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Part 1:
[Maria Ryan:]
今日は大変光栄です。香港から来た博士をお呼びしております。彼女は

命がけでアメリカに来きました。コロナウイルスの起源を明らかにしま

した。それが中国の武漢 P4研究室からです。今日は閻麗夢（えんれい

もん）博士と電話繋がっています。

閻博士、おはようございます。

[Dr. Yan:]
おはようございます、ライアン博士、お招きいただきありがとうござい

ます。

[Maria Ryan:]
ご自身のご経歴や専門分野について教えて頂けますか。

[Dr. Yan: ]
私は医者免許と博士号を持っています。それぞれ２校は中国トップレベ

ルの医科大学です。その後、香港大学の公衆衛生学部での勤務し、また、

インフルエンザと新型コロナウイルス研究をしていWHOのリファレン

スラボで博士研究員として働いていました。

そして、私は中国大陸で非常に広いネットワークを持っています。それ

は、CDCや病院などの当局も含め、また、軍事研究所をはじめとする

様々な研究所もあります。

そして、私は香港大学のコアチームに中国語を話せるただ一人です。だ

から去年の 12月に武漢で新たな肺炎が発生した時、私の上司であり、



WHOのアドバイザーでもある潘烈文（パン・レウェン）教授が密かに

新型コロナウイルスを調査するめに私を派遣しました。

[Maria Ryan:]
閻博士は香港での役割は何ですか。中国語が話せるから？12月に原因

不明の呼吸器疾患の主な原因を調査するためですか。そこで何があった

のかを調査するためですか。それが 12月にあったことですか。

[Dr. Yan: ]
中国語が話せるからというだけではありません。私にはユニークなネッ

トワークを持っているからです。

[Maria Ryan:]
わかりました

[Dr. Yan: ]
自分の独自の経験から何があったのを理解できます。なぜなら、私は医

学と研究の両方の経験があるからです。

[Maria Ryan:]
医学学位は何を専門にしていたですか。

[Dr. Yan: ]
私の医学の学位は長沙の中南大学湘雅医学院で取得しました。７年制の

臨床医学プログラムで勉強をしました。中国の 7年制臨床プログラムあ

る学校では第 1位の大学です。

[Maria Ryan:]



具体的にどの分野の医学学位を取得されているのですか。

[Dr. Yan: ]
臨床医学です。中国の国家医師免許を持っています。

[Maria Ryan:]
あなたの博士号の専門はなんですか。

[Dr. Yan: ]
博士号は広州の南方医学大学で取得しました。かつては第一軍医大と呼

ばれています。この学校に合格した後は一般の大学になりました。眼科

の博士号を取得しました。

[Maria Ryan:]
眼科の博士号をお持ちですね。医学の学位は臨床医学ですね。そうなん

ですか？ウィルス学者ではないですか。

[Dr. Yan: ]
私は５年前に香港大学に行ってウイルス学者になりました。コロナウイ

ルスを研究しているトップウイルス学者である Malik Paris教授は、私

のことを知った時、私がこの研究に向いていると思っていました。

そして、博士号を取得した時に、彼は私を彼らの学部に招きました。こ

の様な研究はやりがいもあり、面白さもあると思いました。さらなる研

究のためにこの研究室に入りました。

[Maria Ryan:]
12月の時点では、未確認肺炎の病例を調査するために派遣されたんで

すね。何が起きているのか、その時から何があったですか。



[Dr. Yan: ]
ということで、簡単にお話しすると二度に渡って極秘調査するため派遣

されました。安全の理由で、潘烈文教授は私の事をとても心配してぃれ

ました。中国政府がこの情報を厳しく取り締まることからです。

第 1回目の調査は、昨年 12月 31日から 1月 3日まで実施しました。そ

の時に多くの友人に連絡しました。私へのフィードバックは次のことを

示しています。中国政府が以前から認識しているように、このような肺

炎は 12月に武漢で SARSのようなウイルスが肺炎を起こした。そして、

すでに人から人への感染が出ていました。政府は 12月に既にウイルス

の配列を入手していた。しかし、様々な手段でウイルス（配列）の発表

を遅らせる試みをしていた。

当時、武漢には 40人以上の患者さんがいました。彼らが主張している

27件の確認症例よりもはるかに多い、その 3分の 1の人は武漢海鮮市

場に行ったことがありません。しかし、政府は主張していることは、海

鮮市場に行った事あるウイルスに感染した人だけを診断したそうです。

医療従事者である私自身、これは信じられないことです。彼らは診断基

準を持っていて、ウイルスを持っている人にしか診断行いない、そして、

発生原因を海産物市場にも関連させて、と高熱があると診断された人。

３つ目の基準は忘れました。

[Dr. Yan: ]

３つ目基準は CTスキャンです。レントゲン検査です。

[Maria Ryan:]
そうです、レントゲン検査です、ありがとうございます。



ということは、これは武漢華南海鮮市場の近くには行ったことがない患

者は受診を受けられないですか。

[Dr. Yan: ]
そうです。

[Maria Ryan:]
変なやり方なんですね。当時、不特定多数の肺炎を患っていた他の人を

拘束するために救助または記録は？

[Dr. Yan: ]
はい、その時点ですでに私は...言い忘れたが、クラスター感染はすでに

発生しました。なので、かなり変則的で強制的です。

その時も密かに言われたことが、中国政府からの指示でこの事は機密事

項です。教えてくれている情報について強調されたことは

ＷＨＯのレファレンスラボの代表だからです。もし、そうでないければ、

渡してくれません。しかし、この情報が出てしまうと彼らは困ることに

なるからです。

[Maria Ryan:]
まあ、基本的に全ての情報は漏らしてはいけないと言われていた。それ

を疑問に思って来たんです。それで、命の危険はあるですか。

[Dr. Yan: ]
はい、実はそうなんです。私が言ったように、1月に 2回の極秘調査を

経て、WHOや専門家の沈黙になって、怖くなった時に私は決心しまし



た。上司である Leo Poon氏が直接私に向かって言ました。それは、レ

ッドライン（危険ライン）を触ったり、越えたりしないでください。そ

んなことをしたら、面倒なことになって、消されてしまいます。そして

黙っていてくれとも言われました。

その時点で気がついたのが、言われているように黙っていられませんで

した。彼らは中国共産党が怖いから何もしないでしょう。彼らは中国政

府を恐れています。

[Maria Ryan:]
そうです。みんな中国政府が怖いんだと思います。

[Dr. Yan: ]
中国政府は強力ですね。

[Maria Ryan:]
はいそうです、とても強力です。閻博士、少し休憩をしましょう。後ほ

ど、またお招きします。もう少し質問があります。ありがとうございま

す少し休憩します。



Part 2:
[Maria Ryan:]
閻博士，番組にご出演いただき、ありがとうございます。では、教えい

ただけますか。

[Dr. Yan: ]
Maria博士ありがとうございます。

[Maria Ryan:]
先ほど医学経歴と博士号の話をしてくれました。あなたは昨年１２月に

上司から未知の呼吸器疾患に関する調査を依頼されたですね。何を見つ

けたのか教えていただけますか。

[Dr. Yan: ]
最初から２回の調査をしました。第１回目はキャンセルされました。そ

れは、上司が私の情報提者に直接コンタクトしたからです。彼らもお互

いの事を知っていました。しかし、状況が悪化していたことを気がつい

た時、危険だから一時中断するようにと言われました。彼は情報提供者

を守らなければならないからです。

しかし、１月１６日の１月中旬には、彼は私を再度戻しました。武漢の

状況調査を再開するように、及び海鮮市場も調査に必要な十分な情報は、

明らかに彼は中国政府から入手できなかったです。外国人の専門家に調

査を許さながったです。香港から専門家も含めてです。

また、患者と一般の方との間は隔離処置も行っていませんでした。医療

関係者ですら同じでした。医療関係者は皆、その話を口にしてはいけな

いと注意されて、みんなは怯えていました。彼らはこのウイルスが感染



することを一番よく知っているからだです。そして、我々の政府が主張

しているのは感染された医者はいませんでした。その後、完全な嘘であ

ることが証明されました。海鮮市場には中間宿主存在しないことも。

これらの証拠を全て上司に伝えました。それでも彼は私が消されないよ

うに黙っていろと言われました。

[Maria Ryan:]
それからは？

[Dr. Yan: ]
そして、その時、私は決心しました。

[Maria Ryan:]
閻博士、ゲノムの配列を調べて、わかったことは何ですか。

[Dr. Yan: ]
ええ、違和感ある事を一つ発見したです。なぜなら、その時は武漢の患

者のゲノム配列はすでにわかっているかつ、アメリカ国立衛生研究所の

ゲノムバンクデータベースにアップロードされていました。

当時、私はそこで発見したです。１月１１日～１４日の間に、彼らは第

一回目の（ゲノム配列を）アップロードを行った。初版として知られて

います。しかし、そこには間違いがありました。これらの間違いはゲノ

ム配列に全く存在しないはずの間違いです。ゲノム配列をアップロード

して公開している時点で、この様なミスは稀です。

[Maria Ryan:]



できれば、専門家ではないリスナーにもこれはどういう意味か分かるよ

うに説明してください。

[Dr. Yan: ]
はい、ゲノム配列は人間の指紋のようなものです。誰の指紋か特定でき

るものです。図を見比べると特徴の違いがよくわかります。だから、特

徴だけではないと考えることができます。ウイルスの区別に役立つだけ

でなく、そして、その成り立ちを理解するのに役立ちます。どこから来

たのか、どの属性に属しているのか、そして初版では明らかにその情報

が曖昧になっています。

しかし、１月１４日にタイで海外初のコロナウイルス患者が発見された。

つまり、外国の人々から実際のウイルスのゲノム配列を取得することも

できます。その後、彼らは今見ているゲノム配列をアップロードした。

以前にゲノムバンクにアップロードされていたバージョンを書き換えた

です。

[Maria Ryan:]
だから最初のゲノム配列が無くなったんですね。

[Dr. Yan: ]
はい、その時にゲノムデーターバンクから図をもらいました。明らかに

初版が差し替えられ、また、削除されたがわかります。その後は見つけ

ることはできませんでした。

[Maria Ryan:]



ゲノム配列とは何なのか、わかりやすく説明してくれました。ウイルス

の指紋のようなものです。それが本当の構造です。

まあ、ゲノムにはあるいは、そのゲノム配列の中で人による書換えや介

入の疑いはありますか。

[Dr. Yan: ]
はい、実は今はそれ以上の詳細は言えません。独自のレポートを作成し

ているからです。来週科学レポートが公表されます。

しかし、ここで言えるのは、１月１９日から私は、路德氏の Youbute

のライブ番組でこのメッセージを伝えた後、人々にはこう話をしました。

このウイルスのゲノム配列に非常に特異な特徴を持っています。

それに基づいて、その成り立ちをたどることができます。それがコウモ

リコロナウイルスです。舟山コウモリコロナウイルスと呼ばれています。

中国の軍事研究所で発見され、所有していました。海鮮市場からのもの

ではありません。雲南省の鉱山から直接感染したウイルスでもありませ

ん。

[Maria Ryan:]
いまは、閻博士をインタビューしています。リスナーの皆様に、あなた

の事を再度ご紹介したいと思います。香港からきた閻博士をインタビュ

ーしています。コロナウイルスの成り立ちを話してくれています。

来週には独自の論文を発表されるですね。科学的な報告書ですか。



[Dr. Yan: ]
来週早々に研究論文は皆さんに発表します。その後、独占インタビュー

もあります。しかしながら、中国共産党政府とその仲間たちが

彼ら知りたがっていました。私のチームと私は何を発見したか。

１月１９日に暴露を始めてから彼らに尾行されていた。私を黙らせて、

私を消そうとしています。ということで、ウイルスの証拠はもうすぐに

公開されます。

[Maria Ryan:]
司法省と会ってくれますか。或いは、アメリカのウイルス学会と接触す

るでしょうか。

[Dr. Yan: ]
もちらんです、なぜなら、これから発表される論文の内容は科学的根拠

に基づいています。みんなに読んでもらいたいです。ウイルス学の知識

がなくても、まだ報告書の中身もご自分で検証できます。

[Maria Ryan:]
番組にご出演いただき、ありがとうございました。また、真実を明らか

にしてくれましたこと、我々に話したこともすばらしいです。我々は発

表される論文を楽しみにしています。


