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利用上の注意 

 

この年報は、統計法に基づく経済産業省特定業種石油等消

費統計調査規則により実施された石油等消費動態統計調査

（基幹統計調査）に関する令和３年の調査結果を補正し、公

表するものです。毎月の調査結果は、「石油等消費動態統計月

報」として公表していますが、月報公表後に数値の訂正報告

等が行われることがあります。この年報はこれらを補正して

います。 

 本統計調査の概要、統計表の作成方法及び統計表の見方は、

以下のとおりです。 

 

Ⅰ 石油等消費動態統計調査の概要 

１.調査の目的 

 この調査は、工業における石油等の消費の動態を明らかに

し、石油等の消費に関する施策の基礎資料を得ることを目的

としています。 

２.調査対象事業所 

 この調査の対象事業所は、経済産業省生産動態統計調査（基

幹統計調査）の対象事業所のうち、第 1 表に掲げる 9 業種に

属する事業所です。なお、業種によっては従事者規模による

裾切りを行っています。 

３.エネルギーの調査範囲 

 エネルギーの調査範囲は、対象事業所の構内で使用したエ

ネルギー（自家発生したもの及び原油、ナフサ等原料にも燃

料にも使用され得るものを含む。）のうち、第 2 表に掲げるも

のです。 

 なお、石油系燃料とは第 2 表の区分の原油～再生油（石油

由来）をいい、非石油系燃料とはコークス製造用炭（原料炭）

～ＲＰＦをいいます。 

４.調査項目の定義 

（1） 燃料（事業所ベース） 

1） 受入 

 事業所及び事業所が契約の主体となって借り受けている倉

庫又は保管場所に受け入れた燃料（原料用を含む。）の総量で

す。 

2） 発生・回収又は生産 

 事業所で発生・回収又は生産した燃料（原料用を含む。）の

総量です。 

3） 消費 

 事業所で使用した燃料（原料用を含む。）の総量です。ただ

し、燃料種別ごとの消費量は、調査対象事業所で他の事業所

から受け入れた分と事業所内で他の燃料（原料用を含む。）か

ら転換（例えば、石炭から石炭コークスに転換。）した分の合

計の数量です。 

① 「ボイラ用（暖厨房等専用のものを除く。）」とは、生産

工程用の一般ボイラ及び自家発電用ボイラで燃焼させ

た燃料の数量です。 

② 「コージェネレーション用」とは、熱電力併給システム

で使用した燃料の数量です。 

③ 「ボイラ用及びコージェネレーション用以外」とは、①

②以外の用途に使用した数量です。 

（ｱ）「原料用」とは、燃焼を目的とせず、他の製品を生産す

るための原料として使用した数量です。 

（ｲ）「直接加熱用」とは、溶鉱炉、転炉、溶解炉、均熱炉、

加熱炉、窯業用炉、焼結炉、培焼炉、乾燥炉等の各種工

業炉及びこれらの設備と類似の設備で燃焼させた燃料の

数量です。 

（ｳ）「その他用」とは、「原料用」、「直接加熱用」以外の構

内運搬、試運転・検査用、冷暖房用、厨房用及び自家発

電用の内燃機関（コージェネレーション用以外のディー

ゼル機関、ガスタービン等。）で使用した燃料の数量です。 

 なお、「原料用」を設けていない業種では、「その他用」

に「原料用」消費を含んでいます。 

4） 払出 

 事業所で次の事由によって払い出した燃料（原料用を含

む。）の総量です。 

①他企業へ販売したもの 

②同一企業内の他の事業所へ払い出したもの 

③他企業へ委託生産などにより払い出したもの 

5） 月末在庫 

 調査期間の末日現在において、事業所及び事業所が契約の

主体となって借り受けている倉庫又は保管場所に保管してあ

る燃料（原料用を含む。）の総量です。 

6） 「受入」、「在庫」等の調査項目の調査を行っていない業

種 

① 「石油製品工業」については、石油製品の在庫を生産

者在庫と消費者在庫に分割する必要がないことから、「在

－ ⅱ －
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