向かう自爆テロ

犯の採用活動及びヨーロッパにおける標的を狙ったテロ活

動の計画に関わっている。２０１３年にエジプト、カイロ

にて逮捕された。国連安全保障理事会決議第２３６８号

（２０１７年）に基づく見直しは２０２１年１１月１５日

７３０．モハンメド・アブデル・ハリーム・ヘマイダ・サーレフ

（別名：（a）ムハンマド・ハメイダ・サーレフ（b）ムハ

ンマド・アブド・アル・ハリム・フマイダフ（c）ファリ

ス・バルキスタン） 

MOHAMMED ABDEL-HALIM HEMAIDA SALEH (a.k.a.: 

(a)Muhammad Hameida Saleh (b)Muhammad Abd-al-Halim 

Humaydah (c)Faris Baluchistan) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：（a）１９８８年９月２２日（b）１９８９年９

月２２日 

出生地：Alexandria, Egypt 

国籍：エジプト 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：不明 

住所：エジプト 

国連制裁委員会による指定日：２０１６年２月２９日 

 

その他の情報：アル・カーイダ（１６６．に指定した団

体）のメンバー。シリア・アラブ共和国に向かう自爆テロ

犯の採用活動及びヨーロッパにおける標的を狙ったテロ活

動の計画に関わっている。２０１３年にエジプト、カイロ

にて逮捕された。 
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に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察

機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リン

ク：https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

７３１．サリム・ベンガレム 

SALIM BENGHALEM 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９８０年７月６日 

出生地：Bourg la Reine, France 

国籍：フランス 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：不明 

住所：シリア・アラブ共和国（２０１５年９月時点） 

国連制裁委員会による指定日：２０１６年２月２９日（２

０２１年１２月２９日に改訂） 

その他の情報：シリアに拠点を置くフランスの暴力的過激

主義者であり、イラクのアル・カーイダ(４５３．に指定

した団体)としてリストに掲載されているISIL(いわゆる

「イスラム国」)のメンバー。欧州逮捕令状の対象。国連

安全保障理事会決議第２３６８号（２０１７年）に基づく

見直しは２０２１年１１月１５日に終了した。同人に対す

るインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理

事会特別手配書のウェブ・リンク：

 

 

 

 

７３１．サリム・ベンガレム 

SALIM BENGHALEM 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９８０年７月６日 

出生地：Bourg la Reine, France 

国籍：フランス 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：不明 

住所：シリア・アラブ共和国（２０１５年９月時点） 

国連制裁委員会による指定日：２０１６年２月２９日 

 

その他の情報：シリアに拠点を置くフランスの暴力的過激

主義者であり、イラクのアル・カーイダ(４５３．に指定

した団体)としてリストに掲載されているISIL(いわゆる

「イスラム国」)のメンバー。欧州逮捕令状の対象。 
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https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

７３２．アブ・ウバイダ・ユスフ・アル・アナビ（別名：（a）ア

ブ・オバイダ・ユーセフ・アル・アンナビ（b）アブ・ウ

バイダフ・ユスフ・アル・イナビ（c）メブラク・ヤジド

（d）ユーセフ・アブ・オベイダ（e）ミブラク・ヤジド

（f）ユーシフ・アブ・オバイダ・ヤジド（g）ヤジド・メ

ブラク（h）ヤジド・マブラク（i）ユスフ・アブ・ウバイ

ダフ（j）アブ・ユーセフ） 

ABU UBAYDAH YUSUF AL-ANABI (a.k.a.: (a)Abou Obeida 

Youssef Al-Annabi (b)Abu-Ubaydah Yusuf Al-Inabi 

(c)Mebrak Yazid (d)Youcef Abu Obeida (e)Mibrak Yazid 

(f)Yousif Abu Obayda Yazid (g)Yazid Mebrak (h)Yazid 

Mabrak (i)Yusuf Abu Ubaydah (j)Abou Youcef) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９６９年２月７日 

出生地：Annaba, Algeria 

国籍：アルジェリア 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：不明 

住所：アルジェリア 

国連制裁委員会による指定日：２０１６年２月２９日(２

０２１年１２月２９日に改訂) 

 

 

７３２．アブ・ウバイダ・ユスフ・アル・アナビ（別名：（a）ア

ブ・オバイダ・ユーセフ・アル・アンナビ（b）アブ・ウ

バイダフ・ユスフ・アル・イナビ（c）メブラク・ヤジド

（d）ユーセフ・アブ・オベイダ（e）ミブラク・ヤジド

（f）ユーシフ・アブ・オバイダ・ヤジド（g）ヤジド・メ

ブラク（h）ヤジド・マブラク（i）ユスフ・アブ・ウバイ

ダフ（j）アブ・ユーセフ） 

ABU UBAYDAH YUSUF AL-ANABI (a.k.a.: (a)Abou ObeJda 

Youssef Al-Annabi (b)Abu-Ubaydah Yusuf Al-Inabi 

(c)Mebrak Yazid (d)Youcef Abu Obeida (e)Mibrak Yazid 

(f)Yousif Abu Obayda Yazid (g)Yazid Mebrak (h)Yazid 

Mabrak (i)Yusuf Abu Ubaydah (j)Abou Youcef) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９６９年２月７日 

出生地：Annaba, Algeria 

国籍：アルジェリア 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：不明 

住所：アルジェリア 

国連制裁委員会による指定日：２０１６年２月２９日 
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その他の情報：イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ

組織（１７３．に指定した団体）の指導者。写真はインタ

ーポール（国際警察刑事機構）･国連安全保障理事会特別

手配者に含まれているものを利用可能。国連安全保障理事

会決議第２３６８号（２０１７年）に基づく見直しは２０

２１年１１月１５日に終了した。同人に対するインターポ

ール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配

書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-

we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

７３３．～７３７． ［略］ 

７３８．フサイン・ジュアイスニ（別名：(a)フセイン・モハンメ

ド・フセイン・アルジェイスニ(b)フサイン・ムハンマ

ド・アル・ジュアイスニ(c)フサイン・ムハンマド・フサ

イン・アル・ジュアイスニ(d)フサイン・ムハマド・フサ

イン・アル・ジュアイスニ(e)フサイン・ムハンマド・フ

サイン・ジュアイスニ(f)アブ・ムアス・アル・ジュアイ

トニ） 

HUSAYN JUAYTHINI (a.k.a.: (a)Hussein Mohammed 

Hussein Aljeithni (b)Husayn Muhammad al-Juaythini 

(c)Husayn Muhammad Husayn al-Juaythini (d)Husayn 

Muhamad Husayn al-Juaythini (e)Husayn Muhammad 

Husayn Juaythini (f)Abu Muath al-Juaitni） 

称号：不明 

役職：不明 

その他の情報：イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ

組織（１７３．に指定した団体）の指導者。写真はインタ

ーポール（国際警察刑事機構）･国連安全保障理事会特別

手配者に含まれているものを利用可能。 

 

 

 

 

 

７３３．～７３７． ［同左］ 

７３８．フサイン・ジュアイスニ（別名：(a)フセイン・モハンメ

ド・フセイン・アルジェイスニ(b)フサイン・ムハンマ

ド・アル・ジュアイスニ(c)フサイン・ムハンマド・フサ

イン・アル・ジュアイスニ(d)フサイン・ムハマド・フサ

イン・アル・ジュアイスニ(e)フサイン・ムハンマド・フ

サイン・ジュアイスニ(f)アブ・ムアス・アル・ジュアイ

トニ） 

HUSAYN JUAYTHINI (a.k.a.: (a)Hussein Mohammed 

Hussein Aljeithni (b)Husayn Muhammad al-Juaythini 

(c)Husayn Muhammad Husayn al-Juaythini (d)Husayn 

Muhamad Husayn al-Juaythini (e)Husayn Muhammad 

Husayn Juaythini (f)Abu Muath al-Juaitni） 

称号：不明 

役職：不明 
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生年月日：１９７７年５月３日 

出生地：Nuseirat Refugee Camp, Gaza Strip, 

Palestinian Territories 

国籍：パレスチナ 

旅券番号：0363464（パレスチナ暫定自治政府発行） 

ＩＤ番号：不明 

住所：ガザ地区、パレスチナ 

国連制裁委員会による指定日：２０１６年４月２０日(２

０２１年１２月２９日に改訂) 

その他の情報：イラクのアル・カーイダ（４５３．に指定

した団体）としてリストに掲載されているISIL（いわゆる

「イスラム国」）、イブラヒーム・アッワード・イブラヒ

ーム・アリー・アル・バドリー・アル・サマッライ（６０

０．に指定した個人）としてリストに掲載されている同組

織の指導者アブー・バクル・アル・バグダーディー及びガ

ザ地区内の武装グループと関係を有する。ガザ地区内に

「イスラム国」のプレゼンスを構築するため、資金を使用

した。国連安全保障理事会決議第２３６８号（２０１７

年）に基づく見直しは２０２１年１１月１５日に終了し

た。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・

国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：

https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

７３９．ムハンマド・ショレー・イブラヒム（別名：(a)モハンマ

生年月日：１９７７年５月３日 

出生地：Nuseirat Refugee Camp, Gaza Strip, 

Palestinian Territories 

国籍：パレスチナ 

旅券番号：0363464（パレスチナ暫定自治政府発行） 

ＩＤ番号：不明 

住所：ガザ地区、パレスチナ 

国連制裁委員会による指定日：２０１６年４月２０日 

 

その他の情報：イラクのアル・カーイダ（４５３．に指定

した団体）としてリストに掲載されているISIL（いわゆる

「イスラム国」）、イブラヒーム・アッワード・イブラヒ

ーム・アリー・アル・バドリー・アル・サマッライ（６０

０．に指定した個人）としてリストに掲載されている同組

織の指導者アブー・バクル・アル・バグダーディー及びガ

ザ地区内の武装グループと関係を有する。ガザ地区内に

「イスラム国」のプレゼンスを構築するため、資金を使用

した。 

 

 

 

 

 

７３９．ムハンマド・ショレー・イブラヒム（別名：(a)モハンマ
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ド・ショレー・イブラヒム(b)ムハンマド・ショレー・イ

ブロヒム(c)ムハンマド・ソレー・イブラヒム(d)ショレ

ー・イブラヒム(e)ムー・ショレー・イブラヒム） 

MUHAMMAD SHOLEH IBRAHIM （a.k.a.: (a)Mohammad Sholeh 

Ibrahim (b)Muhammad Sholeh Ibrohim (c)Muhammad Soleh 

Ibrahim (d)Sholeh Ibrahim (e)Muh Sholeh Ibrahim） 

称号：Ustad（ウスタッド） 

役職：不明 

生年月日：１９５８年９月 

出生地：Demak, Indonesia 

国籍：インドネシア 

ＩＤ番号：不明 

旅券番号：不明 

住所：不明 

国連制裁委員会による指定日：２０１６年４月２０日(２

０２１年１２月２９日に改訂) 

その他の情報：２０１４年以来、ジュマー・アンショー

ル・タウヒード(JAT)（６１２．に指定した団体）の指導

者代行を務める人物であり、イラクのアル・カーイダ（４

５３．に指定した団体）としてリストに掲載されている

ISIL（いわゆる「イスラム国」）に対する支援を行った。

国連安全保障理事会決議第２３６８号（２０１７年）に基

づく見直しは２０２１年１１月１５日に終了した。同人に

対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保

ド・ショレー・イブラヒム(b)ムハンマド・ショレー・イ

ブロヒム(c)ムハンマド・ソレー・イブラヒム(d)ショレ

ー・イブラヒム(e)ムー・ショレー・イブラヒム） 

MUHAMMAD SHOLEH IBRAHIM （a.k.a.: (a)Mohammad Sholeh 

Ibrahim (b)Muhammad Sholeh Ibrohim (c)Muhammad Soleh 

Ibrahim (d)Sholeh Ibrahim (e)Muh Sholeh Ibrahim） 

称号：Ustad（ウスタッド） 

役職：不明 

生年月日：１９５８年９月 

出生地：Demak, Indonesia 

国籍：インドネシア 

ＩＤ番号：不明 

旅券番号：不明 

住所：不明 

国連制裁委員会による指定日：２０１６年４月２０日 

 

その他の情報：２０１４年以来、ジュマー・アンショー

ル・タウヒード(JAT)（６１２．に指定した団体）の指導

者代行を務める人物であり、イラクのアル・カーイダ（４

５３．に指定した団体）としてリストに掲載されている

ISIL（いわゆる「イスラム国」）に対する支援を行った。 
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障理事会特別手配書のウェブ・リンク：

https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

７４０．アスラン・アヴガザロヴィッチ・ビュトゥカエフ（別名：

(a)アミール・ハズマット(b)アブバカル) 

ASLAN AVGAZAROVICH BYUTUKAEV (original script: 

Аслан Авгазарович Бютукаев) 

(a.k.a.: (a)Amir Khazmat (original script: Амир 

Хазмат) (b)Abubakar (original script: 

Абубакар)) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９７４年１０月２２日 

出生地：Kitaevka, Novoselitskiy District, Stavropol 

Region, Russian Federation 

国籍：ロシア連邦 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：不明 

住所：Akharkho Street, 11, Katyr-Yurt, Achkhoy-

Martanovskiy District, Republic of Chechnya, Russian 

Federation  

国連制裁委員会による指定日：２０１６年８月３日（２０

２１年１２月２９日に改訂） 

その他の情報：テロ犯罪でロシア連邦当局に指名手配され

 

 

 

７４０．アスラン・アヴガザロヴィッチ・ビュトゥカエフ（別名：

(a)アミール・ハズマット(b)アブバカル) 

ASLAN AVGAZAROVICH BYUTUKAEV (a.k.a.: (a)Amir 

Khazmat (b)Abubakar) 

 

 

 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９７４年１０月２２日 

出生地：Kitaevka, Novoselitskiy District, Stavropol 

Region, Russian Federation 

国籍：ロシア連邦 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：不明 

住所：Akharkho Street, 11, Katyr-Yurt, Achkhoy-

Martanovskiy District, Republic of Chechnya, Russian 

Federation  

国連制裁委員会による指定日：２０１６年８月３日 

 

その他の情報：テロ犯罪でロシア連邦当局に指名手配され



78 
 

た。リヤダス・サリヒン・リカナザンス・アンド・サボタ

ージュ・バタリオン・オブ・チェチェン・マーターズ（Ｒ

ＳＲＳＢＣＭ）（３４６．に指定した団体）の自殺大隊を

指揮している。国連安全保障理事会決議第２３６８号（２

０１７年）に基づく見直しは２０２１年１１月１５日に終

了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機

構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：

https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

７４１．アイラット・ナシモヴィッチ・ヴァヒトフ（別名：サルマ

ン・ブルガルスキー) 

AYRAT NASIMOVICH VAKHITOV (original script: 

Айрат Насимович Вахитов) 

(a.k.a.: Salman Bulgarskiy (original script: 

Салман Булгарский)) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９７７年３月２７日 

出生地：Naberezhnye Chelny, Republic of Tatarstan, 

Russian Federation 

国籍：ロシア連邦 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：不明 

住所：不明 

た。リヤダス・サリヒン・リカナザンス・アンド・サボタ

ージュ・バタリオン・オブ・チェチェン・マーターズ（Ｒ

ＳＲＳＢＣＭ）（３４６．に指定した団体）の自殺大隊を

指揮している。 

 

 

 

 

 

７４１．アイラット・ナシモヴィッチ・ヴァヒトフ（別名：サルマ

ン・ブルガルスキー) 

AYRAT NASIMOVICH VAKHITOV (a.k.a.: Salman 

Bulgarskiy) 

 

 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９７７年３月２７日 

出生地：Naberezhnye Chelny, Republic of Tatarstan, 

Russian Federation 

国籍：ロシア連邦 

旅券番号：不明 

ＩＤ番号：不明 

住所：不明 
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国連制裁委員会による指定日：２０１６年８月３日(２０

２１年１２月２９日に改訂) 

その他の情報：シリア市民又はイラク市民の偽造旅券を使

用しているかもしれない。レバントの人々のためのアル・

ヌスラ戦線（６４４．に指定した団体）の「Bulgar 

Group」のメンバーで、１００人の戦闘員を率いている。

写真はインターポール（国際刑事警察機構）･国連安全保

障理事会特別手配書に含まれているものを利用可能。国連

安全保障理事会決議第２３６８号（２０１７年）に基づく

見直しは２０２１年１１月１５日に終了した。同人に対す

るインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理

事会特別手配書のウェブ・リンク：

https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

７４２．ルスタム・マゴメドヴィッチ・アセルデロフ（別名：（a）

アブ・ムハンマド（b）アブ・ムハンマド・アル・カダリ

（c）ムハマドムフタール） 

RUSTAM MAGOMEDOVICH ASELDEROV  

(original script: Рустам 

Магомедович Асельдеров) 

(a.k.a.:(a)Abu Muhammad (original script: Абу 

Мухаммад) (b)Abu Muhammad Al-Kadari 

(original script: Абу Мухаммад Аль-

Кадари) (c)Muhamadmuhtar(original script: 

国連制裁委員会による指定日：２０１６年８月３日 

 

その他の情報：シリア市民又はイラク市民の偽造旅券を使

用しているかもしれない。レバントの人々のためのアル・

ヌスラ戦線（６４４．に指定した団体）の「Bulgar 

Group」のメンバーで、１００人の戦闘員を率いている。

写真はインターポール（国際警察刑事機構）･国連安全保

障理事会特別手配書に含まれているものを利用可能。 

 

 

 

 

 

 

７４２．ルスタム・マゴメドヴィッチ・アセルデロフ（別名：（a）

アブ・ムハンマド（b）アブ・ムハンマド・アル・カダリ

（c）ムハマドムフタール） 

RUSTAM MAGOMEDOVICH ASELDEROV  

(original script: Рустам 

Магомедович Асельдеров) 

(a.k.a.:(a)Abu Muhammad (b)Abu Muhammad Al-Kadari 

(c)Muhamadmuhtar) 
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Мухамадмухтар)) 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９８１年３月９日 

出生地： Iki-Burul Village, Iki-Burulskiy District, 

Republic of Kalmykia, Russian Federation 

国籍：ロシア連邦 

旅券番号：ロシア旅券番号8208 No.555627、ロシア連邦移

民庁ダゲスタン共和国レニンスキー事務所発行 

ＩＤ番号：不明 

住所：不明 

国連制裁委員会による指定日：２０１６年１２月１２日

（２０１７年８月９日、２０１９年５月１日及び２０２１

年１２月２９日に改訂） 

その他の情報：ロシア連邦のダゲスタン共和国、チェチェ

ン共和国及びイングーシ共和国で活動する１６０人以上の

テロリスト戦闘員グループを率いていた。２０１６年１２

月３日にロシア連邦のダゲスタン共和国のマハチカラにお

いて殺害された。写真は、インターポール（国際刑事警察

機構）･国連安全保障理事会特別手配書に含まれているも

のを利用可能。国連安全保障理事会決議第２２５３号（２

０１５年）に基づく見直しは２０１９年２月２１日に終了

した。国連安全保障理事会決議第２３６８号（２０１７

年）に基づく見直しは２０２１年１１月１５日に終了し

 

称号：不明 

役職：不明 

生年月日：１９８１年３月９日 

出生地： Iki-Burul Village, Iki-Burulskiy District, 

Republic of Kalmykia, Russian Federation 

国籍：ロシア連邦 

旅券番号：ロシア旅券番号8208 No.555627、ロシア連邦移

民庁ダゲスタン共和国レニンスキー事務所発行 

ＩＤ番号：不明 

住所：不明 

国連制裁委員会による指定日：２０１６年１２月１２日

（２０１７年８月９日及び２０１９年５月１日に改訂） 

 

その他の情報：ロシア連邦のダゲスタン共和国、チェチェン

共和国及びイングーシ共和国で活動する１６０人以上のテ

ロリスト戦闘員グループを率いていた。２０１６年１２月

３日にロシア連邦のダゲスタン共和国のマハチカラにおい

て殺害された。写真は、インターポール（国際刑事警察機

構）･国連安全保障理事会特別手配書に含まれているものを

利用可能。国連安全保障理事会決議第２２５３号（２０１５

年）に基づく見直しは２０１９年２月２１日に終了した。同

人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全

保障理事会特別手配書のウェブ・リンク： 
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た。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・

国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：

https://www.interpol.int/en/How-we-

work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

７４３．～７９２． ［略］ 

https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5993047 

 

 

 

７４３．～７９２． ［同左］ 

備 考  表 中  記 載 及 び 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記  

 



○ 国 家 公 安 委 員 会 告 示 第 十 四 号

次 の 公 告 国 際 テ ロ リ ス ト に つ い て 公 告 さ れ た 事 項 に 変 更 が あ っ た の で 国 際 連 合 安 全 保 障 理 事 会、 、

決 議 第 千 二 百 六 十 七 号 等 を 踏 ま え 我 が 国 が 実 施 す る 国 際 テ ロ リ ス ト の 財 産 の 凍 結 等 に 関 す る 特 別 措 置

法 （ 平 成 二 十 六 年 法 律 第 百 二 十 四 号 ） 第 三 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 次 の と お り 告 示 す る、 。

令 和 四 年 二 月 十 八 日

国 家 公 安 委 員 会 委 員 長 二 之 湯 智

１ 名簿記載者公告番号QE－11（アデン・イスラム軍（ISLAMIC ARMY OF ADEN））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2001年10月６日

その他参考となるべき事項 安全保障理事会決議1822（2008年）に基づく見直しは2010年７月

９日に終了した。

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2001年10月６日（2021年12月29日に改訂）

その他参考となるべき事項 国連安全保障理事会決議1822号（2008年）に基づく見直しは2010

年７月９日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2021年11

月15日に終了した。同団体に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会



特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-No

tices-Entities

２ 名簿記載者公告番号QI－10（ターリク・アンワル・エル・サイード・アハマド（TARIQ ANWAR EL

SAYED AHMED

（original script: ）））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2001年10月６日（2004年11月26日、2007年７月18日、2011年５月16

日及び2019年５月１日に改訂）

その他参考となるべき事項 2001年10月に死亡したと報告されている。国連安全保障理事会決

議第1822号（2008年）に基づく見直しは2010年７月29日に終了した。国連安全保障理事会決議第

2253号（2015年）に基づく見直しは2019年２月21日に終了した。同人に対するインターポール（国

際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.in

t/en/notice/search/un/4493067

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2001年10月６日（2004年11月26日、2007年７月18日、2011年５月16

日、2019年５月１日及び2021年12月29日に改訂）



その他参考となるべき事項 2001年10月に死亡したと報告されている。国連安全保障理事会決

議第1822号（2008年）に基づく見直しは2010年７月29日に終了した。国連安全保障理事会決議第

2253号（2015年）に基づく見直しは2019年２月21日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368

号（2017年）に基づく見直しは2021年11月15日に終了した。同人に対するインターポール（国際

刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/

en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

３ 名簿記載者公告番号QE－16（ジャミヤ・タアウン・アル・イスラミア（JAM'YAH TA'AWUN AL-ISL

AMIA））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2001年10月17日（2011年12月13日に改訂）

その他参考となるべき事項 2001年にウサマ・ムハンメド・アワド・ビン・ラーデンによって

設立。安全保障理事会決議1822（2008年）に基づく見直しは2010年６月21日に終了した。

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2001年10月17日（2011年12月13日及び2021年12月29日に改訂）

その他参考となるべき事項 2001年にウサマ・ムハンメド・アワド・ビン・ラーデンによって

設立。国連安全保障理事会決議第1822号（2008年）に基づく見直しは2010年６月21日に終了した。



国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2021年11月15日に終了した。同団

体に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リ

ンク：https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

４ 名簿記載者公告番号QE－18（ウンマ・タミーレ・ノウ（UMMAH TAMEER E-NAU（UTN）））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2001年12月24日（2011年12月13日に改訂）

その他参考となるべき事項 指導者にはマフムード・スルタン・バシール・ウッディン（QI－

19）、マジード・アブドゥル（QI－21）及びムハンマド・トフェール（QI－22）がいる。パキス

タンにおいて活動が禁止された。安全保障理事会決議1822（2008年）に基づく見直しは2010年６

月21日に終了した。

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2001年12月24日（2011年12月13日及び2021年12月29日に改訂）

その他参考となるべき事項 指導者にはマフムード・スルタン・バシール・ウッディン（QI－

20）、マジード・アブドゥル（QI－21）及びムハンマド・トフェール（QI－22）がいる。パキス

タンにおいて活動が禁止された。国連安全保障理事会決議1822号（2008年）に基づく見直しは20

10年６月21日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2021年



11月15日に終了した。同団体に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事

会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-

Notices-Entities

５ 名簿記載者公告番号QE－19（アフガン支援委員会（AFGHAN SUPPORT COMMITTEE（ASC）））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2002年１月11日（2011年12月13日に改訂）

その他参考となるべき事項 イスラムの遺産復興協会（QE－20）と関係がある。アブ・バクル

・アル・ジャジリ（QI－24）が財務部門責任者を務める。安全保障理事会決議1822（2008年）に

基づく見直しは2010年６月８日に終了した。

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2002年１月11日（2011年12月13日及び2021年12月29日に改訂）

その他参考となるべき事項 イスラムの遺産復興協会（QE－20）と関係がある。アブ・バクル

・アル・ジャジリ（QI－24）が財務部門責任者を務める。国連安全保障理事会決議第1822号（20

08年）に基づく見直しは2010年６月８日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）

に基づく見直しは2021年11月15日に終了した。同団体に対するインターポール（国際刑事警察機

構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-



work/Notices/View-UN-Notices-Entities

６ 名簿記載者公告番号QI－25（アブド・エル・カーデル・マフムード・モハメド・エッサイード（A

BD EL KADER MAHMOUD MOHAMED EL SAYED

（original script:  ）））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2002年４月24日（2004年11月26日、2007年６月７日、2011年５月16

日及び2019年５月１日に改訂）

その他参考となるべき事項 Italian Fiscal Code（イタリア納税者番号）:SSYBLK62T26Z336L。

2004年２月２日にイタリアで懲役８年の判決を受けた。イタリア当局による裁判から逃亡中と考

えられている。国連安全保障理事会決議第1822号（2008年）に基づく見直しは2010年４月22日に

終了した。国連安全保障理事会決議第2253号（2015年）に基づく見直しは2019年２月21日に終了

した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウ

ェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1418867

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2002年４月24日（2004年11月26日、2007年６月７日、2011年５月16

日、2019年５月１日及び2021年12月29日に改訂）



その他参考となるべき事項 Italian Fiscal Code（イタリア納税者番号）:SSYBLK62T26Z336L。

2004年２月２日にイタリアで懲役８年の判決を受けた。イタリア当局による裁判から逃亡中と考

えられている。国連安全保障理事会決議第1822号（2008年）に基づく見直しは2010年４月22日に

終了した。国連安全保障理事会決議第2253号（2015年）に基づく見直しは2019年２月21日に終了

した。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2021年11月15日に終了した。

同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・

リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

７ 名簿記載者公告番号QI－40（サイード・バーハージー（SAID BAHAJI

（original script: سعيد باهاجى ）））

(1) 変更前

旅券番号 (a)ドイツ旅券 28642163（ハンブルグ市が暫定的に発行） (b)モロッコ旅券 9542

42（Meknas, Moroccoにて1995年６月28日発行）（失効）

名簿に記載された年月日 2002年９月30日（2004年11月26日、2005年９月９日、2007年７月２

日、2010年12月23日、2014年９月９日及び2019年５月１日に改訂）

その他参考となるべき事項 2010年４月時点でアル・カーイダ（QE－１）のマスメディア委員

会の副委員長。2001年９月21日ドイツ当局は同人の逮捕令状を発行した。国連安全保障理事会決



議第1822号（2008年）に基づく見直しは2010年５月20日に終了した。2013年９月にアフガニスタ

ンとパキスタンの国境地帯で死亡したと報告されている。国連安全保障理事会決議第2253号（20

15年）に基づく見直しは2019年２月21日に終了した。ID番号：BPA Nr.1336597587。同人に対す

るインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：htt

ps://www.interpol.int/en/notice/search/un/4517705

(2) 変更後

旅券番号 (a)ドイツ旅券 28642163（ハンブルク市が暫定的に発行） (b)モロッコ旅券 9542

42（Meknas, Moroccoにて1995年６月28日発行）（失効）

名簿に記載された年月日 2002年９月30日（2004年11月26日、2005年９月９日、2007年７月２

日、2010年12月23日、2014年９月９日、2019年５月１日及び2021年12月29日に改訂）

その他参考となるべき事項 2010年４月時点でアル・カーイダ（QE－１）のマスメディア委員

会の副委員長。2001年９月21日ドイツ当局は同人の逮捕令状を発行した。国連安全保障理事会決

議第1822号（2008年）に基づく見直しは2010年５月20日に終了した。2013年９月にアフガニスタ

ンとパキスタンの国境地帯で死亡したと報告されている。国連安全保障理事会決議第2253号（20

15年）に基づく見直しは2019年２月21日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）

に基づく見直しは2021年11月15日に終了した。ID番号：Germany Identity document ("Bundespe



rsonalausweis")1336597587。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障

理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View

-UN-Notices-Individuals

８ 名簿記載者公告番号QI－41（ザカリヤ・エッサバル（ZAKARYA ESSABAR））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2002年９月30日（2004年11月26日及び2011年６月10日に改訂）

その他参考となるべき事項 父の名前はモハメド・ベン・アフメド（Mohamed ben Ahmed）、母

の名前はスフィア・ベント・トウバリ（Sfia bent Toubali）。安全保障理事会決議1822（2008年）

に基づく見直しは2010年５月20日に終了した。ID番号：(a)モロッコ国民ID E-189935、(b)モロ

ッコ国民IDカード：G-0343089。

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2002年９月30日（2004年11月26日、2011年６月10日及び2021年12月

29日に改訂）

その他参考となるべき事項 父の名前はモハメド・ベン・アフメド（Mohamed ben Ahmed）、母

の名前はスフィア・ベント・トウバリ（Sfia bent Toubali）。国連安全保障理事会決議第1822号

（2008年）に基づく見直しは2010年５月20日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号（20



17年）に基づく見直しは2021年11月15日に終了した。ID番号：(a)モロッコ国民ID E-189935 (b)

モロッコ国民IDカード：G-0343089。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安

全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notice

s/View-UN-Notices-Individuals

９ 名簿記載者公告番号QE－29（ラシュカル・イ・ジャングヴィ（LASHKAR I JHANGVI（LJ）））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2003年２月３日（2011年12月13日及び2017年11月20日に改訂）

その他参考となるべき事項 主にパキスタンのパンジャブ州及びカラチ市に拠点を置く。2010

年に活動が禁止されたが、パキスタンにおいて活動的である。安全保障理事会決議第2161号（20

14年）に基づく見直しは2016年12月23日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警

察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/not

ice/search/une/5282017

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2003年２月３日（2011年12月13日、2017年11月20日及び2021年12月

29日に改訂）

その他参考となるべき事項 主にパキスタンのパンジャブ州及びカラチ市に拠点を置く。2010



年に活動が禁止されたが、パキスタンにおいて活動的である。国連安全保障理事会決議第2161号

（2014年）に基づく見直しは2016年12月23日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号（20

17年）に基づく見直しは2021年11月15日に終了した。同団体に対するインターポール（国際刑事

警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/H

ow-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

10 名簿記載者公告番号QE－31（イスラミック・インターナショナル・ブリゲイド（ISLAMIC INTERN

ATIONAL BRIGADE（IIB）））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2003年３月４日（2011年12月13日及び2019年12月６日に改訂）

その他参考となるべき事項 リヤダス・サリヒン・リカナザンス・アンド・サボタージュ・バ

タリオン・オブ・チェチェン・マーターズ（RSRSBCM）（QE－33）及びスペシャル・パーパス・イ

スラミック・レジメント（SPIR）（QE－32）とつながりがある。国連安全保障理事会決議第1822

号（2008年）に基づく見直しは2010年５月17日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号（2

017年）に基づく見直しは2019年12月４日に終了した。同団体に対するインターポール（国際刑

事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en

/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities



(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2003年３月４日（2011年12月13日、2019年12月６日及び2021年12月

29日に改訂）

その他参考となるべき事項 リヤダス・サリヒン・リカナザンス・アンド・サボタージュ・バ

タリオン・オブ・チェチェン・マーターズ（RSRSBCM）（QE－33）及びスペシャル・パーパス・イ

スラミック・レジメント（SPIR）（QE－32）とつながりがある。国連安全保障理事会決議第1822

号（2008年）に基づく見直しは2010年５月17日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号（2

017年）に基づく見直しは2019年12月４日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号（2017

年）に基づく見直しは2021年11月15日に終了した。同団体に対するインターポール（国際刑事警

察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How

-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

11 名簿記載者公告番号QE－39（アル・フゥルカン（AL FURQAN））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2004年５月11日（2004年11月26日、2009年３月24日及び2019年５月

１日に改訂）

その他参考となるべき事項 1997年９月26日、ボスニア・ヘルツェゴビナにてシチズンズ・ア



ソシエーション・フォー・サポート・アンド・プリベンション・オブ・ライズ・フゥルカン（Ci

tizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan）の名で市民団体として

登録された。アル・フゥルカンはボスニア・ヘルツェゴビナ連邦司法省の決定（決定番号：03-0

54-286/97、2002年11月８日付け）によりその業務を停止。アル・フゥルカンは2008年12月の時

点で現存していない。国連安全保障理事会決議第1822号（2008年）に基づく見直しは2010年６月

15日に終了した。国連安全保障理事会決議第2253号（2015年）に基づく見直しは2019年２月21日

に終了した。同団体に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手

配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235578

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2004年５月11日（2004年11月26日、2009年３月24日、2019年５月１

日及び2021年12月29日に改訂）

その他参考となるべき事項 1997年９月26日、ボスニア・ヘルツェゴビナにてシチズンズ・ア

ソシエーション・フォー・サポート・アンド・プリベンション・オブ・ライズ・フゥルカン（Ci

tizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan）の名で市民団体として

登録された。アル・フゥルカンはボスニア・ヘルツェゴビナ連邦司法省の決定（決定番号：03-0

54-286/97、2002年11月８日付け）によりその業務を停止。アル・フゥルカンは2008年12月の時



点で現存していない。国連安全保障理事会決議第1822号（2008年）に基づく見直しは2010年６月

15日に終了した。国連安全保障理事会決議第2253号（2015年）に基づく見直しは2019年２月21日

に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2021年11月15日に終

了した。同団体に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書

のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Enti

ties

12 名簿記載者公告番号QI－96（アリス・スマルソノ（ARIS SUMARSONO））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2005年５月16日（2019年４月17日に改訂）

その他参考となるべき事項 国連安全保障理事会決議第1822号（2008年）に基づく見直しは20

10年６月８日に終了した。国連安全保障理事会決議第2253号（2015年）に基づく見直しは2018年

６月７日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会

特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4681385

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2005年５月16日（2019年４月17日及び2021年12月29日に改訂）

その他参考となるべき事項 国連安全保障理事会決議第1822号（2008年）に基づく見直しは20



10年６月８日に終了した。国連安全保障理事会決議第2253号（2015年）に基づく見直しは2018年

６月７日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2021年11月

15日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別

手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notice

s-Individuals

13 名簿記載者公告番号QI－99（アブダッラー・モハメド・ラガブ・アブデル・ラフマン（ABD ALLA

H MOHAMED RAGAB ABDEL RAHMAN

（original script：  ）））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2005年９月29日（2011年12月13日及び2019年５月１日に改訂）

その他参考となるべき事項 エジプシャン・イスラミック・ジハード団（QE－５）のメンバー。

国連安全保障理事会決議第1822号（2008年）に基づく見直しは2010年６月１日に終了した。国連

安全保障理事会決議第2253号（2015年）に基づく見直しは2019年２月21日に終了した。同人に対

するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：h

ttps://www.interpol.int/en/notice/search/un/4493165

(2) 変更後



名簿に記載された年月日 2005年９月29日（2011年12月13日、2019年５月１日及び2021年12月

29日に改訂）

その他参考となるべき事項 エジプシャン・イスラミック・ジハード団（QE－５）のメンバー。

国連安全保障理事会決議第1822号（2008年）に基づく見直しは2010年６月１日に終了した。国連

安全保障理事会決議第2253号（2015年）に基づく見直しは2019年２月21日に終了した。国連安全

保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2021年11月15日に終了した。同人に対する

インターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク ：http

s://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

14 名簿記載者公告番号QI－100（ザキ・イザット・ザキ・アフマド（ZAKI EZAT ZAKI AHMED

:original script）احمد زكي عزت زكي ）））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2005年９月29日（2011年12月13日及び2019年５月１日に改訂）

その他参考となるべき事項 父親の名前はAhmed Ezat Zaki。エジプシャン・イスラミック・

ジハード団（QE－５）のメンバー。国連安全保障理事会決議第1822号（2008年）に基づく見直し

は2010年６月１日に終了した。国連安全保障理事会決議第2253号（2015年）に基づく見直しは20

19年２月21日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理



事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4514888

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2005年９月29日（2011年12月13日、2019年５月１日及び2021年12月

29日に改訂）

その他参考となるべき事項 父親の名前はAhmed Ezat Zaki。エジプシャン・イスラミック・

ジハード団（QE－５）のメンバー。国連安全保障理事会決議第1822号（2008年）に基づく見直し

は2010年６月１日に終了した。国連安全保障理事会決議第2253号（2015年）に基づく見直しは20

19年２月21日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2021年

11月15日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会

特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-No

tices-Individuals

15 名簿記載者公告番号QI－136（ヤヒヤ・ジュワーディ（YAHIA DJOUADI））

(1) 変更前

氏名 ヤヒヤ・ジュワーディ（YAHIA DJOUADI）

名簿に記載された年月日 2008年７月３日（2012年11月15日に改訂）

その他参考となるべき事項 イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織（QE－８）の幹部。



2008年６月現在マリ北部に居住している。母の名前はZohra Fares。父の名前はMohamed。

(2) 変更後

氏名 ヤヒヤ・ジュワーディ（YAHIA DJOUADI）

（original script: يحيى جوادي ））

名簿に記載された年月日 2008年７月３日（2012年11月15日及び2021年12月29日に改訂）

その他参考となるべき事項 イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織（QE－８）の幹部。

2008年６月現在マリ北部に居住している。母の名前はZohra Fares。父の名前はMohamed。国連安

全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2021年11月15日に終了した。同人に対す

るインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：htt

ps://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

16 名簿記載者公告番号QI－137（アモール・モハメド・ゲディール（AMOR MOHAMED GHEDEIR

:original script）قدير محمــد عمر ）））

(1) 変更前

別名 (a)アブデルハミド・アブー・ゼイド（Abdelhamid Abou Zeid） (b)ユーセフ・アーデ

ル（Youcef Adel） (c)アブー・アブデッラ（Abou Abdellah） (d)アビード・ハンマドウ（Ab

id Hammadou）（1965年12月12日にTouggourt, Wilaya（province）of Ouargla, Algeriaにおいて



出生）

名簿に記載された年月日 2008年７月３日（2012年５月10日、11月15日及び2019年３月29日に

改訂）

その他参考となるべき事項 イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織（QE－８）と関係

がある。2008年６月現在マリ北部に居住している。母の名前はBenarouba Bachira。父の名前はM

abrouk。同人は、2004年にチャドにおいて死亡したとされるAbid Hammadouの身元を奪った。201

3年２月24日時点で死亡したと報告されている。国連安全保障理事会決議第2253号（2015年）に

基づく見直しは2019年２月21日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）

・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/notice/sea

rch/un/1529259

(2) 変更後

別名 (a)アブデルハミド・アブー・ゼイド（Abdelhamid Abou Zeid） (b)ユーセフ・アーデ

ル（Youcef Adel） (c)アブー・アブデッラ（Abou Abdellah） (d)アビード・ハンマドウ（Ab

id Hammadou）（1965年12月12日にAlgeria において出生（以前のリスト記載ぶり））

名簿に記載された年月日 2008年７月３日（2012年５月10日、11月15日、2019年３月29日、５

月１日及び2021年12月29日に改訂）



その他参考となるべき事項 イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織（QE－８）と関係

がある。2008年６月現在マリ北部に居住している。母の名前はBenarouba Bachira。父の名前はM

abrouk。同人は、2004年にチャドにおいて死亡したとされるAbid Hammadouの身元を奪った。201

3年２月24日時点で死亡したと報告されている。国連安全保障理事会決議第2253号（2015年）に

基づく見直しは2019年２月21日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づ

く見直しは2021年11月15日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国

連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-work/No

tices/View-UN-Notices-Individuals

17 名簿記載者公告番号QI－139（アフメド・デグデーグ（AHMED DEGHDEGH））

(1) 変更前

氏名 アフメド・デグデーグ（AHMED DEGHDEGH）

名簿に記載された年月日 2008年７月３日（2009年３月24日及び2012年11月15日に改訂）

その他参考となるべき事項 イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織（QE－８）の幹部。

特にこの団体の財務に関与している。母の名前はZakia Chebira。父の名前はLakhdar。

(2) 変更後

氏名 アフメド・デグデーグ（AHMED DEGHDEGH



（original script:أحمد دغداغ ））

名簿に記載された年月日 2008年７月３日（2009年３月24日、2012年11月15日及び2021年12月

29日に改訂）

その他参考となるべき事項 イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織（QE－８）の幹部。

特にこの団体の財務に関与している。母の名前はZakia Chebira。父の名前はLakhdar。国連安全

保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2021年11月15日に終了した。同人に対する

インターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https

://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

18 名簿記載者公告番号QI－145（ルドゥアン・エル・ハブハブ（REDOUANE EL HABHAB））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2008年11月12日（2009年１月30日、３月24日及び2012年11月15日に

改訂）

その他参考となるべき事項 2012年４月にドイツにおいて服役後、釈放された。ドイツ連邦ID

カード：1007850441（2001年３月27日ドイツのキール（Kiel）市当局が発行、2011年３月26日失

効）

(2) 変更後



名簿に記載された年月日 2008年11月12日（2009年１月30日、３月24日、2012年11月15日及び

2021年12月29日に改訂）

その他参考となるべき事項 2012年４月にドイツにおいて服役後、釈放された。国連安全保障

理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2021年11月15日に終了した。ドイツ連邦IDカー

ド：1007850441（2001年３月27日ドイツのキール（Kiel）市当局が発行、2011年３月26日失効）。

同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・

リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

19 名簿記載者公告番号QE－53（アラビア半島のアル・カーイダ（AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINS

ULA（AQAP）））

(1) 変更前

名称 アラビア半島のアル・カーイダ（AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA（AQAP））

名簿に記載された年月日 2010年１月19日（2012年10月４日、2015年６月15日及び2016年６月

24日に改訂）

その他参考となるべき事項 AQAPは、アル・カーイダ（QE－１）の地域支部で、主にアラビア

半島で活動する武装組織。イエメン及び（2004年から2006年までは）サウジアラビアに拠点を置

く。2009年１月にイエメンのアル・カーイダにサウジアラビアのアル・カーイダ要員が合流して



結成された。AQAPの指導者はカーシム・モハメド・マフディ・アル・リーミー（QI－160）であ

る。アンサール・アル・シャリアは2011年初期にAQAPによって組織され、イエメンにおける政府

及び民間人の両方に対する多発攻撃に関して責任を有する。

(2) 変更後

名称 アラビア半島のアル・カーイダ（AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA（AQAP）

（original script: ））

名簿に記載された年月日 2010年１月19日（2012年10月４日、2015年６月15日、2016年６月24

日及び2021年12月29日に改訂）

その他参考となるべき事項 AQAPは、アル・カーイダ（QE－１）の地域支部で、主にアラビア

半島で活動する武装組織。イエメン及び（2004年から2006年までは）サウジアラビアに拠点を置

く。2009年１月にイエメンのアル・カーイダにサウジアラビアのアル・カーイダ要員が合流して

結成された。AQAPの指導者はカーシム・モハメド・マフディ・アル・リーミー（QI－160）であ

る。アンサール・アル・シャリアは2011年初期にAQAPによって組織され、イエメンにおける政府

及び民間人の両方に対する多発攻撃に関して責任を有する。国連安全保障理事会決議第2368号（2

017年）に基づく見直しは2021年11月15日に終了した。同団体に対するインターポール（国際刑

事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en



/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

20 名簿記載者公告番号QI－161（アンワル・ナーセル・アブドゥッラー・アル・アウラキ（ANWAR N

ASSER ABDULLA AL-AULAQI

（original script：  ）））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2010年７月20日（2011年11月30日及び2019年５月１日に改訂）

その他参考となるべき事項 2011年９月30日、イエメンで死亡したことが確認された。国連安

全保障理事会決議第2253号（2015年）に基づく見直しは2019年２月21日に終了した。同人に対す

るインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：htt

ps://www.interpol.int/en/notice/search/un/1621291

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2010年７月20日（2011年11月30日、2019年５月１日及び2021年12月

29日に改訂）

その他参考となるべき事項 2011年９月30日、イエメンで死亡したことが確認された。国連安

全保障理事会決議第2253号（2015年）に基づく見直しは2019年２月21日に終了した。国連安全保

障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2021年11月15日に終了した。同人に対するイ



ンターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https:/

/www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

21 名簿記載者公告番号QI－164（ドク・ハマトヴィチ・ウマロフ （DOKU KHAMATOVICH UMAROV（ori

ginal script:Умаров Доку Хаматович）））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2011年３月10日（2014年６月２日、2014年12月30日及び2019年５月

１日に改訂）

その他参考となるべき事項 身体的情報：身長180cm、黒髪、顔に７－９cmの長い傷跡、舌の

一部が欠如、言語障害あり。2010年11月時点でロシア連邦に居住している。2000年に国際逮捕令

状が発出された。2014年４月時点で死亡したと報告されている。インターポール特別手配書に生

体情報が含まれている。国連安全保障理事会決議第2253号（2015年）に基づく見直しは2019年２

月21日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特

別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4065325

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2011年３月10日（2014年６月２日、2014年12月30日、2019年５月１

日及び2021年12月29日に改訂）



その他参考となるべき事項 身体的情報：身長180cm、黒髪、顔に７－９cmの長い傷跡、舌の

一部が欠如、言語障害あり。2010年11月時点でロシア連邦に居住している。2000年に国際逮捕令

状が発出された。2014年４月時点で死亡したと報告されている。インターポール特別手配書に生

体情報が含まれている。国連安全保障理事会決議第2253号（2015年）に基づく見直しは2019年２

月21日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2021年11月15

日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手

配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-

Individuals

22 名簿記載者公告番号QI－165（イブラヒーム・ハッサン・ターリア・アル・アシーリ（IBRAHIM H

ASSAN TALI AL-ASIRI

（original script：إبراهيم حسن طالع العسيري ）））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2011年３月24日（2014年４月15日、2015年６月15日及び2018年５月

９日に改訂）

その他参考となるべき事項 アラビア半島のアル・カーイダ（AQAP）（QE－53）の作戦実施及

び爆弾製造の主要担当者。2011年３月時点でイエメンに潜伏しているとみられる。サウジアラビ



アで指名手配。ナーセル・アブドルカリーム・アブドゥッラー・アル・ワヒーシー（死亡）、カ

ーシム・モハメド・マフディ・アル・リーミー（QI－160）、アンワル・ナーセル・アブドゥッラ

ー・アル・アウラキ（QI－161）と関係がある。サウジアラビア国民ID番号：1028745097。同人

に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リン

ク：https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4471886

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2011年３月24日（2014年４月15日、2015年６月15日、2018年５月９

日及び2021年12月29日に改訂）

その他参考となるべき事項 アラビア半島のアル・カーイダ（AQAP）（QE－53）の作戦実施及

び爆弾製造の主要担当者。2011年３月時点でイエメンに潜伏しているとみられる。サウジアラビ

アで指名手配。ナーセル・アブドルカリーム・アブドゥッラー・アル・ワヒーシー（死亡）、カ

ーシム・モハメド・マフディ・アル・リーミー（QI－160）、アンワル・ナーセル・アブドゥッラ

ー・アル・アウラキ（QI－161）と関係がある。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に

基づく見直しは2021年11月15日に終了した。サウジアラビア国民ID番号：1028745097。同人に対

するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：h

ttps://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals



23 名簿記載者公告番号QI－168（ウマル・パテク（UMAR PATEK））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2011年７月19日（2012年２月23日及び2017年９月22日に改訂）

その他参考となるべき事項 フィリピン及びインドネシアにおける多発テロ攻撃の計画及び資

金調達に関与したジュマ・イスラミーヤ（QE－27）の上級メンバー。アブ・サヤフ（QE－２）へ

訓練を提供した。2012年６月に、2002年のバリ島爆弾テロ事件における同人の役割に対して有罪

判決を受け、20年の拘禁刑を言い渡された。2015年５月時点でインドネシアにおいて拘留されて

いる。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウ

ェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4173385に写真が含まれてい

る。

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2011年７月19日（2012年２月23日、2017年９月22日及び2021年12月

29日に改訂）

その他参考となるべき事項 フィリピン及びインドネシアにおける多発テロ攻撃の計画及び資

金調達に関与したジュマ・イスラミーヤ（QE－27）の上級メンバー。アブ・サヤフ（QE－２）へ

訓練を提供した。2012年６月に、2002年のバリ島爆弾テロ事件における同人の役割に対して有罪



判決を受け、20年の拘禁刑を言い渡された。2015年５月時点でインドネシアにおいて拘留されて

いる。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2021年11月15日に終了した。

同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・

リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individualsに

写真が含まれている。

24 名簿記載者公告番号QI－169（ムハンマド・ジブリール・アブドゥル・ラフマン（MUHAMMAD JIBR

IL ABDUL RAHMAN））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2011年８月12日（2020年11月24日に改訂）

その他参考となるべき事項 ジュマ・イスラミーヤ（QE－27）の上級メンバーであり、テロ攻

撃のための資金獲得に直接的に関与した。2010年６月29日にインドネシアにおいて５年間の懲役

判決を受けた。父の名前はモハマド・イクバル・アブドゥルラフマン（QI－43）。国連安全保障

理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2020年11月24日に終了した。ID番号：（a）イン

ドネシア国民IDカード3219222002.2181558 （b）ID番号 2181558。同人に対するインターポール

（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpo

l.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals



(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2011年８月12日（2020年11月24日及び2021年12月29日に改訂）

その他参考となるべき事項 ジュマ・イスラミーヤ（QE－27）の上級メンバーであり、テロ攻

撃のための資金獲得に直接的に関与した。2010年６月29日にインドネシアにおいて５年間の懲役

判決を受けた。父の名前はモハマド・イクバル・アブドゥルラフマン（QI－43）。国連安全保障

理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2020年11月24日に終了した。国連安全保障理事

会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2021年11月15日に終了した。ID番号：（a）インドネ

シア国民IDカード3219222002.2181558 （b）ID番号 2181558。同人に対するインターポール（国

際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.in

t/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

25 名簿記載者公告番号QI－173（イブラヒーム・アッワード・イブラヒーム・アリー・アル・バド

リー・アル・サマッライ（IBRAHIM AWWAD IBRAHIM ALI AL-BADRI AL-SAMARRAI

（original script:  ）））

(1) 変更前

住所 (a)Iraq (b)Syria

名簿に記載された年月日 2011年10月５日（2012年７月20日、2015年12月10日及び2020年11月



24日に改訂）

その他参考となるべき事項 描写：身長165cm、体重85kg、髪の色及び目の色は黒で、肌の色

は白い。イラクのアル・カーイダ（QE－48）としてリストに掲載されているISIL（いわゆる「イ

スラム国」）の指導者。現在、イラク及びシリアに拠点を置く。2014年にモスルで自らを「カリ

フ」と公言した。イラクのアル・カーイダによる大規模な行動に係る監督及び指示に責任を有す

る。妻の名前はSaja Hamid al-Dulaimi及びAsma Fawzi Mohammed al-Kubaissi。イラク治安部隊

の指名手配を受けている。写真はインターポール（国際刑事警察機構）･国連安全保障理事会特

別手配者に含まれているものを利用可能。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく

見直しは2020年11月24日に終了した。ID番号：配給カード番号 0134852。同人に対するインタ

ーポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.

interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

(2) 変更後

住所 (a)Iraq (b)Syrian Arab Republic

名簿に記載された年月日 2011年10月５日（2012年７月20日、2015年12月10日、2020年11月24

日及び2021年12月29日に改訂）

その他参考となるべき事項 描写：身長165cm、体重85kg、髪の色及び目の色は黒で、肌の色



は白い。イラクのアル・カーイダ（QE－48）としてリストに掲載されているISIL（いわゆる「イ

スラム国」）の指導者。現在、イラク及びシリアに拠点を置く。2014年にモスルで自らを「カリ

フ」と公言した。イラクのアル・カーイダによる大規模な行動に係る監督及び指示に責任を有す

る。妻の名前はSaja Hamid al-Dulaimi及びAsma Fawzi Mohammed al-Kubaissi。イラク治安部隊

の指名手配を受けている。写真はインターポール（国際刑事警察機構）･国連安全保障理事会特

別手配者に含まれているものを利用可能。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく

見直しは2020年11月24日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直

しは2021年11月15日に終了した。ID番号：配給カード番号 0134852。同人に対するインターポ

ール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.int

erpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

26 名簿記載者公告番号QI－174（モニール・チョーカ（MONIR CHOUKA））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2012年１月25日

その他参考となるべき事項 イスラム運動ウズベキスタン（QE－６）と関係を有する。ヤシン

・チョーカ（QI－175）の兄弟。ドイツ連邦裁判所の捜査判事が2010年10月５日付けで逮捕令状

を発出した。ドイツIDカード番号：5209530116（2006年６月21日ドイツのボンにて発行、2011年



６月20日失効）。

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2012年１月25日（2021年12月29日に改訂）

その他参考となるべき事項 イスラム運動ウズベキスタン（QE－６）と関係を有する。ヤシン

・チョーカ（QI－175）の兄弟。ドイツ連邦裁判所の捜査判事が2010年10月５日付けで逮捕令状

を発出した。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2021年11月15日に終

了した。ドイツIDカード番号：5209530116（2006年６月21日ドイツのボンにて発行、2011年６月

20日失効）。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書

のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Indi

viduals

27 名簿記載者公告番号QI－175（ヤシン・チョーカ（YASSIN CHOUKA））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2012年１月25日

その他参考となるべき事項 イスラム運動ウズベキスタン（QE－６）と関係を有する。モニー

ル・チョーカ（QI－174）の兄弟。ドイツ連邦裁判所の捜査判事が2010年10月５日付けで逮捕令

状を発出した。ドイツIDカード番号：5209445304（2005年９月５日にボンにて発行、2010年９月



４日失効）

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2012年１月25日（2021年12月29日に改訂）

その他参考となるべき事項 イスラム運動ウズベキスタン（QE－６）と関係を有する。モニー

ル・チョーカ（QI－174）の兄弟。ドイツ連邦裁判所の捜査判事が2010年10月５日付けで逮捕令

状を発出した。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2021年11月15日に

終了した。ドイツIDカード番号：5209445304（2005年９月５日にボンにて発行、2010年９月４日

失効）。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウ

ェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individu

als

28 名簿記載者公告番号QI－177（ファザル・ラヒム（FAZAL RAHIM））

(1) 変更前

氏名 ファザル・ラヒム（FAZAL RAHIM）

名簿に記載された年月日 2012年３月６日

その他参考となるべき事項 イスラム運動ウズベキスタン（QE－６）及びアル・カーイダ（QE

－１）への資金調達を担っていた。トヒル・アブドゥルカリロビッチ・ユルダシェフと関係があ



った。2010年後半の時点でパキスタン当局において拘留中。父親の名前はFazal Ahmad。

(2) 変更後

氏名 ファザル・ラヒム（FAZAL RAHIM

（original script:فضل رحيم））

名簿に記載された年月日 2012年３月６日（2021年12月29日に改訂）

その他参考となるべき事項 イスラム運動ウズベキスタン（QE－６）及びアル・カーイダ（QE

－１）への資金調達を担っていた。トヒル・アブドゥルカリロビッチ・ユルダシェフと関係があ

った。2010年後半の時点でパキスタン当局において拘留中。父親の名前はFazal Ahmad。国連安

全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2021年11月15日に終了した。同人に対す

るインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：htt

ps://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

29 名簿記載者公告番号QI－178（モハンマド・アフワン（MOCHAMMAD ACHWAN））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2012年３月12日

その他参考となるべき事項 ジュマー・アンショール・タウヒード（JAT）（QE－57）の指揮官

代理。アブ・バカール・バアシール（QI－112）、アブドゥル・ラヒーム・バアイシール（QI－16



7）及びジュマ・イスラミーヤ（QE－27）と関係がある。インドネシアIDカード番号：357301040

5480001（Mochammad Achwanの名義）。

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2012年３月12日（2021年12月29日に改訂）

その他参考となるべき事項 ジュマー・アンショール・タウヒード（JAT）（QE－57）の指揮官

代理。アブ・バカール・バアシール（QI－112）、アブドゥル・ラヒーム・バアイシール（QI－16

7）及びジュマ・イスラミーヤ（QE－27）と関係がある。国連安全保障理事会決議第2368号（201

7年）に基づく見直しは2021年11月15日に終了した。インドネシアIDカード番号：3573010405480

001（Mochammad Achwanの名義）。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全

保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/

View-UN-Notices-Individuals

30 名簿記載者公告番号QI－179（アブドゥル・ロシド・リド・バアシール（ABDUL ROSYID RIDHO BA

’ASYIR））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2012年３月12日

その他参考となるべき事項 父親の名前はアブ・バカール・バアシール（QI－112）。アブドゥ



ル・ラヒーム・バアイシール（QI－167）の兄弟。ジュマー・アンショール・タウヒード（JAT）

（QE－57）の指導部に属し、要員及び資金の調達に関与している。ジュマ・イスラミーヤ（QE－

27）と関係がある。インドネシアIDカード番号：1127083101740003（Abdul Rosyid Ridho Ba’a

syirの名義）。

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2012年３月12日（2021年12月29日に改訂）

その他参考となるべき事項 父親の名前はアブ・バカール・バアシール（QI－112）。アブドゥ

ル・ラヒーム・バアイシール（QI－167）の兄弟。ジュマー・アンショール・タウヒード（JAT）

（QE－57）の指導部に属し、要員及び資金の調達に関与している。ジュマ・イスラミーヤ（QE－

27）と関係がある。インドネシアIDカード番号：1127083101740003（Abdul Rosyid Ridho Ba’a

syirの名義）。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2021年11月15日に

終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書

のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Indi

viduals

31 名簿記載者公告番号QE－57（ジュマー・アンショール・タウヒード（JEMMAH ANSHORUT TAUHID

（JAT）））



(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2012年３月12日（2018年７月17日に改訂）

その他参考となるべき事項 イラクのアル・カーイダ(QE－48)としてリストに掲載されている

ISIL(いわゆる「イスラム国」)と連携している団体であり、インドネシアにおいて攻撃を実行し

た。アブ・バカール・バアシール（QI－112）によって設立、率いられる。2008年７月27日にイ

ンドネシアのソロに設立された。ジュマ・イスラミーヤ（QE－27）と関係があった。国連安全保

障理事会決議第2253号（2015年）に基づく見直しは2018年６月７日に終了した。ウェブサイト：

http:/ansharuttauhid.com/。同団体に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保

障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282
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(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2012年３月12日（2018年７月17日及び2021年12月29日に改訂）

その他参考となるべき事項 イラクのアル・カーイダ(QE－48)としてリストに掲載されている

ISIL(いわゆる「イスラム国」)と連携している団体であり、インドネシアにおいて攻撃を実行し

た。アブ・バカール・バアシール（QI－112）によって設立、率いられる。2008年７月27日にイ

ンドネシアのソロに設立された。ジュマ・イスラミーヤ（QE－27）と関係があった。国連安全保



障理事会決議第2253号（2015年）に基づく見直しは2018年６月７日に終了した。ウェブサイト:h

ttp://ansharuttauhid.com/。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは202

1年11月15日に終了した。同団体に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理

事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-U

N-Notices-Entities

32 名簿記載者公告番号QI－180（ムスタファー・ハッジ・ムハンマド・カーン（MUSTAFA HAJJI MUH

AMMAD KHAN））

(1) 変更前

氏名 ムスタファー・ハッジ・ムハンマド・カーン（MUSTAFA HAJJI MUHAMMAD KHAN））

別名 (a)ハッサン・グル（Hassan Ghul） (b)ハッサン・グル（Hassan Gul） (c)ハサン・

グル（Hasan Gul） (d)ハーリド・マフムード（Khalid Mahmud） (e)アフマド・シャージー（A

hmad Shahji） (f)ムスタファー・ムハンマド（Mustafa Muhammad） (g)アブ・ガーリブ・ア

ル・マダニー（Abu Gharib al-Madani） (h)アブー・シャイマ（Abu-Shaima） (i)アブー・シ

ャイマ（Abu-Shayma）

名簿に記載された年月日 2012年３月14日

その他参考となるべき事項 アル・カーイダ（QE－１）の便宜提供者、運び屋及び工作員。20



10年時点でパキスタンを拠点とするアル・カーイダの上級作戦実行者の活動に便宜を提供した。

(2) 変更後

氏名 ムスタファー・ハッジ・ムハンマド・カーン（MUSTAFA HAJJI MUHAMMAD KHAN

（original script:ن ））

別名　(a)ハッサン・グル（Hassan Ghul（original script: ））　(b)ハッサン・グル

（Hassan Gul（original script:حسن غول））　(c)ハサン・グル（Hasan Gul

（original script: ））　(d)ハーリド・マフムード（Khalid Mahmud）　(e)アフマド・

シャージー（Ahmad Shahji） (f)ムスタファー・ムハンマド（Mustafa Muhammad） (g)アブ・

ガーリブ・アル・マダニー（Abu Gharib al-Madani） (h)アブー・シャイマ（Abu-Shaima

（original script:أبو شيماء））　(i)アブー・シャイマ（Abu-Shayma

（original script:أبو شيماء））

名簿に記載された年月日 2012年３月14日（2021年12月29日に改訂）

その他参考となるべき事項 アル・カーイダ（QE－１）の便宜提供者、運び屋及び工作員。20

10年時点でパキスタンを拠点とするアル・カーイダの上級作戦実行者の活動に便宜を提供した。

国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2021年11月15日に終了した。同人

に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リン



ク：https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

33 名簿記載者公告番号QI－181（ハーフィズ・アブドゥル・サラーム・バタヴィー（HAFIZ ABDUL S

ALAM BHUTTAVI））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2012年３月14日

その他参考となるべき事項 ラシュカレ・タイバ（QE－49）の創設メンバー及びラシュカレ・

タイバの指導者であるハフィーズ・ムハンマド・サイード（QI－146）の副官。

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2012年３月14日（2021年12月29日に改訂）

その他参考となるべき事項 ラシュカレ・タイバ（QE－49）の創設メンバー及びラシュカレ・

タイバの指導者であるハフィーズ・ムハンマド・サイード（QI－146）の副官。国連安全保障理

事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2021年11月15日に終了した。同人に対するインタ

ーポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.

interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

34 名簿記載者公告番号QI－184（アイユーブ・バシール（AYYUB BASHIR

（original script： ايوب بشير ）））



(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2012年10月18日（2018年７月17日及び2019年５月１日に改訂）

その他参考となるべき事項 2010年初期時点でイスラム運動ウズベキスタン（QE－６）の指導

評議会のメンバーであり、財務部門の長。2009年から2012年の間、アフガニスタン及びパキスタ

ンにおける同団体に対する財政及びロジスティック支援を調整。ファザル・ラヒム（QI－177）

に対して資金を送金。2015年12月にアフガニスタンのクンドゥーズ州、Chordarにおける空爆で

死亡したと報告されている。国連安全保障理事会決議第2253号（2015年）に基づく見直しは2018

年６月７日に終了した。国連安全保障理事会決議第2253号（2015年）に基づく見直しは2019年２

月21日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特

別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5741655

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2012年10月18日（2018年７月17日、2019年５月１日及び2021年12月

29日に改訂）

その他参考となるべき事項 2010年初期時点でイスラム運動ウズベキスタン（QE－６）の指導

評議会のメンバーであり、財務部門の長。2009年から2012年の間、アフガニスタン及びパキスタ

ンにおける同団体に対する財政及びロジスティック支援を調整。ファザル・ラヒム（QI－177）



に対して資金を送金。2015年12月にアフガニスタンのクンドゥーズ州、Chordarにおける空爆で

死亡したと報告されている。国連安全保障理事会決議第2253号（2015年）に基づく見直しは2018

年６月７日に終了した。国連安全保障理事会決議第2253号（2015年）に基づく見直しは2019年２

月21日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2021年11月15

日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手

配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-

Individuals

35 名簿記載者公告番号QE－58（西アフリカの一神教と聖戦集団（MOUVEMENT POUR L'UNIFICATION E

T LE JIHAD EN AFRIQUE DE L'OUEST（MUJAO）））

(1) 変更前

名称 西アフリカの一神教と聖戦集団（MOUVEMENT POUR L'UNIFICATION ET LE JIHAD EN AF

RIQUE DE L'OUEST（MUJAO））

名簿に記載された年月日 2012年12月５日

その他参考となるべき事項 イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織（QE－８）及びム

フタール・ビルムフタール（QI－65）と関係がある。サヘル・サハラ地域で活動している。

(2) 変更後



名称 西アフリカの一神教と聖戦集団（MOUVEMENT POUR L'UNIFICATION ET LE JIHAD EN AF

RIQUE DE L'OUEST（MUJAO）

（original script： ））

名簿に記載された年月日 2012年12月５日（2021年12月29日に改訂）

その他参考となるべき事項 イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織（QE－８）及びム

フタール・ビルムフタール（QI－65）と関係がある。サヘル・サハラ地域で活動している。国連

安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2021年11月15日に終了した。同団体に

対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク

：https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

36 名簿記載者公告番号QE－61（レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線（AL-NUSRAH FRONT FOR

THE PEOPLE OF THE LEVANT

（original script： ）））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2014年５月14日（2017年６月７日及び2018年６月５日に改訂）

その他参考となるべき事項 アル・カーイダ（QE－１）と連携している。アル・カーイダの外

国人工作員と共に、シリア・アラブ共和国の地元の分隊に加わり、テロ活動やゲリラ活動を行う



ために、シリア人や外国のイラクのアル・カーイダ（QE－48）及びアスバト・アルアンサル（QE

－７）の戦闘員を引き寄せた。イラクのアル・カーイダ（QE－48）としてリストに掲載されてい

るISIL（いわゆる「イスラム国」）、及びその指導者である、イブラヒーム・アッワード・イブラ

ヒーム・アリー・アル・バドリー・アル・サマッライ（QI－173）と連携していたが、2013年に

連携を解消した。2016年７月には、レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線の指導者である、

アブ・モハンメド・アル・ジャウラニ（QI－190）は、同団体がその名称をジャブハト・ファタ

ハ・アル・シャームに変更し、もはやいかなる外部団体とも関係していないと表明した。当該表

明及び同団体が自らをレバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線から区別しようと試みているに

もかかわらず、依然としてアル・カーイダと連携しており、この新たな団体名のもとでテロ活動

の実行を継続している。2017年１月には、アル・ヌスラ戦線はシリア騒乱におけるその立場を向

上し、シリアにおけるアル・カーイダの支部としてのその目的を追求するための手段として、ハ

イアト・タハリール・アル・シャーム（HTS）を創設した。2013年５月30日から2014年５月13日

までは、イラクのアル・カーイダ（QE－48）の別名として掲載されていた。同団体に対するイン

ターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://w

ww.interpol.int/en/notice/search/une/5790822

(2) 変更後



名簿に記載された年月日 2014年５月14日（2017年６月７日、2018年６月５日及び2021年12月

29日に改訂）

その他参考となるべき事項 アル・カーイダ（QE－１）と連携している。アル・カーイダの外

国人工作員と共に、シリア・アラブ共和国の地元の分隊に加わり、テロ活動やゲリラ活動を行う

ために、シリア人や外国のイラクのアル・カーイダ（QE－48）及びアスバト・アルアンサル（QE

－７）の戦闘員を引き寄せた。イラクのアル・カーイダ（QE－48）としてリストに掲載されてい

るISIL（いわゆる「イスラム国」）、及びその指導者である、イブラヒーム・アッワード・イブラ

ヒーム・アリー・アル・バドリー・アル・サマッライ（QI－173）と連携していたが、2013年に

連携を解消した。2016年７月には、レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線の指導者である、

アブ・モハンメド・アル・ジャウラニ（QI－190）は、同団体がその名称をジャブハト・ファタ

ハ・アル・シャームに変更し、もはやいかなる外部団体とも関係していないと表明した。当該表

明及び同団体が自らをレバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線から区別しようと試みているに

もかかわらず、依然としてアル・カーイダと連携しており、この新たな団体名のもとでテロ活動

の実行を継続している。2017年１月には、アル・ヌスラ戦線はシリア騒乱におけるその立場を向

上し、シリアにおけるアル・カーイダの支部としてのその目的を追求するための手段として、ハ

イアト・タハリール・アル・シャーム（HTS）を創設した。2013年５月30日から2014年５月13日



までは、イラクのアル・カーイダ（QE－48）の別名として掲載されていた。国連安全保障理事会

決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2021年11月15日に終了した。同団体に対するインター

ポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.i

nterpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

37 名簿記載者公告番号QI－197（アブドゥル・ムフスィン・アブダッラー・イブラヒム・アル・シ

ャレフ（ABDUL MOHSEN ABDALLAH IBRAHIM AL CHAREKH））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2014年８月15日（2019年５月１日に改訂）

その他参考となるべき事項 久しくアル・カーイダ（QE－１）への便宜提供者及び資金提供者

であり，レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線（QE－61）としてリストに掲載されているジ

ャブハット・アル・ヌスラの地域指導者に任命されている。国連安全保障理事会決議第2253号（2

015年）に基づく見直しは2019年２月21日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事

警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/n

otice/search/un/5809944

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2014年８月15日（2019年５月１日及び2021年12月29日に改訂）



その他参考となるべき事項 久しくアル・カーイダ（QE－１）への便宜提供者及び資金提供者

であり、レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線（QE－61）としてリストに掲載されているジ

ャブハット・アル・ヌスラの地域指導者に任命されている。国連安全保障理事会決議第2253号（2

015年）に基づく見直しは2019年２月21日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号（2017

年）に基づく見直しは2021年11月15日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察

機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-w

e-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

38 名簿記載者公告番号QI－198（アブー・モハメド・アル・アドナーニー（ABOU MOHAMED AL ADNAN

I））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2014年８月15日（2019年５月１日に改訂）

その他参考となるべき事項 イラクのアル・カーイダ（QE－48）としてリストに掲載されてい

るイラクとレバント地方のイスラム国（ISIL）の公式報道官，かつシリアのISILの首長であり，

アブ・モハンメド・アル・ジャウラニ（QI－190）や，イブラヒーム・アッワード・イブラヒー

ム・アリー・アル・バドリー・アル・サマッライ（QI－173）としてリストに掲載されているア

ブー・バクル・アル・バグダーディと緊密な関係がある。国連安全保障理事会決議第2253号（20



15年）に基づく見直しは2019年２月21日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警

察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/not

ice/search/un/5809950

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2014年８月15日（2019年５月１日及び2021年12月29日に改訂）

その他参考となるべき事項 イラクのアル・カーイダ（QE－48）としてリストに掲載されてい

るイラクとレバント地方のイスラム国（ISIL）の公式報道官、かつシリアのISILの首長であり、

アブ・モハンメド・アル・ジャウラニ（QI－190）や、イブラヒーム・アッワード・イブラヒー

ム・アリー・アル・バドリー・アル・サマッライ（QI－173）としてリストに掲載されているア

ブー・バクル・アル・バグダーディと緊密な関係がある。国連安全保障理事会決議第2253号（20

15年）に基づく見直しは2019年２月21日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）

に基づく見直しは2021年11月15日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）

・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-wor

k/Notices/View-UN-Notices-Individuals

39 名簿記載者公告番号QI－200（ハミド・ハマド・ハミド・アル・アリ（HAMID HAMAD HAMID AL-‘

ALI））



(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2014年8月15日（2021年3月23日に改訂）

その他参考となるべき事項 クウェートを拠点とし、イラクのアル・カーイダ（QE－48）とし

てリストに掲載されているイラクとレバント地方のイスラム国（ISIL）及びレバントの人々のた

めのアル・ヌスラ戦線（QE－61）としてリストに掲載されているジャブハット・アル・ヌスラへ

の資金提供者、リクルーターかつ便宜提供者。イブラヒーム・アッワード・イブラヒーム・アリ

ー・アル・バドリー・アル・サマッライ（QI－173）やアブ・モハンメド・アル・ジャウラニ（Q

I－190）と関係がある。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事

会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-

Notices-Individuals

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2014年８月15日（2021年３月23日及び12月29日に改訂）

その他参考となるべき事項 クウェートを拠点とし、イラクのアル・カーイダ（QE－48）とし

てリストに掲載されているイラクとレバント地方のイスラム国（ISIL）及びレバントの人々のた

めのアル・ヌスラ戦線（QE－61）としてリストに掲載されているジャブハット・アル・ヌスラへ

の資金提供者、リクルーターかつ便宜提供者。イブラヒーム・アッワード・イブラヒーム・アリ



ー・アル・バドリー・アル・サマッライ（QI－173）やアブ・モハンメド・アル・ジャウラニ（Q

I－190）と関係がある。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2021年11

月15日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特

別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Noti

ces-Individuals

40 名簿記載者公告番号QI－213（エミリ・エドウィジュ・コニッグ（EMILIE EDWIGE KONIG））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2014年9月23日（2016年６月24日に改訂）

その他参考となるべき事項 シリアに渡航し、イラクのアル・カーイダ（AQI）（QE－48）とし

てリストに掲載されているイラクとレバント地方のイスラム国に加わったフランス人テロ戦闘

員。インターネットを通じた過激化とアル・カーイダ（QE－１）のイデオロギー宣伝の面で活動。

フランスに対する暴力的活動を扇動。テロ犯罪組織への参加を理由として、2015年６月12日、同

人に対する逮捕状がパリ検察庁反テロ部門予審判事により発行された。ID番号は、(a)フランス

国民IDカード番号050456101445（2005年５月19日Sous-Prefecture of police of Lorient, Fran

ceにより発行）、(b)フランスIDカード番号0205561020089（2002年５月30日Emilie Edwige Konig

名義で発行）。



(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2014年９月23日（2016年６月24日及び2021年12月29日に改訂）

その他参考となるべき事項 シリアに渡航し、イラクのアル・カーイダ（AQI）（QE－48）とし

てリストに掲載されているイラクとレバント地方のイスラム国に加わったフランス人テロ戦闘

員。インターネットを通じた過激化とアル・カーイダ（QE－１）のイデオロギー宣伝の面で活動。

フランスに対する暴力的活動を扇動。テロ犯罪組織への参加を理由として、2015年６月12日、同

人に対する逮捕状がパリ検察庁反テロ部門予審判事により発行された。国連安全保障理事会決議

第2368号（2017年）に基づく見直しは2021年11月15日に終了した。ID番号は、(a)フランス国民I

Dカード番号050456101445（2005年５月19日Sous-Prefecture of police of Lorient, Franceに

より発行）、(b)フランスIDカード番号0205561020089（2002年５月30日Emilie Edwige Konig名義

で発行）。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書の

ウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Indivi

duals

41 名簿記載者公告番号QI－214（ケヴィン・ジョルダン・アクセル・ギアヴァルシュ（KEVIN JORDA

N AXEL GUIAVARCH））

(1) 変更前



名簿に記載された年月日 2014年９月23日（2016年６月24日及び2017年８月27日に改訂）

その他参考となるべき事項 レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線（QE-61）及びイラク

のアル・カーイダ（QE-48）としてリストに掲載されているISIL（いわゆる「イスラム国」）と関

わりがあるフランス人テロ戦闘員。フランスからシリアへの外国人テロ戦闘員の渡航を支援した。

インターネットを通じた暴力的な宣伝の面で活動。2014年にフランス当局により発出された同人

に対する逮捕令状は、2016年６月に同人がトルコで逮捕され、同国から追放措置がとられたこと

を受けて、2017年１月に執行された。フランス国民IDカード番号：070275Q007873（2007年２月1

6日発行、2017年２月15日まで有効）。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連

安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/notice/search/un

/5818237

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2014年９月23日（2016年６月24日、2017年８月27日及び2021年12月

29日に改訂）

その他参考となるべき事項 レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線（QE-61）及びイラク

のアル・カーイダ（QE-48）としてリストに掲載されているISIL（いわゆる「イスラム国」）と関

わりがあるフランス人テロ戦闘員。フランスからシリアへの外国人テロ戦闘員の渡航を支援した。



インターネットを通じた暴力的な宣伝の面で活動。2014年にフランス当局により発出された同人

に対する逮捕令状は、2016年６月に同人がトルコで逮捕され、同国から追放措置がとられたこと

を受けて、2017年１月に執行された。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直

しは2021年11月15日に終了した。フランス国民IDカード番号：070275Q007873（2007年２月16日

発行、2017年２月15日まで有効）。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全

保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/

View-UN-Notices-Individuals

42 名簿記載者公告番号QI－225（アリ・ベン・ターヘル・ベン・ファーレフ・オウニー・ハルズィ

ー（ALI BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI

（original script： ）））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2015年４月10日（2016年９月14日及び2019年５月１日に改訂）

その他参考となるべき事項 身体的情報：目の色は茶、身長は171cm。写真はインターポール

（国際刑事警察機構）･国連安全保障理事会特別手配書に含まれているものを利用可能。 過去に

取引仲介業に従事。外国人テロ戦闘員のリクルートや武器密輸に関与しているチュニジアのアン

サール・アル・シャリア（QE－67）の構成員。2005年、チュニジアにおいてテロを計画したとし



て拘束され、30か月の懲役刑。2012年９月11日、リビアのベンガジにおいて米国総領事館に対す

る攻撃を計画及び実行した。チュニジア国家警備隊により指名手配中（2015年３月時点）。父親

の氏名はTaher Ouni Harzi、母親の氏名はBorkana Bedairia。2015年６月、イラクのモースルに

おける空爆で死亡したとされる。国連安全保障理事会決議第2253号（2015年）に基づく見直しは

2019年２月21日に終了した。チュニジア国民IDカード番号：08705184（2011年２月24日発行）。

同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・

リンク：https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5860630

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2015年４月10日（2016年９月14日、2019年５月１日及び2021年12月

29日に改訂）

その他参考となるべき事項 身体的情報：目の色は茶、身長は171cm。写真はインターポール

（国際刑事警察機構）･国連安全保障理事会特別手配書に含まれているものを利用可能。 過去に

取引仲介業に従事。外国人テロ戦闘員のリクルートや武器密輸に関与しているチュニジアのアン

サール・アル・シャリア（QE－67）の構成員。2005年、チュニジアにおいてテロを計画したとし

て拘束され、30か月の懲役刑。2012年９月11日、リビアのベンガジにおいて米国総領事館に対す

る攻撃を計画及び実行した。チュニジア国家警備隊により指名手配中（2015年３月時点）。父親



の氏名はTaher Ouni Harzi、母親の氏名はBorkana Bedairia。2015年６月、イラクのモースルに

おける空爆で死亡したとされる。国連安全保障理事会決議第2253号（2015年）に基づく見直しは

2019年２月21日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2021

年11月15日に終了した。チュニジア国民IDカード番号：08705184（2011年２月24日発行）。同人

に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リン

ク：https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

43 名簿記載者公告番号QI－226（ターラク・ベン・ターヘル・ベン・ファーレフ・オウニー・ハル

ズィー（TARAK BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI

（original script： ）））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2015年４月10日（2016年９月14日及び2019年５月１日に改訂）

その他参考となるべき事項 身体的情報：目の色は茶、身長は172cm。写真はインターポール

（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書に含まれているものを利用可能。過去に

労働者（worker）として働いていた。2004年、イラクのアル・カ－イダ（QE－48）において危険

かつ活発な活動を行う構成員であった。また、シリアにおいて、チュニジアのアンサール・アル

・シャリア（QE－67）構成員の支援及び受け入れにも従事。2007年10月30日、チュニス控訴裁判



所から、テロ活動に関与したとして本人不在のまま24年の懲役刑を受けた。父親の氏名はTaher

Ouni Harzi、母親の氏名はBorkana Bedairia。2015年６月、シリアにおいて死亡したとされる。

国連安全保障理事会決議第2253号（2015年）に基づく見直しは2019年２月21日に終了した。チュ

ニジア国民IDカード番号：04711809（2003年11月13日発行）。同人に対するインターポール（国

際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.in

t/en/notice/search/un/5860633

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2015年４月10日（2016年９月14日、2019年５月１日及び2021年12月

29日に改訂）

その他参考となるべき事項 身体的情報：目の色は茶、身長は172cm。写真はインターポール

（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書に含まれているものを利用可能。過去に

労働者（worker）として働いていた。2004年、イラクのアル・カ－イダ（QE－48）において危険

かつ活発な活動を行う構成員であった。また、シリアにおいて、チュニジアのアンサール・アル

・シャリア（QE－67）構成員の支援及び受け入れにも従事。2007年10月30日、チュニス控訴裁判

所から、テロ活動に関与したとして本人不在のまま24年の懲役刑を受けた。父親の氏名はTaher

Ouni Harzi、母親の氏名はBorkana Bedairia。2015年６月、シリアにおいて死亡したとされる。



国連安全保障理事会決議第2253号（2015年）に基づく見直しは2019年２月21日に終了した。国連

安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2021年11月15日に終了した。チュニジ

ア国民IDカード番号：04711809（2003年11月13日発行）。同人に対するインターポール（国際刑

事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en

/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

44 名簿記載者公告番号QI－236（ブーバクル・ベン・ハビブ・ベン・アル・ハキーム（BOUBAKER BE

N HABIB BEN AL-HAKIM））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2015年9月29日（2016年６月24日に改訂）

その他参考となるべき事項 イラクのアル・カーイダ（QE－48）として掲載されているISIL（い

わゆる「イスラム国」）のフランス系チュニジア人外国人テロ戦闘員。

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2015年９月29日（2016年６月24日及び2021年12月29日に改訂）

その他参考となるべき事項 イラクのアル・カーイダ（QE－48）として掲載されているISIL（い

わゆる「イスラム国」）のフランス系チュニジア人外国人テロ戦闘員。国連安全保障理事会決議

第2368号（2017年）に基づく見直しは2021年11月15日に終了した。同人に対するインターポール



（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpo

l.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

45 名簿記載者公告番号QI－237（ペーター・シェリフ（PETER CHERIF））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2015年9月29日（2016年６月24日に改訂）

その他参考となるべき事項 アラビア半島のアル・カーイダ（AQAP）（QE－53）のメンバー。2

012年、フランスで本人不在のまま懲役５年の有罪判決を受けた。2015年現在、フランス当局に

より指名手配されている。

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2015年９月29日（2016年６月24日及び2021年12月29日に改訂）

その他参考となるべき事項 アラビア半島のアル・カーイダ（AQAP）（QE－53）のメンバー。2

012年、フランスで本人不在のまま懲役５年の有罪判決を受けた。2015年現在、フランス当局に

より指名手配されている。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2021年

11月15日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会

特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-No

tices-Individuals



46 名簿記載者公告番号QI－238（マキシム・オーシャール（MAXIME HAUCHARD））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2015年9月29日（2016年６月24日に改訂）

その他参考となるべき事項 イラクのアル・カーイダ（QE－48）として掲載されているISIL（い

わゆる「イスラム国」）のフランス人外国人テロ戦闘員。テロ組織と関わりのある殺人及びテロ

犯罪組織への参加を理由として、2015年１月20日、同人に対する逮捕状がパリ検察庁反テロ部門

予審判事により発行された。ID番号は、フランス国民IDカード番号101127200129（Sous-Préfect

ure, Bernay, Franceにより発行。2020年11月４日失効）。

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2015年９月29日（2016年６月24日及び2021年12月29日に改訂）

その他参考となるべき事項 イラクのアル・カーイダ（QE－48）として掲載されているISIL（い

わゆる「イスラム国」）のフランス人外国人テロ戦闘員。テロ組織と関わりのある殺人及びテロ

犯罪組織への参加を理由として、2015年１月20日、同人に対する逮捕状がパリ検察庁反テロ部門

予審判事により発行された。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2021

年11月15日に終了した。ID番号は、フランス国民IDカード番号101127200129（Sous-Préfecture,

Bernay, Franceにより発行。2020年11月４日失効）。同人に対するインターポール（国際刑事警



察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How

-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

47 名簿記載者公告番号QE－73（東インドネシアのムジャヒディン（MUJAHIDIN INDONESIAN TIMUR

（MIT）））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2015年９月29日（2017年３月30日に改訂）

その他参考となるべき事項 イラクのアル・カーイダ（QE－48）として掲載されているISIL（い

わゆる「イスラム国」）、ジュマ・イスラミーヤ（JI）（QE－27）及びジュマー・アンショール・

タウヒード（JAT）（QE－57）と関係のあるテロリスト団体。インドネシアのジャワ島やスラウェ

シ島のほか、同国東部地方でも活発に活動。以前の指導者はAbu Wardah、別名Santoso（死亡）。

同団体に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ

・リンク：https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5919482。

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2015年９月29日（2017年３月30日及び2021年12月29日に改訂）

その他参考となるべき事項 イラクのアル・カーイダ（QE－48）として掲載されているISIL（い

わゆる「イスラム国」）、ジュマ・イスラミーヤ（JI）（QE－27）及びジュマー・アンショール・



タウヒード（JAT）（QE－57）と関係のあるテロリスト団体。インドネシアのジャワ島やスラウェ

シ島のほか、同国東部地方でも活発に活動。以前の指導者はAbu Wardah、別名Santoso（死亡）。

国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2021年11月15日に終了した。同団

体に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リ

ンク：https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

48 名簿記載者公告番号QI－247（タルハン・イスマイロヴィッチ・ガズィエフ（TARKHAN ISMAILOVI

CH GAZIEV））

(1) 変更前

氏名 タルハン・イスマイロヴィッチ・ガズィエフ（TARKHAN ISMAILOVICH GAZIEV）

別名 (a)ラムザン・オドゥエフ（Ramzan Oduev） (b)タルハン・イサエヴィッチ・ガズィエ

フ（Tarkhan Isaevich Gaziev） (c)フサン・イサエヴィッチ・ガズィエフ（Husan Isaevich G

aziev） (d)ウマル・スリモフ（Umar Sulimov） (e)バイナフ（Wainakh） (f)セーヴェル（S

ever） (g)アブ・ビラル（Abu Bilal） (h)アブ・ヤシール（Abu Yasir） (i)アブ・ヤシム

（Abu Asim） (j)フサン（Husan） (k)アブ・ビラル（Ab-Bilal） (l)アブ・ナセル（Abu-Na

ser）

名簿に記載された年月日 2015年10月２日（2015年12月10日及び2016年９月６日に改訂）



その他参考となるべき事項 2015年８月時点で、イラクのアル・カーイダ（QE－48）として掲

載されているISIL（いわゆる「イスラム国」）の一部を構成するテロリスト団体である、ジャマ

ーアート・タルハンを指揮。領域内でテロ犯罪を行ったとして、ロシア連邦当局より国際逮捕状

を通じたものを含め指名手配されている。写真はインターポール（国際警察刑事機構）･国連安

全保障理事会特別手配者に含まれているものを利用可能。

(2) 変更後

氏名 タルハン・イスマイロヴィッチ・ガズィエフ（TARKHAN ISMAILOVICH GAZIEV（original

script：Тархан Исмаилович Газиев））

別名 (a)ラムザン・オドゥエフ（Ramzan Oduev（original script：Рамзан Одуев））

(b)タルハン・イサエヴィッチ・ガズィエフ（Tarkhan Isaevich Gaziev（original script：

Тархан Исаевич Газиев）） (c)フサン・イサエヴィッチ・ガズィエフ（Husan

Isaevich Gaziev（original script：Хусан Исаевич Газиев）） (d)ウマル・

スリモフ（Umar Sulimov（original script：Умар Сулимов）） (e)バイナフ（Wainak

h（original script：Вайнах）） (f)セーヴェル（Sever（original script：Север））

(g)アブ・ビラル（Abu Bilal（original script：Абу-Билал）） (h)アブ・ヤシール

（Abu Yasir（original script：Абу Ясир）） (i)アブ・ヤシム（Abu Asim（original s



cript：Абу Ясим）） (j)フサン（Husan（original script：Хусан）） (k)アブ・ビ

ラル（Ab-Bilal） (l)アブ・ナセル（Abu-Naser）

名簿に記載された年月日 2015年10月２日（2015年12月10日、2016年９月６日及び2021年12月

29日に改訂）

その他参考となるべき事項 2015年８月時点で、イラクのアル・カーイダ（QE－48）として掲

載されているISIL（いわゆる「イスラム国」）の一部を構成するテロリスト団体である、ジャマ

ーアート・タルハンを指揮。領域内でテロ犯罪を行ったとして、ロシア連邦当局より国際逮捕状

を通じたものを含め指名手配されている。写真はインターポール（国際刑事警察機構）･国連安

全保障理事会特別手配者に含まれているものを利用可能。国連安全保障理事会決議第2368号（20

17年）に基づく見直しは2021年11月15日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警

察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How

-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

49 名簿記載者公告番号QI－255（モラド・ラーボウディ（MORAD LAABOUDI））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2016年２月29日

その他参考となるべき事項 イラクのアル・カーイダ(QE－48)としてリストに掲載されている



ISIL(いわゆる「イスラム国」)に参加する外国人テロ戦闘員の渡航のための便宜供与者。モロッ

コ国民ID番号：CD595054。

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2016年２月29日（2021年12月29日に改訂）

その他参考となるべき事項 イラクのアル・カーイダ(QE－48)としてリストに掲載されている

ISIL(いわゆる「イスラム国」)に参加する外国人テロ戦闘員の渡航のための便宜供与者。国連安

全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2021年11月15日に終了した。モロッコ国

民ID番号：CD595054。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会

特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-No

tices-Individuals

50 名簿記載者公告番号QI－257（ハサン・アル・サラハイン・サーリハ・アル・シャーリ（HASAN A

L-SALAHAYN SALIH AL-SHA’ARI））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2016年２月29日

その他参考となるべき事項 イラクのアル・カーイダ(QE－48)としてリストに掲載されている

ISIL(いわゆる「イスラム国」)の便宜供与者。リビア国民ID番号：55252（リビア、デルナにて



発行）。

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2016年２月29日（2021年12月29日に改訂）

その他参考となるべき事項 イラクのアル・カーイダ(QE－48)としてリストに掲載されている

ISIL(いわゆる「イスラム国」)の便宜供与者。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基

づく見直しは2021年11月15日に終了した。リビア国民ID番号：55252（リビア、デルナにて発行）。

同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・

リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

51 名簿記載者公告番号QI－258（ムニール・ベン・ダアウ・ベン・ブラヒム・ベン・ヘラル（MOUNI

R BEN DHAOU BEN BRAHIM BEN HELAL））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2016年２月29日

その他参考となるべき事項 渡航経路の確立及び確保に経験のある、外国人テロ戦闘員の便宜

供与者。北アフリカにおいて、イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織（QE－８）に対す

る物質的援助に深く関わっている。外国人テロ戦闘員がイラクのアル・カーイダ（QE－48）とし

てリストに掲載されているISIL（いわゆる「イスラム国」）へ参加するための、北アフリカ地域



内及びシリア・アラブ共和国への渡航を支援している。

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2016年２月29日（2021年12月29日に改訂）

その他参考となるべき事項 渡航経路の確立及び確保に経験のある、外国人テロ戦闘員の便宜

供与者。北アフリカにおいて、イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織（QE－８）に対す

る物質的援助に深く関わっている。外国人テロ戦闘員がイラクのアル・カーイダ（QE－48）とし

てリストに掲載されているISIL（いわゆる「イスラム国」）へ参加するための、北アフリカ地域

内及びシリア・アラブ共和国への渡航を支援している。国連安全保障理事会決議第2368号（2017

年）に基づく見直しは2021年11月15日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察

機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-w

e-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

52 名簿記載者公告番号QI－259（モハンメド・アブデル・ハリーム・ヘマイダ・サーレフ（MOHAMME

D ABDEL-HALIM HEMAIDA SALEH））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2016年２月29日

その他参考となるべき事項 アル・カーイダ（QE－１）のメンバー。シリア・アラブ共和国に



向かう自爆テロ犯の採用活動及びヨーロッパにおける標的を狙ったテロ活動の計画に関わってい

る。2013年にエジプト、カイロにて逮捕された。

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2016年２月29日（2021年12月29日に改訂）

その他参考となるべき事項 アル・カーイダ（QE－１）のメンバー。シリア・アラブ共和国に

向かう自爆テロ犯の採用活動及びヨーロッパにおける標的を狙ったテロ活動の計画に関わってい

る。2013年にエジプト、カイロにて逮捕された。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に

基づく見直しは2021年11月15日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）

・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-wor

k/Notices/View-UN-Notices-Individuals

53 名簿記載者公告番号QI－260（サリム・ベンガレム（SALIM BENGHALEM））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2016年２月29日

その他参考となるべき事項 シリアに拠点を置くフランスの暴力的過激主義者であり、イラク

のアル・カーイダ(QE－48)としてリストに掲載されているISIL（いわゆる「イスラム国」）のメ

ンバー。欧州逮捕令状の対象。



(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2016年２月29日（2021年12月29日に改訂）

その他参考となるべき事項 シリアに拠点を置くフランスの暴力的過激主義者であり、イラク

のアル・カーイダ(QE－48)としてリストに掲載されているISIL（いわゆる「イスラム国」）のメ

ンバー。欧州逮捕令状の対象。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは20

21年11月15日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理

事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-U

N-Notices-Individuals

54 名簿記載者公告番号QI－261（アブ・ウバイダ・ユスフ・アル・アナビ（ABU UBAYDAH YUSUF AL-

ANABI））

(1) 変更前

別名 (a)アブ・オバイダ・ユーセフ・アル・アンナビ（Abou ObeJda Youssef Al-Annabi）

(b)アブ・ウバイダフ・ユスフ・アル・イナビ（Abu-Ubaydah Yusuf Al-Inabi） (c)メブラク・

ヤジド（Mebrak Yazid） (d)ユーセフ・アブ・オベイダ（Youcef Abu Obeida） (e)ミブラク

・ヤジド（Mibrak Yazid） (f)ユーシフ・アブ・オバイダ・ヤジド（Yousif Abu Obayda Yazid）

(g)ヤジド・メブラク（Yazid Mebrak） (h)ヤジド・マブラク（Yazid Mabrak） (i)ユスフ・



アブ・ウバイダフ（Yusuf Abu Ubaydah） (j)アブ・ユーセフ（Abou Youcef）

名簿に記載された年月日 2016年２月29日

その他参考となるべき事項 イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織（QE－８）の指導

者。写真はインターポール（国際警察刑事機構）･国連安全保障理事会特別手配者に含まれてい

るものを利用可能。

(2) 変更後

別名 (a)アブ・オバイダ・ユーセフ・アル・アンナビ（Abou Obeida Youssef Al-Annabi）

(b)アブ・ウバイダフ・ユスフ・アル・イナビ（Abu-Ubaydah Yusuf Al-Inabi） (c)メブラク・

ヤジド（Mebrak Yazid） (d)ユーセフ・アブ・オベイダ（Youcef Abu Obeida） (e)ミブラク

・ヤジド（Mibrak Yazid） (f)ユーシフ・アブ・オバイダ・ヤジド（Yousif Abu Obayda Yazid）

(g)ヤジド・メブラク（Yazid Mebrak） (h)ヤジド・マブラク（Yazid Mabrak） (i)ユスフ・

アブ・ウバイダフ（Yusuf Abu Ubaydah） (j)アブ・ユーセフ（Abou Youcef）

名簿に記載された年月日 2016年２月29日（2021年12月29日に改訂）

その他参考となるべき事項 イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ組織（QE－８）の指導

者。写真はインターポール（国際刑事警察機構）･国連安全保障理事会特別手配者に含まれてい

るものを利用可能。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2021年11月15



日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手

配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-

Individuals

55 名簿記載者公告番号QI－266（フサイン・ジュアイスニ（HUSAYN JUAYTHINI））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2016年４月20日

その他参考となるべき事項 イラクのアル・カーイダ（QE－48）としてリストに掲載されてい

るISIL（いわゆる「イスラム国」）、イブラヒーム・アッワード・イブラヒーム・アリー・アル・

バドリー・アル・サマッライ（QI－173）としてリストに掲載されている同組織の指導者アブー

・バクル・アル・バグダーディー及びガザ地区内の武装グループと関係を有する。ガザ地区内に

「イスラム国」のプレゼンスを構築するため、資金を使用した。

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2016年４月20日（2021年12月29日に改訂）

その他参考となるべき事項 イラクのアル・カーイダ（QE－48）としてリストに掲載されてい

るISIL（いわゆる「イスラム国」）、イブラヒーム・アッワード・イブラヒーム・アリー・アル・

バドリー・アル・サマッライ（QI－173）としてリストに掲載されている同組織の指導者アブー



・バクル・アル・バグダーディー及びガザ地区内の武装グループと関係を有する。ガザ地区内に

「イスラム国」のプレゼンスを構築するため、資金を使用した。国連安全保障理事会決議第2368

号（2017年）に基づく見直しは2021年11月15日に終了した。同人に対するインターポール（国際

刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/

en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

56 名簿記載者公告番号QI－267（ムハンマド・ショレー・イブラヒム（MUHAMMAD SHOLEH IBRAHIM））

(1) 変更前

名簿に記載された年月日 2016年４月20日

その他参考となるべき事項 2014年以来、ジュマー・アンショール・タウヒード(JAT)（QE－5

7）の指導者代行を務める人物であり、イラクのアル・カーイダ（QE－48）としてリストに掲載

されているISIL（いわゆる「イスラム国」）に対する支援を行った。

(2) 変更後

名簿に記載された年月日 2016年４月20日（2021年12月29日に改訂）

その他参考となるべき事項 2014年以来、ジュマー・アンショール・タウヒード(JAT)（QE－5

7）の指導者代行を務める人物であり、イラクのアル・カーイダ（QE－48）としてリストに掲載

されているISIL（いわゆる「イスラム国」）に対する支援を行った。国連安全保障理事会決議第2



368号（2017年）に基づく見直しは2021年11月15日に終了した。同人に対するインターポール（国

際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.in

t/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

57 名簿記載者公告番号QI－268（アスラン・アヴガザロヴィッチ・ビュトゥカエフ（ASLAN AVGAZAR

OVICH BYUTUKAEV））

(1) 変更前

氏名 アスラン・アヴガザロヴィッチ・ビュトゥカエフ（ASLAN AVGAZAROVICH BYUTUKAEV）

別名 (a)アミール・ハズマット（Amir Khazmat） (b)アブバカル（Abubakar）

名簿に記載された年月日 2016年８月３日

その他参考となるべき事項 テロ犯罪でロシア連邦当局に指名手配された。リヤダス・サリヒ

ン・リカナザンス・アンド・サボタージュ・バタリオン・オブ・チェチェン・マーターズ（RSRS

BCM）（QE－33）の自殺大隊を指揮している。

(2) 変更後

氏名 アスラン・アヴガザロヴィッチ・ビュトゥカエフ（ASLAN AVGAZAROVICH BYUTUKAEV（or

iginal script：Аслан Авгазарович Бютукаев））

別名 (a)アミール・ハズマット（Amir Khazmat（original script：Амир Хазмат））



(b)アブバカル（Abubakar（original script：Абубакар））

名簿に記載された年月日 2016年８月３日（2021年12月29日に改訂）

その他参考となるべき事項 テロ犯罪でロシア連邦当局に指名手配された。リヤダス・サリヒ

ン・リカナザンス・アンド・サボタージュ・バタリオン・オブ・チェチェン・マーターズ（RSRS

BCM）（QE－33）の自殺大隊を指揮している。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づ

く見直しは2021年11月15日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国

連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-work/No

tices/View-UN-Notices-Individuals

58 名簿記載者公告番号QI－269（アイラット・ナシモヴィッチ・ヴァヒトフ（AYRAT NASIMOVICH VA

KHITOV））

(1) 変更前

氏名 アイラット・ナシモヴィッチ・ヴァヒトフ（AYRAT NASIMOVICH VAKHITOV）

別名 サルマン・ブルガルスキー（Salman Bulgarskiy）

名簿に記載された年月日 2016年８月３日

その他参考となるべき事項 シリア市民又はイラク市民の偽造旅券を使用しているかもしれな

い。レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線（QE－61）の「Bulgar Group」のメンバーで、10



0人の戦闘員を率いている。写真はインターポール（国際警察刑事機構）・国連安全保障理事会特

別手配書に含まれているものを利用可能。

(2) 変更後

氏名 アイラット・ナシモヴィッチ・ヴァヒトフ（AYRAT NASIMOVICH VAKHITOV（original sc

ript：Айрат Насимович Вахитов））

別名 サルマン・ブルガルスキー（Salman Bulgarskiy（original script：Салман

Булгарский）

名簿に記載された年月日 2016年８月３日（2021年12月29日に改訂）

その他参考となるべき事項 シリア市民又はイラク市民の偽造旅券を使用しているかもしれな

い。レバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線（QE－61）の「Bulgar Group」のメンバーで、10

0人の戦闘員を率いている。写真はインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特

別手配書に含まれているものを利用可能。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく

見直しは2021年11月15日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連

安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.interpol.int/en/How-we-work/Noti

ces/View-UN-Notices-Individuals

59 名簿記載者公告番号QI－270（ルスタム・マゴメドヴィッチ・アセルデロフ（RUSTAM MAGOMEDOVI



CH ASELDEROV（original script：Рустам Магомедович Асельдеро

в）））

(1) 変更前

別名 (a)アブ・ムハンマド（Abu Muhammad） (b)アブ・ムハンマド・アル・カダリ（Abu Mu

hammad Al-Kadari） (c)ムハマドムフタール（Muhamadmuhtar）

名簿に記載された年月日 2016年12月12日（2017年８月９日及び2019年５月１日に改訂）

その他参考となるべき事項 ロシア連邦のダゲスタン共和国、チェチェン共和国及びイングー

シ共和国で活動する160人以上のテロリスト戦闘員グループを率いていた。2016年12月３日にロ

シア連邦のダゲスタン共和国のマハチカラにおいて殺害された。写真は、インターポール（国際

刑事警察機構）･国連安全保障理事会特別手配書に含まれているものを利用可能。国連安全保障

理事会決議第2253号（2015年）に基づく見直しは2019年２月21日に終了した。同人に対するイン

ターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://w

ww.interpol.int/en/notice/search/un/5993047

(2) 変更後

別名 (a)アブ・ムハンマド（Abu Muhammad（original script：Абу Мухаммад））

(b)アブ・ムハンマド・アル・カダリ（Abu Muhammad Al-Kadari（original script：Абу



Мухаммад Аль-Кадари）） (c)ムハマドムフタール（Muhamadmuhtar（original s

cript：Мухамадмухтар））

名簿に記載された年月日 2016年12月12日（2017年８月９日、2019年５月１日及び2021年12月

29日に改訂

その他参考となるべき事項 ロシア連邦のダゲスタン共和国、チェチェン共和国及びイングー

シ共和国で活動する160人以上のテロリスト戦闘員グループを率いていた。2016年12月３日にロ

シア連邦のダゲスタン共和国のマハチカラにおいて殺害された。写真は、インターポール（国際

刑事警察機構）･国連安全保障理事会特別手配書に含まれているものを利用可能。国連安全保障

理事会決議第2253号（2015年）に基づく見直しは2019年２月21日に終了した。国連安全保障理事

会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2021年11月15日に終了した。同人に対するインター

ポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：https://www.i

nterpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals


