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ケイワン・アブドリ
ランからの譲歩）を待つ期限としており、2010年に

はじめに

入り、諸外国の説得も含め、積極的な圧力強化を前
面に打ち出して動き出したところであった。米国は、

イラン核開発活動の継続に対する国際社会からの

ブッシュ政権時代は単独主義外交が目立ったが、オ

制裁が厳しくなるなかでの同国の経済情勢につき、

バマ政権になって国際協調路線への転換が図られ、

特に2010年に一段とステップアップした各種制裁の

この問題においても、圧力強化の手段として、まず

内容を紹介するとともに、その影響の出方を概観す

国連安保理での制裁決議採択がめざされた。

る。そして最後に、核開発問題についてのイラン国
内外の対応動向を展望する。

国連安保理常任理事国のうち、英国とフランスは
米国に積極的に同調した。従来は制裁強化に反対す
ることが多かったロシアも、2009年９月にイランで

1. 2010年に相次いだ対イラン制裁

第二のウラン濃縮施設が発覚したことでイランへの
不信を募らせる一方、米国とは2010年４月に新戦略

（1）第４次国連制裁決議採択に至る
過程と追加制裁措置の制定

核兵器削減条約（START）に署名し一定の協力姿
勢をみせるなどの状況変化の中、イラン問題に関し

イランの核開発は問題が表面化してから８年以上

ても最終的な手段としての制裁実施に理解を示すよ

が経過しているが、ウラン濃縮の停止を求める複数

うになってきた。制裁強化に最も強硬に反対してき

の国連決議にもかかわらず活動は粛々と進められ、

た中国も、以前のような協議拒否の姿勢はとらず、

2010年２月には、それまでの濃縮度３％台の低濃縮

協議によって制裁内容をできるだけ薄めることに注

ウランの製造に加え、同20％弱の低濃縮ウラン製造

力した。

も開始された。イランによる核開発活動の進展を最

そして2010年６月９日、国連安保理で２年ぶり以

も直接的な脅威に感じているイスラエルは、自らす

上となる４回目の対イラン制裁決議1929号が採択さ

ぐにイランへの軍事攻撃を行うまでには至らなかっ

れた。ただ、従来の３回の決議は全会一致で可決さ

たものの、軍による示威行動を活発に行いつつ、米

れたが、決議1929号は、非常任理事国のうちトルコ

政府に対してイランの核開発を止める力をもつ厳し

とブラジルが反対、レバノンが棄権し、賛成12カ国

い制裁を科すよう求めた。

の多数決で採択された。決議の実効性を考えると、

折から米政府は、2009年末をこの問題における

全会一致が望ましいのはもちろんであるが、米政府

「エンゲージメント」戦略の成果（外交交渉によるイ

は決議採択という事実づくりを重視した。そのこと
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は、決議文を協議する段階で中国やロシアの意見を

個人の制裁指定注１、EUによるメッリ銀行の資産凍結

一部取り入れて制裁対象を草案より削ったことや、

や公的金融支援の新規供与停止、英国財務省通達に

決議前文で、この決議の内容以上の制裁を科さない

よるメッラト銀行との取引禁止があった。しかし、

よう注意喚起していることなどからも読み取れる。

国連としては、2008年３月の第３次対イラン制裁決

しかし実際は、この安保理決議1929号が、その後

議1803号でイランに対する公的金融支援の新規供与

の各国による追加（付随）制裁措置の制定に道を開

やイランの金融機関が自国領内で活動を行うことを

いた。バーンズ米国務次官は、決議採択直後の６月

「警戒」するとの定めがあったが、
「禁止」規定はな

22日に、上院外交委員会で「
（この決議は）諸国が同
決議の目的を発展させるためのプラットフォーム」

かった。
安保理決議1929号は、イランに対する金融サービ

と証言し、米政権の意図が、国連の決議採択によっ

スや資金移転につき、核拡散につながる行動や核兵

て有志がより広範な制裁措置を実施することにあっ

器運搬手段の開発に貢献する可能性があると信じる

たことを示した。そして、米国は他国に先駆けて７

に足る合理的な根拠がある場合、加盟国に禁止を要

月１日に対イラン包括制裁法（Comprehensive Iran

請している。
「信じるに足る合理的な根拠がある場合」

Sanctions, Accountability, and Divestment Act

という縛りはあるものの、要請の中身が「警戒」か

of 2010、CISADA）を成立させ、EUも同月中に外

ら「禁止」に格上げされ、その対象となるサービス

相理事会で対イラン追加制裁（COUNCIL DECI-

の範囲も「金融サービス、資金移転」全般に広げら

SION of 26 July 2010、以後「EU制裁」
）を決定し、

れたことになる。

10月25日に発効した。ノルウェー政府は、７月末に

CISADAは、米国内金融機関が革命防衛隊との取

EU制裁に沿った行動をとる旨、表明している。その

引等を行うことを禁じるとともに、外国金融機関に

ほか、オーストラリア、カナダ、日本、韓国の各国

よるイランとの取引についても制限を課している。

が、６月から９月にかけてそれぞれの制裁措置を発

同法に抵触する活動を行えば米国との取引や米国金

表した。

融システム、すなわち米ドルを利用した取引システ

安保理決議1929号は、イランの核拡散活動におい
て重要な役割を果たすとみられる革命防衛隊を主な

ムから排除されることになり、実質的な抑止効果は
きわめて高い。

制裁対象とし、核兵器運搬能力をもつ弾道ミサイル

CISADAの金融取引に関する制裁規定のうち、外

関連のイランのあらゆる活動を初めて禁止した。ま

国金融機関に直接関係するものは次のとおりである。

た、イランが核やミサイル拡散促進のための資金調

①外国金融機関が、イラン政府や革命防衛隊、中銀

達ができないよう、同国の国際金融システムの利用

を含むイランの金融機関による大量破壊兵器・資

能力を厳しく制限した。さらには、イランのエネル

金洗浄・テロ支援を助ける活動を、それと知りつ

ギーセクターからの収入と核開発活動の資金の間に

つ行う場合、米国内における口座の開設・維持を

潜在的なつながりがあることを、初めて正式に表明

禁止または制限する。ただし、財務長官が国益上

した。これらの規定を受けて、各国・地域の追加制

必要であると判断し、議会に報告すれば、この規

裁措置は、イランの核開発活動への資金の流れを止

定の適用を回避することができる。

めるために同国との金融取引やイラン金融機関の活

②大統領は、イランの石油資源開発や石油製品生産、

動を制限するとともに、エネルギーセクターでのイ

イランへの石油製品の輸出等に一定以上貢献する

ランおよび外国企業の活動を従来以上に広範かつ厳

外国輸出信用機関の活動につき、CISADA施行後

しく制限する内容となった。

90日以内に議会に報告しなければならない。また、
当該輸出信用機関の米輸銀との協融案件について

（2）金融取引に関する制裁（図表１参照）

も、大統領が議会に報告義務を負う。

2010年以前のイランとの金融取引に関する制裁と

これらの条項の運用については、大統領から財務

しては、米財務省外国資産管理局（Office of For-

省（OFAC）に権限が委任されており、同省は2010

eign Asset Control、OFAC）による特定の機関や

年８月16日に実施規則の通達を出している。
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図表１

金融取引に関する制裁項目
安保理決議1929号

米CISADA

EU

日本

保険や再保険を含む金融サー
ビス、資金移転につき、核拡
散につながる行動や核兵器運
搬手段の開発に貢献する可能
性があると信じるに足る合理
的な根拠がある場合、禁止を
要請。

国内金融機関が、革命防衛隊
の、または同隊を利するよう
な取引を悪意で行うことを禁
止。

4 万ユーロを超える対イラン
資金移転は当局の事前許可が
必要。1 万ユーロを超える資
金移転は当局への報告が必要。

イランの核活動等に寄与し得
る銀行（指定 17 行）との取
引を許可制とし、コルレス関
係を停止。新規コルレス契約
締結抑制を要請。

加盟国金融機関のイラン国内
にある支店等の資金移転につ
き、より強い監視を要請。

金融機関に対しイランとの間
の資金移転に関する月次報告
を義務づけ。金融機関への集
中検査実施。

中長期の輸出金融・保証・保
険の供与禁止、短期について
は抑制を要請。

輸出信用：2 年超は新規供与
せず。短期は厳格な審査のも
と、条件付き対応。

自国・加盟国の
金融機関の活動
に対する制限

イラン政府やイラン機関に対
する保険や再保険の供与を禁
止。
イランの石油・ガスセクター
の精製、LNG、探鉱、生産部
門で活動する企業またはイラ
ン国外において同部門で活動
するイラン企業に対する信用
供与を禁止。

イラン金融機関
の活動に対する
制限

上述と同条件で、イランの銀
行による新規支店・子会社・
駐在員事務所の開設、合弁設
立、所有権取得、取引関係維
持の禁止を要請。

他国を含む金融
機関の活動に対
する制限

イランの銀行による EU 域内
での、また、EU の銀行によ
るイラン域内での支店等の新
設を禁止。

イラン金融機関による日本で
の支店・子会社設立、日本の
金融機関によるイランでの支
店・子会社設立の申請は却下。

イラン金融機関の資金移転に
つき、より強い監視を要請。
外国金融機関が、イラン政府
や革命防衛隊、中銀を含むイ
ランの金融機関によるWMD・
資金洗浄・テロ支援を助ける
活動を悪意で行う場合、米国
内における口座の開設・維持
を禁止または制限。
イランの石油資源開発や石油
製品生産、イランへの石油製
品の輸出等に一定以上貢献す
る外国輸出信用機関の活動に
つき、法施行後 90 日以内に
大統領が議会に報告義務。同
輸出信用機関の米輸銀との協
融案件につき、大統領が議会
に報告義務。

出所：各制裁に関する公式文書

EU制裁は、対イラン資金移転について４万ユーロ

る保険や再保険の供与、イランの石油・ガスセクタ

を超える場合には当局の事前許可が、１万ユーロを

ーで活動する企業やイラン国外の同部門で活動する

超える場合には当局への報告が必要であるとしてい

イラン企業に対する信用供与は禁止された。これら

る。当局による事前許可は４週間以内に与えること

の措置は、後述するエネルギーセクターにおけるEU

とされているが、逆にいえば、４週間は待たされる

制裁と相まって、これまでのEUとイランとの経済的

可能性があるということであり、送金の機動性は大

つながりの強さに鑑みると、米国の制裁とはまた違

きくそがれることになる。また、短期の輸出金融・

った意味で非常にインパクトの強い内容といえる。

保証・保険の供与は抑制を要請され、中長期の輸出

日本は、2010年８月３日に国連決議の付随的措置

金融・保証・保険の供与、イラン政府や機関に対す

として日本独自の措置をとることを閣議了解し、同
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９月３日にその具体的措置についての閣議了解を行

対しても、米政府が「民間セクターの自発的な行動

った。その内容は、①イランの核活動等に寄与し得

が政府による手段の効果を大きくし、制裁に同調し

る銀行（指定17行）との取引を許可制とし、コルレ

ないことは企業のレピュテーションリスクにかかわ

ス関係を停止する、②新規コルレス契約締結の抑制

る」とのロジックで、財務省を中心に精力的な働き

を要請し、金融機関に対しイランとの間の資金移転

かけを行っている注２。

に関する月次報告を義務づける、③２年超の輸出信
用は新規供与せず、短期の輸出信用は厳格な審査の
もと、条件付きで対応する、等である。米国やEUの
制裁と異なり、企業活動について直接「禁止」を求め
る文言はないが、当局の対応の変更を告知し、企業に

注１：安保理決議1929号採択以降、OFACによって制裁指定を受けた金
融機関には、イラン郵便銀行（2010年６月16日）と欧州イラン商
業銀行（2010年９月７日）がある。
注２：2010年６月22日上院外交委員会でのレビー財務次官（テロ金融情
報担当）証言、同７月29日下院公聴会でのグレイザー財務省テロ資
金／金融犯罪担当次官補の証言等を参照。

頻繁な報告を義務づけること等により、事実上、従来
同様のビジネスの継続を難しくさせる内容である。
日本に続いて制裁措置を発表した韓国は、革命防

（3）エネルギーセクターでの
活動に関する制裁（図表２参照）

衛隊やメッラト銀行等、イランの102機関と個人24名

2010年以前のイランのエネルギーセクターにおけ

を制裁対象とし、韓国国内のメッラト銀行のすべて

る活動に関する制裁としては、米国が1996年に制定

の外貨取引を禁止した。制裁対象でない部門との金

したイラン制裁法（Iran Sanctions Act、ISA）が

融取引についても、４万ユーロ相当以上は政府の許可

あるのみであった。CISADAは、このISAの修正と

を必要とし、１万ユーロ相当以上は政府への報告を義

金融制裁等の新規制裁項目から成り立つ法律であり、

務づけるなど、EU制裁に準じた内容となっている。

エネルギーセクターの活動に関して旧ISAと異なる

このほか、個別の制裁実施を発表していない国に

図表２

主な点は、次のとおりである。

エネルギーセクターでの活動に関する制裁項目
安保理決議1929号

企業に対する禁
止・制限

米CISADA

EU

日本

イランの石油資源開発能力を
直接に著しく高めるような
2000 万ドル以上または 1 回
500 万ドルで継続する 12 カ
月以内の合計 2000 万ドル以
上の投資を禁止。

イラン国内で用いられる、ま
たはイラン企業が石油・ガス
セクターの精製、LNG、探鉱、
生産部門で用いる主要機器や
技術の販売・提供・移転およ
び EU 籍船舶や航空機の使用
を禁止。これに関する融資や
資金支援を禁止。

石油・ガスの探鉱開発、精製
能力増強等の新規プロジェク
トおよび関連大型取引につき
厳に慎重な対応を求める。既
存契約に基づく取引にも十分
な注意を要請。

イランの石油製品生産に関す
る 100 万ドル以上または継続
する 12 カ月間の合計 500 万
ドル以上の機器・サービス
制裁規定はないが、前文で、（金融を含む）・技術・情報の
エネルギーセクターからの収 提供を禁止。
入が核開発活動の資金となる
潜在的な結びつきに留意して イランに対する 100 万ドル以
上または 12 カ月間の合計
いることを表明。
500 万ドル以上の石油製品の
輸出を禁止。

政府による措置

大統領は議会に対し、法施行
から 90 日以内に、2006 年初
〜法施行日 60 日後のイラン
のエネルギーセクターへの投
資につき報告義務。180 日ご
とに更新。

上述部門で活動する企業の買
収や参加の拡大、合弁設立等
を禁止。

石油・ガス分野における新規
投資は、輸出信用措置の実施
により実質停止。

イランのエネルギーセクター
への投資者および投資者に融
資する機関の株売却を促進す
るような手続きの制定。
出所：各制裁に関する公式文書
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①石油資源開発に関する制裁発動のトリガーを従来

りながら行わないことについて、信頼に足る保証を

の半額とした（2000万ドル以上あるいは１回500万

大統領が得た場合、には調査を開始しないか、途中

ドル以上で連続12カ月以内に合計2000万ドル以

でやめてもよいこととなっている。しかし、その場

上）
。

合でも大統領の議会に対する書面による証明が必要

②「石油資源」に、原油、石油製品、LNG、天然ガ
ス、原油またはLNGタンカー、パイプライン建設

とされる。
EU制裁は、イラン石油・ガスセクターの精製、

やその維持に使われる製品を含むと再定義した。

LNG、探鉱、生産部門で用いる主要機器や技術の販

③イランによる石油製品獲得能力、すなわち、イラ

売・提供・移転およびEU籍船舶や航空機の使用、ま

ンへの石油製品輸出に関し、投資、機器・技術・

た、これに関する融資や資金支援を禁止している。

情報・金融サービスの提供を禁止した。

イランのエネルギーセクターにおいて欧州企業の機

④大統領に対し、外資によるイランエネルギーセク

器や技術が果たしてきた役割を考えると、これらが

ターにおける投資実態を定期的に議会に報告する

禁止される影響は大きい。CISADAと比較すると、

義務を課した。

EU制裁にはイランへの石油製品輸出やそれに付随す
る活動を禁止する項目はないが、実際には既述の金

CISADAのエネルギーセクターに関連する条項に
ついては、国務省が運用の権限を委任されている。
国務省は外交上の利益を重んじる組織であるため、

融取引規制がネックとなり、石油製品輸出もしにく
い状況である。
日本の制裁措置は、①石油・ガスの探鉱開発、精

米国の貿易パートナーの利益を損なうような措置を

製能力増強等の新規プロジェクトおよび関連大型取

とって米国との協調関係に支障を来すような事態は

引については「厳に慎重な対応を求める」
、②既存契

望まないともいわれる。

約に基づく取引にも「十分な注意を要請する」等、

しかし、CISADAの適用免除は、①国益上必要で

エネルギーセクターの活動に関しても、金融取引と

ある場合、②その活動を行う企業が所属する国がイ

同様に企業に対して直接「禁止」を求める文言をも

ランの核兵器等の取得を阻害するための米国による

たない。石油・ガス分野への新規投資も、輸出信用

多国間協力に緊密に協力しており、かつ適用免除が

措置の実施により実質停止というかたちの規制であ

国益上死活的である場合、に限られており、いずれ

る注３。しかし、実態としては、既存契約分を含め、

も大統領がその判断の正当性について議会に証明し

従来同様のビジネスの継続を難しくする内容といえ

なければならないため、旧ISAに比べるとハードル

よう。

が相当に高い。
制裁の適用免除を認めるか否かの判断が議会に委

注３：韓国の制裁は、イランの石油・ガスセクターへの新規の投資と技術
供与を直接に禁止している。

ねられているうえに、CISADAでは同法に抵触する
おそれのある外国企業の活動について、大統領が調
査を行い議会に報告しなければならない。その意味
で、2010年11月の中間選挙の結果、野党である共和

2. 制裁の影響とみられる
ビジネス界の動き

党が議席数を大きく伸ばし、下院では多数議席を占
めるようになったことは、CISADAに規定される活
動に対して行政府が制裁を科さないことの政治的な
コストをいっそう高めたといえる。

（1）外資による対イランビジネス撤退・
縮小事例
2010年の一連の制裁の影響とみられるビジネス界

この大統領による調査に関しては「スペシャル・

の動きは、それらの制裁の決定にやや先んじて、米

ルール」が存在し、①その企業がすでにその活動に

国が核開発問題における対イラン外交の軸足を対話

携わっていないか、その活動の停止に向けて意味の

から制裁に移した2010年初あたりから目立ってきた。

ある取り組みを開始したことが証明された場合、②

①金融取引

その企業が将来的に同法に抵触する活動をそれと知
6
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図表３

対イラン信用供与残高の推移（所在地ベース）

（百万ドル）
25,000

その他
スペイン

20,000

日

本

スウェーデン
オーストリア

15,000

スイス
オランダ

10,000

英

国

ベルギー

5,000

イタリア
0
2006 07
12 3

07
6

07
9

07
12

08
3

08
6

08
9

注：同行ヘの報告を行っている銀行についてのデータ。
出所：国際決済銀行四季報各号

供与が行われなくなってきている。国際決済銀行に
注４

報告を行っている銀行 の対イラン信用供与残高は、
EUがメッリ銀行の資産凍結やイランに対する公的資
金支援の新規供与を禁止した2008年に一度大きな減
少を示したが、2010年６月末にまた一段と減少して
いる（図表３）
。バーンズ米国務次官は、2010年12月

08
12

09
3

09
6

09
9

09
12

10
3

︵
10 年
6 月
︶

ドイツ
フランス

マカオ、マレーシア、メキシコ、蘭領アンティル、ノルウェー、パ
ナマ、ポルトガル、シンガポール、南アフリカ、スペイン、トルコ
所在の銀行。
注５：1974年に設立された南西アジア域内取引に関する決済を各国中央
銀行間で行う組織。現在の参加国は、バングラデシュ、ブータン、
インド、イラン、モルディブ、ミャンマー、パキスタン、スリラン
カ、ネパールの９カ国。
注６：2010年９月５日付、AFP通信。

１日に開かれた米下院外交委員会で主要な銀行がイ
ランビジネスから撤退していると証言し、香港上海
銀行やドイツ銀行の名をあげた。保険会社について

②石油天然ガス上流投資
エネルギーセクターへの投資も、撤退のニュース

も、ドイツのアリアンツ保険、ハノーバー再保険、

が目立つ。2010年に入ってからは、３月に、米コノ

ミュンヘン再保険の各社と英国のロイズ保険会社が、

コ・フィリップスが20％の株主となっているロシア

2010年２月に相次いでイランとのビジネスの縮小方

のルクオイルが、権益を保有するイラン油田鉱区の

針を発表した。

開発断念を発表した。同年９月末には、米国務省が、

国際決済銀行によれば、トルコや台湾からイラン

ロイヤル・ダッチ・シェル（英／蘭）
、スタットオイ

への信用供与残高は、2010年３月末から６月末まで

ルヒドロ（ノルウェー）、ENI（伊）、トタル（仏）

の間に増加しており、すべての金融機関が欧米の動

の欧州４企業がすでにCISADAに抵触するようなイ

きに同調しているわけではない。一方、インド中央

ランのエネルギーセクターにおける活動を停止した

銀行は、同年12月、イランからの原油や天然ガスの

か、今後行わないことが証明されたとし、CISADA

輸入に対する支払いを含むすべての口座取引につき、

の「スペシャル・ルール」
（前節参照）を適用したと

注５

今後はアジア清算同盟 による決済を行わないこと

発表した。この間、スペインのレプソルも、サウス

を表明した。イランと深い経済関係をもつドバイで

パースガス田の第13、14フェーズでイラン側が示し

も、ほとんどの銀行がイランとの資金取引に関する

た期限までに最終投資判断を行わず、交渉が凍結さ

厳しい監視を嫌い、同国への送金を停止していると

れた。さらに10月には、日本の国際石油開発帝石

注６

伝えられている 。

（INPEX）もアザデガン油田開発プロジェクトから
の撤退を表明し、CISADAの「スペシャル・ルール」

注４：G10諸国、オーストラリア、オーストリア、バハマ、バーレーン、
バーミューダ、ブラジル、ケイマン諸島、チリ、台湾、キプロス、
デンマーク、フィンランド、ギリシャ、ガーンジー島、香港、イン
ド、アイルランド、マン島、ジャージー島、韓国、ルクセンブルク、

適用の対象となった。
一方、欧州企業の撤退の動きをチャンスとみて参
入しているアジア等の企業も、技術や資金の制約に
2011.3
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より、着工してもなかなか作業を進められないよう

イダーが軒並み供給停止や延期、停止の検討を発表

である。たとえば、CNOOC（中国）やSKS Ven-

している。一方、米国会計検査院GAOは、2010年９

tures（マレーシア）は、2008年にノースパース、ゴ

月のレポートの中で、2009年初から2010年６月末ま

ルシャン、フェルドゥーシの各ガス田開発、その産

でにイランに対して石油製品の供給実績があり、か

ガスを使うLNG工場の建設を受注したが、これらの

つ今後の供給停止に関する表明がない企業として、

作業は契約２年後の2010年秋までほとんど進まなか

中国国営石油公社（CNPC）
、シノペック子会社中国

った。開発費用がかさんだうえに、LNG工場建設の

聯合公司（UNIPEC）
、振華石油という中国企業３社

ための技術が欧米企業から提供されなかったことが、

と、UAE国営石油公社、Hin Leong（興隆）トレー

遅延の理由とされている。また、トタルの投資見送

ディング（シンガポール）をあげている注９。

りが決まった後、2009年６月にサウスパースガス田

ロシアや中国は、国連の制裁決議には賛成したも

第11フェーズの開発に合意したCNPC（中国）も、

のの、それに続く各国による一連の制裁措置につい

本契約は未締結のままである。

ては強く非難している。しかし、両国の対イランビ

制裁の影響を受けて紆余曲折するプロジェクトの

ジネス動向には差があり、中国企業がエネルギー以

ひとつの典型例に、サウスパースガス田の第12フェ

外の分野、たとえばLNGタンカーの建設や鉄道網建

ーズがある。同プロジェクトは、制裁が本格化する

設等のプロジェクトでも新規に関係を深める動きが

前から交渉が始められており、2007年５月、イラン

目立つのに対し、ロシア企業は、ブシェール原子力

側のコントラクターPetroparsがオーストリアの

発電所建設等の既存契約に基づくプロジェクトは履

OMVに上・中流開発権益の20％を付与することで基

行しているが、新たにイラン市場に参入する動きは

本合意が成立した。しかし、その後OMVが開発に着

みせていない。ただし、中国企業が契約したエネル

手する動きはなく、2009年に同社は事実上撤退した。

ギーセクターのプロジェクトも、制裁の影響で必要

そこで、Petroparsは、アンゴラのSonangol、ベネ

な機器や技術の確保に苦労し、実際の作業は遅れて

ズエラ、そしてインドのONGC VideshおよびHin-

いるようである。

dujaグループと交渉を進めた。2009年12月、イラン
国営石油公社の100％子会社NICOは、Sonangolとイ
ンドの２社が20％ずつ合計60％を、残り40％をNICO

注９：同月のイランの報道は、主なガソリン輸入先として、UAE、トル
コ、トルクメニスタン、オランダ、シンガポール、オマーン、サウ
ジアラビアをあげている（2010年９月８日付、ファルス通信）
。

が出資すると発表したが、インド２社の資金調達方
法が決まらないなか、2010年７月、自社の出資比率
注７

（2）イランが直面している問題

を80％に引き上げる旨、表明した 。しかしその後、

前項のような外資の反応を受け、イラン政府も制

NICOが米国務省からISAに基づく制裁指定を受け、

裁による打撃を真剣に受け止めつつあるようである。

注８

Sonangolは送金の問題に直面することとなった 。

最高指導者や大統領をはじめとするイラン政府や軍
（革命防衛隊）の要人は、2006年の安保理による第１

注７：イラン側がインドの２社に対して2011年１月までに最終決断を下
すよう警告したとの報道もあるが、２社側は最終決断の期限は課さ
れていないとし、インドの銀行が制裁のために融資に後ろ向きであ
り、資金調達の方法が決まらないとしている（2011年１月16付、
Jahan-e Sanat紙）
。
注８：2010年11月30日付、Jahan-e Sanat紙。

次対イラン制裁決議、あるいはそれ以前からの米国
による経済制裁に対し、事あるごとに効果がないと
主張し続けてきた。しかし、2010年６月の安保理決
議1929号採択後、多くの先進国が一斉に制裁措置を
発表すると、表面的には以前の主張を続けつつも、

③石油製品輸出

経済制裁のダメージ・コントロールに本格的に取り

石油製品輸出については、それまでイランに製品

組む姿勢をみせ始めた。そのことを示す動きとして、

を供給してきた主要企業 ―― Glencore（スイス）、

以前から政府内にあった「経済特別対策本部」に加

IPG（クウェート）
、ルクオイル（子会社）
（ロシア）
、

え、石油省内で「石油産業経済特別対策本部」
、商業

ペトロナス（マレーシア）
、リライアンス（インド）
、

省内で「政策対策ワーキンググループ」
、IMIDRO注10

Trafigura（スイス）
、Vitol（スイス）――等のトレ

内で「制裁無効化特別委員会」
、イラン商工会議所内
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で「経済制裁影響減少委員会」等の組織が次々につ

る注12 。また、生産品の転換は石油化学各社の輸出力

くられたことがあげられる。

を低下させる一方、国内市場での特定の石油化学製

制裁効果の十分なアセスメントは非常に困難では

品の不足を引き起こすともいわれている。いずれに

あるが、最も高いコストを被っているのは国際市場

しても、この対策は一時的な措置にすぎず、予想さ

（製品、金融、技術）に依存度の高い業種や企業、す

れる国内のガソリン消費量の増加分を供給するため

なわち、石油・ガス産業、貿易業や原材料を外国か

には、製油所のガソリン生産能力を高めなければな

らの輸入に依存している製造業等であろう。ただし、

らない。しかし、少なくとも製油所の新設は金融制

企業レベルでは、その規模や政治との関係等により、

裁のために大幅に遅れており注13 、イランのガソリン

制裁によるコスト上昇の負担能力やイラン政府によ

生産増強が計画通りに進行するかどうかには疑問が

る制裁迂回のための支援を受ける可能性が異なり、

残る。

影響の出方にも差が出るものと思われる。
注10：イラン鉱山および鉱山産業開発・革新機構（Iranian Mines &
Mining Industries Development & Renovation Organization）
。鉱物資源開発や金属産業に関する各種プロジェクトの調査、
準備、実施を担当する機関として、2000年に設立。

①石油・ガス産業

注11：2010年６月３日付、Pul紙。
注12：2009年11月18日付、Donya-ye Eqtesad紙。
注13：計画されている６つの製油所の新設資金は国内外の民間セクターか
ら調達することになっているが、イラン国営石油精製公社
（NIORDC）のゼイガミー社長は、民間からの融資がほとんどない
と述べている（2010年11月３日付、Jahan Sanat紙）
。

②製造業

イランは、経済の生命線である原油輸出能力を保

製造業では、ドル決済に対する制限とイランの大

持するために、その生産能力の増強が急務となって

手銀行に対する制裁の結果、信用状の開設が非常に

いる。石油省は、2005〜09年度に生産能力を440万

困難になっており、輸入企業、特に中小企業が現金

バレル／日まで増加させる目標を立てていたが、同

払いを求められるケースが多々生じている。現金の

期間に生産能力は伸びるどころか微減となった。そ

運搬手段といった現実的な問題もさることながら、

の最大の理由は、イランのカントリーリスクの上昇、

もともと資金力が乏しく、国内外の資金調達も厳し

経済制裁や米国の圧力等による大手エネルギー企業

くなっているイラン企業にとっては、輸入代金の現

のイランの油田開発事業への投資回避の姿勢にある。

金払いが大きな負担となり、経営に打撃を受けてい

石油省高官によると、2010年には９年前と比べて石

る。イラン国会の付属機関である国会研究センター

油・ガス田の開発費用が少なくとも２倍に膨らんだ

の報告によると、制裁対象ではない製品についても、

注11

とのことで

、イランが強いられている経済制裁の

コストを端的に示している。
石油製品の輸出禁止というCISADAによる制裁も、
イランに大きな影響をもたらしている。イランは、
１日当たりのガソリン消費量6800万リットルのうち

相手企業がイラン企業との取引関係が明るみに出る
ことを嫌い、原産地証明書や船積み前検査証明書を
発行しないことが多く、イラン企業が輸入を断念せ
ざるを得ないケースがあるとのことである注14。
輸入が困難な原材料に依存している製造業企業は、

約4000万リットルを国内生産し、不足分を輸入して

代替品の調達に伴うコスト増に加え、主な輸入先で

いる。米国による石油製品の禁輸という制裁実施に

あるEUによる輸出金融が中長期は禁止、短期も抑制

備え、イランは2009年秋から石油化学工場の製品を

ということで、輸入のための資金調達が困難になっ

ガソリンに切り替える実験を行い、2010年夏から本

ている。また、2008年３月の国連安保理制裁で軍民

格的に生産を開始していた。イラン政府は、たとえ

両用（dual use）の可能性のある技術・物資の輸出

ガソリンの輸入が全面的に停止しても自給が可能で

が禁止されて以降、グレーゾーンにある技術や物資

あると主張しているが、この石油化学工場でつくら

の輸入もできなくなっている。イランの基幹産業の

れたガソリンはオクタン価が低いのではないかとい

ひとつである自動車産業でも、二大メーカーのサイ

う質の問題や、輸入ガソリンより１トン当たりの生

パ（Saipa）とイランホドロ（Iran Khodro）が有望

産費用が50〜60ドル高いという弱点が指摘されてい

な新車投入の延期や利益の低下を余儀なくされたり、
2011.3
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外国企業との提携が難しくなったりといった影響を

ーゲットとした制裁から、イランを国際金融システ

受けている。2010年の一連の制裁強化は原材料の調

ムから孤立させ、イラン経済のかなめであるエネル

達を一段と難しくしているようで、最近の報道によ

ギーセクターの活動に大きな制約を課す2010年の一

ると、ペンキ製造企業やタイヤメーカー等が原材料

連の制裁は、前節でみたとおり、イラン政府高官ら

注15

不足に直面し、生産停止の危機に瀕している

。ま

た、イラン最大の製造業集積地帯であるテヘランの
工場の６割は、原材料の調達に深刻な問題を抱えて
注16

いるという 。

の発言とは裏腹にイラン経済全体にじわじわと影響
を広げつつある。
ただ、イラン当局から出されている経済統計は最
新のデータでも2010年半ばごろまでで、制裁の影響
を数字で語るには時期尚早である。貿易統計等も、

注14：国会研究センター「輸入業者に及んでいる制裁の悪影響をいくつか
取り除く方法」
、2008年７月。
注15：2010年10月９日付、Donya-ye Eqtesad紙。2010年10月10日付、
Jahan Sanat紙。
注16：2010年11月10日付、Jahan Sanat紙。

制裁前に貿易信用や保険が付された輸出入案件がな
くなり、純粋に制裁後の状況を示すデータが出てく
るには、いま少し時間を要する。そこで本節では、
イランの経済政策の基本となっている５カ年計画の
目標に比べた実績を検証しながら、イラン経済にお

③運輸産業

けるもともとの国内問題を指摘し、そのような素地

イラン最大手の海運会社IRISLは、2008年に米国

のうえに制裁が加わったことでどのような影響が表

に制裁対象企業として指定されたことに続き、カン

れつつあるのか、また今後表れてくるか、という視

トリーリスクの上昇や2010年中の制裁強化を受けて、

点で考察を行うこととしたい。

ロイズをはじめとする大手保険会社から船舶保険が
供与されないケースが増えている。そのため、イラ

（1）イラン経済の目標と実績概観

ンは急遽「モアッレム保険会社」を設立し、船舶保

イランの経済政策の基本方針といくつかの指標に

険制度を設けた。しかし、IRISLの船舶購入のため

関する目標は、５年ごとに策定される５カ年計画に

に資金を融資した欧州の銀行はこの保険を認めず、

よって示されている。2010年度からは第５次計画期

2011年１月、シンガポールと香港にイラン籍船舶の

間に入っているはずであったが、同計画は審議の遅

差し押さえを申し立てた。そして、これとほぼ同時

れにより2011年度からの施行とされた注17。2005〜09

に、米財務省（OFAC）は、この保険会社とIRISL

年度を対象とした第４次５カ年計画は、2000年代前

が香港で設立した海運会社を制裁対象に指定した。

半にハタミ政権のもとで進められた自由化に向けた

一方、イランのナショナルフラッグであるHOMA

経済構造改革をさらに進め、高い経済成長を維持す

航空は、長年、米国から飛行機の機体と部品の販売

ることによって労働力需要の拡大を図る方針で、期

禁止の措置を受けてきたうえに、最近の石油製品禁

間中の平均失業率8.4％、インフレ率は１桁台に引き

輸の影響の結果、欧州のいくつかの空港でガソリン

下げる等の目標を掲げていた（図表４）
。しかし、同

の提供を拒否され、飛行を続けるために膨大なコス

計画期間中、特に前半は油価高騰の恩恵を大きく受

トを強いられている。

けたにもかかわらず、多くの項目において実績は目
標に届かなかった（図表５）
。

3. イランマクロ経済への制裁の影響
注17：イランの年度は、西洋暦３月21日（４年に一度は20日）から始ま
る１年間。

制裁の最終的な目的は、国民生活へのダメージを
最小限に抑えつつイラン経済に圧力を加えると同時
に、その核開発活動につながる資金の流れを絶つこ
とによってイランを交渉のテーブルに着かせ、核開

（2）物価と雇用の動向
インフレ抑制と失業の削減は、イラン経済の長年

発問題を外交によって解決することにある。しかし、

にわたる主要課題である。各種の補助金によりエネ

従来のように核開発活動に関連する組織や個人をタ

ルギー製品や基礎生活物資の小売価格を抑えている
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図表４

第４次５カ年計画におけるマクロ経済指標の目標
年度

2005

実質 GDP
総固定資本形成
総消費支出
インフレ率（CPI）
流動性（M2）
非石油輸出額
輸入額
失業率

7.1
11.3
4.8
14.6
24.0
10.7
5.0

2006
7.4
11.0
5.5
11.5
22.0
10.7
6.5

2007

（前年度比、単位：％）

2008

7.8
11.7
5.9
9.1
20.0
10.7
6.2

8.4
12.9
6.4
7.9
18.0
10.7
8.9

2009
9.3
14.1
7.4
6.8
16.2
10.7
6.6
8.4

期間平均
8.0
12.2
6.0
9.9
20.0
10.7
6.6

出所：イラン中央銀行「エコノミック・トレンド」2010年度第１四半期号より抜粋

図表５

第４次五カ年計画期間中の実績
年度

2005

実質 GDP
総固定資本形成
総消費支出
インフレ率（CPI）
流動性（M2）
非石油輸出額
輸入額
失業率

6.9
8.7
13.7
12.1
34.3
42.0
13.6
12.1

2006
6.6
3.0
6.0
13.6
39.4
32.5
15.0
12.1

（前年度比、単位：％）

2007

2008

6.7
6.6
4.2
18.4
27.7
13.6
16.8
10.6

2.3
n.a.
n.a.
25.4
15.9
16.2
17.7
9.8

2009

期間平均

（注）

1.8
n.a.
n.a.
10.8
23.9
13.9
-2.8
9.5

28.0
23.1
11.8

注：IMF推定。
出所：イラン中央銀行「エコノミック・トレンド」各号、IMF「イラン 2009 年４条コンサルテーションレポート」2010
年３月

にもかかわらず、政府部門が経済を主導し、拡張的

上昇であった。この補助金改革とほぼタイミングを

な財政金融政策がとられやすい傾向の中で、インフ

同じくして経済・金融制裁が強化されたことで、輸

レ率（CPI）は1970年代からほぼ一貫して２桁台を

入代替ルートの検討に伴うコスト増、保険料率の上

続けてきた。失業に関しても、イラン・イラク戦争

昇等の要因により、物価上昇圧力はさらに強まるも

当時の80年代前半にベビーブームが起こり、その世

のと思われる。

代が一気に就業年齢を迎えているのに対して雇用創

失業率（現在のイランの統計では、１週間に１時

出が追いつかず、若年層を中心に高い失業率を生み

間以上働いているか、一時的な離職者は雇用者とみ

出しているという特有の事情がある。

なされる）は2005年度から低下傾向にあり、2009年

インフレ率は、2009年度に目標の１桁台近くまで

度末には9.5％まで下がったが、2010年度に入って大

低下したが、2010年度は、2010年１月に成立した

きく上昇に転じ、第２四半期には14.6％となった。イ

「補助金目的化法」に基づく補助金削減（同年10月か

ラン統計センターによれば、なかでも若年層（15〜

ら段階的実施、12月に正式開始）が圧力となり、上

24歳）の失業率が29.6％と非常に高くなっている。

昇に転じることが予想される。2010年度の最初の７

イランの国営通信社PressTVは、この失業率上昇の

カ月間のCPIは、前年度同期比12.5％増であった。イ

背景について「最近の旱魃と大学卒業生の増加が一

ラン中央銀行総裁は、補助金改革によって最大15％

因」と報じているが、生産年齢人口の高学歴化と国

のインフレを招く可能性があると指摘したが、
「補助

内就業機会のミスマッチに加え、全体的に雇用機会

金目的化法」がターゲットとしている品目はCPIバス

が不足していることは否めないだろう。これには、

ケットの20％程度を占めており、それぞれが市場価

補助金改革によるコスト増およびそれを販売価格に

格に近い価格を実現するとなると、さらに高いイン

十分転嫁できないことによる企業収益の低下、制裁

フレ率を招く可能性が高い。ちなみに、生活実感と

による事業機会の縮小や喪失といった要因が影響し

して物価上昇が最も認識されやすい食料品の価格は、

ているものと推察される。

2010年度の最初の７カ月間で前年度同期比19.1％の
2011.3
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（3）国際収支の動向

出が大きく伸びていくかといえば、展望は必ずしも

イラン政府は、経済の石油依存度を少しでも低く

明るくなさそうである。

し、油価に左右されない経済構造を実現するため、

まず、石油輸出について、その大宗を占める原油

20年前の第１次５カ年計画の策定当時から、非石油

については生産量が減少傾向にあり、イランでは原

製品の輸出促進を優先的な政策課題としてきた。過

油は輸出財との位置づけであるにもかかわらず、生

去10年間の実績をみると、2008年度までは輸出総額

産量に占める輸出量の割合が2005年度の65.5％から

に占める石油（および天然ガス）輸出額の割合が

2010年度第１四半期には56.7％まで大きく低下した

80％強程度で推移して多様化に成功していないが、

（図表７）
。イラン政府は国内エネルギー消費の天然

2009年度は油価が急落して石油輸出額も大きく落ち

ガスシフトを図っているが、その天然ガス生産も前

込むなか、非石油製品の輸出額は対前年度比13％増

節で述べたようにプロジェクトが思うように進んで

加し輸出の石油依存度を75.6％にまで押し下げてい

いないため、原油の国内需要を減らせないことが、

る（図表６）
。

この比率低下の背景にあるものと推察される。イラ

しかし、今後油価が回復すれば石油輸出も伸び、

ンの原油埋蔵量の80％は1965年以前に発見された古

一方、非石油製品輸出も増加を続けて、イランの輸

図表６

い油田で、かつ、その75％はすでに生産されている

石油と非石油製品の輸出額推移

（億ドル）
1,200

（％、ドル／バレル）
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石油輸出額比率（％、右目盛り）
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2006
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0
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（年）

石油輸出額（左目盛り）
イラニアンヘビー価格（ドル／バレル、右目盛り）

出所：イラン中央銀行「エコノミック・トレンド」各号、米エネルギー省情報局

図表７

原油生産量と輸出比率の推移

（千バレル／日）
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出所：イラン中央銀行「エコノミック・トレンド」各号
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といわれており、生産の維持や増産には新規探鉱・
注18

開発を含めた投資が必要であるが

り流入減少、投資収益の本国送金減以外は政治リス

、2010年６月以

クを嫌う資本逃避等で流出増加となり、全体として

降に制裁が強化されたことで、必要な投資や機器類

外貨準備高は減少傾向が続くだろう。イラン政府は

の調達がいっそう難しくなっている。

外貨準備高を公表していないが、IMFの推定では

非石油製品の輸出に関しては、全体に通じる問題

2008年度末時点で796億ドルとされる。対外的な金融

として、補助金改革によるコスト競争力の低下、金

取引が制裁によって厳しく抑えられるなか、外貨準

融制裁やイラン企業の多くが使っているIRISLの制

備を放出する手段も限られており、短期的に支払い

裁指定等による資金や物品の調達難といった状況の

能力の問題が（実際に送金できるかは別として）生

悪化がある。また、非石油製品の中で代表的な輸出

じる可能性は低い。

品である石油化学品は、従来、原料価格が補助金に
よって安く抑えられていたが、その補助金が削られ
れば、輸出競争力が大きく損なわれると思われる。
ガソリン禁輸制裁への対応として石油化学プラント

注18：Fareed Mohamedi, Iran Primer: The Oil and Gas Industry,
United States Institute of Peace, 26 Oct 2010.
注19：第５次５カ年計画では、最終年度までに非石油製品の輸出を1110
億ドルと、2009年度実績の５倍以上にすることを目標にしている。
注20：2010年８月24日付、Donya-ye Eqtesad紙。

の製造プロセス転換によってガソリン生産を増強す
るという緊急プランが実施に移されたことにより、

（4）経済成長力

生産量も低下している。他の輸出産業においても、
今後、イランの通貨リアルの為替相場がかなり安く

以上を総合的に勘案し、さらに財政、金融部門の

ならない限り、コスト高を吸収することはできず、

影響も考えに入れると、油価の下落により2008、

注19

競争力低下につながるものと考えられる 。

2009年度と成長率が低迷したイラン経済の成長力は、

イランの国際収支は、貿易収支の黒字がサービス

油価が回復しただけでは2007年度までのような実績

収支の赤字を大きく上回って経常黒字を続けてきた

をあげることは難しいのではないかと予想される。

が、制裁下では観光や運輸等のサービス収入も減少

これまで述べてきたことと重複するので詳しい説明

することが予想される（図表８）
。制裁強化を受けて、

は省略するが、下にGDPを構成する主な項目と制裁

バフマニー中央銀行総裁は、外貨準備高を現在の水

および国内政策要因の因果関係の大枠を示した（図

準に保持するために輸入を抑える必要があると発言

表９）
。

注20

したが

、消費者と企業の需要を考えると輸入を抑

金融部門については、もともと国内政策要因によ

制することは困難だと思われる。他方、原油の高騰

る銀行の収益性の低さや不良債権の多さが問題とな

基調は続けば、今年度の貿易収支の黒字幅は昨年よ

っており、ほとんどの銀行が資本不足に陥っている。

りも増加すると予想できる。

政府や中央銀行は公的資金の投入による各行の資本

資本収支は、金融やエネルギー投資への制裁によ

図表８

増強を図っているが、国会は、資本増強の必要性は

国際収支の推移
輸出

輸入

（単位：百万ドル）

貿易収支

サービス
収支

移転収支

経常収支

外貨準備
資本収支 残高変化

2005
2006
2007
2008
2009

64,525
76,190
97,668
100,572
87,534

43,381
49,876
58,240
68,533
66,598

21,143
26,204
39,428
32,039
20,936

-6,240
-6,101
-7,499
-8,837
-11,078

496
482
642
785
424

15,400
20,585
32,571
23,987
10,282

-184
-4,383
-14,165
-9,596
-13,529

14,574
11,384
15,246
8,229
-7,268

2009 Q1
2009 Q2
2009 Q3
2009 Q4
2010 Q1

17,972
40,494
63,473
87,534
25,256

13,863
29,636
47,437
66,598
16,251

4,110
10,859
16,037
20,936
9,005

-3,164
-6,070
-8,095
-11,078
-3,038

123
267
372
424
146

1,070
5,056
8,314
10,282
6,112

-6,045
-8,312
-12,619
-13,529
-6,086

-5,369
-6,386
-9,179
-7,268
1,109

出所：図表５に同じ
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図表９

イランの経済成長力に影響する諸要因
個人

失業

収入減

政策：
購買力低下
⇒

補助金改革

消費支出減

制裁：

政策：

金融（銀行）

銀行資産凍結
銀行業務制限

低貸出金利
融資割当
→ 不良債権

収益悪化
貸出能力低下

企業

政府

資金調達力の低下

歳入不足
⇒

公共投資支出不十分

⇒

⇒

社会保障支出不十分

コスト競争力の低下
⇒

生産・投資縮小
輸出減少

制裁：
エネルギー上流投資禁止
石油製品輸出禁止

市場の縮小
出所：JOI作成

認めながらも、公的資金の投入は国営銀行民営化の

な問題に加え、2010年の一連の制裁が加わったこと

プロセスに逆行するとして反対している。このよう

により、人材の海外流出やインフラ整備の遅れが進

な状況に加え、安保理決議1929号とEUおよび日本の

めば、国内企業の生産性に影響し、たとえ制裁が解

制裁でテジャラート銀行を除くすべての国有商業銀

除されたとしてもすぐには強い成長力を取り戻せな

行が制裁対象となり、さらに業務環境が厳しくなっ

い注2 1 。補助金改革は、本質的には長期の経済成長力

た。

強化のために正しい方向性であろうが、実施が制裁

そして、銀行の融資能力低下のために、企業の生
産活動はさらに厳しくなっている。ほとんどの企業

と同時のタイミングになったことで、負の側面がク
ローズアップされてしまう結果となっている。

は資金不足のうえに多額の有利子負債を抱え、その
多くは賃金も支払えないほど深刻な状況に陥ってい
る。イラン政府は、2008年以降たびたび信用供与を
約束したが、財政事情から、結局、返済猶予の支援
しかできなかった。政府は補助金カットの結果、歳

注21：インフラ整備遅れの例として、テヘランと北部を結ぶ高速道路の建
設は、一部の区間建設を受注した中国企業が制裁により資金を調達
できていないため、進捗が大幅に遅れている。また、オマーン海に
面したチャーバハール港のメガポート建設事業の80％を受注してい
る革命防衛隊関連企業も、米国の制裁指定を受けているために資金
調達が難しく、建設作業が停滞している。

入が大幅に増えるとしているが、これらの企業を十
分に支援する資金を拠出できるだけの歳入を見込む

4. 核開発問題の展開見通し

のは厳しそうである。
このようにみると、第５次５カ年計画は、対象期

（1）イラン側の政策転換の可能性

間中の実質GDP成長率を第４次と同じ年平均８％

制裁は、イラン経済にはダメージを与えても、本

としているが、その実現については、現在の政治環

来の目的であるイランの核開発政策の転換には今の

境のもとでは懐疑的にならざるを得ない。さらに、

ところ奏功していないようである。2011年１月にイ

生産性も成長の重要な課題となろう。従来の国内的

スタンブールで行われた６カ国協議でイランが相変
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わらず非協力的な姿勢を貫いた事実からも、そのこ

この権力闘争は、核開発の戦略的な位置づけにお

とがうかがえる。しかし、イランのこのような強硬

ける見解の相違とも関係している。核開発と、それ

姿勢は、同国の指導層が経済制裁の影響を感じてい

によって強いられる負担・コストに関しては、大別

ないためでも、また、その影響を軽視しているため

して２つの考え方がある。政治および軍事エリート

でもない。2009年10月に行われた６カ国協議の結果、

の一部は、核開発とその延長線上にある核兵器製造

イランからの低濃縮ウランの国外移送とテヘラン研

能力の取得が、国家の安全保障あるいは地域におけ

究炉用の核燃料供給のスキームについて「ジュネー

るイランの中長期的な国益上必要であると考えてお

ブ合意」が成立したことや、2010年５月にトルコ、

り、そのためにたとえ一時的に高いコストを強いら

ブラジルとの３カ国で同テーマについての合意「テ

れても耐え忍ぶべきであると主張する注22 。実際には

ヘラン宣言」が発表されたことは、イランの政治エ

核開発の継続がイランの国益にすでに相当の損失を

リートの一部が、おそらく何よりも追加制裁を回避

与えていると考えられるが注23 、大半の政治エリート

するために一時的な妥協に応じる用意があったこと

は、まだ核開発の継続が安全保障上の利益と国益全

を示している。しかしその後、2010年12月のジュネ

体にかなっていると判断しているようである。反面、

ーブでの会議と2011年１月のイスタンブールでの会

核開発の継続の是非は、現実的な損得計算のうえに

議では、ほとんど進展がなかった。その理由は、ま

立って判断すべきであると考えるエリート層もいる

ずイランの国内事情に求めるべきである。

ものと思われる。しかし、ハメネイ最高指導者が前

第一に、イランが核問題を意図的に国家の威信と

者のグループの先頭に立っているため、後者は自ら

結びつけたことにより、いかなるかたちの妥協も、

の見解を公に主張することができないでいるのが現

体制支持層に対してはもちろん、世論を納得させに

状である。

くい状況にしている。イラン政府は、核問題の勃発

ただ、上述の前者のグループにとっても、核開発

以降、特に2005年のアハマディネジャード政権誕生

はあくまでも体制を保証するための手段であり、制

以後、国内世論に向けて、ウラン濃縮を中心とする

裁の結果、体制そのものが存亡の危機に直面すると

核開発は自国の絶対的な権利であり、中止すること

の認識が出てくれば、自らの立場を修正する可能性

はあり得ないと主張し続けてきた。この結果、この

がある。したがって、制裁による経済損失、すなわ

立場から後退することの政治的なコストは、今では

ち核開発継続のコストが目に見えて甚大になれば、

非常に高いものとなってしまっている。

政治および軍事エリートの間に態度を軟化すべきで

さらに、この問題がイランの政治エリートの権力

あるとの主張が強くなってくる可能性も十分に考え

闘争と綿密に絡んでいることが、イラン側の妥協を

られる。その点、イラン国内において革命防衛隊の

より難しくしている。イランの核開発における公式

経済活動が活発化し、特に最近、石油・天然ガス開

な政策決定主体は大統領を議長とする「国家最高安

発プロジェクトにも権益を増やしている状況は、制

全保障会議」であるが、実際には核開発は権力闘争

裁によって同隊が被る損害をより大きくし、これを

の道具となっている。イランは、ハタミ大統領時代

重要な権力基盤とする大統領や最高指導者に再考を

にウラン濃縮を一時停止し、IAEA追加議定書の受

促すには、皮肉にもプラスの材料かもしれない。

け入れを表明したことで、軍事攻撃を含む深刻な危
機を避けることができたが、保守系の政治家やメデ
ィアは、今でもこの妥協を材料に改革派を批判して
いる。2009年６月の大統領選後、改革派が政治権力
の座からすっかり排除された現在、保守派勢力内の
各グループは、たとえ核政策の転換を模索したとし
ても、国家の威信を傷つけ「外敵」と妥協した等の
レッテルを貼られることを恐れ、それを明確にいえ

注22：イランが経済制裁に「耐え忍ぶ」度合いを決めるのは、原油価格
（原油輸出収入）であるといえる。現在のように原油価格が比較的
高水準かつ上昇基調を続け、イランも原油輸出の能力を保持できれ
ば、
「耐え忍ぶ」度合いが高まることになろう。
注23：核開発の継続によってイランの中長期的な国益が損なわれた例とし
て、エネルギー分野では、欧州市場に天然ガスを輸出するナブッ
コ・パイプライン・プロジェクトへの参加が米国により阻止された
ことや、イラン主導で長年交渉が進められてきたイランからパキス
タンを経由してインドに至る天然ガスパイプランの建設構想が頓挫
（インドが不参加、パキスタンまでのみのルートが実現）したこと
等があげられる。

る環境にない。
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（2）国際社会の対応
制裁は所期の目的を達成できていない状況ではあ

今回のような対話を続けることは決して望んでいな
い。特に米国は、制裁の効果がより上がるように、

るが、欧米諸国は当面、2010年に強化した制裁を実

現在必ずしも制裁に同調的でない国々にも働きかけ

施し続けるだろう。欧州諸国は、もともとのイラン

を強めながら、イラン側の変化を待つ姿勢である。

との経済関係の強さや、核開発問題が表面化した当

制裁に同調的でない国の代表は中国であるが、上

初から英独仏３カ国がイランとの対話の窓口となっ

記の６カ国協議直前に行われた米中首脳会談の共同

てきたことから、以前は米国ほど制裁に乗り気でな

声明では、イラン核開発問題の平和的な解決に向け

かった。しかし、2009年６月のイラン大統領選後に

た両国の協力姿勢がうたわれた。中国は、問題の解

イラン国内で起きた抗議行動への当局の取り締まり

決手法については米欧と意見を異にしつつも、イラ

に対して人道的な観点から批判を強め、核開発問題

ンが核を保有することによる中東地域の不安定化は

に関しても、イランが2010年２月に20％濃縮ウラン

自国のエネルギー安全保障や経済的な利益の観点か

製造を開始したり、同９月に新たなウラン濃縮施設

らも望ましくなく、その点では利害をともにする。

建設計画を発表したりしたことを重大な懸念と受け

しかし、米議会は、上院の有力議員が「政府が中国

止め、厳しい姿勢をとるようになってきている。イ

企業に対して制裁を科さない場合には議会が動く」

ランの核開発活動の進展に伴い、イスラエルによる

と警告する書簡を大統領に送るなど、厳しい姿勢を

対イラン軍事攻撃の懸念がより強まったことも、欧

みせている。来たる３月末までには、CISADAの規

米が制裁を強化させた背景にあるものとみられる。

定に基づき、イランエネルギーセクターにおける外

制裁効果を見守る期限には、イランの核開発活動

資の活動状況を大統領が議会に報告することとなっ

の進展に関する認識が大きく関係する。この点につ

ており、その時点でまた米国の中国に対する働きか

き、技術的な観点から査察を担当する国連傘下の国

け方に関する議論も高まってこよう。

際原子力機関IAEAは、2010年以降の報告書でたび

2012年には安保理常任理事国５カ国のうち４カ国

たび、
「イランの核開発活動が完全に平和目的である

（米国、フランス、中国、ロシア）で大統領選挙や指

と確認するには、イランのIAEA査察に対する協力

導部交代が予定されており、その前の2011年は政治

が不十分」との見解を表明している。しかし、イラ

的に内向きになる可能性もある。しかし、イランが

ンのウラン濃縮活動については、最近、停滞を指摘

国際社会の動きをそのように計算し、真剣な協議を

する専門家も多い。たとえば、米国のシンクタンク

回避して現在のまま核開発活動を続ければ、
「次の一

科学・国際安全保障研究所（Institute for Science

手」
（軍事的手段は考慮外）までの時間は短縮される

and International Security、ISIS）は、2010年12

ことになろう注25。

（１月28日 記）

月の報告書で、2009年後半から2010年前半にかけて
ナタンズの濃縮プラントにある遠心分離器が多数壊
れた可能性があると指摘した注24 。また、イスラエル
の情報機関モサドの長官は、退任直後の2011年１月
に、
「国際社会が何もしないワーストケースでもイラ
ンが核兵器を保有するのは2015年以降」との見方を
示した。
とはいえ、決して楽観ムードが広がっているわけ
ではない。2011年１月の６カ国協議が成果なく終わ
った後も、欧米政府の高官は、まだ外交に時間が残
されていると発言したが、交渉の前段階で頓挫した
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注24：その理由としては、米国やイスラエルの情報機関が関与したとされ
るインターネットウイルスを使った攻撃による可能性を指摘してい
る。一方、ISIS長官は、
「もしイランがより進んだ遠心分離機を使
った隠れた濃縮施設を建設すれば、2012年か2013年に核兵器を製
造する準備が整う可能性もある」とも述べている（2011年１月19
日付、Tehran Bureau）
。
注25：イスタンブールでの６カ国協議の直前、クリントン米国務長官は、
米国内のテレビインタビューに答え、単独制裁を追加する可能性が
ある旨、発言している。また、同協議後、サルコジ仏大統領は、
「われわれは制裁を強化しなければならない」としつつ、フランス
はイランへの軍事攻撃についてはきわめて慎重な姿勢を崩していな
いと述べた。

