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少数民族の在外運動組織

を低く見積もられてきた︒しかし︑ウイグ

に︑中国政治のアクターとしてはその役割

からの分離独立の実現性が低いことを理由

チベット以外の民族運動在外組織は︑中国

国外に拡大しはじめたことである︒従来︑

運動が活動拠点をアメリカやドイツなどの

ならず︑ウイグルや内モンゴルなどの民族

ぐる政治アクターの特徴は︑チベットのみ

要ポストを兼務している︒中国政府からは

れた東トルキスタン亡命政府︵後述︶の重

ーであり︑現在は二○○四年九月に設立さ

ジリリ・カラカシがこの組織の中核メンバ

中国語などで情報発信している︒アブドゥ

関する情報をウイグル語︑英語︑日本語︑

ットなどを使って︑ウイグルの民族運動に

ンに設立された︒同センターはインターネ

︶
︒
Turkistan Information Center
一九九六年六月一日︑ドイツのミュンヘ

︵後述︶の設立に関わった︒

○○四年四月の世界ウイグル代表者会議

と﹂を目的としている︒主要メンバーは二

来の政治決定を行える環境を創出するこ

イグル人が平和的民主的な方法によって将

グルの文化を維持発展させるとともに︑ウ

ュニティ拡大にあわせて創設され︑
﹁ウイ

ョン︵ Uyghur American Association
︶
︒
一九九八年五月に在米ウイグル人のコミ

星野昌裕

ルの民族運動にみられるように︑中国当局

要注意人物としてマークされており︑二○

③ウイグル・アメリカン・アソシエーシ

とのあいだに一定の政治的リアクションが

○三年一二月一五日に発表された中国公安

一九九○年代以降の中国の民族問題をめ

行われるようになり︑その政治アクターと

部﹁テロ組織・テロリスト﹂
︵後述︶で名

④ 東 ト ル キ ス タ ン 民 族 会 議︵ East

しての役割が高まってきた︒

︶
︒
Turkistan National Congress
一九九九年一○月に設立された︒一九九

民族運動の国外組織に警戒感を募らせてい

中心としている︒二○○四年九月に東トル

リカ政府や国際世論への働きかけを活動の

︵ East Turkistan National Freedom Center
︶
︒
一九九六年にアメリカで設立され︑アメ

②東トルキスタン民族解放センター

テロの名目で民族運動の取締りを強化して

動がテロとは無関係であり︑中国政府が反

ロ直後の開催のためか︑ウイグルの民族運

催された第三回全体会議では︑同時多発テ

民族運動フォーラムの流れを引き継ぐ古参

二年一二月にトルコで開催されたウイグル

たが︑とりわけ一九九六年頃からアメリカ

キスタン亡命政府を樹立した際の母体組織

いることへの非難を決議した︒また二○○

指しされている︒

やドイツなどで様々な組織が樹立されるよ

となり︑センター主席のエニウェル・ユス

四年四月の世界ウイグル代表者会議の創設

組織のようである︒二○○一年一○月に開

うになった︒それらのうち︑今日の民族運

ップ・トゥラニは︑その亡命政府の総理大

に関わった︒

①東トルキスタン情報センター︵ Eastern

一九八○年代末から中国政府はウイグル

動につながる代表的な組織を挙げてみよう︒

臣をつとめている︒

●一九九○年代におけるウイグル
民族運動の国外組織の結成

特集／現代中国の政治変容
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キスタン解放組織︑一九九六年にドイツの

ルコのイスタンブールで結成された東トル

成︑一九九七年再結成︶
︑一九九六年にト

トルキスタンイスラム運動︵一九九三年結

発表した﹁テロ組織﹂リストによれば︑東

二○○三年一二月一五日に中国公安部が

⑤その他︒

トに加えた︒

日には国連安保理も同運動をテロ組織リス

加えたことを明らかにした︒また九月一一

ム運動をアメリカ政府のテロ組織リストに

性を述べたうえで︑東トルキスタンイスラ

時︶が︑少数民族の諸権利を尊重する必要

国訪問中のアーミテージ国務副長官︵当

織的にテロリストを募集︑訓練︑育成して

与えている︒ テロ活動拠点を設立し︑組

している︒ テロ活動に資金援助と支持を

テロ活動を組織︑計画︑扇動︑実行︑参加

実行︑参加したことがある︑もしくは現在

る組織︒⒤テロ活動を組織︑計画︑扇動︑

致しかつ以下の条件のいずれかに当てはま

にウズベキスタンを加えて上海協力機構を

二○○一年六月一五日には︑上海ファイブ

協力関係を強化する点で合意を得た︒また

上海ファイブで分離主義やテロリズムへの

との外交関係を強化し︑一九九八年七月の

ウイグル自治区に隣接する中央アジア諸国

こうした動きに対して︑中国政府は新疆

報センターの四団体を﹁テロ組織﹂に︑一

ウイグル青年代表大会︑東トルキスタン情

ラム運動︑東トルキスタン解放組織︑世界

ロリスト﹂を公表し︑東トルキスタンイス

は﹁東トルキスタン独立テロ組織およびテ

えで二○○三年一二月一五日︑中国公安部

中国公安部に反テロ局を創設した︒そのう

れることができない﹂を発表するとともに︑

ルキスタン﹄テログループは犯罪責任を免

○二年初頭に国務院新聞弁公室が﹁
﹃東ト

ど﹁テロ﹂への処罰を強化した︒また二○

一○年以上の懲役または無期懲役とするな

改正し︑
﹁テログループ﹂を組織した場合

国内面では︑二○○一年一二月に刑法を

の活動に資金援助︑訓練︑育成︑参加して

やその他の国際テロ組織を受け入れて︑そ

ている︒ 上記基準で認定されたテロ組織

動を行えるように︑資金援助し支持を与え

ている︒ テロ組織とテロリストがテロ活

の実施を組織︑計画︑扇動︑宣伝︑教唆し

組織︑指導し︑参加している︒ テロ活動

いずれかに当てはまる人物︒⒤テロ組織を

②上記①の基準に合致しかつ以下の条件の

行う人物︵中国籍・外国籍を問わない︶
︒

全と大衆の生命・財産を脅かすテロ活動を

①テロ組織と連携して︑国内外で国家の安

参加する組織︒
﹁テロリスト﹂については︑

援助︑訓練︑育成を受け︑それらの活動に

いる︒ 別の国際テロ組織と連携して資金

ミュンヘンで創設された世界ウイグル青年

結成し︑
﹁テロリズム︑分離主義︑過激主

一名の個人を﹁テロリスト﹂とした︒

のタリバンから軍事訓練を受けている証拠

二○○一年一○月一一日にアフガニスタン

際社会と﹁テロ﹂で共闘することを表明し︑

生した同時多発テロ直後には︑いち早く国

することを取り決めた︒その三カ月後に発

ベクイスラム問題などに多国間協力で対処

損なう組織︵本部所在地は国内・国外を問

社会的秩序を破壊し︑大衆の生命・財産を

①テロ行為により︑国家の安全を脅かし︑

のように説明した︒
﹁テロ組織﹂
については︑

ロ組織﹂と﹁テロリスト﹂の認定基準を次

○○三年一二月一五日の記者会見で︑
﹁テ

中国公安部反テロ局副局長の趙永 は二

イグルの在外運動組織の組織統合が急速に

大への警戒感から︑二○○四年に入るとウ

経済力の向上に伴う中国の世界的影響力拡

●ウイグル民族運動に対する中国
政府の対応

代表大会があるとされる︒

義の取り締まりに関する上海条約﹂に調印

があるとして︑東トルキスタンイスラム運

わない︶
︒②一定の組織体制と分業システ

中国公安部によるリスト発表への対抗と︑

●二○○四年におけるウイグル民
族運動組織の統合と創設

動を﹁国際テロ組織﹂に位置づけた︒米中

進展し︑以下の二つの組織に収斂していっ

（ii）
ムを備えている︒③上記①︑②の基準に合

いる︒

し︑ウイグル問題︑チェチェン問題︑ウズ

（ii）
（iii）

関係においては二○○二年八月二六日︑中
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（iv）

（iv） （iii）

た︒

おいてなお大きな隔たりが存在しているよ

しながらも︑その前提条件として法的な登

年九四歳︶を父にもつ︒組織の中核には中

ーのなかに︑アメリカのワシントンＤＣに

録手続きを行ってアメリカ政府から公的な

命政府との協力関係を模索する可能性を示

拠点をおくウイグル・アメリカン・アソシ

認知をうけることを提示した︒さらに亡命

うである︒世界ウイグル代表者会議は︑亡

エーションの幹部が名を連ねている︒同ア

政府と同様にアメリカに拠点をおくウイグ

国政府が﹁テロリスト﹂として警戒するド

ソシエーションを通じてアメリカとのパイ

ル・アメリカン・アソシエーションのメン

リクエン・アイサがいるほか︑主要メンバ

プを確保しているとみられる︒

バーとエリキン・アリップテキン︵前述︶

が亡命政府に参加することを協力関係の前

︶
︒
Turkistan Government in Exile
東トルキスタン亡命政府は︑二○○四年

在外ウイグル人の間で亡命政府樹立に関し

ルキスタン亡命政府側もその声明のなかで︑

提条件とみているようである︒一方︑東ト

九月一四日にアメリカのワシントンＤＣで

て活動方針の不一致や不協和音が存在する

② 東 ト ル キ ス タ ン 亡 命 政 府︵ East

設立され︑同年一一月下旬に﹁東トルキス

ことを認めている︒

︶
︒
ghur Congress
世界ウイグル代表者会議は︑東トルキス

亡命政府の人員構成からみて︑アメリカに

ドゥジェリリ・カラカシ︵前述︶であろう︒

兼東トルキスタン情報センター主席のアブ

臣﹂のエニウェル・ユスップと﹁広報大臣﹂

力な組織を保持しているとはいえず︑この

現段階においては︑在外運動が一枚岩の強

図とはみなしきれない︒しかし少なくとも

形であり︑この両者の関係を単純な対立構

在外ウイグル民族運動の再編は現在進行

●在外ウイグル民族運動組織の展
望

タン憲法﹂を発表した︒
﹁大統領﹂にはオーストラリア在住のエ
フメット・イゲムベルディが選出されてい

タン民族会議︑世界ウイグル青年代表大会︑

拠点を置く東トルキスタン民族解放センタ

両組織がいかに連携し協調関係を築いてい

るが︑中核を担っている人物は︑
﹁総理大

欧州東トルキスタン連合などが中心となっ

ーと︑ドイツに拠点を置く東トルキスタン

①世界ウイグル代表者会議︵ World Uy-

て︑二○○四年四月一八日にドイツで設立

けるかという点に︑今後の在外ウイグル民

両組織とも組織力や資金力などが不十分

情報センターをベースに設立されたとみら
二○○四年の組織統合において︑ウイグ

であり︑民族運動の政治目的をすぐに達成

された︒平和的・非暴力的・民主的な手段

ル民族運動の在外組織は世界ウイグル代表

できる状況にはない︒しかし︑中国政府と

族運動の展望が見通せよう︒
主席に就任したエリキン・アリップテキ

者会議と東トルキスタン亡命政府の二つの

様々なかたちで相互に政治的リアクション

れる︒

ンは︑一九四九年以来在外ウイグル人の精

系譜に収斂しているようにみられるが︑こ

を繰り返しており︑在外運動組織が政治ア

による民族自決を目指すとし︑武装暴動に

神的支柱であったアイサ・ユスフ・アリッ

の両者の関係については︑活動方針などに

否定的な立場をとっている︒

プテキン︵一九九五年にトルコで死去︒享
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トには︑チベット問題と並んで︑中国政府

てアメリカ国務省が作成したファクトシー

月の胡錦濤国家主席のアメリカ訪問に際し

歩を踏み出した﹂のである︒二○○六年四

ルキスタン問題を国際化する面で大きな一

民族運動への攻撃を強めたが︑同時に東ト

﹁同時多発テロを利用して中国はウイグル

ン情報センターの指導者たちが言うように︑

うになってきたからである︒東トルキスタ

﹁挑戦者﹂の存在が国際的な認知を得るよ

封じ込めようとした結果︑かえってこの

九七年は中国共産党による内モンゴル﹁占

民族運動を実施する立場からすると︑一九

を内モンゴル自治区の創設日としている︒

また現在の中国では︑一九四七年五月一日

ル人民党という組織名称としたのである︒

こから﹁革命﹂の二文字をとって内モンゴ

ゴル民族運動の歴史的な求心力であり︑そ

っていた︒内モンゴル人民革命党は内モン

独立を求める民族運動の指導的な役割を担

革命党という政党が実在し︑内モンゴルの

二○年代と一九四○年代に内モンゴル人民

設立年のもつ意味を知る必要がある︒一九

には︑その名称の由来と一九九七年という

世界的にみて︑民族問題は人権問題として

る︶を樹立することなどを提示している︒

と自体︑一つの政治性をもっているといえ

って︑
﹁南モンゴル﹂という名称を使うこ

ンゴルという表現を用いるという︒したが

であり︑モンゴル語では北モンゴルや南モ

いう言い方は中国からみた場合の識別表現

府﹂
︵そもそも内モンゴルや外モンゴルと

や︑条件が整い次第﹁南モンゴル臨時政

本部をアメリカから日本に移動させること

宣言﹂を発表した︒
﹁東京宣言﹂は︑党の

ル人民党のメンバーが日本に集結し﹁東京

た︒ところが二○○六年二月に︑内モンゴ

ムページの更新も長く停滞状態が続いてい

動と比べてそれほど活発とはいえず︑ホー

内モンゴル人民党の活動は︑他の民族運

●民族運動と日本

が国際テロとの共闘という名目でウイグル

領﹂五○周年と解釈され︑それにあわせて

取り扱われるケースが増えており︑一方的

民革命党掘り出し運動﹂に関わった責任者

のムスリムを規制しているという指摘があ

内モンゴル人民党を創設したのであろう︒

な宣言とはいえ彼らが日本での活動を進め

クターとしての役割を演じ始めていること

る︒このように米中関係においてもウイグ

こうした政治系譜をもつ内モンゴル人民

ていくとなると︑中国の民族問題に日本が

内モンゴル人民党の活動方針を理解する

ルの問題が取り上げられ始めたのである︒

党は︑その政治目的として内モンゴルのみ

いかに関わっていくべきかを真剣に検討し

の厳罰を求める運動に参加していたという︒

民族運動側にすれば︑引き続き国際社会で

を領域とした独立国家の樹立を目指してお

な﹁挑戦者﹂を国際関係の枠組みを用いて

の活動空間を獲得する必要があり︑特にア

り︑モンゴル国との統一を政治アジェンダ

は否定できない︒中国政府がまだまだ未熟

メリカへの依存度を高め続けるであろう︒

一九五七年生まれで内モンゴル東部の哲里

人民党が結成されている︒初代主席には︑

ジャージー州のプリンストンで内モンゴル

一九九七年三月二三日にアメリカ・ニュー

内モンゴルの在外民族運動に関しては︑

国﹂の統一は党のアジェンダに含めておら

ることを目指している︒
﹁二つのモンゴル

し︑最終的には内モンゴルを独立国家とす

がら連邦関係などによって協調関係を構築

結させ︑中期的には中国の発展を見極めな

和的に中国共産党による﹁植民統治﹂を終

関係学部助教授︶

︵ほしの まさひろ／静岡県立大学国際

ておく必要が生じてくるであろう︒

木盟奈曼旗出身のティムチルト・ショブス

ず︑内モンゴルに限定した民族主義を強調

に含んでいない︒短期的には民主的かつ平

テュッドが選出された︒彼は二○代の頃か

した政治運動を展開している︒

●内モンゴル人民党

ら文化大革命期の冤罪事件﹁内モンゴル人
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