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➢ ３月２日、ウクライナ情勢に関する国連総会緊急特別会合で「ウクライナに対する侵略」決議が採択。

➢ ３月２３日から２４日、国連総会緊急特別会合が再開され、「ウクライナに対する侵略の人道上の影
響」決議が採択。

➢ ４月７日、国連総会緊急特別会合で「ロシアの人権理事会理事国資格停止」決議が採択。

➢ １０月１２日、国連総会緊急特別会合で「ウクライナの領土一体性及び国連憲章の原則の擁護」決
議が採択。
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１．ロシアによるウクライナ侵略の影響 （１）政治面
ウクライナ関連の国連総会決議への投票態度

侵略非難決議
（３月２日）

ウクライナ人道決議
（３月２４日）

ロシアの人権理事会理事国
資格停止決議（４月７日）

ウクライナ領土一体性決議
（１０月１２日）

アフガニスタン 賛成（共同提案国） 賛成（共同提案国） 棄権 賛成

ＵＡＥ 賛成 賛成 棄権 賛成

アルジェリア 棄権 棄権 反対 棄権

イエメン 賛成 賛成 棄権 賛成

イスラエル 賛成（共同提案国） 賛成（共同提案国） 賛成 賛成

イラク 棄権 賛成 棄権 賛成

イラン 棄権 棄権 反対 不投票

エジプト 賛成 賛成 棄権 賛成

オマーン 賛成 賛成 棄権 賛成

カタール 賛成（共同提案国） 賛成 棄権 賛成

クウェート 賛成（共同提案国） 賛成 棄権 賛成

サウジアラビア 賛成 賛成 棄権 賛成

シリア 反対 反対 反対 反対

チュニジア 賛成 賛成 棄権 賛成

トルコ 賛成（共同提案国） 賛成（共同提案国） 賛成 賛成（共同提案国）

バーレーン 賛成 賛成 棄権 賛成

モロッコ 不投票 不投票 不投票 賛成

ヨルダン 賛成 賛成 棄権 賛成

リビア 賛成 賛成 賛成 賛成

レバノン 賛成 賛成 不投票 賛成
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１．ロシアによるウクライナ侵略の影響 （１）政治面
各国の対面でのプーチン露大統領との会談（2月以降）

● ３月 ５日 ベネット・イスラエル首相（於：モスクワ）

● ６月２９日 ライースィ・イラン大統領

（於：トルクメニスタン（カスピ海沿岸国会合のマージン））

● ７月１９日 ライースィ・イラン大統領及びエルドアン・トルコ大統領

（於：イラン（アスタナ・プロセス保証国首脳会合のマージンにおける三者会談））

● ８月 ５日 エルドアン・トルコ大統領（於：ソチ）

● ９月１５日 ライースィ・イラン大統領

（於：ウズベキスタン（上海協力機構のマージン））

● ９月１７日 エルドアン・トルコ大統領（於：ウズベキスタン（上海協力機構のマージン） ）

●１０月１１日 ムハンマドＵＡＥ大統領（於：サンクトペテルブルク）

●１０月１３日 タミーム・カタール首長

（於：カザフスタン（アジア相互協力信頼醸成措置会議のマージン））

●１０月１３日 エルドアン・トルコ大統領

（於：カザフスタン（アジア相互協力信頼醸成措置会議のマージン） ）
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１．ロシアによるウクライナ侵略の影響 （２）経済面
露・ウクライナへの小麦輸入依存度

トルコ仲介の「黒海穀物イニシアティブ」の実績

※アフガニスタン、UAE、イラク、カタール、クウェート、シリア、バーレーン、アルジェリアについてはデータなし

●７月２２日、国連、トルコ、ウクライナ及びロシアの4者の間で、黒海を通じたウクライナからの穀物輸

出の再開に合意。１０月３０日には、ロシアが協力停止を一方的に表明したが、国連及びトルコの積
極的な仲介努力により、３日後には復帰を表明。

●発足以降、ウクライナから黒海を経由して、１，１００万トン以上の穀物を世界各地、特にアフリカや
中東への輸出を実現しており、世界の食料市場の価格低下と安定化に大きく貢献してきている。
●合意期限の１１月１９日から、さらに１２０日継続されることになった。

国名
小麦輸入依存度（％） ※２０２１ＦＡＯ統計（割合は概数）

露 ウクライナ 合計
トルコ 67 18 85
レバノン 12 62 74
エジプト 45 26 71
リビア 21 40 61
オマーン 16 30 46

サウジアラビア 24 20 44
イエメン 20 22 42
イスラエル 22 15 37
チュニジア 3 34 37
イラン 32 3 35
ヨルダン 26 8 34
モロッコ 4 16 20



➢ バイデン政権発足後の２０２１年４月～６月及び同年１１月から現在に至るまで、核合意の当事国（Ｅ３（英

仏独）、中、露及びＥＵ）の仲介により、米国とイラン双方の核合意への復帰に向けた間接協議が計８ラウン

ドにわたりウィーンで実施。昨年１２月２７日から開始された第８ラウンドは最終段階にあるとされていた。

➢ ３月１１日、間接協議の調整役を務めるＥＵのボレル上級代表が、ウィーン協議の休止を発表。残された論

点は、米国におけるイラン革命ガード（ＩＲＧＣ）の法的地位、イランの保障措置問題（注：ＩＡＥＡに未申告の核物質・

原子力活動があったとされる問題）の解決、米国が将来的に核合意から離脱しない保証等のイラン側の主張であ

るとされているが、いずれについても、米国等は核合意の範囲外の問題と認識。その後も外交努力が継続。

➢ ８月８日、ボレルＥＵ上級代表は、交渉はし尽くされ、（現在テーブルされている合意案は）最終的な合意案

となった、各国による政治的な決定が必要であり、それがポジティブなものであれば、合意に達することが

できる旨ツイート。

➢ しかし、９月１２日、ブリンケン米国務長官は、近い将来に合意に達する可能性は低く、（交渉は）後退してい

るとしつつ、イランは妥結の可能性を低くするような、核合意の範囲外の問題を提起しようとし続けている旨

発言。そういった中、ライースィ・イラン大統領は、累次の機会にて、交渉妥結には（米国が核合意から離脱

しない）保証と保障措置問題の解決が必須である旨強調。

➢ また、９月中旬から始まったイラン国内での抗議運動を受け、１０月２１日、ブリンケン米国務長官は、世界

の目は今イラン国内の抗議運動に向けられている、近い将来の合意はないと発言。１０月２６日、カービー

米ＮＳＣ調整官は、現在、米国は抗議運動の対応に関しイランに責任を取らせることに集中していると発言。

⚫ ２０２１年４月以降、米国とイラン双方の核合意への復帰に向けた間接協議がウィーンにて断続的に実施。

⚫ ８月、ＥＵから提示された最終的な合意案をもとに、米国とイランの間接協議が実施。協議後も、EUを介して

米国とイランの間で合意案の文言調整が継続していたが、交渉妥結の見通しは立っていない。

２．イランを巡る動向（１）



１ ヒジャブ着用をめぐる抗議運動の概要

２ 各国の反応

死亡したマフサー・アミーニ女史

イラン国内でのデモの様子

２．イランを巡る動向（２）

➢ ９月１６日、ヒジャブの乱れ（注：イランでは、女性は公共の場ではヒジャブ等を着用し髪
を隠さなければならない。）を理由に警察に逮捕されたクルド系イラン人女性のマフサー・
アミーニ女史が死亡。これを受け､抗議運動がイラン全土で実施・継続され、デモ隊と治安
部隊が衝突。イラン国外人権団体によれば、１１月５日までに少なくとも３０４名（子供４
１名）が死亡。イラン国外でのデモも発生・継続しており、東京においても、在京イラン大
使館、国会、外務省前等で抗議活動が実施された。

➢ ライースィ・イラン大統領は、事案発生の直後に､アミーニ女史の死因究明調査をイラン内
務省や司法機関等に命じたが、一方で、抗議運動を「騒擾」と呼び、国内での混乱を起こす
ことは受け入れられない旨発言。１０月１７日、イラン法医学機構は死因は身体への打撃で
はなかった旨公式発表。

➢ １０月１２日、ハメネイ最高指導者は、欧米等といったイランの敵達が騒擾を計画・介入し
ており、抗議活動参加者の一部は彼らと方向性を同じくする敵対分子であるとし、裁判所及
び治安部隊は厳格に取り締まらねばならないと旨発言。

➢ なお、イラン革命ガード（ＩＲＧＣ）は、抗議活動への介入を示唆しつつ､９月下旬には、
イラク北部クルディスタン地域のイラン系クルド人反政府グループの拠点に対するロケット
等による攻撃を実施している。

➢ バイデン米大統領は、イランにおいて平和的に抗議する者に対する弾圧が激化していることを深刻に懸念旨の
声明を発表。米国はこれまでに、イラン道徳警察（ヒジャブの乱れ等風紀を取り締まる組織）やイラン内相等
を新たに制裁対象とする旨発表。

➢ 英仏独等も抗議者に対する弾圧を懸念する旨の声明等を発表し、道徳警察等を制裁対象とする旨発表。
➢ １１月４日、Ｇ７は、イランに対して女性を平等に扱い、抗議活動の弾圧等人権侵害を行った者の責任追求を

求める外相声明を発出。
➢ １１月２４日、人権理事会において、イランの人権状況に関する特別会合が開催され、事実調査ミッション

（ＦＦＭ）の設置を含むイランを非難する決議案が日本を含む２５カ国の賛成によって採択された。



✓ エジプト・サウジアラビア・UAE（アラブ首長国連邦）対カタール・トルコという構図が、近年軟化。
✓ 2017年に断交されたカタールとの国交は、2021年1月のGCCサミットで「ウラー宣言」を発出し回復。
サウジアラビア及びエジプトとカタールの関係は改善。

✓ トルコも、2021年以降、エジプト、UAE、サウジアラビアとの関係改善を模索。2022年９月、14年ぶりにイスラエルとの
首脳会合を実施。

エジプト

カタール

サウジアラビア

UAE

• サウジアラビア、UAEと協調して、
トルコ、カタールと対抗してきた
が、2021年１月の「ウラー宣
言」以降はカタールとの関係改
善を進めている。

• 2014年に駐カタール大使を召
還したが、2021年の「ウラー宣
言」発出後、双方の新大使が
任命され、関係改善が進展。

• 湾岸諸国による断交の背景には、ムスリム同
胞団への支援やドーハに拠点を置く衛星放
送局「アルジャジーラ」を通じた地域世論への
影響力行使など、独自色の強いカタールの
対外政策があったとされる。

• 2021年10月、カタールのムハンマド副首相兼
外相がUAEのアブダビを訪問し、ムハンマド皇太
子と会談。

• 同11月、UAEのムハンマド皇太子（当時）が
約10年ぶりにトルコを訪問し、エルドアン大統領
と会談。両国間で計10件の覚書に署名。

◆ ムスリム同胞団（Muslim Brotherhood）は、1928年にエジプトで創設されたスンニ派のイスラム主義組織。 8

３．カタール・トルコと周辺国との関係改善

イスラエル トルコ

• 2021年4月以降エジプトと外相間での
電話会談を複数回実施。外務副大臣
がエジプトを訪問。

• 2022年、エルドアン大統領（４月）、
ムハンマド・サウジアラビア皇太子（６
月）は相互に訪問を実施し、会談。同
年２月、エルドアン大統領は９年ぶりに
UAEを訪問。



⚫ トランプ米国政権（当時）の仲介により、2020年8月にUAE、9月にバーレーン、10
月にスーダン、12月にモロッコが、イスラエルとの国交正常化に合意したことを発表。
（※これまでにアラブ諸国としては、エジプト（１９７９年）、ヨルダン（１９９４年）がイスラエ
ルと国交正常化）

1 概要

⚫ UAEとの国交正常化合意に関し、地域の緊張緩和及び安定化に向けた第一歩とし
てこれを歓迎し、米国の仲介努力を評価する旨の外務報道官談話を発出。

⚫ 英、仏等欧州諸国及び国連は、国交正常化を前向きな動きとして歓迎。
⚫ パレスチナは激しい拒否を示すも、アラブ諸国の反応には濃淡あり。サウジアラビアやク
ウェートが慎重な姿勢を崩さなかった一方で、エジプト、オマーンは支持を表明。その他、
イランは正常化の動きを非難、トルコは懸念を表明。

2 日本及び各国等反応

４．イスラエルとの国交正常化をめぐる動き（１）

ホワイトハウスにおける署名式
（２０２０年９月）

⚫ 2021年5月のイスラエルとパレスチナ武装勢力との衝突後も、国交正常化合意に基づいた関係強化
の機運は継続。アブダビにイスラエル大使館、ドバイにイスラエル総領事館が開設され、イスラエルがドバ
イ万博に参加、また両国間で直行便が就航し、CEPA(包括的経済連携協定)に署名するなど、特に
UAEとの関係強化が顕著。

⚫ バイデン政権は関係強化に係る動きを支持。ブリンケン国務長官は、国交正常化合意署名一周年に
際して、米、イスラエル、ＵＡＥ、バーレーン、モロッコ外相５者によるテレビ会合を開催、今後も国交正
常化を働きかけていく旨発言。

⚫ 2021年11月の紅海におけるイスラエル、米、UAE、バーレーンによる合同軍事演習、エジプトも参加し
た本年3月の外相会合（ネゲブ・サミット ）など、アラブ諸国が提唱する「アブラハム合意」の枠組みに
よる地域的な連携が加速する一方で、「アラブ和平イニシアティブ」は形骸化。

３ イスラエルとの関係強化

国交正常化合意署名一周年に際
する米、イスラエル、ＵＡＥ、バー
レーン、モロッコ外相５者テレビ会合

（２０２１年９月）

※

※後にネゲブ・フォーラムに改称



１ イスラエルによるネゲブ・サミットの開催

２ UAE-Japan-Israelイノベーション・フォーラム

• 3月28日、イスラエルが「ネゲブ・サミット」と称する外相級リトリートを主催。

• UAE、バーレーン、モロッコに加え、エジプト及び中東歴訪中の

ブリンケン国務長官が参加（ヨルダン国王・外相はパレスチナ訪問）。

• アブラハム合意でイスラエルにとり大きく好転した地政学的環境を強化

する意図が看取されるが、アラブ諸国の受け止めには濃淡あり。

• イスラエル及び湾岸諸国はイランを始めとする安全保障上の課題の議論に

意義を見出す一方、エジプトやヨルダンからは、中東和平問題が置き去りにされることへの懸念が

示されている。米からは、この機会に、二国家解決支持・パレスチナ支援の姿勢が示された。

• 今後会合を定例化し、安全保障、教育、健康、エネルギー、食糧安全保障、観光を議論する

ことで合意。

• これに先立ち、21日にエジプトで首脳会合（エジプト・UAE・イスラエル）、25日にヨルダンで

首脳会合（ヨルダン・エジプト・UAE・イラク）が開催。地域の安全保障課題等を議論。

地域横断的に安全保障や経済連携の議論が進展しつつある。

左から、バーレン、エジプト、
イスラエル、米、モロッコ、UAE外相

• 2022年1月18日、日本（経産省、JETRO）、イスラエル（経済産業省）、UAE（経済省）

の3か国で、オンラインのイノベーション・フォーラムを初開催。ビジネスマンら500名以上が参加。

• イノベーションによる新事業の創出等、新たなビジネスの可能性を追求すべく、今後、3か国で連携

して、ビジネス・ミッションの派遣や企業のマッチング等を進めていく予定。

４．イスラエルとの国交正常化をめぐる動き（２）



➢ ７月には、バイデン大統領の中東歴訪の機会を捉えて、首脳会合をオンライン形
式で実施。水、エネルギー、運輸、宇宙、食料安保等を議論。 インドでのフード
パーク建設（UAEが20億ドル出資）や風力・太陽光発電事業(500MW)での
４か国の協力に合意。

４ I２U2（イスラエル、インド、ＵＡＥ、米）

➢ 貿易・投資協定に署名（2月）。二国間防衛協力協定に署名（昨年11月）。
その後、複数のイスラエル企業が、モロッコ王立軍と契約。

➢ 次回ネゲブ・フォーラム（時期未定）をホスト予定との報道あり。

バルビヴァイ経産相とマズワル産業貿易相

➢ イスラエルからベネット首相（当時）、国防相、保健相他、バーレーンから工業・
商業・観光相、商工相他が互いに訪問。二国間FTA交渉が開始（9月）。

イスラエル・バーレーン首脳会談

３ イスラエルとの関係強化に係る主な動き

➢ 二国間CEPA(包括的経済連携協定)交渉が約５か月間の短期間の交渉を経
て妥結（4月）した他、アブダビにイスラエル大使館、ドバイにイスラエル総領事館
が開設され、イスラエルがドバイ万博に参加、また両国間で直行便が就航するなど
多方面で協力が促進。

ラピード首相とアブダッラー外相

ＵＡＥ

バーレーン

モロッコ

➢ イスラエル、インド（Ｉ２）、ＵＡＥ、米国（Ｕ２）の４ヶ国による経済連携の
枠組。昨年１０月のジャイシャンカル印外相のイスラエル訪問の機会に、外相会合
をオンラインで初実施する形で立ち上げられた。

Ｉ２Ｕ２首脳オンライン会合

４．イスラエルとの国交正常化をめぐる動き（３）


