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デマ・ねつ造
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１．ウイグルにおける「ジェノサイド」
　　　「強制収容所」を理由に、欧米が中国へ制裁
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2022年北京五輪ボイコット　　　　　新疆綿使用企業への圧力

日本政府は「ジェノサイド」認
定していないが・・・

• 与野党議員が圧力。

• 立憲民主も共産も。
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２．「ウイグル・ジェノサイド」のデマ

「ジェノサイド」の情報源は1人

　　 ―エイドリアン・ゼンツ

2020年6月に発表した論文
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（21年3月改訂）

・「福音派共産主義犠牲者記念財団」（極右キリスト教原理主義者の組織）上級研究員
　米CIAの隠れ蓑である「全米民主主義基金（NED）」からの資金援助で運営
・「ジェームズタウン財団」研究員
　旧ソ連の反体制派支援が目的の保守派シンクタンク
・亡命ウイグル人組織「世界ウイグル会議」（WUC）」と密接
　「東トルキスタン・イスラム運動（ETIM）」（イスラム原理主義武装組織）と結びつき、
　米欧の諜報機関や米政府に支援された反中国のプロパガンダ機関

ゼンツの「ウイグル・ジェノサイド」の論拠は2点

(1)新疆ウイグル地区の二大都市（県？）、

　　ホータン・カシュガルで人口増加率が84%減少。

(2)ウイグル族で避妊手術が増加。

　　2018年には、中国におけるIUD（子宮内避妊器具）の

　　「純挿入数」の80％が新疆で行われた。
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(1)新疆ウイグル地区の二大都市で
人口増加率が84%減少？

（ゼンツの論文より）↑↗

真実

• 「増加率」が下がっただけ。人口が減少した訳ではない

• 下がったとは言え、漢族よりも増加率は高い

• ウイグル族の人口は2010年の1010万人から18年の1270万人
に増加

• 2005年から18年まで、漢族よりウイグル族の人口の方が増加

ウイグルの人口増加率が下がり、漢族との差が縮まったのは

　　　　　　　　　　・・・「一人っ子政策」の変更の影響

• 以前は

　　ウイグル族の家庭では、「一人っ子政策」が免除。都市部では2人、農村部では3人の子どもまでOK。

　　実際には、農村部のウイグル族には子どもの数が9人、10人というケースも。

• 2015年

　　中国政府は都市部の漢族夫婦の一人っ子制限を緩和。都市部の夫婦には2人、農村部の家庭には

　　3人の子どもまでOK。出生率が制限値を日常的に超えていた新疆では、地元当局が、　

　　漢族とウイグル族の間で家族計画政策を平等に適用するよう促した。

• 2017年7月

　　新疆ウイグル自治区政府は、ウイグル族に対する子どもの制限に関する免除を終了。

　　ウイグル族には、漢族と同じ制限（都市部では2人、農村部では3人）に従うことが求められた。

• 近年

　　中国全体で出生率が急激に低下。例えば広東省広州市でも、新生児の出生率が過去10年で最低の

　　水準に。
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(2)ウイグル族で避妊手術が増加？
　　2018年には、中国におけるIUDの
　　「純挿入数」の80％が新疆で行われた？

真実

• 18年のIUDの新規挿入

　　　中国全体　3,774,318件

　　　新疆　　　　　328,475件

　　新疆は中国全体の8.7%

80％って？

• ゼンツは、挿入数から摘出数を引いた「純挿入
数」という概念を導入して、それを比較。

謎の概念「純挿入数」

• 「純挿入数」で比較するなら・・・

　　　河南省　20万6281本　全体の69％

　　　河北省　18万4259本　全体の61％

　 合計で100%を超えてしまう。

• その理由は、挿入数よりも除去数が
多く、「純挿入数」がマイナスとなる省
があるから。

　　　江蘇省　ｰ178711本　全体のｰ60％

• 場合によっては、中国全体でほぼゼ
ロになることも、マイナスになることも
ありうる。

• このような数字にどのような意味があ
るのか？

• 付け加えれば、ゼンツは新疆での避
妊手術が増えていると主張するが、
「純挿入数」は増えていない。
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実際に行われているのは
少数民族地域における医療の改善

• 実際に行われているのは少数民族地域における
医療の改善。

• 無料の精神保健サービス、ポリオの予防接種、エ
イズ予防治療、貧困緩和策、新しい病院や診療所
の建設、など。

• 2017年、中国の国家衛生家族計画委員会が、新
疆ウイグル自治区に52億ドルの医療投資を行うこ
とを発表。同自治区の貧困な農村地域の脆弱な医
療インフラを強化する意向を表明。

• 中国政府の統計で、新疆の妊産婦死亡率と乳児
死亡率は2018年までにほぼ半減。平均寿命も上
昇。医学雑誌『ランセット』による2019年の研究で
は、中国の妊産婦の健康状態の改善と乳児死亡
率の低下を「顕著な成功例」と表現。

• 出生率の低下は、経済発展と女性の権利の向上
の結果。これは他国でも共通の現象。

ゼンツ論文：
この健康診断は、人口増加を抑制し、
ますます強権的になる出生抑制策を
徹底させるための手段として、特に
新疆ウイグル自治区の少数民族地域
を中心にいたるところで行われてい
る。

チャイナ・ニュースの元記事：
診察に来た貧しい村人たちに、血
圧、心電図、血糖値、身長、体重

を無料で測定した。200人以上の貧
しい人々が診断・治療を受け、100
種類以上の一般的な薬がその場で
配布された。

• ゼンツはこうした活動をジェノサイドの証拠とでっち
上げ

どっちが本当？
写っているのは避妊と関係なさそうなお年寄り

そもそも杜撰な論文―突っ込まれて修正
• 2020年6月版について指摘。21年3月版では修正。

待って、何？　ゼンツが主張しているのは、国民1人当たり年間800
個以上のIUDが装着されている‥‥

→「10万人あたり」に修正

私が計算したIUD挿入率は8.7％のはずなのに80％になっているという主
張は、環球時報が最初に考案し、極左界隈で広く繰り返されている。↗ ↗
この「間違い」は、私の研究を注意深く読まなかったことに起因する。

新たに追加されたIUDとは、挿入数から除去数を引いたものである。
→読み方が悪いかのように言うが、実際は論文をこっそり修正
In 2018, 80 percent of all new IUD placements in China were performed in 
Xinjiang,・・・　　　　　　　　　　　↓
In 2018, 80 percent of all net added IUD placements in China (calculated 
as placements minus removals) were performed in Xinjiang, ・・・
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３．「強制収容所に100万人」のデマ
• 100万人の出所は国連総会の人種差別撤廃委員会
（2018年8月）。しかし国連が報告した訳ではなく、各種団
体が資料を提出。国連が報告したかのように報道。

• 資料を提出した団体の1つが中国人権擁護者ネットワー
ク。米政府の支援を受け、ワシントンに拠点。資金源は
CIAの隠れ蓑「全米民主主義基金」（NED）。

• 根拠は、わずか8人のウイグル人とのインタビューで、
そこから「推計」しただけ。

• 新疆のウイグル族の人口（約835万人）に表の比率を
かけて算出したいいかげんなもの。

「強制収容所」の宣伝に熱心な
「オーストラリア戦略政策研究所(ASPI)」

• マスコミでは単に「豪の研究機関」。

• 実際は、豪政府によって設立され、豪国防省からも資金が出ている
軍・諜報機関のシンクタンク。

• 資金提供者は米国務省などの外国政府や民間軍事会社など。日本
政府も。
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ASPIは、衛星写真から強制収容所を認定

• しかし、中国の環球時報がチェックしたところ、すべ
て別の建物。上から老人医療施設、物流センター、
初等学校、中等学校。

• BS1スペシャル「デジタルハンター～謎
のネット調査集団を追う～」（2020年5
月）

• カメラがキャンベラのASPI研究所に入
る。男が衛生画像の小さな動く物を指し、
建物からバスが出て、近くの工場に送
られたなどと述べる。

• なぜこれだけで「強制収容所」と言える!?

中国政府は西側メディアにも
職業訓練所と教育施設を公開

• 中国政府は、職業訓練所に西側メディ
アの記者を入れ撮影やインタビューを
許可。

• その映像には映るのは、ウイグルの民
族衣装の踊りや民族楽器の演奏、施設
内での料理講習やマッサージの施術訓
練、ミシン掛けの技能講習、パソコンを
使った授業など。

• メディアはそのような映像をバックに「国
際人権団体は、虐待などの人権侵害を
指摘」「民族アイデンティティーが消され
る」などの字幕を入れてねじ曲げ。
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生活改善・職業訓練はテロ克服の戦い

• 新疆ウイグル自治区では、イスラム武装テロ
組織＝東トルキスタン・イスラム運動（ETIM）
によるテロ・破壊活動が数百件規模で起こっ
ていた。

• 2014年以降、1588件の暴力とテログループ
が摘発、12，995人の暴力的テロリストが逮
捕、2052の爆発物が押収された。

• それをそそのかしているのが米欧の政府・諜
報機関。新疆ウイグルでテロ攻撃を組織し、
中国の国家分裂を扇動。

• 米国はトランプ政権の末期に、「活動の形跡
がない」として、ETIMのテロ指定を解除。

• このテロ活動に対する中国政府の対応が、2
つのプログラム。

• (1)自治区の経済を成長させ貧困から脱却さ
せ、ウイグル人に仕事を与える。そのための
職業教育。

• (2)ETIM系武装テロ組織の中心的構成員に、
テロ犯罪に見合う正当な処罰を与え、職業訓
練を行い、社会復帰させる。

• 「強制収容所」は、まさにこうした中国政府の
努力をねじ曲げて宣伝するもの。

おわり


