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（続報）
米国のイラン核合意離脱と

石油産業への影響
2018年10月

2018年10月18日
調査部 芦原雪絵
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免責事項

本資料は石油天然ガス・金属鉱物資源機構（以下「機構」）が
信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されています
が、機構は本資料に含まれるデータおよび情報の正確性又
は完全性を保証するものではありません。

また、本資料は読者への一般的な情報提供を目的としたもの
であり、何らかの投資等に関する特定のアドバイスの提供を
目的としたものではありません。したがって、機構は本資料に
依拠して行われた投資等の結果については一切責任を負い
ません。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、機
構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い
申し上げます。
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本日の報告事項

 米国によるイラン核合意からの離脱表明
- 二次制裁概要

 イラン石油生産量・輸出量推移
- 主要輸入国の動向
- イラン国内情勢

 対イラン米国制裁を巡る各国動向
 本日のまとめと今後の展望
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米、核合意（JCPOA）離脱を表明

2018年5月8日、トランプ米大統領は、

 イラン核合意（JCPOA)が“最悪の合意である”として離脱を表明
- ウラン濃縮活動の制限期間が10~15年で終了すること

- 弾道ミサイル開発やテロ組織への支援を断念することが合意に含
まれていないこと

- 法的拘束力がないこと
 「イランに最高レベルの経済制裁を課す」と主張

- 再発動する制裁は、イランの重要な経済セクター（エネルギー、石
油化学及び金融セクター）を対象

- JCPOAのもとイランビジネスを行っている企業には「事業縮小期間」
（wind down period)が与えられた

- 5月8日を起点として90日（2018年8月6日まで）と180日（2018年11
月4日まで）の事業縮小期間を設け、期間終了時に制裁はすべて
再発動し発効する
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再発動する二次制裁（1）
8月7日再発動（事業縮小期間90日、8月6日猶予期間終了）

 8月7日に再発動した制裁（事業縮小期間90日、8月6日猶予期間終了）

- イラン政府による米ドル紙幣の購入・取得

- 金または貴金属のイランとの取引

- グラファイト（黒鉛）、アルミ・鉄鋼等の原料または半製品、石炭、
産業用プロセス統合用ソフトウェアの取引

- イランリヤルの売買、イラン国外でのイラン通貨預金、口座の維持

- イラン国債関連取引

- イランの自動車部門
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再発動する二次制裁（2）
11月5日再発動（事業縮小期間180日、11月4日猶予期間終了）

 11月5日に再発動する制裁（事業縮小期間180日、11月4日猶予期間終了）

- IRISLを含むイランの港湾、船舶輸送、造船部門

- NIOC、NICO、NITC等を通じたイランからの石油、石油製品または石
油化学製品を含む石油に関連した取引全般（※2）

- 非米国金融機関と、イラン中央銀行または指定金融機関との取引
（※1）

- イラン中央銀行およびイラン金融機関に対する特殊金融サービスの
提供

- 保険の引き受けや再保険

- イランのエネルギー部門
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再発動する二次制裁（3）
補足説明

 （※１）イランから輸入する原油等の代金決済のために、イラン中央銀行等と金
融取引を行った外国金融機関への制裁

- 制裁の除外を受けるためには、金融機関の母国がイラン原油の購入量の「相
当量を削減」する必要があり、米国政府が相当量の削減を認定した場合、制裁
対象から当該国が除外される。なお「相当量を削減」として米国務省はその後、
各国に対して、イラン原油輸入量をゼロにするよう求めていることを明らかにし
た。

 米ドル以外の他国通貨でのイランとの取引
- （※１）については、決済通貨の種別ではなく、「イランの原油取引に関する決済

を行う銀行が米国に口座を持っているか否か」が問題であり、口座を持っていな
ければ（ドル建て以外の）金融取引は可能。ただし、（※２）により「イラン石油に
係るあらゆる取引に関わった者を制裁対象とする」と定めており、イランからの
原油輸入を継続するには原油運搬船や保険手配を含め、あらゆる過程で「米国
の意向に左右されない」事業者を見つける必要がある。

- NIOC、NICO、NITC等を通じたイランからの石油、石油製品または石油化学製品
を含む石油に関連した取引全般（※2）

- 非米国金融機関と、イラン中央銀行または指定金融機関との取引（※1）
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再発動する二次制裁（4）
企業の反応、EUによる対抗措置検討

企業の反応（各種報道より）：
 Total（仏）-「米国の決済システムの利用を制限されるかもしれないリスクをとる

ことはできない」として、EUの計画には賛同しない旨表明。
 Eni（伊）-「イランではもう事業を行っていないうえ、トレーディングの契約も11月

には切れる。国際社会の決定するルールやあらゆる制裁に完全に従う」
 CEPSA（西）-10月半ばに、CEPSAのスペイン製油所は100万バレルのイラン産原

油を輸入。これが最後の輸入だと強調した。「すべての企業が、株主の意向を
第一に考える。EUが何を考えていようが関係ない」とした。

→EUは米制裁への対抗措置を検討
 ブロッキング規則- 第三国による経済制裁の域外適用にEU企業や個人が従う

ことを禁止。制裁による損害はEU域内の裁判所で損害賠償訴訟が可能。
 SPV- 域内の企業に米国のイラン制裁を回避させるための特別目的事業体（

Special Purpose Vehicle）のこと。 石油を含むイランとの輸出入の決済等、EU
法に基づくイランとの金融取引継続を目論む。
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イランの原油生産量、輸出量推移

2018年9月

生産量
340万b/d
（EIA）

輸出量
110万b/d
~170万b/d
（推計に
差あり）

※タンカー貯蔵
開始か？

（CSIS想定）・11月には輸出量が70-80万b/dに落ち込む
・11月4日以降の市場への影響は、45万b/d～最大で200万b/dの減少

出所：CSIS

Exports
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イラン産原油の国別輸入量推移

出所：MEESデータに基づきJOGMEC作成
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アジア主要輸入国の動き
（サマリー、報道ベース）

イランからの輸入量推移 特記事項

韓国 2017年：36万b/d
2018年2Q：22万b/d
2018年8月：6万b/d
2018年9月：-

9月輸出分もゼロ

従来、イラン産コンデンセートの最
大顧客

中国 2017年：62万b/d
2018年2Q：63万b/d
2018年8月：71万b/d
2018年9月：44万b/d

各国が購入を控える中、値引きを
引き出していたとされる
9月輸出分減少

インド 2017年：48万b/d
2018年2Q：65万b/d
2018年8月：49万b/d
2018年9月：36万b/d

各国が購入を控える中、値引きを
引き出していたとされる
2018年春～夏にかけて輸入量増
加も、9月出荷分減少

MEES、Plattsデータ等より
（一部推計）
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アジア主要輸入国の動き １.韓国

 2016年1月の核合意以降、韓国の原油・コンデンセート輸入量は大幅に伸び、

約30万b/dを輸入。ただし、2017年秋以降減少傾向にあり、7月には2012年8月

以来初めてコンデンセート輸入を停止。2018年8月の輸入量は5.5万b/d。

 9月の韓国向け輸出分もゼロになった。韓国は、イランコンデンセートの最大顧

客であったが、米国の停止要請圧力を受け、既に代替先を模索。（代替先：カザ

フスタン、米国、メキシコ、ノルウェー、ナイジェリア、ロシア）

 （政府）供給が限られており代替先確保が難しいとして、イランからのコンデン

セートの購入継続を求めて免除を要請。

イランからの輸入量推移 特記事項

韓国 2017年：36万b/d 2018年2Q：22万b/d
2018年8月：6万b/d 2018年9月：-

9月輸出もゼロ
従来、イラン産コンデンセートの最大顧客
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アジアの主要輸入国の動き ２.中国

 従来の輸入量は約60万b/d。2018年7月、8月には70万b/dを上回る大幅増。米国制裁懸

念により各国が買い控える中でも購入を継続し、値引きを引き出していたとされる。

 （企業）Zhuhai Zhenrong Corp、Sinopec Group 輸入継続を視野に、輸送をイラン国営タ

ンカー会社（NITC）に切り替えたとの報道。

 （企業）Sinopec 「供給先多様化のオプション確保を優先」も、市場要因により引取量大

幅減少の可能性。

 （企業）Unipec 、Sinopec 「製油所の一部がイラン産石油の精製に合わせて設計されて

おり、輸入停止は利益に影響を及ぼす」として11月以降もイラン原油購入継続が見込ま

れる。

 「１１月以降も輸入継続が予想されるが、50万b/d程度で安定するか、それとも落ち込む

かは不透明。米中貿易問題の動きと、中国政府がイランの引取量を政治的切り札として

用いようと考えるかどうかによる。」との見方あり。

イランからの輸入量推移 特記事項

中国 2017年：62万b/d 2018年2Q：63万b/d
2018年8月：71万b/d 2018年9月：44万b/d

各国が購入を控える中、値引きを引き出し
ていたとされる 9月輸出分減少
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アジアの主要輸入国の動き ３.インド

 従来の輸入量は40万b/d台で推移。中国と同様に、輸入継続により値引きを引き出していたとされ、

4～7月は70万b/d前後に増加も8月には50万b/d以下へ減少。9月のインド向け輸出量は35.7万ｂ/ｄ

（企業）11月再制裁に先立ち、インドの国営保険会社、再保険会社がイランからの貨物への付保を

全て停止。国営製油会社ヒンドゥスタン・ペトロリアム（ＨＰＣＬ）が、保険会社によるイラン産原油の

保険適用拒否を理由に原油購入をキャンセル。

 （政府）輸入継続に向けた動き：「イラン原油輸入継続のために、インド政府は、イラン政府が輸送タ

ンカーや保険を提供するという条件でインド国内の石油精製企業によるイラン原油輸入を認めてい

る。」といった報道もあり。

 （政府）国内需要拡大を鑑み、米国の輸入停止要請には応じられないとの政府発言もあり、制裁免

除を米国政府に働きかけている。

 （企業）11月、Indian Oil（20万b/d）、Mangalore Refinery and Petrochemicals（10万b/d）が購入の見

通し。ただし、制裁適用免除になるかは不明。

イランからの輸入量推移 特記事項

インド 2017年：48万b/d 2018年2Q：65万b/d
2018年8月：49万b/d 2018年9月：36万b/d

各国が購入を控える中、値引きを引き
出していたとされる
2018年春～夏にかけて輸入量増加も、
9月輸出分減少
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イラン国内情勢（1）
経済・社会情勢

 経済・社会情勢の悪化懸念

経済情勢：イランリヤル暴落、失業率（13％程度で高止まり）、インフレ進行（2017年
9.9％→2018年29.6％（参考：2013年34.7％））、2019年実質経済成長率見通し マイ

ナス3.6％（2018年10月IMF発表、4月のプラス4％から大幅下方修正）、資本逃避

（石油・ガスに限らず企業撤退中）

社会情勢：国境地帯での騒擾事件の増加（クルド人武装勢力による治安部隊（バ

スィージ）襲撃（7月）、アフワーズでの軍事パレードへの襲撃（9月）

ロウハニ政権にも圧力：8月下旬 議会が労働、経済財務の2閣僚を弾劾、大統領を

国会招致

 ガソリン需要：

前回国際制裁の影響により、製油所の改修

が進まず石油製品を輸入しており、ガソリン

自給達成はイランの悲願

各種情報に基づきJOGMEC作成
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イラン国内情勢（2）
精製能力拡大に向けた動き

 精製能力拡大に向けた動き

- ガソリンなど国内の石油精製需要を賄うため、2017年春、Persian Gulf Star製油所の稼
働開始（精製能力36万b/d）

- 新製油所稼働によりガソリン輸入大幅減、燃料自給率達成は間近

- 2018年9月に同製油所の追加フェーズ計画（+12万b/d）を打ち出し、さらなる精製能力拡
大を図る 原料はサウスパースコンデンセート

出所：EIA

各種情報に基づきJOGMEC作成

※ 2018年 第3フェーズ（360千b/d）まで稼働

※



イランの上流開発事業（1）
対外開放への動き（２０１５年末以降）

対外開放が予定されていた開発・生産中の鉱区
17

対外開放が予定されていた探鉱鉱区
出典：各種資料よりJOGMEC作成

 2015 年11 月28～29 日、テヘランで石油・天然ガス探鉱開発契約の新方式IPC（Iranian 
Petroleum Contract）の説明会開催

 70 件の石油・ガス関連事業（52 
件の開発案件と18 件の探鉱案件
）の外資開放を発表

 今後外資から提示される提案の
内容によっては、公開入札の外で
交渉を行う余地も示唆
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イランの上流開発事業（2）
プロジェクトの停滞（２０１８年５月以降）

 NIOC：2021年までに66の油ガス田での生産開始を見込み、そのためには2兆ドルの上
下流への投資が必要 （2018年4月NIOC website）
→ 2016年1月のJCPOA発効により、西側諸国他、国外からの投資獲得を期待

 サウスパースガス（フェーズ１１）開発契約
2017年7月、NIOCは新契約方式IPCに基づく開発契約
に署名。権益比率：Total（仏、50.1%）、CNPC（中、30%）、
Petropars（イラン、19.9%）
2018年5月 Totalは、「制裁免除を得られない限り、撤退
せざるを得ない」と発言
2018年8月 「イランのザンギャネ石油相は、Totalが正
式に撤退したと明らかにした。」と地元メディアなどが報
道 Total、CNPC共にコメントなし

 オマーン：オマーン向けの海底ガスパイプラインプロジェクト（2013年および2017年に

それぞれ合意）は、着工目前となっていたが、オマーン政府の制裁免除要請を米国政
府が拒否したとの報道あり

 インド：Farzad-B 開発プロジェクトは、2018年2月には開発権交渉を再開するとの発言
がインド石油相によってなされたものの、9月には交渉を中止

 Lukoil：「我が社のイランでの開発計画について語るのは時期尚早、基本的に全て保
留であり、国内ビジネスに焦点を当てる」

2017/07/03 調印式 出所：Shana
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対イラン制裁を巡る各国の動向（1）
主要な出来事（9月以降、国連総会前後を中心に）

日付 主要な出来事

9月6日 インドと米国の初の外務・国防閣僚協議（２プラス２）。

9月6日 ポンペオ米国務長官はイラン産原油の禁輸制裁について、インドなど一部の国への猶予を検討
すると明らかに。ただし、将来的には輸入を全面停止する必要があると言及。

9月24日 英仏独中露及びEUとイランの外務大臣が会談。
その後、EUがSPVを設立すると発表。

9月25日
ポンペオ米国務長官はイラン核問題に関する最終合意（JCPOA）の他の当事国を批判し、ボルト
ン米大統領補佐官（国家安全保障担当）は米国による対イラン制裁から逃れようと試みる者は
重大な結果に直面すると発言。

9月25日 国際連合総会演説において、トランプ大統領がイランを、ロウハニ大統領が米国を、それぞれ批
判。

9月26日 国際連合安全保障理事会において、トランプ大統領がイランを批判。

10月3日
国際司法裁判所（ICJ）による暫定措置命令。（イランが7月に提訴）
（米国の対イラン制裁から人道物資や民間航空安全に係る物資を除外すること、米国はそれら
の許認可や資金移動を制約しないこと、両国が紛争悪化につながるような行動を慎むこと）

10月3日

ポンペオ米国務長官は、米国とイランとの間の1955年友好経済関係領事権条約（1955年条約）
の終了を発表し、イランがICJを悪用したと発言。
ボルトン大統領補佐官は、トランプ大統領が外交関係に関するウィーン条約の紛争の義務的解
決に関する選択議定書から脱退すると決定したと発表。

10月4日 トランプ米大統領は新たな「対テロ国家戦略」を発表し、イランを「最も際立ったテロ
支援国家」と非難。圧力をさらに強める姿勢を示した。



20

対イラン制裁を巡る各国の動向（2）
各国の構図

・合意維持を表明
・ブロッキング規則、
SPV等により輸入継続を模索

・米制裁に反発
・米イラン交渉を懸念

-進めていたものを失いかねない

・制裁再発動、最高レベルの圧力
・ただし、JCPOAに代わる取引復活が本音

JCPOA

・米国のJCPOA離脱、制裁再発動を非難
・ただし、「対話」により圧力を止めたい

- ICJ提訴も対話開始のジェスチャー ・JCPOA保護の動きに
困惑
・SPVへ厳しく対処する
方針を明らかに

・二次制裁
- イラン産

原油輸入停止
要請等

・ただし、JCPOAに代わる取引復活が本音

・ただし、「対話」により圧力を止めたい
- ICJ提訴も対話開始のジェスチャー

・背景にはシリア問題あり

・米イラン交渉を懸念
-進めていたものを失いかねない

イラン

ロシア中国ドイツフランス英国

米国

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・先のスライドでお示しした通り、厳しいやり取りが繰り広げられているが、・在米コンサルタント等の見解を踏まえ、現在の構図を整理をしてまいります濃いオレンジ色部分1.JCPOAから米国離脱　イランへの制裁を再発動し、最高レベルの圧力をかける　各国に対しては、二次制裁を課す緑2.イランは当然、アメリカのそういった行為を非難水色・EU3+2ないしP4+1は米制裁に反発紺イランを含むJCPOA加盟各国は、合意の維持を表明・ブロッキング規則やSPV等により、イランとの貿易関係継続を模索薄いオレンジ3.EU等によるJCPOA維持の動きに対し、米国は困惑、懸念を表明このような対抗措置に対しては厳しく対処するとの方針を明らかに4.なお、このようにイランに対する厳しい制裁を掲げる米国ですが、「体制転換の意図はない」としており、トランプ政権としては制裁は目的ではなく、JCPOAに代わる「米国にとって真っ当な」合意を引き出すことがその先にある真の目的である、というようにいわれております黄緑5.また、イランとしても、米国とただ対立するという訳ではなく、「対話」をすることで、この圧力を止めていきたいと考えていると、ICJへの提訴も対話の糸口に向けた働きかけであった　といった見方であります水色6.米国・イランの一対一の対話となると、それを望まないのがEUを中心としたJCPOA加盟国自分たちでブロッキング規則なり、これまでイランとの間で進めていたものを失いかねないとして、米イラン交渉に懸念薄紫7.ではなぜそこまでしてイランを守ろうとするのかこれについて、EUに関してはということになるが、その背景にはシリア問題といったより大きな構図がその背後にあるのでは　ともいわれておりますこちらは一つの見方として、あくまでも今後の展開を占う上でのご参考とさせていただければと思います。
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本日のまとめと今後の展望

 米国再制裁発動、JCPOA加盟国らは対抗策を模索するも、実際に制裁対象
となる企業の多くが撤退の意向。

 11月石油セクターへの制裁発動を前に、イランの生産量、輸出量は減少。
多くの国で原油輸入削減の動き。
→米国は猶予を認めるか？/ゼロか？ 減少下限？ 中国・インド・ロシアの
動き？

 イラン国内情勢は悪化。一方、精製能力はほぼ自給達成レベルまで拡大。
→国内供給拡大により生産量減少を抑制？ 制裁への耐久力強化?

 イラン上流事業において、積極的参入の動きは見られず、停滞の見通し。

 当事者の対立構図が深まり、決着点が見えない状況。
→決着点(When,How)？ 「対話」がなされるか？


	（続報）�米国のイラン核合意離脱と�石油産業への影響�2018年10月
	免責事項
	本日の報告事項
	米、核合意（JCPOA）離脱を表明
	再発動する二次制裁（1）�8月7日再発動（事業縮小期間90日、8月6日猶予期間終了）�
	再発動する二次制裁（2）�11月5日再発動（事業縮小期間180日、11月4日猶予期間終了）�
	再発動する二次制裁（3）�補足説明
	再発動する二次制裁（4）�企業の反応、EUによる対抗措置検討
	イランの原油生産量、輸出量推移
	イラン産原油の国別輸入量推移
	アジア主要輸入国の動き�（サマリー、報道ベース）
	アジア主要輸入国の動き　１.韓国　
	アジアの主要輸入国の動き　２.中国
	アジアの主要輸入国の動き　３.インド
	イラン国内情勢（1）�経済・社会情勢
	イラン国内情勢（2）�精製能力拡大に向けた動き
	イランの上流開発事業（1）�対外開放への動き（２０１５年末以降）
	イランの上流開発事業（2）�プロジェクトの停滞（２０１８年５月以降）
	対イラン制裁を巡る各国の動向（1）�主要な出来事（9月以降、国連総会前後を中心に）
	対イラン制裁を巡る各国の動向（2）�各国の構図
	本日のまとめと今後の展望

