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事後報告      

 

■11.12フォーラムの案内文書 

 ●主催 世界資本主義フォーラム 

●日時 2022 年 11月 12日（土）13時 30分-16 時 20 分 

 ●開催方式：ＺＯＯＭによるオンライン 

 ●講師 丸川知雄(東京大学社会科

学研究所教授)  

 ●テーマ 「中国共産党大会と中

国の経済体制のゆくえ」 

 ●趣旨 

 10 月に開催された中国共産党の第 20 回大会は、特に 3 つの点

で大きな衝撃を与えた。 

第一に、大会後に決定された中国共産党のトップ人事において

習近平に近い人々で政治局が固められ、前任の総書記、胡錦涛の出身母体であった共青団の

人脈が断たれたこと。 

第二に、大会の際に行われた習近平総書記の演説の原稿において前任者の治世を厳しく

断罪する内容が記載されており、加えて発言のなかで「安全」が強調され、「改革」が後退

したこと。 

第三に、大会の際に、なんらかの不満を表明したとみられる胡錦涛前総書記が強制的に退

場させられたこと。 

率 直に言えば、大会前には私は「誰がなっても大して変わらない」と思っていたので、人

事にも大して関心を持っていなかったが、ここまで露骨に特定派閥に偏った人事が行われ

たことには衝撃を受けた。たとえて言えば、自民党の主要ポストを安倍派が独占してしまっ

たようなものである。こうなると来年 3 月に予定されている政府人事においても習近平に

忠実な人たちによって固められると予想される。 

このたびの出来事から、逆に過去 10年間の習近平の治世に対する見方も修正する必要が

あると痛感している。 

習近平が総書記に就任してからの最初の 5年間は、「両論併記」「玉虫色」の政策文書が多

かった。今にして思えば、これは中国が直面する課題の複雑さに起因するというよりも、端

的に言って、二つの勢力の立場を反映していたように思える。 

すなわち、一方には国有企業強化、民間企業や社会に対する統制と監視の強化、強硬な外

交の路線があり、他方には国有企業の改革・民営化、民間企業の活動の場の拡大、統制の緩
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和、対外経済開放、経済的な地域統合の推進という路線があり、2012 年～2021 年はこの両

方が進んできた。 

今回の人事の結果、後者の路線が否定され、前者の路線一辺倒になる可能性が高い。 

この報告では、中国の政策を二つの路線のせめぎ合いと捉えたうえで、どのようなことが

争点となってきたのかをまとめ、今後の行方を展望する（丸川知雄）。 

 

●参考文献 

丸川知雄『現代中国経済（新版）』有斐閣、2021 年 

丸川知雄・徐一睿・穆尭芋編『高所得時代の中国経済を読み解く』東京大学出版会、2022

年近刊。 

丸川知雄 ニューズウィーク日本版・中国経済事情 

 2022/07/01 中国、2 年ぶりのマイナス成長か 

 2022/05/30 インド太平洋経済枠組み（IPEF）は国際法違反にならないのだろうか？ 

 2022/02/07 「中国標準２０３５」のまぼろし 

 

 

■講師の報告（丸川知雄） （スライド） 

 ※別添 パワーポイント（当日講演から補足しました） ⇒こちら 

■質疑の部分 

●伊藤誠  

国有企業についての二つの体制の意味内容をもう一度説明してください。 

▲丸川知雄 2 つの路線――国営企業の強化か民営化ですが、人事

の上で、統制強化派が強まっています。これについては、このあと

の話の中で触れたいと思います。 

 

●矢沢国光 

 非効率な国有企業の整理が、江沢民時代、胡錦濤時代、習近平時

代と、ずっとありました。整理の方式として、株式会社方式が多用されているようですが、

米日のような「資本市場」ができたのでしょうか？伊藤忠のような外資の資本参加とか、地

方政府の投資基金の設立とかの話しがありましたが…。 

▲丸川知雄 順番から言うと、株式会社化の以前に、不採算部門を整理して、そのあと株式

会社化します。そうしないと、株式を上場しても、株価が下がってしまいます。資本市場は、

日本よりむしろ発達しています。上場企業も 3000 を越えている。［スライド 16 で紹介した

ような］さまざまな発明品のベンチャーキャピタルへの投資も盛んだ。 

https://www.newsweekjapan.jp/marukawa/2022/07/2-1.php
https://www.newsweekjapan.jp/marukawa/2022/05/ipef-1.php
https://www.newsweekjapan.jp/marukawa/2022/02/post-77.php
https://2a740400-c582-422a-b08e-931f276ca7b8.filesusr.com/ugd/eaeae1_c255fe8d54ea4e6095747fede5ac5c7b.pdf
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●野崎佳伸 

 ①「強国」「大国」という中国語のニュアンスを教えてください。日本語より柔らかいニ

ュアンスでは? ②日本の自衛隊が南西諸島に向けてミサイル配備しているが、これにたい

して中国側からの反応を聞いたことがない。中国は何か言っているのか? 

▲丸川知雄 ①日本語とのちがいはないです。中国は、自分は経済大国だが経済強国ではな

い、といっています。②私は軍事の専門家ではありませんが、反干渉、反制裁は描いてあり

ますが、具体的な南西諸島は書かれていません。 

 

●矢沢国光 

 習近平が「先富論」から「共同富裕」に転換したと見てよいか。その場合、市場経済方式

はそのままか、それとも脱市場経済に転換するのか？脱市場経済で、「高水準の対外開放を

維持する」ことができるか？ 

▲丸川知雄 「先富論」（の政策）の時代ではない。北京の一人当たり所得は 3 万ドルにな

っており、先進国並みになっている。先進地域が遅れた地域を引っ張る、とだいぶ前からな

っている。「共同富裕」というが、市場経済を否定して、所得の平等を徹底することはめざ

していない。市場経済による一次分配による貧富の格差は受け入れて、課税による二次分配, 

寄付などによる三次分配で是正する、というように読み取れる。現状を大きく変えるとは、

読み取れない。 

  

●安斉テツオ 

 中国民衆は社会主義の理念を信用していないようだが、共産党の人は本当に社会主義の

理念を信じているのだろうか。理念がないと国が成り立たないから｢社会主義｣と言ってい

るだけか? 

▲丸川知雄 ｢社会主義｣は、習近平報告にもいっぱいでてくるが、｢中国的特色の｣と修飾語

がつく。社会主義をどう定義するかは中国の勝手で、われわれがそれについて、それはちが

うとか言っても仕方がない。言うべき立場にはないと思う。中身のない枕詞、と受けとめれ

ばよいのではないか。 

 

●司会（矢沢） 指導部は｢社会主義｣と言うが、大衆は｢社会主義｣に対してどれほど支持ま

たは共感しているか。 

▲丸川知雄 党員は｢社会主義を信ずる」と誓わなければならない。一般市民のあいだで｢こ

のようなことは社会主義ではない｣というように｢社会主義｣が使われることは、もはやない

のではないか。 

 

●司会（矢沢） 政治報告には｢社会主義｣「マルクス主義」という言葉もたくさん出てくる。
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かつてソ連時代にはソ連共産党の教科書があった。中国には、これを読めば中国の｢社会主

義｣「マルクス主義」とは何かがわかるといったものはあるのか? 

▲丸川知雄 たしかに政治報告には｢マルクス主義｣がたくさん出てくるが、習近平は｢中国

化したマルクス主義｣｢時代化したマルクス主義｣と言う。中国（習近平）は｢マルクス主義｣

をこう解釈している、ということだから、「それは（本来の）マルクス主義とはちがう｣と批

判しても、解釈権まで否定することはできない。 

 

●伊藤誠  

塾を禁止したというのは、どういうことか? 

▲丸川知雄 一人っ子政策で子どもの受験競争が過熱化し、子どもは毎日塾に通わされて

負担が大きい。親の教育投資も過大になった。そのことが少子化を促進しているという説も

ある。塾の禁止は、やり方は極端だが、考え方としては理解できる。 

 

●伊藤誠 塾禁止の実効性はあるのか? 

▲丸川知雄 民間の塾は禁止だが、公的な塾は許される。家庭教師を雇うとかの抜け道もあ

る。受験の過熱で親も子どもも苦しくなっているのは事実だ。教育制度全体の改革は必要だ。 

 

●伊藤誠 資本主義でも福祉国家になると教育・医療・介護の公的保障が進む。中国ではど

うか? 

▲丸川知雄 小学校から大学まで教育費は安いが、有名な小学校に入学するには、高額の不

動産・マンションを購入してその学区に転居しなければならない。こうした格差は残ってい

る。また、大学卒の初任給の格差が、有名大学とそれ以外では、3倍もある。 

 

●司会（矢沢） 所得の格差が教育の格差を生んでいる、ということだが、所得格差の是正

はどうなっているか。 

▲丸川知雄 教育熱が人的資本つくりに寄与している、と考えられているので、これを解決

しようという問題意識はほとんどない。 

 

●土肥誠 習近平は、なぜ戦狼外交を取り、アメリカと対立するのでしょうか？ 

アメリカを中心とするグローバル経済に乗っかっていれば、少なくとも世界第二の経済

大国という地位は安定したのではないでしょうか？私見で恐縮ですが、そうすれば、共産党

の一党独裁を維持しながら西側民主主義国ともなんとかやっていけたのではないでしょう

か？アメリカに対抗するために多大な軍事費などを支出しなくても済んだと思いますし、

国内ももう少し統制を緩められたのではないかと思います。そうすれば、対外的な軍事費、

国内向けの治安維持費を経済発展に向けることができ、少なくとも今よりは自由度の高い

経済政策や産業政策を採れたのではないでしょうか？ 
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▲丸川知雄 軍拡競争の論理と同じで、相互的だ。最初はアメリカが警戒心を強めた。スー

パーコンピュータの計算速度で、2010 年中国が世界一になった。アメリカがインテルの IC

の中国への輸出を禁止した。これに対抗して、中国がスパコン用の半導体を国産化すると、

今度はアメリカが半導体製造装置の対中国輸出を禁止。これに対抗して、中国が投資ファン

ドをつくって、半導体産業を立ち上げた。 

2010 年までは、中国はグローバル経済に乗ってアメリカからも台湾からも自由に輸入し

て、経済成長できた。ところが、中国が大きくなるにつれて、アメリカが警戒を高め、はじ

めは軍事関連品の輸出を禁止し、その後はスマホや民生用ドローンのような軍事に関係の

ないものの発展まで止めようとするようになった。 

アメリカが中国に対する警戒から輸出規制し、それに対抗して、中国が国内生産化して経

済拡大する。するとアメリカはさらに対中国の経済規制を強める、といった経済制裁とそれ

に対する対抗措置の循環が今も続いている。 

 

●司会（矢沢） 半導体が米中経済戦争の焦点になっているが、中国は、半導体を国産でき

るのか。 

▲丸川知雄 軍用品の半導体は国産化できる。むしろスマホのような家電では、小さな半導

体が必要で、これは、中国の国産化は無理。なぜなら、半導体の製造装置はオランダ製だが、

オランダはアメリカの圧力で中国に輸出しない。中国が台湾やアメリカに対して 4，5年遅

れ、という状態がこれからも続く。アメリカは軍事的な理由で中国に対して半導体の経済制

裁を課しているが、実際に影響のあるのは、兵器ではなく民生品だ。 

 

■司会者の感想（矢沢国光） 

（１）丸川先生のこのフォーラムへの登場は、3 回目だ。 

1 回目は 2015 年 9月、「中国の経済成長と世界へのインパクト」、そのときの報告は、 

https://www.worldcapital.online/_files/ugd/eaeae1_4a7fe777bd144e298d77b339f6d72855.

pdf 

2 回目は、2021 年 6月「米中対立の激化と中国の世界戦略」。その事後報告は、

https://www.worldcapital.online/_files/ugd/eaeae1_ff57969029274793b2433b86007386bc.

pdf 

報告スライドは 

https://www.worldcapital.online/_files/ugd/eaeae1_49b41940bdeb4f7d9583cfbf37d8c4f2.p

df 

 そして、今回の 3 回目。丸川先生のお話の変わらぬ特徴は、理念や政策の字面（じづ

ら）に惑わされずに、現地調査にもとずいてつかんだ、事実関係を話してくれることだ。 

https://www.worldcapital.online/_files/ugd/eaeae1_4a7fe777bd144e298d77b339f6d72855.pdf
https://www.worldcapital.online/_files/ugd/eaeae1_4a7fe777bd144e298d77b339f6d72855.pdf
https://www.worldcapital.online/_files/ugd/eaeae1_ff57969029274793b2433b86007386bc.pdf
https://www.worldcapital.online/_files/ugd/eaeae1_ff57969029274793b2433b86007386bc.pdf
https://www.worldcapital.online/_files/ugd/eaeae1_49b41940bdeb4f7d9583cfbf37d8c4f2.pdf
https://www.worldcapital.online/_files/ugd/eaeae1_49b41940bdeb4f7d9583cfbf37d8c4f2.pdf
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 （２）それがいちばんよく表れていたのは、質疑の中で語られた 

｢社会主義｣は、習近平報告にもいっぱいでてくるが、｢中国的特色の｣と修飾語が

つく。社会主義をどう定義するかは中国の勝手で、われわれがそれについて、それ

はちがうとか言っても仕方がない。言うべき立場にはないと思う。中身のない枕

詞、と受けとめればよいのではないか。 

という丸川先生の中国「社会主義」観である。言葉ではなく実際の政策を見ていこう、とい

う姿勢は、共感できる。 

 

 （３）中国共産党第 20 回大会の最大のサプライズは、習近平の子飼いで政治局常務委

員会を固めた人事であった。丸川先生は、とりわけ、北京市書記の蔡奇が、習近平に取り

立てられて政治局常務委員会入りしたことに、衝撃を受けたという。蔡奇は、出稼ぎ労働

者の処遇改善という国家政策と真逆の北京市の出稼ぎ労働者の追い出しを、新建村の火事

に便乗して強行した。［日経ビジネスに詳しいレポートがある

https://business.nikkei.com/atcl/opinion/15/101059/112900128/?P=5］ 

 こうした蔡奇のような「すねに疵もつ」幹部たちが習近平に引き立てられて政治局常務委

員会入りし、｢反対派｣を排除したとなると、共産党政治局がはたして、政治につきものの大

小の誤りを試行錯誤的に糾して大国の指導部としての機能を果たせるものか。 

 

 （４）いまひとつわからないのは、こうしたサプライズ人事は、中国の対外対内政策のど

のような転換につながるのか。丸川先生の話では、中国の政治報告は、これまで「両論併記」

であり、それは今回も変わっていないと言う［スライド 4，15］。「政治の季節が終わった」

ことで、むしろ柔軟な政策（ゼロコロナ政策からの転換とか）もあるかもしれないと、丸川

先生はいう。来年の 3中全会での政策が注目される。 

 

 （５）習近平政権の経済政策の内容は、来年の 3 中全会まで待つとして、習近平の経済政

策は「先富論」から「共同富裕」に転換したのではないか、とわたしは考えていた。そこで

質問した。ところが、丸川先生の答えは違った。「先富論から共同富裕論への転換は、とう

の昔になされている。北京の一人当たり所得は 3 万ドルになっており、先進国並みになっ

ている。先進地域が遅れた地域を引っ張る、とだいぶ前からなっている。」というのだ。 

 そして「「共同富裕」というが、市場経済を否定して、所得の平等を徹底することはめざ

していない。市場経済による一次分配による貧富の格差は受け入れて、課税や寄付による二

次分配で是正する、というように読み取れる。現状を大きく変えるとは、読み取れない。」

とも言う。 

たしかに、政治報告では「一次分配・二次分配・三次分配を適切に組み合わせる制度体系

を構築する」となっていて、「国民所得分配における住民所得の割合を引き上げ、一次分配

https://business.nikkei.com/atcl/opinion/15/101059/112900128/?P=5
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における労働報酬の割合を引き上げる」から「要素所得を増やす」、「租税、社会保障、移転

支出などの調節力を高める」「法外な所得を調節し、違法所得を取り締まる」まで、さまざ

まな政策が併記されている［中国共産党第２０回党大会報告全文（添付ファイル） 新華社］。 

企業の役員報酬（中国で何と呼ぶか知らないが）の制限とか、賃金格差の是正とかの「一

次配分」の是正はないのだろうか。「二次配分」にしても、所得税の累進課税とか、日本で

も岸田内閣がやると言ってやらなかった投資利潤への課税強化とか、ないのか。習近平は

「住宅は住むためにある」として住宅を投資・投機の対象とすることを禁じたが、地方政府

が率先してやってきた土地を担保とする不動産投資の過剰な拡大を、どうするつもりか。市

場経済の規制なしに「共同富裕」は実現できるのか。他日、丸川先生の実情報告をお聞きし

たい。 

 

（６）この日の報告の中で、改革開放後の｢計画経済｣から｢社会主義市場経済｣への転換の

過程が語られた。国有企業の｢非効率な部分｣を切り離し、効率的な部分を残した、と言う。

よくわかった。 

ところで、習近平が重視する｢共同富裕｣には、国民の福祉の実現が欠かせない。 

改革開放以前、都市部なら、工場や事業所の従業員とその家族の福祉（住宅、保育所、学

校、医療、養老まで）は、｢単位｣によってなされていた。国有企業の再編・民営化は、｢単

位｣の解消、つまり計画経済時代の福祉制度の解体でもあった。 

共同富裕の福祉制度は、｢単位｣に代わるどのような経済的制度的基盤の上に築かれよう

としているのか。このことについても、次の機会に、お聞きしたい。 

 

（７）多くの日本人は――「左翼」も含めて――中国に対して悪い感情を持っている。そ

の 2大理由は「中国は覇権主義である」と「中国には自由がない」だ。 

 丸川先生は、「中国の覇権主義」について「その前にアメリカの覇権主義がある」ことを

見逃してはならない、と言う。同感だ。中華人民共和国が誕生したとき、すでに世界は米ソ

冷戦体制であった。毛沢東の中国は遊撃戦部隊しかもたない半主権国家で、「向ソ一辺倒」

のなかで力を付けてきた。毛沢東は、スターリンの死去・フルシチョフのスターリン批判・

東欧の改革運動のなかで、ソ連批判を強め、1967 年には原爆所有国となった。中国は「遅

れてきた主権国家」であり、毛沢東の大躍進・文革の暴走で共産党指導体制はいったんは壊

滅するが、軍部主導の文革収束と米中和解でようやく共産党支配体制を持ちこたえた。 

 改革開放を主導した鄧小平は、経済的には西側資本主義への市場開放、対外政策的には

「「韜光養晦」であった。 

 その後の中国の経済大国化とアメリカの対中国政策の転換――ステイク・ホルダー（共益

者）から脅威視・敵視への転換――のあいだにどのような関連があるかは、未知の部分もあ

るが、ソ連崩壊後のアメリカが当初の「一強体制」からイラク・アフガニスタン戦争とその

挫折、米欧の亀裂、アメリカの経済的衰退と内部亀裂（トランプ大統領）等を経て、第二次

http://jp.xinhuanet.com/20221028/7d7768e4a1b34579b9b49d0bcad9ec14/c.html
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大戦以来の歴史的な危機（パックス・アメリカーナの崩壊）に踏み込んでいる。 

丸川先生は、「中国の覇権主義」ではなく、アメリカの中国敵視政策とそれに対する中国

の対抗措置、それに対するアメリカのさらなる対抗措置と言った「連鎖」と見るべきだと言

う。 

中国共産党第 20 回政治報告には、「断固として一切の覇権主義と強権政治に反対」、「永

遠に覇権を唱えることはなく、永遠に拡張をすることはない」と書かれている。中国の｢覇

権主義反対｣を、覇権主義の隠れ蓑とみるか、ほんとうに世界の覇権主義の歴史に幕を下ろ

すことを願っているとみるか、それは｢言葉｣ではなく｢行動｣で判断するほかない。 

毛沢東は｢中国は世界革命の基地｣として、革命の輸出をめざしたが、他国に軍事侵攻する

ことはなかったし、その力もなかった。鄧小平時代になって｢膺懲のために｣国境を越えてベ

トナムに軍事侵攻したが、あっさりベトナム軍に反撃されて撤退した。｢台湾の武力解放を

排除しない｣は、口先だけで、実際の武力行使は、考えられない。 

中国の対外関係については、あらためてこのフォーラムで取り上げたい。 

 

■終わりの言葉（伊藤誠［世界資本主義フォーラム顧問］） 

 習近平体制の強化を示した中国共産党大会の意義について､丸川さんにお話しいただき、

とても参考になった。ありがとうございました。 

世界の中で、アメリカ中心の先進諸国は停滞しているのに対して、中国等の途上諸国が浮

上し、世界の構造を変えている。そのことが緊張を高めている。ロシアのウクライナ戦争に

対する制裁に、中国とインドは加担しないという動向も気になる。これも、パワーポリティ

ックスとして、中国を強国にしたいという習近平の構想と関連しているのであろうか。 

同時に、中国の「社会主義」が何を意味しているか。丸川さんは中国の「社会主義」は、

枕詞だというが、社会主義を中国的に実践するばあい、その特徴は何か?「社会主義」には、

思想・理論としての社会主義、運動としての社会主義、体制としての社会主義の三面がある

が、資本主義の先端的モデルに従わないという中国の「社会主義」の意味・内容が解明され

るとよい。ソ連邦・冷戦構造解体後の市場社会主義の路線の可能性には、いろいろの多様な

選択肢がありうると思う。そのなかで資本主義体制と似た企業体制までを含む社会主義も

ありうるのだろうか。経済体制としての基本的ちがいはどこにあると理解されているので

あろうか。 

 農地の賃貸・また貸しの話しも面白かった。都市近郊なら「労賃」としてたくさん配分で

きる。このような、「集団化しつつ資本主義化する」というのも、責任請負制の 1 つの変化

の方向かと思う。 

「国有企業の利益は、全人民に還元されるべきだが、そうなっていない」という丸川さんの

お話もあった。税収の仕組みが整っていない。社会主義は、思想だけではだめで、制度がと

もなわなければならないのではないか。社会主義の可能性を中国について探っていくとい
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うことに、私だけでなく多くの方が関心を持っていると思う。その意味でも、今日のお話は、

含蓄に富んだ内容だった。 

 丸川さんの中国についてのお話しは、いつも、現地での調査・資料収拾に基ずく貴重な知

見で、とても役に立つ。丸川さんのお話を聞く機会をまた設けて欲しい。ほんとうにありが

とうございました。 

 

●司会（矢沢国光） 丸川先生、ひとことお願いします。 

 

●丸川知雄 私自身は、「社会主義」は、中国も含めて、社会保障――年金・医療・介護保

健・生活保護の充実――だと考えている。その意味で、中国は着実に前進している。介護保

険の導入も、習近平の報告に出てくる。日本もいい線を行っているが、その点ではアメリカ

は遅れている。次回は、そういう話しもしてみたい。 

●伊藤 アメリカでも、民主党のサンダースや若い人たちのあいだに｢社会主義｣への関心

が高まっている。 

●司会（矢沢国光） 丸川先生には、このフォーラムでまたお話しいただきたいと思います。

本日は、ありがとうございました。 

 

■参加者アンケートから 

●土肥 本日の丸川知雄氏のフォーラムは、たいへん勉強になりました。私の研究に大きな

ヒントとなりました。 

 

●氏名 高原浩之 （所属、立場など） 

①中国は社会主義か資本主義か 

 議論の中で出たが、これをあいまいにするのは、マルクス主義経済学としておかしい。基準

は、生産手段の所有とその結果かつ実質である蓄積と再生産の管理。国家所有でも、現在の中

国は(かつてのソ連も)、労働者が排除され官僚が管理しているので資本主義(労働と所有の分

離)。社会主義は労働者が管理する(労働と所有の再結合)。 

②先冨論と共同富裕論 

 これも議論の中。共同富裕も社会主義とは無縁。言わばケインズ主義の福祉国家。工業化=第

二次産業化=都市化、農民の減少と労働者階級の増大という資本主義の上昇期に対応。官僚制国

家資本主義にもありうる。国家の生産部門における搾取を分配部門で軽減。 

③｢二つの路線｣とは？  

 外交における｢グローバリゼーション推進｣と｢帝国主義的ふるまい｣は、勃興する中国帝国主

義では矛盾しない(衰退するアメリカ帝国主義は民主党=バイデン路線でもブロック化)。 

 ｢2013年 11月の中共中央『改革の全面的深化に関する決定』のなかで『条件のある国有

企業は国有資本投資会社に改組する。国有資本の投資と運営は国家の戦略目標に沿い、よ
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り多くを国家 安全、国民経済の命脈など重要な産業と重要領域に投下する』としてい

る。｣ 

いずれ工業化→金融化=工業的空洞化=第三次産業化に向かう(米国･西欧･日本は 70～80年代

に順次移行)。習近平路線=国家資本による民間資本の統制は金融化と関係するのではないか。 

ただ、金融資本主義は新自由主義、米欧日では福祉国家の破壊であった。そうすると、共同

富裕とどういう関係になるのか。 


