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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。



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。



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。



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



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



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



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。



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



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りこ
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。
断食の時間は朝5時台～夕方5時頃。
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


