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Navigating Iran Sanctions after JCPOA’s 

Implementation Day 

JCPOAの実施日以後の対イラン制裁の行方 

 和訳監修：藤平克彦 

The announcement by the International Atomic Energy 

Agency on January 16, 2016, that the Government of 

Iran has satisfied its commitments under the Joint 

Comprehensive Plan of Action (“JCPOA”), has triggered 

“Implementation Day” and the lifting of Iran sanctions as 

detailed in the JCPOA. This extraordinary event offers 

tremendous opportunities for Iran to reengage with the 

global economy and for non-U.S. companies to engage 

in business with Iran. In sum, as of Implementation Day: 

2016年 1月 16日、国際原子力機関（IAEA）は、「包括的

共同行動計画」（JCPOA）が定める措置をイラン政府が実施

したとする声明を発表した。これにより、「Implementation 

Day（実施日）」が到来し、JCPOAに詳細が定められている

ところに従ってイランへの制裁の解除が行われることとな

る。この特別な出来事により、イランは、国際社会への復帰

に向け大きな機会を得る一方、米国外の企業はイランでの

事業に取り組むことができる。要約すると、実施日におい

て、 

 The European Union (“EU”) has lifted the 

substance of its economic and financial 

sanctions imposed in relation to the Iranian 

nuclear program and only a limited number of 

restrictive measures, including the listing of 

certain individuals and entities, will remain in 

effect under the EU Iran sanctions regime. 

 欧州連合（EU）は、イランの核計画に関連して課し

た経済上、金融上の制裁の重要部分を解除し、一

部の個人、企業を制裁リストに留めることを含む、

ごく限られた制裁措置のみが引き続き継続される。 

 The U.S. Government has lifted “secondary” 

Iran sanctions, that is, U.S. sanctions applicable 

to non-U.S. persons engaging in Iranian 

transactions even when there is no U.S. nexus 

to the transaction. U.S. primary Iran sanctions 

applicable to U.S. persons (i.e., U.S. companies, 

U.S. citizens, and permanent resident aliens 

wherever located) will remain in effect, as will 

the prohibition on the use of the U.S. financial 

system, including overseas branches of U.S. 

banks, to effect Iran-related transactions. Under 

a General License, foreign subsidiaries of U.S. 

companies will be permitted to engage in certain 

business activities with Iran so long as there is 

 米国政府による「二次的」制裁、すなわち、当該取

引に米国との関連がまったくない場合でもイランと

の取引に関与する非米国人に適用される制裁は、

解除された。しかし、米国人（米国会社、米国市民、

永住権を有する者）に対し適用される一次的制裁

は、イラン関連の取引を実行するために米国の金

融システム（米銀の国外支店を含む）を利用するこ

とに対する禁止とともに、継続される。米国企業の

外国子会社は、米国人の関与がなく、米国の金融

システムを利用しない限りにおいて、OFACの一般

認可（General License）に依拠してイランとの事業

活動を行うことが許されることとなるだろう。 
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no U.S. person involvement and no use of the 

U.S. financial system. 

Given this legal framework, as outlined in our previous 

communications regarding the JCPOA
[1]

, certain 

sanctions risks will remain even after Implementation 

Day and, as a result, non-U.S. companies should 

continue to conduct due diligence checks prior to 

(re)entering into business activities with Iran. 

このような枠組みのもとでは、JCPOA
[1]
に関する前回の報

告において概要を述べたように、実施日後も一定の制裁リ

スクは継続することとなるため、米国外企業はイランとの事

業活動を開始又は再開する前にデューデリジェンス調査を

行うべきである。 

The lifting of EU sanctions (as described in more detail 

below) will have an immediate and broad impact on the 

business opportunities for trade between EU companies 

and Iran, because the U.S. sanctions relief is primarily 

focused on lifting “secondary” Iran sanctions. These 

secondary sanctions were implemented beginning in 

2010 in an attempt to deter non-U.S. persons from 

trading with Iran and dramatically raise the cost to Iran 

of continuing with its nuclear weapons development 

plan. Most of these sanctions will be terminated, and the 

United States will also remove from the U.S. Treasury 

Department’s Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) 

list of Specially Designated Nationals and Blocked 

Persons (“SDNs”) certain specifically identified Iranian 

entities and persons. 

EUによる制裁の解除（以下で、より詳細に述べる）は、EU

内の企業とイランとの間の取引に対し即時に広範な影響を

及ぼすだろう。なぜなら、米国による制裁解除は、「二次的」

制裁の解除が中心となるからである。これらの二次的制裁

は、非米国人にイランと取引を行わないようにさせるために

2010年に導入されたものであり、イランが核兵器開発計画

を継続するコストを劇的に増加させた。これらの制裁のほと

んどは解除されるだろう。また、米国は米国財務省外国資産

管理局（Office of Foreign Asset Control－「OFAC」）が管

理する、国家の安全保障を脅かすものと指定した国や法

人、自然人など（Specially Designated Nationals and 

Blocked Persons－「SDNs」）のリストから、一定のイラン人

及びイランの団体・人を削除するだろう。 

However, certain U.S. secondary sanctions will remain 

in place with respect to activities that materially 

contribute to the ability of Iran to develop weapons of 

mass destruction and support acts of terrorism, as will 

the prohibition on the use of the U.S. financial system, 

including overseas branches of U.S. banks, to effect 

Iran-related transactions. Furthermore, the prohibition on 

exporting and reexporting from a third country to Iran, 

directly or indirectly, any U.S. origin good (or goods 

containing U.S. origin components valued at 10%), 

technology, or services that have been exported from 

the United States will remain in effect. 

しかし、米国の二次的制裁のうち、イランの大量破壊兵器の

開発やテロを支援する活動に関するものは、継続されるだろ

う。また、イラン関連の取引を行うために米銀の外国支店を

含む米国の金融システムを利用することを禁止する制裁も

継続されるだろう。さらに、米国産の物品（又は価値の１０%

に相当する米国産の部品が使用されている物品）、テクノロ

ジー、サービスで米国から輸出されたものを、イランへ直接

又は間接に輸出し、又は再輸出することも引き続き禁止され

るだろう。 

OFAC has issued extensive formal guidance clarifying 

U.S. sanctions relief under the JCPOA and related 

implementation actions, including amending the SDN list 

to remove the entities covered by the JCPOA. The 

Council of the EU has also published a detailed 

guidance paper outlining the scope of the EU sanctions 

relief in compliance with the JCPOA as well as the EU 

sanctions not affected by the JCPOA, which will remain 

in effect and need to be considered when engaging in 

business with Iran. The supportive tone of the 

Government of the United Kingdom (UK) towards the 

OFACは、JCPOA下での米国の制裁解除と、関連するそ

の実施のための活動（SDNのリストから JCPOAに含まれ

る団体を削除することを含む）を明らかにするため、広範囲

にわたる公式な指針を公表した。EU理事会も、JCPOAに

従って解除される EUの制裁の範囲、及び JCPOAの影響

を受けずに今後も存続する EUの制裁であってイランで事

業を行う際に考慮する必要があるものに関する詳細な指針

を公表した。その指針について、イギリス政府は支持するこ

とをほのめかしていたが、同国外務省が FAQの形で公表し

ている指針においても支持する姿勢を示している。 
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EU guidance has been reiterated in the UK guidance 

published by the Foreign and Commonwealth Office in 

the form of frequently asked questions. 

EXTENT OF U.S. SANCTIONS RELIEF 米国の制裁解除・軽減の範囲 

Under its JCPOA commitments, the U.S. Government 

has lifted various secondary sanctions, including those 

summarized below and services associated with the 

JCPOA-covered activities. As a result of these 

measures, the sanctions noted no longer apply to non-

U.S. persons. However, it is important to emphasize that 

this sanctions relief does not apply to, and the United 

States will continue to enforce, sanctions against non-

U.S. persons under other U.S. sanctions authorities, 

including those used to address Iran’s support for 

terrorism, support for persons involved in human rights 

abuses in Syria or for the Government of Syria, and/or 

support for persons threatening the peace, security, or 

stability of Yemen, human rights abuses, and ballistic 

missile programs. 

JCPOAへのコミットメントに基づき、米国政府は、以下に要

約するような制裁や、JCPOAに含まれる活動に関するサー

ビスを含め、多くの二次的制裁を解除した。その結果、それ

らの制裁は非米国人には適用されなくなった。しかし、重要

なのは、この制裁解除は、他の根拠に基づく米国の非米国

人に対する制裁には適用されず、そのような制裁を米国政

府は継続していくだろうということである。継続される制裁に

は、テロに対するイランの支援、シリアでの人権侵害に関与

する人物やシリア政府へのイランの支援、又はイエメンの平

和、安全又は安定をおびやかす者へのイランの支援、並び

に人権侵害や弾道ミサイル計画に関するものが含まれてい

る。 

As of Implementation Day, the U.S. government has 

lifted: 

実施日において、米国政府は、以下の制裁を解除した。 

Financial and Banking Measures: Sanctions on 

transactions with certain financial institutions and 

individuals and entities identified as SDNs, including: 

the Central Bank of Iran (“CBI”) and other specified 

Iranian financial institutions; the National Iranian Oil 

Company (“NIOC”); Naftiran Intertrade Company 

(“NICO”); National Iranian Tanker Company 

(“NITC”); and other specified individuals and entities. 

Also lifted are sanctions with respect to transactions 

involving Iranian Rials, bilateral trade restrictions on 

Iranian funds held abroad (including limitations on 

transfer), sanctions on the purchase, subscription to, 

or facilitation of the issuance of Iranian sovereign 

debt (including government bonds), and sanctions 

on providing financial clearing services to the CBI 

and certain identified Iranian financial institutions. 

金融及び銀行： SDNsとして指定されている一定の金

融機関や個人・団体（これには、CBI（Central Bank of 

Iran ）その他のイランの金融機関、NIOC（National 

Iranian Oil Company）、NICO（Naftiran Intertrade 

Company）、NITC（National Iranian Tanker 

Company）、及び他の特定の個人・団体が含まれる）と

の取引に対する制裁。その他、イラン通貨を使った取引

に対する制裁、イラン国外において保有されるイラン系

資産に関する取引の制限（送金の制限を含む）、イラン

の政府系債務（イラン国債を含む）の購入、取得申込み

又は発行への協力に対する制裁、並びに CBI及びその

他のイラン系金融機関に対する金融決済サービスの提

供への制裁も、解除された。 

Insurance Measures: Sanctions on the provision of 

underwriting services, insurance, or reinsurance in 

connection with activities consistent with the 

JCPOA. 

保険： JCPOAに整合する活動に関する保険・再保険

の引受けへの制裁。 

Energy and Petrochemicals: Sanctions intended to 

reduce Iran's crude oil sales, including limitations on 

the quantities sold and the nations permitted to 

purchase Iranian crude oil, and sanctions on 

エネルギー・石油化学： 原油販売量の制限、イラン原

油を購入できる国の制限、合弁事業への参加、物、サー

ビス、情報、テクノロジーや技術的専門知識にかかる投

資に対する制裁、イランの石油・ガス・石油化学事業へ
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investment, including participation in joint ventures, 

goods, services, information, technology, and 

technical expertise and support for Iran's oil, gas, 

and petrochemical sectors. Also lifted are sanctions 

on transactions involving Iranian petroleum, 

petrochemical products, and natural gas and Iran’s 

energy sector, including sanctions on transactions 

with NIOC, NICO, and NITC. 

の支援に対する制裁など、イランの原油販売を抑制する

ための制裁。また、NIOC、NICO及び NITCとの取引に

対する制裁を含む、イランの石油、石油化学、天然ガス

及びイランのエネルギー事業にかかわる取引に対する

制裁も、解除された。 

Shipping, Shipbuilding, and Port Sectors: 

Sanctions on transactions with Iran's shipping and 

shipbuilding sectors and port operators including 

Islamic Republic of Iran Shipping Lines, South 

Shipping Line, and NITC, along with the port 

operators of Bandar Abbas. This covers non-U.S. 

persons that: own, operate, control, or insure a 

vessel used to transport crude oil, petroleum 

products (including refined petroleum products), 

petrochemical products, or natural gas (including 

liquefied natural gas) to or from Iran; operate a port 

in Iran; or engage in activities with, or provide 

financial services and other goods and services 

used in connection with, the shipping and 

shipbuilding sectors of Iran or a port operator in Iran, 

including port services, such as bunkering and 

inspection, classification, and financing. 

運送、造船、港湾： IRISL（Islamic Republic of Iran 

Shipping Lines）, SSL(South Shipping Line)、NITC、

バンダレ・アッバース港の運営業者など、イランの運送、

造船、港湾運営の分野における事業者との取引に対す

る制裁。これは、以下のような活動を行う非米国人を対

象に含む。すなわち、原油、石油製品（石油精製品を含

む）、石油化学製品、天然ガス（液化天然ガスを含む）な

どをイランに運び、あるいはイランから運び出すための

大型船を所有し、運航し、支配し、又は保険を付保する

者、イランで港湾を運営する者、イランの運送、造船、港

湾（燃料補給、検査、船級業務、金融を含む）分野の事

業者に対し金融サービスやその他のサービス、物品を

提供する活動に従事する者などである。 

Gold and Other Precious Metals: Sanctions on 

Iran's trade in gold and other precious metals, 

including related services such as financial 

transactions and security, insurance, and 

transportation activities. 

金その他の貴金属： 関連する金融取引、警備、保険、

運送活動を含む、イランの金その他の貴金属の取引に

対する制裁。 

Software and Metals: Sanctions on trade with Iran 

in graphite, raw, or semi-finished metals such as 

aluminum and steel, coal, and software for 

integrating industrial processes in connection with 

activities consistent with the JCPOA, including trade 

with identified SDNs. 

ソフトウェアと金属： 黒鉛、未加工・半加工のアルミニウ

ム・鉄その他の金属、又は石炭の取引、及び JCPOAと

整合するような活動（SDNs として指定されていた者との

取引を含む）と関連する工業工程を統合するためのソフ

トウェアに関する取引に対する制裁。 

Automotive Sector: Sanctions on the sale, supply, 

or transfer of goods and services used in connection 

with Iran's automotive sector. 

自動車： イランの自動車業界と関連して使用される物・

サービスを販売・提供・輸送することに対する制裁。 

SANCTIONS RELIEF FOR U.S. PERSONS 米国人に対する制裁解除 

The JCPOA also commits the U.S. government to 

license certain Iran-related activities of U.S. persons. 

Consistent with this commitment, on January 16, 2016, 

OFAC issued General License H permitting non-U.S. 

entities owned or controlled by U.S. persons to engage 

JCPOAは、米国人によるイラン関連の一定の活動につい

て米国政府がライセンスを与えるよう求めている。これにあ

わせて、2016年 1月 16日、OFACは、米国人により所有

又は支配されている非米国団体がイラン関連の一定の取引

を行うことを可能とする一般認可 H、及び商業用旅客機に関
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in certain Iran-related transactions and a Statement of 

Licensing Policy for commercial passenger aircraft. 

するライセンス指針を公表した。 

General License H: The Iran Threat Reduction and 

Syria Human Rights Act of 2012 included a provision 

prohibiting an entity owned or controlled by a U.S. 

person from engaging in transactions, directly or 

indirectly, with Iran and any person subject to the 

jurisdiction of the Government of Iran that would be 

prohibited if undertaken by a U.S. person. General 

License H now expressly authorizes such transactions 

and also permits U.S. persons to establish operating 

procedures to implement the activities covered by this 

General License. 

一般認可 H： 2012年イラン脅威削減及びシリア人権法

（The Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act 

of 2012）は、米国人に所有又は支配されている団体が、直

接又は間接に、イランやイラン政府の管轄下にある人物との

間で、もし米国人であったとすれば禁止されるような取引に

関与することを禁止していた。現在では、一般認可 Hは明

確にそのような取引を許容しており、さらに、米国人がこの

一般認可で許される活動を実施するための措置をとることも

許容している。 

In addition, General License H also authorizes a U.S. 

person to make available to its owned or controlled non-

U.S. entities that may be engaged in Iran-related 

transactions any “automated” and “globally integrated” 

computer, accounting, email, telecommunications, or 

other business support system, platform, database, 

application, or server necessary to store, collect, 

transmit, generate, or otherwise process documents or 

information related to the Iran transactions of the non-

U.S. owned or controlled entity. It is important to note 

that the reference to “automated” systems means 

systems that operate passively and without human 

intervention to facilitate the flow of data between and 

among the U.S. person and its owned or controlled non-

U.S. entities. Also, “globally integrated” is defined to 

cover business support systems that are available to, 

and in general use by, the U.S. person’s global 

organization. However, this authorization does not 

extend to cover any systems used to transfer funds 

through the U.S. financial system. 

加えて、一般認可 Hは、「自動化され」「世界的に統合され

た」コンピューター、会計、E メール、通信、その他の事業活

動を支えるシステム、プラットフォーム、データベース、アプリ

ケーション又はサーバーであって、米国人に所有又は支配

されていない団体の対イラン取引に関連する書類又は情報

を保存、収集、伝達又はその他の方法で処理するために必

要なものを、米国人が、自らが所有又は支配する、イラン関

連の取引に関与する可能性のある非米国団体に対して提

供することを、許容している。ここで、「自動化された」システ

ムとは、受動的に機能し、米国人とその所有又は支配下に

ある非米国団体との間のデータのやり取りを、人間の介在

を要することなく実現するシステムを意味していることに、留

意すべきである。また、「世界的に統合された」についても、

当該米国人の国際的な組織の用に提供され、かかる組織

が一般的に使用している事業支援システムを含む定義がお

かれている。ただし、許容されている範囲からは、米国金融

機関を通じた資金移動に使用されるシステムは除外されて

いる。 

Commercial Passenger Aircraft: OFAC will license, on 

a case-by-case basis, U.S. persons and, where there is 

a U.S. jurisdictional nexus, non-U.S. persons to export, 

re-export, sell, lease, or transfer to Iran commercial 

passenger aircraft, spare parts, and components for 

exclusively civil aviation end-use and to provide 

associated services, including warranty, maintenance, 

and repair services and safety-related inspections, for all 

the foregoing activities, provided that licensed items and 

services are used exclusively for commercial passenger 

aviation. Such licenses will include conditions to ensure 

that licensed activities do not involve, and no licensed 

aircraft, goods, or services are re-sold or re-transferred 

商業用旅客機： OFACは、ケース・バイ・ケースではある

が、米国人や、米国の管轄が及ぶ範囲にある非米国人が、

民間航空の最終製品のみに利用する目的で、イランへ商業

用旅客機やその部品を輸出し、再輸出し、販売し若しくはリ

ースすること、並びに保証、メンテナンス・修繕、安全検査な

どの関連サービスを提供することを、それらの物品及びサー

ビスが商業旅客専用ものとして利用される限りにおいて許可

するだろう。それが認められる際には、SDNリストに載って

いる人物や他の制裁対象者（たとえば、商務省の拒絶対象

人物リスト（Department of Commerce's Denied Persons 

List）にのっている個人・団体）が関与せず、また、OFACに

よる許可の対象となる航空機、物品やサービスがそれらの

者に対し転売又は移転されないことを確保するための条件
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to, any person on the SDN List or other sanctioned 

parties (such as individuals and entities listed on the 

Department of Commerce's Denied Persons List). 

が付されることになるだろう。 

CONTINUATION OF U.S. PRIMARY SANCTIONS AND 

TARGETED SANCTIONS ON NON-U.S. PERSONS 

米国の一次的制裁と、対非米国人向けの制裁の継続 

It is important to note that, except as provided for under 

the JCPOA and the express OFAC Guidance on the 

JCPOA implementation, the “primary” sanctions—those 

sanctions that apply directly to U.S. persons—will 

remain in full force and effect. These sanctions generally 

prohibit U.S. persons from engaging in or facilitating 

(defined very broadly by OFAC) any transaction in which 

Iran or an Iranian SDN has an interest. For example, if a 

European subsidiary of a U.S. person is to engage in an 

Iran transaction as authorized by General License H, the 

U.S. parent company cannot be involved in that 

transaction (except to the limited extent provided for 

under General License H), nor can any U.S. 

citizen/permanent resident working at the European 

subsidiary. Similarly, no U.S. origin goods (or goods 

containing U.S. origin components valued at 10%), 

technology, or services may directly or indirectly be 

exported or reexported to Iran by a non-U.S. subsidiary 

of a U.S. persons or any other non-U.S. person. 

JCPOAや、JCPOAの実施に関する OFAC指針において

定められている場合を除き、米国人に直接適用される一次

的制裁は、継続されることに注意する必要がある。これらの

制裁は、イランやイラン人の SDNが利害を有するいかなる

取引についても、米国人が関与し促進すること（OFACが広

く定義している）を一般的に禁止するものである。例えば、米

国人のヨーロッパ子会社が、一般認可 Hによって認められ

たイラン取引に関与する場合には、米国親会社はその取引

に関与することはできない（但し、一般認可 Hで認められる

限られた場合を除く）。それは、ヨーロッパ子会社で働く米国

の市民や永住権を有する者についても同様である。それと

同じく、米国人の非米国子会社や他のいかなる非米国人

も、直接又は間接に、米国産の物品（又は価値の１０%に相

当する米国産の部品が使用されている物品）、技術、サービ

スをイランに輸出・再輸出することは許されない。 

As mentioned, the U.S. Government has maintained in 

place sanctions directly applicable to non-U.S. persons 

with respect to activities that materially contribute to the 

ability of Iran to develop weapons of mass destruction 

and support acts of terrorism. In fact, on January 17, 

2016, the day after Implementation Day, OFAC added to 

the SDN list Iranian and other persons and entities 

under the Iran ballistic missile proliferation sanctions. It 

is quite clear that the U.S. government will continue to 

actively enforce such sanctions. 

すでに述べたように、米国政府は、イランの大量破壊兵器の

開発やテロ活動の支援の活動に関し非米国人に直接適用

される制裁を維持している。実際、2016年 1月 17日、すな

わち実施日の翌日、OFACは、イラン弾道ミサイルの拡散に

関する制裁対象となっているイラン人や他の団体を SDN リ

ストに追加した。 

EXTENT OF EU SANCTIONS RELIEF EUによる制裁解除の範囲 

The EU sanctions relief, effective January 16, 2016, 

removes a broad range of restrictive measures and 

permits in particular the following activities to be carried 

out with Iran: 

EUが行った 2016年 1月 16日に発効した制裁解除によ

り、制限的な措置が広範囲にわたり解除されており、特に以

下のような活動をイランとの間で実施することが許容され

る。 

Financial, Banking and Insurance Measures: 

Financial transfers to and from Iran are permitted and do 

not need prior authorization, to the extent that the 

Iranian persons, entities or bodies involved are not listed 

on the remaining EU lists of designated persons, 

entities, or bodies. It is important to note that certain 

金融・銀行・保険： イランへの送金やイランからの送金は、

関係するイランの人・団体が現行の EU制裁対象リストに掲

載されていない限り、事前の許可なくできる。ただし、一定の

イランの銀行や金融機関は、EUによるイラン制裁の枠組み

の下で、EU制裁対象リストに引き続き掲載されることに注

意すべきである。また、制裁対象リストに掲載されていない
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Iranian banks and financial institutions will continue to 

be listed under the EU sanctions regime against Iran. It 

is also permitted to provide insurance and reinsurance 

services for non-listed Iranian persons, entities, or 

bodies. 

イランの個人や団体に対する保険・再保険も許される。 

Oil, Gas and Petrochemical Sectors: It is permissible 

to import, purchase, swap and transport crude oil and 

petroleum products, gas, and petrochemical products 

from Iran, and to export equipment or technology to be 

used in Iran for business activities in this industry. 

石油、ガス、石油化学： 原油、石油製品、ガス、石油化学

製品をイランから輸入、購入、交換、及び運送することが認

められる。また、それらの事業活動に用いられる設備や技術

を輸出することも認められる。 

Software: Trade with software and related services are 

permitted, but remain subject to a licensing requirement 

if the software is designed for use in nuclear or military 

industries. Authorization may be obtained from the 

competent EU Member State authorities. 

ソフトウェア： ソフトウェア取引及び関連するサービスは許

容されるが、核関連又は軍事産業向けのソフトウェアについ

ては引き続き許可が必要である。許認可は、管轄権のある

EU加盟国の行政当局に申請することになろう。 

Other Activities Affected by the EU Sanctions Relief: 

The broad range of released activities also concerns the 

shipping, shipbuilding and transport sectors, as well as 

the trade with gold and other precious metals, 

banknotes and coinage. With regard to metals, however, 

the trade with graphite and raw or semi-finished metals 

to any Iranian person, entity, or body remains subject to 

an authorization requirement. 

EUによる制裁解除に影響を受ける他の活動： 制裁解除に

より広範囲な活動ができるようになったが、それには、海運、

造船、運送業界、及び金その他の貴金属、紙幣、硬貨の取

引が含まれる。しかし、金属については、イランの人・団体と

黒鉛や未加工・半加工の金属を取引することに対し、許可が

求められる。 

De-Listing of Persons, Entities and Bodies: A certain 

number of persons, entities and bodies will be de-listed 

from the applicable EU sanctions lists and their assets 

will be unfrozen. EU persons will therefore also be 

permitted to make funds and economic resources 

available to these de-listed natural or legal persons, as 

well as to entities under their control. 

人・団体の制裁対象リストからの除外： 一定数の人・団体

が EUの制裁対象リストから除外され、資産凍結が解除さ

れるだろう。したがって、EU内の人も、それらの除外された

自然人・法人や、それらの者が支配する団体に対し資金や

経済的資源を提供することが許されるだろう。 

CONTINUATION OF CERTAIN EU SANCTIONS EUによる制裁の一部継続 

Although the substance of the EU economic and 

financial sanctions against Iran are lifted, certain 

restrictive measures continue to apply and a limited 

number of natural or legal persons will remain listed 

under the EU sanctions regime against Iran. 

EUによる経済、金融上の対イラン制裁は多くが解除される

ことになるが、一部の制限的な制裁措置は継続され、限られ

た数の自然人や法人が EUによる制裁枠組みの下で制裁

対象のままとなるだろう。 

In particular, the EU arms embargo and restrictive 

measures related to missile technology and on specific 

nuclear-related transfers and activities continue to apply, 

resulting in a set of prohibited activities and certain 

authorization requirements. Some of these restrictions, 

such as the arms embargo, will only be lifted following 

Transition Day as defined by the JCPOA (i.e., October 

18, 2023). 

特に、EUによる武器禁輸とミサイルテクノロジーに関する制

限的な措置、及び核関連の活動に関する措置は継続適用さ

れ、その結果、それらの活動は禁止され、あるいは、実施す

る際に許可が必要となる。武器禁輸など、継続適用されるい

くつかの措置については、JCPOAの中で定義されている

「Transition Day」（2023年 10月 23日）の後になって解除

されることになるだろう。 
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Further, restrictive measures imposed by the EU in 

connection with human rights violations, support of 

terrorism or for other reasons will continue to have 

effect. This includes an asset freeze and visa ban on a 

number of individuals and entities listed under any of the 

remaining EU sanctions regimes. Finally, as a matter of 

course, EU companies engaging in business with Iran 

also have to comply with the general EU and EU 

Member States' export control regimes in addition to the 

limited number of specific export restrictions under the 

remaining EU sanctions regime against Iran. 

さらに、人権侵害、テロ支援等の理由により EUが課してい

る制限的な措置は、継続されるだろう。これには、資産凍

結、EUの制裁対象リストに掲載されている個人・団体に対

するビザの発給停止が含まれる。最後に、当然のことなが

ら、イランとの事業に関与する EU企業もまた、EUによるイ

ラン制裁の下で課される限定的な数の特定の輸出制限に加

え、EUと EU加盟国による一般の輸出コントロールの枠組

みに従う必要がある。 

“SNAP-BACK” RISK AND POLICY CHANGES 制裁再発動のリスクと方針変更 

While the implementation of sanctions relief promises to 

create tremendous potential for Iran trade and 

investments, the JCPOA does contain a “snap-back” 

provision that permits the U.S. and EU to reimpose 

sanctions if Iran does not continue to honor its JCPOA 

commitments. The applicable EU sanctions regime and 

EU Council guidance paper, however, clarify that any 

reintroduction of EU sanctions will not apply with 

retroactive effect. The United States has also made a 

similar commitment not to retroactively impose sanctions 

for legitimate Iran transactions undertaken after 

Implementation Day. Companies will have a certain 

period of time to discontinue their activities in Iran in 

case of an EU sanctions “snap-back.” In addition, it is 

important to note that many of the U.S. sanctions relief 

provisions are being implemented by Presidential 

Executive Orders. A new U.S. President may have a 

different policy view of the JCPOA and seek to revise or 

limit certain of the JCPOA provisions. As a result, 

companies engaging in Iranian business activities 

should be mindful to structure their agreements with 

Iranian entities to permit an appropriate exit should 

sanctions be reimposed. 

制裁解除はイランとの取引や投資にとって大きな可能性に

つながるが、JCPOAは、イランが JCPOAの実施を継続し

ない場合に、米国と EUが制裁を再び発動できるとする「再

発動」条項を規定している。しかし、EUの制裁枠組みと EU

理事会の指針によれば、EUによる制裁を再発動しても遡及

効を有しないことは明らかである。米国も、実施日以降に適

法に行われたイランとの取引に対して制裁を遡及的に課す

ことはないことを認めている。EU制裁が再発動された場合

には、企業にはイランでの活動を停止するために一定の期

間が与えられるだろう。加えて、米国による制裁解除措置の

多くは、大統領命令により実施されていることに注意が必要

である。新しい米国大統領が JCPOAについて異なる方針

をとり、JCPOAの措置を修正又は制限することを求める可

能性がある。このため、イランで事業活動を行っている企業

は、制裁が再発動された場合に適切に事業から撤退できる

よう、イランの団体と合意を形成しておくことが必要だろう。 

  

Footnotes 脚注 

[1]
  Morrison & Foerster LLP Client Alert. “Iran Sanctions: 

Change is Coming, But Risks and Uncertainties 

Remain” (August 6, 2015). 

[1]
  Morrison & Foerster LLP Client Alert. “Iran Sanctions: 

Change is Coming, But Risks and Uncertainties 

Remain” (August 6, 2015). （日本語訳：「対イラン経済

制裁：制裁解除へ－但し、なおリスクと不確実な部分は

残る」） 
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