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中東調査会月間活動誌（2021 年 8 月）
 

 

1. 中東調査会主催の行事 

（1）中東情勢分析発表会 

・8 月 26 日（木）、研究員 青木 健太「ターリ

バーン復権の意味と展望」（Zoom 形式） 

 

＜要旨＞ 

講師より、カーブル陥落の諸要因について

の概説があった後、アフガニスタンの現下の

諸課題やターリバーンの統治方針、周辺国の

動向について説明がなされた。質疑では、タ

ーリバーンの指揮系統や国民からの支持の実

態、反ターリバーン勢力の動向、ターリバー

ンと国連との関係性についてなど、多数の質

問が出た。 

 

（2）中東情勢分析：駐日中東大使に聞く 

・8 月 5 日、「中東情勢分析：駐日中東大使に聞

く」（第 8 回、ラシャッド・ブフラル駐日モロッ

コ王国大使閣下）を発行いたしました。是非お

手に取ってご覧ください。 

※会員の方は無料でご覧いただけます。非会員

の方もご購入いただくことが可能です（税込み

1100 円）。詳細はホームページをご参照くださ 

 

 

 

い。 

（https://www.meij.or.jp/event/145.html） 

 

2. 中東調査会の活動 

（1）中東トピックスの発行【会員限定】 

・2021 年 8 月号（2021 年 9 月 3 日付） 

1. 日本：茂木外務大臣の中東歴訪 

2. アフガニスタン：20 年間に及ぶ米軍駐留が

終了 

3. GCC：アフガニスタン情勢をめぐる思惑 

4. アルジェリア：モロッコとの断交を発表 

5. イラン：ライーシー政権が始動 

6. イスラエル：ベネット首相とバイデン大統

領の会談 

7. トルコ：大規模災害の断続的な発生 

8. リビア：2021 年予算をめぐり政府と議会が

対立 

※内容はホームページをご参照ください。 

（https://www.meij.or.jp/trend_analysis/topics/） 

 

（2）イスラーム過激派モニターの発行 

・No.4「イラク国内の電力不足を誇る「イスラ

ーム国」」（8 月 5 日） 

・No.5「州都制圧後のターリバーン」（8 月 13

日） 

・No.6「「イスラーム国」過去 1 年間の戦果」（8

月 19 日） 

・No.7「ターリバーンのアフガニスタン制圧と

2021 年  

9 月 3 日

No.A21-05 
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イスラーム過激派全体への影響に関する考

察」（8 月 27 日） 

・No.8「「イスラーム国」がアフガニスタン・カ

ーブル空港で自爆攻撃」（8 月 27 日） 

※内容はホームページをご参照ください。 

 

 

（3）中東かわら版の発行 

No.45「チュニジア：ナフダ党内の対立激化」（研

究員 高橋雅英、8 月 5 日） 

No.46「アフガニスタン：6 州の州都がターリバ

ーン側に陥落」（研究員 青木健太、8 月 10

日） 

No.47「イラン：ライーシー大統領の就任演説に

見る政策方針」（研究員 青木健太、8 月 12

日） 

No.48「シリア：第 2 次アルヌース内閣の成立」

（上席研究員 金谷美紗、8 月 12 日） 

No.49「アフガニスタン：中部ガズニー州・西部

ヘラート州・南部カンダハール州を含む 7 州

の州都がターリバーン側に更に陥落、激しい

攻防が続く」（研究員 青木健太、8 月 13 日） 

No.50「アフガニスタン：アフガニスタン政府が

崩壊」（研究員 青木健太、8 月 16 日） 

No.51「トルコ：アフガニスタン情勢に対するト

ルコの反応」（研究員 金子真夕、8 月 16 日） 

No.52「サウジアラビア：ターリバーンの政権奪

取への反応」（研究員 高尾賢一郎、8 月 18

日） 

No.53「サウジアラビア・UAE・カタル：ターリ

バーンの政権奪取への反応」（研究員 高尾

賢一郎、8 月 23 日） 

No.54「チュニジア：議会停止の延長」（研究員 

高橋雅英、8 月 24 日） 

No.55「イラン：ライーシー政権が組閣を経て本

格的に始動」（研究員 青木健太、8 月 30 日） 

No.56「アフガニスタン：アフガニスタンからの

米軍撤退が完了」（研究員 青木健太、8 月 31

日） 

（https://www.meij.or.jp/kawara/） 

 

（4）その他の活動 

・2021 年 8 月 12 日（木）、モハメッド・エルー

ミ駐日チュニジア共和国特命全権大使が齋

木理事長を訪問し、最新のチュニジア情勢に

ついて意見交換した。 

 
 

3. その他 

（1）要人往来 

・10 日、菅首相は米国のバイデン大統領と電話

会談した。 

・11 日、茂木外相はクウェイトのアフマド・ナ

ーセル・アル・ムハンマド・アル・サバーハ

外相と電話会談した。 

・16日、茂木外相はエジプトのシーシー大統領、

アブルゲイト・アラブ連盟事務総長、及びシ

ュクリ外相と会談した。 

・17 日、茂木外相はパレスチナのマーリキー外

務・移民庁長官、シュタイエ首相、及びアッ

バース大統領と会談した。 

・18 日、茂木外相はイスラエルのヘルウォグ大

統領、ベネット首相、及びラピード外相と会

談した。 

・19 日、茂木外相はヨルダンのファイサル王子

を表敬訪問し、サファディ外務・移民大臣と

第 2 回日・ヨルダン外相間戦略対話を行った。 

・19 日、茂木外相はアフガニスタン情勢に関す

る G7 外務・開発大臣会合にオンライン参加

（https://www.meij.or.jp/trend_analysis/monitor/）  

https://www.meij.or.jp/kawara/
https://www.meij.or.jp/trend_analysis/monitor/
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した。 

・20 日、茂木外相はトルコのチャウシュオール

外相、及びエルドアン大統領と会談した。 

・21 日、茂木外相はイラクのフセイン外相、カ

ージミー首相、及びサーレハ大統領と会談し

た。 

・22 日、茂木外相はイランのザリーフ外相、及

びライーシー大統領と会談した。 

・23 日、茂木外相はイランのアブドッラヒヤー

ン次期外相と会談した。 

・23 日、茂木外相はカタルのムハンマド・ビン・

アブドゥルラフマーン副首相兼外相と第１

回戦略対話を行った。 

・24 日、菅首相はアフガニスタン情勢に関する

G7 首脳テレビ会議に出席した。 

・30 日、茂木外相はアフガニスタン情勢に関す

る閣僚級調整会合にオンライン出席した。 

・31 日、茂木外相はイスラエルのラピード外相

と電話会談した。 

 

（2）外務省人事 

・8 月 31 日（火） 発令 

カタル大使 前田哲 

パキスタン大使 和田充広 

 

4. 9 月の予定 

・9 月 16 日（木）、8:30～10:00、於：オークラ

東京プレステージタワー7 階「メイプル」、ト

ップ・ミーティング（孔 鉉佑（こう げんゆ

う）中華人民共和国駐日本国特命全権大使

「日中関係の現状と今後の展望」）＊法人会

員限定 

・9 月 21 日（火）、15:00～16:30、中東情勢オン

ライン講演会（鈴木 量博 駐トルコ特命全

権大使）「トルコ情勢と日トルコ関係」）（Zoom

形式） 

※やむを得ない事情により、日時や会場が変更

になることもございますのでご了承くださ

い。また、この他にもイベントを開催するこ

ともございます。詳細等と併せまして、配信

メールや HP をご参照ください。 

 （https://www.meij.or.jp/event/） 

 

 

＊会員の皆様は、どなたでも会員限定ページをご覧になれます。 

＊ログインに必要な ID とパスワードは、御社の当会担当窓口にお問い合わせください。 

https://www.meij.or.jp/event/

