
西アジア
北アフリカ





北緯40度（大都市）

１ 位置と主な国

北回帰線（中緯度高圧帯）

（作業）北緯40度線と北回帰線を記入しよう



（作業）表の国名・首都名を上の白地図に記入しよう（課題）



イラン

テヘラン

サウジアラビア

リヤド

イスラエル

エルサレム

例



モロッコ
アルジェリア

チュニジア

リビア

エジプト

マグレブ諸国

※地中海をはさんで西ヨーロッパ文化圏と向き合う
モロッコ(［ ］領（1956年独立））
チュニジア（旧［ ］領1956年独立）
アルジェリア(旧［ ］領1962年独立）
リビア（旧［ ］領1951年独立）
は 教を国教とし,［ ］諸国と呼ばれる

※アラビア語で「日が没すること、没するところ」。西方の意味。

マグレブイスラム

フランス
フランス
フランス

イタリア



２ 西アジア～北アフリカの自然環境

（１）大地形
■新期造山帯・・・・ユーラシアプレート南縁に【 】造山帯

→地震多発地帯

アナトリア高原

アルプスヒマラヤ

カフカス山脈

エルブールズ山脈

イラン高原



※地震多発地帯

・・イラン・トルコでは頻繁に大きな地震があり、多くの人
が犠牲になり家屋が倒壊。

日干しレンガ（【 】）の住居が多いことが一因

2011年10月23日。トルコ東部でマグニチュード7.2の地震発生

アドベ

http://www.bllackz.com/2011/10/2011102372.html


有史以来トルコで死メが 100名以上発生したマグニチュード６
以上の地震の震源



■安定陸塊・・・・・アラブプレート・アフリカプレートが載る

→ を通るプレート境界で接している

アフリカプレート

アラビアプレート

大地溝帯（グレートリフトバレー）

大地溝帯（グレートリフトバレー）

※延長線上に死海



(２)小地形・・・多くの乾燥地形が発達

■砂漠

・ 川（合流後はシャトルアラブ川という）
・・・上流のトルコやシリアにダムが建設され、下流のイ

ラクとの水利権問題がある。

■外来河川

・サハラ砂漠 ルブアルハリ砂漠 ネフド砂漠
→ が見られる

ティグリス・ユーフラテス

・ 川・・・河口に が発達ナイル 円弧状三角州

ワジ

ユーラシアプレート とアラブプレートが衝突する境界。



ワジ(Wadi)

水のない乾季の間はワジは地域住民の交通路と
して使われていることがあるが、雨季になると急激に出水する。



外来河川(がいらいかせん)

ナイル川



円弧状三角州 鳥趾状三角州 カスプ状三角州



サハラ砂漠
ルブアルハリ砂漠

ネフド砂漠

ナイル川

ティグリスユーフラテス川



■湖

・ ・・・イスラエルとヨルダンの国境にある湖。地溝帯に
位置し、湖面標高は約-400ｍで、地表上の最低
地点である。 ヨルダン川が北から流入するが流
出する河川はない。塩分濃度が23～25%にも及ぶ
（太平洋の平均塩分濃度3.4％）。

・ ・・・面積約37万㎞２で世界最大、湖面標高-28ｍの
塩湖。北部でヴォルガ川流入するが流出河川な
し。海中油田がある。埋蔵量は世界最大級。チョ
ウザメ（卵はキャビア）が棲息。

死海

カスピ海

・ ・・・近年，砂漠化による湖の面積縮小が進む。アラル海



2005～カザフスタン領の北部小アラル海が復活



■海
・地中海 紅海 アラビア海 ペルシャ湾に囲まれる

■海峡
・ジブラルタル海峡 ボスポラス海峡 ダーダネルス海峡



死海

カスピ海

アラル海

ジブラルタル海峡

ボスポラス海峡

ダーダネルス海峡

紅海

ペルシャ湾

アラビア海

地中海

※ＯＰＥＣ（石油輸出国機構）の産出する石油の３分の２はホルムズ海峡を通過

ホルムズ海峡



（２）気候

①イラン高原・アラビア半島・北アフリカ

・・・・中緯度高圧帯が支配し 気候(黄色系)

②地中海沿岸（イスラエルやトルコなど）・カスピ海南岸

・・・ 気候(水色)

③カフカス山脈周辺(茶色とピンク)

・・・ 気候

BW

BS

Cs

Cfa

BW BS

Cs

Cfa DfDf



３ 農牧業～砂漠周辺部のステップ地域に展開

(1)降水量【 】～【 】㎜付近（ＢＳ気候）・・・ 。

【 】・ラクダの遊牧（アラビア半島の【 】など）
近年、各国で定住政策が見られる。

250 500 遊牧

羊 ベドウィン

イスラエル

ヨルダン



ベドウィンとテント式住居



(2) オアシスや外来河川沿岸・・・・・・・・・ 農業

・ 山麓の地下水を により導水し灌漑を行う
【 】・野菜・果実・綿花・小麦（イランが原産地）を
栽培

オアシス

地下用水路

なつめやし

オアシス



※地下用水路
【 】（イラン）
【 】（北アフリカ）
【 】（アフガニスタン）

カナート
フォガラ

カレーズ



2014年4月
イランの地下水路カナートが、世界農業遺産に登録



※（通常の灌漑では）【 】が起こりやすい塩害

近年は 灌漑法もみられる。ドリップ



(3)サウジアラビアの異質な農業

・・・オイルマネーによる小麦・野菜栽培と酪農

■オイルマネーによりアメリカから【 】等導入。
→ 一時期、小麦は輸出までも、現在は国内向けに生産
■エアコンで管理された での牛乳生産がみられる。

センターピボット

室内牧場



センターピボット



サウジアラビアは２００８年１月に、国内での小麦買い上げ量を
年間１２．５％ずつ減らし、２０１５年までに１００％を海外からの
輸入に切り替えることを公表した。政府は過去３０年に渡って小
麦自給率１００％を維持してきたが、農業用水は大量の地下水を
使用するため、国内では石油よりも早く、水資源の方が枯渇する
危機感を持っているようだ。



室内牧場



ヤシの統計(なつめやし・油やし・ココヤシ)

■パーム油生産量のポイント
・・ で生産急増（プランテーション）。
ただし原産地は西アフリカ

■なつめやし生産量のポイント
・・・すべて上位は

■コプラ生産量のポイント
・・・ が多い。生産量は少ないが 太平洋の島々
でも栽培

西アジア・北アフリカ

東南アジア

フィリピン



ナツメヤシ(西アジア・北アフリカの主食)

北アフリカかペルシャ湾沿岸が原産といわれる。
北アフリカや中東では主要な食品の一つ



ベドウィンは、伝統的に乾燥させたデーツと乳製品を主食と
している。



油ヤシ(パーム油の原料)

西アフリカ原産のギニアアブラヤシと、中南米原産
のアメリカアブラヤシの2種が知られる。単にアブラ
ヤシと言えば後者を指すことが多い。果肉から得
られるパーム油は調理用、種子から得られるパー
ム核油は加工食品用としての用途が多い。ギニア
アブラヤシは1900年代初頭にスマトラ島とマレー
半島に持ち込まれ、現在でも広大なプランテーショ
ンが多く存在している。特にマレーシアの生産量は
多い。

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Elaeis_guineensis_fruits_on_tree.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Elaeis_guineensis_fruits_on_tree.jpg


ココヤシ(コプラの原料)

ポリネシアから熱帯アジアが原産とされるが、現在
では世界中の熱帯地方で栽培されている。ヤシ科
植物の中で最も有名で、単にヤシと言えばこれを
指す。果実はココナッツとして有名で、世界中の熱
帯で栽培されている。マーガリン・石鹸の原料とな
るコプラが取れる。



４ 人間生活

(１)生活空間
①大半・・・・砂漠気候で (非居住地域)
②一部・・・地中海沿岸,ナイル川,チグリスユーフラテス川,カスピ

海南岸のオアシスが水に恵まれ
(居住地域)

アネクメーネ

エクメーネ



(２)オアシスから発展した都市・・・交易拠点として昔から人口集中

■【 】（シリア・首都）
…古くからの交易都市、世界で最も歴史のある都市

ダマスカス

1979年に世界遺産に登録



シリア騒乱(アラブの春が内戦へ発展したもの)
2011年1月26日よりシリアで続いている反政府運動及びシリア

政府軍と反体制派による武力衝突のことである。後述の通り、
国際連合などにより事実上の内戦状態と認識されていることか
らシリア内戦と表現される場合もある

2013年にシリア騒乱により危機遺産に登録



■【 】（イスラエル・首都）…交易都市・宗教都市エルサレム



■【 】・・・標高1200ｍに位置するイランの首都テヘラン

ＢＳ



(３)伝統的な都市の街路網・・・ 迷路状街路網

歴史的に様々な異民族の侵入を受けてきたため



(４)人間生活

①伝統的な市場の (アラビア語でスーク）で
生活品を購入

バザール



②イスラム教への厚い信仰

■毎日５回の礼拝( )

■ （イスラム寺院）での金曜日の礼拝

サラート

モスク

※カアバ神殿の方角へ向かって祈ること

ヨルダン



５ 民族文化

(１)多様な民族

民族 言語 文字 分布

アラブ民族 【 】語
（アフリカ・アジア語族）

アラビア半島から北
アフリカ

イラン人 の
インド＝イラン語派

イランとその周辺

トルコ人 【 】語
（アルタイ諸語（族））など

【 】文字
（トルコ語の場合）

トルコ・アゼルバイ
ジャンから中央アジ
ア

クルド人 インド=ヨーロッパ語族の
インド＝イラン語派

アラビア文字もしく
はラテン文字

トルコ・イラン・イラ
ク・シリアの山岳地
帯に居住する

インド=ヨーロッパ語族

ペルシャ

アラビア文字

アラビア文字

ラテントルコ



国をもたず西アジアの複数の国にまたがり居住
→ ［ ］・［ ］・［ ］・シリアなど
2000万～2500万人の人口

クルド人

イラク イラン トルコ

→各国で少数民族化して迫害、難民化



(２)宗教

①イスラム教・・・アラビア半島で生まれ，
西アジア・北アフリカ・中央アジア全域で信仰

②ユダヤ教・・・・パレスチナでイスラエルを建国（1948年）

③キリスト教・・・パレスチナで生まれたが，西アジア地域では
ほぼイスラム教徒に改宗

（イスラエル・レバノン・シリアなど）は三つ
の宗教が混在している

地中海沿岸地域



（３）ムスリム(イスラーム)の生活

８世紀に西アジア全域

①イスラム教の拡大 ７世紀【 】で誕生（ムハンマド）

１０世紀に中央アジア

アラビア半島



②イスラム教徒の生活

■【 】神教（唯一神アッラーの信仰）
※「イスラム」→神への絶対服従の意味

■【 】崇拝の禁止
※ムハンマドも信仰の対象にならない

■「 」（神の啓示であり生活のきまり）を聖典として唱える

■【 】肉・酒類の忌避

一

偶像

偶像

コーラン



■ ・・・義務として課せられた5つの行為

・ ・・・メッカのカーバ神殿に巡礼する

・ ・・・「アッラーの他に神は無い。ムハンマド
は神の使徒である。」と証言する

・ ・・・一日五回、キブラに向かって神に祈る

・ ・・・収入の一部を困窮者に施す

・ ・・・イスラム暦９月（ラマダーン）の飲食を慎む

五行

信仰告白

礼拝（サラート）

喜捨

断食

巡礼



（４）国別の宗教構成の特徴

①イスラム教徒が７０％以上の国（シーア派が50％以上）※頻出

・・・【 】（国教） ・【 】 ・アゼルバイジャン
バーレーン

②キリスト教徒が大半

・・・グルジア・ （ともに東方正教）

③ユダヤ教が多い

・・・【 】（ユダヤ人）

イラクイラン

アルメニア

イスラエル



④キリスト教とイスラム教が半々

■【 】（ギリシャ正教・イスラム）キプロス

トルコ語

ギリシア語

イスラム教

ギリシャ正教





６ 資源にたよる経済

(１)西アジアの油田地帯 …【 】湾岸

■地理的条件・・・・地中海、ペルシャ湾に が設置で
きる地の利がある

パイプライン

積出港

■ 網の発達・・・・輸出に有利

ペルシャ







※ では,ガワール油田などの
石油が によってヤンボーやラス
タヌーラなどの積出港へ運ばれ、アジアやヨー
ロッパへ運ばれる

ペトロライン
サウジアラビア

ヤンボー

ラスタヌーラ





（２）主な産油国
①【 】～世界最大の埋蔵量，産出量，輸出量

日本への石油輸出第一位

油田
（世界最大の原油埋蔵量，国全体の6割の生産）

ガワール

サウジアラビア



②クウェート

油田～世界第二位の埋蔵量ブルガン



・・・アブダビ・ドバイが中心

③【 】アラブ首長国連邦

ドバイ

アブダビ



④イラン

⑤イラク

・・・・ 最初の原油生産開始西アジア



（３）石油に依存する【 】経済

・・・石油価格の不安定な動き，将来的な資源枯渇のリスク

脱石油への動きから など新産業の創設へ

モノカルチャ

金融・観光

■ ・・・中東の金融センターで，リゾート開発も進むドバイ

パームアイランド

観光目的で造られた
世界最大の人工島

ブルジュ・ハリファ

世界一高い超高層ビル



パームアイランド

ザ・ワールド

ドバイ中心市街地



（４）石油価格の不安定な動き



1974～1978年: 戦争を契機とする で上昇

1973年以前:国際石油資本（ ）による石油の生産・販売・流
通の支配で安値安定

2008年～: を契機とする世界同時不況により急落

メジャー

第四次中東 第一次石油危機

1979～1985年: 戦争を契機とする で上昇
高値安定へ

イランイラク 第二次石油危機

1986～1999年:需要低迷による安値安定（先進国の 対策
などによる）

省エネ

2000年～2003年: の発生で下落するものの、 戦
争により急上昇

同時多発テロ イラク

2004年～: の石油需要の急増、アメリカの住宅市場の活
況、そして石油供給途絶懸念などにより急上昇
中国

リーマンショック

アラブの春

※1982年～のアルジェリアの油田，イギリスの北海油田からの石油供給

2010～12年： で急上昇



７ ＯＰＥＣ・ＯＡＰＥＣの加盟国とその位置

■世界の主要石油輸出国が石油政策の調整、原油価格
の安定などを目的として に結成

■原加盟国は か国

1960年

５

(１)ＯＰＥＣ（石油輸出国機構）

イラン、イラク、クウェート、サウジアラビア、ベネズエラの5カ国が
原加盟



(２)アラブ石油輸出国機構（ＯＡＰＥＣ）

■1967年第3次中東戦争の際、イスラエル支援国への石油輸
出を禁止しようとしたＯＰＥＣのアラブ系産油国に対して，

など非アラブ系の産油国が従わなかった

原加盟国=サウジアラビア、クウェート、リビアの
3カ国。本部はクウェート

イラン，ベネズエラ

だけで1968年に結成アラブ系産油国



８ 地域の政治的不安定 → 石油供給の不安定化
→世界・日本経済に影響

石油の輸送ルートと「日本のシーレーン」



(１)民主主義の未発達からくる政治的混乱

①2011年～2012年の「 」

・・・アラブ世界において発生した、前例にない大規模反政
府（民主化要求）デモや抗議活動を主とした騒乱の総
称である。

アラブの春



■2011年 のジャスミン革命から各国に波及

チュニジア，アルジェリア，エジプト，イエメンは軍部が反
政府勢力側につき，政権が打倒

シリアでは軍部が政府側についているため泥沼化し，
「 」へ

チュニジア

シリア騒乱



(２)度重なる地域紛争

①イラク戦争

②パレスティナ問題
■2014年 イスラエル国防軍とパレスティナガザ地区のハマス

（イスラム原理主義組織）の対立が激化

イスラエルの ガザ侵攻





トルコ（ＥＵ加盟を目指す、資源少、西アジアでは工業国）
【 】（11.4） 衣類（10.3） 鉄鋼 電気機械 繊維と織物
【 】（10.3） イラク（6.2） イギリス イタリア フランス

（＊）主な国の輸出品と輸出相手国（2011）（ ）内は％

サウジアラビア（モノカルチャー）
【 】（78.1） 石油製品（6.3） 化学薬品（3.5） ポリエチレン

液化石油ガス
、日本、中国、韓国（2012の統計）

イラン（モノカルチャー）
【 】（64.6） ・天然ガス（4.2）・化学薬品（3.3）・野菜と果実

（47.0） イラク（18.9） アラブ首長国（7.1） インド

イスラエル（資源少）
【 】（30.4） 電気機械 医薬品など
【 】（28.7） 【 】（7.9）

原油

中国

アメリカ

原油

ダイヤモンド

アメリカ 香港

ドイツ

９ 貿易

自動車


