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中東調査会月間活動誌（2022 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 22 日（木）、松永 泰行 東京外国語大学

大学院教授「イランの今後―対外関係の方向性

と内政・経済動向―と地域情勢」（於：オークラ

東京） 

 

＜要旨＞ 

講師より、制裁下で進むイラン・中露関係

強化の実態、ライーシー大統領率いる保守強

硬派政権の安定性、JCPOA 再建協議の再度の

中断にあった背景について説明がなされた。

また、保守強硬派のイラン経済の現状認識や

豊かな人的資源を有するイランについても考

察された。 

 

（2）中東情勢オンライン講演会 

・9 月 26 日（月）、青山 弘之 東京外国語大学

教授「ロシアのウクライナ侵攻がもたらすシリ

ア内戦の均衡変化：クルド民族主義組織 PYD の

処遇を中心に」（Zoom 形式） 

＜要旨＞ 

講師より、シリア内戦をめぐる均衡崩壊の転 

機を概観した上で、ロシアによるウクライナ侵 

攻が「膠着した終わり」とも呼べる状況にもた 

 

 

らした変化について、とりわけ PYD をめぐる動

向に焦点を当てて多角的な説明がなされた。 

 
 

2. 中東調査会の活動 

（1）中東トピックスの発行【会員限定】 

・2022 年 9 月号（2022 年 10 月 5 日付） 

1. トルコ：上海協力機構首脳会議にエルドア

ン大統領が初参加 

2. サウジアラビア：ロシアの捕虜解放を仲介 

3. カタル：エジプトとの関係改善に向けた前

進 

4. イスラエル：11 月総選挙に向けて各党が候

補者名簿を提出 

5. イラン：ハーメネイー最高指導者の健康不

安説とその含意 

6. レバノン：11 月 1 日に公定レートを 1 ドル

＝15,000 ポンドに切り下げ 

7. アフガニスタン：ターリバーンとロシアが

燃料・食料取引に暫定合意 

8. リビア：ナイジェリアとのガスパイプライ

ン構想 

※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/） 

2022 年  

10 月 5 日

No.A22-06 

 
  中東調査会は個人及び法人会員の賛助会費により運営されている非営利の公益財団法人です 
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（2）中東分析レポートの発行 

・No.08「中東諸国の地域外交におけるギリシャ

のプレゼンス ――トルコ包囲のその先――」

（9 月 1 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.11「カーブルのロシア大使館攻撃について 

イスラーム国ホラーサーン州が犯行声明を

発出」（9 月 6 日） 

・No.12「「イスラーム国・モザンビーク州」が

ナンプーラ州での攻撃を活発化」（9月12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.78「イラン：ロシアへのドローン供与疑惑と

核交渉への影響」（研究員 青木健太、9 月 1

日） 

No.79「リビア：トリポリでの大規模な武力衝突」

（研究員 高橋雅英、9 月 5 日） 

No.80「アルジェリア：マクロン仏大統領の訪問、

二国間関係の強化へ」（研究員 高橋雅英、9 月

5 日） 

No.81「アフガニスタン：ロシア大使館職員 2 名

を含む複数名が死傷する治安事件が発生」

（研究員 青木健太、9 月 6 日） 

No.82「イラン：EU 仲介による核合意再建に向

けた交渉が停滞」（研究員 青木健太、9 月 7

日） 

No.83「アルジェリア：ロシアでの軍事演習に参

加」（研究員 高橋雅英、9 月 7 日） 

No.84「イラン：アルバニアがイランとの断交を

発表」（研究員 青木健太、8 月 5 日） 

No.85「アルジェリア：内閣改造（第 2 次ベンア

ブドゥルラフマーン内閣）」（研究員 高橋雅

英、9 月 14 日） 

No.86「イラン：上海協力機構（SCO）加盟にか

かる約束覚書に署名」（研究員 青木健太、9 月

16 日） 

No.87「UAE・バハレーン：アブラハム合意二周

年を迎えた動向」（研究員 高尾賢一郎、9 月

20 日） 

No.88「イラン：ヒジャーブ着用取締りによる女

性の死亡をめぐり各地で抗議デモが発生」

（研究員 青木健太、9 月 21 日） 

No.89「カタル：ユースフ・カラダーウィー氏の

死去（研究員 高尾賢一郎、9 月 27 日） 

No.90「イラン：ヒジャーブ着用取締りによる女

性の死亡をめぐり各地で抗議デモが発生#2

（研究員 青木健太、9 月 28 日） 

No.91「サウジアラビア：ムハンマド皇太子が首

相に就任（研究員 高尾賢一郎、9 月 28 日） 

No.92「レバノン：公定レートを 1 ドル＝15,000

ポンドに切り下げる予定（上席研究員 金谷

美紗、9 月 29 日） 

（https://www.meij.or.jp/kawara/） 

 

（5）その他の活動 

・9 月 12 日（月）、当会副理事長 浅子清、上席

研究員 金谷美紗、研究員 高尾賢一郎及び青

木健太が在京バーレーン大使公邸にて、来日

中のシャイフ・アブドッラー・バーレーン外

務次官と会談。 

 

【会員限定】 

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

 

【会員限定】 

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

「  
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・9 月 28 日（水）、ウフク・ウルタシュ・トル

コ外務省戦略研究所所長、メスット・オズジ

ャン・同外交アカデミー所長の両名が齋木理

事長を表敬訪問し、トルコの外交政策、ロシ

ア・ウクライナ戦争等について意見を交換し

た。 

 

3. その他 

（1）要人往来 

・2 日、林外相はモロッコのブリタ外務・アフ

リカ協力・在外モロッコ人相とテレビ会談し

た。 

・13 日、岸田首相は UAE のムハンマド大統領

と電話会談した。 

・15 日、岸田首相はカタルのタミーム首長と電

話会談した。 

・20～21 日、岸田首相は国連総会出席のため訪

問中のニューヨークでトルコのエルドアン

大統領、イランのライーシー大統領とそれぞ

れ会談した。 

・22 日、林外相は訪問先のニューヨークでエジ

プトのシュクリー外相、ヨルダンのサファデ

ィー外相とそれぞれ会談した。 

・26～29 日、林外相は故安倍晋三国葬儀参列の

ため訪日中のトルコのチャウシュオール外

相、クウェイトのアフマド・サバーフ外相、

サウジのファイサル・ビン・ファルハーン外

相、イランのオウジー石油相、バハレーンの

ザイヤーニー外相とそれぞれ会談した。 

・26～29 日、岸田首相は故安倍晋三国葬儀参列

のため訪日中のヨルダンのアブドッラー2 世

国王、モロッコのアハンヌーシュ首相、バハ

レーンのサルマーン皇太子兼首相、パレスチ

ナのハムダッラー前首相と会談した。 

・28 日、天皇陛下はヨルダンのアブドッラー2

世国王、カタルのタミーム首長とそれぞれ会

談した。 

 

（2）外務省人事 

・9 月 9 日（金） 発令 

ヨルダン大使 奥山爾朗 

 チュニジア大使 大菅岳史 

・9 月 15 日（木） 発令 

 イラク大使 松本太 

 

4.10 月の予定 

・10 月 6 日（木）、15:00～16:30、中東情勢オン

ライン講演会（森野 泰成 駐クウェート大使

「湾岸の友好国クウェートについて」）（Zoom

形式） 

・10 月 21 日（金）、16:00～17:30、中東情勢オ

ンライン講演会（今井 公平 アジア経済研究

所研究員「トルコの西洋化の現在地」）（Zoom

形式） 

・10 月 25 日（火）、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（リーナ・アンナーブ 駐

日ヨルダン大使「ヨルダンの地政学的回復力

（Jordan: A Geo-Political Resilience）」）＊法

人会員限定 

※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（金）、『中東研究』第 545 号（2022

年度 Vol. II、定価：本体 2000 円＋税）が発行

されました。本号は「AKP 政権 20 年目を迎

えるトルコ内外政の課題」と題する特集を組

み、2023 年の議会選挙と大統領選挙に向けて

トルコ内外政で見られる様々な変化に焦点

を当て、AKP 政権の内政、経済政策、米国、

EU、シリア、カタル、エジプト、イスラエル
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との関係について論文を掲載しました。この

ほか、「最近の動向」では、レバノン第 20 期

国民議会選挙、第 5 回イラク議会選挙後の新

政権形成過程、イエメン戦争とアンサールッ

ラー（フーシー派）を分析した論文を所収し

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）  


