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　ドバイを訪れたことのある方は，世界一高いビルとされる高さ621.3m の Burj Khalifa
をはじめとした高層ビル群やドバイメトロと LRT（Light-rail Transit），街中に縦横無尽
に張り巡らせられた時速制限120km/hのハイウェイを目の当たりにし，「砂漠にベドウィ
ンとラクダ」といった中東のイメージとはまるでかけ離れた近代都市としての発展ぶりに
驚かれることと思うが，同じ UAE でも首都アブダビに来ると，1971年の UAE 建国当時
から80年代にかけて整備された道路には一部ラウンドアバウトも残り，低層の古いビルも
数多く残っていることから，「一昔前の中東の都市」としての趣を感じて安心されるのでは
ないかと思う。更にアブダビには，1962年に石油輸出が始まってから「地下から得られた
富は地上に返す」として緑化に注力されたシェイク・ザーイド前首長のおかげで街中に緑
があるので，緑があまりない「近代都市」ドバイから来ると余計にほっとされるのではな
いかと思う。アブダビに駐在する小職も時折ドバイに行くことがあるが，交通ラッシュの
時間帯には日本並みの渋滞に加え，「思いやりの全くない」運転で車線変更をなかなかさせ
てもらえないことがあったり，道が分かりにくい上に少しでも道を間違えると10km も
20kmも遠回りする必要があることから，出来ることなら自分では運転して行きたくなく，
アブダビに帰るとほっと一息つくのが正直なところである。
　しかし，このアブダビも，ムハンマド皇太子による「石油の最後の一滴が輸出される時
が来てもその時に悲しむのではなく，その輸出を祝福できる国づくりをする」とのビジョ
ンの下，「石油後」も発展していける国づくりを進めていて，それに沿った都市計画・交通
計画が存在する。
　中東協力センターではアブダビ・日本経済協議会の枠組みの下，アブダビ市政・交通庁
と共にインフラストラクチャー・ワーキンググループを組成し，交通ワークショップを通
して交通分野におけるアブダビ・日本両国間の連携強化を図っているが，アブダビの交通
計画のうち公開可能な情報だけを基に，本稿では首都アブダビの陸上交通マスタープラン
の概要とその計画の中核をなす LRT プロジェクトとアブダビメトロプロジェクトの概要
を紹介することとしたい。
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１．陸上交通マスタープラン
　アブダビ交通庁（現市政・交通庁）では2009年にアブダビ首長国全域をカバーする「陸
上交通マスタープラン2030」を策定したが，その後，所謂「ドバイショック」の影響と
2014年以降の油価下落の影響により，人口増加見通し・経済成長見通しが下方修正された
こともあり，2016年，2009年に策定した「陸上交通マスタープラン2030」を見直す形で

「首都陸上交通マスタープラン」を策定している。
　守秘義務があるためそれぞれの詳細は紹介出来ないが，「陸上交通マスタープラン2030」

「首都陸上交通マスタープラン」共に，鉄道，バス，道路，水上交通，貨物輸送，自転車，
徒歩といった交通手段のみならず，混雑緩和や駐車システム等の交通制度，さらに安全性
や環境に配慮した交通政策を含めた包括的な交通システムの計画となっている。
　アブダビでは車の移動が至ってスムーズで，ドバイのようにひどい渋滞もないことから，
アブダビにはメトロや LRT は要らないのではないかと思われる方も多いと思うが，2016
年の時点での見通しでは，現状のまま何も対策を打たずに車が増え続けると，アブダビ市
内の自動車の平均走行スピードは34km/h から2030年には15km/h と半分以下のスピー
ドに，NOxの量は2008年を100として2030年には200と２倍に，道路での交通事故死者
数は2015年の102人が2030年には168人と1.5倍以上増える見通しとなっている。2016年
の「首都陸上交通マスタープラン」は，将来の交通渋滞緩和と環境・交通安全対策を見据
えたもので，全長52.5km のアブダビメトロと３路線合計全長50km から成る LRT を柱と
する計画である。

図１　アブダビメトロプロジェクト・LRT プロジェクト
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２．LRT プロジェクト
　LRTは，将来的には空港や後述の今後開発される予定のザーイド・シティ周辺に走らせ
る計画もあるが，先行して市内で最も人口が集中し交通量の多い区域，CBD（Central 
Business District）内の３路線に，長さ45m，300人乗りのトラムを６分間隔で走らせる
計画である。
　具体的には，①マリーナ・モールがあるマリーナ・ビレッジからリーム島まで全長
20.0km の Line L１（図１の水色のライン），②シェイク・ラシッド・ビン・サイード・ス
トリート（通称エアポート・ロード）の西側にあるウム・アル・エマラート公園の１ブロ
ック北側に建設されるトラム車輌基地からサディヤット島まで全長16.0km の Line L２

（図１の黄緑色のライン），③アル・マリヤ島から市内一番の目抜き通りとも言えるハムダ
ン・ビン・ムハンマド・ストリート（通称ハムダン・ストリート），アル・ファラー・スト
リートを通ってアル・マリヤ島に戻る全長14.0km の環状線の Line L３（図１の黄色のラ
イン）の３つの路線からなる計画となっている。

　図ではルートの位置関係がよく分からないので，各路線のルートを詳しく解説したい。

①　Line L１
　マリーナ・モール前駅から ADNOC HQ 前駅，Nation Tower 前駅とコーニッシュを
走り，アル・バティーン・ストリートに曲がる角の駅に停車後，アル・バティーン・スト
リートからザーイド・ザ・ファースト・スト
リート（通称ハリディヤ・ストリート，エア
ポート・ロードからは通称エレクトラ・スト
リート）に曲がった角の駅で停車し，ここか
らハリディヤ・ストリートに入る。アブダビ
石油アブダビ鉱業所の隣りにあるハリディヤ
公園前駅，ハリディヤ・ストリートとムバラ
ク・ビン・ムハンマド・ストリートの交差点

（Shining Towerの角）駅，ADNOCスタン
ド前駅，アル・ムヘイリ・センター前駅，Sama 
Tower の隣りの NMC 前駅に停まってから
更に４駅停まって，メリディアン・ホテルに
突き当たって左折し，ぐるっと回り込んで橋
を渡りフォーシーズンズ・ホテル前駅から
リーム島に入り，リーム島内の13の駅に停ま

Line L１は，この交差点からハリディヤ・
ストリートに入りメリディアン・ホテル
に突き当たって左折，アル・マリヤ島を
経てリーム島に入り，リーム島を１周す
る。右手にあるのはアブダビ石油アブダ
ビ鉱業所の隣りに新しく建設された
ADNOC ビジネスセンター。
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りながらリーム島を一周するルート。

②　Line L２
　エアポート・ロードの西側にあるウム・ア
ル・エマラート公園の１ブロック北側に建設
されるアル・カラマー・トラム車輌基地の近
くに設置される駅からエアポート・ロードを
コーニッシュに向かって２駅停まった後ハッ
ザ・ビン・ザーイド・ザ・ファースト・スト
リート（通称ディフェンス・ロード）を右折，
アル・ワハダ・モール前駅に停まり，中央バ
スターミナル前駅，更にもう１駅停まった後
ファティマ・ビント・ムバラク・ストリート（通称ナジダ・ストリート）へ左折しコーニ
ッシュに向かいアル・ハブトゥール・モータースの角の駅やアル・マリヤ映画館前駅等の
５つの駅に停まった後，ロイヤル・メリディアン・ホテルの角を右折，コーニッシュ・ホ
スピタル前駅等５つの駅に停まり，ミナ・ザーイドへ行き，ザ・クラブの前駅等の２駅に
停まって，シェイク・ハリーファ・ブリッジを渡ってサディヤット島に建設されるグッゲ
ンハイム美術館とザーイド・ナショナル・ミュージアム，既にオープンし多数の観光客で
賑わうルーブル美術館等があるサディヤット文化地区内６ヶ所の駅に停まるルート。

ザーイド・ナショナル・ミュージアム（完成予想の CG）。既に工事は着工されてい
る。

サディヤット文化地区。奥に見えるのが
ルーブル美術館。Line L２は多くの観光客
の利用が見込まれる。
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③　Line L３
　ミナ・ザーイド駅からハムダン・ストリー
トに入り，シェーク・ザーイド・ビン・スル
タン・ストリート（通称サラーム・ストリー
ト）との交差点駅，ナジダ・ストリートとの
交差点駅，スルタン・ビン・ザーイド・ザ・
ファースト・ストリート（通称モルール・ス
トリート）との交差点駅，WTC 前駅，カス
ル・アル・ホスン前駅，All Prints の角の駅
に停まった後ムバラク・ビン・ムハンマド・
ストリートを左折し，Shining Towerの角の
駅，ハリディヤ・モール前駅に停まり，アル・
ファラー・ストリートへ左折，アル・ファ
ラー・ストリートの８つの駅に停まった後，橋を渡りアル・マリヤ島に入りクリーブラン
ド・クリニック前駅やギャラリヤ前駅，フォーシーズンズ・ホテル前駅を経てミナ・ザー
イド駅に戻る環状線。

３．アブダビメトロプロジェクト
　アブダビメトロは，ミナ・ザーイドに車輌基地を建設し，アル・マリヤ島のアル・マリ
ヤ駅から Abu Dhabi National Exhibition Center（ADNEC）駅，ザーイド・グランド
モスク駅，アブダビ国際空港駅を経てヤス島駅まで全長52.5km（地下21km，地上31.5km）
を，長さ20m×４両の計80m，800人乗りの
車輌をピーク時３分間隔，オフピーク時６分
間隔で49分かけて運行する計画である。

　現状22駅の計画であるが，LRT同様停車駅
の順に路線を紹介したい。
　⑴アル・マリヤ駅，⑵ツーリストクラブ・
エリアに出来るアブダビ中央駅，⑶ソフィテ
ルの隣りで，BorougeやADNOC Logistics
＆ Services 等の ADNOC グループ会社が入
るシェイク・ハリーファ・エナジーコンプレ
ックスがあるハリーファ駅に停車した後，⑷
ザーイド・ザ・ファースト駅（モルール・ス

Line L３は，ハムダン・ストリートとア
ル・ファラー・ストリートといった最も
人口が集中している地域の基幹道路を走
る。写真はハムダン・ストリート。

ザーイド・ザ・ファースト駅の場所から
ハムダン・ストリート方向を見た写真。ア
ル・マリヤ駅からこの駅までは地下路線，
地下駅となる。この後マスダール駅まで
は地上を走る。
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トリートとエレクトラ・ストリートの交差点）までは地下駅で地下路線を走り，次の駅か
らモルール・ストリートに沿って地上を走る。

　⑸メディナ・ザーイド・ショッピングセンターと中央郵便局の近くのアル・ファラー駅，
⑹中央バスターミナル前の駅でアル・ワハダ・モールやアル・ワハダ FC のホームスタジ
アムのアル・ナヒヤン・スタジアムにも歩いて行けるアル・ワハダ駅，⑺モルール・スト
リートとムハンマド・ビン・ハリーファ・ストリートの交差点で，ムバダラやアブダビ環
境庁，アブダビ市政・交通庁が入るマモーラに近いムハンマド・ビン・ハリーファ駅，⑻
アル・ジャジーラ FC のホームスタジアムのムハンマド・ビン・ザーイド・スタジアム前
のアル・ジャジーラ駅，⑼ムシュリフ・モールの近くのアル・ムシュリフ駅，⑽アル・ラ
ブハン駅に停まった後，路線は急カーブし，ムサファ・ロードに入ってムサファ・ロード
に沿って空港に向かう。⑾中東地域最大の石油展示会，Abu Dhabi International 
Petroleum Exhibition ＆ Conference（ADIPEC）等数多くの国際展示会が開催される
ADNEC に隣接する Capital Gate の前の ADNEC 駅，⑿ムバダラ・アリーナの前のザー
イド・スポーツシティ駅，⒀ザーイド・グランドモスク駅に停車後，将来のCBD（Central 
Business District）における人口集中を避けるべく官庁やビジネス街，商店街を新たに開
発するザーイド・シティに建設される⒁ザーイド・シティ駅１，⒂ザーイド・シティ駅２，
⒃ザーイド・シティ駅３，⒄ザーイド・シティ駅４，⒅ザーイド・シティ駅５，⒆ザーイ
ド・シティ駅６の６駅に停車後，再び地下路線を走り，この後⒇再生可能エネルギーによ
りゼロ・エミッションを目指す計画都市・マスダール・シティのマスダール駅，�アブダ
ビ国際空港駅，� F１アブダビ・グランプリが開催されるヤス・マリーナ・サーキットや
ヤス・モール，世界最速のジェットコースターのあるフェラーリ・ワールド，世界最大規

終点のヤス島駅。マスダール駅からアブ
ダビ国際空港駅とこの駅の３駅の間は地
下路線・地下駅となる。

急ピッチで建設が進む世界最大級の水族
館・ショッピングモール。
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模の完全屋内型テーマパークのワーナーブラザース・ワールド，ヤス・ウォーター・ワー
ルドといった観光スポットが集中するヤス島駅の３駅は地下駅となる。

　以上の22駅に加え，⒀のザーイド・グランドモスク駅と⒁のザーイド・シティ駅１の間
には世界最大級の水族館とショッピングモールが建設される予定で，現在工事が急ピッチ
で進んでいるが，ここにも駅を増設する予定となっているため，最終的には始発駅のミナ・
ザーイド駅から最終駅のヤス島駅まで23駅となる予定とのこと。

４．最後に
　アブダビの人口はアラビア半島と３つの橋でつながる島に集中しているが，石油の輸出
が始まる数年前の1960年前後には，この島に約2,000人しか人が住んでいなかったと言わ
れている。小職が初めてアブダビを訪れた1987年には，もう島の中でラクダを見かけるこ
とはなかったが，80年代前半までは海岸沿いのコーニッシュ・ストリートの近くでもラク
ダを飼っている人がいたと言う。それが2015年には，ムサファやハリーファ・シティとい
った島の外に新しく出来た街も入れて，人口は172万人まで増え，既に福岡市の人口を超
える都市になっている。そしてこれが2030年には人口247万人の都市となり，名古屋市を
超え大阪市に迫る一大都市となる見込みである。
　2016年の「首都陸上交通マスタープラン」は更なる見直しが必要で，メトロや LRT の
建設計画は，当初の予定より遅れることが見込まれているが，空港と市街をつなぐメトロ
は，アブダビが大きな国際イベントを招致する上でも必要不可欠なものとされており，い
ずれは必ず実現するものである。
　アラビア湾岸諸国の中でドバイ，ドーハ，リヤド，メッカに次いでアブダビにもメトロ
が建設され，LRTとメトロの接続によって多くの人が車なしでも移動出来るようになる日
が一日も早く到来し，このアブダビに世界中からビジネス・観光客が集まって来ることを
願いながら，中東協力センターUAEジャパンデスクとして，その計画に日本の技術・ノウ
ハウが少しでも多く活かされるよう尽力していきたいと考えている。
 以上


