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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

 米大統領選挙結果、反応

 米経済制裁によりイラン国内は低迷 原油生産量、輸出量推移

 輸出収入最大化に向けた取り組み

（1）石油輸出 （2）天然ガス輸出 （3）石油化学製品輸出

 制裁解除を見据えた動き

（1）原油生産能力拡大 （2）輸出能力拡大

 今後の注目点
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米大統領選挙

 2020年11月3日 米国次期大統領選挙投票
11月7日 バイデン前副大統領が当選確実と報道、勝利宣言
11月23日 トランプ大統領が一部の政権移行手続きに同意したと報道
12月14日 選挙人投票実施、バイデン前副大統領が過半数獲得

将来的には、トランプ政権が課した制裁措置が緩和されていくシナリオも予想される
 12月2日 イラン政府が次年度※予算法案を国会に提出 石油販売量日量230万バレル
（国内販売含む）、想定油価40ドル/bbl ※2021年3月21日～

バイデン政権のプライオリティ：COVID-19、経済回復、人権問題、気候変動等
外交（パリ協定・WHOへの復帰、イランとの協議再開、露との核軍縮条約延長協議等）
→対イラン制裁は、数ある課題の中の一つに過ぎない
→核合意への正式復帰、制裁緩和は早くとも2021年後半になるとの見通し
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米大統領選挙結果に対する反応

・バイデン氏を祝福。相次ぎ電話会談を実施し、主要問題での欧米連携が
重要との見解で一致

・イランの核問題を巡る緊張関係が速やかに緩和することを期待している
が、核合意への復帰を米に迫ることはない様子（2020.11.26WSJ）

・「イランが最も待ち望んだ変化だ。バイデン政権との接触を強く望む」（匿名政府高官）
・「米国は過去の過ちを償う好機を生かすべきだ」（ロウハニ大統領）

・「（米国の）新指導者らが現政権の無法ないじめをやめ、多国間主義と協調、法の尊重を受け
入れるかどうか世界が注視している。行動が肝心だ」（ザリフ外相）

・「米国が破壊的な政策を変更し、国際的な約束を果たすことを望みたい。（制裁で受けた経済
的打撃、2020年1月革命防衛隊有力司令官の暗殺に言及し、）イランが忘れることはない」
（ジャハンギリ第１副大統領）
・「誰が当選しようが、イランの対米政策は変わらない」（ハメネイ最高指導者）

イラン：2021年6月の大統領選挙で反米保守強硬派政権誕生の可能性あり
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最近の状況 - 衝突懸念の拡大

トランプ大統領がイラン主要核施設に対する攻撃を検討していたが、政権幹部
が軍事行動を行わないよう阻止した（2020.11.16NYT）

 11月27日イラン核科学者が暗殺。「殺人者を急襲し、その所業を後悔させる」
（ハメネイ師軍事顧問）

イラン－反米保守強硬派の発言力が拡大 米国－報復を警戒し、空母派遣
イランへ圧力をかける狙いも？

 2021年1月 トランプ大統領の任期期限切れ（1月20日）、革命防衛隊有力司
令官の暗殺から1年（1月3日）
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米経済制裁によりイラン経済は低迷

 2018年5月 米トランプ大統領は核合意脱退、核合意により停止されていた、米国による
対イラン制裁再開を表明（2018年8月、2018年11月（石油関連））
→ 2019年5月イラン産原油全面禁輸
イラン経済は低迷。GDP成長率2019年-6.5％、2020年-5.0％
失業率2019年10.7%、2020年12.2%（2020年10月IMF発表）
新型コロナウイルス感染症や油価下落による影響もあり、イランにとり厳しい状況

出所：EIAデータを基に一部加筆
イラン産原油の主要輸出先（2017年）

※赤字－禁輸制裁一時免除国
この他ギリシャ、台湾

各国の原油生産量出所：IEA統計を基に作成
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原油生産量、輸出量は
過去最低水準まで落ち込み

 原油生産量は、制裁前水準から半減：2018年4月日量365万バレル→2020年11月日量196万バレル（IEA OMR）

 原油輸出量は、1980年代初頭以来の最低水準まで落ち込み：2020年4月日量240万バレル→日量20万バレル
程度か？「直近2か月間の原油輸出量は日量20万バレルで、この他コンデンセートなどの輸出量が日量40万バ
レル」（イラン石油省関係者による発言、2020年11月報道）

 原油輸出量の実態は不明。現在イランは原油輸出量に関するデータを公表していないため、輸出量は各機関
等が独自に算出。最近の海運会社によるイランの原油、コンデンセート、ガソリン等石油製品を含む石油輸出
量の推定値は、日量20万バレルから日量120万バレルまで大きな幅あり

イランの原油輸出量出所：OPEC統計を基に作成

 イランの計画予算庁副長官が「2020年3月以降の石油輸出
量は最大で日量70万バレルに達した」と発言し、後に撤回し
たケースもあり

 イラン政府は出荷元を隠したり、偽装したりしながら輸出を
継続しているといわれており、実態を分かりにくくしながら制
裁網をかいくぐろうとしていると報じられている
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輸出収入最大化に向けた取り組み
（1）石油輸出

水面下での輸出：船名や位置、目的地等の船舶情報を送受信する「船舶自動識別装置（AIS）」
のスイッチをオフにして航行し、マレーシアやUAE・フジャイラの沖合で、タンカーからタンカーに
直接引き渡す「Ship to Ship」と呼ばれる方法で、原油やコンデンセートの受け渡しを行っていると

される。行き先は中国、ただしエンドユーザー向け販売ではなく、保税倉庫や洋上貯蔵に回され
ていると報じられている

 シリア向け輸出：従来、日量3万～6万バレル程度の原油輸出が行われていたが、最近は日量
6万～8万バレルまで急増

ベネズエラ向け輸出：対ベネズエラ米国制裁により、
オリノコ超重質油を希釈するための希釈剤が不足。
イランのサウスパース・ガス田産コンデンセートを
輸入し、希釈剤として利用している可能性

（参考）ベネズエラオリノコ超重質油の希釈フロー

出所：各種資料よりJOGMEC作成
石油・天然ガスレビュー2019年5月号「激変するベネズエラの石油産業」
https://oilgas-info.jogmec.go.jp/review_reports/1007687/1007787.html
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米国は、取り締まり・制裁を強化

制裁をかいくぐる形での輸出が継続との疑い。米国の「イランの原油輸出をゼロにする」という目
標は完全には達成できているとは言い難い

 しかし、経済制裁によるイランの財政難は深刻で、国外の親イラン武装組織への資金提供も減少

 したがって「武装勢力への資金提供を断つことでイランの影響力を封じ込め、孤立させ、中東域内
での有害行動をやめさせる」という米国の目論見はほぼ達成されているともいえる

米国は「制裁回避」行為に関して徹底的に取り締まる構え。トランプ政権は続々と新たな制裁を
発動中

• 8月14日 ベネズエラ向けタンカー4隻を拿捕、石油製品約110万バレルを押収
• 10月26日 イラン革命防衛隊の先鋭部隊であるコッズ部隊を支援したとして、イラン石油省、
イラン国営石油会社（NIOC）、ザンギャネ石油相などを制裁対象に指定

• 11月18日 反体制派への取り締まりを巡り人権侵害があったとして、ハメネイ師が管理する
団体を制裁対象に指定

→トランプ政権が、政権交代に先立ち対イラン制裁を最大限強化することで、対イラン制裁の解除を
可能な限り困難にする狙いとの見方
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輸出収入最大化に向けた取り組み
（2-1）近隣国向け天然ガス輸出 ー国内概況ー

イラン国内概況
 2019年天然ガス生産量244.2BCM（世界第3位）
 2019年天然ガス消費量223.6BCM（世界第4位）
 9割を国内消費 使途：電力（34％）、家庭用、産業用、
業務用（IEA World Energy Balances 2019）

発電における液体燃料利用から天然ガス利用
への転換が進行中

イランの天然ガス消費量、輸出量出所：BP統計を基に作成

発電における石油、天然ガス使用比率出所BP統計を基に作成
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 LNG液化施設は無く、少量をPLで近隣国へ輸出（トルコ、イラク、
アゼルバイジャン、アルメニア）

【 トルコ 】
天然ガス消費量43.2BCM、輸入量44．2BCM、うちイランからの輸

入量7.4BCM（イラン輸出量の44%を占める）
 2020年3月31日トルコ国内でPL爆発発生、イランからのガス供給

停止。7月1日供給再開
→ トルコがイランの天然ガス販売価格を下げさせるために修理

の遅れを利用したとの見方あり
 2020年8月トルコは黒海で大規模ガス田を発見したと発表（正確

な可採埋蔵量は未確定で、商業生産に至るかは未知数）
→ 今後アゼルバイジャン、イラン、ロシアを含め、年間40BCMを

超える長期ガス契約が更新予定。もしも商業性が見込めるな
らば、主要供給国との契約交渉にも影響を与える可能性あり

イランの天然ガス輸出量

出所：BP統計を基に作成

出所：BP統計他を基に作成

トルコの天然ガス輸入先

収入（輸出）最大化に向けた取り組み
（2-2）近隣国向け天然ガス輸出ー主要国トルコー
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収入（輸出）最大化に向けた取り組み
（2-3）近隣国向け天然ガス輸出ー主要国イラクー

【イラク】
天然ガス消費量19.9BCM、輸入量9.1BCM
 2017年6月よりバグダッド近郊の発電所向けにイランからの輸出を開始
輸出量急増 2017年輸出量1.6BCM→2019年9.1BCM

 イラクは原油生産に伴い10.8BCMの随伴ガスを商業生産。ただしパイプラインや処理施設が不十
分なため、生産ガス（グロス）の半量以上を有効活用できずにフレア
→慢性的な電力不足。電力確保が国民生活の確保、治安維持に不可欠。自国における随伴ガス
の有効活用計画を推進しようと模索

• ガス処理プロジェクト：操業中11、建設中・計画中6、提案済・調査中6
• Basrah Gas Company（Shell・三菱商事・イラク国営企業のJV、南部油田の随伴ガスを処理・販

売）：COVID-19、油価下落の影響により保留していた拡張プロジェクトを再開（1年遅れ）

米企業の参画やサウジアラビア企業協力の可能性も報じられ、「イラン包囲網」の文脈でも支援を
受けてプロジェクトが進められようとしている

ただし、進展は遅く、イラクは2025年までの電力・天然ガス自給達成を目指すと宣言する一方で、
それまではイランからのガス輸入に頼る他に選択肢が無いとも公言
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収入（輸出）最大化に向けた取り組み
（3）石油化学製品輸出

原油・コンデンセート輸出の減少につれ、相対的に非原油輸出収入が増加

大型タンカーによる液体燃料の輸出には厳しい監視の目－プラスチック原料などの石油化学製品
であればタンカーを用いずにコンテナ輸送も可能

 2019～2020年期のイランの石油化学製品の生産量は過去最高の5,620万トンを記録、2,310万トン
を輸出。主な輸出品目は、メタノール、エチレン、ポリエチレン、エチレングリコールなど

石油化学製品の輸出は前年比5％増加。収入は145億ドル
（内訳：輸出95億ドル、国内販売50億ドル）

 イランは石油化学製品の生産量を増やす計画を進行中
現在の生産能力6,600万トン

• 2021年3月までに生産能力1億トン、収入250億ドルへ引き上げ
• 2025年3月までに生産能力1.3億トン、収入340億ドルへ引き上げ

（参考）イランの石油製品生産量、輸出量、輸出収入

出所：Radio Farda

 2019年12月 ロウハニ大統領は、経済制裁下で石油化学産業が
果たす役割の重要性を強調。「石油化学産業はイランの非原油輸出の最前線にある」と発言

外貨獲得手段としての石油化学部門の重要性がより一層拡大
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制裁解除後を見据えた動き
（1-1）原油生産能力拡大に注力

原油生産能力拡大に注力中。 「産油国にとっての国力とは埋蔵量ではなく生産能力。制裁が解
除された時、市場シェアを取り戻すためには2,3ヶ月以内に以前のレベルに達する必要がある」と
発言（2020年8月ザンギャネ石油相） 今後3ヶ月以内に増産に向けた準備に取りかかるよう指示
（2020年12月ロウハニ大統領）

• 制裁解除を待ってから新規坑井の掘削や補修等に取り組めば、生産能力を拡大するのに2～
3年を要し、その間に市場シェアを奪われてしまうと懸念

• 前回制裁時、イランはわずか1年足らずで生産量を日量100万バレル近く急増させた実績あり

出所：IEA統計を基に作成 イランの原油生産量
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制裁解除後を見据えた動き
（1-2）相次ぐ国内企業との油ガス田開発契約

契約時期 油 田 契約先 概 要

2020年7月 Yaran
（North, South）

Persia Oil フェーズ2、南北統合プロジェクト（現在生産量North 3万b/d、South 1万b/d）
IPC10年契約、4.63億ドル相当、新規掘削8坑、既存坑井へのESP（※）設置27基、
陸上施設建設・改修

2020年7月 Azadegan South Pedec、
Petropars

9.6億ドル相当、生産能力14万b/d→32万b/dへ引き上げ
2023年初頭完了予定 →→ 将来的には70万b/dを目指す
3億ドル相当、原油処理施設（処理能力32万b/d）建設

2020年8月 Marun （Khuzestan州）を
中心に5州に跨がるエリア

地元企業
14社

13契約、総額18億ドル相当、生産能力18.5万b/d追加、完了まで
2～3年、新規掘削130坑、補修70坑

まもなく?? Aban、West Paidar 地元
企業??

※2018年3月にZarubezhneft（露）他へ契約付与、制裁懸念により撤退

2020年7月 West Karunエリア
（イラク国境周辺）

生産能力35万b/d→40万b/dに拡大済

＋18万
b/d

＋18.5万
b/d

＋5万
b/d

最近の拡大事例（見込み含む）を積算するだけでも・・・、
現在のイランの原油生産能力日量390万バレル＋日量40万バレル強＝日量430万バレル??

隣国との国境地帯に位置する油ガス田の開発に注力－現ロウハニ政権のうちに、
全油ガス田で国内企業と開発契約を締結する構え

（※）電動水中坑内ポンプ（ESP：Electric Submersible Pumping System）出所：各種資料よりJOGMEC作成
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制裁解除後を見据えた動き
（1-3）国内企業による開発状況は？

 イランでは既存油田の多くで老朽化進行。生産量を維持・増
加させるためにEOR技術の増強が長年の課題－経済制裁が

再開される以前は、このような分野で外資の知見や資金を活
用する構えであった

制裁措置により外資参入が実現しない今、果たして国内企業
による開発は可能なのか？

 プロジェクトごとに、実行可否を吟味、仕分け？
e.g. Petropars-South Parsガス田で複数フェーズの開発経験
あり、Persia Oil-資金調達能力あり？

 South Yaran油田：原油回収率向上が難しいことを理由に生産
目標を大幅に引き下げ（日量6万バレル→日量2.5万バレル）

 South Parsガス田フェーズ11（Total、CNPC撤退）：2020年12月
に掘削を開始。ただし、当初Totalによる設置が予定されてい

た圧縮プラットフォームの実現が難しくなり、将来的な増産に
向けた開発は難しいとの見方あり

出所：各種資料より
JOGMEC作成

イランの主要油ガス田



18

 フェーズ11を除いたSouth Parsの他の全ての開
発フェーズで既に生産開始、2022年3月までの
完了を目指し開発中

 Azadegan South油田：生産能力を現在の日量14
万バレルから日量32万バレルへ引き上げる計

画。かつて外資誘致を追求していた頃と目標値
変更無し

外資の参入無しで、これらの追加開発が可能な
のかは不明。一方、前回制裁時に輸入できな
かったり、国内企業によるメンテナンスができな
かったりした資機材も今ではイラン国内で内製
化が進んでいるとのイラン国内報道もあり

各々のプロジェクトの進捗状況を注視

フェーズ 開発状況 FID 年 生産
開始年

生産量
（MMCFD）

South Pars 1 生産中 1996 2004 695

South Pars 2 & 3 生産中 1997 2002 1,425

South Pars 4 & 5 生産中 2000 2004 1,866

South Pars 6-7-8 生産中 2000 2008 0※

South Pars 9 & 10 生産中 2002 2009 1,566

South Pars 11 開発中 2019 - -

South Pars 12 生産中 2013 2014 1,915

South Pars 13 生産中 2010 2019 1,151

South Pars 14 生産中 2010 2018 1,797

South Pars 15 & 16 生産中 2006 2014 1,771

South Pars 17 & 18 生産中 2006 2015 1,807

South Pars 19 生産中 2010 2016 1,801

South Pars 20 & 21 生産中 2009 2016 1,793

South Pars 22-23-24 生産中 2010 2019 1,590

制裁解除後を見据えた動き
（1-4）国内企業による開発状況は？

サウスパース・ガス田の開発状況

出所：各種資料よりJOGMEC作成 ※South Pars 6-7-8からの生産ガスは全量ガス圧入に使用
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原油生産能力の拡大と併せて輸出能力の拡大も推進中

現在イランは、陸上原油の大部分およびペルシャ湾沖合北部で生産される原油をペルシャ湾の奥
に位置するKharg Island石油ターミナル（出荷容量日量800万バレル）から出荷
【イランの石油輸出ターミナル】
Kharg Island：出荷容量日量400万バレル→700万バレル（2016年12月）→800万バレル（2017年6
月）に増強済、Lavan Island、Sirri Island、Neka（カスピ海沿岸）、Assaluyeh （South Parsガス田産コン
デンセートを出荷）、FSO・FPSO 各1

 Jask石油ターミナル（オマーン湾岸）：貯蔵容量1,000万バレル、出荷容量日量100万バレル、2021
年3月までの操業開始を目指し建設中、将来的には出荷
容量を日量800万バレルまで引き上げる計画

• （利点）ホルムズ海峡の外側に位置するため、船舶輸送時間
の短縮が可能。仮にペルシャ湾内の軍事的緊張が高まった
有事の際にも影響を受けずに出荷できるともいわれる

• 石油生産の中心地Bushehr州とJask石油ターミナルをつなぐ
42インチ、全長1,100キロメートルのGoreh-Jask石油パイプラ
インも建設中。現在の進捗状況は76％程度

制裁解除後を見据えた動き
（2）輸出能力の拡大も推進中

出所：各種資料よりJOGMEC作成

中東湾岸の主要石油輸出インフラ
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今後の注目点
－米国の対イラン制裁の行方とその影響－

バイデン政権発足により、経済制裁が緩和されるのか？
• 制裁解除後、イランの原油生産・輸出の増加が世界の石油市場にどう影響するか？
• 現在－弱含みな需要の中で産油国間のシェア獲得競争 → イランが市場復帰すればさらなる競
争激化が予想。OPECプラス協調減産にイランも参加か？

現在イラン国内企業の手で進めようとしている国内油ガス田開発に外資を導入するのか？
→かつて外資企業が参入しながらも遅々として開発が進まなかったプロジェクト
e.g. ・South Azadegan油田：2009年CNPCへ付与、開発計画の進捗の遅れを理由に2014年契約を
解除、イラン国営企業Pedecと開発契約締結
・FarzadBガス田（ペルシャ湾沖合）：2008年インド企業コンソーシアムが発見、開発交渉継続も制
裁懸念から進捗見られず、2020年「イラン歴年末（2021年3月）までに国内企業と締結予定」

• 前回制裁解除時にはテヘランサミット（2015年11月）で石油・天然ガス探鉱開発契約の新方式IPC
が発表されるなど大々的な外資誘致を実施、多くの企業が関心提示

• 今回は、自国企業が引き続き開発？ 外資と組む？ 参入を希望する外資はあるか？

中東湾岸地域における衝突懸念の拡大
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