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中東調査会月間活動誌（2021 年 9 月）
 

 

1. 中東調査会主催の行事 

（1）トップ・ミーティング 

・9 月 16 日（木）、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」（於：オークラ東京） 

 

 

 

＜要旨＞ 

講師より、中日関係について、①中国を客観

的・合理的に捉える、②中国と米国の利害関係

を現実的に理解する、③日本は他国に追従せず

戦略的に自らの立ち位置を見極める、という提

言がなされ、ウィン・ウィンな関係の構築が提

唱された。 

 

（2）中東情勢オンライン講演会 

・9 月 21 日（火）、鈴木 量博 駐トルコ特命全

権大使）「最近のトルコ情勢」（Zoom 形式） 

 

＜要旨＞ 

講師より、内政や経済状況、コロナ感染の現

状について概説があった後、外交面で周辺国と 

 

 

の関係改善状況や日本・トルコ二国間関係の現

状について説明がなされた。質疑では、アフガ

ニスタン情勢へのトルコの介入動機や 2023 年

大統領選挙への見通し、日本外交におけるトル

コの役割などについて多数の質問が出た。 

 

 
 

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 9 月号（2021 年 10 月 5 日付） 

1. アフガニスタン：冬を目前に差し迫る人道

危機 

2. カタル：アフガニスタン情勢への対応 

3. イスラエル：アラブ諸国との関係強化が進

む 

4. トルコ：エルドアン大統領とプーチン露大

統領の直接会談 

5. イラン：SCO 正式加盟承認とその影響 

6. リビア：議会が内閣不信任決議案を可決、政

治的緊張が高まる 

※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/） 
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（2）中東分析レポートの発行 

・No.5「カタル・ターリバーン関係の推移と展

望」（9 月 8 日） 

・No.6「アフガニスタン国民統合に向けた課題

と今後の展望――「部族」に着目した ターリ

バーン暫定内閣の分析――」（9 月 22 日） 

・No.7「ターリバーンの勧善懲悪省」（9 月 24

日） 

※内容はホームページをご参照ください。 

 

 

（3）イスラーム過激派モニターの発行 

・No.9「アル=カーイダ総司令部がターリバーン

の「完全独立」を祝福」（9 月 1 日） 

・No.10「9.11」20 周年にみるアル=カーイダの

没落――アイマン・ザワーヒリー新作の分析

――」（9 月 14 日） 

・No.11「フランスがサヘル地域の「イスラーム

国」の首領殺害を発表」（9 月 17 日） 

※内容はホームページをご参照ください。 

 

 

（4）中東かわら版の発行 

No.57「アルジェリア：モロッコ迂回のガス供給

体制の構築へ」（研究員 高橋雅英、9月6日） 

No.58「アフガニスタン：ターリバーンが暫定内

閣を発表」（研究員 青木健太、9 月 8 日） 

No.59「モロッコ：下院選挙の暫定結果、イスラ

ーム主義政党の大敗」（研究員 高橋雅英、9

月 10 日） 

No.60「エジプト・トルコ：外交関係改善に向け

た動き」（上席研究員 金谷美紗、9 月 10 日） 

No.61「モロッコ：ムハンマド 6 世国王が新首相

を任命」（研究員 高橋雅英、9 月 13 日） 

No.62「レバノン：ナジーブ・ミーカーティー内

閣の成立」（上席研究員 金谷美紗、9 月 17

日） 

No.63「イラン：IAEA 査察受け入れの「条件付」

継続で合意」（研究員 青木健太、9 月 21 日） 

No.64「アルジェリア：ブーテフリカ前大統領が

死去」（研究員 高橋雅英、9 月 17 日） 

No.65「イラク：駐留米軍の年内撤収計画につい

て確認」（研究員 高尾 賢一郎、9 月 21 日） 

No.66「UAE：内閣改造を発表」（研究員 高尾 

賢一郎、9 月 27 日） 

No.67「チュニジア：新首相の任命」（研究員 高

橋雅英、9 月 30 日） 

（https://www.meij.or.jp/kawara/） 

 

（5）その他の活動 

・9 月 10 日（金）、研究員 青木健太「アフガニ

スタン情勢の今」＊公益社団法人シャンティ

国際ボランティア会が主催する緊急オンラ

インイベントへ出講した。 

・9 月 21 日（火）、研究員 青木健太「知りたい

ことを聞く」ウェビナー登壇＊公益財団法人

中曽根康弘世界平和研究所が主催するウェ

ビナーへ出講した。 

・9 月 28 日（火）、名古屋市立名東高等学校国

際英語科の学生 2 名からの要望を受けて、中

東情勢についてオンライン意見交換を行っ

た。 

 

 

 

【会員限定】 

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

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

【会員限定】 
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3. その他 

（1）要人往来 

・8 日（水）、茂木外相は米国及びドイツ共催の

アフガニスタン情勢に関する拡大閣僚会合

に出席した。 

・13 日（月）、鷲尾外務副大臣は、アフガニス

タンの人道状況に関するハイレベル閣僚級

会合にオンライン出席した。 

・17 日（金）、茂木外相は、UAE のアブダッラ

ー・ビン・ザーイド・アール・ナヒヤーン外

務・国際協力相と電話会談した。 

・22 日（水）、茂木外相は、アフガニスタンに

関する G20 臨時外相会合に出席した。 

・23 日（金）、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

相と会談した。 

 

（2）外務省人事 

・9 月 1 日（水） 発令 

イスラエル公使 高橋誠一郎 

・9 月 10 日（金） 発令 

 中東アフリカ局長 長岡寛介 

 国際情報統括官 山内弘志 

 南部アジア部長 加納雄大 

・9 月 15 日（水） 発令 

 駐アラブ首長国連邦公使 金子 万里子 

 

4. 10 月の予定 

・10 月 5 日（火）、16:00～17:30、中東情勢オン

ライン講演会（篠塚 駐モロッコ特命全権大

使）「モロッコ情勢と日・モロッコ関係」）

（Zoom 形式） 

・10 月 6 日（水）、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（蔡 明耀（さい めいよ

う）台北駐日経済文化代表処副代表（特命政

務公使）「台湾をめぐる情勢」）＊法人会員限

定 

・10 月 22 日（金）、14:00～15:30、第 23 回オン

ライン中東情勢分析発表会（研究員 高橋雅

英、上席研究員 金谷美紗）（Zoom 形式） 

演題「最近のチュニジア及びアルジェリア情

勢」（高橋雅英）及び「シーシー政権の反対勢

力戦略の効果とリスク」（金谷美紗） 

※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/） 

 

5. 出版物刊行のご案内 

・9 月 30 日（木）、『中東研究』第 542 号（2021

年度 Vol.Ⅱ、定価：本体 2000 円＋税）が発行

されました。本号は「中東調査会設立 60 周年

記念号」として刊行し、中東研究に長年携わ

ってこられた先生方からの特別寄稿に加え、

当会研究員による現在の中東情勢を解説し

た論文が所収されております。是非お手に取

ってご覧ください。 

※詳細はホームページをご参照ください。 

 

 

 

＊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/publication/chutoukenkyu）  


