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イスラエルの概要

（出所）外務省、イスラエル大使館、
　　 IMF「World Economic Outlook Database April 2019」
※写真はイメージです。

イスラエル国

2.2万平方キロメートル（日本の四国ほど）

約868万人（2017年5月）

ヘブライ語、アラビア語

ユダヤ教（75％）、イスラム教（17.5％）、
キリスト教（２％）、ドルーズ（1.6％）

3.3％（2018年推計値）

鉱工業（ダイヤモンド研磨加工、ハイテク関連 等）、
農業（柑橘類、野菜 等）

イスラエル・シェケル

41,644米ドル（日本は39,306米ドル）（2018年推計値）

国名

面積

人口

言語

宗教

実質ＧＤＰ成長率

主要産業

通貨

一人当たり名目GDP

イスラエルって、こんな国！
イスラエルは地中海沿岸に位置し、ヨーロッパ、アフリカ、
アジアの文化の融合地点として栄えてきました。
近年では、「中東のシリコンバレー」と呼ばれていたり、
一年中新鮮な野菜やフルーツを楽しめたり、
世界屈指のホテルリゾートがあったりと、
意外な面がたくさんあります。
さまざまな魅力をもつイスラエルについて
ご紹介します。

テルアビブ
イスラエル最大の国際空港があり、
各国の大使館や海外企業の拠点
が集中しています。特にＩＴ関連や
医療関係の産業は世界でも注目さ
れています。

エイラット
紅海に面したゲートウエイであること
から、重要な港町として発展しました。
海水浴やさまざまなマリンスポーツが
楽しめるため、一年中ヨーロッパから
の観光客で賑わっています。

ハイファ
イスラエル第三の都市で、地中海に面する大きな港
町です。世界遺産であるバハイ教寺院と美しい庭
園などが主な見どころです。

エルサレム

死海
海面下約400メートル
という世界でもっとも
低地にある塩湖。豊富
なミネラルを含み、健康
や美容にも効果があり
ます。

意外と
知らない！？

TEL AVIV

HAIFA

JERUSALEM

EILAT

DEAD SEA
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イスラエル経済の中
心地

国内最大のリゾート地

世界でもっとも低い
場所

三宗教の聖地

工業地帯と美しい
庭園

イスラム教、キリスト教、ユダヤ教の聖地。イスラエル
の政府機関が置かれ、政治と文化の中心でもあり
ます。エルサレム旧市街と城壁は世界遺産に登録
されています。

地中海

紅海
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つづいて、イスラエルと日本を比較したデータで、より詳しく見てみましょう。

イスラエルと日本
今、イスラエル料理が注目を集めています。
イスラエル料理は、植物性の食材やスパイスを多く使っていて、非常にヘルシーです。
健康志向が広まりつつある、これからの時代に合った料理として
日本でも気軽に食べられる日が近いかもしれません。 

イスラエルの砂漠を緑化するための技術
イスラエルは国土の大部分が乾燥地帯ながら、食料自給率は90%以上を達成する世界
有数の農業国です。また自給するだけでなくヨーロッパを中心に多くの農産物を世界中
に輸出しています。それを実現させているのは、点滴灌漑という水のロスを限りなく少なく
し、効率よく作物を栽培するために開発された節水技術です。ＩＴによる徹底した管理に
よって収穫量を最大化する新技術が続 と々生まれるイスラエルは、農業分野で今後も世
界をリードしていくことでしょう。

すりつぶしたひよこ豆にハー
ブを加えて揚げた、イスラエ
ルの国民食。ピタや野菜と
一緒に食べることが多い。

ファラフェル

温暖で夏は乾燥する地中海性気候によって、太陽の恵み
をふんだんに浴び、優れた土壌と技術によって、世界の高
級ワインに並ぶ高品質のワインが生み出されています。

ワイン

朝食の定番。辛味の効いたト
マトソースに卵を割り落とすだ
けのシンプルな一品です。

シャクシューカ

ひよこ豆とゴマペーストのディッ
プ。フムスで店の評価が左右さ
れるほど代表的な前菜です。

フムス

日本の国土は山が多く、
約3分の2が森林に
覆われている

イスラエルは国土の
大部分が乾燥地帯

約

1,530
ミリ

約

560
ミリ

13位
／156位 ／156位

3.11

58位

（出所）外務省、総務省統計局、内閣府、一般財団法人　国土技術研究センター、イスラエル大使館、国連「世界幸福度ランキング2019」、各種資料
（出所）各種資料より大和投資信託作成

約868万人 約1億2,700万人

イスラエル 日本

2.2万
平方km

イスラエル

37.8万
平方km

日本

6割砂漠 7割森林

日 月 火 水 木 金 土

休 休仕事

休 休仕事

イスラエル

日本

イスラエル テルアビブ

イスラエル

イスラエル 日本

1.44

日本

3 4

比べてみよう！

面積

国土

1週間 出生率

義務教育制度

平均年間降水量 幸福度ランキング

人口

日本

東京

イスラエルの食卓
タイーム！（

おいしい！）

タイーム メオッド（とても美味しい）

ベテアヴ
ォン

（めしあ
がれ）

（2017年）

※合計特殊出生率(2016年）

イスラエル

日本

幼稚園 小学校 中学校 高等学校

13年

9年

※年長学年
5才から

※写真はイメージです。

健康志向が広まりつつある、これからの時代に合った料理として

ファラフェル

素顔のイスラエル_情報_1906_cc.indd   3-4 2019/06/27   12:48



イスラエルに本社を置く化粧品メーカー。
イスラエルにある死海のミネラルにこだわり、
植物オイルを配合するなどして製品を生産。

イスラエルでは、コンピューター・プログラミングや

サイバーセキュリティの技術の習得に力を注いで

います。さらに、イスラエルでは原則国民全員に

兵役の義務があり、兵役中のトレーニングプロ

グラムなどを通して、優秀なエンジニアが育成される

構造となっています。

また、イスラエルの出生率は3.11（2016年）で、移

民も含めた人口増加率は日本や欧米諸国に比べ

て高い水準にあります。

このような人口動態がもたらす需要が、将来にわ

たって経済成長の原動力になると考えられます。

あなたの周りのイスラエル企業

イスラエル発のチョコレートブランド。
個性的なインテリアや食器、ポップなパッ
ケージが特徴。現在、世界中で30店舗以
上を展開。

家庭で簡単に炭酸飲料を作ることができる
革新的なソーダメーカーを開発。
日本を含む世界の多くの国で販売。

ソーダストリーム(SodaStream)Max Brenner SABON

イスラエルにはインテルやグーグル、アップルなどの世界的な企業が生産や研究開発の拠点を置い
ています。イスラエルの製品や技術は、私たちの生活の中に数多く存在しています。例えば、不正な
アクセスから守ってくれるファイアウォールのようなセキュリティ製品、USBメモリもイスラエル発の技術
です。そして、自動車の自動運転の基幹技術やドローン技術などでも世界をリードしています。
イスラエル政府は、こうしたイノベーションを支える研究開発（R&D）への助成制度も拡充させている
こともあり、豊富な研究開発資金を基にこれからも革新的な製品が生み出されていくでしょう。

実は身近なイスラエル技術
あんなも

のからこんなものまで！

世界をリードする
イスラエルの技術

女優

ナタリー･ポートマン
エルサレムに生まれる。ハリウッド
映画界を代表する女優として知ら
れる。

※写真はイメージです。
※上記企業は参考のために掲載したものであり、個別企業の推奨を目的とするものではありません。

（出所）各種資料より大和投資信託作成 （出所）各種資料より大和投資信託作成

ミュージシャン

ジーン・シモンズ
ハイファに生まれる。ロックバンド、
キッスのベーシスト兼ボーカリスト
として知られる。

イスラエルを支える成長の源泉
優秀な人

材が生まれるワケ

イスラエルの技術イスラエルの技術イスラエルの技術

徹底的にほめる
イスラエルでは子供を徹底してほ
めます。良いところを見つけて褒め、
早い時期から自信をつけさせるそ
うです。

早い英語教育
小学校から英語教育が始まります。
しかしそれ以前から、各家庭で見る
子供番組はアメリカを中心とした
海外番組が流れ英語が日常に溶け
込んでいます。

※写真はイメージです。

一味ちがう！？ 
自立心を育む教育スタイル 世界で活躍するイスラエル人

ファイア
ウォール

USBメモリ

ドローン
カプセル型
内視鏡
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当資料のお取扱いにおけるご注意
〇当資料は投資判断の参考となる情報提供を目的として大和証券投資信託委託株式会社が作成したものであ

り、勧誘を目的としたものではありません。投資信託のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信

託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

〇当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではあり

ません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。記載

内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。

（2019年6月）
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