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　イランの原油の生産量は国際的な政治に翻弄され、図1のグラフのとおり大きく乱高下した曲線を描
いていることが分かる。2021年10月時点での生産量は約200万bpdで、その内、60 ～ 80万bpdを輸
出していると報道されている。
　イラン革命前は600万bpdを生産しており、巨大産油国であった。1950年代に英米の政府機関が関
与するクーデターで親ソのモサデグ首相を退陣させた親欧米のパーレビ国王と英米の資本により、産業
の近代化が進められたが、強権的な政治と弾圧が市民の不満を呼び、1979年にイスラム革命が発生しパー
レビ朝が破綻した。そして、イスラム指導者による共和制の国に転換され、事実上、英米に牛耳られて
いた石油産業は、実質的に探鉱から生産販売に至るまで国によるコントロールを取り戻していった。英
米企業の技術者が引き上げ、欧米による経済制裁の発動で、生産量の維持が難しくなるなか、1980年
には隣国イラクのフセイン政権がイランを侵略し、油田は更なる損失を蒙ることとなった。イラク軍に
よる石油関連インフラへの攻撃により、1981年には生産量は150万bpdを割り込むこともあったが、
1987年のイラン・イラク戦争の終了により、再び300万bpd台後半から400万bpdへ回復した。しかし、
2005年にアフマディネジャド政権が成立すると米国との対立が深刻化し、2010年代に入るとイランの
核開発疑惑をめぐり、西側諸国による経済制裁が発動され、原油輸出の低迷に伴い生産量も減少した。
2013年に保守穏健派のロウハニ政権が成立すると、2015年に包括的共同行動計画（JCPOA）の合意が
成立し、制裁が緩和され海外送金の再開等が進み、11月にはテヘランで新イラン石油契約（IPC）、入札
対象となる52の探鉱開発鉱区の発表を行うテヘランサミットが開催＊1され、イランの国際社会への復
帰が進むのではないかとの印象を与えた。

はじめに

イランの長距離原油パイプライン
は誰が造ったのか？その実力の
技術的検証

JOGMEC中東事務所
所長 宮田　和明
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図1 イランの原油生産量

出所：https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=49116

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=49116
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1. JGパイプライン建設の背景

　JGパイプラインをイランが建設した理由は明確で、
サウジアラビアやUAE同様に、ペルシャ湾岸で積み出
された原油を世界市場に海路で運び出すときに通過せざ
るを得ないホルムズ海峡を迂回するルートを確保するた
めとされている。サウジアラビアはペルシャ湾側のガ
ワール油田が存在する大産油地帯から紅海に面するヤン
ブーにつながる東西パイプライン（口径48インチ/能力
500万bpd、700万bpdへ拡張計画あり）で、UAEはア
ブダビからフジャイラ港を結ぶ原油パイプライン（口径
48インチ/能力150万bpd）でそれぞれホルムズ海峡を
迂回するルートを持っている。なお、紅海側からインド
洋に出るには、イエメン内戦で不安定なバブ・アルマン
デブ海峡というボトルネックがあることから、サウジア
ラビアは直接インド洋に面するオマーンの港を目指すパ
イプラインの構想を持っている。
　ホルムズ海峡を通過する原油および、石油製品通過量
は年間平均2,070万bpd、LNGは4.1Tcf（≒8,610万トン）
＊2とホルムズ海峡は世界の原油生産量の2割程度、LNG
についてはカタールからのアジア向けのLNGほぼ全量
が通過する産業の大動脈であり、万が一ホルムズ海峡の
海上交通が遮断されれば、アジアに供給されるエネル
ギーが途絶えてしまい、正にアジア経済は鬱血状態と

なってしまう。
　ホルムズ海峡最狭隘部は21海里で、イラン、オマー
ン双方の排他的経済水域（12海里）が重なっており、中
間線を境界とすることで両国が合意している。同海峡は
船舶の航行が輻輳する海域であることから、国連海洋法
条約により境界線のオマーン側に分離通航帯が設定され
ている。また、分離通航帯の更にオマーン寄りでも、タ
ンカーの航行に支障がない十分な水深がある。イランと
米国の間の緊張が高まるたびに、同海峡の封鎖の可能性
をイラン側が政治的カードとしてちらつかせることがあ
り、特にイランの高官が発言すれば、エネルギー市場に
も懸念が共有され、価格に影響を及ぼしてきた。過去の
イラン・イラク戦争におけるタンカー攻撃の時のように
事実上海峡が閉鎖されなくとも、海上交通が滞る事態は
容易に想像がつく。商船の妨害（国際法上の違反ではあ
るが）はともかく、自国の原油輸出まで止まり、輸入物
資も来なくなるような、自らの首を絞める事態となる
カードをイランが切る可能性はあまり大きくはないとい
う意見もある。また、過去にホルムズ海峡が閉鎖された
こともない。しかし、狭い海峡にイランや周辺国、英米
の海軍が展開し、常に精神的、環境的に緊張を強いられ
ている最前線の部隊では、何がきっかけで軍事衝突が発

　しかしながら、米国でトランプ政権が成立し、IAEAの査察でイランの合意順守を確認しているにも
かかわらず、2018年にJCPOAから米国が一方的に離脱し、経済制裁の再強化が課されてきた。これ
により、イランの原油輸出に関連する決済や保険に関与すると制裁対象となることから、世界各国のイ
ラン原油輸入は再び激減し、イランの原油生産量は自国の需要に相当すると考えられる200万bpd程度
まで減少した。また、ホルムズ海峡付近での原油やケミカルタンカーへの付着性爆発物による「妨害」や
サウジアラビアのアブカイク、クライス原油処理施設へのドローンによる攻撃といったイランの代理勢
力等によると見られるエネルギーインフラへの攻撃が発生し、ペルシャ湾（アラブ諸国では「アラビア湾」
と表記）に展開する米国第5艦隊がイランを爆撃する一歩手前まで事態は緊迫化した。このような政治
経済環境の下、ロウハニ政権はイランの大産油地帯からホルムズ海峡の外洋側に位置しオマーン湾に面
するジャスクを結ぶ1,000㎞を超える原油輸送用のジャスク・ゴレ（JG：Jask-Goreh）パイプラインを建
設した。
　JGパイプラインが完成し、運転を開始した後も、イランと米国の緊張状態は継続したままで、2021
年頭に米国では民主党の現実派のバイデン政権に、夏にイランでは保守強硬派のライシ政権にそれぞれ
政府が変わっている。ライシ政権の石油省トップに就任したオウジ新大臣は西カルン油田群（アザデガ
ン油田他）の開発を進める（10万bpdから42万bpdへ生産能力拡大）と宣言している。
　このような歴史的背景を持つことからイラン国内では西側に対する感情は芳しくない一方で、経済的
な苦境もあり、西側を含む海外への人材流出やイスラム指導体制への不満も燻っている。　
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生するか分からないとされる。
　中東随一の人口を抱える大国イランとして、サウジア
ラビア等が持つホルムズ海峡を迂回するパイプラインを
保有したいと思うことは不思議ではない。また、ホルム
ズ海峡での有事の際においても、イランの原油を市場に
供給する代替手段を持つことは、サウジアラビアや
UAE同様に、例え生産した全ての原油を送り出すだけ
の送油能力はなくとも、マーケティングの面で有益であ
るといえる。2012年の時点ですでにホルムズ海峡を迂
回するパイプラインを建設する構想は報道＊3 されてい
た。
　JGパイプラインの起点となるゴレのあるイラン西部
フゼスタン州からは巨大なアフワズ油田、ガチサラン油
田をはじめとする油田から、多くの原油が生産されてお

り、ほとんどはペルシャ湾の奥に位置するカーグ島の出
荷施設から輸出されている（図2）。JGパイプラインの
操業開始により、ホルムズ海峡のインド洋側に位置する
パイプライン終点のジャスクターミナルからも原油を出
荷することが可能となり、積出拠点の分散化も図られる
ことになる。
　イランにおける原油パイプラインについては、ジャス
クと他地点を結ぶパイプラインも計画されている。カス
ピ海の原油を輸送するため、カスピ海に面するネカと
ジャスクを結ぶネカ・ジャスク原油パイプライン（100
万bpd能力、1,500㎞超、構想は制裁で目立った動きなし）
＊4が存在する。
　なお、天然ガスについては、イラン側ではサウスパー
ス、カタール側ではノースフィールドと呼ばれ、両国領
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図2 イランの主要油田の位置とカーグ島

出所：JOGMEC 作成
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海にまたがる巨大なガス田で、イラン側からも生産中で
ある。国内に天然ガスを供給するパイプラインがイラン
国内を縦走している。豊富な天然ガスをパイプラインで
欧州市場に送り込むアイデアは、オウジ新石油相が以前
から提案していると報道されているが、米国による経済
制裁と欧州市場での優位性を保とうとするロシアの思惑
＊5 で実現化の歩みはほとんどない。また、経済発展の
著しいインド、パキスタンへ天然ガスをパイプライン輸
出することについて、3カ国は2010年に合意し、イラ
ン国内のパイプライン敷設は完了しているものの、対イ
ランへの経済制裁および、イラン産天然ガスを輸入しよ
うとするインド、パキスタンへの米国の圧力、インドと

パキスタン双方の不信により、パキスタン国境より下流
側の工事は進んでいない。また、LNGとしてアジアや
欧州へ販売する計画（表1）も一時期進んだものの、やは
り核開発をめぐる経済制裁により、外国の石油開発企業
の離脱等という逆風が吹き、計画はほとんど頓挫してい
る。さらには、ペルシャ湾をまたいでオマーンにパイプ
ラインを敷設して、Oman LNGにつなぎ込み、LNGと
してガスを輸出する構想もあったが、同様に経済制裁の
影響やオマーンでタイトガス開発が成功し、オマーンの
ガス不足解消の見込みが立ったこと等により、実現して
いない。

出所：JOGMEC 作成

表１ イランの LNG 計画

Iran LNG Persian LNG Pars LNG North Pars LNG Golshan LNG

オペレーター

Iran LNG Co.  
（National Iranian Gas 

Export Company 
（NIGEC）と NIOC 年

金基金の JV）

National Iranian Gas 
Export Company

National Iranian Gas 
Export Company

National Iranian Gas 
Export Company

National Iranian Gas 
Export Company ？

生産能力
（Mmtpa）

10.8
（2×5.4）

16.2
（2×8.1）

10（8との報道も） 
（2×5）

20
（4×5）

10
（2×5）

着工年月 2007 年 8 月 ？ 中止 2006 2007

生産開始予定年月 ？ ？ 中止 2014 2015

場所 Tombak
（イラン西側）

Tombak
（イラン西側）

Tombak
（イラン西側）

Tombak
（イラン西側）

West of Dayyer Port
（イラン西側）

供給ガス源 South Pars Phase 12 South Pars Phase
13 & 14 South Pars Phase 11 North Pars Golshan & Ferdowsi 

Gas Field

買主 Total が交渉していた
こともあった

液化方式

Linde 
Mixed Fluid Cascade 
with C3 Precooling 

Process

Shell DMR (Dual Mix 
Refrigerant)

Axens (Liquefin) 
Technology

備考

FEEDは日揮と
Technipが実施 

OMVが参入の話も
あったが実現せず

当初はNIOC（50%）、
Shell（25%）、YPF

（25%）だったが、後
二者が2010年に脱退

FEEDはSaipemが実施 
NIOC（50%）がメイ
ンでTotal（30%）と
Petronas（20%）が
パートナーだった

CNOOC（50%）

Malaysian Petrofield 
Company（50%） 
2008年にBuyback

契約締結

情報源

http://www.iranlng.ir/
index.php/en/

https://www.
gulfoilandgas.com/
webpro1/MAIN/
Mainnews.asp?id=4423

http://members.igu.org/
html/wgc2003/WGC_
pdffiles/10160_
1045243682_18944_
1.pdf

https://www.rigzone.
com/news/oil_gas/
a/11199/iran_inks_2bln_
pars_lng_deal_with_total_
petronas/

http://abarrelfull.wikidot.
com/pars-lng-terminal

http://www.jeaconf.org/
UploadedFiles/
Document/857f9469-
d622-41fc-8a24-
86865f68a3dc.pdf

https://www.ogj.com/
exploration-development/
article/17280439/
cnooc-nioc-in-talks-to-
develop-north-pars-field

http://www.jeaconf.org/
UploadedFiles/
Document/857f9469-
d622-41fc-8a24-
86865f68a3dc.pdf

https://www.pogc.ir/
GolshanGasField/
tabid/156/Default.aspx
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　JGパイプラインの構想は2012年時点ですでに存在し、
イランオイルターミナル社の関係者がカーグ島で起こる
かもしれないどのような問題にも対処するためにジャス
クに原油出荷ターミナルが必要であると表明している。
　2017年にはJGパイプラインのFSが行われている。
そして、2018年9月に当時のロウハニ大統領が、カー
グ島からの原油出荷をジャスクターミナルにも分散させ
る大規模プロジェクトを宣言し、2021年夏までに完成
させると発表した。9月末には50基のポンプを国内企業
に発注することが決まり、2019年にはラインパイプの
敷設が開始された。2020年にはCOVID-19によりイラ
ン国内でも多数の感染者と死者を出し、プロジェクトも
遅延するとの懸念も浮上していたが、ロウハニ政権が退
陣する前、かつ当初宣言していた2021年夏までの目標
よりも早く2021年3月に完成している。
　JGパイプラインの主要な仕様を表2にまとめた。イ
ラン国営石油エンジニアリング・開発公社（PEDEC）が
プロジェクトの施主として事業を進めた。幾つかの区間
ごとにEPC業者を選定しており、例えば第2フェーズ工
事については、イランのDanial Petro社等が設計建設を
行った＊6。
　JGパイプラインは全長1,000㎞を超え、一部山岳区間
を抱える大型の原油パイプラインである。原油の長距離
パイプラインとしては、ロシアの東シベリアパイプライ
ン（ESPO、48インチ×4,188km）、サウジアラビアの東
部州と紅海側を結ぶ東西パイプライン（Petroline、48イ

ンチ×1,201㎞）等が思い浮かぶ。また、枝分かれのな
い単純、かつ峠越えのある原油輸送パイプラインとして
は、カスピ海沖合のACG油田の原油を主に輸送するア
ゼルバイジャンのバクーとトルコのジェイハンを結ぶ
BTCパイプラインがある。BTCパイプラインはBPが
オペレーターで、総延長は1,768㎞、アゼルバイジャン

（443km）、ジョージア（249km）、トルコ（1,076km）と3
カ国にまたがり、ポンプステーションは8カ所、輸送能
力は100万bpd（完成当初）である。2009年以降はDRA

（Drag Reducing Agents＝摩擦を低減させる薬剤）の適
用により120万bpdと公称能力が拡張されている。口径
は原油の圧力変動を考慮して、区間により34 ～ 46イン
チと径を変えている。図3に両パイプラインの経路に

2. JGパイプラインの概要と仕様

出所：JOGMEC 作成

表2 JG パイプラインの主要仕様

項　目 仕　様

始点/終点 ゴレ/ジャスク

外　径 42インチ

肉　厚 0.5～0.688インチ

敷　設 土中埋設

距　離 1,100㎞

送油能力 100万bpd

ポンプステーション数 5基地（始点含む）

ピグステーション数 3基地

投資額 総額18億ドル、内ジャスクターミナル
7.5億ドル、パイプライン10.5億ドル

図3 JG パイプライン（赤色）と BTC パイプライン（青色）の比較図
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沿った標高を比較した。
　後述するとおり、JGパイプラインのプロファイルは
推測に基づくため、正確ではない部分があるが、BTC
パイプラインに比べると標高差は大きくないことが分か
る。ただし、勾配についてはBTCパイプラインに劣ら
ず急であることが見て取れる。
　イランは経済制裁のため海外の技術へのアクセスが限
られるなか、原油単相のパイプラインとはいえ、このよ
うな大型プロジェクトをほとんどイラン国内の企業によ
り管理、設計、調達、建設しており＊8、サウジアラビア
やUAEのように海外のEPC業者にホルムズ海峡迂回パ
イプラインを発注し、設計、建設等を任せる方法とは異
なり、イランの人材と技術のレベルが一定以上であるこ
とを示しているといえる。
　また、パイプラインを建設するプロジェクトとしては
当初の完成を2021年夏としていたところを2021年3月
に完成させており、このような規模プロジェクトを大幅
な前倒しで終えることは珍しいといえるが、工期の面で
もBTCパイプラインと比較してみる。両方のパイプラ
イン共に詳細な工期実績の公開資料がなく、同じ条件で
正確に比較することは困難である。ただ、BTCパイプ
ラインは2002年8月のEPC業者の決定から2005年5月
の完成式典までの2年9カ月（33カ月）を要しているのに
対し、JGパイプラインは2018年9月のロウハニ大統領
による宣言から2021年3月の完成式典までの2年6カ月

（30カ月）を要している。これを工期としてカウントす
ると、BTCパイプラインは53.6㎞ /月、JGパイプライ
ンは36.7㎞ /月という敷設工事速度実績であることが算
出できる。前述のとおり、共に山岳地帯を縦貫するパイ
プラインであるが、BTCパイプラインは1.5倍の速度で
敷設していることとなる。BTCパイプラインでは3つの
工事部隊（スプレッド）が同時並行的にパイプを敷設した
ので、1スプレッド当たりで計算すると、17.9㎞ /月/ス
プレッドとなるが、JGパイプラインの場合はいくつのス
プレッドが投入されたか不明である。仮に2スプレッド
であれば、18.4㎞ /月/スプレッドとなり、BTCパイプ

ラインとほぼ同じ工事実績であるということができる。
　JGパイプラインの総投資額は18億ドルと報道されて
おり、外径、距離当たりの単価は3万8,900ドル/in/km
となる。一方、BTCパイプラインは総額37億ドル＊9、
外径は平均42インチと算出できるので、単価は5万ド
ル/in/kmとなる。ターミナルのタンクや出荷施設がプ
ロジェクト総額に含まれているのか明確には分からない
こと、BTCパイプラインが完成した時期は2006年と
15年前であること、為替換算方法も不明瞭なことから、
パイプライン同士の比較としては粗削りではあるが、
JGパイプラインはBTCパイプラインと比べると8割程
度の単価であり、比較的安価に建設されたことが分かる。
それぞれのルートの地形による工事の難易度等が影響し
ているものと想像される。
　JGパイプラインの終端にあたるジャスクに建設され
た出荷ターミナルには1基当たり50万bblの貯油能力を
持つタンク20基が建設され、合計1,000万bblの貯油能
力を持つ。ジャスク港は今後イランで最も重要な港湾都
市になると見る向きもある。昨年3月末にイランは中国
と25年間にわたる包括的協定を締結した。油ガス田開発、
軍事、情報通信とともに、ジャスクのインフラ整備を含
めて4,200億ドルの投資が中国によりなされる計画があ
る。ジャスクには石油化学プロジェクトも含めて、中国
の一帯一路戦略で租借地や軍港が設置される可能性もあ
る。紅海側のジブチにある中国の租借地に加えて、ペル
シャ湾側のジャスクにも中国海軍が展開する可能性があ
り、米軍のイラクやアフガニスタンからの撤退が進むな
か、地域の地政学が大きく変わる可能性をはらむ。
　なお、イランでは石油関係の施設で使用されている規
格は、他国と同様に、欧米の標準が利用されている。こ
れは、革命前までは欧米の石油メジャーが関与していた
ことも大きな要素であるが、米国との政治衝突が40年
以上継続していても、敵性標準を排除するという理由で
独自の規格を作るといった動きはないようで、コストの
上昇につながるような愚策は避けて現実的な対応をして
いるようである。

3. JGパイプラインの経路

　JGパイプラインの経路はウィキペディアや報道に大
まかなものが存在する。しかしながら、情報源により経
路が異なり、経路上の標高データもないことから、グー

グル・アースを利用して、その衛星写真画像からJGパ
イプラインと考えられる経路を仮定し、指定地点の標高
表示機能を利用し、経路沿いの標高を想定した。ちょう
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ど、パイプラインの敷設工事を進めている様子がとらえ
られている区間もあれば、衛星写真の撮影された時期に
よっては、パイプラインが突如途切れて痕跡が見当たら
ない区間もあった。また、イラン国内には特に天然ガス
の輸送パイプラインが縦横に敷設されており、これを
JGパイプラインとして誤認している可能性もある点は
ご了承頂きたい。図4に想定したJGパイプラインルー
トを示した。標高については前出の図3に示したとおり

で、最高地点で海抜約820mとなった。
　パイプラインのルートとしては当然のことながら、大
きな上り下りのある経路は敷設工事も難しくなること、
運転操業の管理の観点からも、一定の標高を維持するこ
とが理想的であるが、何らかの地理的な理由からか、バ
ンダレレンゲ付近は海岸を離れて山岳地帯を横断してい
ると考えられる。

4. JGパイプラインの簡易流動計算

　インターネットやコンサルタントから得られた断片的
な仕様情報をもとにして、JGパイプラインの定常運転
時における簡易流動計算（原油の圧力を推定）を行い、設
計や操業に関する考え方を考察する。

（1）計算の前提

　JGパイプラインのモデルを作成するために必要な情
報は前述のとおり、公開されているまたは、報道されて
いる情報を基礎とし、耐圧等を想定した。送油定格能力

（100万bpd）における定常状態の圧力損失計算を行い、

必要となるポンプステーションの基数や位置、昇圧量の
感度分析を試みた。そして、報道されている情報と比較
検討した。
　まず最初にJGパイプラインを運転する上で、原油を
どこまで昇圧することができるかを仮定する。内部を通
過する原油により、パイプ自体は強い力を受ける。パイ
プの肉厚は0.688から0.5インチ（17.5 ～ 12.7㎜）とされ
ており、それぞれの場所で想定される上限圧力に応じて
異なる肉厚を採用していると考えられる。肉厚が0.688
インチの場合、米国機械学会（ASME）等に規定されてい

イラン

カタール

バーレーン

UAE オマーン

ホルムズ海峡

ペル
シ
ャ
湾 バンダレ

レンゲ
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バンダレ・
アッバース

アブダビ

ダンマーム

サウジアラビア
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マスカット
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図4 想定した JG パイプライン経路

出所：JOGMEC 作成
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る耐応力の計算式を用いると耐圧＊10は9.44MPaとなる。
この値はパイプが腐食により減肉することはないときの
計算である。一般には最低でも3㎜の腐食代を取ること
が推奨＊11 されており、計算上、耐圧に資する肉厚はそ
の分を控除するため、上述よりも低い耐圧（7.82MPa）と
なる。
　次に輸送対象となる原油については、イラニアンライ
ト（約33°API）として想定した。流動計算において、流
体の物理的性質を表す密度や粘度は重要な変数である。
JGパイプライン側から上流への原油処理要件として、
輸送途中にポンプの損傷を引き起こすガスが遊離しない
ことといった条件とともに粘度等の許容範囲が付されて
いるものと考えられる。粘度は原油そのものの温度に大
きく依存する。JGパイプラインは埋設されていること
から、パイプ内の温度の日内変動はそれほど大きくない
が、季節変動は一定程度あるものと考えられ、温度が低
下する冬季は原油の粘度が大きくなり、パイプラインの
輸送能力が低下する。ただし、本稿では温度は一定、す
なわち粘度は変化しないものとして計算している。

（2）流動計算

　計算結果をグラフ化した図5以降の図中において、
JGパイプラインの標高（橙色）とパイプの耐圧（黄色）の
関係を水頭圧で示してある。ここでの水頭圧は、標高
0mを基準として、何mの高さまで流体（原油）を押し上
げることができるかという視点で流体の持つエネルギー
をm単位で示したものであり、血圧を測ったときの単

位である水銀柱（㎜ Hg）と同じ概念である。この橙色と
黄色の両曲線の間に輸送する原油の水頭圧が収まるよう
に、ポンプステーションを配置することとなる。パイプ
ライン内での流体と内壁の間の摩擦によるエネルギー消
失（摩擦圧力損失）は主に粘度、距離に比例し、ファニン
グの式で計算できる。定格流量である100万bpdを想定
した場合は、図5のとおり、始点を含めて、5回の昇圧
を行えばジャスクまで原油を届けることができると計算
できる。灰色の曲線が跳ねている個所がポンプステー
ションの位置となる。各種の報道等で示されているポン
プステーション数と一致している。
　なお、計算では山岳部に位置する概ね500㎞地点で一
部で圧力が耐圧を超えている部分がある。このような圧
力が発生すると考えられる場合は減圧設備を置くものと
思われる。BTCパイプラインではジェイハンターミナ
ルに向かうトルコの下り部分は他の部分よりも口径の小
さい34インチのパイプで圧力損失を大きくし、かつ減
圧設備を設けている。前章でも触れたとおり、エネルギー
効率や操業の観点からは、標高の変化があまりない海岸
線沿いにJGパイプラインの経路を取ることが理想的で
あるが、各種の報道で示されている経路でそのようなも
のはなく、地理的な理由により北側の山岳地域を通さざ
るをえない事情があると考えられる。
　敢えて減圧する必要がない限り、計算の上では標高プ
ロファイルの違いによるポンプステーション数の差は出
てこない。本稿で仮定しているJGパイプライン経路の
場合、比較的単純な1つの峠越えで、500㎞付近のポン

図5 水頭圧プロファイル（100 万 bpd）

出所：JOGMEC 作成

図6 水頭圧プロファイル（30 万 bpd）

出所：JOGMEC 作成
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プステーション先の下り坂の部分では、流体の勢い（圧
力）をほとんど抑える必要がないため、ポンプステーショ
ン数については仮に海岸沿いの経路を取ったとしても5
カ所と変わらない。

（3）低負荷運転

　なお、JGパイプラインが操業開始したばかりの現在
は、30万bpd＊12 の輸送量で低負荷運転されている。こ
の場合は前述の計算で想定されたポンプステーションの
内、始点と山岳地帯に入る直前の2カ所のポンプステー
ションで多少昇圧することで十分に送油が可能であると
計算でき（図6）、報道に沿った結果が得られている。特
に峠を超えた後も水頭圧が大きいままジャスクターミナ
ルに到着するので、ターミナルか途中に減圧設備を置く
ことになる。

（4）輸送能力の拡張性

　次にJGパイプラインの拡張性について考えてみる。
試算では100万bpdの定格運転に際しては、各ポンプス
テーションで3㎜の腐食代を考慮したときの耐圧ぎりぎ
りまで、すなわち1,000mの水頭圧まで原油を昇圧すれ
ばジャスクまで油を送り届けることができるという結果
が得られている。
　パイプラインの輸送能力を100万bpd以上とする拡張
方策としては、パイプが新しく減肉していない間は、管
壁全てが耐圧に貢献すると考え、ポンプステーションで

の昇圧量を増やすことも考えられる（計算上110万bpd
程度まで能力が拡張）が、短期間しか適用できず、耐圧
の保証も難しいことから現実的な選択肢ではない。その
他には、パイプライン管内の摩擦損失を軽減する薬剤

（DRA）の適用により、何割かの能力向上が考えられる。
別の方策としては、大きな投資が必要となるが、もう1
条並行するパイプラインを敷設する、またはポンプス
テーションを追加設置することが考えられる。
　例えば、BTCパイプライン同様に120万bpdの送油
能力を、ポンプステーションを増やすことにより実現す
る場合は、図7のグラフのとおり、100万bpdのときに
比べて、4カ所ポンプステーションを追加で建設する必
要がある。
　JGパイプラインが46インチの口径であるとする報道
等が見られる＊13 が、この場合で100万bpdの原油を輸
送する場合に必要となるポンプステーション数、位置を
推測した。図8のグラフに示したとおり、JGパイプラ
イン入口におけるポンプを含め、3カ所のポンプステー
ションで済むことが分かる。前述のとおり、敢えて減圧
する必要がない場合は、標高プロファイルが異なっても、
経路長が同じであれば、必要となるポンプステーション
数と昇圧量に大差はない。したがって、想定している経
路が実際と大きく異なったとしても、ポンプステーショ
ン数の観点からは一部で報じられた「46インチ」の口径
は大き過ぎ、これは恐らく初期の検討段階で浮上した口
径がそのまま報道で使われているものと思われる。

図7 水頭圧プロファイル（120 万 bpd）

出所：JOGMEC 作成

図8 水頭圧プロファイル
（46 インチ・100 万 bpd）

出所：JOGMEC 作成
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（5）ポンプ構成

　各ポンプステーションには2.5MWのポンプが10台設
置されている。JGパイプラインの当初の設計ではポン
プ動力は5.6 ～ 5.8MWであったが、イラン国内企業の
製造能力に合せるために、石油省が2.5MW程度に変更
したと報道されている＊14。当初の動力規模のポンプで
あれば、設置するポンプの数が少なくて済んだはずであ
る。なお、BTCパイプラインの場合、トルコ区間の4カ
所のポンプステーションには、それぞれ4基または5基
のポンプが設置され、合計18基のポンプが設置されて
いる。それぞれ、ガスエンジンドライバーで駆動されて
おり、出力は4.1または、6.2MW＊15である。
　100万bpdの定格運転で、各ポンプステーションでは
何台のポンプをスタンバイしているかについての情報は
入手できなかった。例えば7台稼働、3台スタンバイを
仮定すると、1台当たりで15万bpdの原油を昇圧するこ
ととなり、揚程1,000m、効率75%の想定では、ポンプ

1台の必要軸動力は約2.9MWと計算できる。また全10
台が同時稼働と想定した場合、1台当たり10万bpdを担
当することになり必要軸動力は1.9MWと計算できる。

「2.5MWのポンプが10台設置」という報道を考慮すると、
通常の定格運転時は8台（10×12.5%）または、9台（10
×11.1%）のポンプが稼働し、2台または1台のポンプを
スタンバイや定期修繕の状態に置くことができると考え
られる。なお、ポンプは全てモーター駆動で、電力は国
内送電網から供給される。
　ポンプが設計当初の大型5.8MW級であったと仮定す
ると、上述の計算を逆算することにより、1,000mの揚
程では、1台当たり約30.2万bpd処理することが可能で
あったと計算される。したがって、4台で120万bpdま
で処理でき、スタンバイを1台考慮する場合は、各ポン
プステーションに5台のポンプを設置することで済んで、
BTCパイプラインと同様の構成となったかもしれない。

5. JGパイプラインから見るイランの産業

　JGパイプラインは経済制裁というプロジェクトを遂
行する上では、特に西側の技術や資金へのアクセスに困
難が伴うなか、イランの最高峰の技術を集めて遂行され
た事業であると考えられる。したがって、JGパイプラ
インで利用されている技術や機器からイランの最先端の
技術を垣間見ることとする。
　鉄鋼産業、とくにラインパイプ、油井管の状況につい
て見てみる。ウェブ上の情報によると、JGパイプライ
ンの鋼管＊16 はモバラケ製鉄とオキシン製鉄が製造し、
コンサルタントの情報によればカラ・パルニアン・シャ
ルフ社が納品しているとされる。同社は輸入業者でもあ
り、一定の製造能力も持つ模様だが、その全容は不明で
ある。オキシン製鉄のウェブサイト＊17によると、API5
準拠の鋼管を製造しており、X70までラインナップされ
ている。前章の耐圧計算では他社もラインナップしてい
るX60の強度を前提とした。基本的にはAPIやASTM
といった国際的な標準に沿った継目無鋼管も供給できる
としている。ちなみに、イラン石油標準（IPS）、イラン
ガス標準（IGS）も制定されており、国際的に利用されて
いるAPI等の標準を基礎としている。
　ポンプはイラン産業ポンプ社（1977年創立）が50台の
全てのポンプを製造、納入したとされている。2019年

当初はイラン産業ポンプ社とポンプイラン社の2社から
納入されると報道されていた。イラン産業ポンプ社は
API610準拠のポンプもラインナップ＊18しており、南パー
スガス田等を始め、イラン国内の油ガス田開発に多くの
ポンプを収めた実績を持つ。
　前述のとおり、当初のJGパイプライン設計では5.8MW
級のポンプを想定していたが、国内のポンプメーカーの
製造能力を考慮して、約半分の能力のポンプに変更され
ている。イラン産業ポンプ社の製造するポンプのライン
ナップで確認できる、API610準拠の複数のBB5型（多
段式）の最大揚程（昇圧能力）と最大流量の関係に、操業
条件をプロットして比較してみた。図9の橙色の右側の
プロットは8台で100万bpdを担う場合で、左側は10台
全て（スタンバイなし）で担う場合を表している。
　ポンプの回転数を一定とした場合、揚程と流量は図9
の曲線の様な関係、すなわち流量を減らせば、揚程を増
やすことができるため、最も能力の大きい製品仕様であ
れば、100万bpdの操業条件に対応できることが分かる。
　そのほかの石油開発に関する技術についてみてみる。
　坑井の掘削については、イラン国営掘削公社（NIDC）
が国内の陸上、海洋の坑井掘削を請け負っており、
2020年にも100坑を超える坑井を掘っている。しかし
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イランの長距離原油パイプラインは誰が造ったのか？その実力の技術的検証

ながら、水平掘削に関する技術を持ち合わせていないこ
とは、イラン石油省も認めるところであり、効率的な開
発への障害となっている。また、油層シミュレーション
技術については、工学系大学を源流とするテヘランにあ
るシャリフ大学が油層シミュレーションに関する講座を
持っている。しかし、経済制裁により海外の油層シミュ
レーターを調達することができない環境にある。
　イランは中東で最も工業化が進んだ国の1つであり、
自動車は年間100万台近く生産している。また、大学進
学率は62.79%（2018年＊19）と日本とほぼ同じで、労働
力の質が高いことをうかがい知ることができる。大学生
の性別割合は女性6割、男性4割で、女性の社会進出へ
の素地も整っている。

まとめ

　イランの歴史をたどると、欧米列強の帝国主義と石油
メジャーによる石油をめぐる思惑と策略に翻弄されてい
る典型例に見えてくる。徐々に利権と主権を欧米から取
り戻していくものの、西側欧米、旧ソ連、イスラエル、
アラブ諸国、トルコ等に囲まれ、地政学的にも厳しい状
況で、1979年以降はイスラム指導体制による政治を突
き進んでいった。そして、イラクとの戦争、対米対立を
踏まえると、安全保障上の視点から核武装もカードとし
つつ、欧州等の投資を呼び込み産業、経済面で結びつき
を持っておくというバランスを取ってきた。一方的な
JCPOAからの米国の離脱と最大限の経済制裁で苦境に
あること、長期にわたり欧米により経済的な制約を迫ら
れていることは、イランの状況を一断面から見ると判官
贔屓を呼び起こすこともある。一方でイスラム革命によ
り体制側となった宗教指導者による国内の弾圧や被抑圧
者の解放の号令のもとでの暴力的革命思想の輸出といっ
た暗い側面を持つことも事実である。
　このような社会情勢の下であっても、イランの国庫歳
入は石油収入への依存度が他の中東産油国に比べると高
くなく20%以下で、一定の産業の多角化が進んでいた
ことは特筆するべきことである。世界最先端の技術から
は数段遅れで、全てが順調に進んでいるとはいえないが、
JGパイプラインの設計から調達、建設のほぼ全てを国
内の人材や資源により進めており、南パースガス田の開
発も、LNG液化施設こそ棚上げとはなっているものの、
かなりの部分を自力で開発し押し進めている。本稿では

多くの仮定を置いているものの、JGパイプラインの
100万bpdという輸送能力を起点にして、設計条件や設
計方針を推定することを通して、国内産業の力に整合さ
せるプロジェクトに仕立てていることが分かった。しか
しながら、2022年1月時点でJGパイプラインが定格能
力の操業に達したという発表には接しておらず、本当に
100万bpdの原油をジャスクに届けることができるのか
注目したい。また、JGパイプラインを敷設するという
プロジェクトの進め方についても、BTCパイプライン
と比較しても遜色のないスピード感で進められていると
いうことが分かった。これらの推測から、海外のコント
ラクターに仕事を任せるやり方である近隣の中東産油国
とは一線を画し、ポテンシャルを秘めていることは多く
の人が感じるところであると思う。
　世界の政治と経済のバランスがシフトするなかで、中
東の政治もダイナミックに変化しており、イスラエルが
一部のアラブ諸国と国交を樹立する等、数年前には思い
及ばぬ動きを経験している。イランも革命前にはイスラ
エルとパイプラインの合弁事業を持つ等、経済的な関係
を持っていた時期もあった。今後、西側との確執の元で
ある核開発の解決、近隣諸国との政治的対立の要因であ
る革命輸出思想の平和的転換といった、驚くような大き
な転機を迎えた時、日本の関係者のみならず、世界のエ
ネルギー関係者がより仕事をしやすい世界になるものと
思われる。一筋縄では行かないイランの技術者と渡り合
えるよう、その日を迎えるまでの間、競争力の高いイラ

1,200

1,000

800

600

400

200

0
0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400

最大揚程（m）

最大流量（m3/ｈｒ）

図9 ポンプラインナップと性能曲線
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ンの油田、イランの産業に更に付加価値を乗せることの
できる技術やスキームを温めておく時間がありそうで

ある。
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