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「中東市場調査報告書」 （（株）三菱総合研究所） 

 

１．中東市場視察の概要 

1.1.調査の目的 

当調査は、2010 年度の中国における市場調査を踏まえて、中東地域（特に、ＵＡＥ：ア

ラブ首長国連邦）における植物工場関係の施設・資材・生産物の市場実態を調査し、植物

工場野菜輸出の可能性や工場輸出の可能性について調査するものである。 

 

1.2 調査で把握する事項 

本年度の調査において把握する事項は、以下の通りである。 

（１）中東における農産物市場の動向 

 （２）中東（特に UAE）における日本の農産物の進出状況 

 （３）中東の農業をめぐる新たな動きの把握 

 （４）中東地域（特に UAE）における植物工場輸出の可能性について 

 なお、東日本大震災による福島第一原発の事故により、中東諸国では、日本の農産物の

輸入は禁じられている。このため、毎年２月にドバイで開催される、中東最大の食の見本

市である Gulfood に出展していた日本ブース
1
は、今年は出展取り止めとなっている。 

こうしたことから、インタビューにおいて、日本からの農産品の輸出について悲観的な

見方がやや多くなることは否定できないが、インタビューでは、そうした問題が払拭され

た場合を前提にできる限り回答してもらった。 

 

1.3 訪問スケジュール及び訪問先 

 調査期間：平成 24 年２月 11日（土）～２月 13日（月） 

 調査先と調査理由は以下の通り。 

調査日時 調査先 調査理由 

2/11 14:00～16:00 喜作 高橋シェフ ドバイ市内で和食２店経営、エジプトにも進

出予定。Gulfood では、日本ブースの出展者

の食材を使った試食に腕をふるってきた。 

2/12  9:45～11:00 Mr. Mohammed Mousa 

Abdullah（連邦環境水資源省中

央地区局長） 

ドバイで植物工場を農家に普及させる取り

組みを行っている連邦環境水資源省の担当

者。 

2/12 12:00～13:00 Mr. Chin 1001 Marts 総支配人 韓国の食材輸入を手がけている事業者。 

2/12 14:00～15:00 JETRO 中尾様 JETRO ドバイ事務所勤務。農水省より出

向。現地農産物事情に精通。 

                                                   
1 農林水産省が平成 18 年から実施している「海外販路創出・拡大委託事業」で、UAE では

Gulfood の日本ブース出展とドバイ市内の常設店で日本の農産物販売を行った。 
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2/12 16:00～17:00 Mr. Nicolas Vass  

The Address Dubai Marina ホ

テル総料理長 

ドバイ地区にある５つ星ホテルの一つの洋

食部門総調理長。 

2/13 10:00～12:00 Mr. Khalid Al Shamsi 

アブダビ・オーガニック・ファ

ーム 

オーガニックを基本とした植物工場をアブ

ダビで展開している民間事業者。 

2/13 14:00～16:00 Mr. Lude 

エミレーツ・ハイドロポニク

ス・ファーム 

アブダビで植物工場を展開し、事業として成

功している民間事業者。The Address Dubai 

Marina ホテルに食材を提供。 

 

２．調査結果の概要 

2.1 中東における農産物市場の現状 

 中東における農産物は、近隣諸国、欧米、オーストラリアなど世界各地から農産物が集

まっていることがわかった。中東最大の食の見本市である Gulfood の出展者の状況を見て

も、世界各国から多くの事業者が出展しており、農産物の集積が世界規模で行われている

ことが伺える。 

 

2.2 中東（特に UAE）における日本の農産物の進出状況 

UAE における日本の農産物は、国のイメージから、商品の質の高さは現地のレストラン

シェフやディストリビューターはイメージできるものの、輸送コスト面の問題のクリアで

きず、伸び悩んでいる。このため、日本の商品の販売も手がけ、近年輸出が盛んな韓国企

業との協力をはじめ解決策の検討・実施が必要である。 

 

2.3. 中東の農業をめぐる新たな動きの把握 

UAE では、近年植物工場の信頼が高まっている。民間の事業ベースとしても軌道に乗り

始めており、わが国においてもインフラ輸出と日本の農産物輸出の一つの手立てとして検

討が望まれる。その際には、アブダビを中心に水不足も深刻化しつつあることから、現在

中東方面に買い付けに行っているタンカーの片荷解消として水を積み込むなど、日本の水

の輸出とセットにした展開の検討が望まれる。 

 

2.4 中東地域（特に UAE）における植物工場輸出の可能性について 

今回の現地調査の範囲では、中東地域（特に UAE）における植物工場輸出の可能性は十

分あるといえる。ただし、UAE では、アブダビを中心に水不足が深刻化しつつあることか

ら、現在中東方面に買い付けに行っているタンカーの片荷解消として水を積み込むなど、

日本の水の輸出あるいは、水プラントの輸出とセットにした展開の検討が望まれる。 
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３．機関別調査結果 

3.1.地方政府機関 

(1)連邦環境水資源省中央地区事務所 

訪問日時・ 

対応者 

平成 24 年 2 月 12 日 09:45～11:00 

連邦環境水資源省中央地区事務所 

Mr. Mohammed Mousa Abdullah 連邦環境水資源省中央地区局長 

目的 中東の植物市場の動向、植物工場の研究の動向 

○日本の野菜に関する認識 

・ 中東の場合は、近隣から野菜を持ってくるというのは一つの理由であるが、そのほかに

は、日本から持ってくる場合コストがかかり過ぎるということ、サプライヤーがいない

ことが日本からの野菜が中東で売れない理由だろう。 

・ リードタイムを短くしようとフライトを使うと、コストが上がるし、飛行機の乾燥した

中で鮮度にも影響が出るだろうから難しいところである。 

○植物工場に関する現状 

・ 事務所の中に、農家向けとして、試験的に植物工場を作っている。（詳細は、写真の通

り）。培地はバーミキュライトで、点滴養液栽培を導入している。 

・ この中は、夏の暑い時期でもパッドアンドファン法（窓は閉めきり）により工場内を 29

度以下に保つことができるようになっている。試験的にここではキュウリを作っている

が、農家ではかぼちゃ、なす、メロン（Sweet Melon）を作っている。 

・ イチゴは露地植えをしているケースが多い。４ヶ月（10 月－２月）程度で収穫ができる。

植物工場化しているところはまだ１ヶ所しかない。数年前には、日本に向け輸出をした

ことがある。 

事務所内にある植物工場とヒアリングの様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

○植物工場に関する日本との協力可能性 

・ UAE における植物工場はまだ始まったばかりである。
2
しかも。UAE は夏は非常に暑

いこと、水、土地についても塩分濃度が高いことから、これまで農業についてあまり力

                                                   
2 JETRO の中尾氏によると、UAE で農家が植物工場に取り組む場合、政府から半額の補

助が出るようである。 
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を入れてこなかったが、自給率を高めるという国の方針の下で、農業についても力を入

れようとしている。また、実際に植物工場で養液栽培法を用いて作った作物が高く売れ

ることがわかり、成果として出始めているので、この機会を活かしたい。そうした中で、

日本と手を携えて植物工場の発展ができるのであれば、非常にありがたい。 

 

3.2 生産者 

(1)アブダビ・オーガニック・ファーム（Abu Dhabi Organic Farm） 

訪問日時・ 

対応者 

平成 24 年 2 月 13 日 10:00～12:00 

アブダビ・オーガニック・ファーム（Abu Dhabi Organic Farm） 

Mr. Khalid Al Shamsi（オーナー）、サジェット氏（施設管理担当） 

目的 植物工場における生産の動向 

○施設のあらまし 

・ 本施設は、2006 年にできあがった。施設の広さは約 60ha で、100 名の従業員が従事し

ている。（施設については、オランダ製のものが多く見られた。） 

・ 多くは屋外施設となっているが、トマト、レタス、パプリカなどについては植物工場で

の生産になっている。また遮光のために屋根だけに被覆を用いる栽培も行っている。ち

なみに、植物工場広さは２棟で計 2.5ha となっている。培地はコンポスト。 

・ 施設内には、野菜のほか、牛、馬、羊、ダチョウ、七面鳥、鳩などを飼育している。 

○イチゴ、トマトの栽培と市場 

・ イチゴについては、露地植えにしており、遮光用のトンネルと土壌面水分蒸発抑制用に

マルチを用いている。栽培用の砂は、赤い砂を近郊から持ってきている。（栽培状況は

写真参照）。 

アブダビ・オーガニック・ファームの様子 
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・ トマトは、植物工場で育てている。３ヶ月程度で成長し、収穫期間は９ヶ月ある。なお、

受粉には、マルハナバチを使っている。 

・ なお、種については、オランダから持ってきている。 

・ 主な出荷先は、アブダビとドバイである。 

 

(2)エミレーツ・ハイドロポニクス・ファーム（Emirates Hydroponics Farms） 

訪問日時・ 

対応者 

平成 24 年 2 月 13 日 14:00～16:00 

エミレーツ・ハイドロボニクス・ファーム（Emirates Hydroponics Farms） 

Mr. Lude エミレーツ・ハイドロボニクス・ファーム コンサルタント 

目的 植物工場における生産の動向 

○施設概要 

・ 本施設は、2006 年に完成した。施設は、３棟の植物工場（10 段式の太陽光併用型が１

棟、太陽光型が２棟）と、露地植えのスペースから構成される。（広さは５ha 程度）な

お、本施設は、この施設のコンサルタントを行っている Mr. Lude（オーストラリア人）

を中心に手作りで建設した。太陽光併用型は空調と蛍光灯を備えており、周年生産によ

りバジルを生産している。太陽光型ではパッドアンドファン法を用いてレタスと露地植

え用の苗を生産している。 

・ この施設は、ローカルのオーナーが所有している土地を活用し、建設したものである。

一般に、UAE における農業の展開は、国のサブコントラクターで実施することが多い

が、この施設の場合は、100％民間事業者が行っている。 

○運営形態 

・ 運営組織は、コンサルタントである本人を除くと３人のドライバー、１名のスーパーバ

イザー、17 人のワーカーから構成されている。実際、ワーカーの数は、この程度の広さ

であればそれほど必要としないが、作業賃金が安いので雇用している。ワーカーは、パ

キスタン、バングラディシュ、スリランカ、インドなど様々である。できるだけ一人に

しないよう居住スペースを提供している。 

・ ちなみに、賃金は、ドライバーが 700DHS（約 1.5 万円）、ワーカーが 300DHS（約 6,000

円）で、労働時間は一日 10 時間勤務で休みなしである。ただし、ラマダンの時は 6:30

～11:30 までとしており、１年に１回１ヶ月の休みを与えている。 

○植物工場の可能性 

・ ５年前にこの場所で植物工場をはじめ、できた商品を市内の高級食材店などに持ってい

ったが、最初はなかなか商品を買い取ってもらえなかった。当時は、質が良くとも結局

価格が安い方を食材店は選択した。 

・ しかし、その後、質に対する評価が高まり、当社の製品に対する購入が増えていった。

こうなると、立場は逆転し今では、ドバイ、アブダビの購入食材卸売り（スピニーズ、

ウェイトローズなど）、ハイパーマーケット（カルフール）が当社の商品の購入を希望
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するようになり、価格も、こちらの希望価格で購入してもらえるようになった。このほ

か、アブダビについては、ホームデリバリーも取り組んでいる。なお、ホテルに直接卸

すということはほとんどしていない。（注：The Address ホテルのシェフは、直接購入

ではなく、上記の食材店から購入しているものと考えられる） 

・ したがって、植物工場による生産の事業性は 100％あるといえる。 

○最近の課題 

・ 昨年あたりから、水の確保が難しくなっている。これまで、アブダビやドバイでは、水

のくみ上げを自由に行ってきた。しかしながら、最近になってその影響が出てきたのか、

これまでの深さで井戸を掘っても十分な水が確保できなくなっている。 

・ アブダビには、一応井戸を掘る法律はあるものの、それが守られていないのが実情であ

る。このため、中には、既に井戸が枯れてしまったところがある。 

・ アブダビの水供給の組織に対してこうした問題の解決に向け、当施設が必要とする水の

量を申請したものの、結果的には要望の 70％も供給されない状況である。 

 

エミレーツ・ハイドロポニクス・ファームの様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.消費者、販売者 

(1)喜作（きさく） 

訪問日時・ 

対応者 

平成 24 年 2 月 11 日 14:00～16:00 

喜作 

高橋総料理長 

目的 ＵＡＥにおける日本野菜の動向、植物工場の利用可能性 

○ドバイ市内の和食店について 
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・ ドバイ市内には、和食をやっている店は 70～80 軒近くあるだろう。その中で、和食の

店構えをして、板前を置いているところは、20 軒くらいある。その中には、NOBU ア

トランティス、ZUMA など、ニューヨークやロンドンで有名な和食店も含まれている。 

○現状と震災前までの状況 

・ 日本からの農産物は原発事故以降、輸入禁止措置が取られている。しかし、近々、15

都県以外については、産地証明があれば輸入許可が下りる見通しである。 

・ 震災前は、とろろ芋、ゆず、ナガイモなどについては、日本産でないとだめだったので

輸入していた。一方、ホウレンソウ、小松菜などは日本からの輸入品では値が合わない

ので他国のものを使用していた。また、農産品を船で運ぶとなると、２～３週間かかる

が、このくらいの時間がかかっても品質を保持できるのは、サツマイモ、とろろ芋、ナ

ガイモくらいである。 

・ 韓国からは、ナス、ホウレンソウ、サツマイモなどが UAE に入っているが、日本の物

よりは品質がかなり低い。その中では、ホウレンソウが日本のものに近い品質だった。

また、最近柿も輸入されており、ドバイ市内の業者から使用を打診されたが、糖度が低

く（５～６度くらい）だったので、使っていない。
3 

・ 中国産も以前は入っていたが、この 10年で、UAE が農産品の検査体制を強化したこと

からあまり入ってこなくなった（農薬関係によるものかもしれない）。 

○輸入再開後における日本の農産品の使用について 

・ 再開されれば、日本産でなければならないものは使用することになる。また、枝豆につ

いては、少々小粒ではあるが、北海道中札内産のものを使用することにしている（北海

道産は輸入禁止都県には含まれていない）。このほか、ホタテも北海道産を使おうとし

ている。 

・ また、北海道産のトウモロコシについては、輸出可能性があるのではないか。こちらの

人たちはコーンを食べるので、一度茹でたものを真空パックにして輸出すれば競争力が

あると思う。 

・ ただ、その他については、どうしてもコスト面で負けてしまうところがある。特に、最

近の円高により、コスト競争力はさらに下がっている。 

○植物工場に関する認識と可能性 

・ 植物工場は、自然に負けない農業であり、未来の農業である。 

・ 以前は、三菱化学が植物工場に熱心だった。さらに、早稲田大学が土壌改良を行うこと

ができるスカイジェル(緑化用保水剤)を使い、プチトマトの育成をしていた。試験的に

作った工場では、楕円形をしたプチトマトの糖度が 12 度と、フルーツトマトなど比べ

ても糖度がかなり高いものができていた。このため、当店をはじめドバイの日本料理店

では商用化を楽しみにしていたが、その後話は立ち消えになっている。 

                                                   
3

 ドバイ市内の高級食料品店には、韓国産の柿、イチゴ、梨が出回り始めている。柿は 50

円／個、イチゴは 400 円／１パック、梨は 180 円／個程度である。 
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・ もし、UAE で植物工場を展開するのであれば、レストラン用の水耕栽培であれば可能

であろう。NOBU アトランティスや ZUMA なども使うであろう。その際のキーワード

は、「健康」である。UAE では、最近糖尿に関して非常に気を使っている。昨年世界糖

尿学会がドバイで開催され、世界の権威がやってきたが、その際の課題は、糖尿食の対

応の難しさであった。日本食は、健康ということで UAE においても一定の評価を得て

いるが、日本食の食材を UAE で生産・提供できるのであれば魅力はあるだろう。 

・ なお、植物工場の展開は、周辺国でも可能だろう。労働力があり、土地があるという条

件を満たす国としては、オマーンあたりが有望ではないか。 

 

(2)1001 Marts（韓国系スーパーマーケット） 

訪問日時・ 

対応者 

平成 24 年 2 月 12 日 12:00～13:00 

1001 Marts 

Mr. Chin 1001 Marts 支配人 

目的 ＵＡＥにおける韓国及び日本の食材の輸入環境、中東市場の可能性 

○基本は B to B 

・ 当社は、サムソンの原子力発電所の従業員向けの食材提供を行っている。原子力発電所

の建設サイトは砂漠エリアにあり、周りには何もないので、サムソンが韓国の食事の提

供面で全面的に現場を支援しており、そのお手伝いを当社がやっている。 

・ 2010 年から 2020 年の間に、UAE では４基の発電所を建設する（受注総額 20 億ドル）

ことになっており、この間多いときには 10,000 人の韓国人が建設、技術指導などでド

バイに居住することになる、このスケールは、UAE で最大といわれるスーパーマーケ

ットの来店者数が 15,000 人であることを考えるといかに大きいかがわかるかと思う。

しかも、2020 年から 2040 年まではメンテナンス（受注総額 20 億ドル）で、建設時より

は少ないものの、かなり多くの韓国人が UAE にいることになるので、引き続き多くの

需要が見込まれる。 

・ B to B のメリットは、リスクがないということである。また、これだけ多くの人数に対

して韓国食材を提供するとなると、個人向けの小ロットを輸送する費用は十分まかなう

ことができる。（現状では、韓国から週 2回空輸している） 

○日本の食材の販売 

・ 現状では、日本の食材も多く販売している。また、日本のレストラン用に食材も供給し

ている。当社では、韓国から積み出しをする段階で、日本のレストラン向けの食材の小

分けを行っており、通関も一まとめに行っているので、個別に通関に時間を要すること

なく、ダイレクトにレストランに届けることができる。こうした仕組みについては、日

本のサプライヤーももっとフレキシブルに対応できるようにすべきではないか。 

・ なお、当店で扱っている日本食の購入者の多くはハイエンドである。ただ、ドバイに住

んでいる日本人は、こちらでの工事が概ね終了して日本に戻っていることもあり、以前
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よりは少なくなっているのではないか。 

○韓国政府の食に対する支援策 

・ 韓国政府は、自動車や家電、原子力などの大手企業に対する支援には熱心だが、中小企

業に対しては支援策がない。食を例にとっても、家電大手（LG）が製パン事業を起業

した際、中小の製パン事業者が苦境に立たされても支援をしていない。海外の食の輸出

に関しても政府は何も支援策をしておらず、今後、韓国企業が海外進出をするにあたっ

ては、もっと韓国の食関係の事業者への支援をすべきではないかと考えている。 

 

(3) The Address Dubai Marina（５つ星ビジネスホテル） 

訪問日時・ 

対応者 

平成 24 年 2 月 12 日 16:00～17:00 

The Address Dubai Marina 

Mr. Nicolas Vass 総料理長 

目的 ホテルで使用する食材の調達方法、植物工場に関する関心 

○ホテルで使う食材 

・ 概ね 90％の食材は EU、オーストラリアなどから調達している。地元の食材は、チキン、

シトラスなどごく一部である。以前は根菜類、たまねぎ、レタスなどは来た時点でだめ

になっていることもあったが、コールドチェーンの発達により、ある程度のものは鮮度

が落ちずに届くようになった。 

○新メニュー開発の場合の食材の確保 

・ 新メニューを開発する場合には、ディストリビューターから食材の提供を受けている。

また、ドバイで提供するメニューにはアルコールを入れることができないが、ドバイに

来る前の３年間、オマーンにいた経験が活きており、対応できている。 

・ 日本の食材については、よくわからない（日本に行ったこともない）。 

○植物工場の食材の使用 

・ 鮮度も味も良い。食材の質が長持ちで、プライスはやや高いものの、付加価値が高い。 

・ 現在は、レタス（ブランド５種）、パセリ、ハーブ（４種）などを使用している。 

・ 上記の野菜の一部は、アブダビにおける植物工場から購入している。 

 

3.4.その他 

(1)JETRO 

訪問日時・ 

対応者 

平成 24 年 2 月 12 日 14:00～15:00 

JETRO ドバイ事務所 

中尾様 

目的 ＵＡＥにおける農産物の動向、植物工場の動向 

 

○UAE における食へのこだわり 
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・ UAE では、‘アラブの春’以降、国の安定を図るためには、食料の自給率のアップが必

要であるという認識を持ち始めているようである。ただ、これまでのところ自給率アッ

プそのものに対する費用の支援は行っていないようである。 

・ また、オーガニックに対する信奉が強く、世界的な基準認証制度を取得させることにつ

いて(例えば、HACCP、イタリアの基準認証など)熱心である。 

○植物工場に関する関心 

・ 植物工場については、ようやく UAE でも始まったところである。その背景としては、

周辺国において政変で生鮮野菜が切れたことにより、国の安定が乱れたことに対して政

府が不安視していることがある。 

○UAE において植物工場が普及するための課題 

・ 大きな課題は２つあるだろう。そのうち、最も大きいのは、種苗の登録制度がないとい

うことである。このため、日本の種子を持ってきた場合、それが流出する懸念があると

いうことである。 

・ もう一つの点は、農家とどのようにして取り組むかである。こちらは、農家の組織化が

まだできておらず、農家との連携を図るといった場合、カウンターパートとなる組織が

十分な体制になっていない点が課題である。 

○学校給食における日本食材の可能性 

・ UAE は、世界第二位の糖尿病罹患国である（Ⅱ型が多いとのこと）。また、肥満児が全

児童の８％程度いるなど、子供の頃からの肥満対策が課題となっている。 

・ 一方、子供たちの食生活を見ると、朝７時頃にサンドイッチを食べ、10 時頃におやつと

してコーラとポテトチップを食べ、昼食は学校でとらず、３時頃に帰宅後家族と昼ごは

んを食べ、その後夕食となっており、食生活面で課題が多い。 

・ これまでは学校給食は UAE ではなかったが、一部の学校では子供の健康改善のため、

学校給食的なものを導入しようという動きも出始めている。こうしたところへの可能性

はあるかもしれない。 

○植物工場輸出の可能性 

・ 植物工場の輸出の可能性は十分ある。アブダビ・オーガニック・ファームやエミレーツ・

ハイドロポニクス・ファームなどでわかるように、ビジネスとして十分成立が可能であ

る。ただし、工場の輸出に当たっては、留意すべき点がある。 

・ 第一には、市場の需要を十分見極め、作目を決めることが必要である。ちなみに、中東

の人たちの嗜好を考えると、イチゴは年間を通して需要があるので、十分市場性がある

だろう。その他では、エミレーツ・ハイドロポニクス・ファームなどで展開されている

レタスも有力である。 

・ 第二には、水の確保である。エミレーツ・ハイドロポニクス・ファームで指摘されてい

たように、アブダビを中心に水不足は近年深刻であり、UAE において植物工場の展開

する際には、何らかの対処が必要である。 


