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1. 事業の実施方針等 
1.1. 検討の背景と実施方法 
1.1.1. 検討の背景 

 
首都直下地震や南海トラフ巨大地震等の激甚災害に備え、発災後可能な限り迅速に

石油供給機能を回復させ、被災者等へガソリン等の石油製品を供給しうる体制を平

時から構築し、減災や早期復旧に必要な事前の投資や、災害時の緊急石油供給に必

要な訓練を官民一体で定期的に実施することが重要である。 
このため、石油の備蓄の確保等に関する法律に基づく災害時石油供給連携計画を政

府とともに実行する責務や平成 27 年 4 月 1 日から災害対策基本法上の指定公共機
関の責務を担う石油精製・元売会社

1
（以下「石油会社」という。）は、平成２５年度

に、製油所から系列サービスステーション等の末端供給までを包含する、巨大地震

を念頭においた自社系列全体の事業継続計画（以下「系列 BCP」という。）を策定し
た。その後、毎年度、石油会社が策定した系列 BCPの格付け審査を通じ、石油業界
の災害対応能力の向上を図ってきた。引き続き、災害時の緊急石油供給の対応能力

を強化し、その実効性を担保するためには、系列 BCPの不断の見直しを継続するこ
とが必要である。 
このため、平成 30 年 7 月豪雨や平成 30 年北海道胆振東部地震といった大規模災
害が頻発している状況を踏まえ、こうした実際の災害時において、これまでの系列

BCPに係る取組が効果的なものであったかその検証を行うとともに、必要な見直し

を図ることで、石油業界全体の災害対応のレベルアップを図ることを目的とする。 
 

1.1.2. 事業の実施方法 
これまで 5年間にわたって取組を進めてきた系列 BCPについて、実際の災害時

に、どのように機能していたのか・効果的な取組であったか等の検証を進めるとと

もに、必要な見直しを検討していく。 
このため、実際の災害時の供給の担い手である石油精製・元売各社へのヒアリン

グを通じ、今後の系列 BCPの取組について課題を抽出する。 
 
 
 
 
 

                                                      
1 JXTG エネルギー株式会社、出光興産株式会社、コスモ石油株式会社、昭和シェル石油

株式会社、富士石油株式会社、太陽石油株式会社の計 6社。 
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1.2. 事業のスケジュール 

平成 30年 12月から平成 31年 2月にかけて、下記のスケジュールで本事業を実施し

た。 
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1.3. これまでの振り返り 

 
東日本大震災での教訓を踏まえ、平成 25 年度に、石油精製・元売各社において系

列 BCP を策定した。それ以降、定期的な格付け審査を通じ、災害対応能力の強化を

進めてきた。 
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【系列ＢＣＰの内容（主要事項例）】 
 

項目 内容（例） 

供給回復目標 

 

被災した製油所の入出荷機能の復旧目標（被災後○時間

で、平時の５０％以上まで回復） 

本社機能 

 

本社社屋の耐震性や非常用電源等の確保、代替本社機能の

確保、他製油所での増産や海外からの石油製品の調達の調

整 等 

受注・配車機能 

 

石油製品のオーダーの受注を受け、タンクローリーを配車

する業務等の維持 

製油所の 

入出荷機能 

製油所の被害情報、在庫情報、製油所周辺インフラ（道

路・港湾）の情報収集、本社から製油所への支援製油所で

の早期復旧準備 

ＳＳの 

販売機能 

本社等から系列ＳＳへの営業応援、復旧支援 
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【系列 BCP格付け評価の評価推移】 

 
系列 BCP 格付け評価では、首都直下地震や南海トラフ大地震等の激甚災害時にお

いても、「早期に平常時の 1/2 程度の入出荷機能を確保」するために発災後にも迅速
に回復すべき 6つの機能と 18の個別項目について、各社の取組の充足状況を継続的
に評価している。当事業における評価の前提となる過去 5 回（平成 25 年度～29 年
度）の評価での達成状況結果は以下の通りであった。 

 
 
 

 
  

系列 BCP 格付け審査における評価結果の推移 
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【系列 BCP格付け評価の評価基準】 
 
系列BCPの評価項目（全 18項目）に対する石油精製・元売会社の取組の充足状況を「優」、

「良」、「可」、「不可」の 4 段階で評価している。また、各個別項目の評価結果に基づき、

「S」、「A+」、「A」、「B+」、「B」、「C」の 6 段階で総合評価を実施している。各個別項目の

評価基準、および総合評価の評価基準は以下の通り定義している。 
 

個別項目の評価基準 
優 特に優れた取組（特に周到な準備や創意工夫が備わったもの） 
良 優れた取組 
可 最低限のレベルは満たしている取組 
不可 最低限のレベルを満たしていない取組 

 
  総合評価の評価基準 

S 個別項目の評価が「優」のみ。 
A+ 個別項目の評価のうち、「優」が全体の 5 割以上を占め（供給回復目標

は「優」）、かつ「可」も「不可」もない。  
A 個別項目の評価のうち、「優」と「良」の合計が全体の 5 割以上を占め

（「優」のみで 5 割以上のケースを除く。供給回復目標は「優」か
「良」）、かつ「不可」がない。 

B+ 個別項目の評価のうち、「優」と「良」の合計が 5 割未満だが一つ以上
あり、かつ「不可」がない。 

B 個別項目の評価が「可」のみ。 
C 個別項目の評価のうち、一つでも「不可」がある。 
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 (参考) 「系列 BCP」の詳細設定項目（18項目） 
 

    項目 

１ 供給回復目標 

２ 本社機能確保 

３ 安否情報の収集 

４ 製油所の被害情報、在庫情報の情報収集 

５ 製油所の周辺インフラ（道路、港湾）の情報収集 

６ 被災した製油所の支援 

７ 受注・配車業務の維持 

８ 増産計画の策定 

９ タンクローリーの確保 

１０ ドラム缶輸送の確保 

１１ 石油製品の配船の手配 

１２ 他社又は海外からの石油製品の調達 

１３ SS の営業状況の情報収集 

１４ SS の営業の応援支援 

１５ SS の復旧支援 

１６ 装置や設備の安全確認を行い､被害情報､在庫情報を収集し､本社等へ報告 

１７ 製油所の周辺インフラ（道路、港湾）の情報収集 

１８ 製油所の早期復旧 
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2. 石油元売各社へのヒアリング実施 
 

2.1. ヒアリングのスケジュール 
下記のスケジュールでヒアリングを実施した。 
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2.2. ヒアリング内容 

 
2.2.1. ヒアリングの対象とする災害 

以下の６つの災害をヒアリング対象とした。 
• 北陸豪雪(主に福井県豪雪への対応):平成 30年 2月~ 
• 大阪府北部地震:平成 30年 6月 18日~ 
• 平成 30年 7月豪雨:平成 30年 7月初旬~ 
• 台風 21 号:平成 30年 9月初旬~ 
• 北海道胆振東部地震:平成 30年 9月 6日~ 
• 台風 24 号:平成 30年 10月初旬~ 

 
2.2.2. ヒアリングのポイントと項目 

系列 BCP各項目のタイムラインを意識した対応の実施、系列 BCPが実際の災害

時の有効性をポイントとし、下記の項目について石油精製・元売各社に確認を行っ

た。 
 

【ヒアリング項目】 
� 供給回復目標（※）の達成に必要な機能・取組 （本社機能確保、製油所・油

槽所、SSなど） 
� 供給回復目標の維持のために必要な機能・取組 （他製油所の増産、他社から

の調達、輸入など） 
� その他（災害の振り返り、課題抽出） 
（※）24時間以内に 1/2 程度の入出荷機能確保 

 
【ヒアリングのポイント】 
� 実際の災害時にタイムラインを意識して対応できているか。 
� 系列 BCPの取組は有効なものであるか。今後の課題はなにか。 
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2.3. ヒアリング結果概要 
2.3.1. 総論 

【BCPの取組の有効性】 

� 系列 BCP の策定やこれまでの訓練を通じ実際の災害時に円滑な対応ができて

おり、引き続き、系列 BCP の見直しや訓練の実施など継続して取り組んでい

くことが必要。 

 

【系列 BCPの準用】 

� 首都直下型地震及び南海トラフ巨大地震以外の災害時においても、系列 BCP を

準用する形で対応を行っている。他方、一部を除き、各社内の規定において、

明文化されていない。 

 

2.3.2. 製油所・油槽所関係 
【被害状況の確認】 
� 系列 BCP のタイムラインを意識して被害状況の確認を実施できた一方、北海

道地震のように夜間に災害が発生した場合や余震が続く状況等では確認に時

間を要するケースも生じた。 
 

【出荷拠点としての油槽所の重要性、非常用発電機の整備・増強の必要性】 
� 北陸豪雪や西日本豪雨、北海道地震などで出荷拠点としての油槽所の重要性を

再認識。 
� また、北海道地震におけるブラックアウトの教訓を踏まえ、油槽所における非

常用発電機の整備・増強が必要 
 

【強靭化対策】 
� 首都直下地震等を想定した強靭化対策を進めるとともに、これまで想定してい

なかった暴風雨に伴う高潮対策など、新たな課題への対応を進めることも必要。 
 
2.3.3. 輸送関係 

【道路状況の収集】 

� 円滑な燃料供給を進めるためにはタイムリーに道路状況を収集する必要があ

るが、最終的には現場で確認しなれれば道路状況がわからなかった。（情報で

は通行可となっていても、乗用車の通行はできるがローリーの通行はできない

場合など） 
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2.3.4. SS関係 
【営業状況の確認】 

� SS の営業状況や被害状況の確認について、最終的には直接確認する必要があ

り、全ての系列 SSの状況を確認するためには一定の時間を要する。 

 

【優先配送の考え方】 

� 各社の BCP において、中核 SS、住民拠点 SS に対する優先配送が明記されて

おり、さらに一部企業においては業種別の優先配送の考え方も含め整理されて

いる。 
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3. 有識者委員会 
3.1. 系列 BCP 格付け審査委員会構成員及び実施概要 

 

■平成 30年度系列 BCP 格付け審査委員会 構成員 

氏名氏名氏名氏名    所属所属所属所属    

青山 友美 国立大学法人 名古屋工業大学 大学院工学研究科 社会工学専攻 助教 

伊藤 毅 株式会社レジリエンシープランニングオフィス 代表取締役 

亀村 勝美 公益財団法人 深田地質研究所 副理事長 

渡辺 研司 国立大学法人 名古屋工業大学 大学院工学研究科 社会工学専攻 教授 

 

■平成 30年度系列 BC 格付け審査委員会実施概要 

開催日時開催日時開催日時開催日時    開催場所開催場所開催場所開催場所    議論内容議論内容議論内容議論内容    

2019 年 
2 月 18 日 

日立コンサルティング 

麹町オフィス 

石油元売各社のヒアリング内容説明と対応

の検討 
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3.2. 系列 BC 格付け審査委員会コメント 

【対策本部の設置】 
� 単に自社拠点に被害が生じていないという理由のみで対策本部を設置しない

のではなく、連携計画がある以上、災害の規模等の状況を踏まえ、柔軟に対応

していく必要。 
 

【設備被害による供給支障】 
� 足下で供給に影響が生じなくても、長期的に生産が停止すれば供給に影響が

生じる可能性。どういった点がボトルネックとなり、復旧が遅れたのかしっか

りと振り返りを行い、今後に活かしていくことが必要。 
 

【今後の取組】 
� 系列 BCPの評価項目について、軽微な修正はあるとしても、大きな枠組みは

変える必要はない。災害時に出てきた課題とそれに対する解決策に取り組む

ことが重要。 
� 今年度の災害対応で出た各社の課題に対し、その解決策をいつまでにやるか、

それを管理していくかが重要。今回のヒアリングでは、この点が十分に深掘り

されているとはいえず、今後、丁寧に取り組んでいくことが必要。 
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4. 今後の系列 BCPの取組の方向性の提言 

 
各社からのヒアリング結果及び格付け審査委員からの指摘を踏まえ、今後の系列

BCPの取組に反映していくことが必要である。また、ヒアリングによって抽出され

た課題については、必ずしも個社の BCPの改善のみで対応できるものではなく、関

係者等と連携して取組を進めていくことが必要である。 
こうした点を踏まえつつ、今後の系列 BCPの格付け審査や災害時に抽出された課

題の解決に取り組んでいくべきである。 
 

 
 

以上 


