
「徐友漁氏らの拘留について－我々の憂慮と願い」 

 

中国の良識ある皆様へ 

 

今般、我々の良き友人である徐友漁（Xu Youyu）氏をはじめ、浦志強(Pu Zhiqiang)、郝建

(Hao Jian)、胡石根(Hu Shigen)、劉荻(Liu Di)，姚文田(Yao Wentian)といった中国の良識

ある方々との連絡がつかなくなっていることにつき、我々は事態を注視するとともに、深く

憂慮しています。  

 

徐友漁氏らは、１９８９年の不幸な事件によって中国社会が負った深い心的外傷を癒し、

中国人が再び団結して自らの国家と社会に誇りを持てるようにするため、理性的かつ平

和的な知的営みを続けていたのであり、このような良心と愛国心に基づく善良な試みによ

って彼らの身体や生命が危険に曝されるようなことのないよう、隣人として、友人として、

心から祈念しています。 

 

我々は、東アジア諸国に暮らす人々が、国家の政治体制やイデオロギーの違いを超え

て、物質的豊かさだけでなく、精神的な自由、尊厳、法の下の平等を享受する権利を持

つべきものと確信しています。この点、中国と隣国の人々のあいだに本質的な違いはなく、

また、我々には特定の国家や地域の混乱を助長する意図は全くありません。我々はただ、

価値観を共有しようとする友人として、徐友漁氏ら中国の良識ある人々が中国社会のさら

なる発展と東アジア地域の平和・共存のため、引き続き大いなる貢献を行いうることを希

求するのみであり、この真摯な願いと祈りを、中国の良識ある人々と共有することを切に

望むものです。 
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 ※ ５月１２日までに以上の東アジアの市民ら計１６１人が本公開書簡に支持を表明しました。 


