
ライ・ラマ法王の代わりに習近平の写真
を拝むよう指導されている・・・。筆者
の耳には、頻繁に悪化するチベットの状
況が伝わってくる。
ここ十数年の間に 150人以上ものチ
ベット人が、北京政府に抗議するため自

ら灯油を被り焼身自殺を図り、未だ多く
の無辜の民が「政治犯」として獄中生活
を送っている。台湾も、そして日本も決
して他人事ではない。この現実と真摯に
向き合い、どうすべきかを真剣に考える
時である。
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2019年 2月 26日、インド空軍は、パ
キスタン国内にあるテロ組織のキャンプ
を爆撃した。インド空軍がパキスタン国
内を爆撃したのは、1971年の第 3次印パ
戦争以来である。何が起きたのだろうか、
今回の爆撃によって、インドはどのよう
な成果を上げたのだろうか。インドによ
る空爆は、現代における軍事力行使の一
例として多くの教訓を含むものと考えら
れる。そこで、本稿で分析することにし
た（※因みに、筆者はこの時ちょうど現
地出張中であったため、本稿には現地で
入手した情報を含む）。（図1）

1、何が起きたのか
何が起きたのだろうか。双方、報道合
戦を続けており、多くのフェイクニュー
スを含む情報があるため、完全正確な事
実関係の把握は不可能な状態にある。た
だ、大まかに言えば以下のようなことが
起きたようである。

研究員・ハドソン研究所研究員　長尾　賢

大成功だったインドの空爆
―限定的な武力行使の成功例―

まず、事の発端はテロ事件である。2019
年 2月 14日、カシミールのインド側で大
規模な自爆テロが起き、治安部隊 40名が
殺害された。このテロ組織はジェイシェ・
ムハマンドと言い、パキスタン政府の支援
を受けて、パキスタン国内に拠点を持ち、
長年、その拠点からインド側に侵入してテ
ロ事件を起こしてきた組織であった。
そのため、約 2週間後の 2月 26日、
インド空軍機 12機1はパキスタン国内の

図 1：関係国の位置

出典：筆者作成

Japan Forum for Strategic Studies　75

【特別寄稿】日本と台湾に迫り来る中国の脅威―チベットとウイグルから学ぶべきこと―



「テロリストの訓練キャンプ」3ヵ所に対
し空爆を敢行した。インド側はこの攻撃
をテロ組織に対して行った「非軍事作戦
(non-military operation)」と呼称して正
当性を主張した。
翌日（2月 27日）、今度はパキスタン
空軍機 24機2が、インドの軍の施設 3ヵ
所に対し爆撃を実施した。インド空軍機3 
がスクランブルをかけて迎撃に向かい、
空中戦を展開、双方 1機ずつ撃墜し4、撃
墜されたインド空軍機のパイロットがパ
キスタン側で捕虜になった。
明くる日（2月 28日）、捕虜になった
インドのパイロットを解放することが発
表され、3月 1日に解放された。報道合
戦、印パ双方のミサイル発射警告、パキ
スタンによる民間機も含めた領空通過禁
止措置、インドによるパキスタン無人機
撃墜5、印パ越境砲撃戦、インド海軍によ
るアラビア海北部への大規模展開など、
継続していったが、印パ間の緊張そのも
のは、捕虜解放を機に、抑えられた状態
になったものである。

2、インドはどのような成果を上げたのか
インドは空爆によって何を得たと言え
るのだろうか。軍事、内政、外交に分け
て考察すると以下のようになる。

（1）軍事
まず、インドはパキスタンに対して、こ
れまでにない軍事的な圧力を加えることに
成功した可能性がある。それは、これまで
の経緯からみれば、大きなことである。
これまでの経緯とは、そもそもパキス
タンがテロ組織を支援するようになった
のは、1971年の第 3次印パ戦争に負けて
からで、もう 50年近い歴史があるから
である。特にカシミールについては 1990

年代に入ってから激化した。だから、イ
ンドは過去何度も、パキスタン側のテロ
組織訓練キャンプ攻撃を考えてきた。少
なくとも 1990、1999、2001－ 02、2008
年には、インド空軍がパキスタン国内を
空爆する準備をしたものと考えられてい
る。それにも拘わらず、インドはパキス
タン側のテロ組織訓練キャンプ攻撃を考
えるだけで、実行してこなかった。
その原因として考えられることにはい
くつかある。そもそもインドは非暴力運
動で独立した経緯もあり、武力行使に慎
重な国として知られている。ただ、他に
も原因があり、その一つは、インドが自
らの軍事的能力に自信をもっていなかっ
た事が考えられる。そもそもインドが
1971年の第 3次印パ戦争の後計画してき
た軍事戦略は、1980年代に結実し、スン
ダルジー・ドクトリンと呼ばれたもので
ある。これはパキスタンと中国が連携し
てインドを攻撃するシナリオを想定し、
パキスタンを素早く倒し中国との長期持
久戦を戦う想定のもとに作られたもので
ある。そのため、パキスタン対策には、
大規模戦車部隊でパキスタンを南北真二
つにするという戦略を構想していた。と
ころが、このような大規模な戦略は大き
く 3つの欠点を持っていて、実行するの
が困難だったのである。

3つの欠点とは、①準備に時間がかかる
ため、テロ事件に即応できないこと ②時
間がかかるため、軍事行動の抑制を促す
国際社会の介入も非常に強くなること ③
規模も大きすぎ、パキスタンが核兵器を
保有するようになると、核戦争になって
しまう可能性をもっていること―である。
結果、2001年に起きたインド国会襲撃事
件の後、インドは実際にパキスタンを攻
撃する体制に入ったのだが、上記の欠点
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のため攻撃を開始できなかったのである。
しかし、その頃からインドは対策を研
究し始め、新しく 4つの方法を開発した。
その 4つとは、①空軍の支援を受けた戦
車部隊を中心とする部隊で、限定攻撃を
かける方法（「コールド・スタート・ドク
トリン」6） ②特殊部隊による襲撃 ③海上
封鎖 ④空爆―である。研究に基づいて組
織改編し、必要な装備品も揃え、訓練も
重ねて能力を高めてきた。そして 2016
年、パキスタン側のテロリスト訓練キャ
ンプ 7ヵ所を特殊部隊で襲撃した。更に
2019年の今回は空爆した。2016、2019
年の両方の際に、海上封鎖する体制もとっ
た。インドはパキスタンに対し、これま
でできなかったことができるようになっ
たことを証明してみせたのである。
特に今回の空爆は、これまでにない圧力
をパキスタンに加えた可能性がある。それ
は空爆の方が、特殊部隊よりも、より奥地
を攻撃できるからだ。特殊部隊でパキスタ
ン側に侵入して襲撃をかける場合、襲撃後、
特殊部隊はインドに帰ってこなくてはなら
ない。そのため、あまり奥地にあるテロ組
織のキャンプを攻撃できない。
一方、今回の空爆では、インドは、イ
ンドとパキスタンを隔てる管理ラインか
ら 80kmも奥地にあるテロ組織の訓練
キャンプを攻撃することができた。爆弾
の射程が長いため、インドの戦闘機は、
パキスタン側にほんの少し侵入して爆弾
を投下し、安全に帰還することができた
からである。
パキスタンの首都はインド側から

100km以内にある。インドが 80km奥地
の目標を攻撃できるということは、テロ
組織の訓練キャンプだけでなく、首都周
辺の他の重要施設も爆撃することができ
ることを証明したことになる。

ここから、今回の爆撃は、インドがパ
キスタンのテロ支援に対し軍事的に対応
可能であること、かなり奥地にある目標
を攻撃可能なこと、その両方を証明した。
パキスタンに対し、今後、テロ組織への
支援を継続するかどうかも含め検討させ
る、強い軍事的圧力をかけた可能性がある。

（2）内政
今回のインドの空爆は、インドの国内
情勢から決定された側面も指摘し得る。
空爆を決めた段階で、インドでは 5月に
選挙があるものと見られていた（実際の
日程は空爆より後に発表されて、4月 11
日から 1ヵ月位かけて投票し 5月 23日に
開票することが決まった。投票を 1ヵ月
もかけて行うのは、国が広く、田舎まで
カバーするのが大変なこともあるが、警
備も考えると全国一斉にはできないので
ある。インドでは選挙を巡って各政治勢
力の武装集団、選挙に参加しない反乱勢
力や山賊までが投票所を襲撃する可能性
があり、実際、選挙のたびにいくつかの
投票所は襲撃され、戦闘が起き、死者が
出ている）。
しかも現在のナレンドラ・モディ政権
の人気は、もともと非常に高かったが、
今年初めの段階では下落傾向になってお
り、「ヒンドゥー・ベルト」とも呼ばれる
モディ人気の高い各州でも与党の人気が
落ちていて、なにか人気回復の政策をし
ないと選挙で議席を減らす可能性が出始
めていた。
軍事行動は人気回復の効果を上げる可
能性がある。敵が迫っているという状況
を国民に認識させると、インドとして一
丸となって敵と戦うべきだという雰囲気
になるから、野党ですら敵を非難し、政
権与党に対する批判を控えるからである。

Japan Forum for Strategic Studies　77

【特別寄稿】大成功だったインドの空爆―限定的な武力行使の成功例―



しかし、人気回復のための軍事行動を
実施するとすれば、その時期は限られつ
つあった。もし 5月に選挙をするとすれ
ば、3月には選挙管理委員会が日程を公
表する。日程が決まってからは、その日
程を念頭に露骨に人気回復政策を実施す
ることが難しくなる（インドでは日程公表
後、選挙管理委員会が強い権限を持ち、政
策に口出しする）。そのため、人気回復の
ための軍事行動をするなら 3月より前に実
施する必要がある。インドが空爆した 2月
終わりは、正に人気回復のための軍事行動
を実施するには最適な時期であった。

5月 23日の開票結果を見る限り、モ
ディ政権の与党は人気の下落傾向を跳ね
返し、圧倒的勝利を収めた。空爆によっ
て安全保障問題を選挙の争点にしたこと
が一因である。空爆は大きな成果を上げ
たようである。

（3）外交
テロ事件から空爆までの一連の流れの
中で、注目される国際情勢は、米中がイ
ンドの空爆に対してどのような反応を見
せたか、である。勿論、米中両国の声明
には共通点があり、テロ事件ではテロリ
ストを非難し、事件の被害者であるイン
ドへのお悔やみを述べた。しかし、今回
の空爆も含めた印パ間の戦闘について米
中の態度を分析すると、それはこれまで
にないレベルで、はっきりと一歩踏み込
んでいたと言える。
まずアメリカの対応についてであるが、
以下のように、中立というよりは、かな
り明確にインド側に立ったものであった。
① テロ事件が起きた直後、ホワイトハウ
スからの声明ではっきりと国名を挙げ、
「パキスタン」がテロ組織をきちんと
取り締まるべきだと、非難した7（同じ

ことを日豪仏が続いて発表8）。
② 更にジョン・ボルトン国家安全保障担
当大統領補佐官から、インドのアジド・
ドバル国家安全保障顧問（アメリカの
国家安全保障担当大統領補佐官も、イ
ンドの国家安全保障顧問も、日本で言
えば国家安全保障局長に当たる）に対
し、電話で、インドには自衛権がある
と述べた9。
③ 空爆開始後、マイク・ポンペオ国務長官
とジョセフ・ボテル米中央軍司令官が素
早く介入し、パキスタンがインドに捕虜
返還を行うよう強い説得工作を行った10。
④ そしてアメリカは、インドからの要請
に基づいて、パキスタンがインド攻撃
に自国製の F-16戦闘機を使ったので
はないかと調査を開始した。これは上
記のように、アメリカがパキスタンに
F-16戦闘機を売る際、用途はテロ対策
限定で、インドへの越境攻撃には使わ
ないという非公開の付帯条件があった
とされ、パキスタンがそれに違反した
可能性について調査するものである11。

このようにアメリカの対応はインド側
に立ったものであった。
一方、中国の動きは、パキスタンとの連
携を図るものであった。特に、今回のテロ
事件を主導したテロ組織ジェイシェ・ムハ
マンドのリーダー、マスード・アズハール
について、インドは国連に要請を出し、国
連が指定する「グローバル・テロリスト」
に指定することを求めていた。そのため、
インドの要請に基づいて国連安保理で何度
も協議が行われたが、他の国が全て指定に
「グローバル・テロリスト」指定に賛成で
あるにも拘わらず、中国だけが拒否権を
行使し続けたのである。中国が同盟国であ
るパキスタンを守ろうとしたものと言える。
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しかし、今回の空爆でその流れは変わった。
空爆実施後、米英仏各国からの要請でマスー
ド・アズハールを「グローバル・テロリスト」
に指定する問題は再び協議された12。中国
は当初、再び拒否権を行使する姿勢を見せ
たが、最終的には譲歩し、2019年 5月 1日、
マスード・アズハールは「グローバル・テ
ロリスト」に承認されたのである13。
このように見てみると、インドの空爆は、
日米豪仏各国のインド支持をより明確にし
ただけでなく、中国に対しても譲歩させた
ことになる。

3、空爆の成果
インドの空爆はどのような成果を上げ
たのか。軍事からみれば、パキスタンに
対してより強い軍事的圧力をかける力に
なり、内政からみれば大成功であり、外
交からみれば、日米豪仏だけでなく中国
にまで譲歩させたことになる。結果から
見て、非常に優れた作戦だったと言えよう。

1　 フランス製のミラージュ2000戦闘機が射程の
長いスパイス 2000精密誘導爆弾を使用

2　 F-16戦闘機及び JF-17戦闘機に護衛されたミ
ラージュ3戦闘機ないしミラージュ5戦闘機が、
射程の長い H-4精密誘導爆弾を使用

3　 迎撃に向かったインドの戦闘機はスホーイ 30戦
闘機、ミラージュ2000戦闘機、ミグ 21戦闘機

4　 インド空軍のミグ 21戦闘機、パキスタン空軍の
F-16戦闘機がそれぞれ１機ずつ撃墜された模様
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India’s Airstrikes Proved Greatly Successful
‒Successful Case of Limited Use of Force‒

Satoru Nagao, Hudson Institute

On February 26, 2019, the Indian 
Air Force conducted airstrikes on ter-
rorist camps located inside Pakistan. 
This was the first time India bombed 
Pakistan since the Indo-Pakistani War 
of 1971. How did the events unfold, 
and what did India gain from the air-
strikes? This article analyzes this 
event, which offers many contemporary 
lessons on the use of military force. 
(Coincidentally, when the airstrikes oc-
curred, the author was in the country, 
and this report includes first-hand in-
formation.) Figure1

 

1. Summary of Events
What actually happened? Currently, 

both parties are issuing competing 
messages in the media, and some re-
ports include “fake news,” so it is diffi-
cult to grasp a complete and accurate 
picture of the facts. However, the broad 
course of events can be summarized as 
the following.

The situation began with a terrorist 
suicide bombing on February 14, 2019 
that killed forty security-forces person-
nel. The terrorist organization respon-
sible was Jaish-e-Mohammed, which is 
based in Pakistan and supported by 
the Pakistani government. This organi-
zation has a long history of penetrating 
the Indian border and conducting ter-

rorist attacks.
About two weeks later, on February 

26, the Indian Air Force responded by 
sending twelve aircraft to strike three 
“terrorist training camps” inside Paki-
stan and Pakistani-occupied Kashmir.1

India called this attack a “non-military 
operation” against terrorist organiza-
tions and argued for its legitimacy.

The next day, Pakistan’s air force 
bombed three Indian military facilities 
with twenty-four aircraft.2 I n d i a 
scrambled fighter jets3 and intercepted 
Pakistan’s fleet; each side shot down 
one aircraft in the aerial fight.4 Paki-
stan held the downed Indian pilot cap-
tive.

On the twenty-eighth, Pakistan an-
nounced its intent to release the cap-
tured Indian pilot, and did so on March 
1. Competitive action continued as both 
parties used the media for strategic 

Figure1: Geography of Relevant Countries

Source：Satoru Nagao
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messaging and issued missile-launch 
warnings. The two sides also ex-
changed cross-border artillery fire, and 
Pakistani flight bans prohibited Indi-
an-registered aircraft and internation-
al flights (including civilian) from en-
tering its airspace. India shot down 
Pakistani drones5 and deployed large-
scale naval assets in the northern Ara-
bian Sea. However, since the pilot’s re-
lease, the situation has not escalated.

2. What India Gained
Despite the heightened tension that 

followed, India benefited from the air-
strikes, which is apparent from mili-
tary, domestic, and diplomatic perspec-
tives. The following analysis explores 
those gains. 

A. MILITARY
One possible assessment is that the 

airstrikes are India’s most successful 
application of military pressure on Pa-
kistan ever. This is significant, consid-
ering Pakistan’s history of supporting 
terrorism in India.

Pakistan started supporting terrorist 
organizations after its defeat in the 
1971 Indo-Pakistani War and has con-
tinued to do so for nearly fifty years. 
This support grew intensely in Kash-
mir since the 1990s. In face of the 
growing threat, India had considered 
attacking terrorist training camps in 
Pakistan multiple times. In 1990 , 
1999, 2001, 2002, and 2008, the Indian 
Air Force seemed to make preparations 
for striking Pakistani territory. Never-

theless, India did not act on those 
plans.

There are multiple possibilities for 
India’s restraint. In the first place, In-
dia is known to be reluctant to use of 
force, given its history of gaining inde-
pendence through nonviolent resis-
tance. However, there are other factors 
as well, including India’s lack of confi-
dence in its military capabilities. In-
dia’s military strategy after the 1971 
Indo-Pakistani War was called the 
Sundarji Doctrine, which came into 
fruition in the 1980s. This doctrine as-
sumes a scenario in which Pakistan 
and China attack India in coordination. 
India would defeat Pakistan in a quick, 
decisive campaign and defend against 
China in a long, protracted war. To de-
feat Pakistan, India planned a strategy 
to split Pakistan in two by using mas-
sive armored units.

However, this vast strategy had 
three major flaws and was difficult to 
implement. First, it could not rapidly 
respond to terrorist attacks because 
the strategy took too much time to pre-
pare. Second, because it took time, it 
could allow for greater pressure from 
the international community and inter-
vention in the conflict, which would re-
strain India’s military action. Third, 
after Pakistan succeeded in developing 
nuclear weapons, the strategy had the 
risk of escalating into nuclear war be-
cause of its large-scale nature. As a re-
sult, after the 2001 Indian Parliament 
attack, India did not attack Pakistan, 
despite initiating preparatory actions 
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to do so.
Since then, India has studied ways 

to address these issues and developed 
four new methods for responding to 
terrorist activity: (1) limited attacks 
using armored forces supported by air 
force units (a component of the Cold 
Start doctrine 6 ), (2) raids using special 
forces, (3) naval blockades, and (4) air-
strikes. Based on the studies, India re-
organized its military, procured neces-
sary equipment, and improved its 
capabilities through training. In 2016, 
Indian special forces raided seven ter-
rorist training camps inside Pakistan, 
and most recently, in 2019, it conduct-
ed airstrikes. India proved to Pakistan 
that it is now able to take actions that 
it had previously been unable to do.

The 2019 airstrikes may have been 
especially effective in pressuring Paki-
stan. This is because airstrikes enable 
attacks deep within Pakistan, com-
pared with special forces raids. When 
special forces enter Pakistan and con-
duct raids, they must be able to return 
to India once they complete the opera-
tions. Therefore, they are not able to 
attack terrorist camps located deep in-
side Pakistan. On the other hand, the 
recent airstrikes allowed India to at-
tack camps over eighty kilometers be-
yond the Indo-Pakistani Line of Con-
trol. Because they used long-range 
guided bombs, Indian fighters were 
able to return relatively safely, pene-
trating only a short distance into Paki-
stani-controlled airspace to release 
their bombs.

Pakistan’s capital is located within 
one hundred kilometers of India. The 
fact that India was able to attack tar-
gets eighty kilometers inside Pakistan 
proved that India was not only capable 
of bombing terrorist camps, but also 
important facilities around the capital.

Therefore, the airstrikes demonstrated 
that India could both militarily respond 
to Pakistan’s support of terrorism and 
attack targets deep within the country. 
This show of force may cause Pakistan to 
reconsider whether it will continue to 
support terrorist organizations.

B. Domestic Politics
An alternative analysis of these 

events would be that India’s domestic 
political situation determined the 
course of events. At the time the deci-
sion was made, it was perceived that 
the Indian national election would be 
held in May 2019. (The actual schedule 
was announced after the bombings, 
and it was decided that voting would 
be held during a one-month period 
starting April 11 and then counted on 
May 23.) 7 Although the current Naren-
dra Modi administration had received 
high support in the previous election, 
its popularity was trending downward. 
Even in states where Modi was popu-
lar, called the “Hindu Belt,” support for 
the ruling party was dropping, and 
there was the possibility of it losing a 
substantial number of seats unless 
some policy was enacted to revive its 
popularity.

Military action has the potential to 
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increase political support. If the popu-
lace acknowledges the imminent threat 
of an adversary, it has the effect of en-
hancing unity among the nation. Even 
opposition parties tend to focus criticism 
on the external adversary and refrain 
from attacking the administration.

However, if the administration were 
going to take military action, it had a 
limited timeframe in which to operate. 
The elections were to be held in May 
2019, so the Indian Election Commis-
sion would announce its schedule in 
March. Once the schedule is decided, it 
becomes difficult to implement policies 
that could be interpreted as blatant at-
tempts to regain support. (In India, af-
ter election schedules are announced, 
the Election Commission assumes sig-
nificant authority and may intervene 
in policies.) Therefore, the administra-
tion would have to conduct military op-
erations prior to March. The end of 
February, when India launched its air-
strikes, was an ideal period.

Looking at the election results on 
May 23, Modi’s ruling coalition over-
came its declining support and won an 
overwhelming victory. One factor for 
this success was its ability to place the 
focus on national security issues in 
conjunction with the airstrikes. The 
bombings seem to have politically ben-
efitted the administration.

C. Diplomacy
In the sequence of events, from the 

terrorist attack to the airstrikes, the 
main concern regarding the internation-

al political arena was how the US and 
China would react to India’s airstrikes. 
The two countries’ statements had com-
monalities, such as criticism of the ter-
rorists and condolences for India’s vic-
tims of the suicide bombings. However, 
when analyzing US and Chinese atti-
tudes towards the Indo-Pakistani con-
flict, including the airstrikes, each takes 
an unprecedented step further.

When looking at US responses, they 
clearly side with India, instead of main-
taining neutrality, as shown below:

 1)  Right after the terrorist attacks, 
the White House released a state-
ment explicitly condemning Paki-
stan by name and called on the 
country to crack down on the ter-
rorist organizations. 8 (Japan, Aus-
tralia, and France subsequently 
released similar statements.) 9

 2)   Furthermore, US National Securi-
ty Advisor John Bolton held a tele-
phone conference with his Indian 
counterpart, Ajit Doval, and stat-
ed that India has the right of 
self-defense.10

 3)  After the bombings commenced, 
US Secretary of State Mike 
Pompeo and US Central Com-
mand commander, Joseph Votel, 
strongly encouraged Pakistan to 
return the captive pilot to India. 11

 4)   Also, the US, based on India’s re-
quest, began an investigation into 
whether Pakistan used US-made 
F-16 fighters to attack India. It is 
believed that when the US sold its 
F-16s to Pakistan, there were un-
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official restrictions stipulating 
that Pakistan could only use the 
fighters for counterterrorism oper-
ations and not for transgressing 
the Indian border. The investiga-
tion of Pakistan’s possible violation 
is underway. 12

　 As shown above, the US response 
sided with India.

On the other hand, China endeavored 
to align itself with Pakistan. A clear ex-
ample of this occurred when China ex-
ercised its United Nations Security 
Council veto power to prevent Masood 
Azhar, the leader behind the February 
2019 suicide bombing, from being desig-
nated a “global terrorist.” India re-
quested the designation, and the Secu-
rity Council held multiple rounds of 
talks. Although every other country 
voted for the designation, only China 
repeatedly vetoed the decision, which is 
thought to be a move to protect its ally 
Pakistan. However, this changed after 
the recent airstrikes. Following the 
bombings, the issue of designating 
Masood Azhar as a “global terrorist” 
was brought up again for discussion at 
the request of the US, Britain, and 
France. 13 Initially, China sought to veto 
the designation once again, but finally 
conceded, and the UN Security Council 
officially recognized Masood Azhar as a 
“global terrorist” on May 1, 2019. 14

From this point of view, not only did India’s 
airstrikes reveal Japanese, US, Austra-
lian, and French support for the country, 
but also made China concede the issue of 
labeling Masood Azhar a “global terrorist.”

3. Achievements of the Airstrikes
India’s airstrikes achieved victories in 

several key areas. Militarily, India seized 
the opportunity to apply stronger pres-
sure on Pakistan. In terms of domestic 
politics, it yielded a great success for the 
current administration. Diplomatically, it 
garnered support from Japan, the US, 
Australia, and France, in addition to 
drawing concessions from China. As a re-
sult, the operation turned out to be very 
effective.
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