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はじめに
イランをめぐる情勢が緊迫してきた。2011年の特に
前半は「アラブの春」の展開に関心が集まり、イラン関
連の話題は目立たなくなっていた感があるが、その間も
米欧によるイランに対する制裁は次第に強化され、一方、

テヘラン市内北部（手前は建設中の金曜礼拝堂）

ンタムが一段と強まった。

イランによるウラン濃縮も着々と続けられていた。そし

特に米国は、イスラエルによるイラン核施設への軍事

て、同年11月にIAEAがイラン核開発活動の軍事的側面

攻撃を抑える意味もあり、次々に新たな制裁法を成立さ

の可能性を強調する報告書を発表すると、この問題への

せ、イラン中央銀行との取引や、イラン経済のかなめで

国際社会の関心が急速に再燃した。年末に、イランから

ある原油取引まで禁止している。EUは、かつてはイラ

の原油輸入の大幅削減を諸外国に求める制裁法が米国で

ン核開発問題に関する外交交渉をリードする役割を担っ

成立し、年明けには、EUもイラン産原油の禁輸を決定

てきたが、最近は米国寄りの姿勢を強め、イランとの経

した。ホルムズ海峡封鎖や軍事的な衝突の危険はもちろ

済関係という点で米国とは比較にならない実績があるも

ん、原油の安定調達の観点からも、日本国内でのこの問

のの、原油輸入禁止等、厳しい制裁措置の導入を決定し

題に関する関心が一気に高まっている。

ている。また、その他の「有志」の国々にも、石油天然

そこで本稿では、この１年、特に昨秋以降の制裁強化

ガス下流や石油化学セクター関連の取引等に制約を科す

の流れを紹介し、それがイラン経済に与える影響を軸に、

動きが広まっており、イランの対外経済取引に対する包

イラン国内政治の動向や国際関係の要素等も加味しなが

囲網が日増しに狭まっている。

ら、年内あたりを視野に核開発問題の展開に関する見通
しを述べることとしたい。

（1）米国の対イラン制裁
米政権は、2010年７月に発効させた対イラン包括制

1. 対イラン制裁強化の流れ

裁法（CISADA：Comprehensive Iran Sanctions And
Divestment Act）が非常に有用なツールであると認識

ウラン濃縮を進めるイランに対する国際社会の制裁

し、その適用により制裁の効果をあげることに注力し、

は、2010年６月に国連安保理が第４次制裁決議を採択

その効果を見守る間は新たな制裁立法は支持しないとの

して以降、特に強化されてきた。この決議は、
「有志」

立場をとってきた。しかし、10月の駐米サウジアラビ

が個別の制裁を実施するに当たっての法的な基礎を提供

ア大使暗殺計画の表面化、11月のIAEA報告書の発表に

した点に、重要な意味があった。さらに2011年10月か

より、国内の制裁強化の機運が一気に高まった。オバマ

ら11月にかけて、イラン革命防衛隊関係者の関与が疑

大統領は、
「米国はイランに対し最も厳しい制裁を科し、

われる駐米サウジアラビア大使暗殺計画の発覚、イラン

国際社会と協力して引き続き同国の孤立状態を深めさせ

の核開発活動が兵器開発目的である可能性を指摘した

る」と述べ、米財務省は、イラン中央銀行への経済制裁

IAEA報告書発表、在イラン英国大使館の襲撃といった

を検討していることを発表した。そして11月19日、大

出来事が続き、米欧を中心に、対イラン制裁強化のモメ

統領が行政命令13590号に署名し、イランの石油資源開
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発や石油化学セクターに対する財、サービス、技術供与

銀行の活動（核ミサイル能力の獲得やテロリズム支援を

に関する制約を厳しくする追加制裁措置を発表した。こ

促進していないか）に関する報告義務を負う旨の規定を

れらの禁止措置に「それと知りながら」違反した者に対

含む内容の法案（H.R.1905）が、下院外交委員会にお

しては、国務長官が、関連機関と相談しつつ、制裁措置

いて全会一致で可決された。この法案は、超党派の189

を発動する権限を有する。

名の議員がスポンサーとなって提出した、数あるイラン

また、この追加制裁措置の発表と同日、愛国者法

制裁関連法案の中でも有力なものである。

（Patriot Act）第311条に基づき、イラン中央銀行を含

ところが、11月下旬になると、2012年度国防授権法

むイランのすべての銀行セクターを、イランの銀行とビ

（NDAA：National Defense Authorization Act）にイ

ジネスを行う政府や金融機関に対する脅威と認定したこ

ラン制裁条項を盛り込むかたちでの審議がにわかに加速

とが、財務および国務長官から発表された。これにより、

してきた。この法案内容は米政権の立場と必ずしも一致

イランの銀行と取引を行う世界中の金融機関は、米国政

しなかったため、当初は大統領が拒否権を発動するとも

府によって、イランの核兵器開発やテロリズム支援に寄

みられていたが、最終的には適用除外条件をつける等の

与するリスクを冒しているとみなされることになった。

修正案に大統領が署名し、1 2 月3 1 日に発効した。

米政府は、他国の政府にもこれと同様の行動を起こすよ

NDAAは、イラン中央銀行を含むイランの金融機関と

う求めるとともに、イラン中央銀行に対する追加的な制

相当額の取引を実行・促進する外国の金融機関を米国金

裁を科す可能性についても言及している。また、この発

融システムから締め出す効果をもつ規定をおいている

表の席上、ガイトナー財務長官は、
「イラン政府が現在

（第1245条）
。イラン中央銀行が原油取引において中心

追求している危険な路線を放棄しない限り、われわれは、

的な役割を果たしていることから、原油取引に関する金

イランの体制に対して深刻な経済・金融上の結果をもた

融取引がターゲットとされている点が、これまでの制裁

らす、厳しく革新的な手段をとり続ける」と発言し、イ

にない特徴である。

ラン中央銀行に対する制裁以外にもさまざまな選択肢を
検討していることをうかがわせた。

また、本年１月、財務省外国資産管理局（OFAC：
Office of Foreign Asset Control）が、テジャラート銀

一方、議会での制裁法案審議も活発に行われた。11

行を世界中の全支店を含めてCISADAに基づく制裁の

月に入ると、イラン革命防衛隊が関与するイランとの原

対象とした。これにより、同行との相当額の取引を促進

油・天然ガス取引を制裁対象にするほか、金融制裁条項

したり、同行に相当額の金融サービスを提供したりする

の中に、国務長官と財務長官が議会に対してイラン中央

外国の金融機関は、米国金融機関とのコルレス口座や決
済口座の開設や維持を90日以内に

図表１
項

2011 年以降の米国の対イラン制裁動向
目

制裁内容

OFACによる ・イラン革命防衛隊関連、海運・航空関連等の企業を次々に制裁指定。
制裁指定
・銀行に対する制裁拡大：Bank Refah（民間銀行）、鉱工業銀行（国有
専門銀行）、テジャラート銀行（国有商業銀行）を追加。

禁止または厳格に制限されること
となった（図表１）
。

（2）EUの対イラン制裁
EUは、2011年10月の駐米サウジ

国務省による ・イラン制裁法に基づく外国企業の制裁指定：ベラルーシ国営石油会社、
制裁指定
イランへの石油製品供給企業各社等を加え、合計13社に。

アラビア大使暗殺計画の発覚で一

立法、政令
措置等

当初は事件の真相究明までは慎重

法案審議

・行政命令13590号：イランの石油資源開発や石油化学セクターに対す
る制裁措置を規定。
・愛国者法第311条：イラン中央銀行を含むイランのすべての銀行セク
ターを脅威と認定し、取引への注意を喚起。
・2012年度国防授権法第1245条：イラン金融機関との取引を規制。イ
ラン中央銀行との取引、特に原油関連の取引をターゲットとする。
・H.R.1905：イラン革命防衛隊が関与する原油・天然ガス取引の禁止や、
イラン中央銀行の活動監視強化を含む内容。
・S.1048：イラン革命防衛隊関係人物・機関への制裁強化、およびイラ
ン国外でイランとのエネルギー合弁事業を行う外国企業への制裁を含む。

出所：米政府資料

気に制裁強化に傾く米国に対し、
に構えようとする姿勢をみせてい
たが、発覚から10日後には、事件
に関係したとされる人物５名の資
産凍結を決定した注１。11月のIAEA
報告書をめぐっては、特に英仏両
国が厳しい姿勢を打ち出した。
英国財務省は、上述の報告書を
議論したIAEA理事会決議が出た
2012.3
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直後に、カウンターテロリズムアクト（Counter Terrorism Act 2008 as amended by the Terrorist AssetFreezing Etc. Act 2010）注２という既存の法律に基づ

（3）
「有志」への制裁の広がり
①カナダ
カナダ政府は、2011年11月のIAEA報告書発表直後、

き、国内のすべての金融機関に対し、イランの金融機関

既存の国内法である特別経済措置法（SEMA：Special

との取引を禁止するよう求める行政命令を発出した。今

Economic Measures Act）に基づき、イランに対する

回の追加制裁措置は、中央銀行を含むイランのあらゆる

制裁を強化した。この追加制裁により、イランとの金融

銀行（その支店や子会社も含む）との新規取引または取

取引が禁止され、イランの石油化学や石油・ガスセクタ

引やビジネスの継続を禁じるもので、違反した場合、カ

ーで使われる財すべてを貿易禁止品目とした（11月22

ウンターテロリズムアクトに基づく制裁が科せられる。

日以前の契約には適用せず）
。従来の、石油精製や天然

フランスのサルコジ大統領は、イランに交渉に臨まな

ガス液化に使われる財の輸出禁止も継続される。しかし、

ければならないことをわからせるためにはこれまでにな

カナダとイランとの貿易額は、それほど大きくない

い強い影響力をもつ新たな制裁が必要であるとし、EU、

（2010年のカナダからイランへの輸出1.2億ドル、輸入

米国、日本、カナダほか有志の国々に対し、イラン中央

3700万ドル）
。

銀行の資産凍結、イランからの原油輸入停止を求める声

②オーストラリア
オーストラリアは、イランを含む特定国に対する制裁

明を発表した。
これに呼応するかたちで、EU理事会は、まず12月

内容を独立制裁法（Autonomous Sanctions Act）で

に、先に制定していた対イラン制裁に関する理事会規則

規定している。2011年12月に最新の同法実施規則が制

の実施規則No.1245/2011を発表し、核や弾道ミサイル

定されているが、イランに対する制裁内容は、国連決議

開発に関与し、イラン革命防衛隊のメンバーである37

の枠を出ていない。しかし、本年１月のEU外相会議の

名と143機関を新たに制裁リストに追加した。そして今

結論を受けて、ラッド外相が、オーストラリアもEUに

年１月には、EU外相会議が、
（a）イランからの原油お

よる対イラン制裁措置に従う意向を表明した。とはいえ、

よび石油製品の輸入、およびそれに関連する金融および

オーストラリアはイランからほとんど原油を輸入してお

保険の禁止、
（b）イランからの石油化学製品の輸入禁

らず、その他の貿易額もそれほど大きくない（2010年

止、イラン石油化学部門への投資・主要機材の輸出や技

の輸出1.5億ドル、輸入1.7億ドル）
。

術供与、同部門における合弁設立の禁止、
（c）イラン中

③韓

央銀行や、これまで唯一制裁対象になっていなかったイ

国

韓国政府の基本的な立場は、国連決議の範囲内で国際

ランの主要商業銀行テジャラート銀行の資産凍結、
（d）

的な義務を遵守することであり、特別の立法措置はとっ

イランの公的機関や中央銀行との金、貴金属およびダイ

ていないが、国内企業に対してイランとの取引を慎重に

ヤモンド取引の禁止、
（e）イラン中央銀行に対するイラ

させる各種の政府通達や関係機関のガイドラインを発出

ン通貨建て紙幣や貨幣の供給禁止、等を決定した。
（a）

している。2011年12月に政府が発表した新しいガイド

に関する措置については、同年４月中に見直しを行うこ

ラインは、国内の民間企業に対し、イランの石油化学セ

とになっているほか、既存契約分については2012年７

クターに関する取引を行う際には「適切な注意」を払う

月１日まで適用が免除される（図表２）
。
注１：これ以前の動きとしては、５月に、EU規則
No.961/2010実施規則で、ハンブルクに拠点を
おく欧州イラン商業銀行（E I H ：
Europaeisch- Iranische Handelsbank）を
含む約100社を制裁対象に指定したことが、同
銀がイランと欧州とのビジネスにおいて果たし
ていた役割に鑑みて非常に影響の大きな措置で
あった。これ以降、EU域内からのユーロ送金
が格段に難しくなったといわれる。
注２：英国の国益に一定のリスク（マネーロンダリン
グ、テロ資金供与、化学・生物・放射能・核兵
器拡散）を生じさせる人物や機関に金融上の制
約を科す権限を財務省に与えている法律。
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図表２

2011年以降のEUの対イラン制裁動向

制裁主体

制裁内容

EU

・2011年5月、欧州イラン商業銀行を含む約100社を制裁指定。
・人権侵害を理由とする制裁を拡大（シリアにおける人権侵害も対象に）
。
・2011年12月、核開発活動に直接関与するか、イラン国営海運会社やイ
ラン革命防衛隊傘下に属する143機関と37個人を制裁対象に追加。
・2012年1月、イランからの原油輸入禁止やイラン中央銀行の資産凍結等
を含む制裁措置を決定。

英国

・2011年11月、国内法に基づき、中央銀行を含むイランの全金融機関と
の新規取引や取引継続を禁止。

出所：EU、各国政府資料
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明に基づくものである注３。

ように求め、送金や受け取りに際して韓国銀行の承認を
必要とした。

注３：FATFは、34の国・地域等が参加する政府間会合である金融活動
作業部会。10月の声明で、イランから生じる資金洗浄・テロ資金供
与リスクから国際金融システムを保護するために、追加的な予防措
置もしくは現在講じている措置の強化の検討を要請した。

韓国は、毎年イランから20万バレル／日以上の原油
を輸入しており、2011年は全輸入量の８％がイラン原
油で占められた。したがって、NDAAが定めるイラン
からの原油輸入禁止に関しては、政府間で適用除外を求

2. イラン経済に対する制裁の影響

めていると伝えられている。

④日

本

日本は、国連決議に基づく国際的な義務を遵守するた

イランに対する経済制裁が主なターゲットとしている

めの付随措置というかたちで、外国為替および外国貿易

石油天然ガスセクターは、イラン経済において輸出の８

法に基づく措置を規定している。2011年11月のIAEA

割、財政収入の６割を占める。そのため、石油天然ガス、

報告書発表の翌月、以前から制裁対象としていた機関に

特に原油の生産力は、イラン経済全体に大きな影響を与

加え、銀行以外の106団体と１個人の資産を凍結すると

える。前節でみたような原油禁輸やイラン中央銀行に対

ともに、３銀行との資本取引（預金契約、信託契約およ

する各種の制裁が強化されたことにより、イランでは外

び金銭の貸付契約）等を許可制とした。この３銀行は、

貨不足の懸念が増してきた。さらに制裁は、財政赤字の

メフル銀行、アンサル銀行というイランの２行と、ベラ

拡大、銀行セクターのいっそうの弱体化、イランリアル

ルーシの銀行１行である。今回の措置は、
「許可制」で

の急激な減価を引き起こす原因ともなっている。

あり「禁止」ではないが、３行いずれも、すでに米欧の

（1）原油生産・輸出への影響

制裁対象とはなっているものの、国連決議では制裁対象

2011年のイランの原油生産量は、OPECによれば日

となっていない銀行である。
このほか、日本政府は、同じく12月に、国内の金融

量平均3616千バレルであった。減産傾向が出始めた当

機関に対して、イランとの取引に関し、犯罪による収益

初は制裁の影響を認めたがらなかったイラン当局も今で

の移転防止に関する法律に基づく顧客の本人確認義務、

は制裁の影響を否定せず、必要な投資が得られなければ

疑わしい取引の届出義務および外国為替取引に係る通知

2015年度までに生産量が日量270万バレル程度に落ち込

義務の履行を徹底するよう要請した。これは、10月に

む可能性もあると認識している注４。実際、2009年ごろ

FATF（Financial Action Task Force）が出した声

までの生産量の動きは、原油価格やOPEC生産枠の動き
によるとの説明にも説得力があったが、
2010年以降の一貫した減産傾向は、上

図表３

イラン原油生産量の推移

流活動が十分にできていない状況を示

（千バレル／日）
4,100

（ドル／バレル）
140

唆しているものと受け取れる（図表３）
。
原油輸出量もここ数年減少傾向にある

4,000
120

が、2009年以降は生産量が減少するな

3,900
3,800

100

3,700
80

3,600

かでも輸出量は横ばいから微増となっ
ている。2011年前半の輸出量は、米エ
ネルギー情報局によれば日量平均226

3,500

60

3,400
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3,300

万バレルであった。
イランのエネルギー政策上、原油は
輸出財としての位置づけが重視されて
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出所：OPEC、Monthly Oil Market Report各号
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いるので、今後は生産量に対する輸出

0
（月）

比率を高めても輸出量を確保させると

（年）

考えられる。国内のエネルギー消費は、

イラニアンヘビー原油価格
（右目盛り）

天然ガスにシフトさせていくことがイ
ランの方針であり、サウスパースガス
2012.3

5

田の開発を中心に生産を進めてきた。原油の生産量が、

図表４

制裁が強化される以前から、油田の老朽化等によって頭
打ちになるなか、天然ガスの生産量はこれまで順調に伸

イラン原油輸出先構成（2011年１〜６月）と
各国の禁輸実施動向

制裁非同調

その他
トルコ 8％
8％

びてきている。しかし、サウスパースガス田開発は、制
裁によって必要な機器や技術が調達できなくなりつつあ
り、これから生産を開始する第11フェーズ以降、現在

制裁同調

制裁反対
中国
23％

韓国
11％

以上の進捗が望めないとみられている。原油と天然ガス
インド
15％

を合わせたエネルギー供給量は、少なくともこの数年間
に比べると伸び方が小さくならざるを得ないだろう。一

EU
20％

制裁非同調

日本
15％

方で、国内エネルギー消費量も、経済の停滞や補助金改

イタリア
8％
スペイン
6％

制裁実施

革に伴う価格上昇で抑制の力が働くと推察される。した
がって、その差分を輸出余力とすれば、生産量の減少に
比べ、原油輸出量は減少度合いが少なくてすむとも考え

その他
EU
6％

制裁同調
出所：米エネルギー省情報局他

られる。
図表５
注４：イラン政府は、現在の原油生産能力を維持するためには、今後５年
間に最低320億ドルの投資が必要としている。

（2）国際収支への制裁の影響
本年のイラン原油輸出量につき、2011年前半の原油
輸出先構成をもとに、本年７月以降の禁輸を決定した

ドバイとイランの貿易：FEZ経由率の低下
（単位：十億AED）

期

2010
Q1

Q2

2011
Q3
5.8

Q4

Q1

Q2

合計

5.7

5.7

6.8

7.7

7.2

FEZ

5.4

4.5

7.7

4.0

4.7

FEZ比率（％） 94.7

78.9

61.1

58.4

出所：ドバイ統計センター

EUの輸入量が前年比半減、米国の制裁に協調的な日本
と韓国の輸入量が同２割減、その他、禁輸に同調する方

区域（FEZ）からの輸出比率の低下が目立つ。これは、

針ではないものの決済の困難さに直面すると思われるト

当局の監視の目が行き届きにくい場所を経由した貿易が

ルコやインドの輸入量が同１割減、中国その他の輸入量

増えていることを示唆するものとみられている（図表

は不変と仮定すると、前年比８割強という計算になる

５）
。こうした状況は、輸入を減らす効果があるともい

（図表４）。そして2013年になれば、EU分がゼロとな

えるが、従来とは異なる経由地や業者を介することによ

り、日本や韓国等の輸入量が本年以上の率で減らされて

る取引コスト上昇や、保険料率の上昇という側面もある。

いる可能性が高い。輸出額は原油価格次第であるが、イ

後述するイラン通貨リアルの減価という趨勢もあり、今

ランの原油輸出収入については、一部の決済に現物が使

後の輸入については、物量面での減少の一方、価格面で

われる可能性も考慮に入れる必要があろう。また、代替

の上昇という両面の要素が考えられる。

輸出先が見つかって輸出量が減らない場合もあろうが、

イランの国際収支は、2005年度以降、貿易黒字の黒

そのようなケースではディスカウント価格での引き取り

字がサービス収支や資本収支の赤字合計を上回り、総合

が想定されるため、輸出額はその分少なくなると考えら

収支の黒字を確保するかたちで推移してきた。しかし、

れる。

現在は、サービス収支や資本収支に改善の要素が見当た

原油以外の品目についても制裁の影響が出始めてい

らないなかで貿易収支が上述の状況である。イランが原

る。制裁対象品目でないものについても、海運会社、輸

油輸出の代替先を見つけられない場合や、代替先を見つ

出信用状を発行する銀行、貿易保険を付与する会社等が

けられても価格がディスカウントされる場合等には、

イランとの取引に慎重になり、従来通りの取引ができな

2012年度中にも総合収支がマイナスになる可能性も否

くなっているケースが増え、その影響が制裁実施国を越

定できない。イランの外貨準備高は非公表であるが、少

えて及んでいるようである。イランの最大の貿易相手国

なくともすでにハードカレンシーの割合が減っており、

であるUAEのドバイでは、2011年に入ってもイランへ

使い勝手がきわめて悪化しているといわれる。代わりに

の輸出額は伸びているが、従来の中心であった自由経済

構成比が増えているとされる金も、上述のEU制裁によ
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図表６

格体系の歪みを是正すると

イランリアルの対ドルレート推移

ともに財政安定化を目的と

（イランリアル／米ドル）
22,000

するものであったが、補助
20,000

金削減による物価上昇を補

市中レート（実勢）

うために国民１人当たり40

公定レート

18,000

市中レート（中銀指定）

万4000リアルの現金支給を

16,000

行う政策により、イラン政
14,000

府の当初見込みより歳出負
担が大幅に増大している注５。

12,000

10,000

その結果、政府はイラン中
1
1

1
16

2
1

2
16

3
1

3
15

4
1

4
15

5
1

5
17

6
1

6
17

7
1

7
17

8
1

8
9
17 1

9 10 10 11 11 12 12
17 1 17 1 19 9 29

2011

1
19

2
14

2012

出所：イラン中央銀行、各種報道

央銀行から50兆リアルを借
り入れることとなり、その
返済原資として、本来は
OSFに繰り入れるはずであ

って取引が禁止され、流動性が低下している。イランを

った資金を用いたと伝えられている。

出国する旅行者の外貨持出限度額が2000ドルから1000

イランの銀行セクターは、不良債権問題や政府の意向

ドルに引き下げられたのも、イラン政府の外貨不足懸念

が強く働く金利設定による貸出能力の劣化といった従来

を表す事例といえよう。

から指摘されていた国内要因に加え、制裁が強化された
ことで、さらに弱体化している。今年と来年が選挙の年

（3）財政の悪化と金融の不安定化

であるためにポピュリスト的経済政策がとられやすいこ

イランの財政は、
（a）イラン国営石油公社からの税金

とも注６、銀行にとっては逆風となりそうである。為替市

や配当、
（b）石油・石油製品の販売収入のうち、国庫

場も、制裁によって不安定化してきた。イランリアルの

に繰り入れるべき基準油価で計算した分、
（c）石油安定

対ドルレートは、自国通貨価値の先行きに不安を覚えた

化基金（OSF：Oil Stabilization Fund）や国家開発基

人々による市中での外貨交換が増えるに従い、昨年４月

金（NDF：National Development Fund）からの引

ごろから減価が進み、市中レートと公定レートの差が拡

出（繰入）
、といった石油関連収入に６割程度を依存し

大した（図表６）
。イラン中央銀行は、今年に入って銀

てきた。イラン政府は、財政の石油依存度を下げたいと

行以外での外貨交換を禁じたが、その後も前述の傾向は

しているが、ここ２カ年度の予算は、この基準価格を以

止まらず、１月26日に公定レートを8.5％切り下げて１

前に比べてかなり実勢価格に近い水準に設定しており、

ドル１万2260リアルとすると同時に、市中と公定のレ

実態は逆行している。原油収入の多寡が、財政に大きく

ート一本化を発表した。しかし、実勢ではなお市中レー

影響する状況は変わっていない。

トは１ドル１万8000リアル程度の水準で不安定な動き

今後の財政環境につき、歳入に関しては、経済成長率

をしている。

の鈍化が予想されており、実質前年度並みの達成がせい
ぜいであると思われる。イランの主要産業にはエネルギ
ー多消費産業が多く、これらの産業は、制裁だけでなく、
補助金改革によるエネルギーコスト上昇の影響も受けて
いる。一方、歳出面については、イランの2012年は国

注５：補助金受け取り資格を得るための登録者数が、補助金改革導入時よ
り大幅に増えたことによるもの。
注６：ポピュリスト的経済政策の例として、補助金改革に伴う国民への現
金給付を優先するために、その原資をまたイラン中央銀行に依存し
たり、中小企業の債務返済に関する猶予を銀行に迫ったりすること
等が考えられる。

会選挙、2013年は大統領選挙の年であり、支出が膨ら
みがちな時期であるが、歳入不足等から実現できない支
出も増えてくるものとみられる。その他、各項目につい

3. イラン核開発問題の展望

てさまざまな増減要因が考えられるが、いずれにしても
かなりの収支悪化が予想される。
2010年末から本格実施されている補助金改革は、価

核開発問題に関するイランとP5＋1（国連安保理常任
理事国５カ国とドイツ）との話し合いは、昨年１月のイ
2012.3
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スタンブールでの成果なき会談以来、一度も行われてい

つつある。イランにおいて核開発の意思決定に関する公

ない。この間、ロシアのラブロフ外相から「段階的アプ

式な機関は、大統領を長とする国家最高安全保障会議

ローチ」なる問題解決方法が提案されたものの

注７

、

（SNSC：Supreme National Security Council）である

P5＋1がイランのウラン濃縮停止を協議開始の前提条件

が、実際に主導権を握っているのは最高指導者とみられ

とし、イランが前提なしでの協議を望んでいるという構

る。最高指導者は、核開発に関し、決して欧米との妥協

図は変わっていない。トルコが、またイスタンブールで

を許さない立場である。大統領は、時に外国との協議に

の協議再開に向けて仲介に動いているが、外交が解決に

前向きな発言をすることもあるが、政敵が増えているな

道筋をつける可能性はあるのだろうか。イランと国際社

かで自らの政治的な立場を守ろうとすれば、この問題に

会の側の対応について考察する。

関して妥協を促すとみられるようなことは、ますます実
行しにくい状況である。

注７：「段階的アプローチ」は、イランが核開発活動に関するIAEAの疑
問に対して段階的に回答し、その内容が認められるごとにP5＋1側
がイランに対する制裁を段階的に解除ないし軽減していくという案。

国内要因からは核開発の姿勢に変化が期待できないな
か、隣国シリアのアサド体制の崩壊が、イラン体制の姿
勢に何らかの変化を生み出す可能性を秘めているかもし
れない。
「アラブの春」全般をイランイスラム革命の伝

（1）イランの姿勢変化の可能性
今後のイランの姿勢変化の可能性について、まず、２
つの国内要因から考えてみる。

播であると喧伝したイラン政府も、緊密な友好国であっ
たシリアの情勢に関しては、話し合いによる解決を促し
つつも政府側を支持してきた。そのアサド政権が倒れれ

第一に、国内の経済状況の悪化が核開発政策転換に結

ば、イランの現体制も対岸の火事ではないとの危機感を

びつくかどうかである。国連や各国がイランに各種の経

抱き、経済情勢の相当な悪化と相まって、妥協的な姿勢

済・金融制裁を科しているのは、同国の核開発活動に流

をみせる可能性がみえてくる。

れる資金を途絶えさせる目的がある。しかし、核開発は、
イランにとって単に技術の取得ということにとどまら

（2）国際社会が待てる時間

ず、中東地域のリーダーになるという長年の夢をかなえ

米欧による制裁が原油禁輸とイラン中央銀行資産凍結

るための千載一遇のチャンスと認識されており、党派を

に及び、制裁メニューを増やすというかたちでの圧力強

超えた国是となっている。2010年、2011年と一段と強

化が頂上に達した今、イラン核開発問題の展開に影響を

化されてきた制裁により、イラン経済はかなり厳しい状

与える国際社会の側の姿勢について最も気になるのは、

況に追い込まれているが、その中でも、核開発活動の継

制裁によってイランの姿勢変化を待つ期間がどれだけ続

続のためには優先的に資金が投入されると考えられる。

くかであろう。

そうなると、他の政策目的への支出が不十分になって国

本年１月の米国大統領一般教書演説は、この問題につ

民の不満が高まりそうである。しかし、その不満が政治

いて、
「イランが自らの責任をとらない限り、制裁の圧

的な反対運動として盛り上がりをみせるかといえば、

力を緩めることはない」
「イランの核兵器取得阻止とい

2009年の大統領選後に改革派の運動が徹底的に弾圧さ

う目的を果たすためには、いかなる選択肢も排除しない」

れた記憶が新しく、よほどの困窮に陥らない限り、また、

「しかし、この問題の平和的な解決はまだ可能」等とし

経済以外の要因も加わらない限り、その可能性は低いで

た。
「平和的な解決は まだ 可能」という表現は、そ

あろう。そして、イラン政府としては、国内の困窮を、

れが可能でなくなる時期が迫っているとの認識を示すも

その原因である制裁を科す外国への非難を強める材料と

のとも受け取れる。それは、第一には、イスラエルの対

して使い、対外強硬姿勢をいっそう強めることになろう。

イラン軍事攻撃が抑えられなくなるときであり、第二に

第二に、体制内における権力闘争は、核開発に対する

は、制裁に対するイランの報復措置として、中東域内や

姿勢にどのような影響を与えるであろうか。イランでは、

米国内等で米国人や米国関係機関の生命、利益が脅かさ

昨年来、大統領と最高指導者の対立が顕在化し、国会選

れる危険が大きくなるときである。

挙に向けて保守派政治家同士の対立も激化している。そ

イスラエル政府は、2011年11月のIAEA報告書の内

の中で、全体として、大統領およびその周辺への批判が

容が漏れ始める前後から、イランの核開発施設に対する

強まり、最高指導者の権力がますます強大なものとなり

軍事攻撃の可能性に関する発言を過熱させている。2011
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年末、米国が非常に厳しい対イラン制裁法を成立させた

政権が倒れたエジプトがイランとの関係を正常化させる

背景には、イスラエルの対イラン軍事攻撃を抑止する意

など、地域の国際関係を再構築している。こうした変化

図も含まれている。米国政府関係者は、イスラエルと一

が、イラン、イスラエル、米国等の行動にさまざまなか

体となり、断固としてイランの核兵器取得を阻止する旨、

たちで影響を与えるという要素もある。

幾度となく強調しているが、そのことが、かえってそう
した念押しをしなくては危うい状況を示唆している。

（3）今後の注目イベント

イスラエルのバラク国務相は、イランの核兵器取得を

最後に、本稿執筆時点から、本稿が読まれるであろう

阻止するためには、同国が「免除領域（Zone of Immu-

３月末までの間に、イラン核開発問題の展開に関して注

nity）
」に入る前に実力行使しなければならないとの認

目される予定イベントを列挙しておく。

識を示している。これは、軍事攻撃で核兵器取得を止め

◆２月29日、NDAAに基づき、米国エネルギー情報局

ることができなくなる段階を意味しており、たとえばイ

が、原油価格動向やイラン以外の国からの原油供給可能

ランが地下の施設で高濃度濃縮ウランを大量に製造する

性に関するレポートを提出する期限。また、イランとの

ようになれば、
「免除領域」に入ったとみなされる。イ

（原油取引以外の）一般的金融取引を行う金融機関に対

ランは、本年１月から地下の施設で濃縮度20％のウラ

して、同法に基づく制裁発動が可能になる初日。

ン生産を開始したと伝えられており、イスラエルの焦り

◆３月２日、イラン国会選挙。

は強まっている。今のところ、イスラエルも米欧による

2013年の大統領選に向けた各政治勢力の力関係、特

相次ぐ制裁強化を一応評価して見守っているが、これだ

に、大統領派と反大統領派の力関係がみえてくるものと

けの緊張が続いているなかでは、意図した攻撃はないに

思われる。最終的な結果判明までには、１カ月以上を要

せよ、偶発的なきっかけにより軍事行動が引き起こされ

する可能性もある。

る可能性はあろう。

◆３月５日、IAEA理事会。

米国自身が軍事力を行使することは、まずないとみら

本年１月末から２月初めにかけてと２月下旬のIAEA

れている。特に、大統領選が行われる11月前に、その

チームによるテヘラン訪問の結果に基づき、IAEA事務

ようなことは行わないとの意見が多数である。NDAA

局長が、イラン核開発の軍事転用可能性に関する「未解

やEU制裁は、７月以降に措置実施が本格化することに

明問題」の解決状況につき、進捗報告を行う予定。国際

なっており、その効果を見守る期間もあろう。ただ、自

社会が待てる時間の重要な判断材料となる。

国の利益が直接侵害される危険が十分に大きいと判断さ

◆３月５日、イスラエルのネタニヤフ首相が訪米、オバ

れるような事態になれば、万一の可能性を否定できない。

マ米大統領と会談。

このリスクに関し、米国家情報長官は、１月末の上院特

本年に入ってからの米国、イスラエルの政府高官によ

別調査委員会で、
「最高指導者を含むイラン指導部の何

る頻繁な相互訪問は、イスラエルによる対イラン軍事攻

人かは従来以上に米国内での攻撃実施に傾いており、海

撃を何としても思いとどまらせたい米政府の強い意思を

外での米国および同盟国の利益に対する攻撃も懸念され

表している。この首相訪米の前にはバラク国防長官の再

る」と証言している。

訪米も予定されており、上述のIAEA理事会の事実認定

イランによる攻撃は、ハマスやヒズボラ等、イランの
「代理人」と呼ばれる実力組織によって引き起こされる
可能性もあり、その点で、地域におけるイランの影響力

等を含めてイラン核開発の現状認識と対応に関する協議
が行われるものとみられる。
◆３月30日、NDAA発効90日後。

が注目される。湾岸諸国（特にサウジアラビア）も、米

第１項目の米エネルギー情報局レポートに基づき、大

国が中東地域における安全保障に関するプレゼンスを低

統領がイラン産原油輸入削減の可能性に関して決定を下

下させ、その間隙を縫ってイランの影響力が拡大するこ

す期限。このタイミングでは、まだ制裁は発動されない

とを強く懸念している。たとえば、バーレーンの反政府

が、運用の判断基準をみるうえで注目される。

運動をめぐり、湾岸諸国は、イランが運動を扇動し、地
域を不安定化させていると非難し、イランは、
「半島の
盾」軍を進駐させた湾岸諸国への反発を強めた。そのほ
かにも、
「アラブの春」は、親米路線であったムバラク
2012.3
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