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鏡　　　　　武

現代中国の発展に関する分析ノート

１．世界の思潮と中国の位置づけ

近年の世界は３つの思想的な潮流に支配さ
れ、それらの強い影響の下に変化しつつあると
見られている。その第一は自由民主主義の思潮
であり、第二がイスラム主義、そして第三が残
存共産主義である。これら思潮の各々は、世界
の様々な地域や国々の政治、経済などの基本政
策やあり方を規定し、支えている。しかも、こ
れら思潮の本質として、それを基本的な制度的
枠組みにしている国家や組織体が、その普及や
拡大を意識する、しないにかかわらず、思潮自
体が持つ拡大エネルギーによって、ソフトパ
ワーや商業取引その他、さまざまな間接、直接
の媒体や手段を通じて広がっていく性質を示し
てきた。

（1）即ち、各思潮は生き物のように、それぞ
れ相手の脆弱な部分や亀裂を狙って、相互に浸
透し合い、浸食し合ってきた。この３つの思潮
のうち、第一の自由民主主義は、基本的には18
世紀のヨーロッパで生まれ、その歴史において
多くの闘いを経験し、血を流してきた。現代に
おいても、もっとも強靭で浸透力のある思潮と
いうことが可能であり、その影響力を世界の多
くの国や地域に及ぼしている。
（2）第二のイスラム主義は、近年顕著な台頭

を見せつつあると見られている。その背景とし
て、イスラム教の中心的な母胎であるアラブ民
族が支えてきたアラブ民族主義に退潮が見られ

てきたことがある。即ち、アラブ民族は、積年
のアラブ・イスラエル紛争の過程でその勢力を
大きく喪失し、民族として近代化へも乗り遅れ
るといった理由などにより、彼らの民族主義が
大きく弱体化したと見られている。イスラム世
界において、その民族主義弱体化の間隙を埋め
るものとして力を伸ばしてきたのがイスラム主
義である。

イスラム主義は、基本的には、ウンマ、即ち
イスラム教の教義に基づく国家社会の形成を指
向する主義である。イスラム原理主義過激派の
近年の激しい暴力的活動は、イスラム主義の台
頭を代表するものではないが、少なくともその
一端であると見られている。

また最近発生している「アラブの春」におけ
るいわゆる民主化運動は、この台頭しつつある
イスラム主義に対抗し、長年の独裁体制によっ
て劣化したアラブ諸国の制度的、社会的なほこ
ろびに自由民主主義思潮が浸透してきたと見な
すこともできよう。またそれ以前に、米国の強
い主導のもとに欧米諸国などによって行われた
アフガニスタン攻撃（2001年）やイラク侵攻

（2003年）は、自由民主主義思潮がイスラム主
義に対して攻勢をかけたものと捉えることも可
能である。実際に、当時のブッシュ大統領は、
イラク制圧後、イラクを拠点として中東に大民
主化構想の実現を追求する考えを打ち出してい
る。またリビア、シリアなどにおける反体制運
動に対する欧米諸国の介入も、その一端とみる
ことができる。
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（3）他方、第３の思潮である残存共産主義は、
戦後から冷戦時代に強い影響力を持っていた共
産主義勢力の残滓であり、冷戦の終焉を機に大
きくその力を失った。共産主義には古来、様々
な定義があるが、ここでは議論の簡略化のため
取り敢えず、冷戦時代にソ連の強い指導と影響
力のもとにあったワルシャワ条約圏に属し、マ
ルクス主義を基礎として財産の多くまたは全部
を国家ないし公的な所有のもとに置いた国々の
統治形態を指すこととする。

この思潮については、冷戦終焉の結果として、
冷戦当時の勢力範囲が、自由民主主義思潮やイ
スラム思潮からの浸透を受け、思想そのものも
変質しつつある。また共産主義思潮は、他の思
潮に対する浸透力もほとんど喪失しつつある。
そのため今や、その本来の形では残存すること
はなく、財産の所有形態も大きく改変され、自
由主義・資本主義的な要素をも取り入れてきた。
しかし、それにもかかわらず、依然として共産
主義的制度の残滓は自己保存の力を残してお
り、それは旧共産圏諸国の随所に色濃く残って
いる。そこでは共産党ないしその後継政党が第
一党となって、他の政党の台頭を事実上阻んで
いる国が存在する。
（4）そうした残滓共産主義を維持する代表的

国家が、中国である。即ち、その本質は、冷戦
の終焉を経てイデオロギー的な勢いを大きく
失った思潮を依然として、国の枠組みの基底に
維持している。また同時に外からの異なる制度
や考え方を、対症療法的にかつ段階的に取り入
れて、自己変革を行いつつある。

中国国内では、思想、表現などの自由は、引
き続き大きく制約され、経済分野でも国営企業
ないし公的な企業が大きな割合を占めて生産活
動を続けている。しかし、その多くは共産主義
体制の常として、市場力学の介入を阻む制度が
色濃く残り、しかもその旧守的要素が国内で実
質的な力を失っていないため、非効率性や腐敗
といった負の遺産が払拭されないでいる。

アジアにおいて、こうした特長を有する国と
しては、中国が筆頭であり、さらにベトナム、
北朝鮮などが存在し、加えてマルクス主義を掲
げ、一党独裁体制を維持しつつ開放経済を多く
とり入れているラオスのような国も存在する。
またアジア地域以外でもキューバなど、こうし
た残滓的共産主義制度を維持している国は散見
される。

いずれにせよ、中国は世界において、残存共
産主義の代表格であり、現在の中国共産党は政
権そのものの生き残りに全力を注いでいて、そ
の生命維持に向けた執念はきわめて強靭であ
る。
（5）この中国に対しても、他の２大思潮であ

る自由民主主義とイスラム主義が強い力で浸透
しようとしている。特に米国を筆頭に、欧州諸
国などの自由民主主義を標榜する国々は、中国
の人権侵害、自由の欠如などを機会あるごとに
強く批判している。またイスラム主義も、外部
から中国国内のイスラム少数民族に影響力を行
使し、その切りくずしを図っている。2008年７
月に新彊ウイグル自治区で発生した暴動などは
その一端と見なすことができよう。

中国共産党政権は、国内の諸問題から生ずる
国民の不満だけでなく、こうした外来的な侵攻
勢力との攻めぎあいにも生き残りを賭けている
と言える。従って、現在および今後、中国で起
こってくる多くの問題や矛盾には、この対外的
な攻めぎ合いから生じている要素にも関連があ
ることを見逃すべきでないと考えられる。

２．中国の動態的矛盾の構造

（1）とはいえ中国の行方を左右している最大
の要因は、やはりその内部要因である。その中
でも特に絶対的な重圧として、共産党政権を悩
ましてきたのはその膨大な人口圧力とその構造
である。人口問題は近年の中国が直面してきた
宿命的な問題であり、共産党政権としても、そ
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れが突きつけている深刻な課題を放置できない
状況に追い込まれてきた。

それに加えて、共産主義体制の中に導入して
きた市場経済システムが創りだす問題も次第に
大きくなっている。また政治的な課題に変質し
つつある格差の問題も無視できない。こうした
格差に由来する現象として、近年、中国国内で
は、大小数万件のデモや騒擾事件が発生してい
ると言われている。

さらに環境問題も中国国内のみならず、海外
からもその実態に強い関心が寄せられている。
この問題も中国特有の事情により、他国以上に
深刻度を増していると見られる。
（2）これら一連の基本問題は、残滓共産主義

による一党独裁体制という特殊な統治構造のゆ
えに、増幅されている要素が大きい。またその
真実の姿については、多くが報道されず、透明
性は極めて低い状況にある。しかし、たとえ共
産党政府がこれら問題の真実を対外的に覆って
も、それら問題がはらむ矛盾の存在ゆえに、そ
の矛盾点を目がけて自由民主主義思潮やイスラ
ム主義が直接ないし間接に浸透してくるスキを
与えている。近年のソーシャルネットワークな
どを中心とする情報産業の発展は、中国政府に
よっても十分効果的に抑止できない力を持って
おり、そうした浸透をかつてないほど容易にし
ている。

それでは、こうした体制のもとにある中国が、
内部的な「ほころび」を拡大させ、外部イデオ
ロギーの浸透を許しているような基本的矛盾に
は、具体的にどのようなものがあるだろうか。
以下、上記で簡単に列記したような主要な問題
について、その具体像を見ていくこととしたい。
これら諸点の多くは既に種々の文献でも指摘さ
れているところではあるが、いずれは共産党独
裁政権の基本構造に亀裂を与える可能性が大き
い問題である。しかも、その亀裂を目がけて外
部の思潮がさらに入り込む余地を形成しつつあ
る点に注目すべきと思われる。

これら矛盾点は、対外的要因からも常に影響
を受けて、変化し続けている要素でもあるので、
中国の「動態的矛盾」とも称し得よう。

３．中国の政治経済がはらんでいる動
態的矛盾

（1）人口動態の矛盾
この基本的な問題に対処するために、中国政

府が1979年の改革開放政策以来、「一人っ子政
策」という非人道的とも言われかねない思い
切った施策を講じてきたことは周知の事実であ
る。それによって中国の出生率は、女性一人当
たりの平均出生人数で見ると、1980年の2.63が
2009年には1.61まで大きく減少している（世銀
統計）。

またこの施策によって、過去約30年間の間
に、約４億人の人口増加を抑制する効果があっ
たとの試算もある。従って、人口抑制という観
点からはこの施策は一定の功を奏したと評価し
得よう。

しかし、それは基本的には中央政府による人
為的な施策であって、その実施の過程において、
導入当初に十分予見しえなかったさまざまな歪
みや問題を創り出してきた。その例としては、
依然として年間600万人以上の純増が見られる
こと、出産政策が男子偏重となったことにより
男女差比率が男子にかなり偏っていること

（2009年時点の出生性比は、女子100人に対し
て男子119.5人）、等の問題が生じている。しか
し中でも特に深刻な問題は、夙に指摘されてい
るように、急速に進みつつある少子高齢化であ
る。

中国の人口構成は60歳以上の人口で見ると、
1980年に全人口の８％だったものが、2010年に
は12.3％に達しており、2030年には24.4％に膨
れると予測されている。こうした趨勢は、中国
が急速に老齢化社会に突入しつつあることを
はっきり示している。（国連のWorld Population 
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Prospects2010より）
日本も既に少子高齢化に突入して久しい（60

歳 以 上 の 人 口 は、1980年 に12.8 ％ だ っ た が、
2010年には30.5％）。だが、それは基本的には、
日本経済が概ね高度化した後に生じた現象であ
る。日本の場合は、高齢化社会への移行に先立
ち、またはそれとほぼ同時期に、わが国の所得
水 準 は 上 昇 し（ 日 本 の 一 人 当 た りGDPは、
1985年の時点で11，290＄）、社会福祉制度も一
応、これに対応可能な状況になっていた。

他方、中国の場合、全体の平均所得水準が高
齢化に対応し得る高い水準に到達する以前に高
齢化現象が現れている（中国の一人当たりGDP
は2009年時点でも３，739＄）。このため、これ
に対する各種の社会福祉制度、特に年金、医療、
介護といった高齢化に必須の基礎的福祉制度が
十分整備されないまま、高齢化社会に突入しつ
つある。

特にこうした社会保障制度が遅れている農村
地域では、人口が中国全体の約55％を占めてお
り（2007年時点、中国統計年鑑より）、社会保
障制度が実施されているのは、農村社会のほん
の一部である。中国政府はこうした問題に対す
る諸策を講じようとしてはいるが、依然初期的
段階にある。今後もそうした制度が充実した水
準に達するには、かなりの年月がかかると見ら
れ、国民の間に不満が増大していく可能性が大
きい。

また、15歳以下の年少人口と65歳以上の高齢
者人口の合計である非生産人口に対する労働人
口の比率、即ち従属年齢比が2010年以降拡大し
始めていると見られる。この傾向が進めば、今
後、労働人口が非生産人口を支える負担が段階
的に肥大し、経済全体の生産力そのものが低下
していくと見られている。経済成長を維持し、
全体の福祉レベルの向上を狙って行なった「一
人っ子政策」が、そのドラスティックさゆえに、
急速に従属年齢比を高め、むしろ逆に共産党政
権への求心力を弱めかねない方向に働いてい

る。

（2）第二の矛盾は、市場経済の分野で生じて
いる。1978年に鄧小平の指導によって始まった
改革開放により市場の自由化が推進されてき
た。それに反して、政治構造における自由化は
ほとんど進展せず、共産党独裁下の統制が続い
ている。この自由化をめぐる政治と経済の落差
は深刻であり、それ自体が経済構造の面で基本
的な矛盾を産み出している。

すなわち政治的な自由化が進展しないため
に、国有企業が依然として産業の大きな割合を
占め、その民営化が大幅に遅れている。また党
官僚による市場原理を無視した恣意的な決定、
不透明な認可なども増えている。これらは健全
な私企業の成長を大きく阻んでおり、真の自由
市場からはほど遠い現状が続いている。

こうした中で、政府は党の実績を示すという
政治目的もあって、成長路線を推進したが、そ
れは非効率な国営企業を温存しつつ、外資系企
業の積極的な導入を図る方式で実施された。そ
れによって国内の主たる経済主体は、大きく分
けて国有企業と外資系企業という２極化構造と
なった。このため当然のことながら、経済政策
の基本は、投資と輸出への偏重となり、消費を
軸とする内需拡大は大きく取り残されることと
なって、国民多数による大衆消費活動は低迷し
たままになっている。

この点は内需主導型のインド経済と基本的に
異なっている。インドの場合、GDPに占める
個人消費と投資は、それぞれ約57％及び32％で
あり、内需がほぼ９割を占めている（2007年、
CEICデータベースより）。

今後の中国経済の長期的浮沈は、大衆的な消
費活動を拡大することによって、膨大な国内市
場をいかに開拓し、経済の主たる牽引力とし得
るか否かに大きくかかっていると言えよう。

いずれにせよ、中国の市場経済の発展は、こ
のような歪められた経済構造の上に構築されて
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おり、これが現状のままいつまで、またどの程
度持ちこたえられるか不透明である。また、近
年の世界不況の影響を克服するため、政府に
よって経済刺激策がとられ、投資が促進されて
いる。しかし、そのほとんどが国有企業に対す
る融資拡大に向かってきた。そのため、市場原
理を無視した国営企業優先の投資が進められ、
多くの場で過剰生産力が生じているとの指摘も
ある。こうした市場経済の分野の問題も、共産
主義を統治原理とする現政権のアキレス腱とし
て存続していく可能性が大である。

（3）第三は、格差を創出する矛盾である。共
産党独裁体制下の市場の自由化は、公平性を欠
くことにより、明白な格差社会を生み出しつつ
ある。格差を示すジニ係数で見ると、中国は
2007年時点で0.48というレベルに達したとの新
華社報道もあり、警戒すべき水準にある。

三権分立のない中国では、経済活動も含め、
ほとんどのルールは党と政府組織が作る。しか
し、そうした組織の関係者は、国有企業、官僚
の株保有、その他の形を通じて、自由市場にお
ける競争者の一員としても振舞う。ルールや規
制を作る者が、同時に競争に加わっているとい
う矛盾した現象が、中国の自由市場で多く見ら
れる実態である。

そのため、自ずから競争力に差異が生じ、富
める者はますます富み、その恩典にあずかれな
い貧困者や弱者はますます貧しくなる。こうし
た不公平性を是正しようとする制度的改革は、
本来は権力者自身によってなされるが、その権
力者の多くは現存する体制の受益者そのもので
ある。また企業の中にも富裕層は出現する。彼
らの多くは党官僚との人的なつながり、賄賂な
どによって、しかるべき特権的な地位を獲得し
た人達が多い。

こうして進展する格差は、その恩恵に浴しな
い大衆の間に強い不満を醸成しつつあり、経済
発展が進めば進むほど、その格差の度合いは拡

大して社会の亀裂も大きくなる傾向がある。

（4）第四が環境問題を生み出す矛盾である。
中国は、大気汚染、地球温暖化効果ガスの排出、
河川や水質の汚染をもたらす産業公害、生活公
害、生態系破壊など、地球上で見られるほとん
どの環境問題を経験しつつある。環境問題の深
刻化は急で、政府の対応はなかなか効果を発揮
せず、多くの部分でもはや臨界点に達している
とも言われている。

大気汚染では、わが国にも影響がある酸性雨
の問題のほかに、近年注目を集めている地球温
暖化ガスの排出問題も改善の目処はたっていな
い。CO2およびSO2の排出量で、中国はともに
世界第一位となっており、成長を優先する中国
では、その排出量は今後も増加する可能性が大
である。

また工業排水による水質汚染も激しく、河川
流域から水銀、カドミウム、鉛などが検出され、
また生活排水による汚染も増加傾向にある。さ
らに全国土の２割近くに広がりつつある砂漠化
の進捗により、主要河川の断水現象が発生し、
また森林破壊によってもたらされる下流の洪水
などもある。

こうした環境問題の根底には、共産党政権ゆ
えの対策の遅れという側面があることも否定し
得ない。例えば、１）報道、表現の自由の規制
のために、環境破壊の実態や犠牲者の姿が十分
に公にならず、強い改善圧力としてまとまらな
い。２）政権の維持と求心力の強化のため、成
長に大きな優先度が置かれ、環境が犠牲にされ
ている。３）党官僚や地方の役人の硬直的姿勢
により、環境改善のための中央の指令が末端で
実行されない、といった実態がある。こうした
実態を改善するため、環境汚染や破壊の事実に
関する透明性を高め、成長より環境に対し一層
の配慮を行なうといったことは、政権にとって
は、必ずしも自らの立場、すなわち共産党の独
裁体制の強化につながらないという矛盾もある。
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その上、特に中国の場合は、他の途上国と同
様、さまざまな環境汚染が同時多発的に発生し
ている。日本もかつて生活環境の悪化、都市化
の進展と産業による都市公害などさまざまな環
境問題に直面し、そのつど克服を迫られてきた。
日本の場合は、これら問題はすべて同時的に発
生したわけではなく、基本的には時代を追って
段階的に生じた。そのため、解決のためには資
源・エネルギーの効率化や技術革新など、それ
までに蓄積された技術や教訓を活かし、順次対
処することが可能であった。

それに対して中国の場合、急速な経済発展の
ために、こうした環境問題が、ほぼ同時的に生
じてきており、環境問題の全方位的な解決ない
し克服を迫られている。中国の場合は、先進国
が開発した対策や技術を活用できるという「後
発性の利益」を享受できる余地はある。しかし
それでも中国で現実に発生している環境問題は
余りに広範かつ複合的であり、深刻度を増して
いる。このため、国内のみならず国際社会に影
響を及ぼす面も少なくない。当然のことながら、
効果的な対処を内外から強く要求されており、
的確な対応が遅れれば遅れるほど、国家の基本
的な統治にかかわる制度的な矛盾として追及さ
れていこう。

４．今後の動き

こうした矛盾を孕みながら成長する中国は、
今後どうなるであろうか？

（1）まずは中国共産党の独裁体制がこうした
諸問題に的確に対処し得るだけの柔軟性を有し
ているか、またそれによって必要な構造的変化
を実現していけるか、に大きくかかっていよう。
基本的には中国共産党が、その変質の方向で、
自律的に変革を進めるという可能性に大きな期
待をかけることは難しいであろう。中国の共産
党独裁は、上記のとおり世界の３大潮流の一つ

であり、衰えつつあるとはいえ、極めて根強い
基本的かつ歴史的な潮流である。今後とも当分、
自由資本主義的な市場システムの導入を部分的
に進めつつ、基本的制度としては現状のような
独裁体制を維持して行くであろう。

その過程は、場合によっては各種の矛盾の
いっそうの拡大と深化を意味し、事態の更なる
深刻化をもたらし国民の不満を強めていく可能
性がある。
（2）しかし本質的には共産党政権はそうした

不満を力で抑えようとする傾向がある。権力の
本質として、内部から自発的にその持てる力を
弱体化することは困難である。それがあるとす
れば、外部からの強制的な力によって実現され
るのが歴史の通例であろう。外部の力とは、共
産党以外の力、つまり国内にあっては農民、貧
困層など、現在の繁栄の利益からはじき出され
ている大衆の反発ないし時には暴力的な反応と
いった可能性も排除されない。
（3）そうした不満を持った大衆の反発は、さ

まざまな分野から刺激と触発を受け、その触発
材は、上述の諸問題や諸矛盾の中でエネルギー
を溜め込んでいる。こうした諸矛盾のひとつ一
つは根が深く、常に亀裂を拡大する傾向を有し、
そこにさまざまな社会的、政治的運動が介入す
る形で、冒頭の他の２つの思潮が入り込んでく
るものと思われる。これが中国の統治制度を変
える国際的な要因である。

５．日中関係への影響

（1）基本的に理解すべきことは、中国政府が
こうした難しい制約の下に内政、外交の諸政策
を進めているということである。日本としては
その点をしっかり認識することが極めて重要で
ある。その意味は、中国共産党政権が外交面で
も日本よりは、はるかに根本的で、かつ多くの
制約の中で政策を進めることを余儀なくされて
いるということである。



− 200 − − 201 −

（2）中国政府にとって現実問題としてもっと
も重要なことは、あくまで共産党独裁の実質的
堅持であろう。これが危機に瀕する場合、ある
いはそうなる可能性が視野に入ってくる場合、
彼らは89年の天安門事件で見せたように、暴力
的な手段をもってしてでも、それを抑圧する可
能性が大である。

しかし、留意すべきは、そうした動きを外交
関係、特に二国間関係の分野を犠牲にすること
により対処する可能性も大であるということで
ある。天安門事件以降、特に90年代半ば頃から
江沢民政権が展開した歴史教育、反日教育がそ
の好例である。
（3）他方で、そうした不安定な状況が表面化

してない通常の場合は、中国共産党は政権維持
のため、また国民の共産党への支持を確保し求
心力を維持、強化するために経済成長路線を継
続するであろう。だが経済成長偏重の路線は、
前記のさまざまな矛盾を深める可能性が大であ
るが、この路線が放棄される可能性も低い。

成長によって国民生活が向上すれば、それは
独裁政権の維持と相反するものではない。その
ために中国政府にとって、隣国の経済大国であ
る日本との協力、安定的関係の維持は不可欠で
あり、その面からの対日友好の増進は十分あり
える。

即ち、中国政府としては、共産党政権維持な
いしその基盤の強化という核心的な要求への対
応は、なに物にも代えがたく、これには最大限
の優先度を与える。その点に悪影響が生じない
と判断する範囲内にある限り、対日友好関係の
強化を基本政策として維持していく可能性は大
である。
（4）わが国としては、中国のこうした基本的

な姿勢を踏まえつつ、その時々の対応を是々
非々で判断し決定していくことが肝要である。
中国の言動にいたずらに感情的な反発を示した
り、あるいは単に日中友好といった理念的な言
辞だけで、過度の妥協を見せて対中国外交を律

してゆくことは適当でないと自覚すべきである。
特に、中国政府が上記（2）のように、政権

基盤の弱体化を避けるために、対日強硬政策を
展開する場合は、それは国内的要因から発する
事態を、対外関係の犠牲において解決しようと
する要素が多分にあり、わが国としてそうした
犠牲を甘んじて容認すべき理由はない。

仮にそうした要素が、中国の対日外交の中で
見られるときは、たとえ短期的には関係悪化に
つながろうとも、日本としては断固とした姿勢
でわが国が守るべき基本原則を示し、譲れない
一線を明確に示すことが肝要である。なぜなら
相手も我が方の反発を覚悟の上でそうした外交
展開をしているからであり、我が国からそれが
示されない場合、中国側は我が国の基本原則が
奈返にあるか理解に戸惑う事態も生じよう。

即ち彼らは、わが国の反応によって当該問題
に対する日本の優先度の置き方を計っている。
そうであれば、中国が我が国の基本原則を正確
に理解し得るように、先方に誤解を与えない形
で、明確かつ断乎とした姿勢を示すことが肝要
である。一時の関係悪化を畏れるが余り、そう
した判断を躊躇することは、むしろ将来に禍根
を残すことになり、日中二国間関係にもマイナ
スとなろう。

こうした観点から、先般の尖閣諸島の問題で
は、日本政府の対応には少なからず問題があっ
たと言わざるを得ない。
（5）基本的には、日中間の安定的関係が両国

のみならず、アジア、ひいては世界のために重
要であることは言うまでもない。わが国として
は、アジアおよび世界の舞台で大国として台頭
しつつある中国とは最善の努力を持って友好関
係の維持発展を図ることが重要である。

他方、中国共産党の独裁的な統治様式は、や
はり旧態的な残滓の姿であり、時代遅れの感を
否めず、ややもすれば矛盾と不安定化を醸成し
続ける体制と見られるであろう。自由民主主義
を基調として発展してきた日本としては、こう
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した統治体制から、中国が国家としてできるだ
けスムースな形で脱皮し、わが国と同様の価値
基準の共有国ないし少なくともその真の理解国
となるよう、内政干渉的にならない範囲で、尽
力することも必要であろう。

（了）


