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我外交部就美国议员散布新冠病毒溯源虚假信息答记者问

已有70国强调“联合研究报告”应得到维护
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新华社联合国8月2日电（记者尚绪谦）联合国大会2日
通过决议，决定设立非洲人后裔问题常设论坛。

作为联合国人权理事会的咨询机构，常设论坛的主要任
务是推动非洲人后裔作为平等公民不受任何歧视地充分融入
所在地政治、经济和社会生活，并推动其平等享受所有人权。

常设论坛将向联合国人权理事会以及联合国致力于解决
种族歧视问题的有关机构提供专家意见和建议，并考虑拟订
关于促进、保护和充分尊重非洲人后裔人权的联合国宣言。

决议规定，常设论坛由10名成员组成，任期三年，可连任一次。

据新华社德黑兰8月3日电（记者 高文成 王守宝）伊朗
最高领袖哈梅内伊3日批准莱希出任伊朗新一任总统。

在当天进行直播的仪式上，莱希从哈梅内伊手中接过委
任函。莱希在仪式上说，新政府将致力于应对通货膨胀、就
业、住房等民生问题，修复伊朗民众对政府的信任。

新华社北京8月3日电外交部发言人3
日就美国议员散布新冠病毒溯源虚假信息回
答记者提问。

有记者问：8月2日，美国国会众议院外
委会共和党首席成员麦考尔发布报告称，有
充分证据表明新冠病毒于2019年9月前从
武汉病毒研究所泄漏。该研究所在中美政府
资助、美专家指导下，开展病毒增益研究。中
方对此有何评论？

发言人说，有关报告完全基于编造的谎
言和歪曲的事实，拿不出任何证据，毫无可信
度与科学性可言。美方有关议员的行径纯粹
是出于政治私利而污蔑抹黑中方，对他们这
种毫无道德底线的卑劣行径，我们表示坚决
反对和强烈谴责。

发言人说，今年2月，中国—世卫组织新
冠病毒溯源研究联合专家组实地走访了武汉
病毒研究所，同研究所的科学家进行了深入、

坦诚的科学交流。专家组成员对研究所的开
放与透明给予了积极评价。“实验室泄漏极不
可能”是中国—世卫组织联合研究报告得出
的主要结论。
发言人表示，2003年，美方以一瓶洗衣

粉作为“证据”指责伊拉克拥有大规模杀伤性
武器。殷鉴不远，国际社会不应让这样的事

件再次发生。
发言人说，必须指出，美国借溯源问

题搞政治操弄的做法已经遭到国际社会
普遍反对。截至目前，已有70国以致函世
卫组织总干事、发表声明等方式，反对溯源
问题政治化，强调中国—世卫组织联合研
究报告应该得到维护。这反映了国际社

会公义所在。美国应该认真听取这些客观
公正声音。

发言人说，如果这些美国的议员先生们
哪怕有一丁点对美国人民的责任感，就应该
让美国政府尽快公布2019年弗吉尼亚州不
明原因呼吸系统疾病、威斯康星州和马里兰
州暴发的大规模“电子烟疾病”以及参加武汉
军运会的美国军人的患病病例数据，允许国
际社会彻查德特里克堡和美国在海外200多
个生物实验室。

发言人说，至于冠状病毒增益功能研
究，美国是全球此类研究最大的资助者和
实验方，议员先生们大可以在自己国内查
一查相关研究有没有、会不会演变出新冠
病毒。
“总之，我们敦促美方尊重事实和科学，

把精力放在抗击疫情、拯救生命上，停止借疫
情搞政治操弄、甩锅推责的把戏。”发言人说。

联合国大会决定设立
非洲裔问题常设论坛

如果这些美国的议员先生们哪怕有一丁点对美国人民的责
任感，就应该让美国政府尽快公布2019年弗吉尼亚州不明原因
呼吸系统疾病、威斯康星州和马里兰州暴发的大规模‘电子烟疾
病’以及参加武汉军运会的美国军人的患病病例数据，允许国际
社会彻查德特里克堡和美国在海外200多个生物实验室。

”
“

俄罗斯24名外交官因签证问题将离开美国

美回应：这不是报复俄方

伊朗最高领袖

批准莱希出任新一任总统据新华社东京8月3日电（记者 华义）
日本3日新增新冠确诊病例数再次超过1.2
万例。由于医疗资源趋于紧张，日本政府
要求原则上医院只收治重症患者。

据日本广播协会电视台统计，截至3日
18时30分（北京时间17时30分），日本当日
新增确诊病例12017例，最近一周有5天新

增确诊病例超过1万例；累计确诊956986
例；当日新增死亡10例，累计死亡15219例。

由于近日疫情加剧，东京都等地医疗
资源日趋紧张。日本政府2日决定，原则
上只有重症患者和重症化风险较高的患者
才能住院治疗，中等症状和轻症患者都要
求居家隔离，病情出现恶化才能住院。

日本新增确诊再超1.2万例

医院将仅收治重症患者

俄罗斯驻美国大使阿纳托利·安东诺夫
2日说，美国要求24名俄罗斯外交官在9月3
日签证到期之前离开美国。美国国务院随后
证实此事，但否认美方拿签证“报复”俄方。

安东诺夫告诉美国《国家利益》杂志，俄
驻美使馆收到美方开出的24人名单，“由于
美方突然收紧签证发放程序，几乎所有人都
要在无人可接替的情况下离开”。

安东诺夫没有说明美方最新举动是否由
某起特定争端引发。

美国国务院发言人内德·普赖斯当天晚
些时候回应说，这些签证即将到期的俄罗斯
外交官确实将离开美国，但安东诺夫的说法
“不准确”。

普赖斯没有说美方会否考虑给这24名
俄罗斯外交官续签或拒签。

依据俄罗斯8月1日生效的一项法令，美
国驻俄使领馆雇佣俄方或第三国雇员受到限
制。美国国务院7月30日说，受此法令影响，
美国驻俄使领馆不得不解雇182名雇员和数
十名承包商。

普赖斯本月2日说，美驻俄外交人员安
全，以及美在俄开展外交工作的能力皆因减
员一事受到潜在影响；美方保留对俄方行动
采取反制措施的权利。
普赖斯否认俄外交官签证事件关联上述

事件。
安东诺夫说，俄罗斯总统弗拉基米尔·普

京和美国总统约瑟夫·拜登6月在瑞士日内
瓦会晤后，两国使馆的工作状况并未得到多
大改善，“俄驻美外交机构仍然被迫在前所未
有的限制中工作，这些限制不但没有去除，反
而愈演愈烈”。
今年3月，拜登负面评价普京后，俄方召

回安东诺夫。4月15日，美国政府以俄罗斯
“进行网络袭击”“干预美国选举”等为由，对
俄实施大规模制裁并驱逐10名俄外交官。
随后，俄方宣布驱逐10名美国驻俄外交人
员，并建议美国驻俄大使约翰·沙利文回国，
与美国政府商量俄美关系问题。沙利文后来
返回美国。普京与拜登会晤后，双方大使才
返回驻在国。 据新华社专特稿

前言
“我们真正的政策，乃是避免与外部世界的任何部分建立

永久同盟。”1796年9月，美国首任总统华盛顿在告别演说中
这样告诫美国人。两个世纪过去，美国却早已将其“国父”的
劝训抛在脑后。

长期以来，美国同盟体系固守冷战思维，迷信零和博弈，
为一己私利践踏公理正义、挑起冲突战祸、实行单边制裁、收
割世界红利，对以联合国为核心的国际体系和以国际法为基
础的国际秩序造成严重威胁和破坏。美国新政府上台以来，
重新加强对同盟体系的掌控，表面上打着重回多边主义旗号，
实质上是要搞“小圈子”和集团政治，以意识形态站队、阵营之
间选边来割裂世界，企图拉帮结伙对中国实施战略遏制打压，
以集体之名行单边之实，是不折不扣的伪多边主义。

美国同盟体系违背历史潮流，看似耀武扬威、前呼后拥，
实则色厉内荏、人心渐失，其
暴力、掠夺、侵权、破坏、撒
谎、包庇、内讧罪行日益现
形，正在一步步堕向“黑帮
化”的深渊。特将美国同盟
体系“七宗罪”昭告天下，让
霸权主义和强权政治无处遁
形，让和平和正义的阳光照
亮世界。
据新华社北京8月3日电

美国同盟体系“七宗罪”
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