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１． 調達・転換・流通・公益的対応（石油・天然ガス・石炭・鉱物資源・地熱資源） 

 

【１】石油 

ガソリン等石油製品について、①低廉な価格で、②平時・危機時を問わず、③全国各地

に安定供給するため、「石油サプライチェーン全体の生産性向上」「公正・透明な市場の形

成と取引環境の整備」「公益的課題への対応（危機対策やＳＳ過疎地対策等）」をそれぞれ

推進していく必要がある。以下、それぞれの点について現状認識及び今後の検討の方向性・

論点を整理する。 

 

（１）石油サプライチェーンの生産性向上（精製セグメント、流通セグメント） 

a) 精製セグメント 

①現状認識 

原油調達先の変化、精製可能な原油油種の拡大の必要性 

 我が国の原油調達先は引き続き中東が中心であるが、近年ロシアからの輸入比率が増加

している。また、本年１月には、原油輸出が解禁された米国からの輸入が開始されるなど、

我が国の原油調達先の多様化が進んでいる。今後の課題として、原油価格の重軽格差や、

製油所における追加的な設備投資額、我が国までの追加的輸送コストの大きさ等のバラン

スによるが、精製コストの中で原油コストが大きな割合を占めることに鑑み、原油コスト

の低減に向け、安価な劣質原油の活用について検討していく必要がある。 

 

国内・アジア・中東における石油製品需要、精製能力の変化 

 我が国における石油製品需要の中長期的な減少傾向は、今後も継続していく見通しであ

る。こうした需要減に対応し、近年、石油精製業者が需要に応じて石油精製能力を徐々に

削減していくことにより、製油所の精製設備の稼働率を維持する対応がとられてきた。仮

に、2017年３月に対応期限を迎えるエネルギー供給構造高度化法の第２次告示で各社に課

された残油処理装置装備率の改善目標を、全社が全て原油処理能力の削減(2014年比で約

40万ＢＤを削減)によって達成する場合、精製設備の稼働率は約 85％まで回復する見込み

である。他方、国内需要の中長期的な減少傾向を踏まえれば、今後、海外への輸出が増え

るか精製設備の廃棄が進まない限り、再び設備稼働率が低下していく可能性がある。 

 一方、アジア・中東地域を見渡すと、経済活動の拡大に伴い、石油製品需要の増加が見

込まれている。しかし、これらの地域では需要増に併せて製油所の新設や能力拡充も同時

に進展している。このため、今後 2020年までの間に、同地域だけでも我が国の供給能力

の約 9割に相当する約 350万ＢＤの精製能力が拡充されることが計画されており、域内需

要を上回るペースで供給力が拡大する可能性がある。 

 

輸入圧力と我が国製油所の国際競争力 

 こうした中、現時点では我が国と海外との間で輸出入されているガソリン等石油製品の

量は、石油化学用ナフサを除けば限定的ではあるものの、今後は、生産性の高いアジア・
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中東地域の製油所で精製された輸入石油製品が流入してくる可能性が高い。国内に製油所

を維持し、必要な精製能力を維持することは、平時の低廉かつ安定的な石油製品供給のみ

ならず、原油の輸入途絶等の危機時に国家備蓄原油等を精製して効率的な供給を維持する

能力を確保できるという大きな意義がある。この現実を踏まえれば、国内の製油所が激し

い国際競争に生き残るため、これまで以上に生産性向上を進める必要がある。 

我が国の製油所の生産性・国際競争力を測るべく、代表的な指標を整理すれば、経済産

業省が産業競争力強化法第 50条に基づき 2014年６月に公表した「石油精製業の市場構造

に関する調査」にもあるとおり、「残油処理能力」が比較的高い一方、「稼働信頼性」「操

業コスト・エネルギーコスト」「精製能力規模」の各要素について、アジア太平洋地域の

輸出型製油所群に劣後しているという評価がある。このため、我が国では、国内需要減に

応じて精製能力の削減を進める一方で、輸出競争力を伸ばす可能性のある製油所について

はその可能性も追求するなど、選択と集中による集中的な投資も進め、国際競争力を高め

ていく必要がある。 

 

海外事業等の充実による国際的な「総合エネルギー企業」への成長機会 

また、国内の石油需要が今後減少を続ける見通しである中、石油精製業者は、新たな成長機

会として、石油・天然ガス・金属鉱物等の資源開発事業への投資やインドネシアや、ベトナムと

いったアジア新興国を中心とする海外における石油精製・石油化学事業等への進出を進めてい

る。また、国内における電力・ガス事業の拡大・参入を進めている。 

 

 

②今後の論点・方向性 

設備最適化・高付加価値化 

国内の石油製品需要が漸減していく状況を踏まえれば、引き続き、過剰精製能力の削

減やコンビナート内の製油所間・石油化学工場との連携強化による設備最適化等、事業

再編の取組を進め、製油所の生産性を高めていくことが必要である。 

こうした認識の下、2017年３月に期限を迎えるエネルギー供給構造高度化法第２次告

示への対応についても、各製油所の公称能力を少しずつ削減して個々の製油所の生産性

を低下させる対応ではなく、製油所全体の生産性を向上させる形での対応がなされるこ

とが期待される。また、同告示についての評価を行った上で、現在進行中の企業再編の

進展等を踏まえながら、第３次告示を策定するか否かを判断する必要がある。また策定

する場合にはその内容はいかなるものであるべきか。 

 

設備稼働率・稼働信頼性の向上 

製油所の設備稼働率を高める上で必要な「稼動信頼性」（Reliability）については、

アジア太平洋地域の輸出型製油所群と比して劣後しているという評価がある。今後、安

全な操業の確保を大前提としつつ、定期補修等による設備停止期間を短縮することや想

定外の停止を減少させることにより稼働信頼性を向上させる必要がある。その際、石油
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精製業者が製油所に日々蓄積されるビッグデータやＩｏＴ（Internet of Things）技術

を活用し、製油所の運転データ・点検データと過去のトラブル情報の紐付け・解析から

将来のトラブルの予見につなげ、自主保安の高度化を進めることが望ましいが、その実

現に向けてはどのような政策的対応が必要か。 

 

省エネの抜本的強化 

我が国製油所のエネルギー効率はアジア太平洋の輸出型製油所群と比して劣後してい

るとの評価がある。原油価格が低迷する現在、短期的には省エネによる経済メリットは

減少するため、企業としては、新たな省エネ技術への投資に躊躇する状況にある。省エ

ネ投資回収期間の長期化や、エンジニアリング会社等との連携による技術開発の促進な

どに取り組み、石油精製業者が中長期的視座での生産性向上のために更なる省エネを進

めることが望ましいが、その実現に向けてはどのような政策的対応が必要か。 

 

精製可能な原油油種の拡大 

   原油の重軽格差の見通し、各産油国の地政学リスク、各産油国の輸出余力・可採年数、

各産油国から我が国への輸送距離等を勘案しつつ、製油所の生産性向上に資するよう、

精製可能な原油油種の拡大を図っていくべきである。そのためには、石油精製業者によ

る超重質・高硫黄原油等の処理を効率的に実施するために必要な設備投資が進められる

必要があるが、その実現に向けてはどのような政策的対応が必要か。 

   

アジアの新興国等における石油精製・販売ビジネス展開の加速 

国内石油需要の減少に直面する我が国の石油精製業者は、国内における電力・ガス事

業への参入強化に加え、アジアの新興国等の石油精製・販売事業等に成長機会を求める

動きを加速する必要がある。政府として、我が国企業の参入機会を切り拓くべきターゲ

ット地域を見極め、制度的障壁の除去等に向けた相手国政府との対話や技術協力等を進

める必要がある。 

   

  石油火力用燃料のサプライチェーンについて 

   石油火力用燃料については、石油火力の稼働減少に伴う需要減により、低硫黄原油の

調達、国内精製、内航輸送に至るまでのサプライチェーンの維持が困難となっている。 

電力基本政策小委員会における供給力の確保のあり方をめぐる議論やそこでの石油火

力の位置付けを踏まえつつ、政府・電気事業者・石油精製業者等の関係者間で、石油火

力用燃料のサプライチェーンのあり方を検討する必要がある。 
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（b）流通セグメント 

 ①現状認識 

 今般の「平成 28年熊本地震」においても、ＳＳや小口配送拠点は、緊急車両や被災地

の車上避難者等の給油需要、さらには停電地域に配備した電源車向け石油の安定供給に貢

献し、「ラスト・リゾート」すなわち最後の砦としての役割が再確認された。 

しかしながら、石油販売業の営業利益率は、特に揮発油販売業という括りで見れば 

0.9％と、小売業全体の営業利益率（2.2％）の半分以下であり、将来の再投資に必要な収

益力が確保できているとはいい難い状況にある。今後もＳＳが必要な再投資を実施し、ガ

ソリン等石油製品が低廉かつ安定的に消費者に届けられる流通網が維持されるには、石油

販売業者が競争し切磋琢磨する中で、「生産性向上」や「地域・顧客のニーズに応えられ

る多角的なビジネス展開」による経営力強化を実現し、安定した収益体質を確立すること

が不可欠である。 

 

生産性向上によるアプローチ 

石油販売業者による生産性向上のための方策は、まずは事業者の創意工夫によるところ

ではあるものの、販売数量が多いほど仕入単価は安価になる傾向がある中（ガソリン月あ

たり販売量が 40kl未満の事業者と 1,670kl以上の事業者との間では、ハイオクガソリン

で 4.8円/L、レギュラーガソリンで 4.7円/Lの仕入価格差）、仕入れの工夫等を通じたコ

スト削減・生産性向上が有効である。例えば、食料品店等の他業種では、小売業者が卸機

能を共有して調達機能を高めるビジネスモデルとして「ボランタリーチェーン」の取り組

みが行われている。この取り組みにより、小売業者としてはボリュームディスカウント等、

調達先との交渉力強化が期待でき、仕入れコストの低減が可能となるこうした他業種の進

んだ取り組みを参考とした検討も有効と考えられる。 

次に、物流合理化による生産性向上が求められる。典型的な物流合理化策としては、販

売拠点（貯蔵タンク等）と配送ローリーの共同利用と組み合わせることにより、①小ロッ

トを何度も運ぶのではなく、大ロットで効率的に運べるようになる、②設備の稼働率向上

により、物流コストの効率化が期待できる等のメリットが見込まれる。1ディーラー・1

ＳＳの事業者が多いため事業統合や協業化が進みにくい環境である中、ＳＳの生産性向上

のため、こうした取組を進めつつ、さらに石油販売業者間での経営統合や業務提携、ＳＳ

の集約化等も追求されるべきである。 

 

地域・顧客のニーズに応える多角的なビジネス展開による経営力強化 

 石油販売業者の経営力強化のためには、まず地域・顧客のニーズに応えられる多角的な

ビジネス展開が有効である。燃料油販売専業の事業者に比べて兼業事業者の営業利益率は

高い傾向にある。日本の１ＳＳ当たりの平均販売量は年々増加しているが、水準は欧米諸

外国の半分程度であるため、燃料油販売のみに頼るのではなく、顧客や地域のニーズに応

えられる多角的なビジネス展開により経営力を高める必要がある。 
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②今後の検討の方向性と論点 

ＳＳが中長期的に燃料の安定供給の役割を果たすためには、将来の再投資に必要な収益

力の確保が必要であり、そのためにも、①流通段階の経営統合・集約化、業務提携、物流

の合理化等を通じた生産性向上、②地域・顧客のニーズに応えられる多角的なビジネス展

開を進めていくために必要な政策的対応はどのようなものであるべきか。 

 

 

（２）公正・透明な卸市場形成と取引環境の整備 

a）ガソリン等石油製品 

①現状認識 

「仕切価格（卸価格）」と「事後調整」の課題 

 ガソリン等石油製品の流通は、同じ石油精製業者（以下、「元売」）の製油所から精製・

出荷されたガソリン等であっても、あるものは「系列玉」として、またあるものは「非系

列玉（業転玉）」として異なる流通ルートに乗り、非系列玉（業転玉）は「系列外ＳＳ（例：

ＪＡ・商社等の経営するＳＳ）」のみならず一部の「系列ＳＳ」においても実態としては

販売される構造にある。    

このとき、2014年以降の元売から系列ＳＳへの系列玉の仕切価格（卸価格）の推移を見

ると、原油コストより高値よりに推移する傾向が見られ、このため元売と特約店・商社の

間で仕切価格について事後的な調整（事後調整）がなされているものと考えられる。しか

し、こうして仕切価格が事実上「建値」となり、基準が不明確なまま「事後調整」が行わ

れる場合、またそれが常態化する場合、販売業者間での不公平感が生まれるのみならず、

販売業者側のコスト意識に根ざした経営改善努力を曇らせ、また、本来は価格をシグナル

として取引が柔軟に調整される市場メカニズムを歪めてしまうおそれがある。 

このため、まずもって市況実態に即した仕切価格設定がなされ、事後調整が行われると

してもその基準の明確化が進められることにより、系列の販売業者にとっての最終的な卸

価格の予見可能性が確保され、系列の販売業者にコスト意識に基づいた健全な経営合理化

を促す環境整備が進められるべきとの指摘がある。 

 

事後調整基準の明確化、市況実態に即した仕切価格設定 

 公正取引委員会は、本年４月に発表した「ガソリンの取引に関するフォローアップ調査

報告書」の中で以下のような指摘をしている。 

 

 「基準の不明確な仕切価格の修正を一方的に実施する場合には，元売の販売政策に従わ

せやすくする効果を生じ，相手方の事業活動を制限することとなりやすいため，元売にお

いては、仕切価格の修正（通知価格の遡及的な引下げ）の実施基準を可能な範囲で明確に

し，取引の相手方に示す必要がある。また，仕切価格の修正が恒常的に行われている場合

には，取引条件を不透明にし，系列特約店及び系列販売店による自主的・合理的な経営行
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動を阻害するおそれもあるため，当初の仕切価格の額を可能な範囲でより市況の実態に即

したものとするなどの見直しも併せて行う必要がある。」 

 また、これに加えて、元売から特約店・商社への仕切価格のみならず、特約店・商社か

ら販売店に対する仕切価格の透明性をより一層確保することも同様に求められるべきと

の指摘がある。 

 

市場参加者から信頼される「卸価格指標」構築の必要性 

 国内需給を適切に反映した卸価格指標（商社等の業者間取引価格を含む、以下同じ）は、

元売と販売業界の双方にとって自主的・合理的な経営判断を行うために不可欠な情報イン

フラである。しかし、一般的に「海上スポット価格」（元売・商社間などのタンカー単位

での大口取引価格）は、「陸上スポット価格」（製油所・油槽所からタンクローリーで出荷

される時点での小口取引価格＝タンクでの貯蔵等の運営費やマージン含む）より低くなる

はずのところ、陸上スポット価格が海上スポット価格を下回るという逆転現象の常態化が

見られるなど、我が国の価格アセスメント機関が発表する卸価格指標はその信憑性に疑念

が呈されていた。こうした卸価格指標への信憑性の低さもあり、元売は、市場価格連動に

よる卸価格（仕切価格）決定方式を捨て、原油価格リンクなどによる卸価格決定方式へと

回帰せざるを得ない結果となってしまった。 

 しかし、本年に入り、①欧米の複数のＰＲＡ（価格調査機関）が日本での石油製品価格

アセスメント業務に参入し、②日本のＰＲＡ（価格調査機関）がＩＯＳＣＯ（証券監督者

国際機構）の「ＰＲＡ原則」に沿ったアセスメント手法見直しに向けた取り組みを限定的

ながら開始した。また、③ＴＯＣＯＭ（東京商品取引所）も新たな商品市場開設の方向性

を発表し、複数の卸価格指標間での競争が始まった。 

 今後は、こうした複数の卸価格指標の間で競争が強まり、そこで信頼性の高い卸価格指

標が生まれるメカニズムを作り出すことにより、元売が卸価格（仕切価格）決定方式をよ

り一層国内の石油製品需給を反映した形に見直す基盤が構築される必要がある。 

 

 

②今後の検討の方向性と論点 

 石油産業の構造変化が進む中、元売‐特約店・商社間、特約店・商社－販売店間をはじ

めとする市場参加者間の公正かつ透明な取引慣行の確立や、ＰＲＡ（価格調査機関）や公

設取引市場による競争活性化を通じて、公正・透明で信頼性の高い卸価格形成メカニズム

を一層整備していくことが不可欠であり、以下の検討を進める必要である。 

 

卸取引の一層の透明化・適正化 

 元売から特約店・商社への卸価格の事後的な調整（事後調整）の実施基準の明確化を含

む卸価格決定方式の明確化等、取引の一層の透明化・適正化について議論を深め、国は事

業者に対するガイドラインの策定を進めるべきであり、その内容は如何なるものであるべ

きか。 
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国内需給を適切に反映した、市場参加者に信頼される卸価格指標の構築 

我が国の石油製品需給を適正に反映した卸価格指標を確立するため、①価格アセスメン

ト会社によるＩＯＳＣＯ（証券監督者国際機構）の「ＰＲＡ原則」の遵守徹底、②国内外

の多様なＰＲＡ（価格調査機関）同士の競争活性化と改善のサイクルの構築、③公設市場

（東京商品取引所）における石油製品の先物取引の活性化等に必要な政策的対応は何か。 

 

国内需給をより一層反映した卸価格（仕切価格）決定方式への見直し 

 上記のような国内需給を適切に反映した卸価格指標が構築されるのに合わせ、元売は、

特約店等に対する卸価格（仕切価格）決定方式を、例えばこうした信頼性の高い卸価格指

標に連動させる等により、国内需給（市況）をより一層反映した形に見直し、事後調整の

常態化を防ぐことが期待される。 

 

 

 

b）ＬＰガス  

 （中略） 

 

（３）公益的対応（災害対策、輸入途絶対策、ＳＳ過疎地対策） 

a）災害対策の更なる強化（「平成 28 年熊本地震」を踏まえた更なる対応） 

①現状認識（「平成 28年熊本地震」への対応） 

2016年４月に発生した「平成 28年熊本地震」に対応して実施した被災地に向けた緊急

石油供給オペレーションについては、東日本大震災の反省を踏まえて整備してきた、元売

系列を越えた連携対応を容易にするための「災害時石油供給連携計画」（石油備蓄法）や、

元売系列ごとの「系列ＢＣＰ」（業務継続計画）に則って実施された。 

政府・自治体・石油元売業界・石油販売業界の密接な連携の下、製油所・油槽所・ＳＳ

等の石油供給インフラの被災状況把握、被災地からの緊急石油要請への対応、被災地から

の要請を待たずに実施するプッシュ型支援、石油供給網の回復等が、総じて円滑に実施さ

れたと評価できる。 

具体的には、まず、４月 16日（土）未明の地震後、朝７時台には経済産業大臣が石油

備蓄法に基づく「災害時石油供給連携計画」の発動を勧告し、これを受けて、元売各社は

直ちに石油インフラの被災状況等の現地情報収集を開始し、同日正午には、業界団体であ

る石油連盟内会議室において、情報共有・対策検討を目的とする「第１回共同オペレーシ

ョン会合」を開催した。同時に、石油連盟と全国石油商業組合連合会（全石商）には、24

時間体制の緊急要請対応室が設置された。 

また、元売各社は、東日本大震災時の反省を踏まえて整備した「系列ＢＣＰ」（自社系

列の精製・物流・販売までのサプライチェーン全体を一体的に把握・管理し、早期の供給

回復を実現するための計画）に則り、隣接地域からのタンクローリーの投入等の被災地へ

の円滑な供給に向けた取り組みが行われた。 
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さらに、東日本大震災後に整備した「中核ＳＳ」においては警察・消防等の緊急車両や

災害復旧車両に対する優先的な石油供給が行われ、「中核ＳＳ」のガソリン・軽油等在庫

を切らせることがないよう、元売から中核ＳＳに対する「重点継続供給」（都度の供給要

請がなくとも自動的に在庫の補充が行われる体制）も実施された。 

他方、制度面の整備を進めてきたものの十分に機能しなかったものや、今回の地震で新

たに認識したものなど、今後、対応が必要となる課題も確認された。 

 

②今後の検討の方向性と論点 

ＪＡ（農協）など元売以外の事業者を含めた供給連携体制の構築 

東日本大震災後、石油備蓄法に基づく「災害時石油供給連携計画」を事前に策定し、

定期的な訓練を含め、災害時の供給連携体制を整備してきた元売各社の間では、情報収

集や情報共有、緊急要請への対応に円滑に取り組むことができた一方、特に山間部など

に供給網を持つＪＡ（農協）等との協力体制には課題が残った。 

この点、過疎地や山間部に多くのＳＳを持ち、一部で自前の配送機能を有するＪＡ等

についても、必要な情報収集や共同施設利用などの協力体制を構築できるよう、「災害

時石油供給連携計画」への参画を求める可能性も含め、必要な対策を検討すべき。 

 

タンクローリーの緊急通行車両扱いの徹底と、長大・水底トンネル通行のルール整備 

通行止となっていた九州自動車道の一部が復旧し、災害対応車両の通行が認められた

が、熊本県サイドにおいてタンクローリーが災害対応車両として認識されていなかった

ことから、タンクローリーの通行許可の取得に時間を要した。今後、国は都道府県に対

して、タンクローリーを災害対応車両として取り扱うことを慫慂することを含め、災害

時の緊急石油供給体制の構築に向けた事前準備を促すべきである。 

また、八代の油槽所に在庫を運ぶタンカーが余震のため着桟できないため鹿児島県内

の油槽所からのタンクローリー輸送の必要が生じたが、同時に道路の寸断や迂回路の大

渋滞に見舞われており、熊本県内への石油の迅速かつ継続的な供給の観点からは、平時

には「長大・水底トンネル」を通行できないタンクローリーを、緊急措置的に通行させ

る必要が生じていた。結果的に今回はタンクローリーを通行させることはなかったが、

今後の同様の災害を想定し、災害時に限定してタンクローリーの長大・水底トンネル通

行を認める特例措置について関係省庁間で検討を進めるべきである。 

 

ＳＳの営業状況や在庫状況の確認及びその周知、自家発電機を備えた地域住民の拠点Ｓ

Ｓの整備等 

今般の熊本地震の発災直後に連絡が取れなかったＳＳが多数存在し、震災直後に稼

働を確認できたＳＳは熊本県内ＳＳの約７割であった。これを踏まえ、発災後速やか

にＳＳの状況確認を行うことができるよう、ＳＳの点検作業の迅速化やＳＳからの情

報収集手段の整備を如何に進めるべきか、具体的な検討を急ぐべきである。 
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また、災害直後からＳＳに行列が出来る中、一部で品切れ状態が発生するなど消費

者に不安が生じたため、ＳＳ営業状況を経済産業省と元売及び農協・商社などのＨＰ

に公表する対応を行った。今後の災害を想定し、被災者の不安を解消してパニック・

バイのような事態を防止するため、地震発生直後から迅速にＳＳの稼働状況等を公表

するための手順・ルールを事前に整備すべきである。 

さらに、災害時においても避難者・被災者の生活を支えるのに不可欠な燃料供給拠

点を確保すべく、自家発電機を備え地域住民の拠点となるＳＳの整備を進め、災害時

には稼働の可否を優先的に国が把握し、公表できる体制を整備すべきである。 

そのほか、中核ＳＳでは緊急通行車両確認標章が発行された車両等に対して優先給

油を行うこととなっているが、今般の熊本地震ではそもそも緊急通行路が指定されな

かったため、緊急通行車両確認標章が発行されず、ＳＳ側で優先給油の対象車両を特

定することが困難であった。このため、今回のように都道府県が緊急通行路を指定せ

ず緊急通行車両等確認標章が発行されない場合における、中核ＳＳでの優先給油され

るべき車両の特定方法（別の証明書による代替、車種による外形的判断等）を検討す

べきである。 

 

自治体・病院・通信・放送等の重要インフラ側での事前準備の強化 

今般の地震でも、停電地域にある病院・避難所等の重要インフラにおいて、非常用

電源向け燃料（自衛的備蓄）が不足した。また、被災自治体が石油連盟との間での重

要施設に関する情報共有の覚書を締結して事前の登録を進めていなかったこともあり、

被災地での石油需要の把握に時間を要した。 

これを踏まえ、自治体や病院等の重要施設管理者に対し、平時から非常用電源の稼

働に必要な燃料等の備蓄を確保することの重要性や、機器や燃料のメンテナンスを継

続的に行う必要性について呼びかける必要がある。石油業界においては、重要施設管

理者の求めに応じ、石油製品の長寿命化対策を講じていく必要がある。また、都道府

県に対し、災害時石油供給の確保に向けた情報収集等の体制整備を促すとともに、政

府への緊急石油供給要請の方法について「手引き書」を作成し、周知徹底すべきであ

る。 
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電源車向けの石油供給にかかる電力業界・石油業界の連携強化 

送電鉄塔が倒壊したことにより停電が長期化した阿蘇地域に対し、九州電力が大量

の電源車を配備し、24時間体制での送電を実施した。この電源車に対して、継続給油

を行う必要があったため、石油連盟・全石商・ドラム缶工業会・九州電力が協力し、

電源車を配備した地点への大量のドラム缶配備、周辺地域から集めたミニローリーに

よるＳＳ・小口配送拠点とのピストン運送等、円滑な供給に必要な体制を業界の垣根

を越えて急遽調整し構築した。 

今後、熊本地震と同様に大量の電源車に対する大量の石油の継続給油を行う事態が

発生することを想定し、事前に電力会社、石油連盟、全石商、ドラム缶工業会、経済

産業省における役割分担の定式化や事前の情報共有（地域単位でのドラム缶確保体制

の確認や、協力可能なミニローリー・小口配送拠点のリスト化等）、さらに訓練を進め

るべきである。 

 

 

ｂ）戦略的・効率的な備蓄の堅持（需要に見合った量の効率的管理、油価ボラティリティ

対応等） 

（ⅰ）石油備蓄 

① 現状認識 

調達先多角化の限界と石油備蓄の必要性 

我が国は原油輸入量の約 82％を中東地域に依存しており、中東情勢の不安定化等によ

る不確実性の増大を踏まえれば、引き続き十分な量の石油備蓄を保有することが必要であ

る。調達危機への対応として「大量の石油備蓄を抱えるではなく、調達先多角化によって

対処すれば良い」といった意見もあるが、調達先多角化を進めることの必要性と意義を認

める一方で、それのみでは限界があることに留意が必要である。 

世界の産油国・地域の輸出余力（域内原油生産量と域内消費量との差分）を見れば、中

東が圧倒的に大きく、次いでロシアと西アフリカ、これに中南米が続いている。こうした

中、世界の石油消費国の原油輸入先を見ると、輸出余力のある中東・ロシア・西アフリカ・

中南米といった産油国・地域のうち、自国までの輸送距離の短い国・地域からの輸入を中

心とする傾向がある。たとえば、同じ北東アジアに位置する韓国や台湾の原油輸入は、我

が国と同様に中東・ロシアへの依存度が高くなっている。 

こうした観点から、我が国として現実的な調達先多角化は、中東地域内での調達先多角

化やロシアやアメリカからの調達拡大であるが、アメリカについては自国消費量の大きさ

ゆえの輸出余力の限界や、メキシコ湾から喜望峰回りで我が国に到達する輸送距離の長さ

というボトルネックを考慮する必要がある。また、西アフリカや中南米については輸送距

離の長さのみならず、製油所レベルでの追加的設備投資が必要となる点がボトルネックに

なる。このように、我が国のエネルギーコストを増大させない形で調達先多角化を進める

ことには、ある程度の可能性がある一方で限界もあることに留意が必要であるため、万が
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一のリスクに備え、我が国の需要に見合った量の石油備蓄を効率的に堅持することが今後

も引き続き必要である。 

 

石油備蓄保有の考え方（国家備蓄・民間備蓄・産油国共同備蓄） 

こうした認識の下、我が国は、国家備蓄・民間備蓄・産油国共同備蓄全体として、今後

も、ＩＥＡが加盟国に求めている 90日分の保有義務を十分に超える石油備蓄量を維持し

ていくべきである。 

石油の国家備蓄については、地政学的リスクや国際エネルギー情勢といった我が国を取

り巻くエネルギー安全保障環境の観点とともに行政効率化の観点を踏まえ、将来的に減少

傾向にある国内石油需要についても勘案し、十分な量の国家備蓄を堅持していくことが必

要である。 

産油国共同備蓄については、我が国は、原油の主要な調達先であるサウジアラビア及び

アブダビ首長国（ＵＡＥ）との関係を強化し、平時・非常時問わず安定的な石油供給を確

保していく目的で、両国の国営石油会社に対し我が国国内の原油タンクを貸与する形で実

施している。同事業では、平時には、両社が東アジア向け供給・備蓄拠点として当該タン

ク内の原油を商業的に活用する一方、危機時には、タンク内の原油を我が国石油会社が優

先購入できる。 

2015年７月の資源燃料分科会の報告書において、「国家備蓄と産油国共同備蓄の 1/2を

合計して 90日分程度の量」を確保すべきであると提言を行っており、これを受けて 2015

年度に経済産業大臣が定めた石油備蓄目標では、「国家備蓄と産油国共同備蓄の 1/2を合

わせて我が国の輸入量の 90日分程度に相当する量」を確保することとしている。 

石油の民間備蓄については、石油備蓄法に基づき、石油精製業者等に対し、操業上必要

な商用在庫を合わせ、常に 70日分以上の石油在庫の保有が義務づけられている。この民

間備蓄義務分を含む各社の石油在庫は、時価会計導入以降、原油価格が大きく変動するた

びに各社の決算に対して在庫評価影響を与えている。特に 2014年度と 2015年度は、原油

価格が大幅に下落したことに伴い、各社に巨額の在庫評価損が生じ、こうした事態を回避

するための何らかの措置を求める声も存在する。 

 

アジア地域における石油供給危機対応の国際協力 

アジア地域は、経済成長に伴って石油需要が拡大しているが、日本と韓国を除く各国は

ＩＥＡ（国際エネルギー機関）に加盟していない。このため、ＩＥＡの加盟国は 90日の

備蓄が義務づけられ、緊急時の石油セキュリティ確保に係る対応スキームが確立されてい

るものの、需要の中心になるアジア地域には同様の枠組が存在していなかった。このため、

我が国はこれまでも、ＡＳＥＡＮ＋３の枠組みを用いて各国の石油備蓄ロードマップの策

定を主導するなど、アジア各国が石油備蓄政策を立ち上げるためのバイ・マルチ両面から

の協力を実施するとともに、ＡＳＥＡＮ諸国間の緊急時石油相互融通等を定めたＡＳＥＡ

Ｎ石油セキュリティ協定の運用強化の支援を進めている。 
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②今後の検討の方向性と論点 

  国家石油備蓄事業に係る効率化努力 

国家石油備蓄制度は、今後も長期にわたり継続していくことを前提に、その効率的な

維持の在り方について不断の見直しを行う必要がある。中でも、国家石油備蓄基地の管

理については、これまでも修繕・保全工事の計画見直し、各種検査費用の圧縮等の効率

化に徹底して取り組んでいるが、今後もこうした取り組みを継続していくことが大切。 

今後も引き続き、安全性を損なわないことを前提としつつ、「市場化テスト」を活用

した操業サービス会社選定に係る一者応札の改善や、貯蔵施設の開放検査周期の延長な

ど効率化に向けた取組を継続するべきである。 

   

  産油国共同備蓄の積極活用と効率化努力 

産油国共同備蓄は、事業の本旨である我が国の危機時における石油確保以外にも、平

時における産油国との戦略的互恵関係の構築につながるといった副次的な意義も有する。

このため、今後も本備蓄事業に国家備蓄に準じる位置づけを与え、より積極的な活用を

検討すべきである。同時に、その効率的実施に向け、国家石油備蓄基地を活用する可能

性の検討等も含め、コスト削減手段を検討すべきである。 

 

油価ボラティリティが与える民間備蓄の在庫評価損への対応 

民間備蓄は、製油所等から市場に速やかに石油製品を供給できる高い機動性を有して

おり、危機時の初動対応の役割を担うことが期待されるが、原油価格の変動が備蓄義務

を負う石油精製・元売会社の財務・経営に影響を与える側面が指摘されている。 

こうした状況を踏まえて原油価格変動の影響を緩和する方策としては、まずは、石油

精製業者等において、商品先物取引を活用したリスクヘッジや、緊急時の買取り権を設

定した上で所有権を登録輸入業者に移す（オフバランス化）方法などの活用を検討すべ

きである。 

 

アジア地域における石油供給危機対応の国際協力の拡充 

多くの日本企業が事業を展開するアジア地域での石油安定供給の確保は、我が国にと

っても重要な課題であり、これまで実施してきた各国に対するバイの石油備蓄協力を継

続するともに、我が国を含め、アジア地域においてマルチの緊急時石油相互融通枠組み

を構築する動きに対する協力を継続・強化すべきである。また、こうした緊急時の石油

セキュリティの確保に向けた国際的な取組を通じて得た知見を、Ｇ７北九州エネルギー

大臣会合でも合意されたガス・セキュリティの強化に援用することが可能かどうか検討

するべきである。 

 

ⅱ)ＬＰガス備蓄 

  （中略） 
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ｃ）ＳＳ過疎地対策の推進 

ⅰ）需要減に伴うＳＳ数減少と「ＳＳ過疎地」問題 

① 現状認識 

ガソリン販売の需要量は､少子高齢化や自動車の燃費向上等といった構造的要因により、

今後も減少傾向（年▲1.8％）が続く見込みである中、全国のＳＳ数は 1994年度末のピー

クに比べて約半数まで減少（2014年度末時点で 33,510件）。高齢者への冬場の灯油配送や

自動車へのガソリンの給油などに支障を来す「ＳＳ過疎地問題」は全国的課題である。同

一市町村内に存在するＳＳが 3カ所以下である自治体を「ＳＳ過疎地」とするならば、そ

の数は全 1718市町村のうち 288市町村にのぼる（2015年度末時点）。 

 

②今後の検討の方向性と論点 

ＳＳ過疎地において消費者の利便性を維持するには、自治体のコミットのもとで地域

の現場のニーズに合致した対策をコーディネートしていくことが不可欠。経済産業省・

消防庁と石油元売業界や販売業界から構成される「ＳＳ過疎地対策協議会」を活用しつ

つ、以下の対策を進め、より一層自治体が主体となって問題に取り組むように導くべき

である。 

 

・ＳＳ過疎地の定義を消費者の利便性の観点から見直すとともに、居住地から最寄ＳＳ

までの道路距離を分析・評価した地域情報について自治体と情報共有を図り、また自

治体・ＳＳ事業者が対策を検討する参考となる先進事例等を整理した「ＳＳ過疎地対

策ハンドブック」を周知することにより、自治体の主体的取組を促すべきである。 

・コスト削減に資する技術開発・安全確保対応の見直しについては、2015年３月より、

ＳＳ人件費削減に資するいわゆる「駆け付け給油」に必要な技術開発・規制緩和が実

現したが、今後は①地上タンクの在庫補充プロセスの改善（タンクローリーから地上

タンクへの直接在庫補充による配送効率化）や、②地下タンクの地上化によるメンテ

ナンスコストの削減等の対応を進めるべきである。  

 


