
グルバハール・ジェリロヴァ

ウイグル⼈

拘束期間：1年4ヶ⽉

第３刑務所に到着した夜、⾝体検査のために裸

にされました。⾎液と尿を採られてから監房に

⼊�れられました。１週間もたたないうちに、黒

の頭⼱を被せられ、他の囚⼈と⼀緒にどこかわ

からない場所に連⾏されました。廊下には医療

器具がありました。医療検査・採⾎・超⾳波を

受けました。１週間に⼀度、裸にされて検査さ

れました。⼀度、第３刑務所で失神し、刑務所

の病院に連れて⾏かれました。そこには多くの

囚⼈がおり、ほぼ毎⽇⾝体検査を受けました。

第２刑務所には⼤きな診療所があり、定期的に

採⾎され、超⾳波検査を受けました。�

拘束中に受けた臓器検査

�

以下は、「中国・⺠衆法廷」の公聴会からの抜粋証⾔です。法輪功学習者とウイグル⼈が中国

で拘束中に強制的に医療検査を受けた事例の供述です。様々な拷問、その他の残虐⾮道、⼈間

として辱める扱いを受けていたという証⾔です。「中国・⺠衆法廷」の公聴会は、2019年12

⽉と2020年4⽉に開かれました。

裁定と供述の英語完全版：chinatribunal.com、
邦訳：http://jp.endtransplantabuse.org/中国・⺠衆法廷/へ。

中国・⺠衆法廷での証⾔

採⾎され、超⾳波検査も受けました。

10⽇に⼀回、注射されました。

私は他の⼈と同様に、10⽇に⼀回、�⾝体検査を

受け、超⾳波検査を3回受けました。肺を検査す

るためレントゲン写真も撮られました。多くの

⼥性が監房（私が収監されていた監房も含みま

す）から連れ出され、戻ることはありませんで

した。

ウルムチの第3刑務所；ウルムチ⼥⼦監獄の第2留置所

（2017年5⽉から2018年9⽉）
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劉�⾦濤（トニー・リウ）

法輪功学習者

拘束期間中、毎年、採⾎とレントゲン撮影を

強要されましたが、結果は⼀切知らされません

でした。8名の⿇薬常習犯と同じ監房に⼊れられ

ました。彼らは法輪功学習者を虐待するように

仕向けられていました。看守の命令で、交替で

私を迫害するように割り当てられていました。

監房には監視カメラが設置されており、看守は

内部で起こっていることを全て把握していまし

た。

�

ある⽇、⼀⼈の⿇薬常習犯の囚⼈が

私の背中と腰を殴打していた時

別の囚⼈が⼊ってきて

「臓器を傷めるな！」と叫びました。

⽬を検査され、指紋をとられてから、監獄のよ

うなところに連れて⾏かれました。中に⼊って

監獄だとわかりました。

毎⽇、投薬されました。薬を飲むと感情が⿇痺

しました。活⼒がなくなり⾝体が重くなりまし

た。監獄を出てかなりの期間が経ちましたが、

いまだに⽣理がありません。

拘束期間：2年2ヶ⽉

ズメレット・ダーウト

ウイグル⼈

拘束期間：3ヶ⽉

ベイゼン監獄（中国政権は「ウルムチ先端科学技術開発地区養成

所」と呼ぶ）（2018年3⽉から5⽉）

北京昌平洗脳班、�北京昌平留置所、北京團河労働教養⼈員派遣所、

北京団河労働教養所（2006年１１⽉から2009年1⽉）

まず採⾎され、それから内臓を

レントゲン撮影されました。

私の⾝体はどうなっても構わないのに、なぜ私

の臓器を気にかけるのだろうか？と不思議に思

いました。
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�初に病院に送り込まれました。彼らはまず病

院に連れて⾏くのです。黒頭⼱を外されて初め

て、病院にいることを認識しました。制服を着

た警官があらゆるところにいて、⽩⾐を来た⼈

も歩き回っていたので、病院だと思いました。



警察の軍⽤⾞両、看守の⾃動⾞、正規ではない

が病院所属のような救急⾞も数台、停⾞してい

ました。そして、武装警官と刑務所の看守が、

私のいる棟に⼊ってきました。１階から騒⾳が

聞こえました。私たちの３階にまで彼らが来た

とき、看守と警官が囚⼈を叱り付けている声が

聞こえました。「こちらを⾒るんじゃない。 

ベッドにうつ伏せになれ。」「名前を呼ばれた

ら�すぐに出てこい。何も持ち出すな」�そして、

順番に名前だけが呼ばれました。１つの監房か

ら１⼈だけのこともありました。私の監房から

は３⼈、呼び出されました。

法輪功学習者に同情的な監獄の医師が、こっそ

り私に⾔いました。「中国共産党に反対するん

じゃない。抵抗するな。抵抗したら、時が来た

ら、わからないまま死ぬことになる。

余�新輝

法輪功学習者

拘束期間：6年

2001年末、広東の四会留置所に拘束されていた時

期に、⾝体検査と⾎液検査を受けました。エイズ

やその他の感染病に罹っていないかをチェックす

るためだと職員に⾔われました。レントゲンは3

回撮られました。⼀度は私を少し⾒ただけでした

が、他の時は全体のレントゲン写真を撮られまし

た。�初のときはレントゲンを撮られたかどうか

もわかりませんでした。予備的な⾝体検査をして

いるのだろうと思いました。そのほかの時は、完

全な医療検査で、レントゲン撮影のあと、現像し

ていました。

⼝を検査したり、⼝を開くようには⾔われません

でした。⽬を検査されました。指の太さの黒のゴ

ム管を⼝から胃に⼊れられました。検査をしてい

たのだと思います。なぜかわかりません。当時、

どこも怪我はありませんでした。健康状態は⼀切

尋ねられませんでした。

2004年末、私の信念を棄却させるために数名の
囚⼈に囲まれました。そのうちの⼀⼈に「⾔われ

た通りにしなければ、拷問死させ臓器を売るぞ」

と⾔われました。刑務所では誰もが（ドナー候補

の）名簿の存在を知っていました。連れ出された

⼈々は、戻ってくることはありませんでした。

集団で連れ出されるときもあれば、数⼗名、20
名以下の時もありました。

�も厳しい時期は2006年半ばでした。真夜中でし

た。突然、⾞にエンジンがかかる⾳が聞こえまし

た。刑務所全体はとても静かだったので、皆、何

ごとだろうと思いました。他の囚⼈のように、私

も窓から⾸を出して外を⾒ました。３〜４台の⼤

型バスが停⾞しており、バスの窓には鉄格⼦がつ

いていました。

広州⻩海留置所（広州第１留置所）、槎頭留置所（広州第３刑務所）、

四会監獄（2001年から2006年）

法輪功学習者は皆、気功をするので、体の状態

がとても健康だ。もちろん臓器も⾮常に健康

だ。（ドナーとして）法輪功と他の囚⼈のどち

らを選ぶと思う？他の囚⼈は⿇薬やアルコール

に浸ってきた者ばかりだ。法輪功学習者の臓器

が最⾼なんだ。」

その時が来て、⼼臓、肝臓、膵臓、肺

が取られても、⾃分に何が起こって

いるかは、わからないだろう。
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アブドゥウェリー・アユプ�

ウイグル⼈

ウルムチのテンリタフ留置所、六堂灣監獄（2013年11⽉から2014年

11⽉までと2014年11⽉から2015年7⽉まで）

拘束期間：1年10ヶ⽉

留置所に連れて⾏かれる前に健康診断を受けま

した。黒頭⼱を頭に被せられたので、どの病院

に連れて⾏かれたのかは分かりません。採⾎・

採尿・唾液の採取の順でした。

検査のあと、留置所に連れて⾏かれました。

そのときは何が起こっているか分か

りませんでした。体に⾮常に冷たい

ジェルを塗られ、その上に何かを押

し付けられたまま検査されました。

劉�⽟梅

法輪功学習者

拘束期間：2年4ヶ⽉

北京で警官に拉致され宣武区看守所に送られ、

拘留されました。

警官が来て私を蹴り、しゃがませました。⽴つ

ことができませんでした。⾝体検査に連れて⾏

かれました。看守所に所属する医師（⼥性）に

採⾎されました。窓から、たくさんの⼈が何か

を分析している様⼦が⾒えました。何を探して

いるのかはわかりませんでした。

当時、薄熙来が権⼒を握っており、いかなる拷

問の⽅法を使っても、これらの⼈々全てを最後

まで根絶する必要があると⾔いました。この期

間、多くが拷問死し、迫害・拷問のために多く

の囚⼈の気が狂いました。

⾝体検査を受けました。10名くらいが並んでい

ました。両⼿を頭の後ろに組んでしゃがむよう

に⾔われました。私は囚⼈ではないのでできま

せんと答えました。

「名前と住所を⾔わなければ、おま

えの�臓器はすべて摘出され、おまえ

の家族はおまえの遺体を⾒つけるこ

とができなくなるぞ」と警官に⾔わ

れました。

撫順拘留所、�撫順看守所、�撫順労働教養院、撫順⼥⼦⾃強学校

廣州沙河看守所、北京宣武区看守所、遼寧鐵嶺看守所

レントゲンを撮られたと思います。胸

に何かを感じたからです。
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オムル・ベカリ

ウイグル⼈

ヤーレンブラク区�カラマイ刑務所、カラマイ再教育施設（2017年

3⽉から2018年1⽉）

拘束期間：5ヶ⽉

2017�年�3�⽉�26�⽇、ピチャンの診療所か病院に

連れていかれました。トイレに⾏く前に飲料⽔

を与えられ、採尿するよう強く⾔われました。

約30�分後、腕から採⾎されました。その後、

ベッドに横になり、全⾝を検診されました。

⾝体検査の後、警察署に連れられ、⽬を検査され

ました。瞼を開いたまま抑えられ、左、右、上、

下を⾒るように指⽰され、同時に、私の瞳孔の位

置が写真で撮られました。

２度⽬は、カラマイ病院での全⾝の⾝体検査でし

た。尋問され拷問を受けた後のことでした。4�⽉

7�⽇と明確に記憶しています。

⼿錠をかけられ、⿊頭⼱を被せられました。まず

病院（もしくは診療所）に連れられ、⾝体検査と

採⾎が⾏われまし�た。全⾝の⾝体検査の間、頭

⼱が取られることはありませんでした。検査が終

わり刑務所に連れて⾏かれました。囚⼈服に着替

えさせられ、他�13�名の若い男�性の⼊っている部

屋に⼊れられました。全員、ウイグル⼈で、⾜枷

をはめられていまし�た。

冷たいジェルを塗られ超⾳波で腎臓を

検診され、その後⼼電図で⼼臓、肺が

検査されました。超⾳波検査だと思い

ます。様々な部位にコールドジェルが

塗られましたので。

肺を検査されました。ゆっくり深呼吸

するように⾔われました。約２時間の

検査でした。
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張�艶華

法輪功学習者

拘束期間：7年3ヶ⽉

初めて拘置所に⼊れられた時、理由なく⾎液検

査され、結果も知らされませんでした。

�初は診療所でした。2度⽬と3度⽬は監房の外

でした。何も質問されませんでした。

黒⻯江省ハルビン⼥⼦監獄（2001年7年間）、チチハル看守所

（2007年3ヶ⽉）

匿名の証⾔者

法輪功学習者

⼭東省監獄�烟臺第⼆看守所（2016年1⽉から2017年1⽉）

拘束期間：1年

数ヶ⽉間の虐待を受けた後、ある⽇、1⼈の看護

師が何⼈かの看守と共に私の監房に来ました。

私の腕にゴムバンドをはめ、ガラス管2本分の⾎

液を採取しました。当時、⼀体何が起こってい

るのか、わかりませんでした。

刑務所では、より頻繁に殴打され虐待されまし

た。平⼿打ちされ、殴られ、蹴られ、怒鳴られ

ましたが、臓器を叩かれることはありませんで

した。刑務所に数ヶ⽉⼊れられたあと、看守が

私の監房に来て、刑務所の病院に連れて⾏かれ

ました。

法輪功学習者だけが、⾎液検査を受けました。

臓器のために殺害されると恐ろしく感じていまし

た。その後、よく眠れなくなり、2017年1⽉29⽇に

釈放されるまで、恐怖の中で暮らしていました。
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窓の⽳に腕を⼊れさせられ、看護婦は

私の腕にゴムバンドをはめ、静脈に針

を差し込み、ガラス管2本分の⾎液を採

りました。�

⼼臓の検査は、拘置所の診療所で⾏わ

れました。

3回採⾎されました。それぞれ（ガラ

ス）管１本分、採⾎されました。拘置

所で働く医師が⾏いました。名前はわ

かりません。他の⼈々が⾎液検査され

ているところは⾒ませんでした。



メヒリグル・トゥルスン

ウイグル⼈

拘束期間：8ヶ⽉�

4⽉22⽇、チェルチェンの病院に連れて⾏かれま

した。黒頭⼱を被せられていたので�どの通路、

どのゲートを通って検査室に⾏ったのかはわか

りませんでした。通常の⼈々が健康診断を受け

るためのルートではないことはわかりました。

黒頭⼱を被せられていましたが、腕の⾎管から

2回、採⾎されたことはわかりました。採⾎され

た量はわかりません。⾎圧も測定され、⼼臓も

検査されました。�別の器具が使われ、深呼吸す

るように⾔われました。

そして地下と思われる場所に連れられました。

何も⾒えませんでしたが、エレベーターが下に

⾏く感じを覚えました。地下だったと確信して

います。暗室に連れて⾏かれ、黒頭⼱を外され

ました。⼿錠と⾜かせが外されました。服を脱

がせられ完全に裸にされました。

拘束所に連⾏されるたびに、別々の監房に振り

分けられる前に、⾎液検査、超⾳波などの丹念

な⾝体検査を受けました。�⼥性は、時には内部

に何かを挿⼊される、�プライベートな検査を受

けました。23歳から26歳の若い⼥性たちの呼吸

が突然停⽌し、⾜を引っ張られて連れ出された

のを⽬撃しました。�また、14歳から18歳の⼥性

が監房から連れ出され、戻りませんでした。

何らかの器具が胸の上部に取り付けら

れ、別の器具を使って、前と後ろを検査

されました。�その後、額・両肩・⼼臓の

すぐ下の部分、両⾜に液体を塗られまし

た。�そして、ガラスの機械に⼊れられ、

機械が回転する間、�１、２、３、４から

10まで�⼤声で⾔わされました。機械の

中では�何も聞こえなくなりました。

ウルムチ留置所？（2015年5⽉から7⽉；2017年4⽉から7⽉；2018年

1⽉から4⽉）
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⾼度な機器を搭載した移動式医療⾞に⼊れられ

胸部・腹部の検査と⾎液検査を受けました。

機器の名称はわかりません。医療⾞は、収監

されていた建物の⼊り⼝に停⾞されていまし

た。この検査は、�近収監された法輪功学習者

で、信念を棄てない者だけが対象だったことを

明確に覚えています。

新しく収監された囚⼈を対象としたものでもあ

りませんでした。私たちと⼀緒に監獄に送り込

まれた⼈が数多くいたからです。

李�琳琳

法輪功学習者

上海松江⼥⼦監獄（2005年9⽉から2009年3⽉）

拘束期間：3年6ヶ⽉

機器の整備された医療⾞で、主に

胸部・内臓・⾎液を検査されました。

健康な法輪功学習者である私たち⼆⼈

だけが検査され、なぜ重症の他の囚⼈

は検査されないのか、当時、不思議に

思いました。

�
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