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新生（と言うほどではないですが）「中東フリーランサー報告」シリーズの開始早々、タイトルを間

違えてしまい汗顔の至りです。発信を急いだ理由は米大統領選の前に出したかったからです。そ

の結果いくつか間違った記述をしてしまい、読者からご指摘を頂きましたので、後段で訂正します。 

 

小生は、トランプがもし敗れた場合、逆上して「焦土作戦」に出るのではと危惧していました。トラ

ンプは来年 1 月 20 日の大統領就任式までは純然たる合衆国大統領です。正式に大統領権限を

有している訳で、その間にとんでもない大統領命令を乱発する可能性があります。実際オバマ前

大統領も 1 月 17 日まで大統領令を乱発していたのですから、トランプも黙っているはずはないで

しょう。本日（29 日）現在、トランプの抵抗はだいぶ下火になったように見えますが、今後バイデン

の政策が見えた時点で何をしでかすだろう、と今も心配しています。 

 

トランプが選挙の不正を絶叫しつつも 4 年後の返り咲きを仄めかすのは、ゴールポストを動か

すようなものですが、しかし彼の気持ちを忖度すれば、ある意味理解できます。トランプの思考様

式は、退くことを知らない破滅型経営者と似ています。2024 年の復活の為には、バイデン政権は

失敗させなければならない。次期政権の前途をとことん焼き尽くし、バイデンでは修復不能だが、

トランプなら「臆面もない前言撤回」で回復できる（だろう）状況を作り出すのが、彼の「復活戦略」

ではないでしょうか。 

 

小生は米国政治には疎く、上記は暴論かも知れませんが、この危惧を裏付けるようなトランプ

の行動が早くも報じられているだけに、中東ウォッチャーとして、つい敏感にならざるを得ません。 

 

１． 残り 2か月でどこまで壊す気かトランプ大統領？ 

11 月 16 日の NYT 紙は、その前週（12 日）に IAEA がイラン濃縮ウラン蓄積量の増加を報告し

たことから、トランプ大統領が、イランの核開発施設に対し、数週間以内に手を下す（＝攻撃する）

選択肢がないかを、直近の補佐官達すなわち、ペンス副大統領、ポンペオ国務長官、ミラー国防
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長官代行（エスパー長官は既に「ツィート解任」済み）、マーク・ミリー統合参謀本部議長等に質し

たところ、逆に思いとどまるよう説得された（dissuaded）と報じました。IAEA 報告では、イランの低

濃縮ウラン貯蔵量は 2015年の核合意で定められた上限値 202.8kgの 12倍の 2442.9kgに達して

おり、理論的には核兵器 2 発分と言われます。しかし直ちに核弾頭の製造が可能な訳ではなく、

またウラン濃縮の進退は米国のイラン核合意（JCPOA）への復帰次第、と言うのがイランの立場

です（「西側がぐずぐずしているからこんなに溜まっちゃったじゃないの！」の姿勢）。イラン政府の

アリ・ラビエイ報道官は直ちに、「イラン国家へのいかなる行動も、圧倒的な反応で確実に押しつ

ぶされるだろう」と反発しましたが、イラン政府が「トランプの殺気」を感じたのか、それともいつもの

こまめな口先反撃なのか、この点は今後の情勢次第です。 

https://www.nytimes.com/2020/11/16/us/politics/trump-iran-nuclear.html 

 

一方、11月 8日の米 AXIOS紙（ギリシャ語で「価値ある」との意味だそうです）は、イスラエル筋

の情報として、トランプ政権が来年 1 月 20 日に向け、毎週のように「イラン制裁の奔流」を発動す

べく、イスラエルと調整中だと報じました。今月 8 日には米国の対イラン責任者エリオット・エイブラ

ムズがイスラエルを訪問し、ネタニヤフ首相、ガンツ国防相、アシュケナジ外相と協議の後、アブ

ダビとサウジアラビアに向かいました。その内容は公表されていませんが、イスラエル筋によれば、

バイデン新政権が JCPOA に復帰してしまえば効力が消えてしまう核関係の追加制裁ではなく、

弾道ミサイル、テロ国家支援、人権侵害等々、民主党も否定しにくいテーマに的を絞った制裁を、

1 月 20 日まで毎週のように波状発動すると言う、極めて偏執的なもののようです。おそらくそれぞ

れの制裁を複雑に絡め、バイデンの JCPOA 復帰を台無しにす

る狙いでしょう。もっとも「1 月 20 日まで」と言っていることは、トラ

ンプ政権が政権移管を覚悟した証とも言えますが、米政府は具

体的コメントをしていません。 

https://www.axios.com/trump-administration-iran-sanctions-

january-3951f776-09c9-4e55-b0f5-4a9c80e9e974.html 

 

そして 11 月 18 日には、ポンペオ国務長官がバハレーンのザ

ヤーニ外相と共にイスラエルを電撃訪問しました。ネタニヤフ首

相邸前で 3 人並んでの「国交正常化ショー」を演出し、イスラエ

ル・バハレーン両国は大使館開設に合意しました。その翌日に

は、ポンペオ国務長官は西岸入植地とゴラン高原を米政府要人

として初めて訪問し、米国務省としてこれらの入植および占領を

「国際法に準拠する」と認定し、従来の国務省公式見解をひっく

り返しました。また入植活動に反対する BDS 運動（西欧版イスラ

エルボイコット）を反ユダヤ主義であると非難し、それに同調する

組織への制裁発動を匂わせ、ネタニヤフ首相を歓喜させました。

https://www.nytimes.com/2020/11/16/us/politics/trump-iran-nuclear.html
https://www.axios.com/trump-administration-iran-sanctions-january-3951f776-09c9-4e55-b0f5-4a9c80e9e974.html
https://www.axios.com/trump-administration-iran-sanctions-january-3951f776-09c9-4e55-b0f5-4a9c80e9e974.html
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前頁右図は BBC 記事に掲載された西岸入植地の現状です。一見パレスチナ支配地（茶色）が多

いようですが、美味しいところはイスラエル（紫色）が押さえており、既に 60 万人のイスラエル人が

移り住んでいます。その美味しい地域は「入植地」の名が示すとおり、イスラエル人が一から築き

上げた成果であり、パレスチナ人では到底できなかったもの、と言うのがイスラエルの主張ですが、

日韓併合前後の朝鮮の市街の画期的変容をもって日本の開発貢献を主張するのと一脈通じる話

で、所詮植民地の地元民の現実はいずこも同じです。 

https://www.nytimes.com/2020/11/18/world/middleeast/airstrikes-israel-syria-iran.html 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-54999008 

 

ポンペオ国務長官の一連の動きは、政権交代前に滑り込みの既成事実化ですが、今後バイデ

ン政権がこれらをどこまでひっくり返すのか、この点は微妙です（例えばエルサレムの米大使館を

元に戻す気は無さそうです）。ただ入植地の公式承認は、イスラエルの入植活動を裏保証したの

と同じで、入植活動停止をイスラエルとの国交正常化の大義名分とした UAEの立場（特にMbZア

ブダビ皇太子）を危うくするものですし、サウジアラビアのイスラエル傾斜を阻害しかねません。 

https://www.nytimes.com/2020/11/18/world/middleeast/airstrikes-israel-syria-iran.html 

https://www.arabianbusiness.com/politics-economics/455189-uae-halts-new-visas-for-

citizens-of-13-mostly-muslim-countries-reports 

 

実際、サウジアラビアが議長の今年の G20会議が、20～21日にわたりオンラインで開催されま

した（サウジ側のオンライン会場が男女同席であったのが印象的）が、サウジ外相のファイサル・

ビン・ファルハン王子は、米仲介によるイスラエルとアラブ諸国の国交正常化の流れを評価しつつ

も、「（2002 年のサウジ提案のとおり）1967 年時国境線（下図右から 2 番目）でのパレスチナ国家

創設達成まで、サウジアラビアはイスラ

エルとの国交正常化を行わない。」と明

言し、「バイデン新政権とはうまくやれる

だろう。」とか「政権移管に関わる域内

の新たな脅威の存在は認識しない。」と

かの発言は、なにやらトランプ政権への

お別れ挨拶のようにも響きました。これ

もアラブ流のしたたかな商売センスなの

か、トランプの動きに西側が一喜一憂す

る中、最も冷静な評価と言えるかも知れ

ません。 

https://www.i24news.tv/en/news/international/middle-east/1606043445-saudi-fm-says-no-

normalization-with-israel-until-creation-of-palestinian-state 

 

https://www.nytimes.com/2020/11/18/world/middleeast/airstrikes-israel-syria-iran.html
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-54999008
https://www.nytimes.com/2020/11/18/world/middleeast/airstrikes-israel-syria-iran.html
https://www.arabianbusiness.com/politics-economics/455189-uae-halts-new-visas-for-citizens-of-13-mostly-muslim-countries-reports
https://www.arabianbusiness.com/politics-economics/455189-uae-halts-new-visas-for-citizens-of-13-mostly-muslim-countries-reports
https://www.i24news.tv/en/news/international/middle-east/1606043445-saudi-fm-says-no-normalization-with-israel-until-creation-of-palestinian-state
https://www.i24news.tv/en/news/international/middle-east/1606043445-saudi-fm-says-no-normalization-with-israel-until-creation-of-palestinian-state
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２． 「NEOM極秘会談」の意味するもの 

さて、ポンペオ国務長官がイスラエルからサウジに移動した後を追って、ネタニヤフ首相が専用

ジェットでサウジ北西部の NEOMシティーに飛び、MbS皇太子と秘密面談を行ったとの報道が、イ

スラエル側からリークされました。ポンペオ長官の同席は不明ですが、仲介役であったことは明ら

かです。ネタニヤフ首相には例のコーヘンモサド長官も同行した由ですので、一昨年来オマーン

→UAE→バハレーンと続いた一連の「モサド外交」が、漸く本丸に近づいた感じです。しかしサウジ

外務省はこの会談の事実を否定し、G20 でのサウジの対イスラエル姿勢も上述のようなもので、

開催前に噂されたサルマン国王から MbS 皇太子への生前譲位の電撃発表もありませんでした。

トランプ・ネタニヤフ・MbSの「反イラン」トリオは、結局この程度で湿ってしまうのでしょうか・・・。 

 

ただし、かかる国際政治の舞台に NEOM が登場したのは印象的でした。本シリーズの読者に

はご案内の通り、NEOMは 2017年のサウジの Future Investment Initiative（FII）で鳴り物入りで発

表された 5000億ドルの未来型フリーゾーン開発計画で、当時華々しくデビューしたMbS皇太子の

革新性を象徴する大プロジェクトです。FII 会場では孫 SBG 会長が大いに持ち上げ、大型太陽光

発電所への投資を宣言する中で、「私

は殿下に太陽をプレゼントする。」など

と述べて、MbS 皇太子が歯を剥きだし

て喜色を爆発させた姿がつい昨日のよ

うに思い出されます。しかしその後の世

界経済の不振から NEOM の進捗も今

一つで、立派な公式サイトはあるもの

の、その中身は具体性に欠けます。 

https://www.neom.com/en-us/ 

 

ただし、NEOM計画には発表直後からユニークな戦略構想を感じていました。NEOM地区（上図

赤枠内）はサウジアラビア北西端の辺境ですが、エジプト、ヨルダンと隣接し、さらにイスラエルの

紅海側出口であるチラン海峡を扼する位置にあるからです。現に 2018 年 8 月、MbS 皇太子に引

率されたサルマン国王がシシエジプト大統領と NEOM で会談し、エジプトに加えヨルダンも含む

「拡大 NEOM 構想」に合意しました。そこに挟まれる形なのがイスラエルです。「国境を越えたフリ

ーゾーン」と言う、既存の法制度、外交関係を乗り越えた新経済地域にイスラエルが実質的に参

画し、これがサウジアラビアとの国交樹立の橋頭保となり（エジプト、ヨルダンは既に国交樹立済

み）、イスラエルの先端技術とサウジアラビアの資金力が融合して近未来都市の実現を加速し、

エジプト、ヨルダンは NEOM を通じて経済効果を享受するなどすれば、サウジアラビアのアラブ域

内（サウジ軸）のリーダーシップ発揮の拠点になり得ます。従って、最近のイスラエル・GCC接近は、

トランプ政権下ならではの色彩はあるものの、唐突感はありません。むしろ MbS とネタニヤフが何

をしゃべったかよりも、NEOM で会談したと言う事実の方が重要なのではないかと思い、過去の経

https://www.neom.com/en-us/
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緯をご紹介した次第です。今後の NEOMの動向（特に外資の接近）に注目したいと思います。 

https://www.egypttoday.com/Article/1/56096/NEOM-A-new-channel-for-Egyptian-Saudi-

cooperation 

 

３． イラン弾道ミサイルとサウジ原発 

さて、イラン弾道ミサイル開発に対する米国の反撥は、共和党だけでなく民主党にも共有される

ものです。これが JCPOA のテーマに含まれなかったのは、オバマ政権が政権末期に JCPOA 成

立を急いだためで、これこそイランにとっての最大の成果だったとイラン人識者から聞いたことが

あります。すなわち、イランにとって核開発（イラン政府は認めていないが）は米国との交渉材料に

過ぎず、守るべきは弾道ミサイル開発だったと言う訳です。 

 

確かに、イランには核兵器製造の技術力はあるものの、実現の可能性は疑問です。むしろこれ

が、サウジアラビアが原発導入に当たって核兵器製造のオプションを放棄しない名分となり、西側

諸国にとって、サウジ原発へのアプローチが遠のくことになっているのではないでしょうか。イスラ

エルもサウジの核は同意しません。逆に言えば、イラン核開発の阻止は、サウジアラビアに核兵

器オプションを放棄させ、原発売り込みの道を広げることに繋がると言えるのではないでしょうか。 

 

サウジアラビアの原発計画は GCC が原発に目覚めた 2006 年まで遡ります。その後、仏、韓、

日・米、露、中の各国のアプローチが入り乱れる中、全体構想は 2040 年までベタ遅れしています。

現在導入を検討している原発は合計容量で 17GW、これで 2040 年時点の予想電力需要の 15%を

賄うとしていますが、いずれにせよ原発実現には、米国との握りが不可欠です。米国としては、グ

ローバルな核拡散防止に加えて、イスラエルの安全保障上の考慮（アラブに核を持たせない）も

必要となります。この点サウジアラビアの現状は IAEAとの核拡散防止に関する取り決めも中途半

端で、キングアブドラ科学技術都市（KACST）に建設中の 30KW実験炉ですら、供給国のアルゼン

チンが、燃料棒装填開始までに IAEAとサウジアラビア間の核拡散防止に関するさらなる取り決め

が必要であると IAEA に進言している始末です。ただ今年 9 月に入り、IAEA のグロッシ事務局長

は、サウジアラビアの原発開発に必要な支援を与えるとの前向きの発言をしました。昨今の中国

のサウジアラビアへのアプローチに対する米国の反応を反映しているのかどうか、もう少し様子を

見る必要がありそうです。 

https://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/saudi-

arabia.aspx 

Saudi Arabia Advances Nuclear Power Agenda | OilPrice.com 

 

 一方弾道ミサイル開発について、イランは防衛目的に専心し、射程 2000 ㎞以上の弾道ミサイル

は作らないと宣言しています。ただ半径 2000 ㎞（ミサイルは戻って来る必要は無いので）と言うの

は防衛目的の度を越しており、とてもではないがアラブは勿論、西側諸国の同意も得られるもの

https://www.egypttoday.com/Article/1/56096/NEOM-A-new-channel-for-Egyptian-Saudi-cooperation
https://www.egypttoday.com/Article/1/56096/NEOM-A-new-channel-for-Egyptian-Saudi-cooperation
https://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/saudi-arabia.aspx
https://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/saudi-arabia.aspx
https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Saudi-Arabia-Advances-Nuclear-Power-Agenda.html
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ではありません（右図アルジャジーラ記事参照）。防衛目

的ならば、射程 800 ㎞の Qiam-1（イエメンからサウジへ

のミサイル攻撃で多用された）で十分かと思います。た

だイランの意図がイスラエルのリーチを遮断すると言うこ

とからすれば、昨今のイスラエル・アラブ諸国の関係深

化は、アラビア半島にイスラエルの進出を可能にし得る

もので、イランの懸念を高めるものではあります。 

https://ifpnews.com/iran-unveils-khorramshahr-

ballistic-missile-2000km-range 

 

 ただし、弾道ミサイルの本来の用途は、大量破壊兵器

（核弾頭など）を搭載して大規模地域破壊を行うことであ

り、核弾頭が無ければ、飛んで来ることは怖いものの（小生もイラク戦争で経験）、その効果は破

滅的ではありません。むしろ、ピンポイントの精密爆撃

と言う点では、巡航ミサイルやドローンの方がはるか

に効果的です。昨年 9 月のサウジアラムコの爆撃で

は、タンク 4基がそれぞれ同じ方角からドローンで穴を

あけられましたが、その際弾道ミサイルは、むしろサウ

ジ防空システムに対する陽動作戦に使われたことを思

い起こすべきでしょう（右写真）。また最近のナゴルノ・

カラバフ紛争でアルメニアがアゼルバイジャンに一敗

地にまみれましたが、これはトルコからアゼルバイジャンに提供されたドローン攻撃機がアルメニ

アの戦車部隊を精密爆撃した効果が甚大だったからです。（トルコのドローンがアゼルバイジャン

を助けたことに対し、同国と対立するイランがどのような反応を示すかも要注目。） 

 

 暴論かも知れませんが、今や核兵器は政治手段であって、それも米国相手ではないでしょうか。

「核の傘」は使わないことが世の中の本音で、北朝鮮の核開発も、実質放置されています。「貧者

の核兵器」と言うと、生物化学兵器を指しましたが、今や核兵器自体が貧者の外交資産のように

見えます。北朝鮮もイランも、核兵器開発は、米国の目を向けさせるための手段でしかないので

は。つまり、北朝鮮もイランも、米国でなければ解決できない課題があると言う点で、米国は軍事

覇権を維持できるのです。その意味では「核廃絶条約」の趣旨は崇高ですが、所詮観念的な議論

の範囲を出ていないと言うか、実質的な役には立たないと感じるのは小生だけでしょうか。尤も、

そんな認識で核拡散の議論が緩んでは困るのがイスラエルで、ネタニヤフ首相は米国の JCPOA

復帰をしきりと牽制しています。28 日、イランの核開発責任者がテヘラン郊外で暗殺され、イスラ

エルの関与が疑われていますが、これも核開発阻止と言うよりは、政治的緊張悪化を狙ったよう

に思えます。核開発にリーダーは必要ですが、一人では実現できません。「イランの核開発の実

https://ifpnews.com/iran-unveils-khorramshahr-ballistic-missile-2000km-range
https://ifpnews.com/iran-unveils-khorramshahr-ballistic-missile-2000km-range
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情を一番知っているのはイスラエルだ。」と聞いたのは、イラン戦略研究所での会合の席でした。 

 

４． 東地中海ガス資源問題（訂正とお詫び）  

さて、前号の東地中海ガス資源争奪戦に関し、トルコが右図①✖鉱区に探査船を派遣したとお

伝えしましたが、これは 2 年前に ENI/TOTAL 合同鉱区のブロッ

ク６（✖鉱区）で掘削船「Saipem12000」が探鉱の後、ブロック３（✖

鉱区）に移動しようとしたのを、トルコ海軍が出張って阻止した事

件と混同してしまいました。実際は下左図②のとおり、今回の探

鉱はキプロスの西側で、ギリシャが主張する排他的海域（EEZ）と

重なる部分です。読者のご指摘により、間違いに気が付きまし

た。お詫びと共に訂正しますが、今後もこのようなご指摘を頂くと

大変助かります。この場を借りて御礼申し上げます。 

 

上右図のとおり、東地中海のエネルギー資源は地中海東岸のレバント諸国沖合が中心で、今

回のトルコの行動は、ギリシャへの牽制を視野に入れての、多分に政治的要素が強いと言えます。

これは近年エルドアンが傾倒しつつある「蒼い祖国運動」と関連がありそうです。同運動はトルコ

の国粋派海軍士官の構想ですが、今や国政レベルに昇格しつつあり、トルコ海軍の演習もこの海

域内で行われています。その線引き内（図③）にはギリシャ島嶼がごっそり入っていて、まさに南シ

ナ海の中国海軍膨張と同じく、危険が一杯の構想です。 

 

ちなみにトルコの探査船「オルチ・レイス」（次頁写真）が問題の海域でとぐろを巻いていた時期

は、98 年前の希土戦争（トルコ独立戦争）末期、ムスタファ・ケマル率いる新トルコ軍が、ギリシャ

勢力の拠点イズミールからギリシャ軍を駆逐した、決定的「大攻勢（Great Offensive）」の期間に重

なります（次頁右図はトルコ軍のイズミール入城。ギリシャ人は追放され、逃げ遅れたギリシャ兵

は殺戮された。沖合に逃げたギリシャ人 800 人余を、日本の大連東和汽船の「東慶丸」が、積み

荷を捨ててまでして助け上げた。エルトゥールル号事件ではトルコ人を助け、ここではギリシャ人を

助けたと言う話が伝わっている由。日本人の義侠心と言うべきか、美談ではあります。）。  

https://www.arabnews.jp/article/middle-east/article_26612/  

✖ 

✖ 

①  

②  ③  

https://www.arabnews.jp/article/middle-east/article_26612/
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５． 次号に向けて 

 イスラエル・GCC接近（アブラハム合意）は、立場の違いでまったく正反対の評価となっていま

す。ネタニヤフ・MbS会談を、アラブメディアは公然の秘密として扱い、非難のオンパレードです。

「ネタニヤフの狙いはイスラム世界の分断・弱化であり、MbSはこれに乗っかっているだけ。今後

バイデン政権が方針を変えるであろうことを考えると、米大統領選のルーザーはこの 3人だ。」

と、ヒステリックに極言していると、Saudi24news.comは報じています。 

https://finance.yahoo.com/news/netanyahu-visited-saudi-arabia-secret-095329205.html 

https://www.saudi24news.com/2020/11/netanyahus-alleged-visit-to-saudi-arabia-between-

discretion-and-logic-in-arab-newspapers.html 

 

 一方今月９～11日にエミレーツ・ポリシー・センターが開催した「第 7回アブダビ戦略討論会

（ADSD）」では「世界新秩序の超現実を解読する」との触れ込みで、コロナ禍、米大統領選と共

に、UAE・イスラエル国交正常化（アブラハム合意）について議論されました。UAEの舌鋒はガル

ガッシュ外務担当国務大臣で、米国からは対イラン責任者だったブライアン・フック大統領顧問（ア

ブラハム合意担当）、カプチャン・ユーラシアグループ会長やフォンテイン CNAS会長等、イスラエ

ルからはウシュピズ外務省審議官、ヤドリン・テルアビブ大学エグゼクティブディレクター等々、ま

さに「反イラン連合」が結集し、「アブラハム合意によるルーザーはイランとトルコの『抵抗軸』だ」と

鬨の声を上げましたが、今後の課題は如何に早くパレスチナを対話に参加させるかだと言う点が

指摘されるに及び、アブラハム合意の弱点（矛盾）が浮き上がった感じでした。 

 

 バイデン新政権誕生を前に、中東では自国にとって「都合の良い既成事実」を積み重ねてバイ

デン新大統領に突き付けると言う試みが、今後ますます過激の度を加えるでしょう。同時に域内

の不協和音も浮上してくると思います。UAEはアブラハム合意ですっかりルビコン川を渡った雰囲

気ですが、川の無い国が背水の陣の意味を分かるのかどうか。18日に UAEは、突如 13か国の

入国ビザ発給停止を発表しました。これらの国々はイエメン、シリア、イラク、リビア、アフガニスタ

ン、パキスタン、ソマリア、レバノン、ケニア、チュニジア、アルジェリア、トルコ、イランの各国で、ア

ブラハム合意に批判的な国々が中心です。ビザ発給停止の具体的な理由は公表されていません

が、その数日前の ADSDでは「トルコ・パキスタン枢軸」が反イスラエル勢力として糾弾されたば

https://finance.yahoo.com/news/netanyahu-visited-saudi-arabia-secret-095329205.html
https://www.saudi24news.com/2020/11/netanyahus-alleged-visit-to-saudi-arabia-between-discretion-and-logic-in-arab-newspapers.html
https://www.saudi24news.com/2020/11/netanyahus-alleged-visit-to-saudi-arabia-between-discretion-and-logic-in-arab-newspapers.html


9 

 

かりでした。突然の発表にパキスタンは困惑し、「排除された」と反発していますし、今後 UAE人

口の 12.5%を占める 150万人のパキスタン人の処遇がどうなるのか、軍内部にもパキスタン出身

者が多いだけに、エミラティより数の多いパキスタン居住者の今後の動静は要注目です。 

 

こうしたイスラエル・GCC接近加速の背景には、米大統領選で浮き上がった、中東にとっての

米国の存在の大きさがあります。一方 GCCの経済情勢動向も関係しているはずです。そこで昨

今の経済状況を、先日行われたドバイ国営 ICDの社債発行の目論見書で分析しようと思いまし

たが時間切れとなり、ADSDの議論の内容分析とともに、次号でご報告することと致します。 

 

以上 


