
＜参考資料＞ 
UAE概要 

※経済産業省の委託事業により、株式会社アサツー ディ・ケイが作成 
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１．UAEの概要 



UAEの概要① 地理･自然と国の成り立ち 
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○建国：18世紀、アラビア半島南部の部族が移住、首長国の基礎ができる 
    1971年、イギリス保護領から６首長国が独立（翌年７首長国に） 
○国家：７つの首長国による連邦制（首都：アブダビ） 
 
1 面積 

UAE：83,600 km2 (北海道と同程度) 
 アブダビ：67,340 km2 (東北地方と同程度) 
 ドバイ ：4,110 km2 (徳島県と同程度) 

2 気候 高温、少雨の砂漠気候 

3 人口 
UAE：927万人、アブダビ：291万人、ドバイ：270万人（2016年） 
・男性比率が高い（男性：女性＝70%：30% ［ドバイ］） 
・外国人比率が高い（UAE国民：外国人＝9%：91% ［ドバイ］） 
・ドバイでは、ドバイ外から勤務する人口が多い（非居住者人口：110万人） 

4 宗教 国教：イスラム教（スンニ派80％、シーア派20%） 
・人口全体の75%がイスラム教徒 

5 言語 国語：アラビア語 
・公用語として、英語も使用されている 

６ 風習 
・建国記念日 12月2～3日 
・イスラム教に基づく年中行事 
 （ラマダン，ハッジ，犠牲祭など） 

７ UAE国民の 
優遇策 

・労働力の自国民化政策（Emiratization） 
 →業種･企業規模に応じたUAE国民雇用の義務化 
・（UAE国民）国公立校の学費無料，公営住居無料・補助支給 

高温少雨の砂漠気候の国土で、イスラム文化を持つUAE国民と、他宗教の 
外国人居住者が共存する。 

7つの首長国： 
・アブダビ 
・ドバイ 
・シャルジャ 
・アジュマン 
・ウンム・アル・カイワイン 
・フジャイラ 
・ラス・アル・ハイマ 



UAEの概要② 資源･産業･経済力･購買力 
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○政策：・GCC*加盟国の経済統合に向けた動き 
    ・UAE National Innovation Strategy（2014年）→2020年までに7分野で世界で最も革新的な国にする 
      7分野：再生可能エネルギー，交通，教育，医療･健康，技術，水，宇宙 
  *Gulf Cooperation Council 
 

７首長国の中で、アブダビとドバイの２つが大きな影響力をもつ。 
ドバイは原油に依存しない産業構造で、中東・アフリカ地域の中核都市へ 
地位向上。 

1 資源 ・石油埋蔵量987億バーレル（世界第7位，2017年米国E.I.A.） 
 （アブダビ94%，ドバイ4%，シャルジャ2%） 

２ 産業 

・産業分野別GDP：エネルギー31%，不動産22%，小売12%，観光9%， 
 物流8%，その他18%（2015年） 
・主要業種は、アブダビは鉱業（石油）が6割 
 ドバイは卸・小売・貿易業が3割、運輸・倉庫業、不動産業、製造業が各1割強 

３ 経済 

・通貨: UAE dirham (AED)   1米ドル＝3.67AED (固定) 
・GDP（2015年）：3,580億米ドル，一人当たり3.9万米ドル  
 アブダビ2,102億米ドル、ドバイ989億米ドル 
・対外債務：60%（対GDP）（2015年） 
・失業率：3.8%（2015年） 

４ 消費市場 
・小売業の売上高：5兆8,000億円（2013年）（うち食品小売業が40％） 
・一人当たり購買力平価換算GDPは6万5千ドル（2015年）で世界7位 
 （全人口の8割以上を占める外国人労働者を含む） 

 
 

 
 

 

 
   



UAEの概要③ 対外貿易（品目ベース） 
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 UAEの貿易収支は、700億米ドルの赤字。 
輸出品目のトップは鉱物性製品（特に原油32%）。 
輸入品目のトップは機械。 

1 貿易収支 
（2015年） 輸出額）1,470億米ドル，輸入額）2,170億米ドル 

２ 主な輸出品目 
（2015年） 

・鉱物性生産品（原油･精製石油･液化天然ガス･その他）52% 
・貴金属（金･ダイヤモンド･宝石･その他）18% 
・金属（アルミ原料･鉄鋼材料･銅線･その他）8.9% 
・機械（放送用装置･被覆線･切削機械・その他）5.2% 
・プラスチック及びゴム（ポリエチレン･ポリプロピレン・その他）4.1% 
・その他  11.8% 

３ 主な輸入品目 
（2015年） 

・機械（放送用装置・コンピュータ･ガスタービン･その他）26% 
・貴金属（金・宝石・ダイヤモンド・その他）16% 
・車両・航空機・船舶及び輸送機器関連  15% 
・繊維及びその製品（女性用製品･合成繊維縫製品･その他）7.6% 
・金属（鉄パルプ・鉄棒･その他）5.8% 
・その他  29.6% 



UAEの概要④ 対外貿易（貿易国ベース） 
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最大の貿易相手国はインド、2位は僅差で中国、３位は日本。 
 他にも、7位韓国、8位シンガポールと、アジア諸国との貿易が盛ん。 
最大の輸出国は日本（最大の黒字国）、輸入国は中国（最大の赤字国）。 

小数点以下は四捨五入 
*車両･航空機･輸送機器関連品 
**工学工業の生産物 

0 25 50

インド 
中国 
日本 
米国 

ドイツ 
サウジアラビア 

韓国 
シンガポール 

オマーン 
イギリス 

輸出額 
輸入額 

（十億米ドル） 

貿易総額上位10ヵ国 1 貿易総額 
（2015年） 

貿易総額：3,640億米ドル 
輸出：1,470億米ドル／輸入：2,170億米ドル 
貿易収支：－700億米ドル 

2 
貿易黒字国への 
輸出品目 
（2015年） 

・日本：125.5億米ドル 
 鉱物性生産品が97%を占める（原油74%） 
・オマーン：79.3億米ドル 
 機械23%，金属16%，精製石油6%，化学工業9%， 
 貴金属8% 

3 
貿易赤字国から
の 
輸入品目 
（2015年） 

・1位 中国：268億米ドル 
 機械35%，紡織用繊維22%，金属9%，履物帽子5%， 
 プラスチック･ゴム4% 
・2位 米国：156億米ドル 
 機械37%，車両･航空機*24%，貴方金属9%，  
 工学生産物**5%，機器植物性生産品4% 
・3位 ドイツ：149億米ドル 
 車両･航空機57%，機械20%，工学生産物7%，  
 金属/機器各3% 
・欧米系諸国（4位米国，5位ドイツ，10位イギリス等） 
 はすべて赤字 



UAEの概要⑤ 諸外国からUAEへの直接投資 
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 UAEへの直接投資は2007年以降増え続け、2015年には22.3億米ドルに。 
直接投資の内訳を産業別にみると、小売26%・不動産26%・金融仲介19%
で7割を占める。 

1 
UAEへの 
直接投資 
上位10ヵ国 
：2015年 

イギリス，米国，インド，フランス，  
イラン，サウジアラビア，クウェート，
オーストリア，⑨日本，スイス 

２ 

UAEへの 
直接投資 
上位10ヵ国
の動向： 
 
2010年～
2015年 

・投資金額は増加を続けているが、比  
 率は緩やかに減少し51.8％に 
・日本からの投資金額は3.2億～4億米  
 ドル、上位10ヵ国内比率は減少傾向 

３ 

UAEへの 
直接投資 
ストック 
：2015年 
 現在 

・上位10ヵ国で52％を占め、イギリス  
 が13％でリード 
・以下、インド6%，フランス6%， 
 米国5%，日本4%，サウジアラビア  
 4%，イラン4%，スイス4%， 
 クウェート3%，オーストリア3% 
 （11位はオランダ2%） 

上位10カ国の直接投資比率 

上位10カ国内の日本比率 

④製造 

③金融仲介 

②不動産 

①小売り 
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【 サブテーマ 】 
Opportunity（機会）， Mobility（流動性）， Sustainability（持続可能性） 

２．サブテーマに関わる 
政策・産業・市場 

 
   



サブテーマに関わる政策･産業･市場①（Opportunity関連） 
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重点 
分野 UAEの概況 

教育 教育 ・連邦予算の25％以上を教育に充当 
・英語重視の言語政策，英語以外の外国語教育は大学から 

雇用 製造 
・ドバイ：石油依存度を減らし製造業などを拡大する国家戦略 
・ドバイ：製造業はIndustrial Zone18ヵ所及びフリーゾーン 
 8ヵ所に集中 
・ジュベル・アリ フリーゾーン (Jafza)が最大（7500社） 

金融 
資本 

市場  

・2つの金融市場： 
 －DIFC（Dubai International Financial Center）： 
  フリーゾーンでDFSA（Dubai Financial Services Authority） 
  が管轄 
 －DIFC以外：UAE法が適用される 
・イスラム金融： 
 イスラム法に沿った金融取引の総称、金利概念を持たない 
 取引相手の当事者が教義に反する事業に係っていないことも特徴 

銀行 ・23の地元銀行、28の海外銀行（2014年） 

ガ 
バ 
ナ 
ン 
ス 

検疫 
検査 

・食品輸入に際しては、検疫のほか、放射性物質、残留農薬、重金  
 属、食品添加物、食品包装に関する規制がある 

ハラール ・飲食が許可されるものがイスラム法に定められている 
・非ハラール食品例（豚肉およびその製品、アルコール飲料 ） 

0 10 20

IT・電機ﾒｰｶｰ 
建築資材 

石油化学製品 
機器・装置 
食・ﾍﾙｽｹｱ 
自動車産業 

物流 

（％） 
Jafza7500社の業種別シェア 
(2014年現在） 

機会：より良い未来を形作る人々と地域社会の潜在性を解放する 
【重点分野】教育，雇用，金融資本，ガバナンス，新産業 
 

              ＊「2020年ドバイ国際博覧会テーマガイド」に記載の、Opportunity（機会）の定義、および重点分野 を引用 

 
 



サブテーマに関わる政策･産業･市場②（Opportunity関連） 
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重点 
分野 UAEの概況 

新産業 

医療・ 
健康 

・国民は公的病院で無料で受診可能（但し、病院数は 民間病院＞公的病院） 
・人口の19%が糖尿病，男女とも66%が肥満（2015年） 

飲食 
サービス ・UAEの飲食産業市場：売上113億米ドル（2014年） 

食品 ・UAEの食品輸入額：133億米ドル（2011年） 
（日本からのUAE向け食品輸出額：58億円*（2014年））  

家電 
・UAEの家電製品市場：5.85億米ドル うち、白物家電47%、家電機器53%（2015年） 
・冷蔵庫、洗濯機に関しては韓国のLG社及びSamsung社が約50%の市場シェアを持つ 
・2015年～2020年のUAEエアコン市場年平均成長率：8% 

ファッ
ション 

・UAEのイスラムファッション消費市場：182億米ドル（2014年） 
 （トルコ市場の248億米ドルに続き、世界2位） 

美容 
・UAEの美容業消費市場：21億米ドル（2016年） 
・UAE美容業消費市場内訳： 
 －香水系／6.4億米ドル，化粧品（ファンデーション・アイシャドウ・口紅等）／4億米ドル 
 －スキンケア／3億米ドル，髭ケア／3億米ドル，髪ケア／2.7億米ドル 

娯楽系 
イベント 

・UAEで最も人気の高いスポーツはサッカー、2番目はクリケット 
・スポーツ系：ドバイ・デザートクラシック（ゴルフトーナメント）, ドバイ・テニス選手権， 
         アブダビ・デザートチャレンジ（自動車レース）, ドバイ・ラグビーセブン 
・その他  ：ドバイ国際映画祭，ドバイ・デザイン・ウィーク** 
       ドバイ・ショッピング・フェスティバル（略称  DSF：バーゲンセール） 
       ドバイ・グローバル・ヴィレッジ（DSFのメインイベント：遊園地と各国物産展）       

*1ドル106円として、5471万USドル 
 （ 2014年年間平均為替レート） 
参考：UAE食品輸入額133億USドルに対して0.4％ 

 

**音楽、絵画、ファッション、建築、先端技術等、あらゆる分野で世界最先端のクリエイティブを体験できるイベント 

機会：より良い未来を形作る人々と地域社会の潜在性を解放する 
【重点分野】教育，雇用，金融資本，ガバナンス，新産業 
 

              ＊「2020年ドバイ国際博覧会テーマガイド」に記載の、Opportunity（機会）の定義、および重点分野 を引用 



サブテーマに関わる政策･産業･市場③（Mobility関連） 

10 風景画像：http://www.natureworld.jp/tour/TI-LDD1170-FE2，（最下画像）http://dubai-walker.com/burj-al-arab/ 

 

流動性：より賢明な方法でヒト・モノ・アイデアの生産的な移動を実現 
【重点分野】輸送，旅行及び探査，移動支援機器，物流，デジタルコネクティビティ 
 

              ＊「2020年ドバイ国際博覧会テーマガイド」に記載の、Mobility（流動性）の定義、および重点分野 を引用 

重点 
分野 UAEの概況 

輸送 
物流  ・国際競争力ランキング：16位/138ヵ国中（2016年） 

輸送 ・ジュベル・アリ港：貨物輸送量世界ランク9位（2015年） 
・アル・マクトゥーム国際空港：航空貨物施設世界ランク6位の予定（建設中）  

旅行 
及び 
探査 

空港 ・ドバイ国際空港の旅客数8,365万人は、世界３位（2016年） 
 （うち国際線旅客数は世界1位）  

観光 
・ドバイ訪問者の消費額は313億米ドルで世界1位（2015年） 
 （2位のロンドンは198億米ドル） 
・観光資源が豊富（「世界一」が多い。ビル、噴水、人工島、ホテルなど） 

宿泊施設 
[ドバイ] 

・宿泊施設： 681（うち、208は4星以上）（以下、2014年） 
・部屋数：102,800 （うち、45%は4星以上）宿泊施設の稼働率は約77%         

移動 
支援 
機器 

公共交通 ・2015年にドバイメトロが全面開通（日本企業が大きく関与）   
・2017年にアブダビメトロが一部開通 

自動車 

・UAE自動車市場：200万台（2015年） 
・自動車市場シェア（2016年新車販売）日本勢6割 
 （トヨタ30% 日産16% 三菱11%） 
・UAE中古車市場（2015年売上想定）：30億ドル 
・中古車のネット販売が拡大している 

デ 
ジ 
タ 
ル 

通信環境 
・固定電話回線/100人：23.1 （日本：50）（以下、2015年） 
・携帯電話回線/100人：187.3（日本：125.1） 
・コンピュータを所有する家庭％：89.9（日本：80） 
・インターネットにアクセスできる家庭％：95.4（日本：96%） 

 



サブテーマに関わる政策･産業･市場④（Sustainability関連） 
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重点分野 UAEの概況 

自然エコ 
システム・ 
生物多様性 

都市計画 
・マスダール・シティ（アブダビ）：CO2排出ゼロ、廃棄物ゼロを目指すモデル都市  
・グリーン・シティ（ドバイ）：環境と食をテーマにした富裕層向け都市開発。 
 太陽光パネル全戸装置と水・廃棄物100％リサイクル、植物工場のコミュニティ・ 
 ファーム化（CSA：地域支援型農業）を推進 

持続可能な 
都市・居住地 宇宙開発 

・2014年にUAE宇宙局を設立し、宇宙開発に注力している 
・マーズ・サイエンス・シティ・プロジェクト（ドバイ）： 
 火星居住空間のシミュレーション都市、宇宙開発研究と次世代教育も行う構想 

資源 

水 ・海水淡水化設備容量：735万トン/日（2013年），水消費：170万トン/日  
・平均水消費：550リットル/日･人（世界平均：235リットル/日･人）（2013年） 

廃棄物 

・ドバイの廃棄物発生量（2011年）966万トン 
・アブダビの廃棄物発生量（2014年）1,000万トン（2013年より15.6%減少） 
 （アブダビでは、非有害廃棄物75%の処分方法は投棄積み上げ） 
・非有害廃棄物は、ドバイ、アブダビとも建設廃材の比率最大 
 （ドバイ68.9%（2011年），アブダビ44%（2014年）） 

電力 

・平均電力消費：25kWh/日･人（世界平均：15kWh/日･人）（2016年） 
・アブダビの再エネ導入目標：2020年までに、全体発電容量の７％ 
・ドバイの再エネ導入目標：2030年までに、全体消費電力の５％ 
・2030年までに、ドバイの電力需要を30%減少 
・2020年までに、4つの原子力発電所が建設予定（各出力1,400MW） 
・UAEの年間電力消費量の60％をエアコンが占める  

気候変動 
・災害 

予想と 
影響 

・2050年予想では、UAEの平均気温2℃上昇、湿度10%増加 
・右記の悪影響が懸念されている。－ 冷房使用によるエネルギー使用量の増加 
                － 集中豪雨による水害の増加,  砂嵐の増加 

持続可能性：我々が住む地球と調和する尊敬の念と生活様式 
【重点分野】自然エコシステム及び生物多様性，資源，持続可能な都市及び居住地の建設，気候変動，グリーン経済 
 

              ＊「2020年ドバイ国際博覧会テーマガイド」に記載の、Sustainability（持続可能性）の定義、および重点分野 を引用 
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3．日本の対UAE関係 



日本の対UAE関係： 

日本人の居住・就労・渡航は他国に比べ少ない。 
日系企業の進出は現状インフラ関連など限定的であるが、 

B2C事業の進出が始まりつつある。 
 UAEにとって日本は第9位の直接投資国であり、UAE最大の貿易黒字国。 

13 

日 
本 
か 
ら 
の 
人 
・ 
企 
業 
・ 
投 
資 
と 
貿 
易 
の 
動 
向 

在住･就労･渡航 
・UAE在住人数3,846人（2016年10月現在） 
・ドバイ旅行者数6万8,400人（2015年） 
 上位20位に入らず、2007年以降は減少傾向 

企業進出 
日系企業の進出状況（次頁詳細） 
・公共インフラ（地下鉄･発電･上下水道 等）や建設・工業設備系の企業進出が主 
・近年は生活者向けの商品サービスの進出も出てきている 

UAEへの直接投資 
・2010年～2015年：日本からの直接投資金額は3.2億～4億米ドルで推移 
・上位10ヵ国内比率は減少傾向（2015年，第9位） 
・日本からのUAE直接投資ストックのシェア4%（2015年，第5位群） 

貿易関係 

・UAEにとって貿易収支最大の黒字国125.5億米ドル（2015年） 
・輸入総額210億米ドル，輸出総額84.5億米ドル 
 →輸入）原油74%，液化天然ガス17%，精製石油5.8% 
 →輸出）車両58%，機械21%，金属7.9%，プラスチック･ゴム*5.3%，織物2.7% 

 

 



日系企業のUAE進出の詳細 
年 主な進出事例 プロジェクト・インフラ系 

2010
年 

以前 

• 三菱重工業、三菱商事、大林組、鹿島建設とトルコYapi Merkezi社JVがドバイメトロの設計・建設受注
（車両製造は近畿車輛）（2005年） 

• 韓国電力（韓電）、現代建設、サムスンC&T、KS・斗山重工業等の韓国企業連合：バラカ原子力発電所４
基の建設を受注（2009年） （フランス、日本の競合他社も応札） 

2011-
2012
年 

 

• 総合建設業の大日本土木、工業用ポンプの軸受け
販売の日本精工、医療機器製造・販売の朝日イン
テック、電設資材専門商社の因幡電機産業、機械
部品製造の竹中製作所等 

• 住友商事：韓国電力とガス火力発電の建設・運営を
受注 

• 川崎重工：韓国サムスンC&Tから下水道シールド掘
削機を受注 

• 双日、富士電機：アルミ電解用整流設備 
2013
年 

 

• 資生堂（化粧品）･･･駐在員事務所設立 
• 大和製衡（計測機器製造） 
• 日本ピラー工業（流体制御関連機器製造） 

2014
年 

 

• 三ツ星ベルト（伝動用ベルト） ･･･支店開設 
• 鶴見製作所（ポンプ製造販売） ･･･現法設立 
• リコー（オフィス機器）    ･･･現法設立 
• 日本電子（理化学機器メーカー）･･･現法設立 

• 日立造船：カンバーランド社（海水電解装置）買収 
• 三菱商事・三菱重工：Metito社（総合水事業会社）
の株式38.4％取得 

• JFEスチール・伊藤忠丸紅鉄鋼（大径溶接鋼管製造 
 販売）：現法設立 

2015
年 

• 日置電機（電気計測器販売）／リンナイ（給湯機器等販売）／高砂香料工業（フレグランス販売） 
 ･･･駐在員事務所設立 
• ヤクルト本社（乳酸菌飲料）    ･･･現法設立（UAE、中東諸国への販売） 
• エルモ（光学・精密機器製造・販売、スクール向けビジネス） ･･･駐在員事務所設立 
• 川崎汽船（海・陸・航運事業、倉庫業、サプライチェーン構築）･･･現法設立 

2016
年 

• エイト（飲食業）和風カフェ「茶近」を開店／三菱東京UFJ銀行：日本の信託銀行初の駐在員事務所設立
／アシックス（スポーツ用品販売）現法設立を発表／セガホールディングス：マジッド アル フタイム社
とライセンス契約し自然体感型ミュージアム“オービィ ドバイ（Orbi Dubai）”を開業 14 
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４．UAE来訪者 
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UAE来訪者はどこから？ 

 
○UAE来訪者の国･地域：UAE訪問者数1984万3000人におけるシェア（2015年） 
    ・インド11%，サウジアラビア10%，イギリス8%，オマーン7% 

交通輸送インフラ整備を背景に、訪問者数は増加傾向。 
来訪者はインドが最多、上位20カ国はGCC諸国･欧米･アジア・アフリカに広
がる。（2014年から2015年にかけて、中国･フィリピン急増，ロシア急減） 

2010～2015年のUAE訪問者数推移（国別） 

出典：EXPO 2020 - Partner Overview 出典：UNWTO,  
   Euromonitor International from official statistics, trade associations,  
   trade press, company research, trade interviews, trade sources 

2016年のドバイ訪問者の地域別シェア 



UAE来訪目的と消費行動 

 UAEへの来訪目的は、余暇目的が７4％、ビジネス目的が26%。 
ビジネス目的はMICE分野で成長率が高い。 

17 

MICE …Meeting（会議・研修・セミナー），Incentive tour（報奨・招待旅行），Convention またはConference（大会・学会・国際会議），   
      Exhibition（展示会） 

U 
A 
E 
来 
訪 
者 
 
目 
的 
と 
行 
動 

観光産業 

・直接観光産業：規模175億米ドル，UAE全体GDPの4.2% 
 （2015年，宿泊、旅行代理店、航航空会社とその他の移動  
  サービス、レストラン、レジャーを含む） 
・観光産業全体：規模361.2億米ドル，UAE全体GDPの8.7% 
 （2015年，直接観光産業に加えて、投資、サプライチェー  
  ンと誘発されたその他の収入） 

来訪者の 
目的 
 

・余暇74%，ビジネス26%（2015年） 
・ビジネス目的の中でもMICE分野が成長 
・2020年50万人を目標とする医療観光は、2016年ドル高で不振 
・クルーズ客船の寄航数（2015年），ドバイは23社が乗入れ 
 （アブダビ）寄航数100隻超，来訪者22.8万人 
 （ドバイ）寄航数133隻，来訪者54.1万人 

来訪者の 
消費行動 

・消費額15,903億米ドル（2015年） 
・来訪目的別消費額：ビジネス4,388億米ドル（28%），レ  
 ジャー11,515億米ドル（72%） 
・消費内容別シェア：宿泊35.8%，ショッピング10,7%， 
 アクティビティ8.8%，食5.4% 

国際 
見本市 

・ガルフード（食）5日間 
・アラブヘルス（ヘルスケア）4日間 
・Gitex Technology Week（IT関連） 10日間 

100 150 200 250

UAE来訪者数 
余暇目的 

ビジネス目的 
うち、MICE 
うち、その他 
UAE訪問者消… 

余暇目的 
ビジネス目的 

宿泊 
アクティビティ 

食 
ショッピング 
地域内旅行 
その他* … 

（％） 観光関連指標の成長率（2015年） 
 ※2010年比 

＊旅行代理店サービス等 
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