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第８号様式（発展型総合事業、総合事業）

第７号様式（調査研究事業）

外交・安全保障調査研究事業費補助金

補助事業実績報告書

※本報告書のほか、事業成果をアピールする資料（パワーポイントや動画等自

由書式。最大３枚/３分程度）を提出すること。

１．基本情報

事業者名 公益財団法人日本国際問題研究所

事業分野 ※募集要領にある分野 A～Cのいずれかを記入のこと。

総合事業 C

事業名及び事業概要 ※事業計画書の該当部分を転載のこと。

国際秩序変容期の競争と連携―

グローバルガバナンス再構築に向けた日本外交への提言

事業概要： 本事業は、国際秩序変容期における、地政学的競争を背景とする経済

と安全保障のリンケージ、気候変動・伝染病・SDGs 等の地球規模課題に関する国

際的な連携の在り方、地政学的競争と地球規模課題が連動する中東・アフリカ情勢

について調査分析を行い、グローバルガバナンス再構築に向けた日本外交への提言

を行う。

事業実施期間 ※下記の期間から１つを選択し「○」を記入

（ ）１年間（令和 年度）

（ ）２年間（令和 年度～令和 年度）（うち 年目）

（〇）３年間（令和 ２ 年度～令和 ４ 年度）（うち １ 年目）

２ 事業実施体制

（１） 定量的概要

研究者数合計 ４１ 名

うち若手研究者数 ７ 名（全体の １７ ％）

うち女性研究者数 ９ 名（全体の ２１ ％）

うち首都圏以外の研究者数 ２ 名（全体の ５ ％）
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（２）事業実施体制の詳細は別紙１に記入のこと。

３ 事業の実施状況・成果

（１） 定量的概要

（総合事業、調査研究事業については該当するもののみ記入すること。）

【調査】

・情報収集・調査実施回数： １２回

【会議】

・研究会の実施数： ２５ 回

・シンポジウム／セミナー／ワークショップ等の主催・共催数： 計７回

・他団体主催のシンポジウム／セミナー／ワークショップ等への参加数：２１回

【情報発信】

・インタビューや報道発表の実施数： ８ 回

・論文やコメンタリーの発出数： ７０ 回

・政策提言を含む報告書の発出数： 1 回

※ 主要なものにつき、審査委員や政府関係者などが閲覧できるよう URL（未発表のものは概

要）を記載。 また、上記以外の情報発信（メールマガジン配信、ウェビナー動画の発信

など、独自に実施している情報発信）も記載可。

（２） 事業の具体的な実施状況は別紙２に記載のこと。

（３） 別紙３において、事業の定性的成果（①どのように取り組み、どのような成果があったか

（工夫を凝らした点、従来事業から改善した点を含む）、②どの部分につき進展・成果が不

十分であったか、その原因、次年度での改善方法）を具体的に記載のこと。
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４ 事業総括者による評価（２ページ程度）

※事業総括者による事業の進展、成果についての評価コメントを記載。（特に、他の類似事業と比べて

どのような新規性があったか、研究成果によりどのような新たな知見が得られたのか否か、これら

がどう日本外交に資するのかを記載する。）

米中の対立と戦略的競争は、軍事・安全保障から先端技術、サプライチェーンの支配、新型コロ

ナ対応を巡るナラティブに至るまで、あらゆる分野で一層激化し、ルールに基づく国際秩序は一層

厳しい試練に直面している。本件事業との関連では、令和 2年度には特に、新型コロナ禍による各

国の経済やサプライチェーンへの影響、安全保障と経済の関係に対する関心の高まり、国際機関の

機能不全などが注目された。また、中東では、イランと米国・その同盟諸国間の対立を軸に、イス

ラエルとアラブ諸国の国交樹立など、地域独自の戦略的パワーバランスの変容が注目された。令和

2年度には、コロナ禍の制約の中で、オンラインを活用した研究会の開催、「研究レポート」の HP 掲

載開始、シンクタンクとの協議やシンポジウム、ウェビナーの開催を積極的に行い、以下のとおり、

新たな知見の蓄積、ネットワークの構築及び対外発信のいずれについても大きな成果を上げ、日本

外交に貢献した。

１．研究会を通じて得られた新たな知見

l 経済と安全保障のリンケージ及び新興技術に関し、現在の国際政治では、安全保障上の理由に

より、中国では軍民融合が推進され、米国等では輸出管理や対内直接投資規制などが強化され

るなど、当初想定した以上に、安全保障と経済が密接に結びついており、令和 2年度を通じて

この傾向がますます強まっていることが明かにされた。

l 地球規模課題については、WHO の改革や強化、COVAX を通じたワクチン供給の重要性が指摘され

た。また、「仙台防災枠組」での感染症含む様々な災害に対しての枠組みのあり方が議論された。

ポスト・コロナを巡る議論では、デジタル技術の活用、持続可能な経済成長、環境問題、高齢化

社会などの諸課題との関連付けがされた。

l 中東については、米国・イラン間の核交渉をめぐる対立を中心に、イスラエルとアラブ諸国間

での関係正常化、トルコやイラン、サウジアラビア等の地域大国間の主導権争い、その代理戦

争としてのシリアやイエメン、リビアの紛争の長期化・複雑化の現状等、混迷を極める中東情

勢の現在進行形の諸相が明らかにされた。

２．シンクタンクとの協議などを通じて得られた新たな知見とネットワーク構築・強化

l 新たに、チャタムハウス（2020 年 7 月）及び戦略国際問題研究所（CSIS）（2021 年 2 月）との

共同ウェビナーを開催した。CSIS との共同ウェビナー「ハイテク・サプライチェーン・セキュ

リティに関する日米協力」では、中国の技術戦略を念頭に、先端技術分野での日米協力につい

て議論が行われ、共同研究開発とデータシェアリングのために普遍的価値の形成という点で民

主主義国が協力する必要性が明らかにされた。
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l ベトナム外交学院（DAV）、イラン外務省政治国際問題研究所、イスラエル外務省政策研究セン

ターとの定期協議では、それぞれ米大統領選挙の結果を踏まえ、地域の安全保障への影響につ

いて意見交換を行った。米国の政権交代は重大な意味を持っており、注意深く政策転換の可能

性とその影響を見極めようとしていたことが窺われた。

こうした協議や行事を通じ、欧米のトップレベルのシンクタンクや、中東情勢の要であるイラン及

びイスラエルの主要シンクタンクとのネットワークを構築・強化している。

３．日本外交への貢献

本事業は政策志向的な観点から企画・立案されており、事業の遂行それ自体が日本外交に直接的

な貢献を行うものである。本事業の各研究会の会合には毎回外務省の関係者がオブザーバーとして

参加し、研究会メンバーとの議論に参加している。こうした議論を通じて、政府側の関心事項や問

題意識を把握できるとともに、有識者側の最新の知見を政府側に提供することができた。また、協

議のカウンターパートの中には、当該国の政府・外交当局と密接な関係にあるシンクタンクも多く、

研究者間の議論を通じて我が国の関心事項についての情報や意見を間接的にインプットする機会と

もなっている。

４．対外発信の強化

令和２年度には、各研究会での研究報告や議論を随時日英両言語で発表する「研究レポート」を

開始し、本件補助金では合計 59 本のレポートを発出した。「経済・安全保障リンケージ」研究会で

は、経済と安全保障が結び付く分野について、時事問題に力点をおいて分析を加えた。「安全保障

と新興技術」研究会では、新興技術が安全保障に及ぼす影響について、現状分析および論点整理を

行うとともに、将来展望を示した。地球規模課題研究会では、コロナ禍によって浮かび上がった各

テーマの諸課題を整理し、研究レポートとして発表した。中東・アフリカ研究会では、中東全体の

安全保障・地域情勢の要であるイスラエル・アラブ諸国の関係正常化や核交渉を中心としたイラ

ン・米国関係を内政・外交・歴史の観点から考察するタイムリーな解説記事を発出するなど、従来

の年次ごとの報告とは異なる形式で、柔軟に社会発信を行うことができた。

時宜を得た国際情勢のトピックをわかりやすく分析する「国問研戦略コメント」についても、当

研究所の研究員がタイムリーにレポートを発表した。高山嘉顕（委員兼幹事）は、新型コロナウイ

ルス危機を受けて鮮明になった経済安全保障上の観点からのサプライチェーン再編の動きとその含

意を検討した。柳田健介（委員兼幹事）は、パンデミックがもたらす世界経済への影響や、「地域的

な包括的経済連携協定（RCEP）」について、数量的な分析と評価を発表した。井堂有子（委員兼幹事）

は、2020 年 9 月のイスラエル湾岸アラブ諸国間の国交正常化に際し、1979 年の「キャンプ・デービ

ッド合意」を振り返り、評価を行った。「戦略コメント」は複数の論文やメディア記事に引用された

他、政府、企業、在京大使館等から注目された。

さらに、本事業を通じた研究の成果は、「インド太平洋の今日と明日：戦略環境の変容と国際社会

の対応」という共通の戦略テーマの下で発出された「戦略年次報告 2020」とオンラインで開催され
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た「第２回東京グローバル・ダイアログ」にも反映された。「戦略年次報告 2020」は、各章の「展

望」において政策提言を含んでおり、また、米におけるバイデン政権成立後間もないタイミングで

開催された「第２回東京グローバル・ダイアログ」においては、菅総理大臣のメッセージと茂木外

務大臣による「ポスト・コロナの時代を見据えた日本外交」をテーマとする基調講演に続き、激化

する米中対立・戦略的競争とこれがインド太平洋地域に及ぼす影響、また、戦略的変容に直面する

日本、地域諸国及び国際社会が取り得る政策を中心に 19 か国 1地域からの 64 名の有識者が議論を

行い、内外から視聴者 1500 名が参加登録した。本事業が扱うテーマについては、「第２回東京グロ

ーバル・ダイアログ」の分科会のセッションにおいて、海外シンクタンクのトップや国際機関幹部

（WHO、世界銀行等）を招待し、技術覇権を巡る米中の動向と今後の展望、パンデミック対応におけ

る多国間協力の機能および米新政権とパリ協定の見通し、中東地域の戦略的パワーバランスの変容、

米新政権とイラン核合意などについてグローバルな意見交換の場を提供した。

こうした当研究所における研究活動の質の高さは、例年米ペンシルバニア大学が公表する「世界

シンクタンク・ランキング」において、世界トップ 10 に迫る位置づけを獲得し、特に 2020 年版で

は、その質の高い研究成果と高い発信力が評価され、当研究所にとっても日本のシンクタンクとし

ても過去最高の８位を達成するとともに、「シンクタンク・オブ・ザ・イヤー2020」を受賞したこと

にも、示されている。

なお、女性の比率については、研究会のメンバーのみならず研究所の幹部職員でも増大しており、

2021 年 3 月のペンシルベニア大学主催のフォーラム「シンクタンクと政策提言における女性の役

割」には市川とみ子国問研所長が主催者の要請で登壇し、当研究所の取り組みを紹介するなど、国

際的な潮流の把握や積極的な発信にも努めている。
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第７号様式/第８号様式 別紙１ 事業実施体制の詳細

事業総括、グル

ープリーダー、

研究担当、渉外

担当、経理担当

等の別

氏名 所属機関・部局・職 役割分担

事業統括

事業総括

事業副総括

佐々江賢一郎

市川 とみ子

永瀬 賢介

日本国際問題研究所理事長

日本国際問題研究所所長

日本国際問題研究所研究調整部

長

事業全般の指導・統

括

事業全般の総合調整

研究事業の総合調整

１．経済・安全保障リンケージ研究会（注１）

研究担当（主査）

研究担当（委員）

研究担当（委員）

研究担当（委員）

研究担当（委員）

研究担当（委員）

研究担当（委員）

研究担当（委員

研究担当（委員）

研究担当（委員）

研究担当（委員）

研究担当（委員）

飯田 敬輔

伊藤 亜聖

稲田 十一

浦田 秀次郎

岡部 みどり

河合 正弘

川瀬 剛志

佐藤 丙午

城山 英明

杉之原 真子

中谷 和弘

芳川 恒志

東京大学公共政策大学院教授

東京大学社会科学研究准教授

専修大学・経済学部教授

早稲田大学名誉教授

上智大学・法学部教授

東京大学公共政策大学院・特任

教授／環日本海経済研究所所長

上智大学法学部教授

拓殖大学国際学部教授

東京大学公共政策大学院教授

フェリス女学院大学国際交流学

部准教授

東京大学大学院法学政治学研究

科教授

東京大学公共政策大学院特任教

授

全体統括

一帯一路・デジタル

外交

インフラ輸出

通商・自由貿易協定

（FTA）

人の移動

通貨・金融

通商・世界貿易機関

（WTO）

輸出管理・防衛装備

移転

科学技術・宇宙

投資規制

経済制裁

エネルギー
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研究担当（委員兼

幹事

研究助手

髙山 嘉顕

大塚容子

日本国際問題研究所軍縮・科学

技術センター研究員

日本国際問題研究所研究助手

輸出管理・研究会運

営

庶務、会計、ロジス

ティクス、渉外事務

サブ研究会：「安全保障と新興技術」研究会

研究担当（主査）

研究担当（委員）

研究担当（委員）

研究担当（委員）

研究担当（委員）

研究担当（委員）

研究担当（委員）

研究担当（委員）

研究担当（委員兼

幹事）

研究担当（委員兼

幹事）

研究助手

鈴木 一人

秋山 信将

齋藤 孝祐

佐藤 丙午

角南 篤

高橋 杉雄

土屋 貴裕

森 聡

戸崎 洋史

髙山 嘉顕

石塚陽子／

園田弥生 兼

任

東京大学公共政策大学院教授

一橋大学教授

横浜国立大学特任教員（准教

授）

拓殖大学教授

笹川平和財団理事長

防衛研究所特別研究官

京都先端科学大学准教授

法政大学教授

日本国際問題研究所軍縮・科学

技術センター主任研究員

日本国際問題研究所軍縮・科学

技術センター研究員

日本国際問題研究所研究助手

研究会の全体統括お

よび新興技術の戦略

的方向性

規制・規範構築

米国の安全保障上の

新興技術

防衛技術開発

新興技術の研究開発

日米同盟の安全保障

態勢

中国の国防技術

米中による安全保障

戦略への新興技術の

適用

抑止態勢への含意

輸出管理

ロジスティクス、会

計業務、渉外
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２．地球規模課題研究会（注２）

研究担当（主査）

研究担当（委員）

研究担当（委員）

研究担当（委員）

研究担当（委員）

研究担当（委員）

研究担当（委員）

研究担当（委員）

研究担当（委員）

研究担当（委員）

研究担当（委員兼

幹事）

研究助手

赤阪 清隆

石川 幸子

石渡 幹夫

岩崎 尚子

蟹江 憲史

高村 ゆかり

詫摩 佳代

東 大作

村上 由美子

森 秀行

柳田 健介

園田 弥生

元国連事務次長

JICA 国際協力専門員

東京大学新領域創生科学研究科

客員教授

早稲田大学電子政府・自治体研

究所教授

慶應義塾大学大学院政策・メデ

ィア研究科教授

東京大学未来ビジョン研究セン

ター教授

東京都立大学教授

上智大学教授

OECD 東京センター所長

地球環境戦略研究機関所長

日本国際問題研究所研究員

日本国際問題研究所研究助手

全体統括

平和構築、人間の安

全保障

防災、国際協力

高齢化と ICT 利活用

SDGｓと経済

気候変動、国際法

グローバルヘルス

人間の安全保障

開発、ガバナンス

気候変動

研究会運営

庶務、会計、ロジス

ティクス、渉外事務

３．中東・アフリカ研究会（注３）

研究担当（主査）

研究担当（委員）

研究担当（委員）

研究担当（委員）

研究担当（委員）

研究担当（委員）

立山 良司

遠藤 貢

小野沢 透

柿崎 正樹

小林 周

貫井 万里

防衛大学校名誉教授

東京大学大学院総合文化研究科

教授

京都大学大学院文学研究科教授

テンプル大学ジャパン政治学科

上級准教授

日本エネルギー経済研究所中東

研究センター研究員

文京学院大学准教授

宇都宮大学国際学部准教授

全体統括・中東の国

際関係

アフリカ政治、国際

政治学、崩壊国家

アメリカ政治、中

東・アメリカ関係

トルコ情勢、トル

コ・カタールのアフ

リカ進出

リビア情勢、「紅

海」の安全保障

イラン情勢
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研究担当（委員）

研究担当（委員）

研究担当（委員兼

幹事）

研究助手

松尾 昌樹

吉岡 明子

井堂 有子

石塚 陽子

日本エネルギー経済研究所中東

研究センター研究主幹

日本国際問題研究所研究員

日本国際問題研究所研究助手

レンティア国家論、

オマーン政治

イラク情勢、エネル

ギー問題

中東の食料安全保

障、エジプト情勢、

研究会運営

庶務、会計、ロジス

ティクス、渉外事務
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第 7号様式/第８号様式 別紙２（自由書式）

１．基礎的情報収集・調査研究（研究会の開催）

現在、国際秩序は大きな変容期を迎えている。新興国の台頭、ポピュリズムや自国

第一主義の高まりは、国際的パワーバランスの変化をもたらしている。COVID-19 を巡

る各国および国際機関等の対応は慎重に調整されたものとは言い難く、むしろ国際秩

序の変容を加速させた側面もあった。その結果、既存の国際経済システムは挑戦に晒

され、国際経済のパワーポリティクス的な要素がより一層強まっている。

本事業の意義は、国際秩序変容期における多様なアクターの競争と連携のダイナミ

クスを分析し、複雑化する経済・地球規模課題に焦点を絞って、国益と国際公利益を

両立するグローバルガバナンスを構築するための日本の役割を検討し、提言にまとめ

ることにある。本年度事業では「経済・安全保障リンケージ研究会」、同左研究会の

サブ研究会としての「安全保障と新興技術研究会」、「地球規模課題研究会」、及び

「中東・アフリカ研究会」の 4研究会を設置し、基礎的な情報収集と調査研究を実施

した。

（１）「経済・安全保障リンケージ」研究会

現在の国際社会において、武力行使を通じた外交目標の追求は、対外的・国内政治

的に大きなコストがかかる。そのため、各国はサプライチェーンの遮断などの経済的

手段を用いて、自国の（特に安全保障上の）要求を他国に強制する「経済・安全保障

リンケージ」を行う傾向が強まっている。このことは、他国との間の非対称な経済的

相互依存が自国の脆弱性となることを意味する。そのため、各国はサプライチェーン

の見直し（内製化・多角化）、国際制度の利用、他の領域での相互依存関係の構築な

どを行い、そうした相互依存関係を緩和しようとする。本研究会の目的は、各国によ

る「経済・安全保障リンケージ」及びその世界経済への影響を明らかにすることで、

今後の我が国の経済外交の政策立案に資する提言を行うことである。そのために、資

源・エネルギー、通貨・金融、通商、インフラ輸出、人の移動、輸出管理、投資規

制、経済制裁、防衛装備移転、科学技術、デジタル経済、宇宙などの分野について、

米国、中国、ロシア、欧州、アジア諸国などによる「経済・安全保障リンケージ」を

検討してきた。特に、「経済・安全保障リンケージ」の観点から見た①各国の対外政

策、②各国の国内要素（法制度、行政機関、内政）、③国際・地域制度の構想・形

成・修正に焦点を当て、これらの背景・現況及び日本外交への含意を明らかにするこ

とを目指した。

研究会初年度にあたり、はじめに主査及び委員により研究会の趣旨および全体方向

性について議論を行った（第 1回会合）。次いで、上記の背景と目的に照らして有用

な知見をもつ外部講師を招聘しご登壇いただいた。第 2回会合では山本吉宣講師（東
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京大学名誉教授）より経済安全保障に関する理論的検討が行われ、第 3回会合では土

屋大洋講師（慶応大学教授）より海底ケーブルを巡る国際関係について講演が行われ

た。いずれの会合にも 30 名を超える委員およびオブザーバーが参加し、活発な議論が

交わされた。研究会の議論の内容は、「研究レポート」として HP に掲載した。（下記

「4.国民の外交・安全保障問題に関する理解促進」に記載）。

① 第 1回会合：６月 17 日・於オンライン（出席 17 名）

企画趣旨説明、年間の研究計画 について

② 第 2回会合：７月 1６日・於当研究所及びオンライン

講師：山本吉宣・東京大学名誉教授 「経済安保をめぐって」

（出席 31 名・うちオブザーバー14名）

③ 第 3回会合：９月 2日・於当研究所及びオンライン

講師：土屋大洋・慶応義塾大学教授 「海底ケーブルをめぐる国際関係」

（出席 35 名・うちオブザーバー19名）

④ 第 4回会合：10月 19 日・於当研究所及びオンライン

講師：土屋貴裕・京都先端科学大学准教授「中国の経済安全保障戦略」

（出席 44 名・うちオブザーバー28名）

⑤ 第 5回会合：11月 30 日・於当研究所及びオンライン

講師：猪俣哲史・ジェトロ・アジア経済研究所上席調査研究員/OECD 客員研究員

「米中対立とグローバル・バリューチェーン」

（出席 32 名・うちオブザーバー17名）

⑥ 第 6回会合：12月 4 日・於当研究所及びオンライン

飯田敬輔・主査「経済と安全保障のリンケージ―序説―」

川瀬剛志・委員「日韓輸出管理紛争にみる WTO 体制と貿易管理レジームの緊張関

係」

杉之原真子・委員「対内直接投資規制の動き：日米の事例から」

（出席 42 名・うちオブザーバー26名）

⑦ 第 7回会合：12月 18 日・於当研究所及びオンライン

中谷和弘・委員「経済制裁：国際法の観点から」

佐藤丙午・委員「経済政策：外交・安全保障政策の観点から」

稲田十一・委員「急拡大する中国の対外経済協力とその『規範』の変容可能性」

（出席 43 名・うちオブザーバー28名）

⑧ 第 8回会合：1月 26 日・於当研究所及びオンライン
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河合正弘・委員「米中通貨金融摩擦」

伊藤亜聖・委員「輸入代替デジタル化」

城山英明・委員「国際的なデータガバナンスの課題と対応」

（出席 43 名・うちオブザーバー27名）

⑨ 第 9回会合・2月 18 日・於当研究所及びオンライン

岡部みどり・委員「人の国際移動はいかにして経済安保のイシューになりうるか」

芳川恒志・委員「エネルギートランジションへ」

浦田秀次郎・委員「FTA の政治経済分析」

（出席 34名・うちオブザーバー18 名）

（２）「安全保障と新興技術」研究会

「経済・安全保障リンケージ」研究会のサブ研究会として設置した「安全保障と新興

技術」研究会では、昨今注目を集めている人口知能（AI）や量子コンピューティング

などの新興技術をめぐる国際安全保障情勢および各国の安全保障政策を検討し、評価

した。テーマは多岐にわたり、技術覇権と新興技術の関係に関する理論的検討、自律

兵器の国際的現状、新興技術が持つ日米同盟への含意、米軍による新興技術の活用の

現況、中国の軍民融合戦略の中での新興技術の応用、日本の科学技術政策と安全保障

との関連、新興技術のイノベーションと安全保障をめぐる米国の現状、新興技術と核

抑止の関係についての理論的検討、新興技術の規制についての軍備管理の観点からの

理論的検討、新興技術の輸出管理について議論が行われた。いずれの会合にも 30 名を

超える委員およびオブザーバーが参加し、活発な議論が交わされた。研究会の議論の

内容は、「研究レポート」として HPに掲載した。

① 第 1回会合・11月 17 日・於当研究所及びオンライン

鈴木一人・主査「技術覇権と新興技術」

佐藤丙午・委員「自律兵器の現状」

（出席 33 名・うちオブザーバー21名）

② 第 2回会合・12月 17 日・於当研究所及びオンライン

高橋杉雄・委員「新興技術と日米同盟」

森聡・委員「米軍による新興技術の活用」

（出席 38 名・うちオブザーバー25名）

③ 第 3回会合・1月 18 日・於当研究所及びオンライン

土屋貴裕・委員「中国による新興技術の安全保障分野への応用」

角南篤・委員「我が国の科学技術政策と安全保障」
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齋藤孝祐・委員「新興技術をめぐるイノベーションエコシステムと安全保障」

（出席 45 名・うちオブザーバー32名）

④ 第 4回会合・2月 2日・於当研究所及びオンライン

戸崎洋史・委員「新興技術の抑止関係への含意」

秋山信将・委員「新興技術の規制可能性：ルールか規範か」

高山嘉顕・委員「新興技術の輸出管理」

（出席 39 名・うちオブザーバー26名）

（３）「地球規模課題」研究会

今や甚大被害をもたらすに至った地球規模の脅威に対して、国際社会の能動的かつ

実効的な取組みが不可欠である。本研究会の目的は、地球規模課題の各種グローバル

ガバナンスのルールメイキング、とりわけ実施の実効性の確保について検討し、具体

策を提示することである。気候変動対策の国際枠組みであるパリ協定が実行段階に入

り、各国が目標達成に向けて動き出しているが、発展途上国の履行の確保など困難も

多く、援助・協力、遵守・履行までを見据えた課題と道筋の検討を行う。気候変動も

絡む自然災害の「被害甚大化」に対しては、レジリエンスを高める「防災」の取組み

が一層重要となり、国連防災世界会議で採択された国際的な連携強化に向けた方策を

検討する。SDGs の達成に向けて、G7/G20 で確認された環境問題、感染症含むヘルス問

題の課題解決に向けた仕組み、また民間企業の取り組み（SDGs 推進における ESG 投資

等）や各種ステークホルダーの役割にも焦点を当てる。SDGs が掲げる「誰一人取り残

さない」の理念に鑑みて、人間の安全保障の観点から貧困、難民問題への対応の再検

討を行う。地球規模の課題や脅威に対して、国際社会が連携して取組むためのルー

ル・枠組みづくりや発展途上国への能力構築支援、実施をはかる手段（インフラ技

術、デジタル技術、金融サービス等）や人材育成、さらには規範や価値の確立が必要

であり、日本の役割に対する期待も高まっている。SDGs の実施をはかる工夫（指標

化、官民連携のベストプラクティスの事例等）、課題分析及び解決策を示し、政策提

言にまとめるとともに、日本の強みを生かした課題解決への取組みを海外に向けて発

信することを目指した。

研究会初年度にあたり、はじめに主査及び委員により研究会の趣旨および全体方向

性について議論を行った（第 1回会合）。次いで、委員による報告を行い、外務省か

らオブザーバーの参加も得て、活発な議論が交わされた（第 2－5回会合）。研究会の

議論の内容は、「研究レポート」として HPに掲載している。

① 第 1回会合：6月 15 日・於オンライン(出席 13 名)

企画趣旨説明、年間の研究計画 について

② 第 2回会合：8月 6日・於オンライン
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岩﨑尚子・委員「超高齢社会におけるデジタル・ガバメントの役割」

詫摩佳代・委員「コロナ危機で明らかとなったグローバル・ヘルス・ガバナンスの

課題」

（出席 22名・うちオブザーバー8名）

③ 第 3回会合：9月 29 日・於当研究所及びオンライン

石渡幹夫・委員「複合連鎖災害へのマルチ・ハザード対策：パンデミック対応に災

害対策の経験を生かす」

東大作・委員「コロナ禍における平和構築の課題」

（出席 20 名・うちオブザーバー8名）

④ 第 4回会合：10月 29 日・於当研究所及びオンライン

蟹江憲史・委員「目標ベースのグローバルガバナンスの挑戦：SDGs の本当の意義」

村上由美子・委員「高齢化社会における日本のリーダーシップ」

（出席 21 名・うちオブザーバー10名）

⑤ 第 5回会合：12月 2 日・於当研究所及びオンライン

森秀行・委員「COVID19 と環境問題―トリプル R（Response, Recovery,

Redesign）の提案―」

高村ゆかり・委員「持続可能な復興と気候変動」

石川幸子・委員「コロナ禍における人間の安全保障の再考：日本は with/post コロ

ナでどのように人間の安全保障に根差した貢献を行うべきか」

（出席 24名・うちオブザーバー12 名）

（４）「中東・アフリカ」研究会

本研究会では、日本の経済利益に直結すると同時に国際公共財でもあるエネルギー

供給ルートの安全と、地球規模課題である対テロや紛争防止の観点から、中東・アフ

リカ地域に焦点を当てて研究を実施している。米イラン間の対立が激化する中、石油

の 90％を中東からの輸入に依存する日本にとって、ペルシア湾から日本に至るシーレ

ーンの安全は死活問題である。従って、現在、輸送ルート及びエネルギー・食料資源

の確保を目指し、中東域内外の国家による覇権争いが激化している①ペルシア湾、②

紅海、③地中海の動向を、地政学、地域研究、海洋安全保障、エネルギー安全保障、

コネクティビティやインフラ整備を通した平和構築などの側面から多面的に理解す

る。同時に、グローバル化による経済格差、ガバナンスの欠如、若年層の人口増大

（ユースバルジ）を原因とする市民の抗議活動に対する各国の対応とレジリエンスに

ついて、「レンティア（天然資源等の非税収入に依存する）国家論」及び「デジタル

監視国家モデル」等の最新の議論を援用して検討する。本研究会は、米イランの緊張

緩和の試みや自衛隊の中東派遣、アフリカ開発会議（TICAD）の開催などによって、近
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年ますます期待と存在感を高めている中東・アフリカ地域における日本外交に資する

情報分析を行い、発信することを目指した。

研究会初年度にあたり、はじめに主査及び委員により研究会の趣旨および全体方向

性について議論を行った（第 1回会合）。次いで、委員による報告を行い、外務省か

らオブザーバーの参加も得て、活発な議論が交わされた（第 2－7回会合）。研究会の

議論の内容は、「研究レポート」として HPに掲載し、研究会での議論を踏まえ、あら

たに研究報告書として研究成果をまとめた。

① 第 1回会合：7月 10 日・於オンライン（出席 12 名）

企画趣旨説明、年間の研究計画について

② 第 2回会合：8月 27 日・於当研究所及びオンライン

立山良司・主査「最近のイスラエル/パレスチナ情勢」

柿崎正樹・委員「トルコのアフリカ進出：その背景と現状」

（出席 23 名・うちオブザーバー11名）

③ 第 3三回会合：9月 25 日・於当研究所及びオンライン

遠藤貢・委員「『アフリカの角』情勢の展開」

小林周・委員「リビア紛争と域内対立：地中海東部、紅海沿岸情勢との連動」

（出席 30 名・うちオブザーバー18名）

④ 第 4回会合・10月 28 日・於当研究所及びオンライン

松尾昌樹・委員「近年の湾岸アラブ諸国情勢」

講師：中西俊裕・帝京大学教授「最近のサウジアラビア経済を取り巻く環境―石油

政策、経済改革と対外関係」

（出席 26名・うちオブザーバー15 名）

⑤ 第 5回会合：11月 11 日・於当研究所及びオンライン

吉岡明子・委員「カーズィム政権下のイラクにおける人民動員部隊問題」

講師：鈴木恵美・福岡女子大学准教授「シリア情勢：支配を固めるアサド政権」

（出席 26 名・うちオブザーバー14名）

⑥ 第 6回会合：12月 25 日・於当研究所及びオンライン

小野沢透・委員「ポスト・トランプのアメリカと中東」

貫井万里・委員「米大統領選挙後のイラン情勢」

（出席 34 名・うちオブザーバー22名）

⑦ 第 7回会合：1月 13 日・於当研究所及びオンライン

講師：斎藤純・日本貿易振興会アジア経済研究所副主任研究員「湾岸アラブ諸国の
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食糧安全保障」

井堂有子・委員「中東・北アフリカの食料安全保障―気候変動、輸入依存、地域協

力をめぐる課題整理」

（出席 26名・うちオブザーバー16 名）

２．諸外国シンクタンク・有識者との討論等の実施

（１）海外シンクタンクとの協議等

① 英国チャタムハウス共催オンラインセミナー「アジア、欧州、米国におけるサプラ

イチェーンの再考」（2020 年７月 1日、於：オンライン）

英国王立国際問題研究所（チャタムハウス）との共催により、グローバルサプライ

チェーンをテーマにセミナーを開催し、コロナ禍によって顕在化したサプライチェー

ンの脆弱性、３Dプリンター等の技術革新や地政学的リスクを考慮したサプライチェ

ーンの見直し、サプライチェーンの安定化に向けた取り組みについて、日英からの参

加者を得て活発な議論を行った。

登壇者：Beata Javorchik 欧州復興開発銀行（EBRD）チーフエコノミスト

津上俊哉 津上工作室代表・日本国際問題研究所客員研究員 （参

加者：約 54 名）

② 第 13回 JIIA-DAV（ベトナム外交学院）定期協議（2020 年 12 月 11 日、於当研究所

及びオンライン）

本会議は、当研究所とベトナム外交学院（DAV: Diplomatic Academy of Vietnam）

の間で、2005 年から定期的に開催しているバイ協議で、今回で 13 回目の開催となっ

た。協議では、インド太平洋地域の大国間競争と地域への影響、ポスト・コロナにお

ける地域協力と日越二国間の協力などのテーマについて、双方から報告が行われ、そ

れに続いて活発な意見交換が行われた。（参加者：計 10名）

（日本側参加者 5名）

市川 とみ子（日本国際問題研究所所長）

津上 俊哉（津上工作室代表／日本国際問題研究所客員研究員）

小原 凡司（笹川平和財団上席研究員）

大庭 三枝（神奈川大学教授）

渡辺 紫乃（上智大学教授）
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（ベトナム側参加者 5名）

Dr. Nguyen Hung Son, Vice President, DAV
Dr. Pham Cao Cuong, Deputy Director, Vietnam Institute of American Studies, VASS
Dr. Lai Thai Binh, Deputy-Director General Institute of East Sea Studies, DAV
Dr. To Minh Thu, Deputy-Director General Institute of Foreign Policy and Strategic
Studies, DAV
Dr. Ngo Duy Ngo, Faculty of International Economics, DAV

③ イラン外務省政治国際問題研究所（IPIS）との定期協議（2020 年 12 月 14 日、於

当研究所及びオンライン）（参加者：56 名）

両研究所間での第 11回目定期協議を行った。イラン側より 4名、日本側より 2名の

研究者が参加し、西アジアと東アジアの安全保障・外交の現状、特に米大統領選挙結

果の両地域への影響等について意見交換を行った。

④ イスラエル外務省政策研究センター（CPR）との定期協議（2021 年 1 月 21 日、於

当研究所及びオンライン）（参加者：30 名）

両研究所間での第 6回定期協議を行った。イスラエル側より 2名、日本側より 2名

の研究者らが報告発表し、インド太平洋地域と中東地域の安全保障やそれぞれの地域

情勢、また米大統領選挙を経てバイデン政権が各地域に対して取り得る外交方針の行

方等について意見交換を行った。

⑤ 第 2回東京グローバル・ダイアログ（2021 年 2 月 25－27 日、於：オンライン）

３．（１）参照

⑥ アラブ首長国連邦国防大学（NDC）との意見交換会（2021 年 3 月 22 日、於当研究所及

びオンライン）（参加者：20 名）

アラブ首長国連邦国防大学関係者（15 名）と日本側有識者との間で、日本の対中東

政策や自衛隊の中東派遣、UAE の安全保障環境等について意見交換会を行った。
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3. 日本の主張の世界への積極的発信と国際世論形成への参画

（１）第 2回 東京グローバル・ダイアログ（2021 年 2 月 25－27 日、於：オンライン）

の開催及び「戦略年次報告 2020」（英語版）の公開

本年２月「インド太平洋の今日と明日：戦略環境の変容と国際社会の対応」というテ

ーマの下、「第２回東京グローバル・ダイアログ」を日英同時通訳・オンラインで開催

した。１５００名の視聴者登録のうち、約４００名が英語登録であった。

また、右に先立ち、ダイアログと共通の戦略テーマの下で国問研として現在の世界情

勢・安全保障環境をどう見るかを世に問う「戦略年次報告 2020」を和文英文両方で発表

した。

（日本語版）

https://www.jiia.or.jp/strategic_comment/pdf/StrategicAnnualReport2020jp.pdf

（英語版）

https://www.jiia.or.jp/en/strategic_comment/pdf/StrategicAnnualReport2020en.p

df

「本事業は主要パートの構成主体として参与し、分科会３と分科会４を実施した。

概要は下記のとおり。※同シンポジウムのプログラム・登壇者情報、議論の要旨、実際

の映像はそれぞれ以下よりアクセス可能。

https://www.jiia.or.jp/eventreport/202103-TGD2020-report.html

分科会３「新型コロナパンデミック及びマルチラテラリズムの危機」では、新型コロ

ナパンデック、気候変動などの地球規模課題の挑戦に対して、国際的な枠組みや先進

国・途上国の協力が機能したか、あるいはしなかったか、そして今後どうあるべきかを

中心に議論が進んだ。多国間主義が危機に直面している一方、パンデミックの対応にお

いて現場では協力体制が機能を発揮した事例が見られ、そうした基盤が構築されている

ことの重要性が指摘された。気候変動については、バイデン政権の当初の行動には期待

が持てるが、パリ協定の目標達成は非常に困難であろうとの見方が示された。

【モデレーター】

赤阪清隆（元国連事務次長）

【スピーカー】

ジェイソン・ボルドフ（コロンビア大学公共政策大学院教授

葛西健（WHO 西太平洋地域事務局長）

マリ・パンゲストゥ（世界銀行専務理事（開発政策・パートナーシップ））

イブ・ティベルギアン（ブリティッシュコロンビア大学教授）
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分科会の模様：

（日本語）https://www.youtube.com/watch?v=wUR1IDkIQQU

（英語） https://www.youtube.com/watch?v=Hax31YOf07w

分科会４「コロナ禍と戦略的変容における中東情勢」では、中東地域の戦略的変容、

特に米国の新政権と核合意、パワーバランスの変容、感染拡大の影響について議論が行

われた。世界的感染拡大が進行する中、2020 年の中東情勢は引き続き混迷を深めてき

た。イスラエルとアラブ 4か国の国交正常化が実現し、湾岸諸国内の和解にも進展がみ

られた一方、イランの孤立と核合意の頓挫、ホルムズ海で峡の緊張は継続している。コ

ロナ禍はアラブの春から 10 年を経てなお戦禍と経済苦境にあった中東地域の課題をさ

らに悪化させた。地域における米のプレゼンスはアジアへのシフトを反映して減少した。

バイデン政権によるイラン―特に JCPOA―への関与再開は、地域内で分断したそれぞれ

の立場から注視されており、各論者から地域全体の包括的安全保障体制の構築の必要性

が指摘された。

【モデレーター】

立山良司（防衛大学校名誉教授）

【スピーカー】

メリハ・アルトゥンウシュク（中東工科大学国際関係学部教授）

ウズィ・ラビ（テルアビブ大学モシェ・ダヤーン中東アフリカ研究センター所長）

サナム・ヴァキール（王立国際問題研究所（チャタムハウス）中東・北アフリカプロ

グラム副部長）

ルチアーノ・ザッカーラ（カタル大学湾岸研究センター准教授）

分科会の模様：

（日本語）https://www.youtube.com/watch?v=NEyRLjePru0

（英語） https://www.youtube.com/watch?v=G5tn1AOkOKQ

（２）「戦略コメント」および「研究レポート」英訳版の作成

下記（「4-2．事業成果の公表」）に記載の通り、当研究所では「戦略コメント」及

び「研究レポート」を作成し、原則として英訳することを目指している。

（※「戦略コメント」「研究レポート」の作成実績は、英訳版も含めて下記（4．国民

の外交・安全保障問題に関する理解増進）の項目に記載した。）

（３）国際会議・定期協議等を通じた日本の主張の発信

上記（「２．諸外国シンクタンク・有識者との討論等の実施」）に記載した各種国

際会議・定期協議は、日本の主張を発信する場としても意義を有する。
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（４） AJIISS コメンタリー

日本国際問題研究所が事務局となり、他の外交シンクタンクと共に共同運営してい

る英語論説。

赤坂清隆（元国連事務次長） “Five ways to save multilateralism from collaps-

ing”

https://www.jiia.or.jp/en/ajiss_commentary/five-ways-to-save-multilateralism-

from-collapsing.html

４．国民の外交・安全保障問題に関する理解増進

4－1.公開セミナー（ウェビナー）の開催

当研究所では、国内における政策論議を促進するため、各界の第一人者を迎えてオン

ラインにて公開セミナー（ウェビナー）を実施した。

（１） 米国戦略国際問題研究所（CSIS）共催ウェビナー「ハイテク・サプライチェー

ン・セキュリティに関する日米協力（U.S.-Japan Cooperation on High-Tech Supply

Chain Security）」（2021 年 2 月 12 日、於当研究所及びオンライン）

世界のトップシンクタンクである米国戦略国際問題研究所（CSIS）との共催により

『ハイテク・サプライチェーン・セキュリティに関する日米協力』をテーマに、日米

それぞれより一般参加者を募る形で公開ウェビナーを開催した。

登壇者：

佐々江賢一郎（日本国際問題研究所理事長）

市川とみ子（日本国際問題研究所所長）

マシュー・グッドマン（CSIS 上級副所長）

ジュード・ブランシェット（CSIS 中国研究フリーマンチェア）

津上俊哉（津上工作室代表/日本国際問題研究所客員研究員）

アーニャ・マニュエル（Rice, Hadley, Gates & Manuel 共同創業者／

スタンフォード大学リサーチ・アフィリエイト）

鈴木一人（東京大学国際公共政策大学院教授）

（視聴者：約 260 名）

ウェビナーの模様：

https://www.csis.org/events/us-japan-cooperation-high-tech-supply-chain-secu-

rity
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4－2.事業成果の公表

（１）『戦略年次報告 2020』

上記の通り。

（２）研究レポート

令和 2年度は、各研究会での研究報告・議論の結果等を「研究レポート」として随時

発出した。

①「経済・安全保障リンケージ研究会」（和文）

筆者 題名 Link

1
山本吉宣（東京大学

名誉教授）

経済安保をめぐって―米中対抗の中

で

https://www.jiia.or.jp/column/pos

t-4.html

2
土屋大洋（慶應義塾

大学教授）
海底ケーブルをめぐる国際関係

https://www.jiia.or.jp/column/pos

t-10.html

3

飯田敬輔（東京大学

公共政策大学院教

授）

経済と安全保障のリンケージについ

て

https://www.jiia.or.jp/column/pos

t-27.html

4
稲田十一（専修大学

教授）

急拡大する中国の対外経済協力とそ

の「規範」

https://www.jiia.or.jp/column/pos

t-29.html

5

杉之原真子（フェリ

ス女学院大学准教

授）

近年の対内直接投資規制の動き：日

米の事例から

https://www.jiia.or.jp/column/pos

t-31.html

6
佐藤丙午（拓殖大学

教授）

経済制裁：外交・安全保障政策の観

点から

https://www.jiia.or.jp/column/pos

t-32.html

7
中谷和弘（東京大学

教授）
経済制裁：国際法の観点から

https://www.jiia.or.jp/column/pos

t-40.html

8

伊藤亜聖（東京大学

社会科学研究所准教

授）

輸入代替デジタル化戦略の誘惑
https://www.jiia.or.jp/column/pos

t-42.html

9
川瀬剛志（上智大学

法学部教授）

日韓紛争にみるWTO体制と安全保

障貿易管理制度の緊張関係

https://www.jiia.or.jp/column/pos

t-44.html
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10
浦田秀次郎（早稲田

大学名誉教授）
FTAの政治経済分析

https://www.jiia.or.jp/column/pos

t-47.html

11

芳川恒志（東京大学

公共政策大学院特任

教授）

エネルギートランジションへ
https://www.jiia.or.jp/column/pos

t-51.html

12
岡部みどり（上智大

学法学部教授）

経済安全保障と人の移動：人間の安

全保障と国際協力の観点から

https://www.jiia.or.jp/column/pos

t-49.html

13

猪俣哲史（ジェト

ロ・アジア経済研究

所上席主任調査研究

員/OECD客員研究

員）

国内制度とグローバル・バリューチ

ェーン

https://www.jiia.or.jp/column/pos

t-52.html

14
土屋貴裕（京都先端

科学大学准教授）

経済の安全保障的側面を強化する中

国

https://www.jiia.or.jp/column/pos

t-56.html

15

城山英明（東京大学

公共政策大学院教

授）

国際的なデータガバナンスの課題と

対応

https://www.jiia.or.jp/column/pos

t-73.html

16

河合正弘（環日本海

経済研究所代表理

事・所長）

米中の通貨・金融覇権競争
https://www.jiia.or.jp/column/po

st-98.html

②「経済・安全保障リンケージ研究会」（英文）

筆者 題名 Link

1

Yoshinobu Yamamoto

(Visiting Professor,

National Graduate In-

stitute for Policy

Studies)

Economy and Security in the Era

of Sino-American Rivalry

https://www.jiia.or.jp/en/column/

2020/09/research-reports-econo-

my-security-linkages01.html

2

Motohiro Tsuchiya

(Professor, Keio Uni-

versity)

Submarine Cables and Interna-

tional Relations

https://www.jiia.or.jp/en/column/

2020/10/research-reports-econo-

my-security-linkages02.html
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3

Keisuke Iida

(Professor, Graduate

School of Public Poli-

cy, The University of

Tokyo)

On Economy-Security Linkages

https://www.jiia.or.jp/en/column/

2020/12/research-reports-econo-

my-security-linkages03.html

4

Juichi Inada

(Professor, Senshu

University)

China's Expanding External Eco-

nomic Cooperation and Its "Norm"

https://www.jiia.or.jp/en/column/

2021/03/02-research-reports-

economy-security-link-

ages04.html

③「安全保障と新興技術研究会」（和文）

筆者 題名 Link

1
鈴木一人（東京大学教

授）
米中の技術覇権争いと安全保障

https://www.jiia.or.jp/column/pos

t-30.html

2
佐藤丙午（拓殖大学教

授）
自律兵器の現状

https://www.jiia.or.jp/column/pos

t-39.html

3
土屋貴裕（京都先端科

学大学准教授）

新興技術の軍民両用（デュアルユ

ース）を進める中国：ブロックチ

ェーンを事例に

https://www.jiia.or.jp/column/pos

t-46.html

4

高橋杉雄（防衛省防衛

研究所防衛政策研究室

長）

新興技術と日米同盟：イノベーシ

ョンの重要性

https://www.jiia.or.jp/column/pos

t-50.html

5 森聡（法政大学教授）
米軍による国防イノベーションの

推進―AI と JADC2―

https://www.jiia.or.jp/column/pos

t-69.html

6
齊藤孝祐（横浜国立大

学特任准教授）

新興技術の管理をめぐる米国の戦

略と「コンセンサス」

https://www.jiia.or.jp/column/pos

t-64.html

7

秋山信将（一橋大学大

学院教授／日本国際問

題研究所客員研究員）

新興技術の規制可能性：軍備管理

の視点からの論点整理

https://www.jiia.or.jp/column/pos

t-86.html

8
戸﨑洋史（日本国際問

題研究所軍縮・科学技
新興技術と核抑止関係

https://www.jiia.or.jp/column/pos

t-87.html



24

⑤「地球規模課題研究会」（和文）

術センター 主任研究

員）

9
高山嘉顕（日本国際問

題研究所 研究員）
米国の新興技術の輸出管理

https://www.jiia.or.jp/column/pos

t-95.html

④「安全保障と新興技術研究会」（英文）

筆者 題名 Link

1

Kazuto Suzuki

(Professor, The Uni-

versity of Tokyo)

US-China Technological Rivalry

and Security

https://www.jiia.or.jp/en/column/

2021/03/11-us-china-technologi-

cal-rivalry-and-security.html

筆者 題名 Link

1

岩﨑尚子（早稲田大学電

子政府・自治体研究所教

授）

超高齢社会日本におけるデ

ジタル・ガバメントと国際

貢献

https://www.jiia.or.jp/column/post-

5.html

2
詫摩佳代（東京都立大学

法学部教授）

コロナ危機で明らかとなっ

たグローバル・ヘルス・ガ

バナンスの課題

https://www.jiia.or.jp/column/post-

6.html

3

石渡幹夫（東京大学新領

域創生科学研究科客員教

授）

複合連鎖災害へのマルチ・

ハザード対応：パンデミッ

クに災害対策の経験を生か

す

https://www.jiia.or.jp/column/post-

14.html

4
東大作（上智大学グロー

バル教育センター教授）

コロナ禍を人間の安全保障

で ～世界的解決に向けた

日本の役割～

https://www.jiia.or.jp/column/post-

15.html

5
村上由美子（OECD東

京センター所長）

高齢化社会における日本の

リーダーシップ

https://www.jiia.or.jp/column/post-

26.html

6

森秀行（地球環境戦略研

究機関

特別政策アドバイザー）

COVID-19 が環境と持続可

能性に及ぼす影響について

—トリプル R（Response,

https://www.jiia.or.jp/column/post-

33.html
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⑦「中東・アフリカ研究会」（和文）

Recovery, Redesign）の提

案—

7
石川幸子（JICA 国際協

力専門員）

コロナ禍における人間の安

全保障の再考 with/post コ

ロナにおける日本の貢献を

考える

https://www.jiia.or.jp/column/post-

34.html

8

蟹江憲史（慶應義塾大学

大学院政策・メディア研

究科教授）

目標ベースのグローバルガ

バナンスの挑戦：SDGsの

本当の意義

https://www.jiia.or.jp/column/post-

45.html

⑥「地球規模課題研究会」（英文）

筆者 題名 Link

1

Naoko Iwasaki（Profes-

sor, Institute of e-Gov-

ernment, Waseda Uni-

versity）

Digital Government in

Japan's Super-aging Socie-

ty and International Contri-

butions

https://www.jiia.or.jp/en/column/2020/

09/research-reports-global-is-

sues01.html

2

Kayo Takuma（Profes-

sor, Tokyo Metropoli-

tan University）

Global Health Governance

Issues Exposed by the

Coronavirus Crisis

https://www.jiia.or.jp/en/column/2020/

10/research-reports-global-is-

sues02.html

3

Mikio Ishiwatari（Visit-

ing Professor, Gradu-

ate School The Univer-

sity of Tokyo）

Multi-hazard Approach to

Compound/Cascading Di-

sasters: Putting Experience

in Developing Disaster Risk

Reduction to Use in Pan-

demics

https://www.jiia.or.jp/en/column/2020/

12/research-reports-global-is-

sues03.html

4

Daisaku Higashi（Pro-

fessor, Sophia Univer-

sity）

Human Security in Tackling

the Coronavirus Pandemic:

Japan's Role in a Global So-

lution

https://www.jiia.or.jp/en/column/2020/

12/research-reports-global-is-

sues04.html

筆者 題名 Link

1
立山良司(防衛大学校名

誉教授)

アラブの『三つのノー』から関係

正常化へ―UAE、バハレーンのイ

https://www.jiia.or.jp/column/po

st-8.html
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スラエル国交樹立とパレスチナ問

題

2

柿崎正樹(テンプル大学

ジャパンキャンパス上

級准教授)

転換期を迎えたトルコの対アフリ

カ外交―ソマリア、スーダン、リ

ビアの事例から―

https://www.jiia.or.jp/column/po

st-9.html

3
遠藤貢（東京大学教

授）

グランド・エチオピア・ルネッサ

ンス・ダム（GERD）をめぐる新た

な力学と「アフリカの角」地域の

政治体制変動

https://www.jiia.or.jp/column/po

st-13.html

4

小林 周（一般財団法人

日本エネルギー経済研

究所中東研究センター

主任研究員）

リビア紛争の展開と地中海東部、

紅海沿岸情勢との連動

https://www.jiia.or.jp/column/po

st-20.html

5

吉岡明子（一般財団法

人 日本エネルギー経済

研究所中東研究センタ

ー 研究主幹）

イラクの課題と新首相のイニシア

ティブ

https://www.jiia.or.jp/column/po

st-21.html

6
中西俊裕（帝京大学教

授）

サウジアラビア経済を取り巻く環

境—石油政策、経済改革、対外関

係を中心に

https://www.jiia.or.jp/column/po

st-24.html

7
松尾昌樹（宇都宮大学

准教授）

湾岸アラブ諸国の財政支援とアラ

ブ諸国の民主化

https://www.jiia.or.jp/column/po

st-41.html

8
小野沢透 （京都大学教

授）
バイデン政権と中東

https://www.jiia.or.jp/column/po

st-72.html

9
齋藤純（アジア経済研

究所副主任研究員）

湾岸アラブ諸国の食料安全保障政

策

https://www.jiia.or.jp/column/po

st-54.html

10
井堂 有子（日本国際問

題研究所 研究員）

中東・北アフリカの食料安全保障

―リージョナルな共通課題、ナシ

ョナルな食料確保の動き

https://www.jiia.or.jp/column/po

st-80.html

11
貫井万里（文京学院大

学人間学部コミュニケ

2021 年イラン大統領選挙に向けた

政争とアメリカの影響

https://www.jiia.or.jp/column/po

st-81.html
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（３）研究会報告書

ーション社会学科准教

授）

⑧「中東・アフリカ研究会」（英文）

筆者 題名 Link

1

Ryoji Tateyama

(Emeritus Professor,

National Defense

Academy of Japan)

From the Arab World's "Three

No's" to Normalized Ties —The

Establishment of UAE-Bahrain-Is-

rael Diplomatic Relations and the

Palestinian Question

https://www.jiia.or.jp/en/column/

2020/10/research-reports-mid-

dle-east-and-africa01.html

2

Masaki Kakizaki,

(Associate Professor,

Temple University,

Japan Campus)

“Turkey's Diplomacy toward Afri-

ca at a Turning Point—With Spe-

cial References to Somalia,

Sudan, and Libya—”

https://www.jiia.or.jp/en/column/

2020/10/research-reports-mid-

dle-east-and-africa02.html

3

Mitsugi Endo

(Professor, The Univer-

sity of Tokyo)

“New Dynamics over the Grand

Ethiopia Renaissance Dam

(GERD) and Changing Political

Systems in the Horn of Africa Re-

gion”

https://www.jiia.or.jp/en/column/

2020/12/research-reports-mid-

dle-east-and-africa03.html

4

Amane Kobayashi

(Senior Researcher,

The Institute of Energy

Economics, Japan)

“Libyan Conflict and Its Inter-

action with Geopolitical Dynamics

in the Eastern Mediterranean Sea

and the Red Sea”

https://www.jiia.or.jp/en/column/

2020/12/research-reports-mid-

dle-east-and-africa04.html

5

Akiko Yoshioka (Senior

Analyst, The Institute

of Energy Economics,

Japan)

“Iraq's Challenges and the New

Prime Minister's Initiatives”

https://www.jiia.or.jp/en/column/

2020/12/research-reports-mid-

dle-east-and-africa05.html.html

6

Toshihiro Nakanishi

(Professor, Teikyo Uni-

versity)

“The Environment Surrounding

Saudi Arabia's Economy, With a

Focus on Petroleum Policy, Eco-

nomic Reform, and Foreign Rela-

tions”

https://www.jiia.or.jp/en/column/

2020/12/research-reports-mid-

dle-east-and-africa06.html
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「中東・アフリカ研究会」では、一年間の活動と通じての成果としての研究報告書を

作成し、HP にて公開した。内容は下記のとおり。

序章 「コロナ危機とアラブ・イスラエル接近が示唆する中東の変容」 立山良司

第 1章 「ポスト・トランプのアメリカと中東」 小野沢透

第 2章 「米大統領選挙後のイラン情勢―2021 年イランが迎える内政と外交の重要課

題」貫井万里

第 3章 「カーズィミ政権下のイラクにおける人民動員部隊問題」 吉岡明子

第 4章 「アラブ・イスラエル関係の変容とパレスチナ問題」 立山良司

第 5章 「湾岸アラブ諸国の食料安全保障政策」 齋藤純

第 6章 「中東・北アフリカの食料安全保障―気候変動、輸入依存、地域協力をめぐ

る課題整理」井堂有子

第 7章 「『アフリカの角』の政治変動：重層化するダイナミズムをとらえる視座に

向けて」遠藤貢

第 8章 [リビア紛争の展開と地中海東部、紅海沿岸情勢との連動」 小林周

第 9章 「転換期を迎えたトルコの対アフリカ外交―ソマリア、スーダン、リビアの

事例から―」 柿﨑正樹

第 10 章 「サウジアラビア経済を取り巻く環境—石油政策、経済改革を中心に」

中西俊裕

第 11 章 「中東・北アフリカ諸国の体制変動と湾岸アラブ諸国の援助」 松尾昌樹

（４）戦略コメント

日本外交にとって重要なトピックについて、当研究所独自の視点で戦略的な分析を行う

「戦略コメント」を発出している。

国問研戦略コメント（和文）

筆者 題名 Link

1
柳田健介（日本国際問

題研究所研究員）

新型コロナパンデミックと世界

経済への影響分析：ノンテクニ

カルサマリー

https://www.jiia.or.jp/strategic_comme

nt/2020-5.html

2
高山嘉顕（日本国際問

題研究所研究員）

新型コロナ危機で見直されるサ

プライチェーン

https://www.jiia.or.jp/strategic_comme

nt/2020-10.html
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3
井堂有子（日本国際問

題研究所研究員）

「アブラハム合意」と「キャン

プ・デービッド合意」

— 二つの和平と「アラブの大

義」の行方

https://www.jiia.or.jp/strategic_comme

nt/2020-14.html

4

戸崎洋史（日本国際問

題研究所軍縮・科学技

術センター主任研究

員）

核兵器禁止条約の発効

—核軍縮の再活性化に向けた課

題

https://www.jiia.or.jp/strategic_comme

nt/2020-15.html

5
柳田健介（日本国際問

題研究所研究員）

インド太平洋の経済連携と

RCEP

https://www.jiia.or.jp/strategic_comme

nt/2020-16.html

6

秋山信将（一橋大学大

学院教授／日本国際問

題研究所客員研究員）

イランによる核活動加速に係る

立法と米国新政権の出方

https://www.jiia.or.jp/strategic_comme

nt/2020-17.html

国問研戦略コメント（英文）

筆者 題名 Link

1

Kensuke Yanagida

(Research Fellow,

JIIA)

The Impacts of the New

Coronavirus Pandemic on the

Global Economy: A Non-

technical Summary

https://www.jiia.or.jp/en/strategic_com

ment/2020/04/jiia-strategic-comments-

2020-5.html

2

Yoshiaki Takayama

(Research Fellow,

JIIA)

Coronavirus Crisis Accelerating

Reconsideration of Supply

Chains

https://www.jiia.or.jp/en/strategic_com

ment/2020/05/2020-10.html

3
Yuko Ido (Research

Fellow, JIIA)

Abraham Accords and Camp

David Accords: Rethinking the

Trajectories of the 'Arab

Cause'

https://www.jiia.or.jp/en/strategic_com

ment/2020/12/2020-14.html



30

（５）「国際問題」の発行

当研究所が発行する専門誌『国際問題』では折々の国際情勢の理解に寄与するテーマ

の企画特集を組んでいるが、本事業と特に関連するものとして、以下を刊行した。

・『国際問題』2020 年 6月 No.692

焦点：気候変動に直面する世界

◎巻頭エッセイ◎気候変動に向き合う / 木本 昌秀

気候変動問題とトランプ政権のアメリカ第一主義 / 太田 宏

中国の気候変動対策と国際秩序形成に向けた野望 / 堀井 伸浩

脱炭素経済に向けた EU の挑戦と課題 マルチレベルガバナンスを通じたエコロジー的

近代化への歩み / 高橋 若菜

気候危機：日本は何をすべきか？ / 松下 和夫

国際問題月表：2020 年 4 月 1日-30 日

・国際問題 2020 年 12 月 No.697

焦点：新型コロナウイルスに揺れる新興経済国

◎巻頭エッセイ◎「コロナ禍の途上国」を通じて可視化される「新世界」 / 戸田隆夫

感染爆発のブラジル 独断専行の右派大統領とリベラルな民主主義体制の相克 / 堀坂

浩太郎

コロナ禍と惨事便乗型権威主義 インドの試練 / 中溝和弥

4

Hirofumi Tosaki

(Senior Research

Fellow, JIIA)

Entry into Force of the TPNW:

Challenges for Revitalizing Nu-

clear Disarmament

https://www.jiia.or.jp/en/strategic_com

ment/2020/11/2020-15.html

5

Nobumasa Akiyama

(Professor,

Hitotsubashi Univer-

sity/Adjunct Re-

search Fellow, JIIA)

Iran's New Legislation for Es-

calation and Options for the

New US Administration

https://www.jiia.or.jp/en/strategic_com

ment/2021/01/2020-17.html
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新型コロナウイルスに揺れる南アフリカ / 牧野久美子

2つの病と 1つの封じ込め策 コロナ禍のタイ / 玉田芳史

国際問題月表：2020 年 10 月 1日-31 日

（６）メディア掲載

① 4月 14 日 柳田研究員による NNA へのコメント（「世界のＧＤＰ、損失 5.5 兆ドル

中国は 44 年ぶりのマイナス成長も」）

② 9月 25 日 戸崎主任研究員の日本経済新聞コラム「地上イージス代替 洋上案」に

おけるコメント

③ 11 月 16 日 柳田研究員による NNA へのコメント（「ＲＣＥＰ、15 カ国が合意と署

名米新政権のアジア戦略にも影響へ」）

④ 11 月 19 日 柳田研究員による NNA へのコメント（「ＲＣＥＰ 「大きな経済効果」、

インド孤立」）

⑤ 11 月 23 日 柳田研究員による NNA へのコメント（「ＧＤＰ、24 年にマレーシア超

えＲＣＥＰなどメガＦＴＡも後押し」）

⑥ 12 月 9 日 柳田研究員による日経ヴェリタスへのコメント（『「メガ FTA」RCEP、

日本が旗振り役に 世界 GDP の 3 割』

⑦ 2021 年 2 月 25 日 柳田研究員による日本物流新聞へのコメント（RCEP について

の特集記事）
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第７号様式/第８号様式 別紙３

評価要綱１(３)ア(イ)～（エ）に記載されているそれぞれ項目につき、以下の２点

を具体的に記載のこと。（総合事業、調査研究事業については該当するもののみ記入す

ること。）

① どのように取り組み、どのような成果があったか（工夫を凝らした点、従来事業か

ら改善した点を含む）

② どの部分につき進展・成果が不十分であったか。その原因と次年度での改善方法。

評価要綱 1(3)ア ① 取組・成果

② 十分な進展・成果がなかった部分、

原因、次年度の改善方法

(
イ)
補
助
事
業
の
成
果

基礎的情報収集・調査研究

補助事業者の情報収集・調査分析能

力が強化されたか。

①コロナ禍により各種事業が大きな影

響を受ける中、早い段階からオンラ

イン会議システムを用いて研究会会

合を実施。その結果、初動の遅れに

もかかわらず会合を計画通りに実施

できたほか、オンライン方式の導入

によって出席率の向上が見られた。

また地方在住や在外研究中のメンバ

ーが現地より参加できるようになっ

ただけでなく、オブザーバーの参加

も容易になり研究会のオブザーバー

人数が増大した。

②ただし、オンライン会議方式の導入

はインフラ・ノウハウともにほぼゼ

ロの状態から進めざるをえなかっ

た。年度途中においてインフラ面は

一定の充実を見たが、オンライン会

議システムの運営のための体制はい

まだ十分とはいえず、知見の共有も

含めて課題が残っている。

また、オンライン方式の導入によっ

て利便性が高まった反面、既存の方

式が完全に代替できたとはいいがた
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く、特に海外への調査出張（機関訪

問、現地有識者とのインタビュー

等）が実施できなかったことによっ

て最新の情報・資料の入手に支障が

生じた側面は否定しがたい。

情報収集・調査分析の成果の HP 上

での公表等、しかるべき発信が実施

できたか。

①従来より研究会報告書のＨＰ掲載等

を行ってきたが、研究所全体の取り

組みとして、ＨＰの改善と対外発信

体制の強化を推進している。ここ 2

年間に、日英両言語でのＨＰでの発

信を格段に強化しており、昨年度ま

でに開始された「国問研戦略コメン

ト」及び「戦略年次報告」に加え

て、今年度は「研究レポート」の発

出を開始し、本件補助金では計 70本

が発出され、SNS を通じて広報され

た。

②他方、英語版を含むＨＰのさらなる

改善・充実などの課題への取り組み

はいまだ途上であり、次年度も継続

的に取り組んでいく。また、「研究

レポート」については、原稿執筆か

らＨＰ掲載までのプロセス、英訳の

円滑な実施、年度末に多くのレポー

トが集中するといった課題も明らか

となり、いずれも次年度に改善を図

る予定。さらに、当研究所刊行の

『国際問題』掲載の各論考について

も、英語要約を新たに作成し、英語

版ＨＰで公開する予定。

諸外国シンクタンク・有識者との討論等の実施

研究過程における外国シンクタン

ク・有識者等（在日の有識者、外交

官、外国メディア関係者を含む）と

①上記の通り、コロナ禍への対応とし

てオンライン会議システムの導入を

早期から進め、試行錯誤しつつも積
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の定期的な討論の実施及びこれを通

じた日本人研究者（特に若手・中

堅）の英語発信の強化に取り組んで

いるか。また、共同研究などが諸外

国の視点を取り入れつつ、適切に実

施されているか。日本の立場や見解

を諸外国カウンターパートに深く理

解させることができているか。

極的に活用した結果、当研究所の貴

重なアセットである海外シンクタン

クとの関係の維持・強化に成功し

た。オンライン会議のメリットとし

て、日本側参加者にとっても、スケ

ジュールの合間を縫って、あるいは

地方の自宅から参加するといった形

で参加者のすそ野が広がった点も成

果といえる。これは、各種会議や行

事への若手・女性の参加について

は、意識してその機会を増やすよう

努めているが、オンライン化はこれ

を促進するうえでも有用であった。

協議のカウンターパートの中には、

当該国の政府・外交当局と密接な関

係にあるシンクタンクも多く、研究

者間の議論を通じて我が国の関心事

項についての情報や意見を間接的に

インプットする機会ともなってい

る。

②他方、女性・若手人材の登用について

は継続的な取り組みが重要であり、特

に分野によっては女性・若手人材の絶

対数不足が著しいことも念頭に置きつ

つ、さらなるすそ野の拡大と様々な機

会の提供を意識的に行っていく必要が

ある。また、日本の見解の理解を促進す

るためには、中長期的な取り組みと共

にすそ野を広げることも重要であり、

従来関係を構築してきた各国のシンク

タンク等との関係を維持・強化しつつ、

新たな関係構築にも可能な範囲で積極

的に取り組んでいく。
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日本の主張の世界への積極的発信と国際世論形成への参画

セミナー・シンポジウムの実施・参

加及びその広報等を通じた国際社会

への発信が積極的になされたか。ま

た、その結果として国際社会世論形

成に参画することができたか。

①定期協議・国際会議、公開シンポジ

ウムをオンライン方式で開催したこ

とにより、コロナ禍でも通常の年と

同様のペース（又はそれ以上）で開

催できた。また、当研究所ウェブサ

イトおよび SNS を通じた広報を効果

的に組み合わせる取り組みを行った

ほか、対外向け行事は基本的に事後

もその模様を動画で視聴できるよう

にしている。

さらに、行事のレベルの高さも特徴

であり、特に年度末に実施された

「第 2回東京グローバル・ダイアロ

グ」には海外の主要シンクタンクの

トップ、政府関係者、著名有識者ら

64名が登壇し、内外から 1500 名近

くの視聴申込数があり、その模様は

日英両言語で広く配信された。

②次年度からは実施した定期協議・国

際会議についての日英両言語での概

要の作成と公開、英語版ＨＰの改善

などにも取り組んでいく。

国民の外交・安全保障問題に関する理解増進

事業成果を分かりやすい形でインタ

ーネットを通じ一般公開している

か。

①従来より各研究会の年度末報告書を

ウェブサイト上に全文公開してきた

ことに加えてここ 2年間に、日英両

言語でのＨＰ上での発信を格段に強

化しており、昨年度までに開始され

た「国問研戦略コメント」及び「戦

略年次報告」に加えて、今年度は

「研究レポート」の発出を開始し、

本件補助金では計 70 本が発出され、

SNS を通じて広報された。

②英語版を含むＨＰのさらなる改善・
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充実などの課題への取り組みはいま

だ途上であり、次年度も継続的に取

り組んでいく。

企業などに向けた情報提供サービス

や幅広い国民が参加できるシンポジ

ウムの開催等により、国民の外交・

安全保障に関する理解増進に努めた

か。また、その反響があったか。

イベントのオンライン化と例年以上

のペースでの行事実施、コンテンツ

の充実、広報への注力をパッケージ

として推進することにより、国民レ

ベルでの外交・安全保障に対する関

心の掘り起こしと理解の増進に努め

た。公開オンラインシンポジウムで

ある「第 2回東京グローバル・ダイ

アログ」には内外から計約 1500 名か

ら視聴申し込みがあったが、うち日

本語での申し込みは約 1,100 名であ

った。また、個人会員及び法人会員

（企業多数）に対し定期的にメルマ

ガを配信することにより調査研究活

動を含む当研究所の活動を紹介する

とともに、ＳＮＳを含めより広い国

民に対しても国際情勢について頻繁

に情報提供を行っている。②東京に

限らず広く視聴者が参加できるオン

ラインの利点を生かした公開行事を

次年度も積極的に実施していく。

その他

補助事業の目的・意義に照らし、現

時点で期待された成果をあげている

か（あげつつあるか。）。

①上記各項目に記載した積極的な取り

組みの結果として、本事業は、コロ

ナ禍という予期しなかった事態にも

かかわらず、期待された以上の成果

を収めたと判断しうる。

②また、その過程でオンライン化の利

点と課題も明らかとなり、次年度は

こうした経験を踏まえて事業を推進

していく。
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(

ウ)

補
助
事
業
実
施
体
制

事業を実施するに十分な人的体制が

取られているか。

①コロナ禍の中で、海外との往来に伴

う業務がほぼ完全になくなった一方

で、事業をオンラインで実施するた

めの新たな種類の作業が発生し、こ

れへの習熟は困難であった。また、

事業実施のための人員体制は財政上

の制約等により十分とはいいがたい

状況が継続している。

②次年度においてはオンラインに加

えて海外との往来も一部再開される

可能性があり、事業実施体制の一層

のひっ迫が予想されることから、補

助金の制約の中で業務分担を一層工

夫するなど、実施体制の強化を図っ

ていきたい。
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組織自体の外交・安全保障政策に関

する政策提言能力及び国際発信力の

強化に努めているか。

①ここ 2年程の間に、政策提言の要素

を含む「国問研戦略コメント」及び

「戦略年次報告」の発出を開始する

ことを通じて、研究所に所属する研

究員による執筆の機会を大幅に拡充

するとともに国際的は発信を強化し

た。今年度はさらに、研究会を含む

政策提言・国際発信の強化として、

「研究レポート」の発出を開始し

た。さらに、シンクタンクとのネッ

トワーク強化については、各国の主

要シンクタンクとの既存の提携関係

の維持・強化に加えて、アド・ホッ

クの行事や、非公開の意見交換会な

どを通じた新たなチャンネルの開拓

も通じて着実に取り組んだ。

ペンシルベニア大学シンクタンク・

ランキングにおける過去最高位の評

価（日本のシンクタンクとしても過

去最高の第 8位、またシンクタン

ク・オブ・ザ・イヤーを受賞）はこ

うした活動を通じた政策提言能力・

国際発信力の強化を反映したとも言

える。

②引き続き「国問研戦略コメント」、

「戦略年次報告」、「研究レポー

ト」などを通じた政策提言を含む発

信の強化に努めていく。その中で、

特に英語での発信を一層強化してい

く。
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グローバルに活躍する多様なシンク

タンク人材の発掘・育成に意を用

い、これら人材の国際的な発信力強

化に取り組んでいるか。

① 研究会の運営、国際会議・定期協

議、セミナーなど行事の実施にあた

っては適切なジェンダー・バランス

の確保と若手人材の登用を企画段階

から強く意識しながら取り組んでお

り、実際に本事業を構成する研究会

のメンバーには計 41 名中若手 7名

女性が 9名含まれている。また女性

人材の発表・登壇も増加しており、

これらの取り組みは一定の成果を上

げていると評価しうる。

②他方で、日本社会全体の現状として

若手人材のひっ迫、女性研究者の絶

対数の不足があり、研究分野ごとの

相違も大きい。そうした中でも、次

年度はさらに積極的な取り組みを行

い、当研究所の人的資産の強化とす

そ野の拡大に努める方針である。

プロジェクトの成果を生み出すため

の工夫を行っているか。

①本事業においては、研究会の独自の

研究活動、外国機関との定期協議・

国際会議、内外へのアウトリーチ

（発信）など多岐にわたるタスクを

それぞれ高いレベルで遂行しつつ、

研究会の間の連携や、本事業以外の

補助金事業との間での連携を通じ

て、人材の一層の活用やネットワー

クの強化に努めている。コロナ禍に

おける積極的なオンラインの活用

も、成果を上げるための工夫であ

る。

②上記の工夫を継続すると共に、オン

ライン化の利点と制約、新たな情勢

の変化に対応するため、引き続き工

夫に努めていく。
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(

エ)

補
助
金
の
使
用

補助金は効果的に使用されている

か。

①コロナ禍の影響で当初は事業の実施

が危ぶまれたが、早期にオンライン

に移行し、年度を通じて事業実施の

ための環境・インフラ整備を進め、

当初の計画を上回る多くの行事を実

施したことを勘案すれば、補助金を

効果的に使用したと言える

②他方、コロナ禍の影響で当初計画し

ていた招へい費・出張旅費はほとん

ど執行できず、また行事のオンライ

ン転換は国際的ネットワークの拡

大・発展の観点からメリットもある

ものの、実際の往来から得られる知

見や関係構築に代替し得るものでは

ない。

経費積算が事業内容に対して妥当で

あったか。補助金の適正な執行・管

理のために十分な体制がとられた

か。

①コロナ禍の影響で執行が困難になっ

た招へい費・出張旅費をオンライン

会議の環境・インフラ構築と行事実

施に振り向けることで、「第 2回東

京グローバル・ダイアログ」のオン

ライン開催を含め、本事業の目的に

沿った執行を行うことができた。

②補助金の執行・管理は適正に行わ

れたが、事業実施のための人員体制

は財政上の制約等により十分とはい

いがたい状況が継続している。次年

度においてはオンラインに加えて海

外との往来も一部再開される可能性

があり、事業実施体制の一層のひっ

迫が予想されることから、補助金の

制約の中で業務分担を一層工夫する

など、実施体制の強化を図っていき

たい。


