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2021～2025年度石油製品需要見通し【燃料油】（案）

（注１） 上段の数字は燃料油内需量（千ＫＬ）、下段の数字は対前年比（％）
（注２） 四捨五入等の関係により数値の合計が合わない場合がある。

実績 実績見込 年率 全体

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2021/2025 2021/2025 2021年度 2025年度

49,107 44,899 46,427 45,348 44,424 43,218 42,104

▲ 8.6 + 3.4 ▲ 2.3 ▲ 2.0 ▲ 2.7 ▲ 2.6

42,550 40,159 40,550 40,275 39,970 39,622 39,231

▲ 5.6 + 1.0 ▲ 0.7 ▲ 0.8 ▲ 0.9 ▲ 1.0

5,146 2,944 4,255 4,749 4,952 5,037 5,015

▲ 42.8 + 44.5 + 11.6 + 4.3 + 1.7 ▲ 0.4

13,621 14,574 13,978 13,710 13,394 13,073 12,743

+ 7.0 ▲ 4.1 ▲ 1.9 ▲ 2.3 ▲ 2.4 ▲ 2.5

33,657 31,696 32,607 32,563 32,561 32,317 32,114

▲ 5.8 + 2.9 ▲ 0.1 ▲ 0.0 ▲ 0.7 ▲ 0.6

10,156 10,241 9,994 9,676 9,467 9,115 8,821

+ 0.8 ▲ 2.4 ▲ 3.2 ▲ 2.2 ▲ 3.7 ▲ 3.2

5,303 4,809 4,686 4,425 4,208 3,987 3,793

▲ 9.3 ▲ 2.6 ▲ 5.6 ▲ 4.9 ▲ 5.3 ▲ 4.9

燃料油計 159,540 149,323 152,497 150,746 148,976 146,369 143,821

（電力用C重油を除く） ▲ 6.4 + 2.1 ▲ 1.1 ▲ 1.2 ▲ 1.7 ▲ 1.7

2,091 1,872

▲ 10.5

燃料油計（参考） 161,631 151,195

※上記燃料油計に電力用C重油の

　2020年度実績見込を加えた数値 ▲ 6.5

見通し 構成比

ナフサ 27.3

ガソリン 29.3▲ 2.4 ▲ 9.3

3.5

灯油 8.9

一般用B・C重油

ジェット燃料油

A重油 6.1

軽油 22.3▲ 0.4 ▲ 1.5

▲ 3.1 ▲ 11.7 6.6

2.6

100.0

▲ 5.1 ▲ 19.1

▲ 1.5 ▲ 5.7

3.1

100.0

電力用C重油（参考） - - - - -

-

-- -

- -- - - - -

▲ 0.8 ▲ 3.3

+ 4.2 + 17.9

▲ 2.3 ▲ 8.8

30.4

26.6

2.8

9.2

21.4


総括表(入力シート)

						2021～2025年度石油製品内需見通し（総括表）



												実績 ジッセキ				実績見込 ジッセキ ミコ				見 通 し																年率		構成比 コウセイヒ

								2019年度 ネン ド						2020年度 ネンド						2021年度						2022年度 ネンド		2023年度 ネンド		2024年度 ネンド		2025年度 ネンド				2018
/2023		2018年度 ド		2018年度 ド		2023年度 ド

								上期		下期				上期		下期		年度		上期		下期		年度														〔①〕		〔②〕		〔②〕

				ガソリン				25,480		25,387		49,107		22,474		22,425		44,899		24,027		22,400		46,427		45,348		44,424		43,218		42,104				-1.3%		29.7		30.1		29.3

														88.2		88.3		91.4		106.9		99.9		103.4		97.7		98.0		97.3		97.4

				ナフサ				20,791		22,985		42,550		19,064		21,095		40,159		19,551		20,999		40,550		40,275		39,970		39,622		39,231				-0.5%		26.6		26.9		27.3

														91.7		91.8		94.4		102.6		99.5		101.0		99.3		99.2		99.1		99.0

				ジェット燃料油				2,671		2,248		5,146		1,316		1,628		2,944		1,994		2,261		4,255		4,749		4,952		5,037		5,015				11.2%		1.9		2.0		3.5

														49.3		72.4		57.2		151.5		138.9		144.5		111.6		104.3		101.7		99.6

				灯油				3,540		12,969		13,621		3,628		10,946		14,574		3,114		10,864		13,978		13,710		13,394		13,073		12,743				-2.6%		9.6		9.8		8.9

														102.5		84.4		107.0		85.8		99.3		95.9		98.1		97.7		97.6		97.5

				軽油				16,874		17,124		33,657		15,413		16,283		31,696		16,014		16,593		32,607		32,563		32,561		32,317		32,114				0.3%		21.0		21.2		22.3

														91.3		95.1		94.2		103.9		101.9		102.9		99.9		100.0		99.3		99.4

				Ａ重油				4,556		6,720		10,156		4,405		5,836		10,241		4,345		5,649		9,994		9,676		9,467		9,115		8,821				-2.9%		6.8		6.9		6.1

														96.7		86.8		100.8		98.6		96.8		97.6		96.8		97.8		96.3		96.8

				一般用Ｂ・Ｃ重油 ジュウユ				2,453		2,850		5,303		2,191		2,618		4,809		2,220		2,466		4,686		4,425		4,208		3,987		3,793				-4.6%		3.2		3.2		2.6

														89.3		91.9		90.7		101.3		94.2		97.4		94.4		95.1		94.7		95.1

				燃料油計

								76,365		90,282		159,540		68,492		80,831		149,323		71,265		81,232		152,497		150,746		148,976		146,369		143,821				-0.7%		98.8		100.0		100.0

				（電力用Ｃ重油を除く） デンリョクヨウ ジュウユ ノゾ										89.7		89.5		93.6		104.0		100.5		102.1		98.9		98.8		98.3		98.3

				電力用Ｃ重油 ジュウユ				1,062		1,029		2,091		522		1,350		1,872		―		―		―		―		―		―		―				―		1.2		―		―

														49.2		131.2		89.5

				Ｂ・Ｃ重油				3,515		3,879		7,394		2,713		3,968		6,681		―		―		―		―		―		―		―				―		4.4		―		―

														77.2		102.3		90.4



						燃料油計		77,426		91,312		161,631		69,014		82,181		151,195		―		―		―		―		―		―		―				―		100.0		―		―

				※上記燃料油計に電力用Ｃ重油を
加えた数値										89.1		90.0		93.5

				石化用NGL				0		123		123		41				41						0												-100.0%

														ERROR:#DIV/0!		0.0		33.3		0.0		ERROR:#DIV/0!		0.0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				電力用原油				0		0		0		0				0						0												ERROR:#NUM!

														ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				電力用NGL				0		0		0		0				0						0		0		0		0		0				ERROR:#NUM!



				（注1）上段の数字は燃料油内需量、単位：千kl																																①電力用Ｃ重油を含めた構成比 デンリョク ヨウ ジュウユ フク コウセイヒ

				（注2）下段の数字は対前年同期比（%）																																②電力用Ｃ重油を除いた構成比 デンリョク ヨウ ジュウユ ノゾ コウセイヒ



【想定入力時の注意事項】
・想定値は、背景色が緑色の部分に
　千kl単位で入力してください。

【想定入力時の注意事項】
・想定値は、背景色が緑色の部分に
　千kl単位で入力してください。

【想定入力時の注意事項】
・想定値は、背景色が緑色の部分に
　千kl単位で入力してください。



総括表(前年比+-版)

						2021～2025年度石油製品内需見通し（総括表）





								実績 ジッセキ		実績見込		見通し ミトオ												年率		全体 ゼンタイ		年率		全体 ゼンタイ		構成比 コウセイヒ

								2019年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		2024年度		2025年度				2020/2025		2020/2025		2021/2025		2021/2025		2020年度 ド		2021年度 ネンド		2025年度 ド

						ガソリン		49,107		44,899		46,427		45,348		44,424		43,218		42,104				▲ 1.3		▲ 6.2		▲ 2.4		▲ 9.3		30.1		30.4		29.3

										▲ 8.6		+ 3.4		▲ 2.3		▲ 2.0		▲ 2.7		▲ 2.6

						ナフサ		42,550		40,159		40,550		40,275		39,970		39,622		39,231				▲ 0.5		▲ 2.3		▲ 0.8		▲ 3.3		26.9		26.6		27.3

										▲ 5.6		+ 1.0		▲ 0.7		▲ 0.8		▲ 0.9		▲ 1.0

						ジェット燃料油		5,146		2,944		4,255		4,749		4,952		5,037		5,015				+ 11.2		+ 70.3		+ 4.2		+ 17.9		2.0		2.8		3.5

										▲ 42.8		+ 44.5		+ 11.6		+ 4.3		+ 1.7		▲ 0.4

						灯油		13,621		14,574		13,978		13,710		13,394		13,073		12,743				▲ 2.6		▲ 12.6		▲ 2.3		▲ 8.8		9.8		9.2		8.9

										+ 7.0		▲ 4.1		▲ 1.9		▲ 2.3		▲ 2.4		▲ 2.5

						軽油		33,657		31,696		32,607		32,563		32,561		32,317		32,114				+ 0.3		+ 1.3		▲ 0.4		▲ 1.5		21.2		21.4		22.3

										▲ 5.8		+ 2.9		▲ 0.1		▲ 0.0		▲ 0.7		▲ 0.6

						A重油		10,156		10,241		9,994		9,676		9,467		9,115		8,821				▲ 2.9		▲ 13.9		▲ 3.1		▲ 11.7		6.9		6.6		6.1

										+ 0.8		▲ 2.4		▲ 3.2		▲ 2.2		▲ 3.7		▲ 3.2

						一般用B・C重油 ジュウユ		5,303		4,809		4,686		4,425		4,208		3,987		3,793				▲ 4.6		▲ 21.1		▲ 5.1		▲ 19.1		3.2		3.1		2.6

										▲ 9.3		▲ 2.6		▲ 5.6		▲ 4.9		▲ 5.3		▲ 4.9

						燃料油計		159,540		149,323		152,497		150,746		148,976		146,369		143,821				▲ 0.7		▲ 3.7		▲ 1.5		▲ 5.7		100.0		100.0		100.0

						（電力用C重油を除く） デンリョクヨウ ジュウユ ノゾ				▲ 6.4		+ 2.1		▲ 1.1		▲ 1.2		▲ 1.7		▲ 1.7

						B・C重油		14,241		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

										ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						電力用C重油（参考） ジュウユ サンコウ		2,091		1,872		-		-		-		-		-				-		-		-		-		1.3				-

										▲ 10.5



						燃料油計（参考） サンコウ		161,631		151,195		-		-		-		-		-				-		-		-		-		101.3				-

						※上記燃料油計に電力用C重油の
　2020年度実績見込を加えた数値 ジョウキ ネンリョウユ ケイ デンリョクヨウ ジュウユ ネンド ジッセキ ミコ クワ スウチ				▲ 6.5

						石化用NGL		383		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		150		147		146		146				ERROR:#REF!

										ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		98.0		99.3		100.0

						電力用原油		5,413		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		2,050		2,050		2,050		2,050				ERROR:#REF!

										ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		100.0		100.0		100.0

						電力用NGL		0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		0		0		0



						合計		167,427		ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#REF!

										ERROR:#REF!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!



						（注1）上段の数字は燃料油内需量、単位：千kl

						（注2）下段の数字は対前年同期比（%）



【想定入力時の注意事項】
・想定値は、背景色が緑色の部分に
　千kl単位で入力してください。



【参考】昨年（非公表）比

						2021～2025年度石油製品内需見通し（総括表）





										実績見込
(昨年度は見通し) サクネンド ミトオ		見通し ミトオ

										2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		2024年度		2025年度

						ガソリン		本年度需要見通し ホンネン ド ジュヨウ ミトオ		44,899		46,427		45,348		44,424		43,218		42,104

								昨年度需要見通し サクネンド ジュヨウ ミトオ		48,504		47,620		46,606		45,673		44,455

								【本年度】-【昨年度】 ホンネンド サクネンド		▲ 3,604.6		▲ 1,193.0		▲ 1,258.0		▲ 1,249.0		▲ 1,237.0

						ナフサ		本年度需要見通し ホンネン ド ジュヨウ ミトオ		40,159		40,550		40,275		39,970		39,622		39,231

								昨年度需要見通し サクネンド ジュヨウ ミトオ		42,650		42,301		42,170		41,973		41,757

								【本年度】-【昨年度】 ホンネンド サクネンド		▲ 2,490.9		▲ 1,751.0		▲ 1,895.0		▲ 2,003.0		▲ 2,135.0

						ジェット燃料油		本年度需要見通し ホンネン ド ジュヨウ ミトオ		2,944		4,255		4,749		4,952		5,037		5,015

								昨年度需要見通し サクネンド ジュヨウ ミトオ		5,194		5,175		5,149		5,159		5,136

								【本年度】-【昨年度】 ホンネンド サクネンド		▲ 2,249.0		▲ 919.6		▲ 400.1		▲ 206.6		▲ 99.4

						灯油		本年度需要見通し ホンネン ド ジュヨウ ミトオ		14,574		13,978		13,710		13,394		13,073		12,743

								昨年度需要見通し サクネンド ジュヨウ ミトオ		14,379		13,908		13,472		13,022		12,565

								【本年度】-【昨年度】 ホンネンド サクネンド		+ 195.1		+ 70.0		+ 238.0		+ 372.0		+ 508.0

						軽油		本年度需要見通し ホンネン ド ジュヨウ ミトオ		31,696		32,607		32,563		32,561		32,317		32,114

								昨年度需要見通し サクネンド ジュヨウ ミトオ		33,258		33,194		33,206		33,272		33,140

								【本年度】-【昨年度】 ホンネンド サクネンド		▲ 1,561.6		▲ 587.0		▲ 643.0		▲ 711.0		▲ 823.0

						A重油		本年度需要見通し ホンネン ド ジュヨウ ミトオ		10,241		9,994		9,676		9,467		9,115		8,821

								昨年度需要見通し サクネンド ジュヨウ ミトオ		9,818		9,542		9,287		9,075		8,795

								【本年度】-【昨年度】 ホンネンド サクネンド		+ 423.0		+ 452.0		+ 389.0		+ 392.0		+ 320.0

						一般用B・C重油 ジュウユ		本年度需要見通し ホンネン ド ジュヨウ ミトオ		4,809		4,686		4,425		4,208		3,987		3,793

								昨年度需要見通し サクネンド ジュヨウ ミトオ		4,948		4,751		4,580		4,370		4,201

								【本年度】-【昨年度】 ホンネンド サクネンド		▲ 139.5		▲ 65.0		▲ 155.0		▲ 162.0		▲ 214.0

						燃料油計		本年度需要見通し ホンネン ド ジュヨウ ミトオ		149,323		152,497		150,746		148,976		146,369		143,821

								昨年度需要見通し サクネンド ジュヨウ ミトオ		158,751		156,491		154,470		152,544		150,049

						（電力用C重油を除く） デンリョクヨウ ジュウユ ノゾ		【本年度】-【昨年度】 ホンネンド サクネンド		▲ 9,427.6		▲ 3,993.6		▲ 3,724.1		▲ 3,567.6		▲ 3,680.4

						B・C重油				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

										ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						石化用NGL				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		150		147		146		146

										ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		98.0		99.3		100.0

						電力用原油				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		2,050		2,050		2,050		2,050

										ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		100.0		100.0		100.0

						電力用NGL				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		0		0		0



						合計				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

										ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



						（注1）上段の数字は燃料油内需量、単位：千kl

						（注2）下段の数字は対前年同期比（%）



【想定入力時の注意事項】
・想定値は、背景色が緑色の部分に
　千kl単位で入力してください。



【参考】一昨年比

						2021～2025年度石油製品内需見通し（総括表）





										実績見込
(一昨年度は見通し) イチ サクネンド ミトオ		見通し ミトオ

										2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		2024年度		2025年度

						ガソリン		本年度需要見通し ホンネン ド ジュヨウ ミトオ		44,899		46,427		45,348		44,424		43,218		42,104

								一昨年度需要見通し イチ サクネンド ジュヨウ ミトオ		48,870		47,771		46,569		45,382

								【本年度】-【一昨年度】 ホンネンド イチ サクネンド		▲ 3,971		▲ 1,344		▲ 1,221		▲ 958

						ナフサ		本年度需要見通し ホンネン ド ジュヨウ ミトオ		40,159		40,550		40,275		39,970		39,622		39,231

								一昨年度需要見通し イチ サクネンド ジュヨウ ミトオ		43,667		43,221		42,782		42,338

								【本年度】-【一昨年度】 ホンネンド イチ サクネンド		▲ 3,508		▲ 2,671		▲ 2,507		▲ 2,368

						ジェット燃料油		本年度需要見通し ホンネン ド ジュヨウ ミトオ		2,944		4,255		4,749		4,952		5,037		5,015

								一昨年度需要見通し イチ サクネンド ジュヨウ ミトオ		5,296		5,287		5,279		5,283

								【本年度】-【一昨年度】 ホンネンド イチ サクネンド		▲ 2,352		▲ 1,032		▲ 530		▲ 331

						灯油		本年度需要見通し ホンネン ド ジュヨウ ミトオ		14,574		13,978		13,710		13,394		13,073		12,743

								一昨年度需要見通し イチ サクネンド ジュヨウ ミトオ		14,557		14,166		13,770		13,429

								【本年度】-【一昨年度】 ホンネンド イチ サクネンド		+ 17		▲ 188		▲ 60		▲ 35

						軽油		本年度需要見通し ホンネン ド ジュヨウ ミトオ		31,696		32,607		32,563		32,561		32,317		32,114

								一昨年度需要見通し イチ サクネンド ジュヨウ ミトオ		33,909		33,854		33,815		33,860

								【本年度】-【一昨年度】 ホンネンド イチ サクネンド		▲ 2,213		▲ 1,247		▲ 1,252		▲ 1,299

						A重油		本年度需要見通し ホンネン ド ジュヨウ ミトオ		10,241		9,994		9,676		9,467		9,115		8,821

								一昨年度需要見通し イチ サクネンド ジュヨウ ミトオ		10,373		10,008		9,695		9,409

								【本年度】-【一昨年度】 ホンネンド イチ サクネンド		▲ 132		▲ 14		▲ 19		+ 58

						一般用B・C重油 ジュウユ		本年度需要見通し ホンネン ド ジュヨウ ミトオ		4,809		4,686		4,425		4,208		3,987		3,793

								一昨年度需要見通し イチ サクネンド ジュヨウ ミトオ		4,563		4,354		4,168		4,007

								【本年度】-【一昨年度】 ホンネンド イチ サクネンド		+ 246		+ 332		+ 257		+ 201

								本年度需要見通し ホンネン ド ジュヨウ ミトオ		149,323		152,497		150,746		148,976		146,369		143,821

						燃料油計		一昨年度需要見通し イチ サクネンド ジュヨウ ミトオ		161,235		158,661		156,078		153,708

						（電力用C重油を除く） デンリョクヨウ ジュウユ ノゾ		【本年度】-【一昨年度】 ホンネンド イチ サクネンド		▲ 11,912		▲ 6,164		▲ 5,332		▲ 4,732

						B・C重油				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

										ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						石化用NGL				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		150		147		146		146

										ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		98.0		99.3		100.0

						電力用原油				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		2,050		2,050		2,050		2,050

										ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		100.0		100.0		100.0

						電力用NGL				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		0		0		0



						合計				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

										ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



						（注1）上段の数字は燃料油内需量、単位：千kl

						（注2）下段の数字は対前年同期比（%）



【想定入力時の注意事項】
・想定値は、背景色が緑色の部分に
　千kl単位で入力してください。



総括表(総計グラフ用Cなし)

						2021～2025年度石油製品内需見通し（総括表）：2021年3月9日最終検討会 ネン ガツ ニチ サイシュウ ケントウカイ



												実績 ジッセキ				実績見込 ジッセキ ミコ				見 通 し																年率		構成比 コウセイヒ

												2019年度						2020年度						2021年度		2022年度 ネンド		2023年度 ネンド		2024年度 ネンド		2025年度 ネンド				2020
/2025		2020年度 ド		2020年度 ド		2025年度 ド

				ガソリン				25,480		25,387		49,107		22,474		22,425		44,899		24,027		22,400		46,427		45,348		44,424		43,218		42,104				-1.3%		29.7		30.1		29.3

				ナフサ				20,791		22,985		42,550		19,064		21,095		40,159		19,551		20,999		40,550		40,275		39,970		39,622		39,231				-0.5%		26.6		26.9		27.3

				ジェット燃料油				2,671		2,248		5,146		1,316		1,628		2,944		1,994		2,261		4,255		4,749		4,952		5,037		5,015				11.2%		1.9		2.0		3.5

				灯油				3,540		12,969		13,621		3,628		10,946		14,574		3,114		10,864		13,978		13,710		13,394		13,073		12,743				-2.6%		9.6		9.8		8.9

				軽油				16,874		17,124		33,657		15,413		16,283		31,696		16,014		16,593		32,607		32,563		32,561		32,317		32,114				0.3%		21.0		21.2		22.3

				Ａ重油				4,556		6,720		10,156		4,405		5,836		10,241		4,345		5,649		9,994		9,676		9,467		9,115		8,821				-2.9%		6.8		6.9		6.1

				一般用Ｂ・Ｃ重油 ジュウユ				2,453		2,850		5,303		2,191		2,618		4,809		2,220		2,466		4,686		4,425		4,208		3,987		3,793				-4.6%		3.2		3.2		2.6

				燃料油計

								76,365		90,282		159,540		68,492		80,831		149,323		71,265		81,232		152,497		150,746		148,976		146,369		143,821				-0.7%		98.8		100.0		100.0

				（電力用Ｃ重油を除く。） デンリョクヨウ ジュウユ ノゾ										89.7		89.5		93.6		104.0		100.5		102.1		98.9		98.8		98.3		98.3

				電力用Ｃ重油 ジュウユ				1,062		1,029		2,091		522		1,350		1,872		―		―		―		―		―		―		―				―		1.2		―		―

														49.2		131.2		89.5

				Ｂ・Ｃ重油				3,515		3,879		7,394		2,713		3,968		6,681		―		―		―		―		―		―		―				―		4.4		―		―

														77.2		102.3		90.4



						燃料油計		77,426		91,312		161,631		69,014		82,181		151,195		―		―		―		―		―		―		―				―		100.0		―		―

				※上記燃料油計に電力用Ｃ重油の
2020年度実績見込を加えた数値										89.1		90.0		93.5

				石化用NGL				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						0												ERROR:#REF!

														ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				電力用原油				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						0												ERROR:#REF!

														ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#REF!

				電力用NGL				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						0		0		0		0		0				ERROR:#REF!



				（注1）上段の数字は燃料油内需量、単位：千kl																																①電力用Ｃ重油を含めた構成比 デンリョク ヨウ ジュウユ フク コウセイヒ

				（注2）下段の数字は対前年同期比（%）																																②電力用Ｃ重油を除いた構成比 デンリョク ヨウ ジュウユ ノゾ コウセイヒ



【想定入力時の注意事項】
・想定値は、背景色が緑色の部分に
　千kl単位で入力してください。

ガソリン	

2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	49107.275999999998	44899.368000000002	46427	45348	44424	43218	42104	ナフサ	

2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	42549.631000000001	40159.066999999995	40550	40275	39970	39622	39231	ジェット燃料油	

2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	5146.2120000000004	2944.4870000000001	4255	4749	4952	5037	5015	灯油	

2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	13621.401	14574.062	13978	13710	13394	13073	12743	軽油	

2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	33657	31696.386999999999	32607	32563	32561	32317	32114	Ａ重油	

2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	10155.858	10241.027	9994	9676	9467	9115	8821	一般用Ｂ・Ｃ重油	

2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	5303.0770000000002	4808.5240000000003	4686	4425	4208	3987	3793	









総括表(揮発油グラフ用)

						2021～2025年度石油製品内需見通し（総括表）：2021年3月9日最終検討会 ネン ガツ ニチ サイシュウ ケントウカイ



												実績 ジッセキ				実績見込 ジッセキ ミコ				見 通 し																年率		構成比 コウセイヒ

												2019年度						2020年度						2021年度		2022年度 ネンド		2023年度 ネンド		2024年度 ネンド		2025年度 ネンド				2020
/2025		2020年度 ド		2020年度 ド		2025年度 ド

				ガソリン				25,480		25,387		49,107		22,474		22,425		44,899		24,027		22,400		46,427		45,348		44,424		43,218		42,104				-1.3%		29.7		30.1		29.3

				ナフサ				20,791		22,985		42,550		19,064		21,095		40,159		19,551		20,999		40,550		40,275		39,970		39,622		39,231				-0.5%		26.6		26.9		27.3

				ジェット燃料油				2,671		2,248		5,146		1,316		1,628		2,944		1,994		2,261		4,255		4,749		4,952		5,037		5,015				11.2%		1.9		2.0		3.5

				灯油				3,540		12,969		13,621		3,628		10,946		14,574		3,114		10,864		13,978		13,710		13,394		13,073		12,743				-2.6%		9.6		9.8		8.9

				軽油				16,874		17,124		33,657		15,413		16,283		31,696		16,014		16,593		32,607		32,563		32,561		32,317		32,114				0.3%		21.0		21.2		22.3

				Ａ重油				4,556		6,720		10,156		4,405		5,836		10,241		4,345		5,649		9,994		9,676		9,467		9,115		8,821				-2.9%		6.8		6.9		6.1

				一般用Ｂ・Ｃ重油 ジュウユ				2,453		2,850		5,303		2,191		2,618		4,809		2,220		2,466		4,686		4,425		4,208		3,987		3,793				-4.6%		3.2		3.2		2.6

				燃料油計

								76,365		90,282		159,540		68,492		80,831		149,323		71,265		81,232		152,497		150,746		148,976		146,369		143,821				-0.7%		98.8		100.0		100.0

				（電力用Ｃ重油を除く。） デンリョクヨウ ジュウユ ノゾ										89.7		89.5		93.6		104.0		100.5		102.1		98.9		98.8		98.3		98.3

				電力用Ｃ重油 ジュウユ				1,062		1,029		2,091		522		1,350		1,872		―		―		―		―		―		―		―				―		1.2		―		―

														49.2		131.2		89.5

				Ｂ・Ｃ重油				3,515		3,879		7,394		2,713		3,968		6,681		―		―		―		―		―		―		―				―		4.4		―		―

														77.2		102.3		90.4



						燃料油計		77,426		91,312		161,631		69,014		82,181		151,195		―		―		―		―		―		―		―				―		100.0		―		―

				※上記燃料油計に電力用Ｃ重油の
2020年度実績見込を加えた数値										89.1		90.0		93.5

				石化用NGL				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						0												ERROR:#REF!

														ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				電力用原油				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						0												ERROR:#REF!

														ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#REF!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#REF!

				電力用NGL				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!						0		0		0		0		0				ERROR:#REF!



				（注1）上段の数字は燃料油内需量、単位：千kl																																①電力用Ｃ重油を含めた構成比 デンリョク ヨウ ジュウユ フク コウセイヒ

				（注2）下段の数字は対前年同期比（%）																																②電力用Ｃ重油を除いた構成比 デンリョク ヨウ ジュウユ ノゾ コウセイヒ



【想定入力時の注意事項】
・想定値は、背景色が緑色の部分に
　千kl単位で入力してください。

ガソリン	

2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	49107.275999999998	44899.368000000002	46427	45348	44424	43218	42104	







総括表(ナフサグラフ用) 

						2021～2025年度石油製品内需見通し（総括表）：2021年3月9日最終検討会 ネン ガツ ニチ サイシュウ ケントウカイ



												実績 ジッセキ				実績見込 ジッセキ ミコ				見 通 し																年率		構成比 コウセイヒ

												2019年度						2020年度						2021年度		2022年度 ネンド		2023年度 ネンド		2024年度 ネンド		2025年度 ネンド				2020
/2025		2020年度 ド		2020年度 ド		2025年度 ド

				ガソリン				25,480		25,387		49,107		22,474		22,425		44,899		24,027		22,400		46,427		45,348		44,424		43,218		42,104				-1.3%		29.7		30.1		29.3

				ナフサ				20,791		22,985		42,550		19,064		21,095		40,159		19,551		20,999		40,550		40,275		39,970		39,622		39,231				-0.5%		26.6		26.9		27.3

				ジェット燃料油				2,671		2,248		5,146		1,316		1,628		2,944		1,994		2,261		4,255		4,749		4,952		5,037		5,015				11.2%		1.9		2.0		3.5

				灯油				3,540		12,969		13,621		3,628		10,946		14,574		3,114		10,864		13,978		13,710		13,394		13,073		12,743				-2.6%		9.6		9.8		8.9

				軽油				16,874		17,124		33,657		15,413		16,283		31,696		16,014		16,593		32,607		32,563		32,561		32,317		32,114				0.3%		21.0		21.2		22.3

				Ａ重油				4,556		6,720		10,156		4,405		5,836		10,241		4,345		5,649		9,994		9,676		9,467		9,115		8,821				-2.9%		6.8		6.9		6.1

				一般用Ｂ・Ｃ重油 ジュウユ				2,453		2,850		5,303		2,191		2,618		4,809		2,220		2,466		4,686		4,425		4,208		3,987		3,793				-4.6%		3.2		3.2		2.6

				燃料油計

								76,365		90,282		159,540		68,492		80,831		149,323		71,265		81,232		152,497		150,746		148,976		146,369		143,821				-0.7%		98.8		100.0		100.0

				（電力用Ｃ重油を除く。） デンリョクヨウ ジュウユ ノゾ										89.7		89.5		93.6		104.0		100.5		102.1		98.9		98.8		98.3		98.3

				電力用Ｃ重油 ジュウユ				1,062		1,029		2,091		522		1,350		1,872		―		―		―		―		―		―		―				―		1.2		―		―

														49.2		131.2		89.5

				Ｂ・Ｃ重油				3,515		3,879		7,394		2,713		3,968		6,681		―		―		―		―		―		―		―				―		4.4		―		―

														77.2		102.3		90.4



						燃料油計		77,426		91,312		161,631		69,014		82,181		151,195		―		―		―		―		―		―		―				―		100.0		―		―

				※上記燃料油計に電力用Ｃ重油の
2020年度実績見込を加えた数値										89.1		90.0		93.5

				石化用NGL				0		123		123		41				41						0												-100.0%

														ERROR:#DIV/0!		0.0		33.3		0.0		ERROR:#DIV/0!		0.0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				電力用原油				1,131		980		2,111		601				601						0												-100.0%

														53.2		0.0		28.5		0.0		ERROR:#DIV/0!		0.0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				電力用NGL				0		0		0		0				0						0		0		0		0		0				ERROR:#NUM!



				（注1）上段の数字は燃料油内需量、単位：千kl																																①電力用Ｃ重油を含めた構成比 デンリョク ヨウ ジュウユ フク コウセイヒ

				（注2）下段の数字は対前年同期比（%）																																②電力用Ｃ重油を除いた構成比 デンリョク ヨウ ジュウユ ノゾ コウセイヒ



【想定入力時の注意事項】
・想定値は、背景色が緑色の部分に
　千kl単位で入力してください。



2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	42549.631000000001	40159.066999999995	40550	40275	39970	39622	39231	







総括表(ジェットグラフ用) 

						2021～2025年度石油製品内需見通し（総括表）：2021年3月9日最終検討会 ネン ガツ ニチ サイシュウ ケントウカイ



												実績 ジッセキ				実績見込 ジッセキ ミコ				見 通 し																年率		構成比 コウセイヒ

												2019年度						2020年度						2021年度		2022年度 ネンド		2023年度 ネンド		2024年度 ネンド		2025年度 ネンド				2020
/2025		2020年度 ド		2020年度 ド		2025年度 ド

				ガソリン				25,480		25,387		49,107		22,474		22,425		44,899		24,027		22,400		46,427		45,348		44,424		43,218		42,104				-1.3%		29.7		30.1		29.3

				ナフサ				20,791		22,985		42,550		19,064		21,095		40,159		19,551		20,999		40,550		40,275		39,970		39,622		39,231				-0.5%		26.6		26.9		27.3

				ジェット燃料油				2,671		2,248		5,146		1,316		1,628		2,944		1,994		2,261		4,255		4,749		4,952		5,037		5,015				11.2%		1.9		2.0		3.5

				灯油				3,540		12,969		13,621		3,628		10,946		14,574		3,114		10,864		13,978		13,710		13,394		13,073		12,743				-2.6%		9.6		9.8		8.9

				軽油				16,874		17,124		33,657		15,413		16,283		31,696		16,014		16,593		32,607		32,563		32,561		32,317		32,114				0.3%		21.0		21.2		22.3

				Ａ重油				4,556		6,720		10,156		4,405		5,836		10,241		4,345		5,649		9,994		9,676		9,467		9,115		8,821				-2.9%		6.8		6.9		6.1

				一般用Ｂ・Ｃ重油 ジュウユ				2,453		2,850		5,303		2,191		2,618		4,809		2,220		2,466		4,686		4,425		4,208		3,987		3,793				-4.6%		3.2		3.2		2.6

				燃料油計

								76,365		90,282		159,540		68,492		80,831		149,323		71,265		81,232		152,497		150,746		148,976		146,369		143,821				-0.7%		98.8		100.0		100.0

				（電力用Ｃ重油を除く。） デンリョクヨウ ジュウユ ノゾ										89.7		89.5		93.6		104.0		100.5		102.1		98.9		98.8		98.3		98.3

				電力用Ｃ重油 ジュウユ				1,062		1,029		2,091		522		1,350		1,872		―		―		―		―		―		―		―				―		1.2		―		―

														49.2		131.2		89.5

				Ｂ・Ｃ重油				3,515		3,879		7,394		2,713		3,968		6,681		―		―		―		―		―		―		―				―		4.4		―		―

														77.2		102.3		90.4



						燃料油計		77,426		91,312		161,631		69,014		82,181		151,195		―		―		―		―		―		―		―				―		100.0		―		―

				※上記燃料油計に電力用Ｃ重油の
2020年度実績見込を加えた数値										89.1		90.0		93.5

				石化用NGL				0		123		123		41				41						0												-100.0%

														ERROR:#DIV/0!		0.0		33.3		0.0		ERROR:#DIV/0!		0.0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				電力用原油				1,131		980		2,111		601				601						0												-100.0%

														53.2		0.0		28.5		0.0		ERROR:#DIV/0!		0.0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				電力用NGL				0		0		0		0				0						0		0		0		0		0				ERROR:#NUM!



				（注1）上段の数字は燃料油内需量、単位：千kl																																①電力用Ｃ重油を含めた構成比 デンリョク ヨウ ジュウユ フク コウセイヒ

				（注2）下段の数字は対前年同期比（%）																																②電力用Ｃ重油を除いた構成比 デンリョク ヨウ ジュウユ ノゾ コウセイヒ



【想定入力時の注意事項】
・想定値は、背景色が緑色の部分に
　千kl単位で入力してください。



2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	5146.2120000000004	2944.4870000000001	4255	4749	4952	5037	5015	







総括表(灯油グラフ用)

						2021～2025年度石油製品内需見通し（総括表）：2021年3月9日最終検討会 ネン ガツ ニチ サイシュウ ケントウカイ



												実績 ジッセキ				実績見込 ジッセキ ミコ				見 通 し																年率		構成比 コウセイヒ

												2019年度						2020年度						2021年度		2022年度 ネンド		2023年度 ネンド		2024年度 ネンド		2025年度 ネンド				2020
/2025		2020年度 ド		2020年度 ド		2025年度 ド

								上期		下期				上期		下期		年度		上期		下期		年度														〔①〕		〔②〕		〔②〕

				ガソリン				25,480		25,387		49,107		22,474		22,425		44,899		24,027		22,400		46,427		45,348		44,424		43,218		42,104				-1.3%		29.7		30.1		29.3

				ナフサ				20,791		22,985		42,550		19,064		21,095		40,159		19,551		20,999		40,550		40,275		39,970		39,622		39,231				-0.5%		26.6		26.9		27.3

				ジェット燃料油				2,671		2,248		5,146		1,316		1,628		2,944		1,994		2,261		4,255		4,749		4,952		5,037		5,015				11.2%		1.9		2.0		3.5

				灯油				3,540		12,969		13,621		3,628		10,946		14,574		3,114		10,864		13,978		13,710		13,394		13,073		12,743				-2.6%		9.6		9.8		8.9

				軽油				16,874		17,124		33,657		15,413		16,283		31,696		16,014		16,593		32,607		32,563		32,561		32,317		32,114				0.3%		21.0		21.2		22.3

				Ａ重油				4,556		6,720		10,156		4,405		5,836		10,241		4,345		5,649		9,994		9,676		9,467		9,115		8,821				-2.9%		6.8		6.9		6.1

				一般用Ｂ・Ｃ重油 ジュウユ				2,453		2,850		5,303		2,191		2,618		4,809		2,220		2,466		4,686		4,425		4,208		3,987		3,793				-4.6%		3.2		3.2		2.6

				燃料油計

								76,365		90,282		159,540		68,492		80,831		149,323		71,265		81,232		152,497		150,746		148,976		146,369		143,821				-0.7%		98.8		100.0		100.0

				（電力用Ｃ重油を除く。） デンリョクヨウ ジュウユ ノゾ										89.7		89.5		93.6		104.0		100.5		102.1		98.9		98.8		98.3		98.3

				電力用Ｃ重油 ジュウユ				1,062		1,029		2,091		522		1,350		1,872		―		―		―		―		―		―		―				―		1.2		―		―

														49.2		131.2		89.5

				Ｂ・Ｃ重油				3,515		3,879		7,394		2,713		3,968		6,681		―		―		―		―		―		―		―				―		4.4		―		―

														77.2		102.3		90.4



						燃料油計		77,426		91,312		161,631		69,014		82,181		151,195		―		―		―		―		―		―		―				―		100.0		―		―

				※上記燃料油計に電力用Ｃ重油の
2020年度実績見込を加えた数値										89.1		90.0		93.5

				石化用NGL				0		123		123		41				41						0												-100.0%

														ERROR:#DIV/0!		0.0		33.3		0.0		ERROR:#DIV/0!		0.0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				電力用原油				1,131		980		2,111		601				601						0												-100.0%

														53.2		0.0		28.5		0.0		ERROR:#DIV/0!		0.0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				電力用NGL				0		0		0		0				0						0		0		0		0		0				ERROR:#NUM!



				（注1）上段の数字は燃料油内需量、単位：千kl																																①電力用Ｃ重油を含めた構成比 デンリョク ヨウ ジュウユ フク コウセイヒ

				（注2）下段の数字は対前年同期比（%）																																②電力用Ｃ重油を除いた構成比 デンリョク ヨウ ジュウユ ノゾ コウセイヒ



【想定入力時の注意事項】
・想定値は、背景色が緑色の部分に
　千kl単位で入力してください。



2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	13621.401	14574.062	13978	13710	13394	13073	12743	







総括表(軽油グラフ用)

						2021～2025年度石油製品内需見通し（総括表）：2021年3月9日最終検討会 ネン ガツ ニチ サイシュウ ケントウカイ



												実績 ジッセキ				実績見込 ジッセキ ミコ				見 通 し																年率		構成比 コウセイヒ

												2019年度						2020年度						2021年度		2022年度 ネンド		2023年度 ネンド		2024年度 ネンド		2025年度 ネンド				2020
/2025		2020年度 ド		2020年度 ド		2025年度 ド

				ガソリン				25,480		25,387		49,107		22,474		22,425		44,899		24,027		22,400		46,427		45,348		44,424		43,218		42,104				-1.3%		29.7		30.1		29.3

				ナフサ				20,791		22,985		42,550		19,064		21,095		40,159		19,551		20,999		40,550		40,275		39,970		39,622		39,231				-0.5%		26.6		26.9		27.3

				ジェット燃料油				2,671		2,248		5,146		1,316		1,628		2,944		1,994		2,261		4,255		4,749		4,952		5,037		5,015				11.2%		1.9		2.0		3.5

				灯油				3,540		12,969		13,621		3,628		10,946		14,574		3,114		10,864		13,978		13,710		13,394		13,073		12,743				-2.6%		9.6		9.8		8.9

				軽油				16,874		17,124		33,657		15,413		16,283		31,696		16,014		16,593		32,607		32,563		32,561		32,317		32,114				0.3%		21.0		21.2		22.3

				Ａ重油				4,556		6,720		10,156		4,405		5,836		10,241		4,345		5,649		9,994		9,676		9,467		9,115		8,821				-2.9%		6.8		6.9		6.1

				一般用Ｂ・Ｃ重油 ジュウユ				2,453		2,850		5,303		2,191		2,618		4,809		2,220		2,466		4,686		4,425		4,208		3,987		3,793				-4.6%		3.2		3.2		2.6

				燃料油計

								76,365		90,282		159,540		68,492		80,831		149,323		71,265		81,232		152,497		150,746		148,976		146,369		143,821				-0.7%		98.8		100.0		100.0

				（電力用Ｃ重油を除く。） デンリョクヨウ ジュウユ ノゾ										89.7		89.5		93.6		104.0		100.5		102.1		98.9		98.8		98.3		98.3

				電力用Ｃ重油 ジュウユ				1,062		1,029		2,091		522		1,350		1,872		―		―		―		―		―		―		―				―		1.2		―		―

														49.2		131.2		89.5

				Ｂ・Ｃ重油				3,515		3,879		7,394		2,713		3,968		6,681		―		―		―		―		―		―		―				―		4.4		―		―

														77.2		102.3		90.4



						燃料油計		77,426		91,312		161,631		69,014		82,181		151,195		―		―		―		―		―		―		―				―		100.0		―		―

				※上記燃料油計に電力用Ｃ重油の
2020年度実績見込を加えた数値										89.1		90.0		93.5

				石化用NGL				0		123		123		41				41						0												-100.0%

														ERROR:#DIV/0!		0.0		33.3		0.0		ERROR:#DIV/0!		0.0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				電力用原油				1,131		980		2,111		601				601						0												-100.0%

														53.2		0.0		28.5		0.0		ERROR:#DIV/0!		0.0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				電力用NGL				0		0		0		0				0						0		0		0		0		0				ERROR:#NUM!



				（注1）上段の数字は燃料油内需量、単位：千kl																																①電力用Ｃ重油を含めた構成比 デンリョク ヨウ ジュウユ フク コウセイヒ

				（注2）下段の数字は対前年同期比（%）																																②電力用Ｃ重油を除いた構成比 デンリョク ヨウ ジュウユ ノゾ コウセイヒ



【想定入力時の注意事項】
・想定値は、背景色が緑色の部分に
　千kl単位で入力してください。



2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	33657	31696.386999999999	32607	32563	32561	32317	32114	







総括表(A重油グラフ用)

						2021～2025年度石油製品内需見通し（総括表）：2021年3月9日最終検討会 ネン ガツ ニチ サイシュウ ケントウカイ



												実績 ジッセキ				実績見込 ジッセキ ミコ				見 通 し																年率		構成比 コウセイヒ

												2019年度						2020年度						2021年度		2022年度 ネンド		2023年度 ネンド		2024年度 ネンド		2025年度 ネンド				2020
/2025		2020年度 ド		2020年度 ド		2025年度 ド

				ガソリン				25,480		25,387		49,107		22,474		22,425		44,899		24,027		22,400		46,427		45,348		44,424		43,218		42,104				-1.3%		29.7		30.1		29.3

				ナフサ				20,791		22,985		42,550		19,064		21,095		40,159		19,551		20,999		40,550		40,275		39,970		39,622		39,231				-0.5%		26.6		26.9		27.3

				ジェット燃料油				2,671		2,248		5,146		1,316		1,628		2,944		1,994		2,261		4,255		4,749		4,952		5,037		5,015				11.2%		1.9		2.0		3.5

				灯油				3,540		12,969		13,621		3,628		10,946		14,574		3,114		10,864		13,978		13,710		13,394		13,073		12,743				-2.6%		9.6		9.8		8.9

				軽油				16,874		17,124		33,657		15,413		16,283		31,696		16,014		16,593		32,607		32,563		32,561		32,317		32,114				0.3%		21.0		21.2		22.3

				Ａ重油				4,556		6,720		10,156		4,405		5,836		10,241		4,345		5,649		9,994		9,676		9,467		9,115		8,821				-2.9%		6.8		6.9		6.1

				一般用Ｂ・Ｃ重油 ジュウユ				2,453		2,850		5,303		2,191		2,618		4,809		2,220		2,466		4,686		4,425		4,208		3,987		3,793				-4.6%		3.2		3.2		2.6

				燃料油計

								76,365		90,282		159,540		68,492		80,831		149,323		71,265		81,232		152,497		150,746		148,976		146,369		143,821				-0.7%		98.8		100.0		100.0

				（電力用Ｃ重油を除く。） デンリョクヨウ ジュウユ ノゾ										89.7		89.5		93.6		104.0		100.5		102.1		98.9		98.8		98.3		98.3

				電力用Ｃ重油 ジュウユ				1,062		1,029		2,091		522		1,350		1,872		―		―		―		―		―		―		―				―		1.2		―		―

														49.2		131.2		89.5

				Ｂ・Ｃ重油				3,515		3,879		7,394		2,713		3,968		6,681		―		―		―		―		―		―		―				―		4.4		―		―

														77.2		102.3		90.4



						燃料油計		77,426		91,312		161,631		69,014		82,181		151,195		―		―		―		―		―		―		―				―		100.0		―		―

				※上記燃料油計に電力用Ｃ重油の
2020年度実績見込を加えた数値										89.1		90.0		93.5

				石化用NGL				0		123		123		41				41						0												-100.0%

														ERROR:#DIV/0!		0.0		33.3		0.0		ERROR:#DIV/0!		0.0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				電力用原油				1,131		980		2,111		601				601						0												-100.0%

														53.2		0.0		28.5		0.0		ERROR:#DIV/0!		0.0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				電力用NGL				0		0		0		0				0						0		0		0		0		0				ERROR:#NUM!



				（注1）上段の数字は燃料油内需量、単位：千kl																																①電力用Ｃ重油を含めた構成比 デンリョク ヨウ ジュウユ フク コウセイヒ

				（注2）下段の数字は対前年同期比（%）																																②電力用Ｃ重油を除いた構成比 デンリョク ヨウ ジュウユ ノゾ コウセイヒ



【想定入力時の注意事項】
・想定値は、背景色が緑色の部分に
　千kl単位で入力してください。



2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	10155.858	10241.027	9994	9676	9467	9115	8821	







総括表(BC重油グラフ用)

						2021～2025年度石油製品内需見通し（総括表）：2021年3月9日最終検討会 ネン ガツ ニチ サイシュウ ケントウカイ



												実績 ジッセキ				実績見込 ジッセキ ミコ				見 通 し																年率		構成比 コウセイヒ

												2019年度						2020年度						2021年度		2022年度 ネンド		2023年度 ネンド		2024年度 ネンド		2025年度 ネンド				2020
/2025		2020年度 ド		2020年度 ド		2025年度 ド

				ガソリン				25,480		25,387		49,107		22,474		22,425		44,899		24,027		22,400		46,427		45,348		44,424		43,218		42,104				-1.3%		29.7		30.1		29.3

				ナフサ				20,791		22,985		42,550		19,064		21,095		40,159		19,551		20,999		40,550		40,275		39,970		39,622		39,231				-0.5%		26.6		26.9		27.3

				ジェット燃料油				2,671		2,248		5,146		1,316		1,628		2,944		1,994		2,261		4,255		4,749		4,952		5,037		5,015				11.2%		1.9		2.0		3.5

				灯油				3,540		12,969		13,621		3,628		10,946		14,574		3,114		10,864		13,978		13,710		13,394		13,073		12,743				-2.6%		9.6		9.8		8.9

				軽油				16,874		17,124		33,657		15,413		16,283		31,696		16,014		16,593		32,607		32,563		32,561		32,317		32,114				0.3%		21.0		21.2		22.3

				Ａ重油				4,556		6,720		10,156		4,405		5,836		10,241		4,345		5,649		9,994		9,676		9,467		9,115		8,821				-2.9%		6.8		6.9		6.1

				一般用Ｂ・Ｃ重油 ジュウユ				2,453		2,850		5,303		2,191		2,618		4,809		2,220		2,466		4,686		4,425		4,208		3,987		3,793				-4.6%		3.2		3.2		2.6

				燃料油計

								76,365		90,282		159,540		68,492		80,831		149,323		71,265		81,232		152,497		150,746		148,976		146,369		143,821				-0.7%		98.8		100.0		100.0

				（電力用Ｃ重油を除く。） デンリョクヨウ ジュウユ ノゾ										89.7		89.5		93.6		104.0		100.5		102.1		98.9		98.8		98.3		98.3

				電力用Ｃ重油 ジュウユ				1,062		1,029		2,091		522		1,350		1,872		―		―		―		―		―		―		―				―		1.2		―		―

														49.2		131.2		89.5

				Ｂ・Ｃ重油				3,515		3,879		7,394		2,713		3,968		6,681		―		―		―		―		―		―		―				―		4.4		―		―



						燃料油計		77,426		91,312		161,631		69,014		82,181		151,195		―		―		―		―		―		―		―				―		100.0		―		―

				※上記燃料油計に電力用Ｃ重油の
2020年度実績見込を加えた数値										89.1		90.0		93.5

				石化用NGL				0		123		123		41				41						0												-100.0%

														ERROR:#DIV/0!		0.0		33.3		0.0		ERROR:#DIV/0!		0.0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				電力用原油				1,131		980		2,111		601				601						0												-100.0%

														53.2		0.0		28.5		0.0		ERROR:#DIV/0!		0.0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				電力用NGL				0		0		0		0				0						0		0		0		0		0				ERROR:#NUM!



				（注1）上段の数字は燃料油内需量、単位：千kl																																①電力用Ｃ重油を含めた構成比 デンリョク ヨウ ジュウユ フク コウセイヒ

				（注2）下段の数字は対前年同期比（%）																																②電力用Ｃ重油を除いた構成比 デンリョク ヨウ ジュウユ ノゾ コウセイヒ



【想定入力時の注意事項】
・想定値は、背景色が緑色の部分に
　千kl単位で入力してください。

電力用C重油	

2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2090.7630000000004	1872.0119999999997	0	0	0	0	0	一般用B・C重油	

2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	5303.0770000000002	4808.5240000000003	4686	4425	4208	3987	3793	









（注１）上段の数字は液化石油ガス内需量 単位：千トン
（注２）下段の数字は前年度比 単位：％

2021～2025年度石油製品需要見通し【液化石油ガス】（案）

年度
部 門

実 績 実績見込 見 通 し 年率 全体 構成比

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

2022
年度

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2021/
2025

2021/
2025

2021
年度

2025
年度

家庭業務用
6,101 5,997 5,740 5,706 5,726 5,752 5,769 5,781

+0.3％ +1.3％ 41.9％ 41.4％
▲1.7％ ▲4.3％ ▲0.6％ +0.4％ +0.5％ +0.3％ +0.2％

工業用
3,157 3,140 2,873 3,170 3,201 3,211 3,238 3,258

+0.7％ +2.8％ 23.3％ 23.3％
▲0.5％ ▲8.5％ +10.3％ +1.0％ +0.3％ +0.8％ +0.6％

都市ガス用
1,127 1,100 1,035 1,148 1,174 1,213 1,265 1,320

+3.6％ +15.0％ 8.4％ 9.5％
▲2.4％ ▲5.9％ +10.9％ +2.3％ +3.3％ +4.3％ +4.3％

自動車用
869 773 456 669 579 547 517 499

▲7.1％ ▲25.4％ 4.9％ 3.6％
▲11.0％ ▲41.0％ +46.7％ ▲13.5％ ▲5.5％ ▲5.5％ ▲3.5％

化学原料用
2,715 2,840 2,424 2,925 3,062 3,207 3,135 3,104

+1.5％ +6.1％ 21.5％ 22.2％
+4.6％ ▲14.6％ +20.7％ +4.7％ +4.7％ ▲2.2％ ▲1.0％

需要合計
(電力用除く)

13,969 13,850 12,528 13,618 13,742 13,930 13,924 13,962
+0.6％ +2.5％ 100.0% 100.0%

▲0.9％ ▲9.5％ +8.7％ +0.9％ +1.4％ +0.0％ +0.3％

参

考

電力用 145 81 0 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

需要合計
(電力用込み)

14,114 13,931 12,528
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

▲1.3％ ▲10.1％


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3

