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第３回 オンラインカフェ

「中国悪玉論──それって本当？」

新疆ウイグル、内モンゴルなどで、

少数民族を抑圧してるの？

モンゴル語の使用禁止。モンゴル族の文化を抹殺？

ウイグル人を強制収容。大量虐殺(ジェノサイド)?

２０２１年２月２８日

リブ・イン・ピース☆９＋２
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中国の民族構成－－漢民族（９２％）と５５の少数民族で構成

アチャン族（阿昌族）

イ族（彝族）

ウイグル族（維吾爾族）

ウズベク族（烏孜別克族）

エヴェンキ族（鄂温克族）

オロチョン族（鄂倫春族）

回族（ホウェイ族）

カザフ族（哈薩克族）

キルギス族（柯爾克孜族）

高山族（カオシャン族）

コーラオ族（仡佬族）

サラール族（撒拉族）

ジーヌオ族（基諾族）

シェ族（畲族）

シベ族（錫伯族、シベ族）

ジン族（京族、越族）

スイ族（水族）

タジク族（塔吉克族）

タタール族（塔塔爾族）

タイ族（傣族、ダイ族）

ダウール族（達斡爾族）

チベット族（蔵族）

チャン族（羌族）

朝鮮族

チワン族（壮族）

チンポー族（景頗族）

トゥ族（土族）

トゥチャ族（土家族）

トーアン族（徳昂族）

トーロン族（独龍族）

ドンシャン族（東郷族）

トン族（侗族）

ナシ族（納西族）

ヌー族（怒族）

ハニ族（哈尼族）

バオアン族（保安族）

プミ族（普米族）

ペー族（白族）

ホジェン族（赫哲族）

マオナン族（毛南族）

満州族（満族）

ミャオ族（苗族）

ムーラオ族（仫佬族）

メンパ族（門巴族）

モンゴル族（蒙古族）

ヤオ族（瑶族）

ユグル族（裕固族）

ラフ族（拉祜族）

リー族（黎族）

リス族（傈僳族）

ローバ族（珞巴族）

オロス族（俄羅斯族）

ワ族（佤族）
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少数民族尊重規定

○「自分の民族の言語で教育を受ける権利」「民族の文字・言語を使用する

権利｣｢一定の財産の管理権｣｢一定規模の警察・民兵部隊を組織する権利」等。

○2011年に民族文化尊重のために「無形文化遺産法」が制定

（１）言語（２）雑伎（３）医薬や歴法（４）祭り等民俗（５）伝統的スポ

ーツ等（６）その他無形文化遺産を総合的に保護することが義務づけ。

※「中国の無形文化遺産法」（周超 愛知大学）

民族教育の目的－－少数民族の素質向上と少数民族と民族地域の発展

民族差別は根強く残っている。

都市部に出た出稼ぎ労働者が差別される。

経済格差も大きい。

貧しい地域もある。特に辺境の地。

これらの問題をどう克服していくかが、中国政府の重要な課題。
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内モンゴル共和国ホームページ
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モンゴル語の使用禁止？

内モンゴル自治区の学校教育に公用語（北京語）を採用

高学年から行っていた公用語教育を小学一年生と中学一年生から学習

“現在のバイリンガル教育体系は不変だ”（自治区教育当局）

双語教育＝二言語併用教育

教育当局の内部通達に対して、「北京

語強制」「モンゴル語禁止」と誤って

拡散され、生徒や保護者を巻き込んだ

デモやボイコット、署名運動に発展。

（内モンゴルでの一般的な寄宿学校）

8月に説明会を開催し、一部では混乱があったものの9月の新学期には新

しいカリキュラムで学習過程が始まった。
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ところが西側メディアでは、モンゴル語禁止と報道

「『モンゴル語の代わり中国語を使え』

中国、今度はモンゴル族の文化を抹殺？」（ハンギョレ新聞）

「中国が傲慢な理由で強行した

『モンゴル語教育停止』の衝撃」（Newsweek Japan）

「２０２０．９から

小学校モンゴル語完全禁止」（NEWSポストセブン）
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公用語教育－－貧困・格差解消のための中国の重要な政策

初等教育への公用語導入は、内モンゴルが最後の自治区

他の自治区では既に採用

公用語を教えないと、北京語の読み書きや会話すらできないまま放置

し、中国社会・経済から排除することになり、貧困を継続させることに

なると中国政府は考えている。

就職だけでなく、都市部の大学進学などでも圧倒的に不利

たしかに

「公用語の教育をもっと普及すべき」との意見がある一方、

「民族語だけで十分」と考える住民も一定数存在。

住民の意見をよく聞き、中国社会全体の動向も見据えながら、みんな

が納得するように進めていく。
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※新疆におけるウイグル族の中国語教育、学習の現状について（費燕 成城大学紀要）

［参考］二カ国語教育についてのウィグル人へのアンケート

問い：本民族全員がウイグル語しか話せない単一言語者になるのを望みます

か。

強く望む 20% 望まない 75% 自然に任せる 5%

問い：本民族全員がウイグル語も中国語も話せるバイリンガルになることを

望みますか

強く望む 95% 望まない 2% 自然に任せる 3%

問い：あなたは現地のテレビ、ラジオ放送の使う言語として次のどれを希望

しますか

ウイグル語 中国語 ウイグル語と中国語両方

葡萄溝郷 ３８％ ６２％

（観光地）

庫西暾村 ９５％ ５％

（農村）
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新疆ウイグル問題の背景

（１）2009年7月に起こったウルムチ騒乱事件。

広東省で、デマ情報をきっかけに出稼ぎのウイグル人が襲撃・殺害さ

れた事件。警察への対応の甘さに抗議するウイグルの人々のデモが暴動

に発展、多数の死者が出た。背景にはウイグル地方の貧困と差別。

（２）貧困と差別につけ込んだテロ活動。米国に支援されたイスラム武

装勢力ETIM（東トルキスタンイスラム運動）やテロ組織ＩＳらが活動の

拠点をシリアから新疆ウイグル地区に移し、テロ活動を活発化。

シリアは米に支援された武装勢力の流入によって「内戦」状態に

リビアは国家を崩壊させられ元首は殺害

人口2500万人の自治区で「内戦」を引き起こされかねない危険

（実態は「内戦」ではなく、米国によって仕掛けられた「戦争」）
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新疆ウイグル問題への中国政府の対応
・様々な職業教育を行う

職業訓練所

・貧困と差別を克服するための

教育施設

2014年以降イスラム武装勢力への取

り締まりと教育・訓練を本格化。

→2015年ごろからテロ事件はほとんど起こっていない。

米国の戦略の転換

・テロ活動支援による中国「内戦」誘発、破壊・・・失敗

↓

・「人権抑圧」「ウイグル人弾圧」を煽って国際世論を誘導し、

中国への制裁を強化
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□強制収容施設建設疑惑
オーストラリアの戦略政策研究所(ASPI)が、衛星写真を見て、「ウィグ

ル人の強制収容施設を建設」と報告



12

□ジェノサイド疑惑
「中国統計局の調査で新疆ウイグル地区の二大都市で人口増加率が84%減

少。ウイグル人を大量虐殺（ジェノサイド）している」との報告書。

・直近では減少しているが、2010～2018年にウイグル人は1010万人から1270万人に増加。

・一人っ子政策が少数民族は除外されていたため人口が増加。しかし2015年の一人っ子政

策の停止（都市部2人、農村部3人）に伴い、少数民族にも適用されることになった。

・避妊治療は増えているが強制はしていない。報告書は、医療相談所の写真を強制不妊治

療の現場として掲載したり、刑務所の受刑者移送の写真を職業訓練所とねつ造している。

拘束され強制収容所に入れられたとの証言

強制不妊治療をさせられたとの証言

汪報道官「ツムラート・ダウトは、職業訓練

センターに入ったことはない。2013年3月に産

婦人科病院で第3子を出産した際、帝王切開と

卵管結紮手術を行ったが、不妊手術はしていな

い。彼女は反中勢力の道具となっている」→
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□宗教施設破壊疑惑
同じく、ASPIが衛星写真の画像から宗教施設破壊と報告

これを受けて朝日新聞が現地取材

「壊されるウイグルのモスク－－カフェに改装、寝転ぶ観光客」

実は、衛星写真をもとに新疆ウイグルに入ったが、イメージ通りの「破

壊された宗教施設」を見つけることはできなかった

→カフェなどに改装されたモスクを「宗教施設破壊」と報道

○ウイグルのモスクについては、観光資源として利用

○テロリストのアジトの隠れ蓑になっていると疑われるところは閉鎖

と中国当局が認めている
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「人権問題」の情報源は？
ロイターや共同通信などが配信しているが、独自の海外特派員が取材し

た情報ではなく、いかがわしい反共極右団体が流した情報の転載。

エイドリアン・ゼンツ（共産主義犠牲者記念財団）／

オーストラリア戦略政策研究所(ASPI)／

世界ウイグル会議／日本ウイグル協会／

アジア自由民主連帯協議会／南モンゴル人権情報センター

このエイドリアン・ゼンツを中心に、互いに補完し合いながら、

衛星写真を見て考えついた創作話やねつ造情報を世界に配信している。

日本では「つくる会教科書」に関わりキワモノの嫌中嫌韓本を出して

いる人達。「日本軍「慰安婦」は売春婦」「南京大虐殺はなかった」「大

東亜戦争はアジア解放のための戦争」などと同じたぐいのデマゴギー。

日本の進歩的な知識人や民主的な活動家で、それを信じる人はいない

が、「ウィグル人大虐殺」や「モンゴル語禁止」を信じる人がいる状況。
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人権団体アムネスティやヒューマンライツウォッチなども、

独自調査ではなく、ゼンツらの「情報」をもとに中国を非難

※「強制労働」を止めさせるキャンペーン＝不買運動

世界の企業を名指し。日本でもパナソニック、ユニクロ、無印良品な

ど12社がやり玉に。米は、高品質で人気の新疆綿の輸入を中止に。

→下請け企業などからのウイグル人解雇や、地場産業破壊につながり、

職業訓練→雇用→生活安定のサイクルで貧困や差別を解消しようという

取り組みに真っ向から反するもの。
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中国では「2020年絶対的貧困の克服」の目標を達成

新疆ウイグル自治区は最後の絶対的貧困地区の一つ
2014年～19年、年間平均GDP成長率7.2%

一人当たり可処分所得の年間成長率9.1%

生活水準は大幅改善

パミール高原の塔什庫爾干塔吉克自治県
タ シ ユ ク ル ガ ン タ ジ ク

重度の貧困県 平均標高4000メートル

インフラが立ち遅れ、産業発展が制限

農家・遊牧民の所得増が困難

移転や国境地帯

の防衛、特色産

業発展による雇

用などで対応
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ウイグル民族ジェノサイド論は、小さなウソを寄せ

集めて大量虐殺をイメージさせる巧妙なトリック

・職業訓練所を強制収容施設と決めつけ（衛星写真）

・数人の「証言」から100万人～200万人と推定

・「ナチスの収容所より大きい」（ユダヤ人らを600万人

殺したナチスと比較）

・人口の増加率が８４％減少（人口減少ではない）

・国連のジェノサイド規定－－特定の民族に対する出生

制限・避妊強制など

・行方不明、強制避妊、集団レイプ、宗教弾圧等の「証言」
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世界では・・・人権団体や労働組合などに対して、ジェ

ノサイド報道に惑わされて不買運動キャンペーンなどに

同調しないよう呼びかけられている。

「労働組合は、新疆ウイグル問題の判断を慎重に！

ジェノサイドの証拠はない。

一人っ子政策の免除とは奇妙な大量虐殺だ」
（イギリス共産党）

「ジェノサイドは根拠のない非難だ。

イラク、イラン、シリア、パレスチナなどで何百万人も

殺し、クーデタに加担したのは米国の方だ。

来年2月の北京オリンピックをボイコットして、中国の

国際的威信を傷つけようとしている。

新たな冷戦に加担してはダメだ」 （カナダ共産党）
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メディアの情報を鵜呑みにしない。

本当にそうかと、立ち止まって考える

自分の尺度、日本の尺度を勝手に当てはめない

中国政府の見解もきちんと読む。

中国人民や中国政府の立場に立って考える

中国のことを、先入観をなくしてもっと知る

（たとえば、「職業訓練所」にしても「公用語教育」にしても、必ず中

国政府がそうする理由と背景がある。）

・言語も文化も違う５５の少数民族と共存し、保護し、発展する必要

・侵略され、植民地化され、分割されてきた歴史

米国が敵視し、介入を画策

・大陸の広大な国土で他国と地続き

・中国革命を経て、社会主義国家が成立

・今でも世界の最貧国の一つ 一人あたりGDP1万500ドル 世界第67位

『ウイグルフェイクニュースの終結』ヴィヴァス
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さいごに－－中国報道官の最新の発言

（１）ジェノサイドは全くのウソ。中国がそんなことするはありえない。

（２）これまで、先住民族をジェノサイドしてきたのは、米国やカナダ、

オーストラリアなどではないか。

（３）中国は新型コロナを封じ込め春節を楽しく祝うことができた。米

国はいまだに多くの人が亡くなっている。

中国の「人権」とは生きて日々の生活を保障すること。人の命を大切

にしているのはどちらなのか。

（４）新疆ウイグル自治区は年間1億

人が訪れる観光名所。衛星写真ではな

く実際に来て見てほしい。大歓迎だ。

しかし悪意のあるデマを流すために来

るのならお断りだ。


