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　イランは1970年代の最盛期には日量600万バレル程度の原油を生産していたが、OPECによると
2022年4月は日量256.4万バレルと半分以下の生産量になっている。イランの核問題に関する包括的共
同作業計画（JCPOA：Joint Comprehensive Plan of Action）の再協議が停滞し、米国の対イラン制裁解
除の見通しも不透明であり、日本企業がイランへの投資を考える状況にない。しかし、イランには石油・
天然ガスをはじめとした資源が豊かにあり、制裁解除の暁にはビジネス機会の可能性が大いに広がると
考えられる。本稿ではイランの石油・化学産業を中心とした現状を把握し、今後の日本企業の進出に向
けた一助としたい。また、2021年8月に発足した保守派であるライーシ大統領政権で石油、エネルギー
関係で要職を占める石油大臣、エネルギー大臣、国営石油会社（NOC）などのトップの人物情報も記載
する。さらにはイランでの二酸化炭素回収・有効利用・貯留（CCUS：Carbon dioxide Capture, 
Utilization and Storage）、水素・アンモニアを含めた石油化学産業の現状と見通しも述べる。
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可能性
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1. イランの経済成長と予算政策

　2019年にマイナス6.8%の経済成長率だったイランは、
2020年に3.4%の成長率で回復した＊1。イランの経済学
者や現地情報筋は、いくつかの理由から、2021/2022
年に3％から5％の間で変動すると予想される経済成長
率（非石油部門のGDP成長率は2％前後と予想される）
を今後数年間維持することはできないと主張している。
パンデミック後の経済回復、国際的な制裁解除に関する
明るい兆し、石油収入の緩やかな増加にもかかわらず、
純投資は依然としてマイナスであり、今後数年間の経済
成長がマイナスになる可能性がある＊2。政治経済は、短・
中期的には楽観的な見方ができるが、経済が長期的に成
長するためには、持続可能な原動力が必要である。セク
ター別、地域別のGDPの不均衡は、石油・ガスセクター
にも起因していた。石油・ガス部門は、同国経済におい
て最大のシェアで、GDP全体の約20 ％を占めている。
GDPの 約 60 ％ は、Tehran、Khuzestan、Bushehr、
Isfahan、Khorasan Razavi、Farsの6つの州が生み出し
ている。テヘラン州とエネルギー資源の豊富なフゼスタ
ン州がGDPの40％近くを占めているが、2州の人口は
総人口の22％に過ぎない。

　ライーシ政権最初の2022/2023年予算案の一般予算
に占める石油の割合は約28％で、石油販売量は日量約
120万バレル、60ドル/bblで計算されている＊3。同予
算案では、石油、ガスコンデンセート、ガスの輸出によ
る収入は約910億ドルと見積もられ、2021/2022年の
予算案よりも8.5％多い＊4。2022/2023年予算案の重要
なポイントの一つは、必需品の輸入に使われていた公定
レートを廃止したことである。同予算案では、石油・ガ
ス非エネルギー部門からの政府の税収は、2021/2022
年の予算から62 ％増の1,255億ドルになると予測され
ている。補助金を配布することは、政府の主要なプログ
ラムの一つである。推計によると、6,000万人が補助金
を受け取る資格があり、1,200万人が貧困ラインを下回っ
ている＊5。イランはエネルギー補助金が最も多い国の一
つであるが、2022/2023年予算案にはエネルギー補助
金に関する記述はない。だからといって、エネルギー補
助金がなくなるわけではない。IEAの調査によると、イ
ランは年間約800億ドルを燃料に支払っている。燃料の
84.6％は補助金で賄われ、イランは燃料への補助金の割
合で世界第2位となっている。IEAの推計によると、
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2. 政策、課題、問題点

　石油省の緊急対策と政策的優先事項＊7 として、ガス
供給問題、石油・ガス分野における海外投資の誘致と外
国との協力、精製能力の増強と質的な改善、炭素回収・
利用・貯蔵（CCUS）技術の現状などが挙げられる。

（1）ガス供給問題

　イラン最大の南Parsガス田からのガス生産量は日量7 
億立方メートルとピークに達している＊8。また、南Pars
からは、日量70万バレルのガスコンデンセートが生産
されており、日々のガス生産量に応じて変動する。南
Parsの圧力低下が始まっており、今後4年の内に生産量
の低下が予測されている。Pars Oil and Gas Company

（POGC）は、数十億ドルの投資を必要とするガス昇圧ス
テーションを、海上のプラットフォームに建設すること
を計画している。
　南Parsなどの主要ガス田の生産量低下を防ぎ（この巨
大ガス田は、現在の生産量を維持するために250億～
300億ドルの投資が必要）、ピーク時のガス不足を解消
し（2021/2022年の冬期に2億立方メートルの不足）、
今後数年間の国のガスバランスを見直す。
　寒冷期のガス供給と、技術的・経済的障壁の除去が、
主要な優先課題である。ガス消費量の増加に伴い、国内
産業や発電所で天然ガスではなく液体燃料を再び使用す
ることが不可避となっている。
　セメント産業や鉄鋼産業へのガスや電力の供給には限
界があるが、これらの産業は消費ガスの価格に制限され
ることなく、必要な液体燃料を購入できる。
　天然ガス輸入に関わる法的・契約的な紛争の解決に関

してイランは、トルクメニスタンおよびアゼルバイジャ
ンとの間で、これら2つの隣国を結ぶ「ガススワップ協定」
を同時に履行することを提案した。

（2） 石油・ガス分野における海外投資の誘致と外国との

協力

　特筆すべきは、油田の回収率の低さ、費用が膨らんだ
プロジェクトの未実施、国内の油層の長寿命化と生産量
の自然減退に対する回収率の改善（IOR/EOR） などの問
題を抱えていることだ。
　今後4 ～ 8年の間に、石油産業（上流・下流）に国内外
投資家から1,450億ドルの誘致が目標。石油産業の主要プ
ロジェクトへの外資誘致、特にイラク国境の西Karoun油
田群（北、南Azadegan、北、南Yaran、Yadavaran）への
誘致（この油田群だけで110億ドル投資が必要）。さまざ
まな手段やインセンティブを用いて、石油・ガス産業へ
の外国投資（SinopecやCNPCとの関係を考慮すると、第
1段階ではおそらく中国の投資＊9）を誘致することは、
最優先課題となっている＊10。
　現地情報筋によると、いくつかの欧州諸国が投資や貿
易を通じたエネルギー協力のためにイラン政府関係者と
の会合を強化している。
　制裁回避の経験豊富なJavad Owji石油大臣の指導の
もと、商品の原産地を隠し、バーター取引を適用するこ
とで、国際的な制裁を回避・無力化し、地域および世界
市場への石油・ガスコンデンセートの輸出を拡大するこ
とに注力。
　石油省は、インドや中国を含むアジアの戦略的顧客を

2020年には、イランの電力、石油、ガスのエネルギー
補助金により、イランは「化石燃料補助金支払いの最大
の国」となった（GDPに占めるエネルギー補助金総額の
割合は4 ～ 5％近くになった）。 これらの補助金のほと
んどは秘密にされており、イランでは「隠れたエネルギー
補助金」と呼ばれている。イランの2020/2021年予算結
果報告書では、イラン人は昨年、1.6兆リアル（イランの
公式通貨）を超える補助金を受け取っている。このうち、
1.4兆リアルは天然ガス、石油製品、水、電力など、さ
まざまなエネルギー分野に対するものである。実際、昨
年イランで支払われた隠れた補助金のうち、約90％が

エネルギー分野に関するものであり、なかでも天然ガス
は63％と最も高率の補助金となっている。したがって、
エネルギー分野の補助金は予算案に正式に記載されてい
ないものの、支払いはひそかに継続されるといえる。経
済発展に向けて国が採用した正式な国家プログラム、戦
略、計画は、包括的な経済発展を保証する必要がある。
経済学者のBijan Khajehpour氏によると、イランの経済
政策には戦略的な視点が欠けている＊6。しかし、バラン
スのとれた経済成長を実現するために、石油・ガス部門
と非エネルギー部門（特にガス部門）に外国投資を誘致す
る必要がある。
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選定して、「石油とモノ」のトレードオフ方式を適用する
ことができた。また、一部の外資系石油ガス企業に対し、
キャッシュアウトを避けるため、投資額を外貨ではなく
原油で補償することを提案した。
　外国の石油・ガス会社から批判されている石油契約

（IPC）の内容と構造の改訂も課題である。
　ライーシ政権はエネルギー産業に年間180億～ 360 
億ドルの外国投資を誘致する計画である＊11。ライーシ
大統領は、各州に投資事務所を設置するよう知事に指示
した。これに関しては、利益を確保すること、資本調達
の事務処理を容易にすることが基本的なニーズの一つで
あると述べている＊12。しかし、ライーシ政権において、
外国からの投資を呼び込むための新たな戦略やロード
マップがまだ定義されていないことは、注目に値する。
イランは、国内のエネルギー需要とエネルギー資源の輸
出をバランスさせる必要がある。そのため、エネルギー
消費量が比較的多いインフラプロジェクトの物理的な進
捗状況を把握するために、工業地域や都市を対象とする
産業戦略開発文書が作成されている＊13。石油省は「投資
ワーキンググループ」を設立し、石油・ガス部門への外
国投資のためのフレームワークを作成した。
　イランは2021年にSistanとBaluchestan地方で天然
ガスをプロピレンに変換するプロジェクトへの投資を誘
致するため、外国企業と交渉した＊14。石油・ガスおよ
び非エネルギー分野での資金や設備を誘致するため、セ
ルビア、ルーマニア、ブルガリアなど一部の欧州諸国と
の接触を強化した。2022年1月には、Owji石油大臣が
モスクワを訪問し、ロシアエネルギー大臣や副首相と会
談するなど、イランとロシアはエネルギー協力の深化に
向けていくつかのステップを踏み出した＊15。なお、
Owji石油大臣がロシアイラン貿易経済協力委員会の議
長を務めていることは偶然ではない。現地情報筋は、
2022年にイラン国営石油会社（NIOC）とともにイラン
の油・ガス田を共同開発し、EOR（石油増進回収）技術
を適用するために、ロシアの石油・ガス企業が上流部門
に関与する可能性があると主張した。また、同情報筋は、
ロシアとイランの企業は、必要な石油ガス採掘・生産設
備や発電所設備の建設を共同で開始する可能性があると
主 張 し た。 ロ シ ア Lukoilが、 フ ゼ ス タ ン 州 の Ab 
Teymour 油田とMansouri油田の探鉱・生産について、
イラン側との交渉を再開できる兆しがある。
　ロシアのエネルギー企業は、イランの天然ガスを
Chabahar港からインドにLNGとして、あるいは海上・
陸上パイプラインで輸出することに参加することができ
る。情報筋によると、イラン-パキスタン-インド（IPI） 

ガスパイプラインにロシアを参加させ、技術的・財政的
な問題を解決するというのは、まったく新しいアイデア
ではない。
　しかし、ロシア企業（Novatekなど）が参加するインド
市 場 に 向 け た Chabahar港 の LNG施 設 の 可 能 性 は、
2022年1月のイラン・ロシア間のエネルギー協議の際に、
ロシアとイランの専門家によって現れた可能性がある。
パキスタンとインドのガス市場に対するロシアの戦略的
利益は、ロシア側がしばしば公言している。イランは、
ロシアがイランの近隣諸国への天然ガス輸出に関するス
ワップ協定を締結することを提案した。イランのエネル
ギー産業では多くの取引が秘密にされているため、この
分野での正確な情報はない。しかし、Owji石油大臣の
経歴からみれば、イランはスワップ協定を通じてさまざ
まな国とのエネルギー協力の範囲を広げようとしている
といえる。専門家は、イランには毎日10億立方メート
ルの天然ガスを輸送できる処理能力があると主張してい
る。イランは、ロシアやトルクメニスタンとスワップ協
定を結び、ガスをアゼルバイジャンだけでなく、トルコ、
アルメニア、イラク、さらには湾岸諸国（例：オマーン
への海底パイプラインの可能性）にも供給することを目
指している。供給元はトルクメニスタンとロシアかもし
れないし、トルコ、アルメニア、イラク、オマーンかも
しれない。新政権が発足して半年後には、トルクメニス
タン、アゼルバイジャンとのガススワップ契約を成功さ
せた。一方、トルコはイランのガス購入の常連客である
が、イランは技術的な理由でトルコへのガス輸出を停止
している。
　NIOCは、ロシア企業に加え、中国企業とも上流部門
での交渉を再開した。イラン側は、原油、ガスコンデン
セート、石油製品、天然ガスの売買および輸出に関する
長期契約を外国企業と締結する予定である。制裁が解除
された場合、イランは原油生産量を日量300万～ 500
万バレル、輸出量を少なくとも日量200万～ 300万バ
レルに引き上げる用意がある。アフガニスタン商工会議
所（ACCI）は、「タリバン政権下のアフガニスタンは、イ
ランから石油を購入する用意がある」と述べた＊16。石油
などの戦略物資をアフガニスタンに供給することは、イ
ランにとって重要な機会となりうる。しかし、悲惨な経
済状況が続くアフガニスタンでは、長期的にはイラン石
油の大量購入はできないだろう。イランから中国、ソマ
リア、イエメンへ、イスラム革命防衛隊（IRGC）を使っ
た「燃料密輸」の連鎖があるといわれている。密輸には、
IRGC以外にも、イランのエージェントや、湾岸諸国に
登録されている複数の民間船舶会社が関与しているとさ
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れている＊17。中国やインドがイランから原油や石油製
品を輸入することに消極的だったのが、核取引の復活と
いうポジティブなシグナルや期待を受けて、大幅に解消
されたことは注目に値する。

（3）精製能力の増強と質的な改善

　今後4 ～ 5年の間に、イランの原油処理能力を現在の
日量220万バレルから日量350万バレルに引き上げると
Owji石油大臣は述べた。そのために、既存の石油精製
所（主要8施設）を質的に改善するとともに、新たな石油・
ガス処理施設を建設する。
　イランの製油所では、6種類の主要製品と40種類以上
の特殊製品が生産されている。現地情報筋によると、
Bandar Abbas製油所とArak製油所のオーバーホール
とメンテナンス作業により、ガソリンの生産量が減少し
た。
　既存および新規製油所への外国投資の誘致が課題であ
るが、イラン国家開発基金（NDFI）、銀行クレジット、
国債などの債券、そして有名な「原油バーター」取引など
の代替資金調達手段がある。

（4）炭素回収・利用・貯留（CCUS）技術の現状

　イランのエネルギー専門家は最近、化石燃料を多用す
る発電施設や工業施設からCO2を回収する「炭素回収・
利用・貯蔵」（CCUS）技術の重要性を議論するようになっ
た＊18。現地情報筋によると、イラン企業はすでに中国
企業とCCUS技術に関するいくつかの協力契約を締結し
ている。Mapta Arya、Absina Shimi、Zagros Gasは、
テヘランに拠点を置く地元企業の例で、さまざまな産業
で適用されるCCUS技術に関心を持ち、イラン国内市場
に輸入する可能性がある。

（5）その他の政策優先事項

　トルクメニスタンやウズベキスタンなどの中央アジア
諸国を含む地域市場への、石油・ガス産業分野の技術・
エンジニアリングサービスの輸出増加を支援。
　Khuzestan州などの炭化水素が豊富な地域には、労働
者のストライキや社会的緊張などの社会的・経済的な不
安定リスクがある。それを考慮し、石油・ガス施設に隣
接する地域で社会・経済開発プロジェクトを実施する。

3. 関係する政府高官の人物情報

（1）Javad Owji石油大臣

　1966年にShirazで生まれた。Sharif技術大学で石油
工学の学位取得。アフマディネジャード政権で、石油副
大臣やイラン国営ガス会社（NIGC）CEOを務めた他、多
くの主要ポストを歴任した＊19。
　Owji氏は、イランの石油・ガス産業での活動のなかで、
経営者としても大きな功績を残している。そのなかでも
特に重要な功績は次のとおり＊20。
- 2009年冬にトルクメニスタンからSarakhs地方を経
由してガスを輸入する2回目の契約を締結、2010年秋
にパキスタンと、2013年6月にイラクとガス輸出契約
を締結。
- 2010年12月、NIGCで、天然ガス・キャリア分野を
対象とした補助金プログラムを実施。
- アフマディネジャード政権時代に石油副大臣を務め制
裁のバイパスを担当＊21。金の延べ棒を周辺国に輸送し
物資と物々交換して制裁を回避することを担当＊22。こ
の任務は石油副大臣の最も重要な責務の一つ。Owji石
油大臣の石油省での経歴と制裁回避の経験を考慮する

と、Owji氏の大臣就任は、制裁を回避するというライー
シ政権の固い決意を反映している。
　石油業界でのキャリアの初期段階から、Owji氏は
Basij-e Mostazafan（被抑圧者の抵抗軍）に所属。この準
軍事的部隊は、反革命の試みを阻止するために機能。

写1 Javad Owji 石油大臣

出所： National Iranian Oil Company
　　　https://en.nioc.ir/portal/home/?generaltext/81026/81171/81826/
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Owji氏は、国家内の軍事センターや安全保障サークル（お
そらく、最高指導者の家族の一部にも）に服従を誓ってお
り、そのことはOwji氏の高位の任命にも表れている。
　大臣指名に関する国会の公聴会では、Owji氏の開示
していない財産が明らかになり、石油取引に関連した私
的ビジネスがあるという疑惑がある。Owji氏が強いビ

ジネスマインドを持ち（一部国会議員は、Owji氏が石油
ガスの貿易と産業に従事するビジネスマンであると主
張）、ワーカホリックな個人的性格を持っていることは
明らか。現地情報筋によると、Owji氏は、省内や余暇
でコーランを読むことを楽しみとしている。

（2） Mohsen Khojasteh-Mehr NIOC CEO

　1970年生まれ。石油技術大学で石油資源工学の学士
号を取得した後、Amirkabir技術大学で炭化水素貯留層
工学の修士号と博士号を取得。1994年、23歳の時に
National Company for Southern Oilfields Co.でシニア・
リザーバー・モデリング・エンジニアとして働き始めた。
それ以来、さまざまな機関で職務を遂行し、重要なもの
は次のとおり。
- Tadbir Drilling Development Company（EIKO所有）
のマネージング・ディレクター兼取締役会副会長。
- 石油副大臣（炭化水素資源の計画・監督担当）。
- 石油省石油・ダウンストリーム局長、石油省情報化評
議会議長。
- 国際エネルギー研究所評議員。
- 石油省経済対策特別推進本部長、政府の経済対策本部
における石油省の代表者。
- 石油省対象補助金本部の長官。
- NIOCの統合計画担当副部長。
- 共同エネルギー分野監督特別委員会幹事
- 世界石油会議の国内委員会のメンバー。
- 南部油田石油・プロジェクトガスプロジェクト責任者

（現地の請負業者の能力を活用し、National Company 

for Southern Oilfields Co.の専門家の常時監視のもと、
南部地域の油層を開発する）。
　石油省によるNIOCの優先課題、（a）油田・ガス田の
開発計画の実施、特に南Parsガス田と西Karun油田の
共同開発を優先。（b） 石油・ガスの生産能力を高め、石
油・ガスの生産能力の低下を補う。（c） 国内外の投資を
誘致する。（d） 従業員に関する問題を解決する（石油業
界のストライキ問題を解決する）。

（3）Majid Ghegeni NIGC CEO

　元石油省石油製品輸出・交換監督局局長、産業工学上
級専門家、石油省贈収賄防止規則実施メンバー、同省
Basij抵抗センター司令官（IRGC関係）などを務めた＊23。
　保守派の Owji石油大臣、Mohsen Khojasteh-Mehr 
NIOC CEO、Majid Ghegeni NIGC CEOの経歴を見ると、
いずれもイランで内部教育を受けた幹部であることがわ
かる。

写2 Mohsen Khojasteh-Mehr
NIOC CEO

出所：National Iranian Oil Company
　　　https://en.nioc.ir/portal/home/?generaltext/81026/81171/81826/

写3 Majid Ghegeni NIGC CEO

出所：Shana
　　　https://en.shana.ir/news/321340/NIGC-CEO-Appointed
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（4） Morteza Shahmirzaeiイラン国営石油化学会社

（NPC） CEO

（Shahmirzaei氏の有用な経歴情報なし）
　Owji石油大臣はNPCの新CEOに、国内のニーズを満
たす石油化学バリューチェーンの開発、国内の石油化学
インフラの構造の最適化、石油化学産業への投資環境の
改善と技術へのアクセスの開発、外国からの投資の誘致、
汚職の撲滅といった目標を突きつけた。

（5） Hossein Shivaイラン国営タンカー会社（NITC） 

CEO

　IRGC傘下のImam Hossein大学でシステムマネジメ
ントの博士号を取得し、Shahid Chamran大学で海洋工
学の修士号を取得。また、Kharazmi大学の講師でもある。
地域専門家であるNasrollah Sardashti前CEOに代わっ
て、「穏やかな性格の持ち主」と評されていた大学講師が
高い地位に就いたことを意味する。それ以前の2011年
から2012年にかけては、NIOCの取締役会メンバーお
よび副会長を務めていた。アフマディネジャード元大統
領の石油問題に関するアドバイザー兼特別監察官を務め
たことが、近年の同氏の最も重要な任務だった。
　2006年6月にHamane石油大臣によって、Shiva氏は
石油監察・苦情処理局長に任命された。しかし、後任の
Nozari石油大臣は、Shiva氏を石油特別監察官（石油省
の全ての主要な国内外の契約、大規模な購入、製造品の
販売、その他の活動を審査する）として認めず、同僚が
同氏に協力することを禁止した（政治的な見解の違いか
ら、Nozari石油大臣に解任されたが、その後、アフマディ
ネジャード大統領が同氏を石油省の大統領特別監察官と
してより高い地位に任命し、論争が起こった）。Nozari

大臣の後、Mirkazemi石油大臣が就任したが、同大臣も
また、Shiva氏の石油問題への関与を制限することを決
定したといわれている（アフマディネジャード政権2期
目のMirkazemi石油大臣も、大統領と意見の相違があっ
た。意見の相違の一つが、大統領特別監察官や省庁の上
級管理職の人事）。

写5 Hossein Shiva イラン国営
タンカー会社（NITC） CEO

出所：Shana
　　　https://en.shana.ir/news/353438/CEO-of-NITC-Appointed

写4 Morteza Shahmirzaei
イラン国営石油化学会社（NPC） CEO

出所：National Petrochemical Company
　　　https://en.nipc.ir/index.aspx?&siteid=107&pageid=5748
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（6）Ali Akbar Mehrabianエネルギー大臣

　1969年生まれ。科学技術大学で土木工学の学士号を
取得し、テヘラン大学で経済学の修士号を取得。現在、
Islamic Azad大学で経済学の博士号取得を目指してい
る。エネルギー大臣に選出されたMehrabian氏は、省
庁に関係のない学位を持つ大臣の一人である。
　アフマディネジャード大統領時代の2007年、Alireza 
Tahmasebi工業・鉱山大臣が辞任した後、Mehrabian氏
は工業・鉱山大臣を務めた。アフマディネジャード氏の
側近であり、アフマディネジャード氏がテヘラン市長に
なってからも一緒に仕事をしていた。テヘラン市での主
な職務は、テヘラン市長の顧問、テヘラン市建設機構の
責任者など。そのほか、アフマディネジャード政権時代
には、次のようなさまざまな幹部職を務めた。
- 大統領特別補佐兼顧問（2011-2013年）
- アフマディネジャード大統領の第1期特別計画本部長
- Mehr Mandegar本社会長
　Headquarte Setad Omran Development Company（別
名：Setad Construction Developers Companyは、
Imam Khomeini教団の執行機関であるEIKOの子会社
の一つ）の取締役を務めている。Setad Mofid Economy 
Groupの取締役会の副会長も務めている。Setad Mofid 
Economic Groupは、ホメイニ師の命令実行機関（Setad）
の子会社の一つでもあり、4つの会社を含んでいる。（1） 
Mehr Petrochemical Company、（2） Mofid Makran 
Energy Development Company、（3） Mofid Industry 
and Mining Development Company、（4） Clean Energy 
Technology Companyの4社で構成されている。同グルー
プは、イランで石油産業を中心とした大型プロジェクト
を積極的に実施している。また、国の進歩と発展を目指
して、石油産業研究所をはじめとするさまざまな機関と
の協力関係を拡大しようとしているといわれている＊24。
Mehrabianエネルギー大臣はこれらの会社で、Owji現
石油大臣やRostam Ghasemi現道路・都市開発大臣と一
緒に仕事をしたとされ、Mohammad Mokhber副大統領
に近い人物であるといわれている。
　2010年に工業・鉱山大臣に就任した際、縁故主義と
縁故採用を推進したとして非難された＊25。
　イランの中小企業・工業都市機構の取締役兼専務理事。
当時、Tahmasebi工業・鉱山大臣の辞任理由の一つは、
この人事に納得がいかなかったからだといわれていた。
また、Mehrabian氏は自動車産業と密接な関係にある。

Pars Khodro社 と Saipa社 の 元 CEOで あ る Mehrdad 
Bazrpash氏とは特別な関係にある。
　エネルギー分野でも活躍したといわれている。2015
年 か ら 2017 年 ま で、Qeshm Mofid Fara Energy 
Companyの取締役会の副会長として働いていた。他に
も、Majid Namjoo元エネルギー大臣やOwji現石油大臣
がこの会社のメンバーになっていた。この会社は、おそ
らく特定の目的のために設立され、その後、目立ったプ
ロジェクトもなく解散したと見られている。Owji氏が
制裁回避に積極的であったことから、Qeshm Mofid 
Fara Energy Companyが制裁回避に関与していたので
はないかと推測される。
　Mehrabian氏について重要なことは、盗用事件で有罪
判 決 を 受 け た こ と。2009 年、Farzad Salimi氏 は
Mehrabian氏を「地震安全室」の発明を盗用したとして訴
えた。その後、テヘラン総合裁判所は、Mehrabian氏に
発明品の特許を取得した際の詐欺罪を言い渡し、発明者
の名前を変更するよう命じた。最後に、裁判所は
Mehrabian氏とその同僚の特許を無効にした。
　工業・鉱山省での大臣在任中には、業績も伴っている
ことが注目されている。同氏の在任中、イランの粗鋼生
産能力は41％、セメント生産量は66％増加しており、
これは同氏の最も大きな功績。また、2種類の燃料で動
くdual-fuel車の生産量の増加や、圧縮天然ガス（CNG）
車の生産量の増加も、功績の一つ。

写6 Ali Akbar Mehrabian エネルギー大臣

出所：Wikipedia
　　　https://en.wikipedia.org/wiki/Ali_Akbar_Mehrabian
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4. イランの石油化学産業（水素、アンモニア含む）

（1）イラン石油化学産業の歴史、現状、動向

　イランの石油化学産業は、1950年代から1960年代
にかけて、経済省化学庁と、NIOC傘下に石油化学産業
の主要企業であるNPCが設立され、機能するようになっ
た。イラン政府は経済の多角化という観点から、常に石
油化学産業を優先してきた。
　また、第6次開発5カ年計画（2016-21）では、原油を
原料としてだけではなく、石油やガスコンデンセートの
付加価値製品を生産し、輸出したい政府の優先事項とし
て、石油化学部門の発展を宣言している。イランは、原
油の販売から脱却することを目指しており、そのため、
製油所と石油化学プラントを建設し、補完的な産業を発
展させ、輸出額を増加させることを目的としている。最
終製品を輸出するイランの石油化学企業は、現在非課税
である。しかし、イラン議会のエネルギー委員会は、
2022年に、原材料または半製品で輸出する石油化学コ
ンプレックスに課税する新たな規制を検討している。
　Behzad Mohammadi石油副大臣（石油化学担当）は、
イランは中東でサウジアラビアに次ぐ石油化学製品の生
産国であると断言した。イランは、この地域の石油化学
製品（ベンゼンなど）の生産能力の25％、世界の生産能
力の2.5％を占めている。現在、イランの石油化学産業は、
各種ポリマー、化学品、肥料、芳香族を生産し、炭化水
素のサプライチェーンに大きく貢献しており、年間生産
能力は9,000万トンに達している＊26。イランの石油化学
産業は、40種類以上の化学物質と約340種類のポリマー
製品を国内外に供給している。イランは、サウジアラビ
アの石油化学会社SABICに対抗して、石油化学製品の
生産能力を増強することを目指している。2021年3 ～
9月のイランの石油化学生産量は8％増加し、3,300万ト
ンに達した＊27。イランの石油化学製品・サービスの販
売による年間収益は、2021年3月～ 2022年3月期で約
100億ドルである＊28。イランは2021年3月～ 2022年3
月に3,000万トン、140億ドルの石油化学製品の輸出を
計画していた。イランの石油化学部門は、2025年に日
量200万バレルの石油を使用し、370億ドルの年間収入
を生み出すと予想されている。石油化学産業への投資は、
2027年までに850億ドルに達する可能性がある＊29。
　フィッチ・ソリューションズによる2024年のイラン
石油化学部門の年間生産能力に関する予測は、エチレン、
ポリエチレン、ポリプロピレン、メタノール、化学肥料

（アンモニア、尿素）の生産が今後数年間で強化されるこ

とを示している。石油化学部門の年間生産能力は、
2023年に1億トンに達することを目標としており、こ
れには国内外の投資が必要となる。石油化学産業の設備
容量は、第7次国家開発5カ年計画の終了までに年間1
億4,000万トンに達する予定である。
　イランは2027年までの石油化学産業に関する戦略的
計画を策定しており、（i）国内経済におけるオレフィン、
ポリオレフィン、芳香族、プロピレンの不足解消、（ii）
石油化学産業へのエタンと液体原料の供給、（iii）メタ
ノールのプロピレンへの変換、（iv）プロピレン、メタノー
ル、エチレン、ブタン、アクリロニトリル、塩酸、高吸
水性ポリマー、尿素などの川下産業への各種原料供給な
どを盛り込むとしている。NPCは、メタノール生産能
力4,000万トン達成を目標に、メタノール生産に注力し
てきた。しかし現在、同じ量のメタノール資源を使った
プロピレンと芳香族の生産価値を調査している。NPC
は、石油化学産業がバリューチェーンの中で川下産業に
原料を供給できるようにすることを計画している。
　イランの石油専門家Mohammad Kazem Aghamiri氏
は、石油化学産業の発展を阻むものを列挙した。（a）外
国技術や外国投資へのアクセスを妨げる制裁、（b）石油
化学製品の輸出ポートフォリオの多様化の欠如、（c）石
油化学製品を販売するための外国市場を見つけることや
金融取引の困難、（d）石油化学製品の中には、政府の政
策や規制により、輸出が許可されていないものや国内で
販売されていないものもあること。Aghamiri氏は「石油
化学産業は水資源への依存度が高く、砂漠地帯に石油化
学工場を作ることはできない。＊30」と強調した。沿岸部
に水、電気、ガスの供給などのインフラ設備がないこと
は、石油化学産業の立地上の課題である。また、石油化
学産業のインフラ整備は、莫大な投資が必要であり、イ
ランにとってチャレンジングな課題である。表2は、イ
ランの石油化学産業の強み、弱み、機会、脅威（SWOT）
を明らかにしたものである。

（2）イランの主要石油化学コンプレックスと企業

　イランの石油化学産業は81社（民間企業51社、国営
企業30社）で構成。イラン政府は、NPCの子会社19社
を民営化する方針で、NPCの出資比率は各社とも20％
を超えない。イランでは現在68の石油化学コンプレッ
クスが稼働しており、年間（公称）生産能力は9,000万ト
ン＊31。NPCは石油省の子会社で、化学品、肥料、ポリマー、
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芳香族、燃料、炭化水素を生産する＊32。NPCの機能は、
石油化学産業への原料供給、石油化学製品の価格設定、
石油化学コンビナートの建設、農業部門への肥料供給、
石油化学製品の新規輸出市場の開拓、石油化学産業にお
ける国内生産による輸入代替プロジェクトの実現などで
ある。
　イラン石油省は、Abadan、Tehran、Tabriz、Isfahan、
Shiraz、Kermanshah、Bandar Abbasなどにある国内
の大規模製油所を監督するため、国営イラン石油製品精
製・販売会社（NIORDC）、国営イラン石油製品販売会社

（NIOPDC）、Abadan石油精製会社、Imam Khomeini石
油精製会社（Shazand）を管理している＊33。イランの国営
および民間の製油所では、LPG、ガソリン、灯油、軽油、
重油、ジェット燃料、ナフサを生産し、原油とガスコン
デンセートの精製能力は日量220万バレルである＊34。
イランの精製能力は現在の日量220万バレルから日量
340万～ 350万バレルに増加する計画。Owji石油大臣
は「精製能力を日量10万バレル増やすごとに25億～ 30
億ドルの投資が必要」と表明している＊35。
　ペルシャ湾石油化学工業会社（PGPIC）は、イランの石油
化学産業の総生産能力の36％のシェアを占めている＊36。
PGPICは石油化学製品（化学品、芳香族、ポリマー、燃料、
原料）の貿易分野で事業を展開し、イランの石油化学製
品輸出の44%を占めている＊37。イラン最大の石油化学

工 場 は、Bushehr州 の Assaluyehと Khuzestan州 の
Mahshahrにある。PGPICはMahshahr石油化学特別経
済区に石油化学プラントを有し、エチレン、プロピレン、
高密度・低密度ポリエチレン、ポリプロピレン、モノエ
チレングリコール、ブタジエンを生産している＊38。
Mahshahr石油化学特別経済区とAssaluyehのParsエネ
ルギー特別経済区は、イランの主要な石油化学拠点であ
る。現在、Chabahar工業自由貿易地域内のMakran地
区で、石油精製、石油化学、化学工業団地の設立が検討
されている。
　石油化学産業の更なる発展と石油化学のハブとして、
水資源に恵まれたMakran地域の石油化学の上流・下流
部門に400億ドル以上を投資する必要がある＊39。
　Makran石化プロジェクトでは、年間120万トンのエ
チレン、軽質および重質ポリエチレン、ポリプロピレン
製品が生産される予定。
　PGPICは、Arvand石油化学（主原料：エチレン、主
製品：PVC、苛性ソーダ）、Bandar Imam石油化学（主
原料：ナフサ、NGL、主製品：LPG、HPDE（高密度ポ
リエチレン）、LDPE（低密度ポリエチレン））など、石油
化学分野の子会社を約30社有している＊40。Pars石油化
学（主原料：NGL、主製品：LPG、パラキシレンなどの
芳香族）、Nouri石油化学（主原料：コンデンセート、主
製 品： パ ラ キ シ レ ン な ど の 芳 香 族 ） な ど が あ る。

表1 イランの石油化学部門の生産能力：過去データと予測（2017-24 年）

出所：：フィッチ・ソリューションズ

生産能力
（1,000トン/年） 2017 2018 2019 2020

（予測）
2021
（予測）

2022
（予測）

2023
（予測）

2024
（予測）

エチレン 9,876 11,876 13,136 13,136 13,136 13,136 14,336 15,036 

プロピレン 2,860 3,310 3,760 3,760 3,840 4,040 4,040 4,040 

ガソリン 1,770 1,770 2,150 2,150 2,200 2,300 2,300 2,300 

ブタジエン 450 650 850 850 950 1,200 1,200 1,200 

キシレン 2,310 2,310 2,930 2,930 3,150 3,300 3,300 2,300 

エチルガソリン 100 100 100 100 100 100 100 100 

Heavy polyethylene 2,685 4,325 4,775 4,775 5,025 5,025 5,025 5,025 

Lightweight polyethylene 2,375 2,975 2,975 2,975 2,975 1,975 2,975 2,975 

Linear light polyethylene 1,995 2,295 2,450 2,450 2,650 2,650 2,650 2,650 

ポリエチレン 7,055 9,595 10,200 10,200 10,650 10,650 10,650 10,650 

ポリプロピレン 1,290 1,915 2,115 2,115 2,200 2,400 2,400 2,400 

ポリ塩化ビニル 990 990 990 990 990 990 990 990 

ポリスチレン 375 620 620 620 620 620 620 620 

ポリエチレンテレフタレート 705 705 705 705 705 705 705 705 

メタノール 17,430 14,030 24,030 27,330 29,030 31,000 31,000 31,000 

アンモニア 7,965 9,045 9,770 9,770 9,770 9,770 9,770 9,770 

尿素 9,876 11,876 13,136 13,136 13,136 13,136 14,336 15,036 
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Khouzestan石油化学会社はポリカーボネートとエポキ
シ樹脂、Karoun石油化学会社はイソシアネート、Bu 
Ali Sina石油化学会社はオルソキシレンとラフィネート
を生産している＊41。
　イランは、石油化学製品の液体原料を減らし、消費し
ている天然ガスの一部を石油化学製品にすることを計画
している＊42。フレアガス収集は石油化学プラントの最
適な原料であり、NPCにより総額12億ドルのクレジッ
ト割り当てを受けた2プロジェクト（Bidboland石油化学
プラント、Maroun石油化学プラント）が実現している。
また、ガス精製所では、石油化学製品の原料として、よ
り多くの随伴ガスを使用することが可能になる。エタン
の代わりに液体原料を使用する工場は、利益率が非常に
低い。そのため、Hormuz石化プロジェクトでは、エタ
ンとブタンを供給し、ポリエチレンとポリプロピレンを
生産する予定である。そのため、外国人投資家は、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
投資機会を求めると思われる。

（3）イランの石油化学産業における外国企業の役割と投資

　イラン政府と国営石油化学会社（NPCなど）は、約360
億ドルの投資を必要とする約70の石油化学プロジェク
トを進行中である。さらに15件の石油化学プラント建
設プロジェクトを計画しており、追加で185億ドルの投
資が必要である。石油大臣は、イランの石油化学産業は
外国からの投資にとって最も魅力的な分野であると述べ
た。2022年1月、イランとロシアは、イランの製油所
や石油化学企業への設備や技術の提供を含む下流部門に
関する協力に合意した。また、中国企業は常にイランの

石油化学部門への投資に関心を持っている。2022 年 2 
月に開催されたイランの第 15 回国際プラスチック・ゴ
ム・機械・設備展（IRAN PLAST）には、中国、台湾、
イタリアの企業が関心を示している＊43。イラン政府は、
インド、中国、中央アジアを石油化学製品の輸出対象市
場として発表した。
　中国は、その魅力的な価格から、イランからの LPG 
の主要な輸入国（月量45万～ 53万トン）である＊44。石
油化学分野では、イランの中国への主な輸出品はポリエ
チレンとメタノールで、中国のポリエチレン輸入の約 5 
分の 1、メタノール輸入の 3 分の 1 を占めている。そ
の他、インド、トルコ、アゼルバイジャンなどの近隣諸
国がイランの石油化学製品の主な輸出先である。イラン
の尿素肥料の年間生産能力は900万トンで、インドから
化学肥料の輸入が表明されている＊45。NPCのCEOであ
るMorteza Shahmirzai氏は、2022年2月にキルギスの
代表と、イランの石油化学産業におけるさまざまな化学
製品やポリマー製品の中央アジアへの輸出について話し
合った。また、NPCの幅広い技術・エンジニアリングサー
ビスのキルギスへの輸出についても協議した。また、キ
ルギスは同国の製油所のニーズに合わせて、イランから
100万トンの原油を輸入することを目標としている＊46。
　NPCはすでにラテンアメリカ諸国と経済的なコンタ
クトを構築し、石油化学製品の輸出に関する初期合意に
達している。イランとブラジルは、農業や石油化学の分
野での協力や投資プロジェクトの拡大について協議して
いる。2022年2月、NPCのMorteza Shah-Mirzaei代表は、
イランを訪問したブラジルの農業大臣（今回の訪問には
複数の銀行が同行）に対し、イランの石油化学産業への

表2 イラン石油化学産業の SWOT 分析

出所：：フィッチ・ソリューションズ

強　み 弱　み

イランは膨大な石油埋蔵量に対して、大量の石油化学原
料を入手することができる 制裁対象の石油化学プラントの輸出と稼働率の低下

石油化学部門は、政府の優先課題として急拡大すること
が決まっている

カタール、サウジアラビアなどの地域のライバルとの石油化学分野での競争失
敗

石油化学部門の経済特区における輸出入優遇措置 新規石油化学コンプレックスを設立・運営するための専門知識が NPC にない

大きな国内市場、熟練した労働力、そして外資系投資促
進法 海外からの高度な技術へのアクセス不足

機　会 脅　威

外国人投資家に対する国際的な制裁措置の緩和 石油化学コンビナートの稼働率低下、パンデミックに対する遅れ

南 Pars ガス田の開発や石油・ガス原料の利用拡大 米国の制裁が欧州投資家のイラン石油化学市場への参入を阻む

石油化学工業に特化した経済特区の開発 石油化学プラントが標的となりうるイランの米国との軍事衝突リスク

エチレン設備とパイプラインの容量が拡大 海外との既存契約の解除や FDI の抑制

近隣諸国との新しい自由貿易・工業地帯の設立 イランと世界市場の化学製品の価格差（50 〜 70％）
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投資（同国の石油化学分野への投資ニーズは850億ドル
と推定）とポリエチレン、アンモニア、尿素肥料の輸入
増を呼び掛けた。
　NPCは2020年から2021年にかけて、触媒と硫酸カ
リウムの生産プロジェクトを発足させた。イランの石油
化学・精製触媒市場は約4億ドルで、石油化学産業が2.7
億ドルのシェアを持っている。イランは石油化学産業の
40の触媒のうち20の触媒を国産化できず海外から輸入
している。イランの石油化学研究技術会社（PRTC）は、
石油化学産業用の触媒の一部は国産化したが、まだ海外
から必要としている触媒・技術もある（触媒・技術の種
類と名称は特定されていない）と表明している。PRTC
は、塩素水に接触するポリエチレンパイプの寿命を測定
する技術を発明したと発表した。
　PRTCは、アンモニアを生産するイランの石油化学工
場で使用するアンモニア合成触媒を実験室規模で生産し
始めたと主張している。商業化、産業化が実現すれば、
イランは中国から輸入する必要がなくなる可能性があ
る。また、オレフィンからポリマーへの変換工程で使用
される触媒の国産化も進めている。イランでは現在も、
少なくとも3種類のポリエチレン触媒が海外から必要と
されている。Lyondell Basell Industries N.V.（オランダ）
が所有する石油化学・精製用触媒技術が必須である。イ
ラン石油省とその傘下企業は、石油化学産業のバリュー
チェーンを完成させるために必要なすべての触媒は国産
化することができなかった。
　現地情報筋によると、イランは触媒を使用してメタ
ノールをプロピレンに変換する新たな投資プロジェクト
の立ち上げを目指している。

（4）イランにおけるアンモニアと水素の生産

　アンモニアは、イランの石油化学製品全体に占める割
合が高い製品の一つである。アンモニアにはさまざまな
用途があり、その中でも化学肥料は最も大きなシェアを
占めている。イランには天然資源とメタンガスがあるた
め、何年も前からアンモニアの生産が行われている。イ
ランの生産能力は、中東のアンモニア生産能力の23%
以上（2014年時点）であり、世界のアンモニア生産能力
の2%に相当する＊47。しかし、イランのアンモニア生産
能力と貿易シェアの見通しでは、新しいプラントやプロ
ジェクトの立ち上げにより、2025年までに中東のアン
モニア生産能力におけるイランのシェアは約20%から
40%以上に増加するとされている＊48。また、統計によ
ると、2020-21年のイラン産アンモニアの公称生産能
力は540万トンにのぼる。イランではPardis石油化学

工場とRazi石油化学工場が最も重要な石油化学コンプ
レックスであり、イランのアンモニア生産能力の合計
65～70%がこの2つのコンプレックスに属している＊49。
イランの開発計画によると、この国のアンモニア生産能
力は2025年までに850万トンに達する＊50。一般に、イ
ランの石油化学はアンモニアの生産にガスを使用してい
るといわれている。
　イラン政府は、気候変動に配慮した天然ガスから水素
を製造する方法の探索に取り組んでいる。イランでは天
然ガスの埋蔵量があることから、天然ガスを水素に変換
する必要性が議論されるようになった＊51。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したと発表した。
Rasht市のAmirkabir工科大学は、イランにおけるメタ
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
性に関するプロジェクトを開始した。Amirkabir工科大
学の化学工学部のプラズマ研究所では、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
関する実験を行った＊52。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を支援することを発表している＊53。

（5） イランでアンモニアを生産する最大の石油化学コン

プレックス

　 イ ラ ン で は Razi、Pardis、Shiraz、Khorasan、
Kermanshah、Lordegan、Masjed Soleiman、Hengam
の石油化学工場が、イラン最大のアンモニア生産者であ
る。このうち、Razi石油化学工場（Bandar - Mahshahr - 
Khuzestan）は、イラン最大のアンモニア生産者である。
この工場には3つのアンモニア生産ユニットがあり、
KELLOGG社が設計したHABER-BOSCH技術で生産さ
れている。Razi石油化学工場は、アンモニア装置のほ
かに、ガス精製、硫黄製造、硫酸製造の装置も有してい
る。Razi石油化学工場の消耗品は、ガス、リン酸土、
水などである＊54。Razi石油化学工場は2007年に民間に
移管された。
　Raziに次ぐ高い生産能力を持つPardis石油化学工場

（Assaluyeh - Bushehr）の3つの生産段階におけるアン
モニア生産量は、年間 204 万トンと推定される＊ 55。
Pardis石油化学工場のCEOであるGholamreza Jamshidi
氏によると、2020年にPardis石油化学工場では合計
209万トンのアンモニアが生産された。この量は、年間
計画比で平均112.1％、公称能力比で102.4％増加して
いる＊56。2010年、Pardis石油化学工場は 100％民間に
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移管された。
　Shiraz石油化学工場（Shiraz - Fars Province）もイラン
におけるアンモニアの石油化学製品の生産者である。こ
この年間生産量は 67 万 7,000 トンと推定される＊ 57。
Shiraz石油化学工場は2010年に公開株式会社となり、
株式は100％民間に譲渡された。

（6）イランのアンモニア輸出市場（欧州、アジア）

　イランで生産されたアンモニアは、国内市場と海外市
場の両方で販売されている。国内の主な買い手は農民で、
農民には主に補助金という形で支援として提供されてい
る。イランのアンモニアは、かなりの量が海外に輸出さ
れている。中国、インド、アフガニスタン、イラク、

UAE、スリランカ、マレーシア、ミャンマー、
台湾、韓国、ソマリア、トルコ、ブラジルなど
が、このイラン産アンモニアの主な買い手であ
る＊58。
　インドは2010年以降、イラン産アンモニア
の最大顧客の一つであり、インドのアンモニア
輸入の40%以上をイランが供給している。し
かし、近年は制裁の影響でイランのインド向け
アンモニア輸出は激減している。インドに次い
で、韓国、台湾、トルコ、インドネシア、フィ
リピンが主要な輸出先である。これらの国の中
には、インドと同様、制裁によりイランからの

輸入から撤退した国もあることが注目される＊59。
　2016年のデータによると、イラン産アンモニアの輸
出先としては、他に台湾とトルコがある。台湾では、サ
ウジアラビア、インドネシア、オーストラリア、ウクラ
イナ、マレーシア、トリニダード・トバゴ、クウェート
に次いで、イランはアンモニア輸入の第8位の相手国で
ある。イランの台湾への輸出は、2012年から2013年
にかけて中断され、2014年に再開された。トルコ市場
において、イランは2014年、ロシア、ウクライナ、エ
ジプト、アルジェリア、オマーンに次ぐ第6位の輸入相
手国であった。同年、イランのトルコへのアンモニア輸
出量は、トルコの輸入量の約1.24%でしかない＊60。

おわりに

　米国の制裁に対し、イランは抵抗経済で対抗している
が、インフラへの投資不足や老朽化が目立つ。イランの
友好国であるロシアもウクライナ侵攻で状況が悪く、ロ
シア産原油のディスカウントでイラン産原油の輸出先で
競合し始めているという話もあり、中国も新型コロナ禍
による経済悪化で状況が悪くなっていると考えられるた

め、第三者的にはイランは早期にJCPOAを再度妥結し、
制裁解除を実現させ、名より実を取るべきだと考える。
そうすることにより、外資の投資を呼び込み、外国から
資金と技術を導入し、国内経済を活性化し、国際市場と
つながり、かつての勢いを取り戻すことを期待したい。

図1 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（%）

35%
■ Pardis Petrochemical Plant

■ Razi Petrochemical Plant

■ Shiraz Petrochemical Plant

■ Khorasan Petrochemical Plant

■ Kermanshah Petrochemical Plant35%

11%

10%

9%

出所： NIPNA　https://bit.ly/3sEWJJQ
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