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―
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おわりに

はじめに
2011年、世界のエネルギー市場は大きな革命を迎えた。ホルムズ海峡でのリス
ク増大により石油価格は高騰を続け、アメリカでのシェールガス採掘が商業的に
本格化したのである。シェールガス革命によりアメリカは将来的にエネルギー輸
出国に転じるとされている。しかし、このことは石油市場をリスクから解放し、
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エネルギー安全保障の必要性を減じるわけではない。天然ガス市場における
シェールガスの割合は未だ約 5 ％に過ぎない1）。アジア諸国の急速な経済的成長
により、世界のエネルギー需要は拡大し続ける一方であり、供給される石油・天
然ガスの大半は政治的に不安定な地域を依然として経由している。従って、将来
的にもエネルギー資源は依然として国家によるパワーの手段として用いられると
思われる。ならば、どのような国家が、いかなる手段を用いて石油をパワーとし
て利用するのであろうか。
先行研究は、石油供給チェーンにおける寡占がアメリカのネイヴァル・パワー
のみである事に着目し、「海上覇権を達成したアメリカのみが、石油の海上輸送
を遮断する能力により強制を行える」とした。しかし、この主張は石油供給
チェーンにおける地政学的リスクを十分に検討していない。本論文は「海上覇権
を達成したアメリカのみが、石油の海上輸送を阻害する能力により強制を行える
のか」という問いを立て、「チョークポイントに位置する地域大国も、石油の海
上輸送を遮断する能力により強制を行える」という仮説を検証する。
日本は、石油の99.7％を輸入に依存しており、上記の仮説が正しいならば、強
制の標的となるリスクを抱えていることになる2）。従って、石油の海上輸送を遮
断する能力が強制力の源泉たり得るか検証することは、日本のエネルギー安全保
障において、重要である。
本稿は以下の構成になっている。Ⅰ章では石油と軍事力の関係について概説し
た後、先行研究について詳述し、問いや仮説の設定を行う。Ⅱ章ではイラン・イ
ラク戦争を、Ⅲ章ではイランによる核開発問題を事例研究の対象とする。各章で
は 1 節で各事例の概説を述べ、 2 節で石油市場への影響と政策の変化に対する分
析を行う。 3 節では独立変数である「決意の表明」とそれを担保する軍事力行使
について評価する。資料には、石油市場への影響には原油価格の変動を使用する。
政策の変化、決意の表明については政府文書および報道資料を一次資料とし、軍
事力についてはミリタリーバランスなどを参照する。

Ⅰ

問題提起とアプローチ

1

研究テーマ ： エネルギー安全保障

エネルギー安全保障については、各国の地理的条件、経済発展の度合いにより
その意義が異なってくる。それゆえ国際政治学者や各国所管官庁の間でも統一な
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定義は存在しないが、「手頃かつ十分なエネルギーの確実な供給」という概念は
概ね一致している3）。本論文では「国民生活、経済・社会活動、国防等に必要な
『量』のエネルギーを、受容可能な『価格』で確保できること」とするエネルギー
白書の定義に従う4）。
エネルギー安全保障における、消費国の課題は供給の安定性と価格にあり、自
主開発の増大や市場の拡大による供給の多様化を志向してきた5）。一方、産油国
にとっては石油価格の下落は経済的な損害をもたらすため、供給量の維持が不可
欠である6）。歴史的に、産油国と消費国の利益相反と産油国間の割当量を巡る対
立は、エネルギー危機や政治的摩擦の原因となってきた。
石油と国家の関係は第一次世界大戦まで溯る7）。19世紀に産業用内燃機関が実
用化されて以来、西欧工業社会での石油の重要性は高まっていった。20世紀に入
り石油を動力源とする数々の兵器が登場し、第一次世界大戦が国家のあらゆる動
員する総力戦の形態をとると、石油は戦争遂行に不可欠な資源として国防と密接
な関係性を持ち始めた。以来、今日まで石油資源の安定確保は非資源国家にとっ
て重要な課題となっている。
従来の研究では、石油と戦争は互いに影響し合う相互依存的関係にあるとされ
た 。まず石油の戦略的重要性が高まることで、石油の確保そのものを目的とし
8）

た資源戦争が勃発するようになった。石油が外交手段として用いられ戦争の直接
的原因となった事例として太平洋戦争が挙げられる9）。1940年 6 月に日本が日独
伊三国軍事同盟を締結し翌年 7 月に南部仏印進駐を断行すると、アメリカは日本
への石油輸出を全面的に禁止した。石油消費量の81％をアメリカから輸入してい
た日本は国内油田の増産や人造石油の開発を試みるが、結局は数年で石油備蓄が
尽きると予測し、南方油田地帯の占領を唯一の打開策として開戦に踏み切った。
戦略的な資源である石油の確保そのものを巡る摩擦が資源戦争（Resource Wars）
にエスカレートした事例である10）。
一方、第二次世界大戦後に油田地帯の植民地が独立し資源ナショナリズムが高
まると、欧米諸国の国際石油資本が独占していた油田が、第三世界の諸国により
国有化され、消費大国は石油市場の主導権を失った。さらに、1960年に産油国が
国際石油資本に対抗して石油輸出国機構を設立すると、産油国の軍事や外交が石
油市場や国際構造に多大な影響を及ぼすようになった11）。この事例として、1973
年のヨム・キプール戦争と第一次石油危機が挙げられる12）。このように、石油と
安全保障に関する国家の行動は、石油確保を目的にとした相互関係にあるとされ
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る。

2

先行研究 ： ヒューズ、ロング「石油は武器となるか ？ 」

石油と国家に対する関係性ついて、石油が目的であるとする通説に対して、手
段としての石油を考察したのが、ヒューズ（Llewelyn Hughes） とロング（Austin
Long）である 。ヒューズとロングは、強制力は石油サプライチェーンの各セグ
13）

メントのうち、あるアクターが寡占している領域において強く発揮されるとし、
米国のみがシー・パワーを寡占しており、石油を用いた強制力を発揮できると主
張した。
まず、ヒューズとロングは、石油市場が世界規模で統合されていることから、
石油市場における価格変動として現れる供給ショックの国家に対する強制力を否
定した。その上で、国家に対する強制力の源泉を「ある国家に対して石油供給を
遮断する能力」と定義し、この能力は石油サプライチェーンの寡占により発揮さ
れるとした。
その上で、石油サプライチェーンを、 1 ）生産、 2 ）輸送、 3 ）精製、 4 ）供
給の 4 領域に分割し、HHI 指数（Herfindahl-Hirschman Index） と歴史学的な各領
域間の比較検討により、いずれの段階でアクターによる寡占が発生しているかを
比較検討している14）。まず、上流部門にあたる 1 ）生産では、1965年から2013年
の間に日量10万バレル以上の産油国が 2 倍以上に増加していることと、OPEC お
よび国別での HHI 指数が1970年代以降に低減していることを根拠として、寡占
を否定した。さらに、下流にあたる 3 ）精製では、HHI 指数から石油精製能力
の集中度合いが低下していることを示した。さらに、最下流の 4 ）供給において
も、消費大国である日本と欧州が1970年代以降に供給市場の自由化を促進してい
ることから寡占は認められなかった。このように、上流・下流においては、統計
および歴史学的アプローチ両面から強制力を担保する寡占は否定された。
一方、中流にあたる 2 ）輸送においては、民間海運の寡占は否定されたが、そ
の航行を担保するネイヴァル・パワーを米国が寡占しているとされた。ヒューズ
とロングはポーゼン（Barry R. Posen）が提唱した、公海や宇宙といった公共領域
で他者の干渉を防ぐ力を意味する「公域の支配（command of commons）」の集中
度合いを測定した。結果、第二次世界大戦以前は多極であったシー・パワーが、
冷戦期に米ソ 2 極となり、冷戦後に米国が公海上での覇権を握ったとされた15）。
このようにして、先行研究は、現在の国際石油市場における唯一の寡占として
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米国の海上覇権を挙げ、米国のみが石油サプライチェーンを他国に強制力を発揮
する手段として利用できると結論づけている。
上記の先行研究の主張に対する批評を行った上で、本論文の研究上の問いを設
定する。
先行研究は石油サプライチェーンにおける力の集中度合を測定しているが、地
政学的要因に対する十分な分析が行われていない。米国エネルギー省エネルギー
情報局はホルムズ、マラッカ海峡など 7 つの海峡および運河を海上石油輸送の
チョークポイントと定義しており、これらの海域を通過する石油は日量9700万バ
レル超を記録している16）。例えば、ホルムズ海峡が機雷により封鎖された場合、
湾岸戦争での事例から掃海に 1 か月以上要すると予測されている17）。このように
チョークポイントは周辺国によって容易に封鎖され、石油サプライチェーンへの
重大なリスクである。
さらに、ネイヴァル・パワーを寡占せずとも、これらのチョークポイントを封
鎖することは可能であると推察する。近年、アメリカの海上覇権に対抗して接近
阻止／領域拒否（A2/AD）戦略が出現した18）。接近阻止戦略は、弾道ミサイルや
サイバー攻撃を用いてアメリカ軍の機動的展開を妨害し、戦力の集中を妨げる戦
略である。また、領域拒否は潜水艦、機雷、対艦ミサイルなどを局地的に集中し
た縦深防御を展開して、アメリカ海軍の前方展開戦力を排除する戦略である。こ
れらの戦略に基づいた戦力を階層的かつ統合的に構築することで、チョークポイ
ントのような局地的海域であればアメリカの巨大なネイヴァル・パワーをも排除
し、海上封鎖を行うことは不可能とは言えない。
このように、ヒューズらの主張とは異なり、米国以外の国家も軍事力により石
油サプライチェーンの遮断を意図する事で、他国に対し強制力を発揮できる可能
性がある。従って、「海上覇権を達成したアメリカのみが、石油の海上輸送を阻
害する能力により強制を行えるのか」という問いを立て、先行研究とは違う結論
の可能性を考察したいと考える。

3

仮説提示と研究方法

本節では、前節で設定した問いに関連する理論を紹介する。次に本論文におけ
る仮説を設定し、研究方法を提示する。
「石油の海上輸送を阻害する能力」は、軍事的研究においてマハン（Alfred
Thayer Mahan）により提唱された「シー・パワー」という概念により説明される。
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シー・パワーは本来公路である海洋を軍事力により管制するネイヴァル・パワー
と、制海により安全を保障された通商から得られる利益により構成される19）。マ
ハンは通商を攻撃し強制を行う手段としての、海上封鎖の有効性を主張した20）。
また、マハンはシー・パワーに影響を及ぼす主要条件の一つとして地理的位置を
挙げ、公海を結ぶ世界的に重要な航路の管制に戦略的価値を見出している21）。マ
ハンと同様に重要航路の封鎖に着目したのがコルベット（Sir Julian S. Corbett）で
あった。マハンが永続的な制海を志向したのに対し、コルベットは通商に絶対の
保護を与えることは不可能と考えた22）。そのためコルベットは、海上封鎖は通商
が集中する脆弱な海域にネイヴァル・パワーを集中することで容易に達成できる
とした23）。
一方、沿岸の防衛を固め、海上封鎖を行う国に対し、海上から攻撃を行うのは
困難である。ミアシャイマー（John J. Mearsheimer）は、
「水の抑止力」という言
葉を用いて、今日の覇権国でさえ海洋を超えた戦力投射は困難であると説いてい
る24）。
これらの国際理論から、前節で設定した問いをもとに仮説を設定する。前述の
問いは「海上覇権を達成したアメリカのみが、石油の海上輸送を阻害する能力に
より強制を行えるのか」というものである。この問いに対して「チョークポイン
トに位置する地域大国も、石油の海上輸送を阻害する能力により強制を行える」
という仮説を立てる。この場合の独立変数は「石油の海上輸送を阻害する能力」
であり、媒介変数は「強制」となる。
次に、独立変数および従属変数の定義を行う。石油の海上輸送を阻害する能力
とは、前述の通りネイヴァル・パワーを主体とする。海上封鎖に用いられるネイ
ヴァル・パワーは水上艦艇、潜水艦、機雷が挙げられる。しかし、今日の海軍戦
略ではネイヴァル・パワーは他軍種との統合作戦の形態を取って行使される25）。
特に、対艦ミサイルなどのエア・パワーは、水上艦隊に対する強力な A2/AD の
手段となっている26）。従って、石油の海上輸送を阻害する能力は

ネイヴァル・

パワー及びエア・パワーの数量、有用性、持続期間と定義される。
強制とは、「相手国が未だ行動していない状況で未然に行動をやめさせること」
および「相手国に行動を起こさせる」あるいは「相手国が既に起こした行動を辞
めさせること」と定義される27）。強制に必要な要素として、相手国より強い動機、
要求、威嚇、妥協の促進、緊迫感の五つが挙げられる28）。本論文では動機および
緊迫感は事例の概説にて説明し、分析対象である従属変数は、要求、威嚇および
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図1

仮説のアローダイアグラム

【独立変数】
石油の海上輸送を阻害
する能力

【従属変数】

強制の成功

出所：筆者作成

その結果としての妥協の促進と強制の成否とする。
最後に研究方法を提示する。本論文では、事例研究によって仮説を検証する。
事例としては、イランによるホルムズ海峡封鎖に着目して、1980年から1988年に
かけて戦われたイラン・イラク戦争と、2008年以降のイラン核開発問題を巡る外
交的対立を扱う。
イランによるホルムズ海峡封鎖に着目した理由は、ホルムズ海峡が最も重要な
チョークポイントでありイランがこの海域における最大の脅威であることによる。
今日、世界の原油輸送日量の44％に相当する1672万バレルがホルムズ海峡を通過
しており、ホルムズ海峡は世界のチョークポイントの中でも最も多くの原油が通
過する海域となっている29）。先行研究では石油と安全保障の関係が1980年代以降
に再構築されたと述べられているが、イランは同年に発生したイラン・イラク戦
争以降、国際社会と摩擦が発生するたびにホルムズ海峡を封鎖すると威嚇してお
り、同一アクターによる事例研究が可能である。また、イランという同一アク
ターによる強制の失敗と成功を対比して検証するために、イラン・イラク戦争と
核開発問題を巡る外交的対立を選択した。

Ⅱ

イラン・イラク戦争 ： 強制外交の失敗

イラン・イラク戦争では、1984年から87年にかけてイラン政府が、イラクの友
好国であるサウジアラビアやクウェートに対し、海上封鎖をやめるようイラクに
働きかけることを要求して、タンカーへの攻撃とホルムズ海峡封鎖の威嚇を行っ
た。しかし、逆にイランの国際的孤立を深めることとなり、要求は達成されな
かった。
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イラン・イラク戦争の概説

1979年 2 月、イラン革命の勃発により親米政権であるパフラヴィー朝が倒れ、
ホメイニ師の下でイスラム共和制に基づくイラン・イスラム共和国が建国された。
一方、チグリス川・ユーフラテス川河口での領土問題により長年対立関係にあっ
た隣国イラクでも、同年にサダム・フセインが大統領に就任し、国内の政敵を粛
清して独裁政権を確立した。フセインは、革命により混乱状態にあるイランに対
し勝算を確信すると共に、イスラム革命がイラクへと波及することを恐れイスラ
ム共和制の打倒を目論んだ30）。かくして1980年 9 月22日にイラクはイランへの空
爆を開始し、イラン・イラク戦争が勃発した。
イスラム革命を脅威とみなした各国はイラクを支援した。イラン革命にて大使
館を占拠された米国や、親イランのアフガニスタンへの侵攻により断交したソ連
はイラクへの武器供与を行っていた31）。さらに、イスラム諸国の中でもサウジア
ラビア、クウェート、バーレーンもイラクへの支援を表明した。これらペルシャ
湾岸諸国では、王家がスンニ派である一方、国民の多数派はイランでイスラム共
和制の担い手となったシーア派であり、革命の波及は深刻な脅威であった。これ
ら湾岸諸国はイランへの直接派兵こそ行わなかったものの、資金援助や国内への
イラク軍の展開を承認した。このように、イランは国際社会から孤立し、国家存
亡の危機に立たされた。
しかし、フセインの予測は外れ戦争は長期化した。イスラム革命への期待と情
熱を失わなかったイラン国民の士気は高く、イランの徹底抗戦を可能にした32）。
同じく中東地域で孤立していたイスラエルおよびシリアと反米体制であったリビ
アがイランを援護した。しかし、国際的孤立によりイラン経済は深刻な打撃を受
けており、両国とも決定力を欠き戦線は膠着した。
戦争が泥沼化する中、戦況の打破に動いたのはイラクであった。1982年 7 月14
日、イラクは石油輸出阻止を目途として、イラン最大の石油輸出港であるカーグ
島近海への第三国船舶の航行禁止を宣言した。石油の輸出と戦争遂行に必要な物
資の輸入を海運に依存するイランを封鎖すべく、イラクは航行禁止区域を拡大す
ると共に侵入した民間船舶を撃沈し、戦争はペルシャ湾全域に拡大した。
当然、イランもイラクによる海上封鎖を座視しなかった。1984年 5 月、イラン
もペルシャ湾を航行する第三国のタンカーへの攻撃を開始した33）。このようにし
て、イラン・イラン戦争は、両陣営がペルシャ湾を航行するタンカーに無差別攻
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図２

イラン・イラク戦争における封鎖および攻撃海域

出典：Anthony H Cordesman, and Abraham R. Wagner, The Lessons of Modern
War: Volume 2: The Iran-Iraq War (Colorado: Westview Press, 1990): 284.

撃を行う「タンカー戦争」の様相を呈した。

2

石油の海上輸送を阻害する能力（独立変数）

しかし、イランの持つ石油の海上輸送を阻害する能力は圧倒的に不足していた。
イランはパフレヴィー朝時代にソ連を仮想敵としていたためランド・パワーを
重視しており、ネイヴァル・パワーの整備には限界があった。主力となるミサイ
ル駆逐艦は第二次世界大戦期の旧型艦を改装したものであった。特に、ホルムズ
海峡の封鎖に不可欠な掃海艇も米国製の旧式艦が 5 隻あるのみであった34）。これ
らの艦艇は、イラン・イラク戦争においてはイラクの敷設した浮遊機雷の掃海に
従事し、ホルムズ海峡での機雷敷設を行うことはできなかった。
一方、エア・パワーについては開戦期には比較的充実していた。1970年代には、
親米政権であり中東における反共の防壁として期待されていたイランは F-14戦
闘機、F- 4 戦闘爆撃機といった最新鋭の米国製戦闘機を基幹とする有力なエア・
パワーを保有していた。しかし、イラン革命によりパイロットや空軍将校を多数
粛清したため、開戦時に稼働していた戦闘機は半数に過ぎなかった。さらに、米
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図３

イラン・イラク両軍の海・空軍力（イラン・イラク戦争開戦時）
イラン

イラク

駆逐艦

バトル級×1、サムナー級×2

なし

フリゲート・コルベット

サーム級×4、PF-103×4

なし

ミサイル艇・大型哨戒艇

16隻

39隻

掃海艇

5隻

5隻

戦闘爆撃機

F-4×188、F-5×166

MIG-23×80、Su-7B ×40
Su-20×60、
ホーカーハンター×15

邀撃戦闘機

F-14A ×77

MIG-21×115

偵察機

RF-4×14

なし

出所：The Military Balance 1980-81を基に、筆者作成

国と断交したため米国製兵器の更新や整備部品の調達は不可能になり、タンカー
戦争の時期まで稼働していた機体はごく少数であったとされる35）。特に米国とイ
ランのみが保有していた最新鋭戦闘機である F-14戦闘機は実戦にほぼ参加しな
かったとされる。
さらに、海上封鎖において有効な空／艦対艦ミサイルの確保も不可能であり、
攻撃は威力不足であった36）。1984年には36％の攻撃でマーベリック対地ミサイル
が使用されたが、1987年には手持ち式の RPG ロケットが主体となっている37）。
1984年から1987年にかけてイラン軍による船舶への攻撃は166回に上るが、撃沈
は1984年に 1 隻、1987年に 3 隻が記録されているのみである38）。日本船も、無差
別攻撃のため開戦以来 6 回にわたり配船を中止しているが、撃沈された船舶はな
くいずれも短期間のうちに輸送を再開している39）。
一方、イラク軍は開戦直前までマンパワーの不足に悩まされていたが、イラン
革命後にフランス、ソ連との関係が相対的に改善すると、兵器の購入が積極的に
行われ、イラン軍の米国製第二世代戦闘機に対抗可能なエア・パワーを確保でき
た。さらに、イラクを支援していたサウジアラビアは最新鋭の F-15戦闘機を保
有しており、イラン空軍では対抗不可能であった。

3

強制の成否（従属変数）

イランの要求は、イラクの友好国であるサウジアラビアやクウェートに圧力を
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図4

世界原油生産の推移（19₇₈～19₈₈年）
単位 万バレル日

出所：BP Statistical Review of World Energy を基に、筆者作成

かけることで、これらの国にイラクにも海上封鎖をやめるよう働きかけさせるこ
とだった。同時に、イラクによる海上封鎖を周辺国が辞めさせない限り、タン
カーを無差別に攻撃するとの威嚇を行った。これらは1984年 5 月のイラン政府に
よる「イランの航路の安全が脅かされる場合、他航路も同様に脅かされる」声明
で明確に宣言されている40）。
威嚇にとどまらず、イラン空軍は同年 5 月以降に F 4 戦闘機による空爆により
少なくとも 8 隻のタンカーに損傷を与えた。さらに、イラクのパイプラインによ
る石油輸出を阻止するため紅海に機雷の敷設を試みた。このように、イランはイ
ラクによる自国のタンカーへの攻撃を周辺国が諫止すべきという明確な要求を伴
い、第三国への限定的な武力行使という威嚇を超えた決意の表明を実施し続けた。
しかし、
「タンカー戦争」におけるイランの意図は失敗した。折しも、世界的
に原油供給が過剰となっており、減産に迫られていたサウジアラビアやカタール
はパイプラインによる紅海からの輸出で対応できた。イランの攻撃により打撃を
受けたのはペルシャ湾内の北方に位置していたクウェートであった。しかし、イ
ラク、サウジアラビア、バーレーンといったペルシャ湾諸国と連携していたク
ウェートがイランの圧力に屈することはなかった。クウェートは、アメリカにタ
ンカーの護衛を要請するだけでなく、自国タンカーの船籍をアメリカ船籍に移し、
タンカー攻撃が「アメリカへの攻撃」となるよう仕向けた41）。この試みがイラン
と敵対関係にあった米国が中東に介入する足掛かりとなった42）。
このようにして、1987年から1988年にかけてタンカー護衛作戦のアーネスト・
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ウィル作戦（Operation Earnest Will）と、イラン軍への報復であるプレイング・マ
ンティス作戦（Operation Earnest Will）が実施された。対抗して、イランは1988年
4 月18日から 4 月22日にかけてアメリカ艦隊を攻撃したが、反撃によりフリゲー
ト（IS Sahand, F74）以下 8 隻を撃沈され、イラン海軍は壊滅した43）。さらにこの
戦闘を口実として、サウジアラビアやクウェートはイランとの完全な外交断絶に
踏み切り、イランの強制は失敗した44）。
このように、イランの能力不足は、要求や威嚇にとどめず実行に踏み切った第
三国タンカーへの攻撃の成果が上がらなかったことから図らずも露呈した。加え
て、一連の戦闘は、イランのネイヴァル・パワーとエア・パワーを消耗させ、イ
ランが国際社会から孤立を深める結果をもたらした。

Ⅲ

イラン核開発問題を巡る交渉 ： 譲歩引出の成功

イラン核開発問題を巡る交渉では、特に2011年にイラン政府が、アメリカおよ
び EU に対しイランへの経済制裁解除を要求して、ホルムズ海峡封鎖の威嚇を
行った。結果として、要求は2015年の制裁解除により部分的ながら達成できた。

1

イラン核開発問題の概説

イランの核開発の歴史は1950年代まで溯る45）。当時、イランの為政者は親米政
権であるパフレヴィー朝であり、イラン核開発の支援者はアメリカであった。
核開発に転機が訪れたのは1974年であった。ヨム・キプール戦争とそれに続く
第一次石油危機で石油価格が暴騰すると、潤沢な資金により核開発は加速した46）。
パフレヴィー朝と親密な共和党のニクソン・フォード政権の後押しを受けて、ア
メリカから核燃料再処理施設や 8 基の原子炉を購入した。この関係はカーター政
権にも受け継がれ1978年 7 月に米・イラン間の核エネルギー協定が調印された。
しかし、1979年にイラン・イスラム革命が勃発する。アメリカと断交したこと
で、イランの核開発は一時停滞した47）。さらに、イラン・イラク戦争の最中であ
る1981年には、イラクを支援していたイスラエルによって、イランの核開発施設
がサイバー攻撃と空爆を受けイランの核開発は大きく後退した。しかし、イラ
ン・イラク戦争により周辺国から孤立し、核による抑止の必要性を再認識したイ
ランは戦後に核開発を再開した。もはや敵対国であるアメリカをはじめ、フラン
スやドイツといった西側諸国からの技術提供を受けることはできなかった。その
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ため、イランはソ連、中国、パキスタン、アルゼンチンなどから技術支援を受け、
「核の平和利用」を口実として核開発を続行した。
それでも、イランの研究水準は核兵器の開発に至るにはほど遠いと長らく考え
られてきた。しかし、2002年になって、イランが兵器に使用可能なレベルの濃縮
ウランを保持していたことが判明し、国際社会に大きな衝撃を与えることとなっ
た48）。この技術の存在は、これまで確認されていたパキスタンやロシアから移転
された技術を上回っており、イラン独自の核開発が可能であることを明らかにし
ていた。さらに2005年にアフマディネジャドが大統領に就任したことで、イラン
の強硬姿勢は強まっていった49）。対するアメリカも2001年のアメリカ同時多発テ
ロ以降、ブッシュ政権がイランをテロ国家と名指しして経済制裁を発動するなど、
核開発の継続を巡りイランと国際社会の対立は深まっていくのである。

2

石油の海上輸送を阻害する能力（独立変数）

近年、イラン軍は示威行動の一環としてペルシャ湾での統合軍事演習を継続的
に実施しており、同国の石油の海上輸送を阻害する能力の有用性を推測できる。
2010年 の ア メ リ カ に よ る 対 イ ラ ン 制 裁 法 に 対 抗 し て、 翌 年 に は ヴ ェ ラ ヤ ト
（Velayat）90と称してホルムズ海峡での軍事演習を行った 。同様の演習は、2011
50）

年以降も現在まで継続されている。特に2013年以降は、対艦攻撃能力を有する新
型の Qader 対艦巡航ミサイルが登場するなど、戦力の順次増強が見られた。加
えて、2012年以降は継続的にロシア・パキスタンとの合同軍事演習を行い、アメ
リカに対抗しうる大国や核保有国による後ろ盾を得ている。
アメリカからも、イランの A2/AD 戦略に基づいたネイヴァル・パワーは脅威
となり得る数量と有効性を備えていると評価されている。これは2011年に戦略予
算評価センター（CSBA） が発表したアウト・サイド・イン（Outside-In） 戦略報
告書に確認できる。同書では、イランが行う A2/AD 戦略は、航空機や巡航・弾
道ミサイルによるペルシャ湾・中東全域での接近阻止と、対艦ミサイル、潜水艦、
機雷を使用したホルムズ海峡での領域拒否、さらには地上軍や大型艦艇への自爆
攻撃などを組み合わせた多層的なモザイク・デイフェンス（mosaic-defense）であ
ると予測している51）。これらの攻撃に使用されるネイヴァル・パワーには、水上
艦艇、潜水艦、機雷がある52）。水上艦艇の多くは小型の高速艇で主として機雷敷
設に従事するとみられる。機雷は旧ソ連製の MDM- 6 などを2000～3000基保有
している。また、潜水艦についてはロシアから 3 隻のキロ級を購入したほか、多
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数の小型潜航艇が確認されている。
エア・パワーとしては、主に対艦・巡航・弾道ミサイルが使用される。現在、
イランに配備されている弾道ミサイルだけでも 7 種類あり、最も代表的なシャハ
ブミサイルは200～600発程度保有していると予測される53）。また、シルクワーム
など中国・旧ソ連製対艦ミサイルも大量に配備していることが確認されている。
これらは旧式兵器が大半であるが、ホルムズ海峡および周辺地域の地理的条件
のため深刻な脅威となる恐れがある。すなわち、ホルムズ海峡の33～95km とい
う狭さは機雷・対艦ミサイルの集中配備による領域拒否を可能にし、100m 未満
の浅い水深はアメリカの対潜作戦を困難にしている54）。さらに、接近阻止で使用
される対地弾道ミサイルは、湾岸諸国人口の84～98％が集中した沿岸部を射程に
おさめ、カタールや UAE に展開する米軍司令部へも攻撃可能である55）。
一方、石油の海上輸送を阻害する能力の持続期間については、このようなイラ
ンの軍事力では、ホルムズ海峡を完全に封鎖することは困難であるとの見方が根
強かった。一時的にホルムズ海峡を通行するタンカー群へ打撃を与えられる程度
であり、長期的にはアメリカの圧倒的な軍事力によりペルシャ湾の航行の自由は
確保されるというものである。しかし、イランがホルムズ海峡に機雷を投下した
場合、イランの対艦ミサイルを排除して、掃海を行うには少なくとも 1 か月以上
の期間が必要であるとの予測がなされていた56）。このため、市場はリスクを懸念
して原油価格は上昇を続け、実際にホルムズ海峡が封鎖された場合に史上最高価
格の更新も予測された57）。
以上のように、イランの石油海上輸送を阻害する能力は、完全な封鎖を行うに
は不十分ではあるが、市場に動揺を与え強硬策を躊躇させることは可能であった
と言える。

3

強制の成否（従属変数）

イランの要求と威嚇は極めて明瞭であった。アフマディネジャド大統領政権下
の2005年から2012年の間、イラン側は核廃棄を頑なに拒否し続け、制裁に対し強
硬手段をとると言明し続けた。2006年の国連安保理による制裁決議に対しては、
最高指導者ハメネイ師が翌年正月の演説にて「イランの国家的権利が非合法手段
により否定されるならば、我が国はこれまでとは異なる対応を行うほかない」と
述べ、武力による対抗策に言及した58）。
2011年には米国や EU はイランとの金融取引を全面禁止するなど制裁を強化す
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る59）。これに対してはラヒミ第一副大統領が「米欧がイランの原油輸出に制裁を
課すなら、原油一滴たりともホルムズ海峡を通過させない」とホルムズ封鎖を強
く警告した60）。
さらに、イランによる要求と威嚇を受け、中国とロシアによる妥協の促進も見
られた。両国は原油高騰を前にイラン産原油を入手したく制裁措置に反してイラ
ンとの貿易を続行していた61）。中国は、米国や EU による制裁強化に反発し、イ
ランの原油との物々交換による輸出を行った62）。ロシアも、自国産の穀物や核技
術と原油の物々交換を行い、独自に制裁を緩和した63）。さらに、2015年の EU 3
＋ 3 会議ではイランの要求に応じ、国連の武器輸出禁止決議を緩和するよう求め
た64）。
最後に対イラン政策の変遷について説明する。イランの核開発が発覚した当初、
イランとの交渉を行ったのはイギリス、フランス、ドイツの 3 か国であった。ア
フマディネジャド政権が誕生し、EU 3 か国との合意が破棄されてからは、さら
にアメリカ、ロシア、中国を加えた EU 3 ＋ 3 が交渉の主体となった。しかし、
交渉が進展しないまま、2006年にはイランが IAEA の査察を拒否したことをきっ
かけに、国連安保理は対イラン経済制裁を決議した。制裁措置は核開発支援や汎
用品輸出の禁止、資産凍など 6 項目にわたる厳しい内容であった65）。
しかし、2013年に保守穏健派のロウハニが大統領に就任すると交渉は大きく進
展を迎える。同年にイランと EU 3 ＋ 3 での対話が再開された。2015年にはイラ
ンとの最終合意である包括的共同行動計画が合意に至った66）。この合意には高濃
度濃縮ウラン取得の制限、遠心分離機の削減、IAEA による査察受け入れといっ
た監視策が盛り込まれていた一方で、核関連設備の全廃を合意できないまま経済
制裁を解除し、国際社会がイランの核開発の継続を容認したことも事実であった。
イラン最高指導者のハメネイ師や国内世論も核開発の権利と経済制裁の解除を勝
ち取った「外交的勝利」と合意を称賛した67）。さらに、イスラエルのネタニヤフ
首相ら周辺国首脳もイランにとってウィン・ウィンの成果であると同様の評価を
下した68）。
以上のように、国際社会は核開発の全廃をイランに迫ったものの、イランの威
嚇が引き起こした原油高により制裁は十分な効果を上げることができず、最終的
には核開発の全廃を事実上断念するに至ったのである。
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おわりに
本稿では、チョークポイントに位置する地域大国も、石油の海上輸送を阻害す
る能力により強制を行えるという仮説を立て、イランによるペルシャ湾およびホ
ルムズ海峡封鎖の威嚇を事例検証した。結果、先行研究の主張とは異なり、アメ
リカ以外の国家であっても石油海上輸送を阻害する能力を行使して、妥協を引き
出せることが確認できた。但し、イラン核開発問題は今日も完全な解決には至っ
ておらず、今後も更なる研究の余地がある。
今回の検証にて、強制の成否が分かれた背景には以下の二点の理由が推察され
る。第一に、イランをはじめとする地域大国の場合、後ろ盾となる国家の有無が
大きく影響していると言える。これは単に 1 国でいるよりもパワーが大きくなる
からか、
「孤立していない」ことがより重要なのかは、より大きなパワーを持つ
国対する検証により今後証明する必要がある。第二に、先行研究はアメリカが海
上覇権を達成したと述べているが、その覇権が築いた今日のリベラルな国際秩序
はアメリカ自身にも協調的な政策を選択させ得る69）。すなわち、アメリカが地域
大国の海軍を撃滅し海上封鎖を解除することが可能な場合でも、市場への影響や
軍事行動に伴う国内外の政治的コストを忌避し、地域大国の威嚇を受け強硬な政
策を変更し調整を図る場合がある。近年のコスモポリタニズムの隆盛に伴い、国
内の民主主義的要求のため、アメリカが保持しているシー・パワーと行使できる
ネイヴァル・パワーの隔たりは将来的に拡張する傾向にあるだろう70）。
今日、日本は石油の約87％を中東からの輸入に依存している71）。中東からの石
油海上輸送は、ホルムズ海峡のみならずアデン湾、マラッカ海峡といった複数の
チョークポイントを通航する必要があり脆弱性が高い。日本のエネルギー安全保
障上の要請は石油供給チェーンの多チャンネル化にある72）。豪州など地政学的リ
スクの少ない地域での民間企業によるエネルギー権益確保を国家的に支援し、自
主開発能力を向上させる必要がある。
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