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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

 米国とイランの対立最近の経緯

 今後の想定リスク

 中東産油国への影響

 各国石油ガス事業における注目動向（イラン、イラク、
サウジアラビア）
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米国とイランの対立、最近の経緯

 米による司令官殺害、イランによる報復（ミサイル攻撃）【経緯（時系列）】

 2019年12月27日、イラク北部の米軍基地がシーア派民兵の攻撃を受け米国人1名死亡

 12月29日、米軍が報復措置としてイラク・シリアのシーア派武装組織を空爆、25名死亡

 12月31日、シーア派民兵がバグダッドの米大使館を襲撃

 2020年1月3日、米軍はバグダッドでイラン革命防衛隊コッズ部隊のソレイマーニ司令官と

イラク人民動員部隊（PMU)のムハンディス副司令官を殺害

ハメネイ最高指導者は3日間の服喪と厳しい報復を呼びかけ

 1月4～6日、バグダッド、アフワーズ、マシャド、テヘラン、ケルマーン（司令官出身地）でソ

レイマーニ司令官の葬儀（数百万人規模の参加）

 1月8日、イランがイラクの２つの米軍基地（アサド、エルビル）に弾道ミサイル攻撃（報復

作戦「殉教者ソレイマーニ」、米・イラク人に負傷者なし）

 ザリフ外相コメント「国連憲章51条のもと自衛のための行動を完遂。我々は事態のエスカ

レーションや戦争を望まない」

 トランプ大統領はイランへの軍事力行使に慎重な姿勢を表明、追加経済制裁を発表。

 1月11日、イラン政府はウクライナ機墜落（8日）が革命防衛隊のミサイル誤射によるもの

と発表。その後、イラン各地で抗議行動発生。
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「イラン危機」巡る更なる動き

 大規模戦争は回避されたが、緊張は継続
 米国による対イラン追加経済制裁（１月10日、大統領令、財務省）

 新たにイラン政府高官8名および鉄鋼・金属（アルミ、銅）関係17団体（イラ
ン・中国・セーシェル・オマーン企業）に対し追加制裁
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm870

 核合意（JCPOA)を巡る動き
 米国の核合意離脱（2018.5）、イラン原油禁輸例外措置の停止（2019.5）
 イランは対抗措置として核合意の段階的な履行停止に着手（2019.5）
 2020年1月5日（司令官殺害の2日後）、イランは第5段階の履行停止措置とし

て、ウラン濃縮の無制限の実施を表明（核合意では濃縮度上限3.67%）
 1月14日、英仏独はイランの段階的な「制裁破り」に対抗し、JCPOA上の紛争

解決プログラム（Dispute Resolution Program)を発動
⇒最短65日（当事国による協議35日、安保理での協議30日）でイラン向け
の国連制裁が復活する可能性
⇒イランのロウハニ大統領、ザリフ外相等（及びイランを支援するロシア）
は強く反発

 ジョンソン英首相は、イラン核合意を「トランプ・ディール（取引）」に置き換え
るよう協力すると表明し（1月14日）、核合意の抜本的見直しを求めるトランプ
大統領に同調する姿勢。

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm870
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原油市場への影響

 2020年1月3日のソレイマーニ司令官殺害を受けて、油価は約3%上昇（ブレント：66.25→68.6ドル）。
 1月8日のイランによるイラクの米軍基地攻撃に対しては、同日トランプ米大統領が軍事的手段を行使

しない旨表明したことで、米国とイランの対立の先鋭化と中東地域の不安定化および同地域からの供
給途絶懸念が後退し、反落（ブレント：68.27→65.44ドル）。

 最近は、サウジ石油施設攻撃（2019年9月）など重大事態が起きても油価上昇は限定的で、ブレントが
概ね70-80ドルだった2018年を大きく下回るレベルで推移。当面、OPEC+の減産強化があってもシェー
ルオイルの堅調な生産、世界経済減速による石油消費の低迷等により、供給が需要を上回る状況が
続き、油価の上昇余地は小さいとの見方が多い。
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米イラン緊張に対する中東産油国の姿勢

 サウジアラビア

 ムハンマド皇太子は1月4日、米国務長官、イラク首相と電話会議。エスカレーション回避について議

論。

 ハーリド副国防相（皇太子弟）が1月6日に訪米。トランプ大統領等にムハンマド皇太子のメッセージを伝

達

 ムハンマド皇太子が1月12日、ウラー（サウジ）で安倍首相と会談。更なるエスカレーションの回避に向

け、当事国間の対話が不可欠で、サウジとしても地域の安定と緊張緩和に向け取り組みを進めていく

旨発言。

 UAE

 ガルガーシュ外交担当国務相が1月3日、ソレイマーニ司令官殺害の直後にツイッターで外交的解決の

必要性を訴える発言。

 マズルーイUAEエネルギー相は1月8日、「緊張が高まる現在においても石油は十分に供給されている。

もし問題があればOPECはすぐに対応できる」と発言。UAEはOPECの主要メンバーとして今後も供給責

任を果たしていく方針。

 ムハンマド・アブダビ皇太子が1月13日、アブダビで安倍首相と会談し、中東地域の緊張の高まりに対

する憂慮を共有，地域の緊張緩和に向けた日本の外交努力を評価している旨発言。

 オマーン、カタール、クウェート含め中東産油国は外交的解決の必要性を強調

 特にサウジは、緊張緩和路線に舵を切り、イエメン内戦終結に向けた動きや、未確認情報だがイラン

へのアプローチも伝えられていた。サウジは司令官の殺害を歓迎する一方で、9月の石油施設攻撃

（米軍は反撃せず）の再発あるいはそれ以上の事象、全面戦争（その場合、サウジ全土が戦場となり

かねない）は何としても避けたい。
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今後の想定リスク

 当面、全面戦争は回避されたが、イランは影響下にあるシーア派民兵組織などを通じ
た間接的な挑発を行う可能性が高い（中東専門家等の見解）

 中東産油国に影響を及ぼす想定リスク（イラン側の取り得る手段）

（※１）トップ（ムハンディス副司令官）を殺されたシーア派民兵（イラク人民動員部隊（PMU））の報復は終わっ

ておらず、今後、イラク国内で①が起きる蓋然性高いとの見方（イランは「米軍を中東から追い出す」（ハメネ

イ師）ことを目指すが、米軍との圧倒的な戦力差を考慮し、直接攻撃は当面自重か）

（※２）トランプのレッドライン（米国人の犠牲者出れば反撃）を超えないためあえて①を行わず、2019年に頻

発した②、③が再度実行される可能性も。

（※３）イランは米大統領選（11月）の結果が出るまでwait & seeの姿勢ともみられたが、JCPOA上の紛争解決

プログラムが発動され、「濃縮拡大」で対抗せざるを得なくなった。ウラン濃縮が米国を動かし、JCPOA締結に

至ったオバマ政権時の「成功体験」をふまえ、イスラエルの先制攻撃のリスクも高まるが欧米への脅しの効

果が大きい瀬戸際戦術（濃縮拡大）をこのまま進める可能性。ウクライナ機誤射に係る体制への抗議行動を

うまく抑え込み、２月の国会選挙で強硬派の躍進が実現すれば強硬路線に拍車か。

① 域内の米軍基地・米国施設を狙った攻撃（※１）
② 石油生産関連施設を狙った攻撃（※２）
③ ホルムズ海峡の封鎖警告、ペルシャ湾航行船舶への妨害（※２）
④ サイバー攻撃による攪乱
⑤ ウラン濃縮の拡大（※３）
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中東での米軍の展開状況

出所：Washington Post情報等に基づきJOGMEC作成

• 数万人規模の中東駐留米兵がソフト
ターゲットとなり得るが、米国のレッドラ
インを意識して、イランが直接実行す
る可能性は低いとみられる。

• イランとの関係の深さ（距離）から考え
て、湾岸諸国のうちオマーン、カター
ル、クウェートの米軍駐留基地が攻撃
される可能性は低いとみられる。
（※地図に掲載されていない米軍駐留
基地多数あり。）
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中東の石油ガスインフラと2019年の攻撃事件

〇2019年の主な攻撃事件等

• タンカー攻撃（5月12日）
• フジャイラ（UAE）沖でサウジ船籍2隻を含むタン

カー4隻に妨害行為
• サウジパイプライン施設への攻撃（5月14日）

• 東西パイプラインの加圧施設2か所にドローンに
よる攻撃、フーシ―派が犯行声明、イラク南部か
らとの見方も

• タンカー攻撃（6月13日）
• オマーン湾で日本の国華産業が運航する1隻を

含む2隻のタンカーに対し攻撃、犯人未特定も
米・サウジはイランに責任ありと主張。

• タンカー拿捕（7月19日）
• ジブラルタル自治政府によるイランのタンカー拿

捕（7月4日）の報復?で、英タンカーStena Impero
がイラン革命防衛隊により拿捕。

• Shaybah油田への攻撃（8月17日）
• フーシ―派が10機のドローンで攻撃と表明。被害

は小規模。
• AbqaiqとKhuraisの石油生産施設への攻撃（9月14日）

• アラムコ施設が攻撃を受け一時570万b/dの生産
停止。フーシー派が実行声明も、サウジはイラン
によるミサイル・ドローンによる攻撃と主張。（イラ
クシーア派民兵実行説も）

• 10月11日、イランのタンカーが紅海で「ミサイル攻撃を受
け爆発」（イラン発表）

• サウジの空港、淡水化施設等インフラへの攻撃も頻発

出所：Platts等に基づきJOGMEC作成
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中東産油国のセキュリティー対応

・UAE
CICPA(重要インフラ沿岸防衛局）が生産施設の保安・防衛を所掌
（19年11月ブリーフィング資料（中東事務所報告）参照）

・サウジアラビア
9月の石油施設攻撃を受け、米国はサウジの防空能力向上のため、2000名の空軍部
隊をサウジに増派。

サウジはミサイル防衛システムの新規導入、サイバーセキュリティー対策の強化及び
同盟国とともにドローン検知・破壊システムの開発を実施。
ただし、主に東部地区の広大なエリアに点在する石油施設全てで「非対称攻撃」への
防御は不可能であり、攻撃を受けた場合にいかに早く反撃できるかに重点を置いた対
策を講じている。（PIW)

出所：Platts等に基づきJOGMEC作成
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中東輸出原油・ガスのホルムズ海峡通過量及び迂回量

出所：各種資料に基づきJOGMEC作成

 サウジ輸出原油のホルムズ迂回分（70万b/d）は東西パイプラ
イン経由（YanbuのRefinery向けを含めれば、約200万b/dが東
西パイプラインでサウジ東部から紅海沿岸に輸送）

2019年11月湾岸産油国原油生産・輸出内訳（ホルムズ通過・迂回量）

 UAE輸出原油のホルムズ迂回量（70万b/d）はADCOP（フジャイラ
向けPL)経由

 イラク輸出原油のホルムズ迂回量（45.6万b/d）はKirkuk-
Ceyhanパイプラインを経由

 サウジアラムコは東西パイプラインの輸送能力（現状500万
b/d）の700万b/dへの増強工事を12月末で完了（IOD報道）
→追加輸送（ホルムズ迂回）可能量が約200万b/d増加

 ホルムズ海峡通過量
 石油：2,070万b/d(2018年）（EIA) 

(内訳）原油・コンデンセート 1,730万b/d
石油製品 330万b/d

⇒世界石油消費量（99.9百万b/d, 2018年）の21％
⇒アジア向け80%、残りは紅海経由欧州向け等

日本の原油輸入の80%、韓国70%、インド70%、中国40%
がホルムズ海峡通過

 LNG：82.3百万トン/年（2018年）
(内訳）カタール 76.8百万、UAE5.5百万トン/年

⇒世界LNG供給量の約25%がホルムズ通過(IEA)

日本の2018年LNG輸入量（82.5百万トン/年）の約18% (15
百万トン/年）がホルムズ通過
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【イラン】 石油生産量、輸出量

 原油生産量は既に30年振りの低水準まで減少、210万b/d程度で推移。このレベルで今後
も推移する見込み（2019年平均生産量：236万b/d、2018年358万b/d、2017年381万b/d）（IEA）

 過去1年間でイランの石油輸出は急落。2019年3月平均170万b/d超から秋口には50万b/d
を下回り、12月は約30万b/dと推定。輸出先は中国（Zhenrong？）、シリアとも。

 生産余剰に対処するため洋上貯蔵に頼る。洋上で約6,000万バレルを貯蔵。貯蔵量は、前
回の国際制裁以来、3年以上振りの高水準。

 サウスパース・ガス田からのガス生産量は増加の方針だが、ガス生産に随伴するコンデン
セートの輸出が出来ず、貯蔵量は250万bblに到達。+400万bblの容量増を目指してタンク8
基を増設中（5基完成、2020年初めに＋3基も完成。）

（出所：IEA OMR）
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【イラク】 米、イラン対立による影響

 IS掃討作戦に参加する連合軍が一部撤退、一部民間航空会社がイラクへの乗り入れ停止
 邦人退避完了により在イラク日本大使館が一時閉館、外務省はイラク全土の危険情報をレベル4（避難勧告）

に引き上げ、国際石油会社（IOC）各社が外国人従業員を国外退避

 油田操業はイラク人マネージャーによる監督のもと遂行中、外国人従業員は国外より遠隔オペレーション中
 イラク石油省「生産および輸出への影響は出ていない」
 当面の操業は問題無いものの、IOCの専門知識およびより困難なプロジェクトへの資金調達が不可欠 長期化

すれば影響は避けられない

油田 生産量
（千b/d）

エリア オペレーター 対応状況
（報道ベース）

特記事項

West Qurna 1 448 南部 Exxon※1 外国人国外退避 2018年10月Schlumbergerと42カ月30坑の掘削契約

West Qurna 2 400 南部 Lukoil N/A 2020年末48万b/dに向け開発中

Rumaila 1,500 南部 BP※2 N/A 2019年4月145万→150万b/d拡大
プラトー210万b/d達成に向け、生産施設（4基）導入計画

Halfaya 400 南部 CNPC※1 即時避難計画なし 2019年3月20万→40万b/d拡大

Missan 200 南部 CNOOC 即時避難計画なし

Garraf 100 南部 Petronas 外国人国外退避 2020年末23万b/dに向け開発中

Zubail 475 南部 Eni N/A 2019年9月47.5万b/d→50万b/dへ拡大
70万b/dに向け開発中

Sarta 開発中 KRG Chevron※3 外国人国外退避 試験生産中

（出所：MEES他各種情報に基づき、JOGMEC作成）

※1 Southern Iraq Integrated Project (SIIP)交渉中 ※2 2018年Kirkuk油田開発支援MoU ※3 2018年南部油田スタディMoU
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【イラク】 （参考資料）

イラク国内の主要
油ガス田およびインフラ

（出所：各種情報に基づき、JOGMEC作成）
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【イラク】
国内情勢悪化による石油生産、輸出への影響

とりあえず持ちこたえ

 2019年10月以降、バグダッドや南部地域で反政府抗議デモが発生
石油産業も標的に（国営BOCトップ解任、道路封鎖、従業員デモ参加）

 10月下旬-11月上旬、国内最大Umm Qasr 港がデモ隊によって封鎖（約10日間）、
機材輸入やガソリン輸入などへの影響も危惧された

------
 2019年12月29日、ついに南部国営油田（Nasiriya （8-8.5万b/d））の生産にも影響

デモ隊が油田に侵入、制御室で従業員に電力を遮断させ、操業停止 2020年1月
は生産量・輸出量減少の可能性も？
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イラク連邦政府による原油輸出量

バスラ原油 キルクーク原油（Qayara 油田）

キルクーク原油（Ceyhan） キルクーク原油（ヨルダン向け）

（万b/d）

（出所：SOMO）

2019年12月減産合意枠
（446.2万b/d）
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【サウジアラビア】

生産能力の維持、アラムコIPO

 サウジアラムコは2019年12月11日、サウジ証券取引所（Tadawul）で新規株式公開（IPO)を実
施。IPOによる当初資金調達額256億ドルは史上最大。連日の株価高騰でアラムコの時価総額
は上場2日目でムハンマド皇太子が目標としていた2兆ドルに到達。その後、株価は下落に転じ、
米イラン緊張激化時も上昇せず、直近（1/20）の株価(SR34.6）に基づく時価総額は1兆8450億ド
ル。当初予定されていた海外上場の目処はたっていない。

 原油生産能力（1,200万b/d）の維持が優先課題 ※将来的には増強も視野
 生産能力維持(減退補填）のため、2023年頃までに複数の海上油田（※）の拡張を計画

※ズルーフ（Arab Heavy）+60万b/d、マルジャン（Arab Medium）+30万b/d、ベリ（Arab Extra Light）+20万b/d

 今後は中立地帯の生産再開（次頁参照）も生産能力維持に寄与
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【サウジアラビア】
中立地帯の生産再開で合意

 サウジアラビアとクウェートは2019年12月24日、4年
以上操業停止している中立地帯（分割地帯）油田の
生産再開で合意。

 生産休止中2油田が再稼動すれば、約50万b/d（両
国に50%ずつ配分）の供給増（余剰生産能力の上乗
せ）が可能になるとみられる。

 Chevronは、ワフラ陸上油田について12か月以内に
フル生産になると見込まれると表明。ハーリド石油相
は本年3月からワフラ油田の生産再開の見込みとコ
メント。

＜カフジ沖合い油田＞
アラビア石油が2000年（サウジ側）・2003年（クウェート側）まで権
益保有。
Aramco Gulf Operations Co.(AGOC)とKuwait Gulf Oil Co
（KGOC)が折半出資するAl-Khafji Joint Operations (KJO)が操
業。アラムコは2014年10月、環境基準未達を理由に生産停止。

＜ワフラ陸上油田＞
KGOCとSaudi Arabian Chevron（SAC)により操業。Chevronはサ
ウジ側（50％）の権益を保有（2008年に30年間の権益延長で合
意）。サウジ上流開発事業では唯一の外資参加事業。主権を巡
る両国の政治的対立から2015年より生産停止。
生産再開すれば、Steam Flood EOR(Chevronの技術）の導入に
より10万b/dの増産を見込む。

出所：各種資料よりJOGMEC作成
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