
日本の液化天然ガス輸入相手国上位10カ国の推移
1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年

7,204 億円 9,402 億円 11,554 億円 10,160 億円 9,523 億円 14,055 億円 15,939 億円 14,920 億円 16,953 億円 16,498 億円

インドネシア インドネシア インドネシア インドネシア インドネシア インドネシア インドネシア インドネシア インドネシア インドネシア

2,966 億円 4,012 億円 4,226 億円 3,325 億円 3,560 億円 5,207 億円 4,918 億円 4,871 億円 5,378 億円 5,181 億円

▲6.8% (41.2%) ＋35.3% (42.7%) ＋5.3% (36.6%) ▲21.3% (32.7%) ＋7.1% (37.4%) ＋46.3% (37.0%) ▲5.6% (30.9%) ▲1.0% (32.6%) ＋10.4% (31.7%) ▲3.7% (31.4%)

マレーシア マレーシア マレーシア マレーシア マレーシア マレーシア マレーシア マレーシア マレーシア マレーシア

1,330 億円 1,795 億円 2,314 億円 2,120 億円 1,749 億円 2,707 億円 3,285 億円 2,986 億円 3,470 億円 3,388 億円

＋3.9% (18.5%) ＋34.9% (19.1%) ＋28.9% (20.0%) ▲8.4% (20.9%) ▲17.5% (18.4%) ＋54.8% (19.3%) ＋21.4% (20.6%) ▲9.1% (20.0%) ＋16.2% (20.5%) ▲2.4% (20.5%)

オーストラリア オーストラリア オーストラリア オーストラリア オーストラリア オーストラリア オーストラリア オーストラリア オーストラリア オーストラリア

1,189 億円 1,492 億円 1,771 億円 1,663 億円 1,391 億円 1,822 億円 2,168 億円 1,979 億円 2,148 億円 2,228 億円

＋15.7% (16.5%) ＋25.5% (15.9%) ＋18.7% (15.3%) ▲6.1% (16.4%) ▲16.4% (14.6%) ＋31.0% (13.0%) ＋19.0% (13.6%) ▲8.7% (13.3%) ＋8.6% (12.7%) ＋3.7% (13.5%)

ブルネイ ブルネイ ブルネイ ブルネイ ブルネイ カタール カタール カタール カタール カタール

924 億円 1,079 億円 1,294 億円 1,129 億円 955 億円 1,523 億円 1,855 億円 1,733 億円 1,901 億円 1,916 億円

＋2.7% (12.8%) ＋16.8% (11.5%) ＋19.9% (11.2%) ▲12.7% (11.1%) ▲15.4% (10.0%) ＋79.4% (10.8%) ＋21.7% (11.6%) ▲6.6% (11.6%) ＋9.7% (11.2%) ＋0.8% (11.6%)

アラブ首長国連邦 アラブ首長国連邦 アラブ首長国連邦 アラブ首長国連邦 カタール ブルネイ ブルネイ ブルネイ ブルネイ ブルネイ

589 億円 767 億円 1,171 億円 1,040 億円 849 億円 1,354 億円 1,707 億円 1,585 億円 1,793 億円 1,606 億円

＋15.5% (8.2%) ＋30.2% (8.2%) ＋52.7% (10.1%) ▲11.2% (10.2%) ＋39.7% (8.9%) ＋41.8% (9.6%) ＋26.0% (10.7%) ▲7.1% (10.6%) ＋13.1% (10.6%) ▲10.4% (9.7%)

米国 米国 カタール カタール アラブ首長国連邦 アラブ首長国連邦 アラブ首長国連邦 アラブ首長国連邦 アラブ首長国連邦 アラブ首長国連邦

206 億円 257 億円 479 億円 608 億円 812 億円 1,128 億円 1,477 億円 1,217 億円 1,428 億円 1,432 億円

＋8.7% (2.9%) ＋24.5% (2.7%) 全増 (4.1%) ＋26.8% (6.0%) ▲21.9% (8.5%) ＋38.9% (8.0%) ＋31.0% (9.3%) ▲17.6% (8.2%) ＋17.3% (8.4%) ＋0.3% (8.7%)

米国 米国 米国 米国 米国 米国 オマーン オマーン

300 億円 275 億円 207 億円 295 億円 349 億円 334 億円 489 億円 352 億円

＋16.9% (2.6%) ▲8.3% (2.7%) ▲24.8% (2.2%) ＋42.4% (2.1%) ＋18.2% (2.2%) ▲4.2% (2.2%) ＋126.5% (2.9%) ▲27.9% (2.1%)

オマーン オマーン オマーン 米国 米国

18 億円 181 億円 216 億円 331 億円 339 億円

全増 (0.1%) ＋890.6% (1.1%) ＋19.1% (1.4%) ▲1.0% (1.9%) ＋2.7% (2.1%)

トリニダード・トバゴ ナイジェリア

15 億円 39 億円

全増 (0.1%) 全増 (0.2%)

16 億円

＋4.7% (0.1%)

(注１)　下段左欄は伸び率、同右欄の( )は総額に対する構成比。

(注２)　上記数値は全て確定値。
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日本の液化天然ガス輸入相手国上位10カ国の推移
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

19,853 億円 26,595 億円 31,403 億円 46,525 億円 28,272 億円 34,718 億円 47,872 億円 60,037 億円 70,590 億円 78,509 億円

インドネシア インドネシア インドネシア マレーシア マレーシア マレーシア マレーシア カタール カタール オーストラリア

5,679 億円 6,810 億円 6,990 億円 8,951 億円 5,811 億円 7,489 億円 9,583 億円 11,236 億円 13,595 億円 15,884 億円

＋9.6% (28.6%) ＋19.9% (25.6%) ＋2.6% (22.3%) ＋42.9% (19.2%) ▲35.1% (20.6%) ＋28.9% (21.6%) ＋28.0% (20.0%) ＋46.5% (18.7%) ＋21.0% (19.3%) ＋17.3% (20.2%)

マレーシア オーストラリア マレーシア インドネシア オーストラリア オーストラリア オーストラリア マレーシア オーストラリア カタール

4,399 億円 4,719 億円 6,265 億円 8,783 億円 5,115 億円 7,046 億円 8,555 億円 10,757 億円 13,540 億円 14,870 億円

＋29.8% (22.2%) ＋46.6% (17.7%) ＋33.3% (19.9%) ＋25.6% (18.9%) ▲30.4% (18.1%) ＋37.8% (20.3%) ＋21.4% (17.9%) ＋12.2% (17.9%) ＋29.6% (19.2%) ＋9.4% (18.9%)

オーストラリア マレーシア オーストラリア オーストラリア インドネシア インドネシア カタール オーストラリア マレーシア マレーシア

3,220 億円 4,701 億円 5,075 億円 7,354 億円 4,715 億円 5,457 億円 7,669 億円 10,446 億円 12,933 億円 13,973 億円

＋44.5% (16.2%) ＋6.9% (17.7%) ＋7.5% (16.2%) ＋44.9% (15.8%) ▲46.3% (16.7%) ＋15.8% (15.7%) ＋78.2% (16.0%) ＋22.1% (17.4%) ＋20.2% (18.3%) ＋8.0% (17.8%)

カタール カタール カタール カタール カタール カタール インドネシア ロシア ロシア ロシア

2,122 億円 3,427 億円 4,046 億円 5,880 億円 4,099 億円 4,304 億円 5,814 億円 4,940 億円 6,129 億円 7,039 億円

＋10.7% (10.7%) ＋61.5% (12.9%) ＋18.1% (12.9%) ＋45.3% (12.6%) ▲30.3% (14.5%) ＋5.0% (12.4%) ＋6.5% (12.1%) ＋31.1% (8.2%) ＋24.1% (8.7%) ＋14.9% (9.0%)

ブルネイ ブルネイ ブルネイ ブルネイ ブルネイ ブルネイ ブルネイ インドネシア インドネシア インドネシア

1,960 億円 2,289 億円 2,471 億円 4,278 億円 3,068 億円 3,211 億円 4,121 億円 4,630 億円 5,496 億円 5,413 億円

＋22.0% (9.9%) ＋16.8% (8.6%) ＋8.0% (7.9%) ＋73.1% (9.2%) ▲28.3% (10.9%) ＋4.7% (9.2%) ＋28.4% (8.6%) ▲20.4% (7.7%) ＋18.7% (7.8%) ▲1.5% (6.9%)

アラブ首長国連邦 アラブ首長国連邦 アラブ首長国連邦 アラブ首長国連邦 アラブ首長国連邦 アラブ首長国連邦 ロシア ブルネイ アラブ首長国連邦 アラブ首長国連邦

1,620 億円 2,161 億円 2,429 億円 3,378 億円 2,224 億円 2,728 億円 3,769 億円 4,308 億円 4,598 億円 5,210 億円

＋13.1% (8.2%) ＋33.4% (8.1%) ＋12.4% (7.7%) ＋39.1% (7.3%) ▲34.2% (7.9%) ＋22.7% (7.9%) ＋62.8% (7.9%) ＋4.5% (7.2%) ＋15.8% (6.5%) ＋13.3% (6.6%)

米国 オマーン オマーン オマーン ロシア ロシア アラブ首長国連邦 アラブ首長国連邦 ブルネイ ナイジェリア

411 億円 1,262 億円 1,767 億円 2,086 億円 890 億円 2,315 億円 3,492 億円 3,970 億円 4,279 億円 4,313 億円

＋21.0% (2.1%) ＋221.6% (4.7%) ＋40.0% (5.6%) ＋18.1% (4.5%) 全増 (3.1%) ＋160.2% (6.7%) ＋28.0% (7.3%) ＋13.7% (6.6%) ▲0.7% (6.1%) ＋37.7% (5.5%)

オマーン 米国 エジプト ナイジェリア オマーン オマーン オマーン ナイジェリア ナイジェリア ブルネイ

393 億円 423 億円 811 億円 1,627 億円 868 億円 924 億円 1,519 億円 3,199 億円 3,131 億円 4,003 億円

＋11.4% (2.0%) ＋2.9% (1.6%) ＋137.7% (2.6%) ＋287.3% (3.5%) ▲58.4% (3.1%) ＋6.5% (2.7%) ＋64.3% (3.2%) ＋200.3% (5.3%) ▲2.1% (4.4%) ▲6.4% (5.1%)

アルジェリア エジプト ナイジェリア エジプト 赤道ギニア 米国 ナイジェリア 赤道ギニア オマーン オマーン

51 億円 341 億円 420 億円 1,453 億円 729 億円 316 億円 1,065 億円 2,106 億円 2,313 億円 2,194 億円

全増 (0.3%) 全増 (1.3%) ＋249.2% (1.3%) ＋79.1% (3.1%) ▲32.5% (2.6%) ＋39.9% (0.9%) ＋342.0% (2.2%) ＋100.0% (3.5%) ＋18.9% (3.3%) ▲5.2% (2.8%)

トリニダード・トバゴ アルジェリア 赤道ギニア ナイジェリア 赤道ギニア 赤道ギニア オマーン 赤道ギニア パプアニューギニア

229 億円 367 億円 1,080 億円 325 億円 315 億円 1,053 億円 1,946 億円 1,963 億円 1,726 億円

全増 (0.9%) ＋227.7% (1.2%) ＋580.9% (2.3%) ▲80.0% (1.2%) ▲56.8% (0.9%) ＋234.8% (2.2%) ＋28.1% (3.2%) ▲6.8% (2.8%) 全増 (2.2%)

(注１)　下段左欄は伸び率、同右欄の( )は総額に対する構成比。

(注２)　上記数値は全て確定値。
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日本の液化天然ガス輸入相手国上位10カ国の推移
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

55,141 億円 32,816 億円 39,173 億円 47,389 億円 43,498 億円 32,051 億円 42,772 億円

オーストラリア オーストラリア オーストラリア オーストラリア オーストラリア オーストラリア オーストラリア

11,796 億円 9,203 億円 12,188 億円 16,778 億円 17,562 億円 12,899 億円 15,401 億円

▲25.7% (21.4%) ▲22.0% (28.0%) ＋32.4% (31.1%) ＋37.7% (35.4%) ＋4.7% (40.4%) ▲26.6% (40.2%) ＋19.4% (36.0%)

マレーシア マレーシア マレーシア マレーシア カタール マレーシア マレーシア

10,465 億円 5,935 億円 6,807 億円 6,106 億円 5,104 億円 4,217 億円 5,339 億円

▲25.1% (19.0%) ▲43.3% (18.1%) ＋14.7% (17.4%) ▲10.3% (12.9%) ▲10.4% (11.7%) ▲14.3% (13.2%) ＋26.6% (12.5%)

カタール カタール カタール カタール マレーシア カタール 米国

9,743 億円 4,341 億円 4,477 億円 5,696 億円 4,920 億円 3,614 億円 4,723 億円

▲34.5% (17.7%) ▲55.4% (13.2%) ＋3.1% (11.4%) ＋27.2% (12.0%) ▲19.4% (11.3%) ▲29.2% (11.3%) ＋112.4% (11.0%)

ロシア インドネシア インドネシア ロシア ロシア ロシア カタール

4,744 億円 2,823 億円 3,178 億円 3,580 億円 3,375 億円 2,505 億円 4,691 億円

▲32.6% (8.6%) ▲29.0% (8.6%) ＋12.6% (8.1%) ＋14.9% (7.6%) ▲5.7% (7.8%) ▲25.8% (7.8%) ＋29.8% (11.0%)

インドネシア ロシア ロシア アラブ首長国連邦 ブルネイ 米国 ロシア

3,979 億円 2,716 億円 3,115 億円 2,982 億円 2,482 億円 2,224 億円 3,716 億円

▲26.5% (7.2%) ▲42.8% (8.3%) ＋14.7% (8.0%) ＋37.2% (6.3%) ▲0.7% (5.7%) ＋13.0% (6.9%) ＋48.4% (8.7%)

アラブ首長国連邦 アラブ首長国連邦 アラブ首長国連邦 インドネシア インドネシア ブルネイ ブルネイ

3,404 億円 1,855 億円 2,173 億円 2,949 億円 2,431 億円 1,704 億円 2,366 億円

▲34.7% (6.2%) ▲45.5% (5.7%) ＋17.1% (5.5%) ▲7.2% (6.2%) ▲17.6% (5.6%) ▲31.3% (5.3%) ＋38.8% (5.5%)

ナイジェリア ブルネイ パプアニューギニア ブルネイ パプアニューギニア パプアニューギニア パプアニューギニア

3,098 億円 1,761 億円 2,066 億円 2,498 億円 2,167 億円 1,504 億円 2,222 億円

▲28.2% (5.6%) ▲36.4% (5.4%) ＋22.5% (5.3%) ＋34.6% (5.3%) ＋13.9% (5.0%) ▲30.6% (4.7%) ＋47.7% (5.2%)

ブルネイ パプアニューギニア ブルネイ パプアニューギニア 米国 オマーン インドネシア

2,768 億円 1,687 億円 1,856 億円 1,902 億円 1,968 億円 1,135 億円 1,050 億円

▲30.9% (5.0%) ▲35.6% (5.1%) ＋5.4% (4.7%) ▲7.9% (4.0%) ＋29.8% (4.5%) ▲21.3% (3.5%) ＋7.8% (2.5%)

パプアニューギニア オマーン オマーン オマーン オマーン インドネシア オマーン

2,621 億円 1,116 億円 1,327 億円 1,601 億円 1,443 億円 974 億円 1,036 億円

＋51.9% (4.8%) ▲5.3% (3.4%) ＋18.9% (3.4%) ＋20.7% (3.4%) ▲9.9% (3.3%) ▲59.9% (3.0%) ▲8.8% (2.4%)

オマーン ナイジェリア ナイジェリア 米国 アラブ首長国連邦 ナイジェリア アラブ首長国連邦

1,179 億円 791 億円 721 億円 1,517 億円 1,238 億円 514 億円 762 億円

▲46.3% (2.1%) ▲74.5% (2.4%) ▲8.9% (1.8%) ＋137.6% (3.2%) ▲58.5% (2.8%) ＋58.6% (1.6%) ＋66.0% (1.8%)

(注１)　下段左欄は伸び率、同右欄の( )は総額に対する構成比。

(注２)　上記数値は全て確定値。
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