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「アラブの春」
によって政権の退陣あるいは政

2011年１月のチュニジアのベン・アリー政権

権あるいは国家の秩序そのものの崩壊を余儀な

の崩壊に始まった「アラブの春」がエジプトに

くされた国は，チュニジア，エジプト，リビア，

連鎖して翌月のムバーラク政権崩壊をもたら

イエメンのように，いずれも共和制を採用して

し，そこからリビアやイエメンにも波及した時，

いた。刻一刻と国土の掌握と国際的承認を失い

日本を含む経済的先進国にとって，また中国な

つつあるシリアもまた同様である。
地域的には，

ど成長著しい発展途上国にとって，戦略・安全

北アフリカから東地中海沿岸地域（レバント地

保障上の関心事は何よりも「反政府抗議行動の

域）に限定されている。これに対して，ペルシ

波が湾岸産油国，特にサウジアラビアに及ぶか」

ア湾岸の産油国では，
「アラブの春」の影響を

だっただろう。バーレーンでは「２月14日革命」

様々な形で受けながら，当面は体制の動揺を封

への呼びかけがまさに燎原の火のごとく広が

じ込めることに成功している。

り，
「真珠広場」を埋め尽くすに至った。湾岸産

ペルシア湾岸のアラブ産油国は，
「アラブの

油国もまた社会からの異議申し立てから無縁で

春」
にどのように対処したのだろうか。今回は，

はいられないと見られた。

サウジアラビア，バーレーン，クウェート，カ

しかし周知のように，現在のところ湾岸産油

タール，UAE，オマーンの６ヵ国，すなわち湾

国は，バーレーンを除けば大規模で持続的な騒

岸協力会議（GCC）に属すアラブ湾岸産油国を

乱の発生を免れており，いずれの国も政権の動

取り上げ，それらの国に「アラブの春」が及ぼ

揺や崩壊を防いでいる。

した影響と，対応策を振り返ってみたい。そこ

反政府抗議行動の波を湾岸産油国が食い止め

では，各国の反応と，GCCとしての反応の双方

るに際し，決定的に重要な時期は，日本が東日

を検討していく。そして，それらの施策の当面

本大震災に見舞われた，2011年の３月11日から

の成否や，将来にもたらしうる帰結について考

の一週間だった。サウジアラビアでは，エジプ

察する。

トなどに倣い「怒りの日」のデモを行おうとい
う呼びかけがフェイスブック上で行われていた

１．ペルシア湾岸の「３・11」

が，デモ決行は奇しくも３月11日と予定されて

まず，
「アラブの春」の社会変動の「第一波」

いた。政権が崩壊の淵に追い込まれたバーレー

の到来に際して，湾岸産油国が取った，いわば

ンに続き，サウジアラビアでも，デモが生じる

「初動」の措置を，日本との意外な関係を軸に叙

のか。生じるとすればどの都市のどの場所で生

述しておきたい。

じるのか。どのような社会的亀裂において対立
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軸が顕在化するのか。世界が固唾をのんで見守

筆者紹介
1996年，東京大学文学部イスラム学科卒。アジア経済
研究所研究員，国際日本文化研究センター准教授を経
て，2008年10月より現職。ウッドロー・ウィルソン国際
学術センター客員研究員，ケンブリッジ大学客員フェ
ロー，アレクサンドリア大学客員教授などを兼任した。
中東地域研究，イスラーム政治思想を専門とする。主要
著作に『現代アラブの社会思想─終末論とイスラーム主
義』講談社（講談社，大佛次郎論壇賞），
『アラブ政治の
今を読む』中央公論新社，
『書物の運命』（文藝春秋，毎
日書評賞），
『イスラーム世界の論じ方』（中央公論新社，
サントリー学芸賞），
『中東危機の震源を読む』（新潮社）
などがある。

っていた⑴。
結局，この日，サウジ政府は徹底的な警備で
デモを封じ込めた⑵。
そして３月14日から15日に
かけて，サウジアラビアとバーレーンを結ぶ
コーズウェイを，装甲車の車列が続々と渡って
いった。
サウジアラビアの国家警備隊を中心に，
アラブ首長国連邦（UAE）などが加わった，
GCC
共同の「砂漠の盾」部隊が，バーレーン政府を
軍事的に支援したのである⑶。これを背景に，
バーレーン政府はデモ隊への態度を一変させ，
強硬な弾圧を行って真珠広場から排除した⑷。
一

がアラブ・メディアで報じられなければ，湾岸

年後に振り返って，メディアと中東政治が専門

産油国の報道管制や圧力の結果として批判を浴

のマーク・リンチ（ジョージ・ワシントン大学

び，BBC や CNN など欧米メディアの一層の関

准教授）は，この時期の湾岸産油国の動きを「帝

心をもたらしていただろう。ところが日本の衝

国の逆襲」
と呼んだ 。確かにこの時期にペルシ

撃的な津波映像が世界に流れ，刻一刻と悪化す

ア湾岸で，
「アラブの春」に最初の転換点が訪れ

る原発事故の状況が伝えられるに及んで，一時

たことは間違いない 。

的に「アラブの春」の報道が減った。国際的な視

⑸

⑹

大地震と原発事故に見舞われた日本では，
「ア

線が日本に移ったその隙に，GCC 諸国のバー

ラブの春」の様相の変化に注意する余裕のある

レーンへの介入が行われた形となった⑺。また，

人は少なかっただろう。３月11日以降，少なく

湾岸産油国の資本によって所有されるアル＝ジ

とも一ヵ月の間は，日本国内のテレビや新聞の

ャジーラやアル＝アラビーヤでは，GCC諸国に

報道の大部分が震災関連のものであり，国際報

よる軍事介入はほとんど報じられず，報じる場

道は極限まで切り詰められたからである。

合は，バーレーン政府の主張が一方的に流され

しかし，日本での震災と原発事故の発生と，

ていた⑻。それらの衛星放送局では，リビアやエ

「アラブの春」
の帰趨は実は結びついている。
「ア

ジプトやイエメンの状況は引き続き克明に報じ

ラブの春」の国境を越えた連鎖反応は，かなり

られており，３月15日からのシリアの反政府デ

の部分，アル＝ジャジーラなどアラビア語国際

モについても即座に報道が始まり，反政府勢力

衛星放送で報じられることによって伝播し，

側に対してきわめて好意的な姿勢が維持され

BBC やアル＝ジャジーラ・イングリッシュなど

た。しかしバーレーンについては割かれる時間

の英語国際衛星放送で伝えられることによって

が激減し，そこを日本の震災・原発事故が置き

国際的な関心・監視の下に置かれていた。エジ

換えたのである⑼。

プトで１月25日にデモが発生し28日に大規模化

湾岸産油国が，
「アラブの春」の初期の怒涛の

して以来，各局はほとんど24時間体制でアラブ

ような伝播を辛うじて凌いだ決定的な瞬間の絶

諸国の動揺を伝えていたのである。バーレーン

妙のタイミングに，まったくの偶然であるのだ

の政権の動揺や，サウジアラビアへ及びつつあ

が，日本の震災は「助け舟」を出した形になっ

った波及効果もまた，
「他に何もなければ」報じ

た。このことは，遠い日本の状況が決して湾岸

られずにはいられなかっただろうし，もしそれ

産油国と無関係ではないことを示す好例であ
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る。そして，興味深いことに，この後，アラブ

や補助金等の拡充といった経済的要求，また

諸国の政治変動の波を論じる際に，
しばしば
「ツ

バーレーンやサウジアラビアでのシーア派の差

ナミ」というメタファーが用いられることにな

別・不平等待遇の撤廃，クウェートでのビドゥー

る。アラブ諸国の人々が激動の連鎖に高い関心

ン（無国籍者）への権利付与，サウジアラビア

を払い，衛星放送にくぎ付けになっていたその

での女性の自動車運転許可といった各国に固有

時に，日本の震災の映像がそれに並行して流さ

の社会的な要求など多岐にわたる⒁。

れる中で，アラブ世界の政治的な激動と，日本

2011年の春から夏にかけての社会からの権利

の未曽有の大災害は，重ねあわされてイメージ

要求・改革圧力の高まりに対して，湾岸産油国

されたのである。

はこれまでにない真剣な対応を迫られたと言え

ただし，これはあくまでも事態の展開に影響

よう。しかし各国政権の，政治的な権利要求に

を及ぼした一つの要因に過ぎない。以下に湾岸

対する回答は極めて限定的なものだった。サウ

産油国への「アラブの春」のもたらした多面的

ジアラビアでは2011年９月に，権限の弱い地方

な影響と，各国及び GCC としての対処策を見

評議会で選挙を実施し，国王による任命制の諮

ていこう。

問評議会については女性にも議員資格を認め，
2013年１月には30名の女性議員を任命した。

２．湾岸産油国への波及と反応

バーレーンでは「国民対話」を呼びかけ，大規

経済的に裕福な生活を国民に保障している湾

模デモ弾圧の際の治安部隊の暴力に関する独立

岸産油国に「アラブの春」は及ばない，まだ及

調査委員会を設立した。オマーンでは内閣改造・

んでいない，あるいは及ぶはずがないという意

一部閣僚の更迭・議会からの閣僚登用を行った。

見は当初から発せられてきたし，今でもしばし

いずれの国でも議会への立法権の付与や，議会

ば見られる。湾岸産油国が，政権が倒れるまで

による行政権の制約権限は導入していない。や

に至っていないという点のみをもってすれば，

や突出しているのはクウェートで，内閣の辞職

湾岸産油国には政治変動の波が到達しなかった

と議会解散・選挙，新首相の選出が行われ，ビ

と論じることはまったく不可能ではない。しか

ドゥーン問題にも一定の対策が示された。しか

し，
「アラブの春」をきっかけに，より広範な政

しこれは従来から一定の民主化が進み，従来か

治参加，自由な政治的意思表明，政治的結社と

ら議会での政府批判が許されていたクウェート

いった基本的権利への覚醒が生じたことは確か

での突出した事例であり，むしろ議会と政府の

だろう 。

対立の恒常化による膠着状態の弊害が近隣諸国

⑽

反政府抗議行動の勃発という形での動揺は限

の政権に認識されているようである。
「アラブの

定的である。その中で，バーレーンでは政権が

春」の政治権利の要求の高まりに直面して，各

一時崩壊の瀬戸際にまで追い込まれた 。
オマー

国は立憲君主制に体制を若干近づけるクウェー

ン，クウェート，サウジアラビアでは一定の規

トの試みに続くのではなく，むしろデモや政治

模のデモが発生した 。UAE，カタールではそ

的集会を軍・治安部隊・警察権力を動員して弾

れほど大きな反政府抗議行動は生じていない⒀。

圧し，メディア規制をさらに強化し，民主化活

しかしいずれの国でも社会からの不満と改革圧

動家を大量検挙することで対処した。
「アラブの

力が表面化している。それらは普通選挙の実施

春」が各国の社会に政治的権利要求を伝播させ

や議会権限の拡大，政治犯の釈放といった政治

たのと並行して，政権の次元では，譲歩よりも

的権利をめぐる要求，雇用や賃上げ，社会保障

弾圧が政権存続のために有効であると認識する

⑾

⑿

62

中東協力センターニュース
2013・4／5

別種の「学習効果」が伝わったと言えよう⒂。

定を国連安保理に呼びかけ，NATO軍による介

大規模な対策が実施されたのはもっぱら経済

入に道を開いた。カタールは実際に軍事制裁に

的な給付，いわゆる「ばら撒き策」だった 。サ

参加しさえした。サウジアラビアやカタールを

ウジアラビアの1,300億ドル規模に及ぶ対策は

はじめ，GCC諸国はシリアに対しても反政府派

公務員へのボーナス給付から，社会福祉の更な

への資金・武器の提供により内戦の一方の当事

る拡充・住宅取得補助・失業手当の拡大といっ

者を支援している。イエメンでは政治対話の仲

た広範なものであり，バーレーンでも規模はよ

介に入りサーレハ政権の退陣による事態収拾を

り小さいが，各個への給付金や補助金，公務員

推し進めた。

⒃

給与や年金引き上げなどが行われた。

第二の「ダブル・スタンダード」は体制の相

また，バーレーンとオマーンに対して，GCC

違に関するもので，君主制の国と共和制の国に

諸国として合計200億ドルの金融支援を行うな

対する対処策の違いである。GCC 諸国はリビ

ど，サウジアラビアなど GCC 諸国内のより富

ア・シリア・イエメンなど共和制の国では反政

裕な国から，資金力に限りのある国に資金を融

府派を支援しながら，君主制のヨルダンとモロ

通してばら撒き策を助けた⒄。GCC 諸国は金融

ッコでは王権側を支持して，経済的ばら撒き策

支援を皮切りに湾岸地域内での結束を固め，ア

を下支えする金融支援の手を差し伸べるだけで

ラブ世界あるいは中東北アフリカの地域内での

なく，一時は GCC への加盟すら提案した。

存在感を強め，
国際的な発言力を増していった。

そして第三が宗派の相違に関するものであ

すなわち，ペルシア湾岸の対岸のイランとは対

り，スンナ派とシーア派の間の分断を強調し，

峙姿勢を強め，より広いアラブ域内では反政府

そこに対立構図を設定して敵と味方を峻別し

抗議行動への支援や介入を積極的に行い，国連

た。サウジアラビアやバーレーンの国内のシー

など国際的な場への発信も盛んに行っていった

ア派を中心とした改革要求や反政府的な動きに

のである。

ついては，それを正当な国民の要求とは認めず，
宗派主義による国家と国民社会の分裂・分離主

３．三つの「ダブル・スタンダード」

義として封殺した。さらにこれらのシーア派住

国内での限定的な政治改革と大規模な経済対

民の政治活動がイランによって支援されている

策，中東域内での反政府派の支援，イランとの

と断定し，ペルシア湾岸を挟んでサウジアラビ

対峙や国際社会への発信といった多岐にわたる

アとイランの覇権争いが戦われるものとする大

湾岸産油国の対処策は，コロンボの整理の仕方

きな構図を示して対峙姿勢を鮮明にした。シリ

によれば，三つの「ダブル・スタンダード」に

アの反政府派への支援もまた，アサド政権側を

特徴づけられる 。第一の「ダブル・スタンダー

支援するイランやレバノンのヒズブッラーとい

ド」は地理的なもので，GCCの域内と域外での

うシーア派勢力に対抗する，スンナ派勢力への

対処策の違いである。GCC域内では「アラブの

肩入れという構図で理解されるようになってい

春」を脅威とみなし，国内の政治改革は限定的

った。

⒅

に留め，バーレーンに対しては軍事的な介入を
４．帰結と代償，将来展望

一致して行った。対照的に GCC 域外のアラブ
諸国に対しては，特定の反政府抗議行動を選択

このような一見相互に矛盾する要素も含む国

して支援し，政権の動揺と崩壊を促進しさえし

内・国際的対処策によって，湾岸産油国は当面

た。リビアに対しては GCC は飛行禁止空域設

は「アラブの春」の衝撃を乗り切った。一連の
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改革要求と対処策の結果，この地域にどのよう

とカタールの相違であり，様々な反政府勢力や，

な帰結がもたらされたのだろうか。これによっ

新体制移行期の諸勢力のいずれを支援するか，

て湾岸地域の秩序やより広い中東地域の中での

その手法はといった点で両国には相違がみられ

立場はどう変わったのだろうか。このような形

る。

での各国の政権の持続には，中長期的にどのよ

GCC諸国が国内向けに，また域内の金融支援

うな代償が伴うと考えられるのだろうか。

に投入した資金は当然のことながら，各国に大

「アラブの春」の帰結としては，GCC 諸国の

きな経済的負担を強いており，2011年９月段階

協調・一体化が進み，中東域内の国際政治にお

の試算でも，経済的ばら撒きに要する費用は合

ける存在感・影響力が向上した点が挙げられる

わせて約1,500億ドルと見積もられていた。ただ

だろう 。
「アラブの春」への一致・強調した対

し内戦中のリビアでの石油輸出の激減や中東情

処の過程で GCC の地域機構としての一体性や

勢の全般的な不安定への不安といった要素か

主体性は以前に増して明らかとなった。リビア

ら，石油の国際市場の価格が高止まりし，湾岸

⒆

では国際的な軍事介入をもたらし，シリアのア

産油国の財政を助けた。結果的に湾岸産油国は

サド政権の国際的孤立化を推進し，イエメンの

「アラブの春」による経済的負担を，「アラブの

サーレハ政権の退陣をもたらしたが，いずれの

春」による石油価格上昇によって相殺した形に

場面においても，GCC諸国が一致して主導権を

なった。

発揮することで，国際的な介入・仲介に正統性

しかし中長期的には，湾岸産油国が国内外で

が付与したことが，事態の進展を方向づける大

採用した対処策には重大な副作用が伴いかねな

きな要因だった。

い。これらは湾岸産油国が近年に試みてきた経

また，GCC諸国の体制が大規模な動揺や崩壊

済・産業構造の転換に直接的に逆行する面があ

を避け得たというその事実そのものが，中東域

るからだ。公務員の雇用拡大，現金給付の積み

内における GCC 諸国の存在感と影響力を上昇

増し，失業手当の拡充といった手厚い施策は勤

させることになった。その中で，サウジアラビ

労意欲を削ぎ，公共セクターによる過剰雇用を

アの地域大国としての指導性が高まったと言え

拡大する。サウジアラビアの場合これは外資と

よう。各国の政権崩壊や持続の過程に，サウジ

技術の導入や，外国人労働者に頼らない経済社

アラビアを中心に GCC がまとまって介入・関

会を目指す経済の多角化・サウジ人化政策の進

与することで正統性や影響力を増すと共に，新

展を阻害するだろう。各種補助金の継続・拡大

体制への移行期に欠かせない資金供与によっ

は，省エネルギーや代替エネルギーの導入政策

て，ネガティブな余波を GCC 地域に及ぼさな

と逆行し，脱石油の経済構造転換を遅らせるだ

いことを主眼とした影響力の行使が可能になっ

ろう。

た 。またカタールは活発な仲介外交を
「アラブ

また，石油価格の上昇によって大規模な国家

の春」以前から繰り広げてきたが ，リビアやシ

予算が可能になったものの，これはいったん石

リアでの内戦に際しては一方の当事者に強く肩

油価格が低下に向かった際に，深刻な財政危機

入れする，従来の中立的路線から大きく踏み出

をもたらしかねない。当面の反政府活動の沈静

す動きをしばしば行った 。

化が豊富な経済的利益の提供に支えられたもの

⒇





ただし GCC 諸国が完全に一致しているわけ

であるならば，それは即座に政治危機につなが

ではなく，常に足並みがそろっているわけでも

る。

ない。しばしば表面化するのがサウジアラビア

また，問題の構図を「スンナ派対シーア派」
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「サウジアラビア対イラン」
であると主張してい

論を受けて，アラブの君主制国家はなぜ安定し

く戦略にも危険な側面がある。バーレーンの反

ているのか？という問題について諸説を検討し

政府抗議行動にイランの関与を伺わせる証拠は

ます）

独立調査委員会の報告書でも発見されていない
（注）

ように，この主張の根拠は明確ではない。宣伝
戦を含めた広い意味での対 GCC の工作をイラ

⑴ 池内恵「「本丸」サウジアラビアは３・11デ

ンの一部の機関が行っていないはずはないだろ

モ計画を食い止められるか──サウド家支配

うが，それが GCC 諸国への「アラブの春」の

体制の正念場」《中東

波及の主因であるとする根拠は明らかではな

74》
『フォーサイト』2011年３月３日（http://

い。
湾岸産油国があえて問題を
「スンナ派対シー

www.fsight.jp/10290）

危機の震源を読む

ア派」と規定して対処していくことは，国内の

⑵ Sue Lloyd Roberts,“Saudi Arabia Show of

反対勢力の正統性を削ぐ効果があり，イランを

Force Stifles‘Day of Rage’Protests,”BBC

敵視するイスラエルや米国などの明示的あるい

Newsnight, 11 March, 2011（http://news.bbc.

は暗黙の支持を得るためにも有効だろう。しか

c o . u k / 2 / h i / p r o g r a m m e s / n e w s n i g h t /

し，それによって国内のシーア派を一掃孤立さ

9422550.stm）.

せ，非妥協的にしていくと共に，イラクからク

⑶ Ethan Bronner and Michelle Slackman,

ウェートを伝ってサウジアラビア，バーレーン

“Saudi Troops Enter Bahrain to Help Put

へと続く一帯に居住するアラブのシーア派に被

Down Unrest,”New York Times , 14 March

害者としての連帯意識を醸成し，団結を促進し

2011（http://www.nytimes.com/2011/03/15/

かねない。国内のシーア派を敵視し，国外勢力

w o r l d / m i d d l e e a s t / 1 5 b a h r a i n . h t m l ?

に動かされたものとして疎外していくことで，

pagewanted=all）.

将来により大きな問題としてシーア派問題を引

⑷ デモの弾圧に際しての人権侵害をめぐる

き起こしかねない点が危惧される。

バーレーン独立調査委員会（BICI）の報告書
は，Bahrain Independent Commission of In-

「アラブの春」の勃発から２年を経たが，ペル

quiry, Report of the Bahrain Independent

シア湾岸のアラブ産油国はどうにかその衝撃を

Commission of Inquiry , Manama, 23 Novem-

乗り切ってきた。しかしこれが恒久的なものと

ber 2011（http://www.bici.org.bh/BICIre

言えるのかどうかは更なる検討を必要とする。

portEN.pdf）.

湾岸産油国の政治体制は，民主化を回避しなが

⑸ Marc Lynch,“When the Empire Struck

らも政権を維持する何らかの要因を秘めている

Back,”
Foreign Policy（Blog）,March 12, 2012.

のだろうか。あるいはこれらの安定は経済的・

⑹ サウジアラビアのバーレーン介入から２周

戦略的諸条件に恵まれた一時的なものに過ぎな

年を期した今年の３月14日にもデモが生じて

いのだろうか。こういった点を次号で考察して

おり，負傷者が出ている。
“Dozens Injured as

いきたい。

Violence Flares in Bahrain,”BBC News
（website）,（http://www.bbc.co.uk/news/

（この連載は昨年６/７月号に，全３回完結の予

world-middle-east-21790808）.

定で始まりましたが，ご要望に応えて今年度も

⑺ 池内恵「震災・原発事故報道のさなか，中

続けていくことになりました。次回は今回の議

東で何が起こっていたか」
《中東
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を読む

75》
『フォーサイト』2011年３月25日

Papers, Carnegie Endowment for International Peace, February 2013（http://carnegi

（http://www.fsight.jp/10351）
⑻ 実際に放映されたニュース映像そのままで

eendowment.org/files/bahrain_impasse.pdf）.

はなく，この時期の湾岸系メディアの報道姿

⑿ Shafeeq Ghabra,“The Arab Revolutions：

勢を部分的に示すものに過ぎないが，ウェブ

A Second Independence,”in Silvia Colombo,

上の以下の記事などが参考になる。
“Saudi

Kristian Coates-Ulrichsen, Shafeeq Ghabra,

Soldiers Sent Into Bahrain,”Al-Jazeera（Eng-

Shadi Hamid, Eman Ragab, The GCC in the

lish website）
, 15 March, 2011（http://www.

Mediterranean in Light of the Arab Spring ,

aljazeera.com/news/middleeast/2011/03/

Mediterranean Paper Series 2012, The Ger-

2011314124928850647.html）.

man Marshall Fund of the United States,

⑼ 筆者は2011年３月11日からエジプトを拠点

2012（http://www.brookings.edu/~/media/

に現地調査を開始しており，アラブ・メディ

research/files/articles/2012/12/us%20gcc%

アの変化を，震災・原発事故報道との関連に

20arab%20spring%20hamid/mediterranean

着目しながら観察していた。

%20paper%20series%20december%202012）
；

⑽ Toby Jones,“Embracing Crisis in the

Stéphane Lacroix,“Is Saudi Arabia Im-

Gulf,”Middle East Report Vol.42, Fall 2012.

mune?”Journal of Democracy Vol.22, Num.4,
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October 2011, pp.48－59.

Middle East（III）：The Bahrain Revolt , In-
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the Arab Spring on GCC States,”Research

North Africa Report No.105, 6 April, 2011

Paper, Arab Center for Research & Policy
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20Bahrain%20Revolt.pdf）
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