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〈１〉対イラン制裁解除を睨んだ各国の動向と
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連安全保障理事会（安保理）決議終了日（UNSCR

１．はじめに

Termination Day）」を迎えることが肝心である（表

イランとP5+1の間のイラン核開発問題の最終的

１）。しかし、まずは制裁解除によってイランと国

解決に向けた包括的共同行動計画、JCPOA（Joint

際社会の関係を経済面から変化させていくことがで

Comprehensive Plan of Action） が、10月18日 に

きるかが、長期に亙る本計画の成否を左右する極め

「採択日（Adoption Day）」を迎え、発効した。同

て重要な第一歩といえよう。

計画が成立した７月14日以降、米国とイランそれぞ

本稿では、その第一歩がどのように踏み出せるか

れの国会による承認プロセスの存在や、JCPOAと

を見通すべく、制裁解除を睨んだ各国企業のアプ

並行して進められている、イランとIAEAとの間で

ローチとイラン側の対応、制裁解除に向けたEUと

合意された「ロードマップ」に基づくイランの核開

米国の準備動向を紹介するとともに、「実施日」に

発活動に関する検証作業における問題等、懸念材料

漕ぎ着けたとしても残るとみられる、制裁解除の効

がいくつもあったが、まずは一つの節目を越えたこ

果を左右する諸問題を指摘したい。

とになる。
JCPOAの次の節目は、「実施日（Implementation
Day）
」と呼ばれる、イランに対する核関連の制裁
解除が実施される日である１。制裁解除は、イラン

２．各国の対イランアプローチとイラン
側の対応

が核開発活動の制限に関する所定の項目を達成した

JCPOAが「実施日」を迎えるまでは、2013年11

ことをIAEAが検証したと同時に実現するとされて

月に発表されていた共同行動計画、JPOA（Joint

おり、日付は明記されていない。2015年12月の本稿

Plan of Action）に基づく制裁緩和措置が継続され

執筆時点では、2016年第１四半期あたりが様々な見

るのみであり、新たに可能となる取引分野はない。

２

通しの中位にあるようである 。

JPOAに基づく制裁緩和は極めて限定的な内容であ

イラン核開発活動の解決という、JCPOAのそも

るが３、それでも発表直後からイランに対する各国

そもの目的に照らせば、2023年までに到来する「移

からのアプローチが相次いだ。今回、JCPOAの成

行日（Transition Day）」や、2025年に到来する「国

立によって全面的な制裁解除への道筋が示されたこ

1

「実施日」には、核開発問題に関わる対イラン制裁のうち米国の制裁は大統領のウェイバー権限により適用停止になるだけであ
るが、表現の煩雑さを避けるため、この日を以て終了するEU及び国連制裁と共に、
「解除」という表現を用いることとする。
2
ズービン財務次官代行は、2015年８月５日の上院銀行・住宅・都市問題委員会での証言で、イランが制裁解除に必要な措置を
講じるのに少なくとも６～９カ月かかるとみていると発言している。イランのサレヒ原子力庁長官は、2015年11月26日、イラン
国内の原子力関連の会議で、事情が許せば2016年１月前半にもJCPOAが「実施日」を迎えると述べた。2015年12月15日、IAEA
理事会が「ロードマップ」に基づくイランの過去の核開発活動に関する検証作業を終えてからの報道には、制裁解除の時期につ
き、「早ければ2016年１月にも」との表現が増えてきた。
3
JPOAでの制裁緩和措置は、①その時点でイランから原油を輸入していた国に同水準の原油輸入継続を認める、②イランから
の石油化学製品輸出、金・貴金属関連、自動車関連に対する制裁を停止する、③イラン民間航空機の飛行安全のために行う取替
え部品の供給やメンテナンスサービスを認可する、等。以前から可能であった人道支援関連取引を促進するための金融チャネル
設立も約束された。
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表１
節目

Finalisation Day
UNSCR採択

JCPOA実施タイムライン（注１）

Adoption Day
（採択日）

日付、
F i n a l i s a t i o n D a y : 2015.10.18
タイミング 2015.7.14
（UNSCR採 択 か ら90
U N S C R 採 択 : 日後）
2015.7.20
（Finalisation Day か
ら遅滞無く）

Implementation
Day
（実施日）
イランによる核関連
の約束項目達成を
IAEAが 検 証 し た 時
点

Transition Day
（移行日）

UNSCR
Termination Day
（国連安保理決議
終了日）

2023.10.18又はイラン 2025.10.18
国内にある核物質が （採択日から10年後）
平和利用目的である
と のIAEA報 告 提 出
の早い方

核 開 発 活 動 IAEAとイランの間で合意した「ロードマッ アラク重水炉の中核 ウ ラ ン 濃 縮 Ｒ&Ｄ に 遠 心 分 離 機 関 連 の
関連実施 プ」（JCPOAとは別枠）に基づく検証作業 設備除去、ナタンズ 対する制約期限
Ｒ&Ｄ に 対 す る 制 約
事項
（～2015.12.15）
遠心分離機台数削減、 イ ラ ン はIAEA追 加 期限
20％濃縮ウラン貯蔵 議定書批准に向け努
量削減等完了
力
制裁関連
実施事項

実施日発効の制裁解 EU、米国、国連の核 弾道ミサイルや軍民 手続き条項等含めた
除準備
関連制裁解除
両用財関連のEU制裁 すべてのEU制裁解除
解除
米国は制裁法終了に
（注２）
制裁緩和措置の継続
JPOA
向け努力

注１：JCPOAには、UNSCR Termination Day後にも、イランの核開発活動に関わる制約やモニタリングの期限につき、2040年
まで５年おきの定めがある。
注２：JPOA（Joint Plan of Action）については、次節冒頭段落を参照。
出所：JCPOA文書に基づきJOI作成

とで、
「実施日」までの行動には留意しつつも、制

フォルクスワーゲン等の有力企業を含む総勢60名程

裁解除を見据えた各国企業やそれを後押しする政府

度が参加し、７月19日から３日間、ロウハニ大統領

の動きが一段と熱を帯びている。

はじめ、イラン側の外務大臣、石油大臣、鉱工業大
臣、エネルギー大臣、中央銀行総裁、商工会議所会

（１）欧州

頭等と会談したと伝えられている４。10月にはニー

対イラン制裁が強化される間に最もイランへの輸

ダーザクセン州、11月にはババリア州から、それぞ

出シェアを減らしたのが欧州諸国である。EUは、

れ100名を超す使節団も訪問している。ニーダーザ

かつてはイランの輸入相手として２割以上のシェア

クセン州の使節団を率いたのはフォルクスワーゲン

を占めていたが、2014年には１割を切った。欧州企

取締役を兼務する同州経済大臣で、運輸、食品、再生

業は、投資の面でも、油田やガス田の開発、石油化

可能エネルギー等の分野の企業が同行したという５。

学プロジェクト等で存在感を示していたが、軒並み

ババリア州からはBMW、シーメンス、アウディ等

撤退を余儀なくされた。欧州自身や新興国の経済が

の企業が参加し、訪問した11月中に同州の貿易事務

低迷する中で、イランは数少ない有望市場であり、

所をテヘランに開設している６。

欧州企業はかつての関係を取り戻そうと積極的な動

ドイツがこのように積極的な動きを見せている背
景には、従来からのイランとの深い経済関係があ

きを見せている。

る。ドイツは、EU域内で最大の対イラン輸出国で
①ドイツ

あり、2010年にはEU27カ国の対イラン輸出の35％、

JCPOAの成立後、真っ先にイランを訪問した欧

2014年にはEU28カ国の対イラン輸出の37％がドイ

州の国は、副首相兼経済大臣を筆頭とする経済使節

ツからの輸出であった。それでも、貿易の実額は

団を派遣したドイツであった。使節団には、ダイム

2010年から2013年までに30％以上減少した。ドイツ

ラー、リンデ、シーメンス、ティッセンクルップ、

政府は、2008年頃から産業界に対してイランとの取

4
5
6

Deutsche Welle、2015年７月19日；ファルス通信、2015年７月19日及び８月22日。
Financial Tribune、2015年10月５日。
ドイツイラン商工会議所ホームページ上ニュース、2015年11月15日。
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引を縮小するよう圧力を掛け始めており、2010年前

輸入と石油上流部門への投資等でイランと深い関係

後には様々な企業がイランの新規ビジネスを行わな

にあった。米国とEUの制裁によりイランから原油

い方針を相次いで表明した。

輸入ができなくなる以前の2010年、2011年には、イ

こうした経緯からすれば、ドイツが制裁解除を機

タリアの原油輸入量全体の約13％がイランからの輸

に、かつての経済関係を復活させようとしているの

入であった。石油上流部門では、Eniが油田やガス

は当然の動きと目される。７月の経済使節団に参加

田開発に、Edisonが油田開発にそれぞれ投資して

したドイツ商工会議所会頭は、可能性のある協力分

いる。SACEは、制裁解除の恩恵を最も受ける分野

野として、自動車、建材、水・廃棄物処理、再生可

は、石油・ガス、自動車、防衛、輸送、不動産、建

能エネルギー等を挙げた。又、上述の経済使節団と

設関連であるとみており、制裁が解除されれば、

は別に10月にイランを訪問し、ロウハニ大統領等と

2015年から2018年の間に対イラン輸出額が30億ユー

会談したシュタインマイヤー独外相は、ドイツが特

ロ近く増加する可能性があると試算している。

に関心のある投資分野として、石油、再生可能エネ
７

ルギー、輸送インフラに言及している 。

イタリアからは、11月末にも経済発展省副大臣率
いる300名を超す使節団がイランを訪問しており、

イラン側も、ドイツ製品の品質については、過去
８

医薬品、再生可能エネルギー、自動車、建設、機

の経験から良いイメージを持っているようであり 、

械、エンジニアリング、鉄鋼、通信、金融等の分野

同国の取引再開に向けた動きを歓迎する姿勢を示し

から企業が参加したと伝えられている10。又、この

ている。

機会に、SACEは、「実施日」到来後、迅速かつ効
果的にイランとの貿易や投資を再開できるよう、イ

②イタリア

ランの民間銀行３行
（Bank Pasargad、Bank Parsian、

ドイツが上述の動きを見せる中、イランが最初に

Saman Bank）と業務協力協定を締結した。

MOU（Memorandum of Understanding）を締結し
た「西側」の国はイタリアであった。イタリアは

③フランス

2015年８月、経済開発大臣、外務国際協力大臣を筆

フランスは、JPOA成立後には、欧州諸国の中で

頭とする政府使節がイランを訪問した際、イランと

先陣を切って100名以上の大規模経済使節団を送り

の経済貿易関係の発展促進を目的とするMOUを締

込み注目されたが、JCPOA成立の２週間後に外務

結した。このMOUは、両者が、国内の法令枠組や

大臣がイランを訪問した際には、経済界からの同行

国際的規制に従いつつ、かつ決済制度の回復後に、

はなかった。企業経営者団体MEDEFがトタルや

①イタリアが得意とし、イラン経済の発展に資する

PSAプジョー・シトロエン等、約150社から成る使

産業分野における短期・中長期のプロジェクトを評

節団をイランに送り込んだのは、９月に入ってから

価し、②輸出や投資に関するファイナンスや支払い

のことである。核交渉の過程で、フランスがP5+１

を 支 持 す る た め、 イ タ リ ア の 輸 出 信 用 保 険 会 社

の中でも特にイランに厳しい姿勢を示していたこと

SACEとイラン経済財務省の保証の下で、メディオ

が、ビジネス再開に影響を与えているとも指摘され

バンカ（本社ミラノ）が開設するクレジットライン

る11。

の受け手となるイラン金融機関を選定する、等の協
９

力を謳っている 。
イタリアは、機械類を中心とした輸出の他、原油

上記使節団に同行した企業の顔ぶれからも推察さ
れるとおり、フランスはイランの石油・ガス及び自
動車部門で高いプレゼンスを示してきた。石油・ガ

7

ド イ ツ 連 邦 外 務 省 ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Infoservice/Presse/Interview/2015/151017_Iran.
html?nn=387814）。
8
たとえば、2015年８月にイランのテレビを通じて行われた71,384人を対象とする調査では、好きな（将来イランの自動車メー
カーのパートナーになってほしい）自動車メーカーの所在国をドイツ、中国、日本、韓国、フランスから選ばせたところ、ドイ
ツが64％を獲得し、最も高い評価だった（以下、日本17％、韓国７％、フランス６％、中国６％）
。
9
SACEは、JCPOA成立前の５月14日に、イラン輸出保証基金と、イランの輸出信用機関がイランの輸出企業を支援するための
能力開発に関する技術協力協定を締結している。
10
Tehran Times、2015年12月１日；Financial Times、2015年11月28日。
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ス部門では、トタルが天然ガス生産やLNG化計画

認識として広まっている印象もある。それでも、高

を含むガス田開発プロジェクトに投資していた。自

速鉄道や港湾等のインフラ分野では一定の存在感を

動車部門では、プジョーがイラン最大手の自動車

示しており、中国主導で設立されたアジアインフラ

メーカーであるイランホドロと、ルノーがイラン第

投資銀行にはイランも2.8％資本参加している。原

２位の自動車メーカーであるサイパと各々技術提携

子力発電所２基の建設についても、JCPOA成立直

し、部品供給を行いつつ、自社ブランド車を現地生

後にイラン側と合意を成立させている。

産してきた経緯がある。これらの分野で関係の再構

ロシアは、シリア情勢を巡る協力等、政治面でイ

築を図る他、同使節団の長を務めた農業大臣によれ

ランとの関係強化を図る動きが目立つが、ビジネス

ば、食肉等の農業ビジネスも有望分野とのことであ

の面でも、石油天然ガス事業への再参入や、原子力

る。この使節団では貿易大臣も共に長を務め、９月

発電所建設、契約後に供与を見送っていた地対空ミ

にはテヘランで両国間の貿易促進を図る事務所を開

サイルの売却等、取引の再開、拡大を図っている。

設した。

共同銀行設立の構想等、金融部門の協力拡大につい
ても協議を行っている。11月にテヘランで行われた

④英国

ガス輸出国フォーラム13には、プーチン大統領が出

英国は、上述の３カ国に比べると、元々イランと

席し、ロウハニ大統領と会談した。その際、関係各

の経済関係がそれほど強くなく、金融部門の比率が

省との間で、健康（医療）関係、鉄道電化、金融、

高い経済構造であることも手伝って、EU諸国の中

電力（発電プラント、送電線建設）、地下水探査・

でも対イラン経済制裁の実施について厳しい姿勢を

評価の各分野における協力についてのMOUが締結

取 っ て き た。 し か し、JCPOA成 立 後 は、 ８ 月 に

されている。

2011年秋以来閉鎖されていた大使館が再開され、英
外相が2003年ぶりにイランを訪問する等、両国間の

（３）日本

外交関係改善が徐々に進んでいる。外相のイラン訪

日本は、経済制裁強化期間中、イランからの原油

問には、経営者協会、英国銀行協会等の団体や、企

輸入だけでなく、自動車関連を中心とする対イラン

12

業数社も同行したが 、上述３カ国が100名規模の

輸出も大幅に縮小させた。2013年11月のJPOA成立

使節団を派遣したことに比べると、控え目な印象で

後も、欧州企業や中国、韓国等の企業がイランに対

ある。2016年２月には、イランの石油上流部門への

して積極的なアプローチを進める中、日本の動きは

投資誘致を図る国際会議がロンドンで予定されてい

目立ちにくく、イラン側からは、慎重な姿勢を崩さ

る。

ない日本企業に対する不満の声も聞かれた。
しかし、JCPOA成立後、８月には経産副大臣を

（２）中国、ロシア

長とする使節団、10月にはJETROが率いる使節団

対イラン制裁が強化されていく中、撤退する欧州

がイランを訪問し、それぞれに20社を超える企業が

企業に代わってイラン市場でプレゼンスを拡大して

参加した。８月の使節団は、イランの中央銀行総

きた中国やロシアの企業も、勿論、更なる進出の足

裁、石油大臣、商業・工業鉱山大臣等と面談し、各

掛かりを得ようと動いている。しかし、中国につい

分野での関係拡大に向けて意見交換を行った。10月

ては、プレゼンスを高めたが故に、契約はしたもの

の使節団は、テヘランでの国際産業見本市への出展

の計画通りに進捗しない案件が散見されることや、

機会を利用し、イラン要人14との面談、ビジネス

製品の質に対する信頼度が低いこと等がイラン側の

フォーラムの開催15、ガス・蒸気タービン工場視察

11

MEDEF使節団訪問時のPSA最高経営責任者発言（Financial Times、2015年９月20日）等。
参加企業は、Amec Foster Wheeler、Shell Upstream International、Weir Group、Benoy（Financial Times、2015年８月23
日）
。
13
ガス輸出国フォーラム（GECF, Gas Exporting Countries Forum）は、天然ガス生産国間の協力強化を目的として2001年に設
立された組織。加盟国は、アルジェリア、イラン、エジプト、オマーン、カタール、赤道ギニア、ナイジェリア、トリニダー
ド・トバコ、ボリビア、ロシア、リビア、UAE。オブザーバーとして、イラク、オランダ、カザフスタン、ノルウェー、ベネ
ズエラが参加。日本も、2014年にGECFと天然ガス市場の共同研究等に関する覚書を交わしている。
12
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等を行った。
10月には外務大臣もイランを訪問し、ロウハニ大

るが、Annex IXには、核拡散につながる恐れのあ
る活動の支援や国連制裁違反を理由にリストアップ

統領や外務大臣と会談を行ったが、その際にも20社

された者、IRGC（Iran Revolutionary Guard Corps、

を超える企業が同行し、管理計画機構長官兼政府報

イラン革命防衛隊）関係者、IRISL（Islamic Republic

道官担当副大統領、厚生大臣、商業・工業鉱山大

of Iran Shipping Lines、イラン国営海運会社）関

臣、石油大臣との各会談に同席して各分野における

係者が含まれる。制裁の例外とされるのは、各加盟

関係拡大について話し合った。又、この訪問時に

国の当局がケースバイケースで事前に許可を与えた

は、二国間の投資協定についても大枠で合意が成立

場合のみであり、当該国は、他のEU加盟国と欧州

16

し 、今後の締結に向けて努力することが確認され

委員会に対し、そのような許可を与える意向を通知

た。

しなければならない。本規則は、８月１日に発効し
ている。

４．欧米の制裁解除に向けた準備動向

また同日、JCPOA実施に伴い必要とされる制裁
緩和措置として、EU理事会規則2015/1327と同理事

JCPOAは、
「採択日」から、イランが核開発活動

会決定2015/1336が採択された。これらの規則や決

の制限に関する所定の措置を開始する一方、EUや

定は、イランがJCPOAに定められた核開発活動関

米国も制裁解除に向けた準備を開始することとして

連の約束を実施するために必要な取引につき、国連

いる。その作業としては、「実施日」を以て発効す

制裁委員会による事前の承認と、他のEU加盟国と

るEU理事会規則の採択や米国大統領ウェイバーの

欧州委員会への10日前の通知等を条件に、各国の当

発出、制裁解除の詳細に関するガイドライン等につ

局が許可を与えることを認めたものである。両者と

いてのイランとの協議開始、が挙げられている。本

も、８月２日に発効している。

稿執筆時点では、「実施日」以降の制裁解除の方法

そして「採択日」の10月18日には、いよいよ「実

やその後の対応等につき、JCPOAの文書以上に詳

施日」に発効する制裁解除に関する措置が取られ

しいガイドラインは出ていないが、以下、「実施日」

た。 理 事 会 規 則2015/1861、 理 事 会 実 施 規 則

まで継続されるJPOAに基づく制裁緩和措置の適用

2015/1862、理事会決定2015/1863の採択である。こ

を含め、EUと米国による制裁関連の対応動向を紹

れらにより、「実施日」の到来と同時に、理事会規

介する。

則267/2012の制裁関連条項を削除することが定めら
れた。この措置により、EU企業は、対イラン送金

（１）EU

や貿易金融支援、石油、天然ガス、石油化学、海

EUは、まず７月31日に理事会規則2015/1328を採

運、造船、金属関連等、制裁対象となっていたイラ

択し、既存の制裁緩和措置の継続について規定し

ンとの取引ができるようになる。但し、軍民両用財

た。具体的には、既存の理事会規則267/2012（修正

やウラン濃縮関連の財・サービス等の取引について

版）が、2012年１月23日以前に締結されたイラン原

は個別ケースごとに事前承認が求められ、核兵器シ

油及び石油製品の供給に関する契約の実施に伴う取

ステムに関わる財や技術の移転は引き続き禁止され

引のうち2015年６月30日までに完了するものは資産

る。これらの取引については、IAEAがイランの国

凍結制裁の例外と規定していたところ、例外となる

内にあるすべての核物質が平和利用されているとい

取引完了期限を2016年１月14日まで延長した。この

う結論に達したとの報告を提出した段階（「移行日」）

規定は、理事会規則267/2012のAnnex IXに掲載さ

で、制裁解除されることになっている。

れている法人・個人との取引を対象としたものであ
14

商業工業鉱山大臣、自由貿易産業特区調整委員長、商工会議所会頭、投資経済技術援助機構総裁代行、保健大臣上級顧問、外
務次官。
15
日・イラン双方の企業等、46社約100名が参加。
16
イランと二国間投資協定を発効させているEU加盟国は、オーストリア、ブルガリア、クロアチア、キプロス、フィンランド、
フランス、ドイツ、ギリシャ、イタリア、ポーランド、ルーマニア、スペイン、スウェーデン。スイス、中国、韓国、ロシア等
との間でも発効済み。
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（２）米国

「採択日」には、大統領が覚書を出し、関係閣僚

米国は、まず、対イラン制裁執行に関する多くの

に対して、米国がJCPOAで約束したことを迅速か

権限を司る財務省外国資産管理局OFAC（Office of

つ効果的に実施すべくあらゆる適切な措置を取るよ

Foreign Asset Control）がJCPOA成立当日に声明

う指示した。そして同日、国務長官名で「実施日」

を出し、JPOAに基づく制裁緩和措置や、民間航空

を以て発効するウェイバーが適用される制裁条項を

産業に関するライセンスポリシー等７月14日以前に

発表した（表２）。ウェイバー権限行使による制裁

失効することとなっていたあらゆる特別ライセンス

適用停止の他、「実施日」にはJCPOAに明記された

が、
「実施日」まで延長されることを明らかにした。

各大統領令も終了となるが、この点に関する特段の

そしてOFACは、これらの措置についてのより詳し

発表はなかった（表３）。

い説明として、８月７日にJPOAに基づく制裁緩和
延 長 に 関 す る ガ イ ダ ン ス とFAQ（Frequently

その後は、11月３日に、対イラン取引制裁規則

Asked Questions）、イランの民間航空産業に関す

（Iranian Transaction and Sanctions Regulations,

17

る特別ライセンスの修正声明を出している 。

ITSR）の改定により「一般ライセンス」の対象と

表２ 「実施日」に適用停止となる米国制裁
法律

条項

（注１）

対象分野

第1244条（ ｃ 項 １、 イランのエネルギー、海運、造船セクターに関する制裁
ｄ項、ｈ項２）

IFCA

第1245条（ ａ 項 １ - 貴金属、グラファイト、原料又は半加工金属等、一定の物質のイランへの又
Ａ、 同 １-Ｂ、 同 １- はイランからの販売、供給、移転に関する制裁
Ｃ、ｃ項）
第1246条（ ａ 項 １ - 制裁が科されている活動や法人、個人のための引受サービスや保険、再保険
Ａ、同１-Bi, ii、同１ の供与に関する制裁
-Ｃ、ａ項）
NDAA 2012（注２）

第1245条ｄ項１

イランの金融セクターに関する制裁

TRA（注３）

第212条ａ項

NIOC（注５）又はNITC（注６）のための引受サービスや保険、再保険の供
与に関する制裁

第213条ａ項

イランのソブリン債の購入、契約、発行促進に関する制裁

第５条ａ項

イランのエネルギーセクターに関する制裁

ISA

（注４）

注１：IFCA（Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012）
注２：NDAA 2012（National Defense Authorization Act of 2012）
注３：TRA（Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012）
注４：ISA（Iran Sanctions Act of 1996）。尚、この該当条項は、CISADA（Comprehensive Iran Sanctions, Accountability,
and Divestment Act of 2010）による修正を受けている箇所。
注５：NIOC（National Iranian Oil Company、イラン国営石油会社）
注６：NITC（National Iranian Tanker Company、イラン国営タンカー会社）
出所：US Department of State,“Waiver Determinations and Findings”, October 18, 2015

表３ 「実施日」に終了となる大統領令
番号（条項）

内容
（注）

に基づく石油資源開発、石油製品関連制裁の実施に関する詳細規定

13574

ISA

13590

石油資源開発関連の制裁強化、石油化学セクターに関する制裁を定めたもの

13622

NIOCやNICOとの金融取引、石油・石油製品・石油化学製品の取引に付随する金融取引に携わる外国
金融機関への制裁について定めたもの

13645

イランリアル建て取引、SDN対象者との取引、自動車産業に対する制裁について定めたもの

13628（第５～７ TRAに基づく石油精製、石油製品供給に関する制裁適用に関する詳細規定
条、第15条）
注： CISADAによる修正箇所。
出所：JCPOA、各大統領令
17

特別ライセンスはケースバイケースの判断で付与される。
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なる医療機器が追加されているが、これは元々可能

JCPOA「実施日」以降の対イラン制裁適用が如何

であった人道支援関連取引の範疇で認められる活動

なる状況になるかについては、不明確な部分が多々

18

残されている。その中でも、特に外国企業がイラン

領域を広げるものである 。
制裁解除に向けた準備を進める一方、「実施日」
までは既存の制裁を着実に適用するという米政府の

との取引を再開するにあたって気になると思われる
のは、以下の諸点である。

姿勢を印象付ける行為もみられる。
そのような例として、「採択日」以降、クレディ・

（１）「米国人」の範囲（米ドル取引の可能性）

アグリコル・CIB銀行とブラジル銀行ニューヨーク

JCPOAに基づく制裁解除は、米国については、

支店がOFACの指摘を受け、制裁課徴金の支払いに

米国以外の法人、個人「非米国人」を対象とする、

19

同意している 。又、OFACは、10月21日、イラン

いわゆる「二次制裁」のみが対象であり、米国人の

のカーペット業者のための送金を行った米銀の制裁

対イラン取引は引き続き制裁対象下に置かれる。

20

違反を発表すると同時に、企業が「False Hit List」

と呼ばれるリストを作成・利用する際の全般的な留

ここでの「非米国人」とは、以下の定義のいずれ
にも該当しないものを指す21。

意点を示した。それによると、各企業はSDNリス

Ａ．米国市民、米国永住権を持つ外国人、米国法

トの内容の変更やFalse Hit List上の人物・組織の

に基づいて組織されたか米国の管轄に属する

属性変化等をよく吟味し、変化に応じてリストを見

機関（在外支店を含む）、米国内の法人・個

直すようなポリシーや手続きを社内に導入すること

人

が重要であるとされている。

Ｂ．米国人が所有又は支配－ⅰ50％以上の株式又

「採択日」に発表されたOFACのFAQにも、「実

は投票権を保有、ⅱ理事会で過半議席を占

施日」まで効力のある制裁を精力的に執行し続ける

有、ⅲその他の形で組織の活動、方針、人事

意向が明記されている。更にこのFAQでは、非米

決定を支配、のいずれかに該当－する機関。

国人が「実施日」前にイラン側と契約を締結する行

字義通りに解釈すれば、米国以外の国籍の銀行で

為は、制裁解除を条件としたものであっても制裁対

あっても、米国法に基づいて設立されたオフィス、

象となり得るとの見解が示されている。これは、各

米国で営業しているオフィスは、「実施日」以降も

国企業による盛んなイラン詣でを牽制するものとも

イランとの送金取引はできないことになる。従っ

解される。但し、ここで制裁対象となり得る契約の

て、制裁解除後も、対イラン取引に伴う米ドル決済

例として挙げられているのは「SDNリスト掲載の

は事実上難しく、他通貨での決済を選択せざるを得

個人や組織を含む契約」であり、これは「実施日」

ない。９月17日に行われた米国務省の特別ブリー

後も制裁対象であることがJCPOAで明確に謳われ

フィングでは、外国の金融機関が米国の金融システ

ている行為である。従って、「実施日」後にも制裁

ムを経由してイランとの取引を行うことや、Ｕター

対象となる内容を含む「実施日」前の条件付契約は

ン取引（イランとの取引に関する決済につき、米国

明らかに制裁対象となるが、「実施日」後に制裁対

の金融システムを経由する際に第三国金融機関が間

象でなくなる事業内容に関する意思表明等について

に入っている取引）22は、JCPOAによる制裁解除の

は方針が明記されていない。

対象ではないとの説明であった。

５．制裁解除の効果を左右する要素

一 方 でJCPOAは、 別 の 箇 所 で23、 米 国 政 府 は、
「米国人が所有又は支配する非米国人」がJCPOAに

上述のとおり、EUや米国の各当局は制裁解除に

矛盾しない範囲でイランと取引を行う場合には、そ

関 す る 説 明 等 を そ れ な り に 進 め て い る も の の、

れに対してライセンス付与すると約束している。

18

10月22日には、非米国人からイラン外交使節団への定常的物品・サービス提供に関するFAQが出ている。
課徴金額は、それぞれ329,593,585米ドルと139,500米ドル。一方で、11月19日には、制裁指定を受けていたイタリア企業の
Dettin Spa.をSDNリストから削除することが発表されている。
20
名称から制裁対象と判定されがちであるが実際には制裁対象でない人物や組織を掲載したリスト。
21
JCPOA文書Annex II脚注６。
19
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「採択日」に発表された米国務長官名のウェイバー

引き続きSDNリストに残る者のうち、イランと

決定の文書でも、その中で認められる「非米国人に

のビジネスにつき最も気にすべきはIRGC関連の機

よる取引」は、米国人が所有又は支配する外国機関

関であろう。イランは、制裁解除後に参入する外資

が行う取引を含むものであることを確認している。

に国内企業との合弁や国内企業への技術移転を奨励

従って、上述の「Ｂ」の定義に属する「非米国人」

しているが、IRGC関連機関は、建設、金融、石油・

であれば、イランとの取引に伴う送金が認められる

ガスなど様々な部門で経済活動を行っているため、

ものと考えられる。

リスト掲載者との取引に関与しないよう注意を払う

JCPOAには、米国が、イランが制裁解除から得

必要がある。上述のFalse Hit Listに関するOFAC

る利益を十分に享受できるよう、妨害を防ぐために

の忠告にもあるように、SDNリストの内容は流動

24

最大の努力をするとの一文がある 。英外相は、制

的であり、ある時点で制裁対象でなかったとして

裁解除後すぐに銀行が活動できるよう、EUや米国

も、常に取引相手の状況をチェックしなければなら

のカウンターパートに働きかける意向を表明したと

ない。

25

も伝えられている 。「実施日」までの様々な検討

尚、ズービン財務次官代行は、上述の証言におい

を通じ、米当局が「米国人」の範囲をどう解釈し、

てIRGCに 対 す る 制 裁 は 残 る と 説 明 し て い る が、

それによって米ドル取引がどの程度可能になるの

JCPOAでSDNリストからの削除が約束されている

か、制裁解除の効果を大きく左右する要素として注

機 関 の 中 に は、NIOC（National Iranian Oil

目される。

Company、イラン国営石油会社）やNICO（Naftiran
Intertrade Co.）をはじめ、[IRGC]のタグが付けら

（２）制裁対象者の範囲
制裁解除によって類型的には可能とされる取引で
あっても、核開発以外の理由により制裁指定を受け

れているものがいくつも含まれる。このあたりの線
引きについても、より明快な説明が出てくることが
期待される。

ている一定の法人、個人とは、引き続き取引が禁じ

又、基本的には取引が認められるようになる人

られる。EUについては、理事会決定2010/413と理

物、機関であっても、「米国人が所有又は支配する

事会規則267/2012にリストアップされている者のう

外国機関」は、ITSRに基づき、イラン政府関係の

ち、弾道ミサイル関連の法人、個人が制裁対象とし

人物、機関（SDNリストでは[IRAN]とタグ付けされ

て残る。米国については、SDN
（Specially Designated

ている）との取引はできないこととされている27。

Nationals）リスト26の中で、大量破壊兵器やテロリ

これに該当する機関には、イラン中央銀行を含む主

ズムへの関与、人権侵害、IRGCとの関係で指定さ

要各行や石油省傘下の各国営公社、NITC、IRISL、

れている法人、個人が引き続きリストに残るとされ

IMIDRO（Iran Mines & Mining Industries

ている。
「実施日」にSDNリストから削除される者

Development and Renovation Organization、イラ

はJCPOAで具体的に示されているが、ズービン米

ン鉱山鉱業開発機構）といった、イランの主要産業

財務次官代行は、８月５日に行われた上院銀行・住

部門を司る諸機関が含まれる。ここで又（１）で述

宅・都市問題委員会での証言で、JCPOAの下でも、

べた「米国人」の範囲の問題になるが、前述のとお

225以上のイランに関係した人物、機関が制裁対象

り、米国政府は、米国人が所有又は支配する非米国

として残ると述べている。

人が行うJCPOAに矛盾しない範囲での対イラン取

22

Uターン取引は、2008年11月、OFACが対イラン制裁規則Iranian Transactions Regulations, 31 C.F.R. Part 560を改定すること
により禁止された。この規則改定以前は、米国の金融機関にも、イランの銀行その他の法人・個人、或いはイラン政府のために
直接間接の送金手続きを行うことが一定の条件の下で認められていた。その条件とは、その支払いがイランや米国以外の国の金
融機関によって開始されたものであること、そして、米国の金融システムは、その金融機関からイランや米国以外の国の別の金
融機関への中継点としてのみ用いられること、である。
23
JCPOA文書AnnexII 5.1.2.。
24
JCPOA文書本文第26項。
25
イラン中央銀行ウェブサイト上ニュース、2015年９月９日。
26
大統領が、外国資産管理法に基づき、国家の安全保障を脅かすと指定した国、法人、個人を掲載したリスト。
27
JCPOA文書Annex II Attachment 3注釈。
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引 に、 ラ イ セ ン ス を 付 与 す る と 約 束 し て い る28。

スを経ても約束不履行の状態が解消しない場合に

JCPOA文書のどの部分に書かれていることが優越

は、JCPOAの全部又は一部の停止が可能」とされ

し、その結果、誰にどの範囲の活動が認められるの

ていることに基づき、制裁を復活することができる

か、不明瞭な点が残されている。

仕組みである。しかし、ここに「全部又は一部」と
あるように、復活する制裁の範囲は示されていな

（３）スナップバック

い。35日間の検討プロセスを経た後、何日間で制裁

「実施日」に解除される制裁も、その後イランに
よる重大な約束不履行があれば、再度科される可能

がスナップバックされるのかも明確でない。
これらの点につき、EU理事会は、「採択日」に採

性がある。JCPOAの文書中にはない表現であるが、

択した宣言で31、イランの重大な約束不履行があっ

通常よくこれ（制裁を再度科すこと）を「スナップ

た際には、終了又は停止したすべての制裁を遅滞な

バック」と称している。JCPOAは、国連制裁のス

くスナップバックする旨、明らかにしている。同時

ナップバックに関しては、プロセスや効果を含めて

に、同日に採択された理事会決定2015/1863は、前

具体的に述べているが、EUと米国の制裁について

文の中でではあるが32、EU制裁をスナップバック

は明確でない点も多い。

する場合には、制裁解除期間中に締結された契約の

JCPOAは、イランとP5+1の両当事者による約束
履行に関する紛争の解決を、Joint Commission（共
同委員会）での検討を通じて図るメカニズムを規定
29

している 。共同委員会は、問題の付託後、原則と
30

実施に対して十分な保護を与えるとの方針を示して
いる。
一方、ズービン米財務次官代行は、８月５日の上
院銀行・住宅・都市問題委員会での証言で、スナッ

して15日間以内でこれを検討する 。その後、当事

プバックにおいて最大限の柔軟性を持つことが米国

者からの要求があれば、Advisory Board（諮問委

の影響力を最大化するとし、比較的小さい罰則に始

員会）が15日間以内で問題を検討し、その意見を受

まり、強力な石油や金融制裁に移る、段階的な制裁

けて共同委員会が更に５日間以内の検討を行う。以

復活の可能性を示唆している。約束不履行認定から

上、最大35日間のプロセスを経ても約束不履行の状

スナップバックまでの時間については、「何日間」

態が解消しない場合には、JCPOAの全部又は一部

という単位の迅速なものになろうと述べている。

の停止が可能となり、又、その不履行について国連

又、遡及効果に関しては、グランド・ファーザー条

安保理に通知することができる。

項は設けない、すなわち、スナップバック後に発生

国連制裁のスナップバックは、安保理がこの通知

するイランとの取引は、制裁解除中の契約に基づく

を受理した後、30日間以内に制裁解除を継続するか

ものであっても制裁対象となり得ると注意を喚起し

否かの決議を採択しなかった場合に発動される。そ

ている。

の際には、
「実施日」に解除された国連安保理決議

このように、制裁のスナップバックの態様は、国

1696 号、1737 号、1747 号、1803 号、1835 号、1929

連制裁、EU制裁、米国制裁によって異なり、特に

号、2224号が改めて課せられる。但し、これらの決

米国制裁のスナップバックに関して、制裁解除中の

議が復活しても、制裁解除期間中の契約に対する遡

契約に関わる取引も制裁対象となる可能性がある点

及効果はない旨、明記されている。

については注意を要する。

これに対して、EU及び米国制裁のスナップバッ
クについては、紛争解決プロセスに基づく場合以外

（４）米国の州レベルの制裁

は控える、との表現が使われている。すなわち、上

米国の州の中には、州政府や地方政府機関の調達

述した紛争解決メカニズムで「最大35日間のプロセ

についてイランと一定のビジネスを行う企業との契

28

JCPOA文書Annex II 5.1.2。
共同委員会は、イラン、P5+ １、EUの代表から構成され、EU代表が調整役を務める。四半期に一度、又は、いずれかの当事
者による調整役への要請に基づいて会合を持ち、決定は原則として全会一致による。
30
委員会で解決が図れない場合には、外相レベルによるレビューを実施する。
31
COUNCIL DECLARATION（2015/C 345/01）。
32
EU理事会決定2015/1863前文第10項。
29
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約締結を認めない等の立法措置を取るところが、確
33

置に関してはJCPOAの文言に沿った対応が為され

認できる限りで10州存在する 。これらの州を含む

るとの可能性もある。或いは、過去に、イラン以外

多くの州は、イランと取引する企業から投資を引き

の国に対する州独自の制裁実施に関して最高裁判所

揚げることを定めている。又、フロリダ州やカリ

が下した判断のように、連邦政府や大統領の外交権

フォルニア州は、業務認可を発行した銀行や保険会

限を侵害するような州法は連邦法によって阻止され

社に対し、イランとの取引に関する内容証明義務や

ることになるかもしれない36。
州や地方政府機関の調達に参加できないことや投

制約を課している。
更に、イランをターゲットにした法律に基づくも

資引き揚げといった措置については、それほどの実

のではないが、ニューヨーク州の金融サービス局や

害を心配する必要はないと思われる。しかし、多額

連銀理事会は、州の銀行法や連邦預金保険法に定め

の罰金支払いが金融機関の制裁解除後のイランビジ

られた監督下機関の不適切な業務に対して罰を科す

ネスに対する取組み姿勢に少なからぬ影響を与えて

権限に基づき、イランとの送金取引を行った金融機

いることを勘案すれば、JCPOAに謳われた米国政

関に対して多額の罰金を科している。金融サービス

府の「努力目標」にどの程度の実効性が担保される

局が関与した例だけでも、ロイヤルバンク・オブ・

のか、気になる点である。

スコットランド、BNPパリバ、三菱東京UFJ銀行、
コメルツ銀行、クレディ・アグリコル・CIB、ドイ
ツ銀行の各行が、2013年から2015年にかけて罰金の

６．おわりに
JCPOAに基づく制裁解除につき、少なくとも以

支払いに応じている。
各州によるこれらの措置は、JCPOAの制裁解除
34

上の問題がクリアにならないと、金融機関をはじめ

の対象外である。但し、米国は、JCPOAの中で 、

とする企業が安心してイランビジネスに取り組むこ

もし州や地方レベルの法律が制裁解除の実施を妨げ

とは難しい。不確実な要素が多いほど、コンプライ

るような場合には、州や地方政府の役人に対して積

アンスに対する厳しい要求の下でデュー・ディリ

極的に働きかけ、JCPOAの下での制裁解除に反映

ジェンスのコストが高くつき、イランとのビジネス

されている米国の対イラン制裁に関する政策変更を

を躊躇させることにもなろう。純粋に法律的な問題

考慮し、それに合致しないような行動を取らないよ

以外に、レピュテーショナル・リスクに対する警戒

う促すことを謳っている。強制力がないまでも、国

が企業に萎縮効果を与えることも考えられる。いざ

際的取極めにおけるこのような宣言は、一定の効力

取引を始めてみて実感されるイランの投資・事業環

を持つものとも解される。その一方、既存の対イラ

境上の課題もあろう。

ン制裁法には、州及び地方政府がイランに投資する

制裁解除がイラン経済にどれだけの実質的な効果

一定の企業から投資を引き揚げる権限を認め、連邦

をもたらすかは、イランの世論を通じてイラン国内

法令がそれを阻止することはないと定めたものがあ

の政治勢力バランスに影響を与え、ひいては同国の

35

JCPOA実施姿勢にも関わってくる可能性がある。

JCPOAは、その文言にあるとおり、各当事者が

経済効果が高ければ、対外関係の改善を通じて経済

「自発的に」取る措置を記したものであり、条約で

の回復を図るとしてテクノクラートを重用している

はないので、これが国内法に当然優越することには

現政権への支持が強まり、JCPOAへのコミットメ

ならない。一つの考え方としては、投資引き揚げに

ント継続がより期待できる。一方、イランが経済面

関しては国内法の規定に則り、それ以外の制裁的措

で諸外国とのつながりを強め、様々な交流、接触の

る 。

33

カリフォルニア州、フロリダ州、ニューヨーク州、メリーランド州、インディアナ州、ニュージャージー州、ミシガン州、
ロードアイランド州、コネチカット州、サウスカロライナ州。
34
JCPOA文書本文第25項。
35
CISADA第202条。
36
マサチューセッツ州の対ミャンマー制裁に関する2000年の判例（Crosby v. National Foreign Trade Council, 530 U.S. 363
（2000））や、フロリダ州の対キューバ制裁に関する2012年の判例（Odebrecht Constr., Inc. v. Prasad, 876 F. Supp. 2d 1305（S.D.
FL, June 29, 2012））等。
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機会が増えることは、諸外国が国際社会の中でイラ
ンをどう位置付けるかについての認識を変化させ、
JCPOA遵守の便益をより高く評価する方向に向か
わせるとも考えられる。その意味で、制裁解除のあ
り方を明確化することは、JCPOA全体の意義に関
わってくる作業ともいえよう。
JCPOAは、表１に示したとおり長期に亙る計画
である。その間には、制裁の問題以外にも、イラン
国内及び米国の政治状況が大統領選挙等を経てどう
推移するか、米国とイスラエル、湾岸同盟国との外
交関係がどうなるか、中東情勢安定化に向けた国際
的な戦略をどう構築するか、JCPOA成立までは歩
調を共にしてきたP5+1諸国間の関係が様々な国際
情勢の下でどう保たれるか、等など、JCPOAの実
施過程を左右する不確定要素が十分過ぎるほど待ち
構えている。
「実施日」を迎えた後も、目を離すこ
とはできない。
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