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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、機構が作成した図表
類等を引用・転載する場合は、機構資料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。機構以外が作成した図表類等を引用・
転載する場合は個別にお問い合わせください。Copyright (C) Japan Oil, 
Gas and Metals National Corporation All Rights Reserved.
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1. 石油・天然ガス・石油化学産業の概要
• 2019年イラン経済成長率▲6.8% → 2020年3.4%に回復
• しかし、純投資はマイナスで、今後数年間の経済成長がマイナスになる可能性

• 1970年代のイラン原油生産量約600万b/d
• 2022年5月254.4万b/d
• 石油・ガス部門は、GDP全体の約20％で最大
• イランは年間約800億ドルを燃料補助金に支払い、燃料への補助金割合で世界有数

• 海外からの投資、協力の必要性
（包括的共同作業計画（JCPOA）の再合意、経済制裁解除の必要性）
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2. 石油産業の政策、課題、問題点

（1）ガス供給問題
（2）石油・ガス分野で海外投資誘致と外国協力
（3）精製能力の増強と質的な改善
（4）炭素回収・利用・貯留（CCUS）技術の現状
（5）その他の政策優先事項
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2. 石油産業の政策、課題、問題点

①イラン最大の南Parsガス田
 南Parsガス田からのガス生産量は日量7億立方メートルがピーク
 南Parsの圧力低下が始まっており、今後4年の内に生産量の低下が予測
 現在の生産量維持に250億～300億ドルの投資必要

②冬季のガス不足問題
 冬期に2億立方メートルの不足
 ガス消費増で、国内産業や発電所でガスではなく液体燃料の使用が不可避

（1）ガス供給問題
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2. 石油産業の政策、課題、問題点

①海外投資誘致
 Owji石油大臣は、今後4～8年で石油分野（上・下流）で1,450億ドルの外国投資を誘致
 未実施PJ、油層の長寿命化と自然生産量の減少による回収率の改善（IOR/EOR）
などの問題

②可能性
 毎日10億立方メートルの天然ガスを輸送できる処理能力あり
 制裁解除の場合、原油生産量を300万～500万b/d、輸出量を200万～300万b/dに引き上
げる用意あり（2022年5月255万b/d）

（2）石油・ガス分野で海外投資誘致と外国協力
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2. 石油産業の政策、課題、問題点

①目標
 Owji石油大臣は、今後4-5年で、精製能力を現在の220万b/dから350万b/dに引き上げる

②課題
 既存製油所（主要8施設）の質的改善
 新たな石油・ガス処理施設の建設

外国投資誘致。国債などの債券。原油バーター取引などの代替資金調達手段

（3）精製能力の増強と質的な改善
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2. 石油産業の政策、課題、問題点

①海外投資誘致
 専門家が、発電所や工場からCO2を回収するCCUS技術の重要性の議論を開始
 イラン企業は中国企業とCCUS技術に関する協力契約を締結

②可能性
 イラン国内市場へのCCUS 技術の輸入可能性

（4）炭素回収・利用・貯留（CCUS）技術の現状
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2. 石油産業の政策、課題、問題点

①海外投資誘致
 Khuzestan州などの炭化水素が豊富な州での
労働者のストライキや社会的緊張などの社会的・経済的リスク

②対策
 石油・ガス施設に隣接する地域で社会・経済開発PJを実施

（5）その他の政策優先事項



12

3. 石油化学産業、特にアンモニア・水素
石油化学産業の現状
①現状と計画
 イランは中東地域の石油化学製品の生産能力の25％、世界の2.5％
 年間生産能力 約9,000万トン
 2027年年間生産能力1億4,000万トンが目標
 2027年までに850億ドルの投資可能性
 2025年に200万b/dの石油を使用し、年間収入370億ドルの計画

②外資の求められる分野
 イランは、石油化学製品の液体原料を減らし、天然ガスの一部を石油化学製品にする
ことを計画

 外国人投資家に、エタンを原料とする石油化学プラントや下流のポリマーへの投資機
会を求められる可能性。
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3. 石油化学産業、特にアンモニア・水素
イランの石油化学部門の生産能力：過去データと予測
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3. 石油化学産業、特にアンモニア・水素
イラン石油産業のSWOT分析
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3. 石油化学産業、特にアンモニア・水素
アンモニアの現状
①生産状況
 イランは中東地域のアンモニア生産能力の23％、世界の2％（2014）
 年間生産能力 約540万トン（2020,21）
 2025年までに生産能力850万トン
 Razi とPardis石油化学プラントで生産能力の約70％
 アンモニア生産にガスを使用

②売り先
 国内の農家、中・印、アフガニスタン、イラク、スリランカなど
 制裁前は印の輸入の40%以上がイラン

２０１４年イラン産アンモニアの
石油化学コンプレックス別名目生産能力（％）
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3. 石油化学産業、特にアンモニア・水素
水素の現状
 イラン政府は、気候変動配慮で天然ガスから水素製造方法の探索に取り組む
 天然ガスを水素に変換する必要性が議論
 発電用タービンメーカー大手のMAPNA Industrial Groupは、水素燃焼タービン生産への
参入を決定

 Rasht市のAmirkabir工科大学は、メタンから水素を製造するための低温プラズマ炉の適
用可能性に関するPJ開発

 Amirkabir工科大学プラズマ研究所で、水素製造のエネルギー効率を高めるためのプラ
ズマ技術や電極の能力に関する実験

 イラン再生可能エネルギー・電力生産性機構（SATBA）は、インセンティブ・タリフに
よる買取保証に基づき、水素ベースのエネルギーソリューションの開発支援を発表
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まとめ
イランの大きな可能性

１．石油
• 1970年代のイラン原油生産量約600万b/d
• 2022年5月254.4万b/d
２．石油化学製品
• 中東地域の生産能力の25％
• 年間生産能力 約9,000万トン
３．アンモニア
• 中東地域の生産能力の23％
• 年間生産能力 約540万トン

• 海外からの投資、協力の必要性
（包括的共同作業計画（JCPOA）の再合意、経済制裁解除の必要性）

2027年年間生産能力1億4,000万トン
850億ドルの投資必要

制裁解除で、原油生産300万～500万b/d
今後4～8年で石油分野（上・下流）で
1,450億ドルの投資必要
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4. 核合意の帰趨：JCPOA（イラン核合意）とは何か？
• 2015年7月にイランとP5＋1（米英仏露中＋独）が締結した、「イランが核計画に関する制限を
受け入れる代わりに、国連/EU/米国の対イラン核関連制裁を解除する」合意。

• 2018年5月にトランプ米政権が核合意離脱を宣言し、イランへの「最大限の圧力」を開始。

JCPOAで解除された米国のエネルギー関連制裁
 イラン産原油の販売を減少させる制裁（数量・対象国へ

の制限を含む）
 イランの石油/ガス/石化部門での投資に対する制裁
 イランの原油/ガス/石油製品の購入・輸送・販売等に対

する制裁
 イランへの石油製品/石化製品の輸出/販売に対する制裁
 NIOC/NICO/NITCを含むイランのエネルギー部門との取引

に関する制裁
 上記に付随するサービスに対する制裁

※以下の制裁は解除の対象外
米国人・団体との取引等に関する制裁（一次制裁）
人権侵害、対テロ行為等の他の目的に対する制裁

出所：米国務省 ”JCPOA Annex 2 Sanctions Related Commitments” 出所：IEA Oil Market Report
2016/1 履行開始 2018/11 制裁再開

万b/d
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（参考）米国のイランのエネルギー部門に対する主な制裁
名称 施行年 対象行為（石油・ガス・石油化学関連のみ）
イラン制裁法
（ISA、旧ILSA）

1996.8. ・イランのエネルギー部門への投資（年間2,000万ドル以上）を行う個人・団体に対し、本法で定めら
れた制裁を課す。

包括的イラン制裁・
説明責任・資本引揚
法（CISADA）

2010.7. ・ISAへ下記対象を追加する。
①イランへのガソリン及びその他燃料の販売（100万ドル or 年間500万ドル以上）
②イランへの上記関連設備の販売（100万ドル or 年間500万ドル以上）

・米国銀行に対し、IRGC等と取引を行う外国銀行による米国での「コルレス口座」等の開設等を禁止。
2012年国防授権法 2011.12. ・イラン中央銀行等と「重要な金融取引」を行った金融機関に対し、米国での口座開設阻止等を行う。

（外国中央銀行については原油取引に関する金融取引のみが対象）
大統領令13622 2012.7. ・ISAに下記対象を追加する。

①石油、石油製品、石油化学製品の購入 ②NIOCまたはNICOとの取引
③NIOC、NICOまたはイラン中央銀行への資金援助
④イランが米国銀行券または貴金属を購入することへの援助

イラン脅威削減・シ
リア人権法
（ITRSHRA）

2012.9. ・ISAに下記対象を追加する。
①イランへの石油・ガス部門の維持強化に利用される可能性がある物品・サービスの販売（100万ド
ル or 年間500万ドル以上）

②イランへの石油化学製品の生産に利用される可能性がある物品・サービスの販売（25万ドル or 年
間100万ドル以上）

③NIOC及びNITCへの保険・再保険の提供 ④イラン政府ソブリン債の購入・発行の促進
⑤IRGC等との著しい取引への従事・援助

イラン自由・反拡散
法（IFCA）

2013.12. ・イランのエネルギー・造船・海運部門に財・サービスを提供する個人・団体に対し、ISAで定められ
た制裁を課す。

出所：米国務省資料等を基にJOGMEC作成
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4. 核合意の帰趨：ウクライナ危機後の展開
• 2021年4月にバイデン政権が核合意の再建交渉を開始。2022年2月半ばには合意間近と報
じられるも、ロシアのウクライナ侵攻を機に交渉が複雑化。

• その後、米・イラン間でのいくつかの争点における不一致のため現時点まで合意できず
（双方交渉は継続する姿勢）。

2022/3 2022/52022/4 2022/6 2022/72021/4 2022/2

バイデン政権が
核合意交渉を再開

ラブロフ露外相が「米国の対露
制裁が露イラン関係に影響を及
ぼさない保証」を要求

ボレルEU外交安保上級代表
「合意は目前」

ラブロフ外相、米国から
保証を得たと明言

ドーハで米・イラン間接
協議を開催

IAEA理事会でイラン非難
決議が採択

EU対外活動庁のモラ事務次長
が”Last Bullet”として米・イラン
双方と会談

西側政府関係者「米・イラン
交渉は行き詰まり、希望は殆
どない」と報道

出所：各種報道等を基にJOGMEC作成
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4. 核合意の帰趨：インセンティブと主要な争点
• 米・イラン共に核合意によるイラン産原油に関する制裁解除のインセンティブは存在す
るものの、双方にとって政治的にハードルの高い争点が未解決。現時点で妥結への見通
しは不透明と言える。

 核合意のインセンティブ
（イラン）経済制裁の解除による各国への原油販売/石油輸出収入の獲得。
（米国） イラン及び中東地域の核不拡散、イラン産原油の原油市場への放出。

⇒⑴ 6か月以内に100万b/dの増産、⑵短期的には洋上備蓄（推計8,000万バレル）放出との見通し。
 主要な争点
 イラン革命防衛隊の「外国テロ組織（FTO）」指定の解除

※2019年4月、トランプ政権は革命防衛隊を「外国テロ組織」に指定。
革命防衛隊は以前から対テロ行為等に関する多くの制裁を受けており、制裁上は象徴的な意味合いが強い。

（イラン）革命防衛隊の体制での「特別な地位」から譲歩は許されない。
（米国） 当初合意の範疇を越えた妥協となる。議会の超党派的な「反核合意」派等からの反発あり。

 米国が「核合意を再度離脱しない」旨の保証
（イラン）ロウハーニー前政権と同じ轍を踏むことはできない。加えて議会からの強い圧力あり。
（米国） バイデン政権が将来の政権の行動まで拘束することは実質的に不可能。
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5. 制裁下の「資源外交」：ライシ政権の「近隣外交」
• ライシ政権は前政権の反省から、中露・カスピ海諸国・ペルシャ湾岸諸国等の周辺諸国
を重視する「近隣外交（Neighborly diplomacy）」を志向。

（2）カスピ海諸国
＜2021年＞
9月：上海協力機構（SCO）サミット
11月：経済協力機構（ECO）サミット
＜2022年＞
6月：カスピ海沿岸諸国サミット

（3）ペルシャ湾岸諸国
＜2022年＞
2月：カタールへの大統領訪問
4月：サウジとの関係改善に向けた会談

を再開
5月：オマーンへの大統領訪問

（1）反米諸国
＜2021年＞
3月：中国との25か年包括的協力協定の締結
12月：バンダル・アッバスでの中国領事館の

開設を承認
＜2022年＞
1月：ロシアとの20か年協力協定の延長交渉
6月：ベネズエラとの20か年戦略的協力協定

の締結

出所：各種報道等を基にJOGMEC作成
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5. 制裁下の「資源外交」：イランが展開する「資源外交」

通常、日本で想定される資源外交とは…
・「海外のエネルギー・鉱物資源を安定的かつ安価に確保するための対外政策」と言える。

中東で広がる「資源外交」とは
①「資源」に焦点：自国のエネルギー・鉱物資源を最大限に活用するための対外政策
例）イスラエルの東地中海における天然ガス開発

②「外交」に焦点：他国との関係改善・強化にエネルギー分野での協力を活用する取り組み
例）イスラエル・UAE間の「アブラハム合意」下での再エネ分野協力

※イランにおいては、①②の「資源外交」が組み合わさって展開されている。
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6. 「資源外交」の展開：（1）反米諸国
• イランは西側諸国の影響力削減を目指す中国・ロシア、被制裁国であるベネズエラとの
間で、特に主要産業分野であるエネルギー分野での協力を推進。

中国・ロシア・イランによる「反米ブロック」の形成
（D. Esfandiary and A. Tabatabai. (2018) Triple Axis: Iran’s Relations with Russia and China）
①ビジョン：地域覇権・西側諸国の影響力削減を目指すパートナー
②政治：イランと欧州各国との乖離が進んだことで中国・ロシアへ接近
③経済：SCO等のプラットフォームを通じ、制裁を警戒しつつ相互協力
④軍事：西側諸国を弱体化させる目的で一致し、インド洋での共同軍事訓練等を実施

※加えて、米国から制裁を受け、ビジョンを共有する産油国ベネズエラとの関係も強化。

中国 ・制裁再開以降も、主要顧客としてイラン産原油を購入。
・CNPCが外国企業で唯一、イラン国内油ガス田に参画（マスジェド・ソレイマン油田）。

ロシア ・原子力分野での協力（2013年：ロスアトムによるイラン・ブシェール原子力発電所の建設）。
・ロシア企業はイラン国内油ガス田への参画について制裁下でも協議を続けている。

ベネズエラ
・2022年5月：イラン産原油・コンデンセート（超重質油の希釈剤）のベネズエラへの輸出量増加に合意。
・2022年6月：ベネズエラ製油所の近代化に向けた、イランからのエンジニアリングサービスの提供に関
する協力を協議。

イランと各国のエネルギー分野での協力
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6. 「資源外交」の展開：（1）反米諸国
• 2022年2月のロシアのウクライナ侵攻によって、ロシア産原油が中国市場に大規模流入、
イラン産原油との市場シェア争いが生じると想定されている。

• イランはロシアとの多角的な協力を維持するため、エネルギー分野で可能な協力を模索。

中国でのロシア・イラン産原油の競合
・ロシアのウクライナ侵攻以降、ディスカウントされた
ロシア産原油が中国・インド市場に流入。

・この影響で、5月の中国へのイラン原油輸出量は20万
b/d程度減少していると報じられた。

原油市場での競合にもかかわらず、イランは
ロシアとの協力関係を堅持
⇒多角的な協力（前頁）の維持、石油・天然ガス事業へ
の貴重な投資元の確保のため。

・ウクライナ侵攻以降、両国は以下の協力について協議。
①米国による制裁を回避する方法
②石油・天然ガススワップ取引
③石油・天然ガス事業への共同投資

※中国の統計では、イラン産原油はオマーン産として数えられて
いるとされる。

出所：中国税関総署統計を基にJOGMEC作成

ロシアのウクライナ侵攻
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6. 「資源外交」の展開：（2）カスピ海諸国
• 2021年9月にイランが上海協力機構（SCO）へ正式に加盟することが決定したのち、ライ
シ政権はカスピ海周辺諸国との経済協力を拡大する方針。

• 特に米国の制裁対象とならないカスピ海周辺の天然ガス取引を中心に関係を強化。

天然ガススワップ取引を中心とした協力拡大
・⑴南北輸送回廊（INSTC）圏での経済協力の拡大、⑵イラン北東部へ
の天然ガスアクセスの確保のため、カスピ海周辺諸国とのエネルギー
協力を拡大。

①イラン・アゼルバイジャン・トルクメニスタン
・2021年11月、年間1.5～2bcmのガススワップ契約に調印。2022年6月、
三国はガススワップ取引の数量を3～4bcmに拡大することに合意。

②イラン・アルメニア・トルクメニスタン
・2022年5月、オウジ石油相はトルクメニスタン・アルメニアとガスス
ワップ契約をする用意があると発言。

・イランとアルメニアは2004年からガス・電力のスワップ取引を実施。
イランは電力、アルメニアはガスをそれぞれ輸入。

イラン

ロシア カザフスタン
アゼルバイ
ジャン

アルメニア

トルクメニスタン

カスピ海

出所：d-maps.com等を基にJOGMEC作成
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6. 「資源外交」の展開：（3）ペルシャ湾岸諸国
• イランはペルシャ湾岸諸国との関係強化/改善に向けた努力に伴い、具体的にはエネル
ギー分野で協調していくことを示唆。

オマーンとの油ガス田共同開発など（図1）
・2022年5月、オマーンとの海洋境界上に存在するヘンガム/
西ブハ油ガス田（埋蔵量：原油7億bbl、ガス2Tcf）の共同開
発に関する共同技術委員会を設立。

・同月、オマーン・イラン間海底パイプラインの検討を再開。
イランからオマーンへ天然ガスを供給し、LNGターミナルか
ら輸出することを検討。

サウジ・クウェートとの油ガス田共同開発案（図2）
・2022年4月、サウジ・クウェートは両国中立地帯とイランEEZの
中間に位置するアラシュ/ドッラガス田の開発を宣言。

→イランは両国の計画を「違法」と主張しつつ共同開発の可能性
を示唆。過去には軍艦派遣等も行っており、緊張緩和か？

Hengam/West Bukha

出所：MEES等を基にJOGMEC作成

図1 図2
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（参考）バイデン米大統領の中東訪問（7/13～7/16）

 訪問の目的
 エネルギー価格が高騰する中、サウジアラビアによる石油の増産を説得すること。
 イランに対するイスラエル・湾岸諸国の姿勢を調整し、エスカレーションを回避すること。
 イスラエル・湾岸諸国に対して米国の安全保障上のコミットメントを再確認すること。 など

 訪問の結果
 石油増産：確固とした増産へのコミットメントは得られず。
・米サウジ共同声明「両国は安定した世界のエネルギー市場に対するコミットメントを確認した」

⇒サウジ増産は不透明であり、イラン産原油の復帰は引き続き核合意のインセンティブとなる。

 対イラン政策：米国、イスラエルがイランに対する強硬姿勢を打ち出す。
・米イスラエル共同声明「米国はイランによる核兵器取得を絶対に許さないと強調する」
・バイデン大統領「イランの核兵器保有を防ぐ『最後の手段』としての武力行使の可能性あり」

⇒核合意は遠のき、イランはさらに中露に接近か（7/19 プーチン露大統領がイラン訪問）。
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まとめ
・核合意交渉では米・イランにとって政治的にハードルの高い争点が未解決。
イラン産原油の取引再開によるメリットは双方に存在するものの、現時点で
妥結への見通しは不透明。

・イランは同国経済が核合意の妥結可否に左右されないよう、協力可能な国に
対して「資源外交」を展開。
①反米諸国：「反欧米」の政治的協力に基づきエネルギー取引において協調。
②カスピ海諸国：SCOでの経済協力拡大の一部として天然ガス取引を拡大。
③ペルシャ湾岸諸国：関係改善・強化の具体的分野として油ガス田の共同開
発等を提案。

※現時点では、核合意が妥結されなければ、いずれの国との協力も最大限のポ
テンシャルは発揮されないだろう。
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