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アラブ首長国連邦（UAE）

• 1968年にイギリスがスエズ以東撤退宣言を行うと、独立しての存続が困

難な小規模の首長国を中心に、連邦国家結成の機運が高まった。

• 連邦結成の中心人物はアブダビのザーイドであり、当初は北西のカタール

やバーレーンも合わせた9首長国からなるアラブ首長国連邦 (Federation 

of Arab Emirates:FAE) の結成を目指していたが、カタールやバーレーン

は単独独立を選び、一方アブダビとドバイは合意の締結に成功した。

• アブダビとドバイの合意により、残る首長国も連邦結成へと動いた。

1971年にアブダビ、ドバイ、シャールジャ、アジュマーン、ウンム・ア

ル＝カイワイン、フジャイラの各首長国が集合して、連邦を建国。翌

1972年、イランとの領土問題で他首長国と関係がこじれていたラアス・

アル＝ハイマが加入して、現在の7首長国による連邦の体制を確立した。



初代大統領
ザーイド





九州

アラブ首長国連邦

アラブ首長国連邦は、
九州より小さい



アラブ首長国連邦は石油の富によって成り立っている

• 国民の労働とその結果である税金に拠らずして国家財政を成立させうる典型的な
レンティア国家であるため、国民の政治への発言力も発言意欲も非常に小さい。

• また、連邦成立以降の急速な経済発展と生活の向上は首長家をはじめとする指導
層の運営よろしきを得たものと国民の大多数は考えており、実際にUAE国籍を持
つ国民は「ゆりかごから墓場まで」の手厚い政府の保護を受けている。

• また首長が国民の声を直接聞く伝統的なマジュリスなどの制度も残っているため、
民主化を求める動きは大きくない。

• UAE全住民に対する国民の割合が20%に過ぎないことも、民主化に消極的な原因
の一つとなっている。

• 2011年にアラブ世界全域に広がった民主化運動（アラブの春）においても、ア
ラブ首長国連邦国内においては民主化要求デモなどの動きは全く起きなかった

マジュリスとは、「座る場所」を意味するアラビア語で、文脈として「議会」や、
特定の目的を持った者たちの「集会」、「社交界」を意味する。
イスラム教成立以前から、一般に集会の意味で用いられた



アラブ首長国連邦は以下の7首長国から構成されている

•各首長国の国名はそれぞれの首都となる都市の名前に由来して
おり、最大の国であるアブダビ首長国の首都のアブダビが、連
邦全体の首都として機能している。

•ただ近年は、外国資本の流入によるドバイの急激な発展によっ
て、政治のアブダビ、経済のドバイと言われるようになってき
ている。

•アブダビとドバイ以外は国際社会ではあまり著名でない。複数
の都市で構成されるアブダビなど（ただし、いずれも首都が圧
倒的人口比率を占める）と、単独都市がそのまま首長国となっ
ているドバイなどの、二つのタイプの構成国がある。



アラビア半島の南東部にあり、ペルシア湾とオマーン湾に面している

• 国土の大部分は、平坦な砂漠地帯であり、南部には砂丘も見られる。東部はオ
マーンと接する山岳地帯であり、オアシスがある。南部はサウジアラビア領に広
がるルブアルハリ砂漠の一部であり、リワなどのオアシスがある。

• ホルムズ海峡（海峡に臨むムサンダム半島北端はオマーン領）に近いということ
で、地政学上、原油輸送の戦略的立地にある。国民のほとんどは沿海地方に住む。
また7首長国のうち、フジャイラを除く6国は西海岸（ペルシア湾）に、フジャイ
ラは東海岸（オマーン湾）に位置する。砂漠気候（BW）のため、年間通じて雨は
ほとんど降らないが、冬季に時折雷を伴って激しく降る事がある。

• ペルシア湾に面し海岸線が長いことから気温の日較差は小さい。11～3月は冬季で、
平均気温も20℃前後と大変過ごしやすく、観光シーズンとなっている。6～9月の
夏季には気温が50℃近くまで上昇し、雨が降らないにもかかわらず、海岸に近い
ため湿度が80%前後と非常に高くなる。ドバイの平均気温は23.4℃（１月）、
42.3℃（7月）で、年降水量は60mm。



ハリーファ大統領は連邦予算の70%を拠出する連
邦の盟主アブダビの指導者として、アラブ首長国
連邦の繁栄を持続させてゆくことが期待される。

GDPの約40%が石油と天然ガスで占められ、日本
がその最大の輸出先である。

20世紀中頃のドバイ ハリーファ大統領



アブダビはアラブ首長国連
邦の首都であり、中東の経
済中心地としても有名な都
市です。
フェラーリ・ワールド・ア
ブダビやルーブル・アブダ
ビといった観光施設も充実
しているのでさまざまな国
の観光客が多く訪れます。
ブルジュ・アル・アラブや
キャピタルゲートといった
近未来を感じさせる建築が
ある一方で、白亜のグラン
ド・モスク（シェイク・ザ
イード・グランドモスク）
といったアラビアンナイト
を彷彿とさせるような建物
もたくさんあります

アブダビ



首都アブダビの人口構成と経済

• 2001年の調査では、人口の25%がアラブ首長国連邦の国籍を有している。その
他の住民は外国人で、主な出身国は、インド、パキスタン、他多数

• アブダビの2013年のGDPは約2600億ドル(約29兆円)で、神奈川県の県内総生産
（約30.3兆円）とほぼ同規模であり、アラブ首長国連邦内で第2の経済規模とな
るドバイの2倍以上となっている。

• 旺盛な電力需要に対応するため、2009年には、バラカ原子力発電所（140万
kW×4基）の建設が決定。2020年8月1日に第1号機が稼働を開始した。

• 2019年には、「スワイハン太陽光発電所」が稼働した。太陽光発電所としては
世界最大級（出力1,177万キロワット、面積7.9平方キロメートル）であり、総事
業費約1千億円のうち現地国営電力会社が60％、日本の丸紅と中華人民共和国の
太陽光パネル最大手ジンコ・ソーラーが各20％を出資した。



再開発 • サディヤット島: アブダビの500m沖

合いの島で大規模再開発が行われてい

る。完成時にはリゾートだけでなく

ニューヨーク大学・グッゲンハイム美

術館もできる。

• アブダビ首都地区: アブダビ中心部

から南に7kmの内陸部に建設中の新都

市で、アラブ首長国連邦の連邦政府機

関やアブダビ首長国の行政機関が移転

する計画都市。中心部からは地下鉄が、

その他の地区とは高速鉄道で結ばれる

予定。37万人分の住宅も含めて2030

年に完成予定。

サディヤット島完成模型



観光
• アブダビは特徴ある建造物や考古
遺跡で有名である。

• エミレーツ・パレス : 7つ星ホテ
ルで、ドバイのブルジュ・アル・
アラブに対抗したアラビア様式の
超豪華ホテル

• シェイク・ザーイド・モスク : 
2007年に竣工したばかりの巨大
モスク

• アル・アインの文化的遺跡群 : 世
界遺産（2011年、文化遺産）アル・アイン (Al-Ayn) の墳墓

（オマーンの世界遺産）



アブダビ観光

アブダビ観光スポット17選！摩訶不思議なアラビアンナイトとSF
の世界 – skyticket 観光ガイド

https://skyticket.jp/guide/111185?page_number=1#articleHead_2


アブダビ観光スポット17選！
摩訶不思議なアラビアンナイトとSFの世界

9. 鷹の専門病院

10. カスル・アル・ホスン

11. 文化遺産村

12. ヤス・マリーナ・サーキット

13. オブザベーション・デッキ・

アット300

14. エミレーツパーク動物園

15. コルニッシュ

16. ヤスモール

17. マングローブ・ラグーン国立公園

1. シェイク・ザイード・グランド

モスク

2. ウムアルエマラットパーク

3. エミレーツパレス

4. ヤス・ウォーターワールド

5. フェラーリワールド・アブダビ

6. サーディヤットビーチ

7. キャピタルゲート

8. アルダー本社ビル



シェイク・ザイード・グランドモスク アブダビで一番有名な観光スポット
と言っても過言ではない。
連日世界中からの観光客と巡礼者と
で、終日混雑。
真っ青に澄み渡る広い空に真っ白な
モスクのコントラストがとても美し
く、暑さも忘れてしばらく見とれて
しまうほど。強い日差しに照らされ
た大理石の美しさも見事。
建物内へ一歩入ると、絢爛豪華な金
メッキのシャンデリアがお出迎え。
礼拝堂には重さ9トン、世界最大の
シャンデリアがある。さらに床には
世界最大の手織りの絨毯が敷き詰め
られ、見るものすべてに圧倒されっ
ぱなし。
建物の周りは水が張られたプールに
なっていて、より一層神秘的な雰囲
気を演出。夜のライトアップされた
モスクも美しく、一見の価値あり。



シェイク・ザーイド・グランド・モスク - Google マップ

https://www.google.co.jp/maps/@24.4126911,54.4766293,3a,75y,165.4h,90.7t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMCT-u0NpoAX05r8lAJ8xFGoToO6D_0VCvTK6Kd!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMCT-u0NpoAX05r8lAJ8xFGoToO6D_0VCvTK6Kd%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya273.9421-ro-0-fo100!7i6080!8i3040


Siderock - Google マップ

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%A2%E3%82%B9%E3%82%AF/@24.4955616,54.5984142,11z/data=!4m5!3m4!1s0x3e5e4273e8dafe49:0x248fbbcbefe2afc7!8m2!3d24.4128334!4d54.4749754


シェイク・ザーイド・グランド・モスク - Google マップ

https://www.google.co.jp/maps/@24.4133335,54.4806443,3a,75y,316.39h,96.67t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPa8wcNnayMNLjFMtQ7F8lUcotWaqKBQaQ39Sqs!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPa8wcNnayMNLjFMtQ7F8lUcotWaqKBQaQ39Sqs%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya31.168425-ro-0-fo100!7i7200!8i3600


シェイク・ザーイド・グランド・モスク - Google マップ

https://www.google.co.jp/maps/@24.4124007,54.4743605,2a,75y,248.93h,97.44t/data=!3m7!1e1!3m5!1s-JoYK6QJRl0AAAQINSVbFg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D-JoYK6QJRl0AAAQINSVbFg%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D18.063906%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656


シェイク・ザーイド・グランド・モスク - Google マップ

https://www.google.co.jp/maps/@24.4114895,54.4737206,3a,75y,186.48h,91.53t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMy4ERYV-IVzgbg5Xruam0Z2aN8ND8Lsb2-9Ncw!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMy4ERYV-IVzgbg5Xruam0Z2aN8ND8Lsb2-9Ncw%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya52.151146-ro-0-fo100!7i6144!8i3072


シェイク・ザーイド・グランド・モスク - Google マップ

https://www.google.co.jp/maps/@24.4119808,54.4748115,3a,75y,354.22h,88.05t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPTuHgAm9Wbsu4X9Zjid2CfS2BBMdJ38WspGI3r!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPTuHgAm9Wbsu4X9Zjid2CfS2BBMdJ38WspGI3r%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya325.2177-ro0-fo100!7i8704!8i4352


ウムアルエマラットパーク アブダビの街の中のオアシスの
ような存在。
現地の方だけでなく、観光客に
とっても憩いの場になっている。
ヤシの木が生い茂る公園内はと
ても緑が豊かで、隅々まで手入
れが行き届いた美しい緑の中に、
随所にアラブのポットなどのオ
ブジェが飾られています。
日差しが強い昼間の時間帯は噴
水で水遊びする子供の姿もあり、
とてものどかな雰囲気。
また、食べ物や飲み物を購入す
る場所もあるので、木陰で食べ
ながら休憩も可能！広い敷地内
には動物園や植物園、ウォー
ターパークなどもあるので1日中
遊べるところ。



エミレーツパレス

総工費3000億円の「エミレーツ
パレス」は、アブダビを象徴する
豪華な5つ星ホテル。
まさに宮殿のような外観をひと目
見ようと、多くの観光客が訪れる
観光スポット。
エミレーツ・パレスはアブダビ観
光では外せない夜景スポットでも
ある。
夜になると建物が金色に光輝いて
見えるような照明で、昼間よりさ
らに豪華な建物に変身。入り口ま
での通路の両脇にある噴水が、そ
の美しさを際立たせている。



エミレーツパーク動物園

「エミレーツパーク動物園」は、
1700頭以上もの動物が飼育されて
います。アブダビ郊外に位置し、
きちんと整備された園内はとても
見やすいと観光客に評判。アラビ
アンナイトを思わせるエントラン
スをくぐると、動物園の顔でもあ
るの2頭のホワイトタイガーをはじ
め、シマウマやクマ、ライオンな
ど人気の動物が勢揃い。野生動物
の迫力ある姿を間近で観察するこ
とができ



ヤス・ウォーターワールド 砂漠の中とは思えない水の量を
贅沢に使用した規格外のウォー
ターパーク。特にウォータース
ライダーの種類が豊富で、1人用
から6人乗りまである。流れる
プールや波のプール、サーフィ
ン用のプールなども種類豊富！
スライダーに相乗りすれば、い
ろいろな国の人との交流も楽し
める大評判の観光スポット。
アブダビの砂漠の中で水遊びが
できるなんて、なんだか贅沢。
まだまだ日本人にはあまり知ら
れていない穴場的な観光スポッ
トだそうだ。



ペルシャ湾を臨むアブダビの中でも
美しいと評判のビーチ。
青い空と真っ白な砂浜とエメラルド
グリーンの海の色のコントラストが
素晴らしく、眺めているだけでも気
分がリフレッシュされる。

海は遠浅なのでプールのような感覚
で泳ぐもよし、あまり混雑すること
がないのでゆっくり浜辺でくつろぐ
のもよし。
観光客はそれぞれ思い思いの時間を
過ごすことができる。
そして砂浜は裸足で歩いても危なく
ないほど、きれいに整備されている

サーディヤットビーチ



Destinology - Google マップ 海岸

https://www.google.co.jp/maps/@24.4122734,54.4866372,3a,18.9y,279.75h,89.6t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPXhWFvuSeGT6iBvpC435Qa-eLudQ-FoDgB3Uuw!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPXhWFvuSeGT6iBvpC435Qa-eLudQ-FoDgB3Uuw%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya58.744267-ro0-fo100!7i11172!8i5586


Destinology - Google マップ

https://www.google.co.jp/maps/@24.4119907,54.4867475,3a,75y,349.02h,80.28t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipO_SY3XfHge1PdxnQlzKJ6BIGYGD-koLdxq5PgZ!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO_SY3XfHge1PdxnQlzKJ6BIGYGD-koLdxq5PgZ%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya343.58636-ro0-fo100!7i11192!8i5596


Destinology - Google マップ
ホテルの中

https://www.google.co.jp/maps/@24.4124865,54.4858815,3a,75y,204.05h,83.61t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipMwPIwBeXoON03QUfA-jksN5Ep7h9qYa5DPHQEn!2e10!3e11!7i11232!8i5616


Al Bateen Public Beach - Google マップ 海水浴場

https://www.google.co.jp/maps/@24.4272575,54.378521,3a,15y,180.02h,92.28t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNIMDSDioLISiKQ8YHJAOb4xhQtY3y_5BccdVd0!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNIMDSDioLISiKQ8YHJAOb4xhQtY3y_5BccdVd0%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya324.64755-ro-0-fo100!7i8704!8i4352


キャピタルゲート
アブダビの街を歩いていると、「キャ
ピタルゲート」が目に留まる。
観光客なら誰もが気になる魔訶不思議
な形をしているこの建物は、アブダビ
のピサの斜塔とも言われている。
世界で最も傾いた塔として、ギネス世
界記録に登録もされているそうです。
この建物の傾斜は18度で、有名なピ
サの斜塔の4倍以上も傾いている。

一体どのような構造になっているのか
と、多くの観光客がこの建物を訪れま
すが、謎は深まるばかり。35階建て
のこの建物はアブダビのシンボルとし
て絵はがきなどにもよく使われている。
最新の建築技術を駆使した不思議な建
物は必見。



アルダー本社ビル

変わった形の建物が多いアブダ
ビの中でも、群を抜いてユニー
クな形をしている。
現代アートのモニュメントにも
見えますが、この建物は企業の
本社が入った普通のオフィスビ
ル。観光客にとっては、写真に
撮らずにはいられない。

世界でも珍しい円形の建築物は、
アラブではアブダビが初めて。
建物は23階建てで、高さは
110m。
国際建設協会が世界で最も素晴
らしい企業オフィスの1つとし
て世に広めた。

残念ながら観光客は建物の中に入ることはできない。



アブダビには世界でも珍しい鷹専門の病
院がある。アラブの人たちにとって、鷹
は家族と同様に大切な存在。そんな鷹を
専門的に扱うこの病院は、博物館も兼ね
ている人気の観光スポットでもある。最
新の設備が揃えられ、その手厚い待遇か
ら鷹が愛されていることがよくわかりま
す。
敷地内には怪我や病気を患った鷹を治療
する施設が点在し、観光客でも見学する
ことが可能。
また、緑が美しい庭園では実際に自分の
腕に鷹を止まらせる体験ができたり、運
が良ければかわいい鷹の赤ちゃんに餌を
あげたりすることもできます。
鷹と触れ合える機会は滅多にないので、
アブダビへ訪れたらぜひ鷹の病院で珍し
い体験をしてみてはいかが。

鷹の専門病院



カスル・アル・ホスン
アブダビ最古の建物として知られる1760
年代に建設されたカスル・アル・ホスン
はサンゴと石から出来ていて、見張り台
のような役割をしていた。
外壁の貝が太陽の光で反射するので、目
印替わりになったそうです。その後大規
模な改築が行われ、現在のような立派な
建物になった。近年、建物の外壁の老朽
化が進んでいることから、改修作業が進
められています。
今では、アブダビ誕生の歴史には欠かせ
ない重要な場所となっている。
建物内にはアブダビの歴史と、当時の暮
らしについてが紹介されていて見学は無
料。エミレーツ人の文化や思考のルーツ
を学べる、とても興味深い展示ばかり。



文化遺産村
石油が発見される前の時代のアブダビを
忠実に再現している「文化遺産村」。
当時の人々の暮らしや文化を紹介してい
る観光施設です。
現在の発展したアブダビからは想像でき
ない生活様式に驚かされるばかり。それ
ほど規模が大きい施設ではないです。
施設内はかつてアブダビ近隣の砂漠地帯
で日常生活だったキャンプファイヤーや、
ヤギの毛で出来たテントなどの伝統的な
スタイルが再現されています。
また、実演コーナーでは女性が伝統的な
織物を織っていたり、職人が金属加工や
陶芸の制作を実際に行っていたりと、観
光客を楽しませてくれます。



ヤス・マリーナ・サーキット
F1アブダビグランプリの開催
地としても有名な「ヤス・マ
リーナ・サーキット」は、気
軽にF1体験ができる観光ス
ポットとして、国内外の観光
客に大人気です。
F1レースファンならずとも、
大音量とハイスピードの迫力
に大興奮すること間違いあり
ません。施設はきちんと整備
されていて快適。
芸術を感じさせる建物も見ご
たえ抜群です。夜になるとラ
イトアップされ、幻想的な風
景へ変身します



オブザベーション・デッキ・アット300
アブダビにある数々の高層ビルの中のひとつ
「エティハド・タワーズ」。その74階にある
のが「オブザベーション・デッキ・アット
300」です。地上300mあるこの展望台からは、
アブダビの街が一望でき、晴れた日には近隣

の諸島を眺めることができる人気の観光ス
ポットになっています。ガラス越しに見るア

ブダビの高層ビル群は圧巻



コルニッシュ アブダビの美しい海岸沿いに造られたて
観光客も気軽に散策できる観光スポット。
周辺にはレンタルサイクルショップもり、
サイクリングを楽しむこともできる。も
ちろん、お洒落なカフェやレストランも
多く点在。真っ白な砂浜とエメラルドグ
リーンの美しい海を眺められる最高なロ
ケーションで、お茶や食事を満喫できる。



ヤスモール

フェラーリワールドに直結した
「ヤスモール」は、アブダビ屈指
の大型ショッピングモール。その
広さに圧倒されます。
施設内には警備員やスタッフが多
く配置されているので、不慣れな
観光客も安心してショッピングが
楽しめます。
自然光が差し込む開放的な施設内
には、約370店舗のショップと60
店舗の飲食店が勢揃い。



マングローブ・ラグーン国立公園

アブダビでジャングル探検のような
アクティビティに挑戦したいなら、
「マングローブ・ラグーン国立公
園」がおすすめです。マングローブ
が生い茂る川をボートやカヤックに
乗って探索します。
川沿いにはプロムナードがあること
から、歩いて散策する観光客の姿も
見かけます。アブダビの街の喧騒か
ら離れて、鳥たちのさえずりに耳を
傾けるのも、贅沢な時間の過ごし方
ですね。また、公園の近くにある5
つ星ホテル「アナンタラ・イースタ
ン・マングローブズホテル＆ス
パ」の周辺には、おしゃれなレスト
ランやカフェが軒を連ねています。



Ahamad Salman Mohammadu shafi - Google マップ アブダビの公園

https://www.google.co.jp/maps/@24.4239915,54.4694894,3a,75y,171.59h,92.57t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNy_rU8G1TIHBOFWpVcDkSntCzs4Kl33Tku0j7f!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNy_rU8G1TIHBOFWpVcDkSntCzs4Kl33Tku0j7f%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya116.49072-ro-0-fo100!7i8704!8i4352


Al Hudayriat Beach - Google マップ

https://www.google.co.jp/maps/@24.4122601,54.3516464,3a,64.1y,332.04h,72.34t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipPFF-ZBk2-mgVWSpQ5tCyMvFx10Ii4gYft02V-X!2e10!7i8192!8i4096


Milind Ramesh Dudhe - Google マップ

https://www.google.co.jp/maps/@24.47824,54.3336003,3a,80.5y,122.17h,96.02t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOMX5hW76FaIwA7AIyIQL7vccNWzptWa5x3aLx3!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOMX5hW76FaIwA7AIyIQL7vccNWzptWa5x3aLx3%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya326.543-ro-0-fo100!7i8704!8i4352


マリーナ・モール - Google マップ

https://www.google.co.jp/maps/@24.4760286,54.3218912,2a,72.2y,37.81h,91.71t/data=!3m7!1e1!3m5!1sUOnEOTffinEDvX51apQiqw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DUOnEOTffinEDvX51apQiqw%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D317.1794%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656


Mushrif Mall - Google マップ

https://www.google.co.jp/maps/@24.4344869,54.4126098,3a,75y,17.81h,81.1t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPyTjSjuYU526fsp2LhuQGvbDz02hlNgFB5OEuZ!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPyTjSjuYU526fsp2LhuQGvbDz02hlNgFB5OEuZ%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya18.896196-ro-0-fo100!7i7200!8i3600


ここからは、ドバイ

ドバイの旅行案内 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=pvYq9RI1E0k


ドバイ基本情報 : ドバイ旅行館 (dubairyokou.com)

UAEは1971年にイギリスの保護から独立したばかりの国で
ある。ここは世襲制の絶対君主による統治、要は「王様た
ちが実権を握っている国」という訳です。

UAEにおいて、国土および経済規模の面でもっとも大きい
のはアブダビである。実際、UAEの産油量の殆どはアブダ
ビに集中しており、ドバイはその１０分の１程度である

http://www.dubairyokou.com/2009/09/post-11.html


ドバイ国際空港 ターミナル3 到着ホール

コンコースB 内部



【UAE】超近代国家ドバイ観光に欠かせないおすすめ観
光スポット５選 - おすすめ旅行を探すならトラベルブッ
ク(TravelBook)

https://www.travelbook.co.jp/topic/7792


近隣部族の侵入を防ぐため
に造られたドバイ最古の建
物を改装した博物館で、外
装にはサンゴや貝殻が使わ
れています。正門には大砲
が並んでいて、砲弾が積ま
れています。
1本の大木から造られたと
いう小型のくりぬき船、船
を海から引っ張るための専
用道具などが展示されてい
ます。地下には、ドバイの
発展の様子が分かる展示ス
ペースがあります。

ドバイ博物館





1.  ブルジュ・ハリファ
2. ドバイ・モール
3. ドバイ・ファウンテン
4. パーム・ジュメイラ・クルーズ
5. デザートサファリ
6. アクアベンチャー・パーク
7. ゴールド・スーク
8. スキー・ドバイ
9. ドバイ・クリーク

ドバイの観光名所
全てがゴージャスな街ドバイで遊ぶ！オ
ススメ観光スポット9選！ – skyticket 観
光ガイド

https://skyticket.jp/guide/103241?page_number=5#articleHead_9


高さ828m、地上160階建て
のビルには、ショッピング
モール、ホテル、レストラン、
展望台、オフィスや居住区、
世界一高所にあるプール（78
階）などが入っています。
絶景を眺められる展望台は
124階と148階。豪華なLEDの
光る高速エレベーターで上が
ると、ザ・アラブな感じの砂
漠の景色やドバイの街並みが
目に飛び込んで来ます。
さらにその景色の向こうには
ペルシャ湾が見え、360度の
大パノラマで圧巻の絶景が広
がります。
122階にある世界一高いレス
トラン「アトモスフィア」で
絶景とおいしいアフタヌーン
ティーを楽しむのもおすすめ
です。

世界一高い超高層ビル（2020年現在）で知られる
ブルジュ・ハリーファ



ブルジュ・ハリファ
世界で一番高いビルディング、
ブルジュ・ハリファ。ひときわ
目立つその姿はドバイのシンボ
ルマーク的存在感を放っていま
すね。160階建てのビルの中には
オフィス、ホテル、レストラン、
そして居住スペースなどが入っ
ています。アット・ザ・トップ
と言われる展望台は124階にあり、
そこから渡すドバイの景色はま
さに壮観です。1階から39階まで
はイタリアの高級ファッション
ブランド・アルマーニが運営す
るホテルになっています。



ドバイ・モール

2008年にオープンした世界最大級の
複合施設。この施設、東京ドームが
23個中に収まる程の大きさ。
敷地内にはレストラン、デパート、
スパはもちろんのこと水族館やス
ケートリンクまであり、計1200の店
舗が入っている。これはもはや施設
自体が一つの街のような壮大さね。
空港以外の施設でドバイで一番の集
客率を誇り、毎日地元の人々から観
光客で溢れています。あまりの広さ
に行きたいお店の目星をつけないと
回りきれません。
中でもオススメは巨大水族館、オリ
ンピック規定をクリアした本格的ア
イスリンク、20を越えるスクリーン
を持つ映画館です。
ちなみに水族館の水槽は日本のガラ
スメーカーによるもの。改めて日本
の技術レベルの高さを確認できる。



ドバイ・ファウンテン
世界一の噴水ショー

2009年にオープンした世界最大の噴水ド
バイ・ファウンテン。音と光に彩られた
噴水ショーは毎回異なった演出をしてい
る。かつて「世界一の噴水」と言われた
アメリカ・ラスベガスのベラージオの噴
水を上回るとも言われている。噴水
ショーで使われる曲は世界的に知られて
いるものからアラブや中東でのヒット曲、
ローカルに人気の曲まで様々なレパート
リーがあり、音楽と噴水を合わせた
ショーをデザインしている。

噴水の最高到達点は275メートルで、50
階建てのビルを越えるほど。もちろん観
客もびしょ濡れになり、そのあまりの迫
力に言葉にならないという感想がよくき
かれます。少し時間をかけて場所を見つ
ければ好アングルから大迫力の噴水
ショーを目の前で見ることができる。ま
たホテルやレストランなどを予約すれば
食事をしながらショーを楽しむこともで
きますよ。



パーム・ジュメイラ・クルーズ
世界一巨大な人口島パームジュメ
イラ。世界のセレブ達の所有する
プライベートビーチ付きの邸宅も
あり、高級住宅が立ち並びます。
パーム・ジュメイラは空から形を
見ると美しい椰子の木の形をして
いるんですよ。空中散歩はヘリコ
プターか水上飛行機でアクセスで
きますよ。中でもパーム・ジュメ
イラのおすすめはウォーターパー
クやドルフィンベイがあるアトラ
ンティス・ザ・パーム・リゾート
です。ヨットに乗り込み風を浴び
ながら是非景色を楽しんでみてく
ださいね。

とってもドバイらしいラグジュア
リーな人工島



デザートサファリ 日本では見ることのできない砂世界を
体験することができる。ある意味コー
スの決まっているジェットコースター
などよりもスリリングで、非常にエキ
サイティングです。
中でも一番人気があるプランは午後に
砂漠をドライブしたあとに砂漠キャン
プでバーベキューやベリーダンスやア
ラビアンナイトを楽しむツアーです。
晴れているときはあまりの美しさに言
葉を失うほど。
まるで映画やゲームの世界に飛び込ん
だような経験ができるデザートサファ
リはとっても刺激的で、観光の思い出
になること間違いなし。
360度広がる砂漠で非日常のアドベン
チャー体験してみてくださいね。



アクアベンチャー・ウォーターパーク
中東のみならずヨーロッパも含めてナン
バーワンのウォーター・パークと言われる
アクアベンチャー・ウォーターパーク。
子供から大人まで楽しめる施設になってお
り、老若男女が大満足できる充実のア
ミューズメントパークだ。
敷地内には古代メソポタミアをイメージし
た地上30メートルの塔がランドマークとし
てそびえ立っており、中でも一番スリリン
グなのが「信じて飛び込め」という意味の
ザ・リープ・オブ・フェイス。
9階をほぼ垂直降下したあと透明なトンネ
ルに潜り込み、中からサメたちをみるとい
う壮絶なアトラクションだ。
また子供向けにはスプラッシャーズという
滑り台や遊具を中心とした遊びができるス
ポットがオススメ。
もちろんプールに浮かんだり、ビーチサイ
ドでのんびり過ごすにも最適な施設だ。



ゴールド・スーク 世界的にも有名な貴金属、宝石を販売
しているゴールド・スーク。
100を越える店が通りにならび、豪華絢
爛な金、プラチナ、ダイヤモンドなど
を見つけることができる。金の相場が
世界で一番安いところでもある。
メインとなるのは21から24カラットの
商品とクオリティの高さも随一。
金は量り売りされていて値段交渉が鍵
を握る。

夕方以降は涼しくスークが輝きを増す
時間帯なので、ぜひその時間を狙って
ゴールド・スークに訪れてみてくださ
い。金で溢れる商店街はきっと観光の
よい思い出になるでしょう



スキー・ドバイ 灼熱のドバイとは思えない屋内スキーリ
ゾートスキードバイ。砂漠の中にありなが
ら本物の雪の上でスキーを楽しむことがで
きるスポットです。
斜面だけではなく、ジャンプ台やリフトも
設置されています。5つのゲレンデが大き
なドーム内の中にあり、スキーだけでなく
スノーボード、そして初心者からあらゆる
レベルのスキーヤー、スノーボーダーまで
楽しめる造りになっています。
ビギナー向けのレッスンもあるので、安心
して楽しむことができます。
コタツでアイスを食べるがごとく贅沢なス
キードバイ。
ぜひ砂漠地帯の暑さから雪の世界にダイブ
してみてください。ドバイ観光らしい、ラ
グジュアリーな良い体験になることでしょ
う



ドバイ・クリーク

ドバイの過去と現在が交差する古い水路
ドバイ・クリーク。ここドバイクリーク
はアラビア湾の海水が流入する入江です。
かつてインドやアフリカの交易船が航行
できる貿易路としてドバイの歴史で大き
な役割を担ってきました。
観光は「アブラ」という小型木造船で水
上から見て回る方法がオススメ。アブラ
は地元の人々がクリークを渡るために古
くから使われていた交通手段だった。ま
た昔から沿海貿易に使われてきた帆船
「ダウ」に乗ってクルージングを楽しむ
方法もある。
クリークの北と南では建物の雰囲気が一
変。バールドバイ側は古くから栄えクラ
シックな中東の雰囲気。対してデイラド
バイ側は超高層ビルが立ち並ぶ、まさに
現在のドバイを象徴するような雰囲気。
その違いを比較するのも面白い。



ドバイ水族館 & 水中動物園

ドバイモールの中にあります。水
族館には水中トンネルがあって、
たくさんの魚が泳いでいます。
水中動物園では、世界各国の動
物や魚を間近で鑑賞でき、えさ
を与えたりすることもできます。
水族館の大水槽は全長51メート
ル、高さ11メートルで、ギネス
ブックにも登録されたほどの巨
大な水槽です。
ショッピングモールからもこの
水槽を見ることができる





服装について

ドバイは観光都市とは言え、イスラム教
の国。髪の毛は露出せず、女性は肌を隠
す文化を持つ国です。
観光客が増えたとはいえ、彼らの文化を
乱さない程度の配慮が、服装にも必要で
す。
ジュメイラ地区をはじめ観光化されてい
るエリアなら問題はありませんが、スー
クだったり普通の街では、特に女性は
ショートパンツやノースリーブを避け出
来るだけ肌を露出しないよう心がけま
しょう。
ビーチでも基本的に同じ事が言えます。
普通の水着で泳ぐなら、ホテルのプライ
ベートビーチやウォーターパークなどの
エリアに限るのが無難です。



イスラム教国では、年に一ヶ月ほど断食をするラマダンと呼ばれる期間がある。
（正確には「ラマダン月に行われるサウム（断食）」である） この期間は、
イスラム教信者は日の出から日没まで、食物・飲物、タバコなど一切口にして
はいけない。
これは、イスラム教所以のルールが比較的ゆるい観光都市ドバイであっても同
様である。断食の時間は朝5時台～夕方5時頃（季節により異なる）。
またラマダンの時期は、毎年１１日づつずれる計算で毎年異なるため、注意が
必要。
ラマダンの期間中は、観光客であっても公共の場で食べ物を口にするのは避け
るべきである。街中のレストランやカフェも昼間は全て休業となるが、外国人
のためにホテル内ではコーヒーショップ程度で営業したり、ケータリングのみ
受け付ける店もある。
服装も、ラマダン中は特に、女性は肌の露出が少ないものを選ぶべきである。

ラマダン



なぜドバイはつまらないと感じるのか？ドバ
イでがっかりする前に | 進め！中東探検隊
(seiwanishida.com)

1.金を持っているやつだけが楽しめるシステム
2.文化や歴史に物足りなさを感じる
3.町歩きができない！

ドバイについては、こんな見方も！！

https://seiwanishida.com/archives/1580
https://seiwanishida.com/archives/1580#toc1
https://seiwanishida.com/archives/1580#toc2
https://seiwanishida.com/archives/1580#toc3
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