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中東調査会月間活動誌（2019 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 3 日（火）、岡村 善文 外務省 TICAD 担

当特命全権大使「TICAD 7 を終えて－これか

らのアフリカ、期待と展望－」（於：東京プリ

ンスホテル）。 

 

＜要旨＞ 

TICAD7 の概要を踏まえた上で、日本政府の

アフリカ諸国における取り組み、及び、アフリ

カ諸国の現状やビジネス環境などについて解

説した。質疑応答では、TICAD に参加したアフ

リカ諸国による TICAD への評価、アフリカ諸国

における法整備等ガバナンスの変化といった

質問があった。 

 

・9 月 13 日（金）、佐々木 聖子 出入国在留管

理庁長官「外国人受入れと共生社会の実現」

（於：ザ・オークラ東京）。 

 

 

 

＜要旨＞ 

冒頭、近年の在留外国人の人数、在留資格及

び国籍について説明した。その上で、日本にお

ける外国人労働者の受入れに関する様々な取

組や日本の大学を卒業した留学生の就職支援

について解説した。質疑応答では、外国人労働

者の受入れ制度の現状について質問があった。 

 

（2）中東連続講演会 

・9 月 13 日（金）、バシール・モハバット駐日

アフガニスタン・イスラム共和国 特命全権大

使「アフガニスタンの現状について」、（於：日

本記者クラブ「会見場」） 

 

 

＜要旨＞ 

講師より、日・アフガニスタン二国間関係、

及び、アフガニスタンの豊かな歴史と文化につ

いて概説があった。その中で、地理的特性から、

アフガニスタンが歴史上常に諸外国からの干

渉を受けてきたことについて説明がなされた。

質疑では和平プロセスや大統領選挙の見通し

等について質問が出た。 
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2. 中東調査会の活動 

（1）中東トピックスの発行【会員限定】 

・2019 年 09 月号（2019 年 10 月 03 日付） 

1. イスラエル：やりなおし選挙と組閣の動き 

2. イラク：アブドゥルマフディー首相一行の

中国訪問 

3. イラン：米国による経済制裁の継続と今後

の展開 

4．サウジアラビア：石油施設攻撃を経た対米軍

事関係 

5. チュニジア：大統領選挙は決選投票へ  

6. トルコ：エルドアン大統領、核兵器保有を示

唆？ 

※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）中東かわら版の発行 

No.86「イラン：第 3 段階目となる JCPOA 履行

一部停止を警告」（研究員 青木健太、9月3日） 

No.87「サウジアラビア：観光査証の発給につい

ての報道」（研究員 高尾賢一郎、9 月 4 日） 

No.88「イラン：第 3 段階目となる JCPOA 履行

一部停止を警告#2」（研究員 青木健太、9 月 4

日） 

No.89「アフガニスタン：ハリールザード米国和

解担当特別代表のインタビュー放送」（研究員 

青木健太、9 月 5 日） 

No.90「UAE：第 4 回連邦国民評議会議員選挙の

立候補者の確定」（研究員 高尾賢一郎、9 月 5

日） 

No.91「イラン：第 3 段階目となる JCPOA 履行

一部停止を警告#3」（研究員 青木健太、9 月 5

日） 

No.92「イスラエル：議会選挙前の動向」（研究

員 西舘康平、9 月 11 日） 

No.93「イエメン：サウジの石油施設攻撃に関す

る動き」（主席研究員 髙岡豊、9 月 17 日） 

No.94「サウジアラビア：石油施設攻撃への反応」

（研究員 高尾賢一郎、9 月 18 日） 

No.95「サウジアラビア：石油施設攻撃への反応

#2」（研究員 高尾賢一郎、9 月 19 日） 

No.96「イラン：サウジの石油施設攻撃への反応」

（研究員 青木健太、9 月 19 日） 

No.97「チュニジア：大統領選挙第一回投票の結

果」（研究員 金谷美紗、9 月 20 日） 

No.98「イエメン：サウジの石油施設攻撃に関す

る動き ＃2」（主席研究員 髙岡豊、9 月 20 日） 

No.99「エジプト：都市部で反政府デモ」（研究

員 金谷美紗、9 月 24 日） 

No.100「イラン：仏独英による共同声明に関す

る動き」（研究員 青木健太、9 月 25 日） 

No.101「イラン：ロウハーニー大統領が「ホル

ムズ和平案」を提唱」（研究員 青木健太、9 月

26 日） 

No.102「アフガニスタン：大統領選挙前の動向」

（研究員 青木健太、9 月 26 日） 

No.103「イスラエル：選挙の最終結果と組閣の

動き」（研究員 西舘康平、9 月 26 日） 

No.104「サウジアラビア：観光査証の発給につ

いての報道 #2」（研究員 高尾賢一郎、9 月 27

日） 

No.105「サウジアラビア：風紀取り締まりのた

めの新しい法律」（研究員 高尾賢一郎、9 月 30

日） 

No.106「イエメン：イエメン軍がサウジ南部に

大規模攻勢」（主席研究員 髙岡豊、9 月 30 日） 

※内容はホームページをご参照ください。 

（https://www.meij.or.jp/kawara/） 

 

（3）その他の活動（意見交換会） 

・9 月 4 日（水）、アルジェ第 3 大学政治・国際

関係学部のアアラージ・スリマーン副学長が来

訪し、当会の浅子副理事長及び研究員らと意見

交換を行った。 
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・9 月 18 日（火）、レバノン大学で日本学・国

際関係学を専門とするハビーブ・バダウィー講

師が来訪し、当会の浅子副理事長及び研究員ら

と意見交換を行った。 

 

 

3. その他 

（1）要人往来 

・23 日、国連総会のためニューヨークを訪問中

の茂木外相は、イランのザリーフ外相と会談

を行った。 

・23 日、国連総会出席のためニューヨークを訪

問中の安倍首相は、ヨルダンのアブドッラ－

国王と夕食を挟みながら会談を行った。 

・24 日、国連総会出席のためニューヨークを訪

問中の安倍首相は、イランのロウハーニー大

統領と会談を行った。 

・26 日、国連総会出席のためニューヨークを訪

問中の茂木外相は、国連パレスチナ難民救済

事業機関（UNRWA）支援閣僚級会合に出席し

た。 

・26 日、国連総会出席のためニューヨークを訪

問中の茂木外相は、サウジアラビアのアッサ

ーフ外相と外相会談を行った。 

・27 日、中谷外務大臣政務官は、エルーミ駐日

チュニジア大使の表敬を受けた。 

 

（2）外務省人事 

・9 月 2 日（月） 

中東第一課長 河原 一貴 

駐イラク公使 中川 周 

・9 月 9 日（月） 

経済担当外務審議官 金杉 憲治 

総合外交政策局長 山田 重夫 

・9 月 10 日（火） 

駐シリア公使 遠藤 彰 

 

4. 今後の予定（10 月） 

・10 月 2 日（水）8:30～10:00、於：ザ・オーク

ラ東京プレステージタワー7 階「メイプル」、

朝食会（髙橋 克彦 外務省中東アフリカ局

長「最近の中東情勢」）＊法人会員限定。 

・10 月 2 日（水）14:00～15:30、於：日本記者

クラブ「会見場」、中東連続講演会（ワリード・

シアム・駐日パレスチナ常駐総代表部大使

「Palestine - Peace or In Pieces（パレスチナ

と“ピース”：平和か分断か）」） 

 

※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が入ることも

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。 


