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近日、武漢市四環路外に新設された 4千人収容の箱舟病院は集中収容所ではとの疑いがあるとの情報がネット上に出現 
 

【新唐人 北京時間 2020 年 03 月 16 日電】 

中共（宮本注： 中共は中国に置き換えて読んでください）の公式サイトは、COVID-19 の流行が止まり

つつあり、武漢にあるすべての箱舟病院（火神山病院や雷神山病院も含まれる？）が撤去されたとしてい

る。 が、数日前にネット上では、武漢市四環外に新たに 4000 人収容が可能な箱舟病院が建設され、これ

が集中キャンプではないか、病院の周囲には電柵や有刺鉄線が張り巡らされ、病院は誰も逃げ出せぬよう

にしているのではないかという疑いがあるという情報が出現した。 

3 月 15 日、活動家の楊 占青氏は、ツイッターでビデオを使い当局が武漢市四環外に新たに 4,000 人収容

が可能な箱舟を建設したと発表した。 ビデオの中で、女性が武漢方言を使い、「新築の箱舟からは出られ

ない、厳格なクラス分け、有刺鉄線、電柵など全てが備え付けられており、誰も逃げ出すことはできない」

と語っていた。 

この女性は、彼女の情報源が『画像があり、真実のものばかりで、誰かが私を騙すというの？ 彼（情報

源）は龍神山や火神山病院建設に行っていた人だけど、彼が私にこのウィルスは大変恐ろしいものだと言

ったのよね。 この三日間入ったら出るに出られない、出られないイコール死を待つだけだって。』 

あるネット民は『武漢は市内の箱舟を閉鎖して、代わりに四環外に 4000 人の箱舟を作っているが、有刺

鉄線があって、人が逃げ出すのを防いでいる。 これはきっと市内を正常運転に戻すために作られた集中キ

ャンプだ！』とコメントしている。 

現在、 中共当局は、経済的な圧力を受けており、迅速な操業再開の必要があり、大陸の各地における

COVID-19 の数値もまた政治ニーズの影響を受ける為『ゼロになった』とする必要があるのだ（ある意味

で事実かもしれません）。 習近平は数日前に武漢の COVID-19 流行を視察した。武漢市内にある箱舟医院

は全て撤去されたが、風見鶏としての機能を果たせさせられたもので、各地における迅速な生産復興を促

進させるものだ。 

同時に、中共は、COVID-19 の国内における流行状況を薄め、隠蔽し、焦点を海外に転じようとしてい

る。その結果、海外の華人たちの一部は、騙されて帰国し、隔離されて孤立を余儀なくされて困難な状況

に直面することになった。 

これ以前に、自由アジアは、一名の武漢箱舟医院のボランティアがリークした内容を報道したが、それ

は、武漢の箱舟医院が迅速に撤去されたのが、主に政治的必要性に基づくものであり、政府が必要とした

のは『新増患者数を減らし、退院者数を上げよ』というものだった。 

当該ボランティアは、実質上、退院患者の 9 割がまだウィルスを携帯しており、少なからずの患者は退

院して帰宅後にまた再発して家人に感染させ、クラスター感染を誘発していると語った。 



彼は親友に「COVID-19 の終結を言うのははまだ早い！」と言いため息をついた： 政府は『上を騙し、

下を騙し、ペテンにかけている、 いったいいつがピークになるんだ！』 

3 月 9 日、武漢の医師家族 1 名が『大紀元』に暴露した内容は、漢陽のいくつかのコミュニティで患者が

退院して、帰宅後にまた再燃し、結果としてまたもやコミュニティ全体での大規模クラスター感染事件を

発生させたというものだ。 

14 日、武漢の女性ネットユーザーがネット上でオンラインビデオ画像を発表、彼女は、彼女が住んでい

るコミュニティで新たな確診患者が出、コミュニティの全てのビルがまたもや封鎖されたと語った。 

15 日、箱舟医院からの医師が音声をネットに挙げた。 この医師は、箱舟病院は医学的な治療ではなく、

政治的な治療のためのものだと語った。 箱舟の大部分が撤去され、4 つのタイプ（軽型、普通型、重症型、

危篤型の四分類を指すものと推量します）の人々が検査もされず、単に家に帰しているがこれは極めて恐

ろしいことだ。 過日、武漢市民の張毅さんが VOA のインタビューを受けた際に、彼が母親と他の病気の

ために病院に行ったが、一部の人が血液検査をされており、新型コロナウィルス肺炎に感染しているが、

症状がなかったのを見たと語った。 

張毅さんは語る： 「とにかくひどいもんだ。 武漢では全員がテストをしない限り、たとえ 40 日以上家

に籠もっていたとしても、ウィルスの携帯者なんだよね」と。 

「政府は、いくつのコミュニティで何日間発症した患者がでていないとか、どれほどのコミュティで既

に流行していないとか吹聴して回っていますが、私はねえ、これはどうかと･･･ 私が今日病院で見たのな

んかは全然信用に値しないよねぇ。 ああいう人たち全員が解き放たれるとなれば、そりゃあ間違いなく交

差感染のピークになるよ。 今後は長期間にわたってこのウィルスと平和的に共存するという可能性は十分

にあるさ」と張毅さんは語る。  

米連邦政府の首席感染症専門家で、米国立アレルギー研究所（NIAID）所長のアンソニー・ファウチ博士

は、米 ABC テレビとの 15 日のインタビューの際に、『中国の COVID-19 予防制御中はずっと鎖国をして

いた。 当地で規制を解除し正常な生活を回復した時には、今度は別の流行のピークを迎える恐れがある』

と語った。 

当局が事業再開を催促した後、連日にわたり、湖北省の多くの地で再び町の封鎖が行われたという情報

が伝えられている。 

湖北省蕲春のネットユーザーがいくつものビデオ画像を発表しているが、その内容は、封鎖解除された

ばかりの黄岡市蕲春県にある漕河交易市場や蕲春県城漕河鎮西河駅大橋等各地で疑似症例が発生している

というものだった。 

15 日、湖北省の孝感市、天門市の両市は封鎖解除を宣布したものの、夜になってから一部の地区が再封

鎖されたことを伝えるあるオンラインビデオが公開された。 

インタネット上にアップロードされたビデオ画像は、湖北省の高速道路が 3 月 12 日から閉鎖されたこと

を示している。 ネットユーザーが『どんな恐怖が中共をして湖北を封鎖したんだろう？』と質問をした。 

だが、これらの流行地区最前線の情報は、大陸においては全て中共の『総力を挙げての』虚言により『調

和』に取って代わられてしまうのだ。 

 

https://www.ntdtv.com/gb/2020/03/16/a102800482.html 
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Caption: A few days ago, the news came out that an ark hospital with a capacity of 4,000 people was newly built outside 

Wuhan Fourth Ring Road, which was questioned as a concentration camp (Video screenshot) . 

[New Tang Dynasty Beijing Time March 16, 2020] 
The Chinese Communist Party officially announced that the Communist Party of China's pneumonia epidemic has 

slowed down, and all the cabins in Wuhan, where the epidemic weather vane is located, have been cleared. However, 

the news came out on the Internet a few days ago that a new Vessel Hospital with a capacity of 4,000 people was built 

outside Wuhan Fourth Ring Road. It was questioned as a concentration camp. The power grid and barbed wire were 

set around the hospital, and no patients could run out. 

On March 15, activist Yang Zhanqing posted a video on Twitter, saying that the authorities had built a new 4,000-

Ark Buildings outside Wuhan Fourth Ring Road. The woman in the video said in Wuhan dialect that the newly-built 

Ark Buildings could not anybody run out from. using the very strict level, barbed wire and even power grid, none can 

get out of the place. 

https://www.ntdtv.com/gb/2020/03/16/a102800482.html


The woman talked about her news source "There are pictures and truths. What did other people lie to me? And he 

(the source) went to build Raytheon Mountain and Vulcan Mountain, and he told me that this virus is very scary. The 

past three days, one can go past it, and none can carry it out, it means just waiting for death.” 

Some netizens commented, "Wuhan closed the city's cabin hospital, on the other hand, they built a 4,000-person 

cabin in the suburbs outside the Fourth Belt Road, with barbed wire to prevent people from escaping. It may be a 

concentration camp built for the city to operate normally!" 

At present, the Chinese authorities are under economic pressure and are eager to resume work. The outbreak data in 

many parts of the mainland has also followed political needs to unify "zero". Xi Jinping inspected the epidemic in 

Wuhan a few days ago, and all the Ark Hospitals in Wuhan were cleared, being referred to the role of a weather vane 

to promote the resumption of work as soon as possible. 

At the same time, the CCP also turned the focus of the epidemic to overseas countries, by diluting and covering up 

the true domestic epidemic situation. As a result, some Chinese people living abroad were deceived and returned to 

their country. As a result, they were forced to isolate themselves and faced a difficult situation. 

Earlier, Free Asia reported that a volunteer from Wuhan Ark Hospital revealed to the outside world that the quick 

clearance of Wuhan Ark Hospital is mainly due to political needs, and the government needs “Lower the data of newly 

added case, and raise the number of discharged cases” 

The volunteer said that in fact, 90% of the patients discharged from the hospital still carried the virus, and many 

patients relapsed after being discharged from the hospital after returning home, and infected family members, which 

caused cluster infections. 

He told relatives and friends that "It's early to end the epidemic"! And sighed: The government "deceived the uppers 

and cheated the lowers, and shot fishes, I do not know when it becomes the peak!" 

On March 9, a family member of a doctor in Wuhan broke the news of "The Epoch Times", saying that patients in 

several communities in Hanyang had relapsed after being discharged home. As a result, a large-scale group infection 

occurred in the entire community recently. 

On the 14th, a Wuhan female netizen posted a video online saying that new diagnosed cases had found in the 

community where she lived and that every building in the community was closed. 

On the 15th, an audio conversation from a doctor in the cabin hospital was posted online. The doctor said that Ark 

Hospitals were not for a medical treatment but for a political treatment. The Vessel was cleared in a large area, and the 

four types of personnel were not tested and were sent home back, which was terrible. 

The doctor also said that a blood test can do and can diagnoses the cases which is faster and cheaper than other tests, 

but the government called for a halt, which is a political issue. A few days ago, Wuhan citizen Zhang Yi said in an 

interview with VOA that he accompanied his mother to the hospital to see other diseases and saw that someone had 

been blood tested and had been found to be infected with the CCP pneumonia, but without any symptoms. 

Zhang Yi said: "It's terrible anyway, it means that unless everyone is tested in Wuhan, even if you are kept at home 

for more than 40 days, you are a virus carrier. 

“The government keeps advocating, how many communities, how many days have no patients, how many 

communities are already epidemic-free communities, I think this is ... and what I saw in the hospital today is completely 

untrustworthy. If we say that all those people are released, it becomes another peak of cross-infection definitely. It is 

very likely that they will live peacefully with the virus for a long time in the future. Zhang Yi said. 

Anthony Fauci, Chief Infectious Disease Specialist, U.S. Federal Government, and Director of National Institute of 

Allergy and Infectious Diseases (NIAID) in an interview with the American ABC TV on the 15th, he said "China has 

been shut down during the epidemic prevention and control period. When they lift restrictions and resume normal life, 

there may be another wave of epidemics." 

Even After the authorities urged the resumption of work, in the past few days, news in Hubei has been reported that 

the streets will be closed again. Netizens in Qichun, Hubei have released several videos, which indicate that the newly 

lifted closure of Huanggang Qichun Public Trade Market in Qichun County and Xiheyi Bridge in Qichun Town, Qichun 

County have been , and the situation must be they have suspected cases at the places. 

On the 15th, a video online said that the two cities of Xiaogan and Tianmen in Hubei announced that they would lift 

their city blockades during the day, and they were again blocked at night. 

A video uploaded by the Internet shows that the expressway in Hubei Province has been closed since March 12. 

Netizens questioned, "What fear caused the CCP to seal Hubei?" 

However, these first-hand news from the frontline of the epidemic area were all "harmonious" by the CCP's "positive 

energy level" lies on the mainland. 
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武汉疑建更大方舱医院 电网包围逃跑都难(视频) 
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日前网上传出消息，指武汉四环外新建了一个可容纳 4000 人的方舱医院，被质疑是集中营。（视频截图） 

【新唐人北京时间 2020 年 03 月 16 日讯】中共官方宣称中共肺炎疫情趋缓，疫情风向标武汉的方舱医院也全部

清舱。但日前网上传出消息，指武汉四环外新建了一个可容纳 4000 人的方舱医院，被质疑是集中营，医院周围设

置了电网、铁丝网，病人跑都跑不出去。 

3 月 15 日，维权人士杨占青在推特发布一段视频，指当局在武汉四环外新建了一个可容纳 4000 人的方舱。视频

中的女子用武汉方言说，新建的方舱跑都跑不出去，用的是那种蛮严的级别，铁丝网，电网都有，跑都跑不出去。 

该女子说，自己的消息来源“都是有图有真相的，别人骗我搞什么了？而且他（消息来源）就是去建了雷神山火

神山的，而且他跟我说，这个病毒很吓人，你前三天能杠过去就杠过去了，扛不过去就等死。” 

有网友跟贴称，“武汉关闭市内方舱，却在四环外郊区建 4000 人的方舱，有铁丝网，防止人出逃，可能是让市内

正常运转而建的集中营！” 

目前，中共当局迫于经济压力，急于复工，大陆多地疫情数据也跟随政治需要，统一“清零”。习近平日前视察武

汉疫情，武汉市内所有方舱医院全部清舱，被指起到一个风向标的作用，以促进各地尽快复工。 

同时，中共还把疫情焦点转向海外，淡化和掩盖国内的真实疫情。有海外华人因此受骗回国，结果被迫隔离，处

境艰难，纷纷对外界求救。 

稍早前，自由亚洲报导，一名武汉方舱医院志愿者对外界透露，武汉方舱医院快速清仓主要是出于政治的需要，

政府需要“把新增数据降下来，把出院数据升上去”。 

该志愿者表示，实际上九成出院的患者还带着病毒，有不少患者出院回家后又复发，并感染家人，引发群聚感染。 

他告诉亲友“疫情结束还早”！并感叹：政府“欺上瞒下、弄虚作假，不知什么时候是个头！” 

3 月 9 日，武汉一位医生家属对《大纪元》爆料，指汉阳有几个小区有患者出院回家后又复发，结果导致整个小

区近日又发生了大规模群体感染事件。 

14 日，一位武汉女网友在网上发布视频，说她所居住的小区出现新的确诊病例，小区每栋楼又给封了。 

15 日，网上传出一段来自方舱医院医生的对话音频。这名医生说，方舱医院不是医学治愈而是政治治愈。方舱

大面积清仓，四类人员都不给检测，就让人回家，这太可怕了。 

这名医生还说，查血可以检测可以确诊，相比其他检查更快、经济，但政府喊停，这是政治问题。 

日前，武汉市民张毅接受美国之音采访时说，他陪母亲到医院看其他病，看到有人被查血，验出感染中共肺炎，

但却没有任何症状。 

张毅说：“反正是很恐怖的，说明除非武汉每个人都做检测，否则，虽然你是关在家里四十几天，但是出来你就

是一个病毒携带者。” 

“政府不停在鼓吹，多少多少小区、多少天没有发病病人了，多少小区已经是无疫情小区了，我觉得这个是……

和我今天在医院看到的，是完全不可信的。如果说把这些人全部都放出来，绝对又是一波交叉感染的高峰出现。很

有可能以后要长期与这个病毒和平共处。”张毅表示。 

美国联邦政府首席传染病专家、美国国家过敏和传染病研究所（NIAID）所长安东尼．福奇（Anthony Fauci）

15 日接受美国 ABC 电视台采访时表示，“中国疫情防控期间一直闭关锁国。而当他们解除限制并恢复正常生活时，

有可能出现新一波疫情高峰。” 

当局催促复工后，连日来，湖北多地传出再度封街的消息。湖北蕲春网友公布多段视频，内容指，刚刚解封的黄

冈蕲春县漕河公贸市场，蕲春县城漕河镇西河驿大桥等多处封了起来，疑似发生状况。 

15 日，有网传视频指，湖北孝感、天门两市白天宣布解除封城，晚上又有地段再次被封。 

网上传出的一段视频显示，湖北省高速公路自 3 月 12 日起又被封了。网友质问，“什么恐惧又让中共封湖北？” 

然而，这些来自疫区前线的一手消息，在大陆全部被中共“正能量级”谎言给“和谐”掉了。 

 

（记者罗婷婷报导/责任编辑：文慧） 
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