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1. 一般情報 

(1) 地理・人口等 

ア 外務省「スリランカ基礎データ」（2019 年 5 月 27 日） 

4 民族 シンハラ人（74.9％），タミル人（15.3％），スリランカ・ムーア人（9.3％）

（一部地域を除く値） 

5 言語 公用語（シンハラ語，タミル語），連結語（英語） 

6 宗教 仏教徒（70.1％），ヒンドゥ教徒（12.6％），イスラム教徒（9.7％），キリ

スト教徒（7.6％）（一部地域を除く値） 

 

イ ●英国内務省「国別政策及び情報ノート スリランカ：宗教的マイノリティ集

団、第 1.0 版」（2018 年 3 月） 

2.2.1 Sri Lanka is a majority-Buddhist country. Religious minorities, mainly Hindus, 

Muslims and Christians, account for a little over 30% of the population (about 7 million 

people). The largest religious minority group are Hindus (15% of the population), who are 

mainly Tamils and are strongly present in the Northern, Eastern, Central, Sabragamuwa and 

Uva provinces; Muslims (8% of the population) are mainly present in Ampara, Batticaloa 

and Trincomalee in the east, and Mannar and Puttalam in the west; and Christians (8% of 

the population) are mainly present in Eastern, Northern, North-western and Western 

provinces (see Religious demography). 

 

(2) 内政 

ア 日本貿易振興機構（ジェトロ）「スリランカで新内閣発足、大統領の兄弟 2 人

が入閣、少数派タミルからは 2 人任命」（2019 年 12 月 9 日） 

スリランカでは、11 月 22 日に首相以外の計 15 人の閣僚が組閣され、新内閣が

発足した（表参照）。11 月 16 日に実施された大統領選挙で大統領に選出されたゴ

ダバヤ・ラージャパクサ氏は、21 日に兄のマヒンダ元大統領を首相に任命し、ス

リランカ史上初の大統領と首相が兄弟という政権が発足している（2019 年 11 月

28 日記事参照）。新内閣では、マヒンダ首相が、財務・経済開発相のほか 2 つの閣

僚を兼任、その他の大統領の兄弟では兄のチャマル氏が国内交易・食糧安全保障・

https://refugeestudies.jp/
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/srilanka/data.html
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/835663/sri-lanka-country-policy-info-note-religious-minorities.pdf
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消費者福祉相ほか 1 つの閣僚を兼任するかたちで入閣しており、ラージャパクサ

一族による権力支配の復活が懸念される。 

 

イ ●CIA「World Factbook -Sri Lanka」（2020 年 2 月 17 日閲覧） 

行政府： 

国家元首：President Gotabaya RAJAPAKSA (since 18 November 2019); note - the 

president is both chief of state and head of government; Prime Minister Mahinda 

RAJAPAKSA (since 21 November 2019) 

… 

選挙結果：Gotabaya RAJAPAKSA elected president; percent of vote - Gotabaya 

RAJAPAKSA (SLPP) 52.2%, Sajith PREMADASA (UNP) 42%, other 5.8% 

立法府： 

説明：unicameral Parliament (225 seats; 196 members directly elected in multi-seat 

constituencies by proportional representation vote using a preferential method in which 

voters select 3 candidates in order of preference; remaining 29 seats allocated to other 

political parties and groups in proportion to share of national vote; members serve 5-year 

terms) 

選挙：last held on 17 August 2015 (next to be held by August 2020) 

選挙結果：percent of vote by coalition/party - UNFGG 45.7%, UPFA 42.4%, JVP 4.9%, 

TNA 4.6%, SLMC 0.4%, EPDP 0.3% other 1.7%; seats by coalition/party UNFGG 106, 

UPFA 95, TNA 16, JVP 6, SLMC 1, EPDP 1; composition - men 214, women 11, percent 

of women 4.9% 

 

 

ウ ●英国内務省「国別政策及び情報ノート スリランカ：タミル分離主義、6.0 版」

（2020 年 5 月） 

3.3 Rajapaksa government (November 2019- ) 

3.3.1 On 17 November 2019 former wartime defence chief Gotabaya Rajapaksa won the 

presidential election with 52.25% of the vote. Votes in the election were divided along 

ethnic and religious lines with Rajapaksa securing more votes in Sinhalese majority areas 

while his opponent Sajith Premadasa did better in the Tamil-dominated north6 . 

… 

3.3.3 On 21 November 2019 BBC news reported that minority groups were worried about 

the return of the Rajapaksa brothers, with the report further adding that ‘Gotabaya 

Rajapaksa wasted little time in releasing a statement saying he would be a leader for all 

those who voted for him as well as those who did not. But at his own swearing-in he made 

https://refugeestudies.jp/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ce.html
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/884618/Sri_Lanka_-_Tamil_Separatism_-CPIN-_v6.0.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/884618/Sri_Lanka_-_Tamil_Separatism_-CPIN-_v6.0.pdf
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clear he was disappointed he hadn't got the "support he expected" from the minorities. 

… 

 

エ 外務省「スリランカ基礎データ」（2019 年 5 月 27 日） 

スリランカでは，1983 年以降 25 年以上に亘り，スリランカ北・東部を中心に居

住する少数派タミル人の反政府武装勢力である「タミル・イーラム解放の虎

（LTTE）」が，北・東部の分離独立を目指して活動し，政府側との間で内戦状態で

あったが，2009 年 5 月に政府軍が LTTE を制圧し内戦が終結した。 

内戦終結後，ラージャパクサ大統領は任期を 2 年残し，大統領選挙の繰り上げ

実施を決定。2010 年 1 月に大統領選挙が実施され，同大統領が再選された。その

後，同年 4 月に総選挙が実施され，同大統領率いるスリランカ自由党（SLFP）を

中核とする与党統一人民自由連合（UPFA）が過半数を大きく上回る 144 議席を獲

得して，引き続き政権運営にあたることとなった。2010 年 11 月，ラージャパクサ

大統領は 2 期目の任期を開始した。 

2014 年，再びラージャパクサ大統領は大統領選挙の繰り上げ実施を決定。2015

年 1 月に大統領選挙が実施され，前保健相でもあるシリセーナ野党統一候補がラ

ージャパクサ大統領を破り当選。シリセーナ大統領は，統一国民党（UNP）と政権

樹立。ウィクラマシンハ UNP 総裁が首相就任。2015 年 8 月，総選挙が実施され

UNP 勝利。単独過半数には達さなかったが，第二党のスリランカ自由党（SLFP）

と大連立形成。ウィクラマシンハ首相再任。 

 

2. 人権状況等 

(1) 全般的な人権状況 

ア ●IRBC「クエリー回答［LKA200592.E］：Sri Lanka: Political situation and 

Rajapaksa regime, including trends in political culture; situation and treatment of 

returnees, including failed asylum seekers (August 2019–April 2021)」（2021 年 4

月 19 日） 

1.1 Overview 

The January 2021 annual report by Human Rights Watch (HRW), covering the events of 

2020, notes that, following the election of Gotabaya Rajapaksa as president in November 

2019, "[f]undamental human rights protections in Sri Lanka came under serious jeopardy" 

(HRW 13 Jan. 2021, 625). The same source reports that "[h]uman rights defenders, victims 

of past abuses, lawyers, and journalist[s] faced intimidation and surveillance from 

government security forces. Muslims and Tamils faced discrimination and threats" (HRW 

13 Jan. 2021, 625). An August 2020 article by Alan Keenan, a visiting fellow at the London 

School of Economics and Political Science (LSE) Centre for Women, Peace and Security 

and a senior consultant for International Crisis Group, states that "[t]he first nine months of 

https://refugeestudies.jp/
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/srilanka/data.html
https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=458324&pls=1
https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=458324&pls=1
https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=458324&pls=1
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Gotabaya's presidency ha[ve] seen a concerted attack on the rule of law and the 

independence of the police and judiciary" (Keenan 12 Aug. 2020). A February 2021 

Amnesty International report on the repression of dissent in Sri Lanka between November 

2019 and January 2021, based on interviews with human rights defenders, lawyers and 

journalists as well as media reports and case files, states that in the year after the new 

government assumed power, it "escalated" a "crackdown on dissent" into a "full assault"; "a 

climate of fear and censorship has quickly expanded around the country, targeting key 

voices critical of the government and human rights defenders" (Amnesty International 17 

Feb. 2021, 4). The Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR) 

annual report on reconciliation, accountability, and human rights in Sri Lanka published in 

February 2021 notes that "developments over the past year have fundamentally changed the 

environment for advancing reconciliation, accountability and human rights in Sri Lanka, 

eroded democratic checks and balances and civic space, and permitted the resurfacing of a 

dangerous exclusionary and majoritarian discourse" (UN 9 Feb. 2021, 1). 

 

イ ●HRW「ワールドレポート 2021‐スリランカ」（2021 年 1 月 13 日） 

Fundamental human rights protections in Sri Lanka came under serious jeopardy 

following Gotabaya Rajapaksa’s election as president in November 2019. In February 2020, 

Sri Lanka withdrew its commitments to truth seeking, accountability, and reconciliation 

made at the United Nations Human Rights Council in 2015. 

Human rights defenders, victims of past abuses, lawyers, and journalists, faced 

intimidation and surveillance from government security forces. Muslims and Tamils faced 

discrimination and threats. 

… 

 

ウ ●HRW「ワールドレポート 2020‐スリランカ」（2020 年 1 月 14 日） 

On April 21, Easter Sunday, Islamist suicide bombers attacked churches and hotels in 

Colombo and two other cities, killing over 250 women, men, and children and injuring 

hundreds more. For the following four months, the government imposed a state of 

emergency. Hundreds were detained without charge under the Prevention of Terrorism 

Act.  Anti-Muslim mobs, sometimes linked to nationalist politicians, and incited by 

extremist Buddhist monks, attacked Muslim property. Mainstream and social media vilified 

Sri Lankan Muslims and asylum-seekers, putting them at risk of assault. 

In November, Gotabaya Rajapaksa was elected president. As defence secretary in the 

administration of his brother, Mahinda Rajapaksa from 2005-2015, he was accused of 

numerous crimes, including attacks on journalists and activists, and implicated in alleged 

war crimes and crimes against humanity. 

 

https://refugeestudies.jp/
https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/sri-lanka
https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/sri-lanka
https://www.hrw.org/news/2019/07/04/sri-lanka-muslims-face-threats-attacks
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エ ●米国国務省「人権状況報告 2019 年‐スリランカ」（2020 年 3 月 11 日） 

On April 21, suicide bombs killed 258 individuals. The attacks were the responsibility of 

the National Thowheed Jamath (NTJ), members of which had sworn allegiance to the 

Islamic State. The following day the government declared an emergency under the Public 

Security Ordinance, deployed the armed forces domestically, and gave them arrest authority. 

During the emergency the government banned three Islamist organizations: the NTJ, 

Jamathe Millathe Ibrahim, and Vilayath As Seylani. The three Islamist groups remained 

banned after the emergency expired on August 22. President Maithripala Sirisena 

subsequently ordered the military to remain deployed across the country after the expiration 

of the emergency, although no longer with arrest authority. President Rajapaksa in turn 

extended the order on November 22. 

Significant human rights issues included: unlawful killings by the government; torture by 

government agents; sexual abuse; arbitrary detention by government entities; restrictions on 

freedom of expression, including unjustified arrests of journalists and authors, and limited 

social media blocking; widespread corruption; violence against lesbian, gay, bisexual, 

transgender, and intersex (LGBTI) persons, and the criminalization of same-sex sexual 

conduct. 

Often police reportedly harassed civilians, often with impunity, although the government 

took steps to investigate and prosecute some officials who committed human rights abuses. 

The government did not implement a mechanism to hold accountable military and security 

personnel accused of atrocities during the 1983 to 2009 civil war as called for in 2015 by 

UN Human Rights Council (UNHRC) Resolution 30/1. 

 

(2) 北部・東部の状況 

ア DFAT「出身国情報報告 スリランカ（仮訳）」入管庁ウェブ（2019 年 11 月 4

日） 

北部と東部の治安情勢 

2.64 政府は、北部と東部への異動を制限しなくなった。政府は、2015 年に幹線道

路のセキュリティチェックポイントを廃止したが、2019 年の復活祭のテロ事件

後に幾つか再び設けられた。DFAT 年は、2019 年 4 月 21 日以降に北部で復活し

た一部のセキュリティチェックポイントはその後撤去されたと理解している。 

2.65 軍は、ジャフナ半島の約 3 万人（一部の NGO によれば、人数はもっと多い）

を含め、北部に多くの勢力を維持している。軍の大半は、ジャフナ半島の治安部

隊野営地と周辺の小規模な軍営に閉じ込められている。軍の民間人への関与は

減ったが、経済などへの民間人の活動への軍の関与は北部州で続いている（北部

と東部の経済状況参照）。軍による一部の土地の占拠が続いていることと失跡者

の追跡調査が遅々として進展しないことで、北部での抗議行動は続いている。ス

リランカのその他の地域と同様に、2019 年の復活祭のテロ事件の影響を受けて、

https://refugeestudies.jp/
https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/sri-lanka/
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005582.pdf
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北部と東部では治安部隊が警戒を強めている。軍北部と東部における軍の存在

感は、2019 年 4 月 21 日以後高まり、2019 年 4 月 22 日に導入された有事規制に

従って、軍と警察は、拘留、捜索、立入りの権限拡大を享受した。有事規制は、

2019 年 4 月 22 日に失効した。地元情報源が DFAT に語ったところによれば、

2019 年 4 月 21 日以降の北部での治安体制の強化はその後に緩和された。 

2.66 軍は、基地や関連するバッファーゾーンを設置するために、内戦中及び内戦

後に、北部州や東部州の多くの私有地や国有地を接収した（「ハイセキュリティ

ーゾーン」と呼ぶ）。政府の移行期正義努力の一環として、シリセーナ大統領は、

2018 年末までに北部と東部の軍が接収した土地を全て返還すると約束した。土

地の返還について大きな進展はなかったものの、シリセーナの約束は、刊行時点

では果たされていなかった。スリランカ政府によれば、2019 年 4 月 2 日時点で、

2018 年の 5,797 エーカーを含め、軍が保有する土地のうち 89,263 エーカー（又

は 75 パーセント以上）が解放された。 

… 

 

3. 政治組織等、政治活動／政府批判（労働運動含む）の取扱い 

(1) 政治状況・政治組織 

① 政治状況 

ア ●IRBC「クエリー回答［LKA200300.E］：政治状況（政党と連立に関する情報

を含む）」（2020 年 8 月 18 日） 

1.2 Political Appointments 

According to an August 2020 Reuters article, President Rajapaksa appointed five 

members of his family to cabinet and ministerial roles following his victory in the August 

2020 parliamentary election (Reuters 13 Aug. 2020). An August 2020 Al Jazeera article 

reports that 4 of Sri Lanka's 26 cabinet members belong to the Rajapaksa family (Al Jazeera 

12 Aug. 2020). A February 2021 article by Nira Wickramasinghe, a professor and chair of 

modern South Asian studies at Leiden University in the Netherlands, published in the 

journal Asian Survey [1], indicates that three Rajapaksa brothers and two of their sons have 

ministerial positions in the new government and that, in October 2020, another son became 

Mahinda Rajapaksa's chief of staff (Wickramasinghe 1 Feb. 2021, 5). Sources report that 

the President is in charge of the defence ministry and that Mahinda Rajapaksa, one of the 

President's brothers, is prime minister and in charge of the ministries of finance, urban 

development (Wickramasinghe 1 Feb. 2021, 1, 5; Al Jazeera 12 Aug. 2020), as well as 

Buddhist affairs (Al Jazeera 12 Aug. 2020) or cultural affairs (Wickramasinghe 1 Feb. 2021, 

1, 5). According to Al Jazeera, Chamal Rajapaksa, another of the President's brothers, is the 

irrigation minister, and Namal Rajapaksa, the President's nephew, is the youth and sports 

minister (Al Jazeera 12 Aug. 2020). The Al Jazeera article also indicates that one of the 

Rajapaksa brothers' nephews, Shasheendra Rajapaksa, while not in the cabinet, has become 

https://refugeestudies.jp/
https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=458150&pls=1
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a state agriculture minister, and that President Rajapaksa has appointed his lawyer as justice 

minister (Al Jazeera 12 Aug. 2020). 

… 

 

イ ●IRBC「クエリー回答［LKA200300.E］：政治状況（政党と連立に関する情報

を含む）」（2020 年 8 月 18 日） 

4. Post-Election Political Situation 

Human Rights Watch (HRW) indicates that Sri Lankan security authorities have been 

"stepping up surveillance, harassment, and threats against human rights activists and 

journalists" since the November 2019 elections (HRW 3 Mar. 2020). Similarly, the New 

Humanitarian, an independent non-profit news organization specialised in humanitarian 

crises (The New Humanitarian n.d.), reports that rights groups have experienced "a rise in 

surveillance by state security forces, threats, and other measures more common during the 

country's … civil war" (The New Humanitarian 10 June 2020). For instance, according to 

the same source, families of disappeared people in the northern districts of Kilinochchi, 

Mullaitivu and Vavuniya, who have been organizing a continuous sit-in protest, are 

reporting being "increasingly monitored and threatened by security personnel," while being 

pressured into agreeing to compensation for the loss of their family member, instead of 

obtaining a complete investigation (The New Humanitarian 10 June 2020). Amnesty 

International also indicates that officials from the Sri Lankan Police, including the Criminal 

Investigation Department (CID), State Intelligence, and the Terrorism Investigation 

Division (TID), also known as the Counter-Terrorism and Terrorism Investigation Division 

(CTID), have been visiting or summoning human rights activists in order to ask about 

"project activities, donors and funding information, registration and details of staff 

members" (Amnesty International 16 Jan. 2020). In addition, police also searched the office 

of a media organization, Newshub.lk, looking for [defamatory (Newshub.lk 27 Nov. 2019)] 

content related to the new president (EconomyNext 26 Nov. 2019; Newshub.lk 27 Nov. 

2019). HRW notes that police and intelligence officers are "instil[ing] fear in rights groups" 

through visits to their offices during which they asked for "staff lists, home addresses, and 

other personal details" (HRW 3 Mar. 2020). The same source reports statements by human 

rights activists claiming to have experienced higher monitoring by intelligence and military 

officers, with one activist's organization ceasing their activities as a result (HRW 3 Mar. 

2020). 

… 

 

② UNP（統一国民党） 

ア ●IRBC「クエリー回答［LKA200300.E］：政治状況（政党と連立に関する情報

を含む）」（2020 年 8 月 18 日） 

https://refugeestudies.jp/
https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=458150&pls=1
https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=458150&pls=1
https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=458150&pls=1
https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=458150&pls=1
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6. Main Political Parties During the 2020 Legislative Elections 

6.1 United National Party (UNP) 

The UNP was founded in 1946 (Political Handbook of the World 2019, 16; Verité 

Research Nov. 2017, 3). The Political Handbook of the World 2018-2019 describes the party 

as democratic-socialist that "advocates a moderate line and the avoidance of a narrowly 

'communal' posture" (Political Handbook of the World 2019, 16). In a report on Sri Lankan 

political parties published in 2017, Verité Research indicates that the party was founded on 

a "non-communal" basis, with a "pro-western anti-communist ideology" (Verité Research 

Nov. 2017, 3). The same source indicates that the UNP has a market-oriented ideology, but 

that it has "several key welfare initiatives" to its credit (Verité Research Nov. 2017, 4). 

Sources report that the UNP was part of the National Democratic Front (NDF) coalition 

that presented Maithripala Sirisena as a candidate for the 2015 presidential election 

(Political Handbook of the World 2019, 16; Verité Research Nov. 2017, 16). According to 

sources, during the 2015 legislative elections, the UNP was part of an informal coalition, 

the United National Front for Good Governance (UNFGG) that won 106 seats (Political 

Handbook of the World 2019, 16; Verité Research Nov. 2017, 7). The UNP then formed a 

coalition government with a part of the SLFP (Political Handbook of the World 2019, 16; 

Verité Research Nov. 2017, 7). 

The CPA indicates that since the 2019 presidential election, the UNP has faced internal 

divisions, such as "choosing the Opposition Leader and Party Leader, plans for contesting 

the Parliamentary Election, the alliance and symbol" (CPA Mar. 2020, 5). The same source 

further adds that a policy shift, distancing the party from its traditional electoral base, 

appeared during the 2019 elections where the party candidate, Sajith Premadasa, was "more 

aligned with aspects of Sinhala nationalist ideology and increased social welfare" (CPA Mar. 

2020. 5). … 

 

イ ●Verité Research「Mapping Sri Lanka's Political Parties: Actors and Evolutions」

（2017 年 11 月） 

The UNP was founded as a non-communal party with a pro-western anti-communist 

ideology.3 According to the party founder, D.S. Senanayake, the key objectives of the UNP 

was to provide 1) freedom from poverty, 2) freedom from diseases, 3) freedom from 

ignorance, 4) freedom from unemployment, and 5) freedom from the fetters of 

imperialism.4 The UNP’s initial economic position was in favour of a mixed economy, in 

which the state played a significant yet non-dominant role in economic management. 

Senanayake paid particular attention to developing the agricultural sector.5 The UNP was 

also in favour of welfare initiatives such as free education and free healthcare. 

… 

 

https://refugeestudies.jp/
https://www.veriteresearch.org/wp-content/uploads/2018/06/Mapping_Sri_Lanka_s_Political_Parties_Actors_and_Evolution.pdf
https://www.veriteresearch.org/wp-content/uploads/2018/06/Mapping_Sri_Lanka_s_Political_Parties_Actors_and_Evolution.pdf
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③ SLFP（スリランカ自由党）および UPFA（統一人民自由連合） 

ア ●IRBC「クエリー回答［LKA200300.E］：政治状況（政党と連立に関する情報

を含む）」（2020 年 8 月 18 日） 

6. Main Political Parties During the 2020 Legislative Elections 

… 

6.3 Sri Lanka Freedom Party (SLFP) 

Sources report that the SLFP was founded in 1951 (Political Handbook of the 

World 2019; Verité Research Nov. 2017, 11). Verité Research indicates that the party had a 

Sinhala nationalist and socialist platform during the 1956 elections (Verité Research Nov. 

2017, 11), while Political Handbook of the World notes that initially, the party advocated "a 

neutralist foreign policy and the progressive nationalization of industry" (Political 

Handbook of the World 2019, 20). 

Daily News explains that, after the 2015 elections, the party was divided in two factions: 

one that participated in the government [until Mr. Sirisena decided to pull the SLFP out of 

it in October 2018] and another, led by Mahinda Rajapaksa, that remained in the opposition 

(Daily News 18 June 2020). Verité indicated, in 2017, that, as a president, Sirisena had 

"often criticised the UNP-led privatisation of state-owned enterprises" (Verité Research 

Nov. 2017, 13). Similarly, the International Crisis Group indicates that during the UNP-

SLFP coalition government, headed jointly by Sirisena and Wickremesinghe, they had 

"regularly and publicly reversed each other's policies – notably on the economy and ethnic 

reconciliation" (International Crisis Group 31 Oct. 2018). 

During the 2019 presidential election, the SLFP did not run a candidate, but instead 

backed Gotabaya Rajapaksa of the SLPP (The Hindu 10 Oct. 2019; Frontline 8 Nov. 2019), 

for the first time in its history (The Hindu 10 Oct. 2019). The Daily News indicates that, in 

the 2020 legislative elections, the SLFP is part of a coalition led by the SLPP, instead of 

"being the main party leading the coalition" (Daily News 18 June 2020). Other sources 

similarly report that on 17 February 2020, the SLFP formed an alliance with the SLPP in 

anticipation of the legislative election (The Hindu 18 Feb. 2020; The Morning 17 Feb. 

2020), registering the coalition as the Sri Lanka Freedom People's Alliance (SLNPS) (The 

Morning 17 Feb. 2020). 

 

イ ●記事「Mahinda Samarasinghe expelled from SLFP - report」（2020 年 5 月 19

日） 

Former minister and Sri Lanka Freedom Party (SLFP) parliamentarian from Kalutara 

district Mahinda Samarasinghe who was also a vice president of the SLFP, has been 

removed from the membership of the party, the SLFP General Secretary Dayasiri Jayasekara 

said. 

… 

https://refugeestudies.jp/
https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=458150&pls=1
https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=458150&pls=1
http://www.colombopage.com/archive_20A/May19_1589908944CH.php
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It has been reported according to the cource, that the decision to expel him from the party 

was taken based on a report submitted by the party disciplinary committee against the 

former minister as he contested the elections together with the Sri Lanka Podujana 

Peramuna (SLPP). 

… 

 

ウ ●記事「SLFP to contest four districts separately」（2020 年 3 月 16 日） 

Senior Vice President of the Sri Lanka Freedom Party (SLFP), Prof. Rohana Lakshman 

Piyadasa said today (16) that they will contest separately for the Nuwara Eliya, Vanni, 

Kalutara and Jaffna districts. 

… 

The Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) and the Sri Lanka Freedom Party (SLFP) 

formed a new alliance named “Sri Lanka Nidahas Podujana Sandanaya” to contest the 

upcoming general election, under the “bud” (Pohottuwa) symbol. 

The new alliance is led by Prime Minister Mahinda Rajapaksa while former President 

Maithripala Sirisena is its chairman and Basil Rajapaksa is the General Secretary. 

 

エ ●Verité Research「Mapping Sri Lanka's Political Parties: Actors and Evolutions」

（2017 年 11 月） 

The SLFP was established in September 1951 under the leadership of S.W.R.D. 

Bandaranaike.28… 

… 

At the time of party formation, S.W.R.D. Bandaranaike proclaimed the party as 

democratic and socialist. He appealed to the clergy, ayurvedic doctors, teachers, farmers, 

and the workers (together known as the Pancha Maha Balawega) to join in the party’s 

struggle for a socialist state.… 

… 

 

④ JVP（ディサナヤケ人民解放戦線） 

ア ●IRBC「クエリー回答［LKA200300.E］：政治状況（政党と連立に関する情報

を含む）」（2020 年 8 月 18 日） 

6. Main Political Parties During the 2020 Legislative Elections 

… 

6.4 Janatha Vimukthi Peramuna (JVP) 

Founded in 1964, the JVP is a Marxist-Leninist party with a "strong commitment to the 

https://refugeestudies.jp/
http://www.colombopage.com/archive_20A/Mar16_1584382141CH.php
https://www.veriteresearch.org/wp-content/uploads/2018/06/Mapping_Sri_Lanka_s_Political_Parties_Actors_and_Evolution.pdf
https://www.veriteresearch.org/wp-content/uploads/2018/06/Mapping_Sri_Lanka_s_Political_Parties_Actors_and_Evolution.pdf
https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=458150&pls=1
https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=458150&pls=1
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welfare state" against "capitalist ideals and neoliberal economic policies" (Verité Research 

Nov. 2017, 22). Verité Research indicates that between 1994 and 2008, under the leadership 

of Somawansa Amarasinghe, the party "assumed an increasingly Sinhala nationalist 

position" (Verité Research Nov. 2017, 22), while in the post-war period, it has supported the 

establishment of a truth and reconciliation committee (Verité Research Nov. 2017, 22). 

However, the Economist reports that the party is against "any form of political devolution 

for the Tamils" (The Economist 23 July 2020). According to the party's website, the political 

bureau includes Anura Dissanayake (party leader), Tilvin Silva (General Secretary), Vijitha 

Herath (Information Secretary), K.D. Lalkantha (Administrative Secretary), Bimal 

Ratnayaka (National Organizer) and Sunil Handunneththi (Financial Secretary) (JVP n.d.). 

According to News First, a faction of JVP members were contesting the election on the 

Frontline Socialist Party list (News First 10 June 2020). 

 

イ ●Verité Research「Mapping Sri Lanka's Political Parties: Actors and Evolutions」

（2017 年 11 月） 

The JVP was established as a communist (Marxist-Leninist) party, assuming a far-left 

economic position. Its support base has historically been the working (proletarian) class.… 

… 

 

ウ ●RRTA「調査回答［LKA17796］：JVP」refworld（2006 年 2 月 20 日） 

… 

An article by Upali Cooray in the journal Lines, outlines the influence of the JVP since 

1988 and states that the support the JVP received from the rural youth in the 1970s and 

1980s has expanded and that today they have “made impressive gains in urban centres such 

as Colombo and Gampaha”. The JVPs reaction to the tsunami disaster and “The work that 

the JVP cadres have carried out in Tsunami affected areas have won them new recruits and 

new supporters”. The article states: 

… 

The JVP’s influence in the face of the civil war has seen it rise as a political force rating 

as the “third largest political grouping in Sri Lanka”, according to a 2004 article by 

Suryanarayan in The Hindu: 

… 

…The JVP has emerged as the third largest political grouping in Sri Lanka, after the SLFP 

and the UNP. The increasing strength of the JVP is a matter of concern not only to the 

opposition, bust also to the SLFP. The President, Chandrika Kumaratunga’s change of heart 

and decision to nominate Mahinda Rajapkshe as Prime Minister, instead of Lakshman 

Kadiragamar, her first preference, reflected sustained pressure by powerful forces within 

https://refugeestudies.jp/
https://www.veriteresearch.org/wp-content/uploads/2018/06/Mapping_Sri_Lanka_s_Political_Parties_Actors_and_Evolution.pdf
https://www.veriteresearch.org/wp-content/uploads/2018/06/Mapping_Sri_Lanka_s_Political_Parties_Actors_and_Evolution.pdf
https://www.refworld.org/country,COI,AUS_RRT,QUERYRESPONSE,LKA,,4b6fe28f0,0.html
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the SLFP; they were of the view that only Mr. Rajapakshe would be in a position to stem 

the tide of the JVP and, at the same time, preserve and expand the SLFP base. 

(Suryanarayan, V 2004, ‘The JVP Phenomenon’ The Hindu, 23 April p.10 – Attachment 

11). 

 

エ ●RRTA「調査回答［LKA17718］:JVP」refworld（2005 年 12 月 16 日） 

The JVP (also known as the Janatha Vimukthi Peramuna or People’s Liberation Front) is 

a legal political party in Sri Lanka. The leader of the party is Somawansa Amarasinghe and 

the general secretary is Tilvin Silva. JVP’s website is at http://www.jvpsrilanka.com 

(Szajkowski, Bogdan (ed) 2004, Revolutionary and Dissident Movements of the World, 

John Harper Publishing, 4th ed, London, pp.459-460 – Attachment 1; Office of the 

Commissioner of Elections 2005, ‘Political Parties’, (Sri Lanka) Department of Elections 

website, 5 October http://www.slelections.gov.lk/genaral/2004_results/general.html - 

Accessed 7 December 2005 – Attachment 2; ‘Interview: Introduction’ 2004, People’s 

Liberation Front website 

http://www.jvpsrilanka.com/interview/interview_with_siri_wstanderd.htm - Accessed 7 

December 2005 – Attachment 3).  

The party has a continuing Marxist and pro-Chinese orientation. In respect of resolving 

the civil war the JVP supports administrative decentralisation for Tamil-dominated regions 

and nothing more (Szajkowski, Bogdan (ed) 2004, Revolutionary and Dissident Movements 

of the World, John Harper Publishing, 4th ed, London, p.460 – Attachment 1; Biswas, 

Soutik 2004, ‘Analysis: Peace process under shadow’, BBC News, 4 April 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/3599037.stm – Accessed 7 December 2005 – 

Attachment 4). 

The JVP’s stronghold is in the Sinhalese-Buddhist dominated south (‘Politics: From 

prime minister to president’ 2005, Economist Intelligence Unit – Business Asia, 28 

November – Attachment 5). 

… 

 

⑤ SLPP、ラジャパクサ元大統領と関連団体 

ア ●IRBC「クエリー回答［LKA200300.E］：政治状況（政党と連立に関する情報

を含む）」（2020 年 8 月 18 日） 

6. Main Political Parties During the 2020 Legislative Elections 

… 

6.2 Sri Lanka Podujana Peramuna (People's Party) (SLPP) 

Sources indicates that the SLPP was formed in 2016 (The Hindu 10 Oct. 2019; FP 11 

Aug. 2020). The Daily Mirror, a Sri Lankan newspaper, specifies that SLPP is the new name 

https://refugeestudies.jp/
https://www.refworld.org/country,COI,AUS_RRT,QUERYRESPONSE,LKA,,4b6fe28bd,0.html
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of the political party registered under Our Sri Lanka Freedom Front (Ape Sri Lanka Nidahas 

Peramuna) and that Professor G.L. Peiris was named as the new chairman (Daily Mirror 2 

Nov. 2016). 

According to sources, the party was created by Mahinda Rajapaksa's supporters (FP 11 

Aug. 2020; PTI 11 Nov. 2018) as a "platform for his re-entry into politics" (PTI 11 Nov. 

2018). Sources report that Mahinda Rajapaksa joined the SLPP on 11 November 2018, 

during the constitutional crisis, after President Sirisena dissolved the Parliament on (Reuters 

11 Nov. 2018; PTI 11 Nov. 2018). 

The Economist notes that the party puts forward "a hardline approach, favouring 

Sinhalese nationalism" (The Economist 23 July 2020). Corroborating information could not 

be found among the sources consulted by the Research Directorate within the time 

constraints of this Response. 

In the February 2018 local elections, the SLPP won 40 percent of the votes, leaving the 

UNP in second place and the SLFP in third (The Hindu 10 Oct. 2019). According to 

the Daily News, an English-language newspaper in Sri Lanka, the SLPP won the elections 

in 231 of the 340 local councils, while the UNP won in 34 councils, and 9 councils were 

won by the SLFP (Daily News 18 June 2020). 

 

イ 在スリランカ日本国大使館「スリランカ情勢（2018 年 10 月）」（2018 年 11 月

19 日） 

（1）ラージャパクサ前大統領への SLPP リーダー就任要請 

ア 10 月 1 日，SLPP は党の党首を正式にラージャパクサ前大統領に依頼する

旨述べ，ピーリス SLPP 議長は，SLPP は全国会議開催の準備をしていると発言し

た。（10 月 2 日付デイリーミラー紙） 

イ 10 月 2 日，ラージャパクサ前大統領は，記者の取材に対し SLPP の党首に

なることを受け入れる準備はできていると述べた。ピーリス SLPP 党首は，11 月

に開催される SLPP 結党記念式典にて正式に依頼すると発言した。（10 月 4 日デイ

リーミラー紙） 

 

ウ ●記事「SLFP to contest four districts separately」（2020 年 3 月 16 日） 

… 

The Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) and the Sri Lanka Freedom Party (SLFP) 

formed a new alliance named “Sri Lanka Nidahas Podujana Sandanaya” to contest the 

upcoming general election, under the “bud” (Pohottuwa) symbol. 

The new alliance is led by Prime Minister Mahinda Rajapaksa while former President 

Maithripala Sirisena is its chairman and Basil Rajapaksa is the General Secretary. 

 

https://refugeestudies.jp/
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⑥ Liberal Party 

ア 米国国会図書館「スリランカ自由党（Liberal Party of Sri Lanka」（2020 年 9 月

17 日閲覧） 

Description 

The Liberal Party of Sri Lanka began as a think-tank called the Council for Liberal 

Democracy, founded in 1981 by the late Chanaka Amaratunga, a longstanding member of 

the United National Party which was then in government.The CLD broke with the UNP in 

1982 over the referendum which postponed parliamentary elections for six years and, after 

four years of trying to promote liberal thinking in Sri Lanka, in particular with regard to 

constitutional reforms that would promote devolution along with separation and reduction 

of powers at the center, Dr Amaratunga and several of his associates established the Liberal 

Party in February 1987. Though the Party never established itself as an electoral success, 

given the need in Sri Lanka for small parties to ally themselves with larger groupings that 

tend to swamp their individual identity, it has continued to have an impact as a think-tank.It 

contributed seminally to the manifestoes put forward by Sirimavo Bandaranaike and Gamini 

Dissanayake as Presidential candidates in 1988 and in 1994.In 1996 Dr. Amaratunga died 

in a car accident, which led to a reduction in party activity since.However his successor 

Rajiva Wijesinha, contested in the Presidential election of 2000 and came 6th in a field of 

15, a success that served to advance the image of the party. Dr. Newton Peiris is the current 

leader of the Liberal Party. The party is a member of Liberal International and the Council 

of Asian Liberals and Democrats. Website. electronic | Electronic (Form). 

 

イ Council of Asian Liberals and Democrats「スリランカ自由党（Liberal Party of 

Sri Lanka」（2020 年 9 月 17 日閲覧） 

2010 is a year of major elections for Sri Lanka, with the Presidential elections held in 

January. This made an effect that all parties rallied around either of the two contenders. The 

Liberal Party continued to support then incumbent President Mahinda Rajapakse. After the 

victory at the parliamentary elections that followed in April, the party won a slot in the 

national list of the winning United Peoples Freedom Alliance Coalition and Prof. Rajiva 

Wijesinha was nominated as an MP from the national list after the elections. 

The Party has chaired the Council of Asian Liberals and Democrats in 2010, and the party 

has held delegations to meet with Aung San Suu Kyi in Burma, as well as to meetings of 

the Liberal International, the Italian Alliance of Democrats and the Liberal Democrat 

Conference in Britain. In Sri Lanka the Council of Asian Liberals and Democrats continued 

discussion with all the parties on reconciliation, and in 2011 Professor Rajiva was appointed 

Advisor on Reconciliation to the President, who also put him on the government team to 

negotiate with the Tamil National Alliance. Liberal volunteers contribute to the 

Reconciliation website: www.peaceinsrilanka.org and the Youth Forum 

blog: www.reconciliationyouth.forum.com. The United Kingdom membership tweets 

https://refugeestudies.jp/
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as UKLPSL and has a remarkable number of followers including the Australian Prime 

Minister. It helps to maintain Professor Wijesinha’s personal 

blog, www.rajivawijesina.wordpress.com. The party contested a few local elections in 

its own in 2011, and was able to return two members to the Ridigama Pradeshiya Sabha 

in Kurunagala District. 

Liberal Party of Sri Lanka held its annual congress on the 17th of December 2015 and 

following members were elected as office bearers in the national committee. 

 

⑦ タミル人の政党 

ア ●IRBC「クエリー回答［LKA200300.E］：政治状況（政党と連立に関する情報

を含む）」（2020 年 8 月 18 日） 

6. Main Political Parties During the 2020 Legislative Elections 

… 

6.5 Tamil National Alliance (TNA) 

The TNA is an alliance between the Sri Lanka Tamil Government Party (Ilankai Tamil 

Arasu Kachchi, ITAK), the People's Liberation Organization of Tamil Ealam (PLOTE) 

party, the Tamil Eelam Liberation Organization (TELO) and the Eelam People's 

Revolutionary Liberation Organization (EPRLF) (Verité Research Nov. 2017, 18). 

According to the Economist, between 2015 and 2019, under the UNP-SLFP government, 

the TNA was the largest opposition alliance, but "it rarely opposed the government and, on 

many occasions, supported its policy initiatives" (The Economist 23 July 2020). The 

coalition secured 16 seats in the 2015 election and was recognized as the official chief 

opposition when the SLFP-UNP coalition government was formed (Verité Research Nov. 

2017, 18-19). 

 

イ 在スリランカ日本国大使館「スリランカ情勢（2018 年 10 月）」（2018 年 11 月

19 日） 

（12）タミル政党の動向 

ア 13 日，ウィグネーシュワラン北部州知事は北部州議会関係者及び市民社会

との会合において，タミル国民連合（TNA）は次期予算審議に際し，予算に賛成す

る代わりにテロ防止法（PTA）に基づき拘束されている囚人の釈放を条件付けるべ

きとの見解を表明。スマンティラン TNA 議員は，TNA の多くの議員は予算案に反

対であるものの，17 日に行われるシリセーナ大統領との会談を踏まえ対応を検討

することになる旨述べた。（15 日，17 日付デイリーミラー） 

イ アーナンディ・サシダラン北部州女性問題・リハビリ担当大臣は，TNA か

ら離脱し，タミル・イーラム自治機関（Self-Governance Organisation）という政党

を立ち上げ，次期州議会選挙に臨む旨述べた。（17 日付，アイランド紙） 

https://refugeestudies.jp/
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(2) 市民活動家、政府批判者の取扱い 

ア DFAT「出身国情報報告 スリランカ（仮訳）」入管庁ウェブ（2019 年 11 月 4

日） 

市民社会組織と政府を批判する人々 

3.108 様々な NGO は市民団体グループがスリランカで活動している。NGO は、

NGO 国家事務局に登録しなければならない。2019 年には国家レベルで約 1,500

の NGO が登録されていた。DFAT は、前ラージャパクサ政府では、人権問題に

取り組むものをはじめとする、NGO やその職員は、任務実行中に逮捕又は拉致

などの政府による嫌がらせを受ける危険があった。スリランカの国営マスコミ

は、定期的に、NGO や市民活動家を裏切り者、LTTE シンパ又は支援者であり、

「外国」又は「西洋の大国の」支援を受けていると非難した。NGO や市民運動

家は、脅迫（殺害の脅しを含む）や威嚇を受けたと報告した。当局は NGO 職員

を拘留、尋問し、その職場や施設を捜索し、文書を押収した。国際的な NGO 職

員は、労働ビザの取得又は更新が難しかった。北部と東部を含め、市民社会の活

動の余地は 2015 年以降大幅に広がった。市民社会は、2018 年の憲法の危機の際

に、民主主義的権利と憲法の保持を求めるに当たって重要な役割を果たし、大規

模な公の抗議活動や集会が開かれたが、ほとんど暴力はなかった。 

3.109 現政権は、NGO 職員や人権擁護者の言論の自由を認め、監視を止めること

を公に約束した。NGO は比較的自由に活動しているが、腐敗、戦争中の人権侵

害や失跡者など慎重を要する問題に取り組む活動家は、とりわけ北部と東部に

おいてであるが、これらに限られない、監視、嫌がらせや威嚇の事例を依然とし

て報告している（著しく減ってはいる）。2018 年 7 月に人権擁護者の Srishobana 

Yogalimgam と AmithaPriyanthi は、ジャフナ（北部州）において別々に襲われた。

DFAT は、2019 年 2 月に、Duminda Kappetiwalana 少将が関与した失跡事件に関

連した人身保護コーパスに関与したタミル系の弁護士兼人権擁護者が、ジャフ

ナの法定審理直後にオートバイに乗った不詳者に攻撃された（この弁護士は運

転中に金属製の棒で襲われた。怪我は負わなかったものの、弁護士の車には損傷

があった。）と理解している。DFAT はさらに、ジュネーブで HRC 会議に出席し

た人権擁護者がスリランカへ帰国時に当局の尋問を受けたという報告も認識し

ている。 

 

イ ●HRW「ワールドレポート 2021‐スリランカ」（2021 年 1 月 13 日） 

Attacks on Human Rights Defenders 

The Rajapaksa administration escalated surveillance and intimidation targeting victims’ 

families and human rights defenders, as well as lawyers and journalists whose work was 

perceived as challenging the government. Those targeted included victims and activists who 

engaged with the Human Rights Council. 

https://refugeestudies.jp/
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005582.pdf
https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/sri-lanka
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Families of the disappeared, who have been campaigning for years to know the fate of 

their relatives who were last seen in security forces custody, reported heightened 

surveillance and threats from the intelligence services. Human rights defenders received 

phone calls and visits from members of the security and intelligence agencies, who 

demanded to know the personal details of staff and inquired into their work on 

accountability for past abuses. 

Authorities targeted funding that human rights groups receive from abroad, alleging that 

such money was used to support “terrorism.” Human rights defenders reported that the 

banking system was preventing them from receiving international transfers. The 

nongovernmental organization secretariat, which regulates civil society organizations, was 

placed under the authority of the Ministry of Defense. The government proposed a new law 

to regulate foreign funding for Sri Lankan groups that raises free expression and association 

concerns. 

… 

 

ウ ●HRW「ワールドレポート 2020‐スリランカ」（2020 年 1 月 14 日） 

Tamils, particularly in the Northern Province, continued to face harassment and intrusive 

surveillance. 

… 

Human Rights Defenders 

Activists and civil society members, particularly in the north and east of the country, were 

increasingly subjected to surveillance and harassment. The UN special rapporteur on 

freedom  of peaceful assembly and association, Clément Nyaletsossi Voulé, reported undue 

rights constraints. 

Some families of people forcibly disappeared during the war reported intimidation by 

soldiers. The army also disrupted Tamil memorial events. In May, families of the 

disappeared from Ampara were at a remembrance ceremony when soldiers arrived and 

destroyed or removed banners and decorations, and threatened to arrest the participants. 

Voulé reported concerns that, particularly in the north and the east, associations proposing 

to work on subjects including LGBTI rights, disappearances, land rights, and post-conflict 

reconciliation, were denied registration, and were subject to surveillance and intimidation. 

Activists said that these problems increased after the Easter Sunday attacks. 

 

(3) 政党間の暴力 

ア 鈴木晋介「スリランカにおける村の政党政治とその変化―内在的文脈の理解に

向けて」『現代インド研究』5 号（2015 年） 

スリランカの民主主義 1）を特色づけてきたものに、二大政党制と福祉国家主義

https://refugeestudies.jp/
https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/sri-lanka
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24818&LangID=E
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/440/12/PDF/G1644012.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/365/91/PDF/G1836591.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/365/91/PDF/G1836591.pdf?OpenElement
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24818&LangID=E
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24818&LangID=E
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24818&LangID=E
https://www.indas.asafas.kyoto-u.ac.jp/static_indas/wp-content/uploads/pdfs/05-08_suzuki.pdf
https://www.indas.asafas.kyoto-u.ac.jp/static_indas/wp-content/uploads/pdfs/05-08_suzuki.pdf
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（welfarism）がある。「統一国民党」（United National Party: UNP）と「スリランカ

自由党」（Sri Lanka Freedom Party: SLFP）という二大政党による政権交代の図式は 

1950 年代に始まり今日にまで至っているが、この過程で両党が共に注力してきた

のが、食糧給付や教育・医療の無償化をはじめとする社会福祉政策だった。 

二大政党制と福祉国家主義、この二つが結びついたとき、スリランカ政治の末端

の村々にひとつの副産物がもたらされたこともまたよく知られている。福祉国家

主義の構成する「資源の与え手（＝国家）」と「受け手（＝国民）」の構図が、パト

ロネージ的政治実践を介して、支持政党ごとの党派的分断を村落社会に引き起こ

してきたのである。… 

… 

…単純に図式化すれば、「政府→与党地方議員→村の与党支持者リーダー→村の

支持者」というパトロネージの流れを UNP、SLFP 双方が強固に確立し、これが村

の分断を引き起こしていったということである［cf. Jayanntha 1992］。 

 

(4) LTTE 関連 

① 元 LTTE 構成員の取扱い 

ア DFAT「出身国情報報告 スリランカ（仮訳）」入管庁ウェブ（2019 年 11 月 4

日） 

3.57 LTTE は徹底的に負かされたものの、スリランカ当局はその復活に神経をと

がらせている。英国の移民及び亡命に関する第二層審判所の 2013 年審理におけ

る専門家証言によれば、スリランカ当局は、電子データベースの「停止」や「監

視」など、元 LTTE メンバーや支援者に関する高度な情報を収集、維持してい

る。「停止」リストは、有効は裁判所命令、逮捕状又はスリランカ旅券没収命令

を有する人の名前を含んでいる。「監視」リストは、分離主義や犯罪活動を疑わ

れている人を含め、スリランカセキュリティサービスが、興味があると見なされ

る人の名前を含んでいる。2017 年 6 月に英国内務省は、「監視リスト」は些細な

違反者や元 LTTE 幹部で構成されていると報告した。DFAT は、監視リストに載

っている人は監視されている可能性が高いと考えている。 

3.58 元 LTTE メンバーは、政治を含む公的生活に参加するのにいかなる法的障害

もない。2015 年 8 月の議会選挙において、TNA は、元 LTTE メンバーが自ら選

挙に出馬するのは許さなかったが、元戦闘員たちは民主党十字軍党を設立し、選

挙に出馬した。議席は獲得しなかったものの、彼らが参加したことは、選挙プロ

セスの開放性を証していた 

… 

3.62 2019 年 3 月からのスリランカ政府統計によれば、12,191 人の元 LTTE メン

バー（女性 2265 人を含む）がリハビリテーションを完了した。刊行時点では、

元 LTTE メンバー向けのリハビリテーションセンターで活動を続けているのは

1 か所（北部州バブニヤのプーンソタムリハビリテーションセンター）だけだっ

https://refugeestudies.jp/
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005582.pdf
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た。このセンターは現在、元 LTTE メンバーを一名収容していると DFAT は理解

している。元 LTTE メンバーのリハビリに使用されていた一部のセンターは、薬

物中毒者のリハビリに転用された（非 LTTE メンバーのリハビリテーション参

照）。政府消息筋が DFAT に語ったところによると、プーンソタムセンターはし

ばらくの間、オープンされたままで、当局が知るところの薬物中毒者や更生され

ていない元 LTTE メンバーの更生などに必要に応じて使用される。有罪となっ

た元 LTTE メンバーは現在、PTA に基づいてなど、その他の場所に拘留され、解

放時はリハビリテーションに送られる可能性がある（地元情報源によれば、その

ような人が 100 人以上いる）。 

… 

3.67 地元情報源は、4,000-6,000 人の元 LTTE メンバーは情報が公開されず、リハ

ビリを受けずに、そのうちの一部は現在海外に住んでいると考えている。軍情報

筋は、ジャフナ（北部州）の約 280 名を含めて、スリランカ国内で、情報が公開

されず、リハビリを受けていない元 LTTE の数は少ないと考えている。元 LTTE

メンバーは、リハビリテーション又は訴追を恐れ、身元が特定されるのをためら

っている。ある情報筋によれば、当局はリハビリテーションを受けていない元

LTTE メンバーを積極的に捜していなかった。刊行時点では、DFAT は、オース

トラリアから戻った元 LTTE メンバーに対してリハビリテーションが課されて

いることを知らなかった。DFAT は、とりわけ高い地位の者と関係を有する、

LTTE と関係のあるリハビリテーションを受けていない帰還者は、スリランカに

戻った場合、リハビリテーションプロセスの対象となる可能性があると考えて

いる。 

… 

 

② LTTE との関与を疑われるタミル人 

ア ●英国内務省「Report of a Home Office fact-finding mission to Sri Lanka」ｖ

（2020 年 1 月） 

Returnees are likely to be questioned by immigration officials especially where they 

arrive on an emergency travel document. They are not arrested but may face questioning 

about how they left Sri Lanka and whether they were aided by smugglers. If the person is 

found to have links to the LTTE or if wanted for previous crimes committed in Sri Lanka 

may face further questioning by the CID based at the airport. This process can take a long 

time as checks need to be made with the persons local police and there is no central police 

database. 

 

イ DFAT「出身国情報報告 スリランカ（仮訳）」入管庁ウェブ（2019 年 11 月 4

日） 

目立たない元 LTTE メンバー 

https://refugeestudies.jp/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/859277/Sri_Lanka_FFM_report_2020.pdf
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3.74 「目立たない」元 LTTE メンバーとは、元戦闘員、行政又はその他の役割で

雇用されていた者及び戦争中に LTTE に対して高度の非軍事的支援を提供した

可能性のある人を含む。DFAT は、目立たない元 LTTE メンバーの大半は、リハ

ビリテーション後に解放されたが、スリランカ当局の関心を引いた目立たない

元 LTTE メンバーは、特に、戦争中に戦闘機能を果たしていたと疑われる場合な

ど、拘留され、残っているリハビリテーションセンターに送られる可能性がある

と考えている。リハビリテーションからの解放後も、目立たない元 LTTE メンバ

ーは監視されているかもしれないが、一般的には訴追されないだろう。 

元 LTTE メンバーの監視 

3.75 LTTE との関係があるとみられる一部のタミル系（LTTE のために戦った者

又は民政の一部だった者を含む。）は、警察の監視や嫌がらせを引き続き報告し

ている。北部の複数の情報源は、LTTE の復活を阻止するために、目立たないと

思われる者を含め、元 LTTE メンバーは監視されているが、現在の監視はそれほ

ど範囲が広くなく、より目立たなく形をとっていると DFAT に語った。DFAT が、

信用が置けると考えるある情報源は、監視の範囲は、LTTE における地位の高さ、

失跡者に関する抗議行動など、政治的に重要な問題への現在の関与、スリランカ

政府が過激と考える海外居住者をはじめとするタミル系海外居住者との関係な

どによると主張した。このプロフィールに当てはまる元 LTTE メンバーは、当局

に監視されている可能性が高い。対照的に、目立たない者は、監視の対象となり

にくいと見なされている。 

3.76 監視が行われなかった場合には、地元情報源は、公共の場でお茶に招いて活

動について質問するなど、当局は―通常は、覆面警察官又は情報員―より分かり

にくい方法を使用すると主張した。尋問には暴力は伴わなかった。電話をかける

ことも一般的だった。一部の情報源は、質問が間接的で、元 LTTE メンバー疑惑

を掛けられている人の隣人への質問が行われたと主張した。DFAT は、これらの

主張を検証することはできない。情報源が DAFT に語ったところによれば、東

部州では戦争の末期に多くが逃亡し、カルナ派/TMVP の一因として政府に協力

したため、元 LTTE メンバーの監視は東部州ではそれほど広範囲ではない（北部

と東部の治安情勢参照）。元 LTTE メンバーから嫌がらせ及び監視に関する

HRCSL への正式の苦情申立ては、大幅に減少した。2018 年にはこのような苦情

はほとんどなかった。 

 

③ 在外のタミル人運動家 

ア ●英国内務省「Report of a Home Office fact-finding mission to Sri Lanka」ｖ

（2020 年 1 月） 

Tamil Diaspora groups are important within Sri Lanka in so much as they often send 

remittances home, but they do not have a specific political platform or representatives within 

the country. It is likely that some monitoring of political diaspora groups occurs outside of 

Sri Lanka although this was likely to be of the more prominent members. Several sources 

https://refugeestudies.jp/
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stated that they were aware of members of such diaspora groups returning to Sri Lanka and 

facing no issues on return.  

The Transnational Government of Tamil Eelam (TGTE) are a proscribed group in Sri 

Lanka due to their links with the LTTE and because they are seen as pursuing an independent 

Tamil homeland. The TGTE advocate for a separate Tamil state but do not have widespread 

support within Sri Lanka, as most Tamils have more pressing concerns such as housing, 

employment, return of land and accessing information about relatives who disappeared 

during the war. It’s possible that high profile members of the Tamil diaspora may face risk 

on return although the Attorney General’s Department stated that they would only be at risk 

if they had committed a crime within Sri Lanka and members of the Criminal Investigation 

Department (CID) stated that mere membership of a proscribed group would not be enough 

to make a person of interest. 

 

イ DFAT「出身国情報報告 スリランカ（仮訳）」入管庁ウェブ（2019 年 11 月 4

日） 

3.80 一部のタミル系海外居住者グループは、タミル系独立国家の成立を目指し

て、居住国において公にでも活動を続けてきた。スリランカ法に基づいて禁止さ

れた海外居住者グル ープをはじめとする、親 LTTE の海外居住者グループの著

名なリーダーは、このようなデモ に参加したことで、スリランカ当局の注意を

惹く可能性がある。スリランカ政府は、タミル 海外居住者の構成員は、タミル

系国家を別途設立することに依然として力を注いでいると 考えている。 

 

4. ジェンダー、DV および子ども 

ア DFAT「出身国情報報告 スリランカ（仮訳）」入管庁ウェブ（2019 年 11 月 4

日） 

女性 

3.120 憲法は、性別によっていかなる市民も差別されないことを保証している。

スリランカは、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（CEDAW）

とその選択議定書の締約国である。民法や刑法では女性を同等の存在と見なし

ているものの、離婚、子供の親権、資産の分配や相続に関して、法は男性に有利

である。UNDP の 2018 年ジェンダー不平等指数においてスリランカは、189 か

国中 80 位である。スリランカの女性は高等教育を受けている。大学の卒業生は

男性よりも女性の方が多く、UNDP によれば、25 歳以上のスリランカ女性の 82

パーセント以上は、何らかの中東教育を受けた。 

3.121 スリランカは、母性死亡率の低さや教育レベルの高さなど、南アジアの女

性社会指数が最も高いが、これらは政治・経済への参加率の高さにつながってい

ない。ジェンダー規範や女性の社会や経済への参加のその他の障害は、スリラン

カ女性が労働力や議会において著しく過小評価され、非正規、低技能かつ低賃金

https://refugeestudies.jp/
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の職に多いことを意味している。スリランカ女性の 3 分の 2 近くは、労働力に

参加していない。政府は、2020 年までに女性の労働参加を 40 パーセントに引き

上げることを目指しているが、雇用を求めるタミル系やイスラム系女性に対す

るものをはじめとする社会的圧力は、この目標に到達するための努力を難しく

している。政府は、上場企業の取締役会の 30 パーセントを女性にするという任

意の目標導入も検討している。IMF は、労働参加への性別ギャップを埋めるこ

とにより、長期的には、スリランカは GDP を 20 パーセント押し上げることが

できると考えている。世界経済フォーラム 2018 年世界男女格差指数レポートに

よれば、経済への参画や機会について、スリランカを 149 か国中 125 位に格付

け、男女間の格差が大きいことを示した。 

… 

3.123 女性に対する暴力は、スリランカで蔓延している。地元情報源が DFAT に

語ったところによれば、女性に対する暴力は全国、全ての民族グループ及び社会

階層で発生している。女性に対する暴力は、家庭内で最も多い。国連 FPA の最

近の調査データによれば、女性の 28 パーセントが障害に何らかの肉体的又は性

的暴力を経験し、18 パーセントは過去 12 か月間に親密なパートナーからの暴力

を経験した。2016 年以降のスリランカ政府統計によれば、既婚女性の 17 パーセ

ントは、親密なパートナーからの暴力を経験した。キリノッチ（北部州）とバッ

ティカロア（東部州）は、親密なパートナーからの暴力率が高かった（50 パー

セント）。親密なパートナーからの暴力を経験した女性のうち、警察に助けを求

めたのは 18 パーセントにすぎなかった。2018 年 2 月、国連 FPA は、スリラン

カの女性の殺人事件の 3 分の 1 以上は、親密なパートナーからの暴力に関連し

ていた。 

… 

3.137 母子家庭は、貧困、ジェンダーに基づく暴力、性的搾取に遭いやすく、サ

ービスや雇用機会にアクセスするには障害があった。事例証拠によれば、母子家

庭は精神疾患リスクが高い。政府機関や国内外の NGO は、母子家庭にある程度

の生活手段、住宅や心理社会的支援を提供しているが、地元情報源は、現場での

支援は最小限であり、リソースが不足していると主張している。スリランカ政府

は、母子家庭に対する保護、生活手段の育成及び支援サービスを強化する目的

で、女性が筆頭者である世帯に対する国家政策と関連する国家行動計画を 2016

年に承認した。情報源が DAFT に語ったところによれば、母子家庭では借金が

大きな問題と成りつつある。大黒柱を失った母子家庭は、金貸しの獲物となり、

返済できない借金を負わされる。地元情報源によれば、借金を負った母子家庭

は、精神疾患や自殺リスクが高い。 

… 

 

5. LGBT 

(1) 法制度的な枠組み、政府当局による取扱い 

https://refugeestudies.jp/
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ア DFAT「出身国情報報告 スリランカ（仮訳）」入管庁ウェブ（2019 年 11 月 4

日） 

性的指向とジェンダーアイデンティティ 

3.146 性的指向の自由は憲法で保護されず、同性間の性交渉は同意があっても違

法行為である。レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーやイン

ターセックス（LGBTI）運動家は、憲法改正プロセスの一環として、基本的権利

として、憲法の平等の項（第 12.2 条）にジェンダーアイデンティティ、性的指

向を盛り込むことを推奨した。スリランカの人権保護・推進のための国家鼓動計

画は、性的指向やジェンダーアイデンティティを差別からの保護の根拠に含め

ていない。 

… 

3.148 刑法第 365 条と第 365（a）条は、「自然の理法に逆らった性交渉」及び「わ

いせつ行為」を行うことを犯罪としている。これらは一般的に、同性間の性行為

に適用されると理解され、10 年の禁錮刑と罰金を科される可能性がある。警察

は、これらの条文に基づいて人々を逮捕したが、最近は全く訴追されていない。

地元の LGBTI の情報源によれば、警察は、刑法第 365 条及び第 365（a）又は放

浪罪条例（公共の場を徘徊していたと見なされた人を拘留する権限を当局に与

える。）を利用して、LGBTI を脅し、嫌がらせを行い、金や性的好意を強要し、

恣意的に逮捕・勾留する。生物学的には男性だが、女性になったトランスジェン

ダーは、明らかに識別可能となることで、とりわけ脆弱と見なされている。Equal 

Ground は、2017 年のマッピング調査によって、LGBTI の 46.7 パーセントは警

察嫌がらせを経験したことが示された。警察によるものを含めて、LGBTI の虐

待や嫌がらせの被害者は一般的に、安全上の懸念と性的指向に注意を向けられ

ることに対するためらいにより、苦情を申し立てることに乗り気ではなく、事件

は概ね通報されないことを意味している。 

… 

 

イ ●米国国務省「人権状況報告 2018 年‐スリランカ」（2019 年 3 月 13 日） 

Acts of Violence, Discrimination, and Other Abuses Based on Sexual Orientation and 

Gender Identity 

The law criminalizes consensual same-sex sexual conduct between adults. Although 

prosecutions were rare, human rights organizations reported police used the threat of arrest 

to assault, harass, and sexually and monetarily extort LGBTI individuals. Those convicted 

of engaging in same-sex sexual activity in private or in public face 10 years’ imprisonment. 

Antidiscrimination laws do not prohibit discrimination based on sexual orientation and 

gender identity 

… 

 

https://refugeestudies.jp/
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ウ ●英国内務省「国別政策及び情報ノート スリランカ：性的指向およびジェン

ダー・アイデンティティと表現、第 3.0 版」（2018 年 10 月） 

2.4.7 Although consensual same-sex sexual activity is criminalised in Sri Lanka, sources 

report that cases are rarely prosecuted. No laws specifically criminalise transgender or 

intersex people in Sri Lanka. However, there are reports of the police using other laws to 

criminalise and harass LGBTI persons, particularly transgender women and men who have 

sex with men involved in sex work (see Legal context and State attitudes and treatment). 

2.4.8 Transgender women and women of lower economic status report that police have 

sometimes used the Vagrants Ordinance of the Sri Lanka Penal Code (that prohibits loitering 

in public) to detain them (see Legal rights and State attitudes and treatment – Arrests and 

detention). 

 

(2) 社会における取扱い 

ア DFAT「出身国情報報告 スリランカ（仮訳）」入管庁ウェブ（2019 年 11 月 4

日） 

3.151 地元情報源によれば、LGBTI コミュニティは、家族やコミュニティメンバ

ーからの脅迫、嫌がらせを受け、異性愛者との結婚を強いられている。一部の中

流・上流階級、教育を受けた都市部のスリランカ人は、家族やコミュニティ間で

自らのセクシュアリティについてオープンである。しかし、より伝統的な家族の

期待や価値観により、レズビアンやバイセクシャルの女性の方が、リスクはより

高い。DFAT は、過程や公共の場における暴力の通報は信頼が置けると考え、イ

スラム系をはじめとする多くの LGBTI は、嫌がらせを回避するために、アイデ

ンティティを隠す。地元情報源が DFAT に語ったところによれば、一部の家族

は、LGBTI が専門の収益センターにおいて、又は、魔術を通じて、同性愛を「治

療」する治療を探すように圧力をかけている。2017 年に英国内務省は、コロン

ボ近くのゲイ専用のホテル 1 軒及び域内の幾つかのゲイに親切なバーを特定し

た。地元情報源が DFAT に語ったところによれば、LGBTI に対する敵意は「全

面的」であり、特定の民族グループ又は地域に限定されていない。コロンボ（西

部州）、カンディ（中部州）及びガル（南部州）は、スリランカのその他の地域

に比べて、性的指向により寛容と見なされている。一部の LGBTI は、より大き

な LGBTI コミュニティと支援ネットワークがある、これらのセンターに移るこ

とを選んだ。 

3.152 地元の LGBTI 情報源によれば、ホモセクシャルの女性は、セクシャルティ

についてオープンになるのは更に困難である。情報源が DAFT に語ったところ

によれば、家父長制社会であるスリランカにおいて女性であることはそれ自体

が困難であり、同性愛の女性である問題は更に大きかった。同性愛の女性は、異

性愛者との結婚を強いられ、公共交通機関利用時を含め、公共の場で嫌がらせに

直面している。 

https://refugeestudies.jp/
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… 

 

イ ●米国国務省「人権状況報告 2018 年‐スリランカ」（2019 年 3 月 13 日） 

Acts of Violence, Discrimination, and Other Abuses Based on Sexual Orientation and 

Gender Identity 

… 

Transgender persons continued to face societal discrimination, including arbitrary 

detention, mistreatment, and discrimination accessing employment, housing, and health 

care. 

 

ウ ●英国内務省「国別政策及び情報ノート スリランカ：性的指向およびジェン

ダー・アイデンティティと表現、第 3.0 版」（2018 年 10 月） 

2.4.14 LGBTI persons frequently face discrimination in accessing employment, housing 

and health services. Sexual harassment at work and hate speech and vilification of LGBTI 

communities by media and public officials is reported to be common (see Access to services 

and Public statements by government officials). 

2.4.15 There are also reports that some LGBTI persons experience sexual, emotional and 

physical violence, particularly in the home environment but also in public spaces. The level 

of harassment may differ from urban to rural areas (see Societal attitudes and treatment ). 

 

6. 汚職、非国家主体による犯罪、国家による被害者の保護 

(1) 当局者・非国家主体による犯罪等 

ア 外務省海外安全ホームページ「スリランカの危険情報（危険レベル引き下げ）」

（2019 年 6 月 25 日） 

１ 概況 

（１）テロ情勢 

ア 2019 年 4 月 21 日（日）午前，コロンボ県コロンボ市（聖アンソニー教会），

ガンパハ県ネゴンボ市（聖セバスティアン教会），バティカロア県プリヤンティヴ

村（シオン教会）の３つの教会と，コロンボ市内のホテル 3 か所（シャングリラ，

シナモン・グランド，キングスベリー）の計６か所にてほぼ同時に爆破テロが発生

しました。また，同日午後には，コロンボ県デヒワラ動物園周辺のゲストハウス及

びコロンボ市東部デマタゴダ地区の 2 か所で新たな爆発が発生しました。これら

一連の爆発により，スリランカ政府による発表によれば，5 月末時点で 258 名が死

亡，また約 500 名が負傷しました。邦人も，1 名が死亡し，複数名が負傷していま

す。 

イ 同時爆破テロ事件については，国内のイスラム過激派組織（NTJ（ナショナル・

https://refugeestudies.jp/
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タウヒード・ジャマート）や JMI（ジャマティ・ミラットゥ・イブラム））から派

生したグループによる犯行であり，国際テロ組織 ISIL（イラク・レバントのイス

ラム国）の影響も受けていたとされています。 

ウ 同時爆破テロ事件の後，治安当局による大規模かつ集中的な捜査・警備強化も

あり，治安状況は安定化していますが，引き続きテロ発生の可能性は排除できない

状況です。 

… 

（２）一般治安情勢 

… 

イ 2009 年 5 月に政府軍とタミル人反政府組織「タミル・イーラム解放の虎」

（LTTE）との紛争が終結して以降も，民族や宗教，コミュニティ間の対立が一部

に見られます。2018 年 3 月には仏教徒とイスラム教徒との間の緊張に端を発し非

常事態宣言が発出された例もありました。また，2019 年 4 月 21 日に発生した同時

爆破テロ事件を受け，この事件の実行犯がイスラム教徒であったことから，事件後

にモスクやイスラム教徒の商店等に対する放火・襲撃事件が発生しており，さらな

る宗教・コミュニティ間対立の懸念があります。 

２ 地域別情勢 

… 

（１）スリランカ全土 

… 

エ また，2019 年 4 月 21 日に発生した同時爆破テロ事件を受け，同事件の実行犯

がイスラム過激派組織の思想の影響を受けた者であったとの見方が有力であるこ

とから，事件後にモスクやイスラム教徒の商店等に対する放火・襲撃事件が発生し

ており，さらなる宗教・コミュニティ間対立の懸念がありますので，最新情報の収

集に努めてください。 

（２）北西部州 

2019 年 4 月 21 日に発生した同時爆破テロ事件後の 5 月中旬，特にこの地域を中

心に宗教・コミュニティ間の対立に起因する暴動等が発生しました。この地域のモ

スク，仏教寺院，教会等に近づく際には十分注意してください。 

（３）北部州（国道Ａ９号線から東のムライティブ県内） 

政府軍とタミル人反政府組織「タミル・イーラム解放の虎」（ＬＴＴＥ）との紛争

が終結して以降，治安情勢は大幅に改善されてきました。 

… 

（４）北部州（上記以外），東部州及び北中央州 

ア ２０１９年４月２１日の同時爆破テロ事件の際には，東部州バティカロア県

プリヤンティヴ村（シオン教会）においても爆破テロ事件が発生しています。 

… 

https://refugeestudies.jp/
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ウ また，これらの地域では，軍や警察による道路封鎖や検問が行われている場合

があります。ジャフナ地方ではＡＶＡと呼ばれる主に若者のギャンググループが

ひったくりや強盗などを敢行していますので，安全な滞在先，移動手段を選択する

ようにしてください。 

 

イ DFAT「出身国情報報告 スリランカ（仮訳）」入管庁ウェブ（2019 年 11 月 4

日） 

2.61 スリランカ全土の犯罪率は様々であるが、コロンボ地域が最も高い。近年、

殺人事件の発生件数は急激に減少し、現在では他の東南アジア諸国と同程度で

ある。国連薬物犯罪事務所の推定によれば、2016 年の殺人発生率は、10 万人当

たり 2.55 件だった。多くの地元情報源は、Aava ギャングメンバーによるものと

思われる無差別の武力攻撃を含め、ジャフナ（北部州）のギャング暴力が増加し

ていると DFAT に語った（北部と東部の治安情勢参照）。北部州の情報源は、北

部のタミル系コミュニティが、近隣との些細な衝突を含め対立を暴力で解決し

ようとする傾向を深めているとも DFTA に語った。 

2.62 スリランカの選挙期間は歴史的に、不安定な時期である。2015 年の議会選

挙前の数週間に暴力事件が急増したが、政治暴力の報告は、2015 年の選挙以降

減少した。中立的な選挙監視人は、2018 年の地方政府選挙における暴力事件は

前回の選挙に比べて減少したと報告した。 

 

① 政治家と犯罪組織 

ア OFPRA「組織犯罪と政治家の関係（Relations entre le grand banditisme et les 

politiciens）」（2018 年 8 月 29 日） 

概要：1970年代末以降、組織犯罪世界（地下世界）と特定の有力政治家との関係

は着実に強化されている。無法者は、政治家から資金を受けて、反対派の弾圧な

どの犯罪を実行する子分を提供し、政治家はそれと引き換えに法的措置を阻止す

る。違法行為からの資金、特に麻薬取引から発生する資金は、暴力団によって政

党に寄付され、これらの関係を強化している。暴力団の構成員の中には、政治家

としてのキャリアを始める者もいれば、やくざ界に入る政治家もいる。その明言

された意図とは裏腹に、2015年1月に成立した政権は、一部の政治家の暴力的な

手法や刑事免責を取り除くことができないようである。 

1. 暴力団と特定の有力な政治家との癒着 

1.1. 権力の混乱と反対派の弾圧 

元スリランカ議会行政局長（1977年～2013年）であり、元大統領重大な不正と汚

職に反対する委員会事務局長（2015年3月～2016年3月）のラシル・デ・シルバ氏

〔Lacille de Silva〕と、ペラデニヤ大学経済学教授のスマナシリ・リヤナゲ氏

〔Sumanasiri Liyanage〕によると、政治制度の漂流と政治指導者による暴力団とい

https://refugeestudies.jp/
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う要素の組織的利用は、1977年の議会選挙での統一国民党（UNP）の大勝利（168

議席中139議席）から始まった。首相のUNP指導者J・R・ジャヤワルダナ〔J.R. 

Jayewardene〕は、その後、大統領制を発動して自らを大統領と宣言し、裁判官を解

任してその信奉者を最高裁と高等法院に任命することで司法権を断ち切った。ラ

シル・デ・シルバとジャーナリストのダルマン・ウィックレマラートネ〔Dharman 

Wickremaratne〕は、権力を維持し、反対派を弾圧するために、UNPはあらゆる種類

のやくざの犯罪技術を多岐にわたって利用したと考えている1。 

ギャングは、特にケラニヤ大学（ゴナワラ・スニルのギャング、後述）では、キ

ャンパス内でUNPと結びついた学生組合によって利用されており、警備員の大半

はギャング団コミュニティから採用されている。1980年7月5日のストライキ・デモ

では、政府は武装したギャングを派遣してデモ隊を攻撃し、群衆に爆弾を投げつけ

て1人を殺害した2。その後、政府は6万人の公務員を解雇し、そのうち55人が自殺

し、多くの者を処罰した。1983年の麻薬暴動の際には、凶悪犯に率いられた暴徒を

防ぐための介入を警察は控えていた。その後、1986年から1989年にかけて、ギャン

グ団の構成員は人民解放戦線（Jathika Vimukthi Peramuna、JVP）の反乱に対抗する

ために警察によって結成された準軍事組織に統合され、武器や車両、身分証明書な

どを提供された3。 

これらのギャングは権力の汚れ仕事をしていても、刑事責任を問われることは

なかった。例えば、UNPと結びついた学生組合の指導者2人は、1983年にモラトゥ

ワ大学〔l’université de Moratuwa〕で学生のジャヤラッタネ・ラジャパクサ〔Jayaratne 

Rajapaksa〕を殺害したとして、2人の目撃者から告発された。1988年、これら2人の

目撃者は誘拐され、その後、行方不明になっている。1995年に最終的に2人の被告

が懲役7年の判決を受けたが、1996年の控訴審では懲役2年に減刑された。さらに悪

いことに、犠牲者とその家族によって多くの犯罪が告発されたにもかかわらず、ア

ランバウェラ・ドン・ランジット〔Arambawela Don Ranjit〕（別名ソッティー・ウ

パリ〔Soththi Upali〕またはピダリ・ウパリ〔Pidali Upali〕）は、ラナシンヘ・プレ

                                                      

1 SILVA De Lacille, “Power, Corruption, Lies & Betrayal », Colombo Telegraph, 25/01/2018, 

https://www.colombotelegraph.com/index.php/power-corruption-lies-betrayal/ ; LIYANAGE 

Sumanasiri (professeur d’économie à l’université de Peradeniya), “Drugs, Crimes and Politics 

in Sri Lanka », Colombo Telegraph, 07/11/2011, 

https://www.colombotelegraph.com/index.php/drugs-crimes-and-politics-in-sri-lanka/; 

WICKREMARATNE Dharman (journaliste), “How the UNP gave birth to underworld – Rapist 

Gonawala Sunil dies under a hail of bullets”, Lanka Web, 15/08/2015, 

http://www.lankaweb.com/news/items/2015/08/15/how-the-unp-gave-birth-tounderworld-

rapist-gonawala-sunil-dies-under-a-hail-of-bullets/ 

2 WICKREMARATNE Dharman, art. cit. 

3 WICKREMARATNE Dharman, art. cit. 
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マダサ〔Ranasinghe Premadasa〕大統領の下でシリセナ・クーレイ〔Sirisena Cooray〕

大臣とつながっている暴力団員であるが、1998年に同人が暗殺されるまで、どの警

察署もこれらの事件の被害届を受け付けなかった。また、UNP運営委員会のメンバ

ーでもあった4。ラシル・ド・シルヴァによると、「［…］政治スポンサーらは、

自分たちに有利に、そして市民の不利益になるように政策を決定する、お世辞屋、

おべっか、お人好し、駆け引き好き、親密な人たちによる強力なグループを形成し

始めた。彼らは、誘拐、脅迫、暴力、嫌がらせ、身体切断、殺人などの犯罪に対す

る免責を認めている。」5 

特定の暴力団組織が国家機関に統合されたことで、その傾向はより顕著になっ

ている。例えば、家族が積極的にUNPを支持していたケラニヤ地方の無法者である

Sunil Perera （別名Gonawala Sunil）は、党に有利なように一味と一緒に多くの汚い

仕事をした。同人は強姦罪で懲役15年の判決を受けたが、控訴審ではこの判決が支

持された。しかし、1982年にはすぐに大統領恩赦が認められたため、長らく投獄さ

れることはなかった。1983年、彼のギャングはウェリカダ刑務所で53人の受刑者を

虐殺した。その後、石油施設での横領など多くの犯罪を犯したにもかかわらず、裁

判にはかけられなかった。さらに悪いことに、彼は平和のすべての島（ジャスティ

ス・オブ・ザ・ピース）とグラモダヤ・マンダラヤ（開発行動を促進する地方機関）

の社長に任命されました。1988年にJVPに暗殺された。もう一人のマフィア、バデ

ガネ・サンジェワは、UNPのリーダーであるチャンドリカ・カマラトゥンガ大統領

によって大統領保安部（PSD）に雇われていた。1999年にジャーナリストのロハナ・

クマラを殺害した罪と、2000年に有名歌手の家に押し入って脅して油をかけた罪

で告発されています。2001年には大統領職にも近い仲間の一人に殺され、2004年に

はコロンボの裁判所で暗殺された。 

その後、マフィアグループは、特にマヒンダ・ラジャパクサ大統領の下で政治に

関与するようになった。Sumanasiri Liyanage 氏によると、2011 年に United People's 

Freedom Alliance（UPFA）の国会議員 Duminda Silva 氏が Bharatha Lakshman 

Premachandra 氏を殺害したことを明らかにしたと分析している（下記参照）。 

2015年7月、連合タミル解放戦線（TULF）のメンバーである西部州の議員スシ

ル・キンデルピティヤ氏は、コロナワの政治家と結びついたマフィアが土地の横

領や窃盗を行っており、多くの被害者が彼らによって殺害されており、これらの

活動が相当な環境破壊を引き起こしていると述べている。 

… 

                                                      

4 SILVA De Lacille, art. cit. 

5 WICKREMARATNE Dharman, art. cit.; Daily Mirror, “Put these criminals behind bars!”, 

29/06/2018, http://www.dailymirror.lk/article/Put-these-criminals-behind-bars--151978.html 
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1.2. 麻薬密売と政治的スポンサー 

… 

国家麻薬取締委員会によると、スリランカ島の西海岸、すなわちマンナール・プ

ッタラム・ネゴンボ・カルピティヤ地域は（2014 年）麻薬の通過・保管地域であ

り、多くの場合、インドを起源とし、地域全体に向けて輸送されている。この海岸

で操業していた漁師たちは、警察が容認していたヘロインの販売の最初のターゲ

ットだった。2014 年に『The Sunday Leader』の記者が取材した目撃者によると、

警察は麻薬の売人を横取りし、ヘロインの使用者を逮捕していたという。2011 年

には STF が大規模な反ドラッグ作戦を開始したが、政府に止められてしまった。

麻薬取引はケラニヤの強力な政治家によって支えられ、組織化されていました。麻

薬は高級車や魚を積んだトラックで運ばれ、警察にはあまり怪しくない人たち（障

害者、妊婦、子供など）によってコロンボの近所のコロンナワにも運ばれ、地元の

政治家と同盟を結んだ大盗賊団のミリュウにも手を抜かれていたという。2012 年

には、Putha と Ukkuna という 2 つのマフィアグループが、コロナワで違法な酒の

流通や横領に関与していたことで知られている。 

2018 年 6 月にサンデー・タイムズ紙とのインタビューで、法秩序担当大臣のラ

ンジット・マドゥマ・バンダラ氏は、「前政権（マヒンダ・ラジャパクサ大統領の

下）では、裏社会が政治家と手を取り合って歩いていた」と述べている。もうそん

なものは存在しないし、政治家がそのような要素[犯罪組織]に代わって介入した

り、介入しようとしたりした状況には一度も遭遇したことがない。"11 しかし、ス

リランカのマスコミは 2015 年 1 月以降、数件の事件を報道しており（後述）、こ

のような談合の根強さを示している。 

… 

 

② Bodu Bala Sena（BBS）を含む仏教徒過激派組織 

ア 米国国務省「宗教の自由に関する国別報告 2020 年‐スリランカ」（2021 年 5月

12 日） 

…Buddhist nationalist groups such as Bodu Bala Sena (BBS) continued to use social 

media to promote what it called the supremacy of the ethnic Sinhalese Buddhist majority 

and vilify religious and ethnic minorities. 

… 

On October 21, the Colombo High Court granted bail to BBS general secretary Galagoda 

Aththe Gnanasara Thero, who was charged with denigrating the religious beliefs of Muslims 

following statements he made in 2016 at the Kuragala Raja Maha Vihara Temple. Further 

proceedings of the trial, set for November 24, were postponed, and Gnanasara Thero 

remained free on bail at year’s end. 

https://refugeestudies.jp/
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… 

According to civil society groups, social media campaigns targeting religious minorities 

fueled hatred. According to press reports and civil society, Buddhist nationalist groups such 

as the BBS continued to promote the supremacy of the ethnic Sinhalese Buddhist majority 

and denigrated religious and ethnic minorities, especially in social media. These groups said 

authorities did not act against those inciting hatred against the Muslim and Tamil 

community. 

… 

 

イ 米国国務省「宗教の自由に関する国別報告 2018 年‐スリランカ（仮訳）」（2019

年 6 月 21 日） 

少数派宗教集団に対する攻撃が相次いで発生した。2018 年 10 月現在、スリラン

カ 全 国 福 音 同 盟 （ NCEASL National Christian Evangelical Alliance of Sri 

Lanka)((NCEASL)が記録した、教会襲撃、牧師及びその信奉者に対する威嚇や暴力

及び、礼拝所の妨害事件は 74 件にも上る。市民社会団体によれば、少数派宗教集

団を標的にしたソーシャルメディアキャンペーンは敵意を刺激し、暴力を誘発し

た。2018 年 3 月にキャンディ州で発生した暴動の間、ボドゥ・バラ・セーナ（Bodu 

Bala Sena)（BBS)、仏教徒部隊(Buddhist Power Force)等の国粋主義仏教徒団体は、

特にソーシャルメディアを利用して、多数派のシンハラ族仏教徒の至上性を宣伝

し、少数派宗教集団及び少数民族を中傷した。市民社会団体は、主に仏教徒シンハ

ラ族多数派とタミル人の(主体はヒンドゥー教徒だが、キリスト教徒少数派も人口

規模が大きい)少数派間の内戦終結後、2010 年に設立された県レベルの異教間和解

委員会を通じて、宗教指導者及びコミュニティ幹部が平和構築活動に従事する能

力を強化するべく引き続き努力した。 

… 

 

ウ 米国国務省「宗教の自由に関する国別報告 2017 年‐スリランカ」（2018 年 5月

29 日） 

On May 17 and 18, arsonists set fire to three Muslim shops in Wennappuwa. On May 19, 

unknown assailants firebombed a mosque in Manarapitiya in Central Province. On May 21, 

assailants attacked a mosque in Kurunegala, and on June 15, police announced the arrest of 

two suspected BBS members in connection with the attack. On May 20 and 21, unknown 

arsonists set fire to three shops owned by Muslims in Beruwal in Southern Province, 

Maharagama in the Western Province, and Ampara in Eastern Province. Unknown assailants 

also firebombed a Muslim-owned pharmacy in Navinna in Western Province on May 23. 

 

(2) 治安当局による犯罪の取り締まり 

https://refugeestudies.jp/
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ア ●米国国務省「人権状況報告 2018 年‐スリランカ」（2019 年 3 月 13 日） 

ROLE OF THE POLICE AND SECURITY APPARATUS 

… 

In March widespread anti-Muslim violence erupted in the central Buddhist region of 

Kandy District, resulting in hundreds of Muslim homes, business, and mosques being 

destroyed or damaged, in addition to the deaths of four individuals and the injury of 28 

others. Observers and victims of the violence reported some members of the police and 

Special Task Force either took no action to quell the violence or actively participated. 

 

イ 在スリランカ日本国大使館「スリランカ情勢（2018 年 10 月）」（2018 年 11 月

19 日） 

（7）AAVA メンバーの逮捕 

9 日，ジャフナ警察は北部州で活動を展開している犯罪組織 AAVA や暴力団活

動に関与する嫌疑者を逮捕する特別捜査を実施。約 300 名の警察が配置され，3 名

を逮捕。（10 日付デイリーニュース紙） 

 

ウ OFPRA「組織犯罪と政治家の関係（Relations entre le grand banditisme et les 

politiciens）」（2018 年 8 月 29 日） 

退任した H.M.G.B.コタカデニヤ上級副警視総監は、2018 年 6 月にサンデー・タ

イムズ紙のメディアとのインタビューで、法執行の悪化と犯罪の増加は、警察が職

務を遂行できない政治的干渉が主な原因であると述べた。また、独立しているはず

の警察委員会が、委員も依存しているため、このような干渉を止めるために率先し

て行動していないと付け加えた。彼の見解では、犯罪と戦うことができる唯一の機

関は、タミルイーラムの解放の虎（LTTE）と戦うために設立されたエリート警察

部隊である特別任務部隊（STF）であった。 

 

7. 兵役、強制徴集（非国家主体の） 

ア ●CIA「World Factbook -Sri Lanka」（2020 年 2 月 17 日閲覧） 

Military service age and obligation: 

18-22 years of age for voluntary military service; no conscription (2019) 

 

8. 司法制度・刑事手続 

ア ●IRBC「クエリー回答［LKA200594.E］：Sri Lanka: Police reports, including 

records of arrest or detention, extracts of complaints, and police clearance 

certificates; procedures for an individual to obtain a copy of a police report; 

prevalence of fraudulent police reports (2019–April 2021)」（2021 年 4 月 30 日） 
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3. Police Clearance Certificate 

According to the website of the Sri Lanka Police, a police clearance certificate is issued 

by the Director of Police Headquarters Administration based on background reports 

obtained through a police investigation of the applicant (Sri Lanka n.d.b) The same source 

indicates that an application for a police clearance certificate can be submitted in person to 

the office located at Olcott Mawatha, Colombo 11, or online (Sri Lanka n.d.b). The source 

also notes that applicants who reside outside of Sri Lanka can complete an application 

themselves and that the application bearing their signature can be submitted by a relative to 

the office located at Olcott Mawatha, Colombo 11 (Sri Lanka n.d.b). The same source adds 

that the following documents should be presented along with the application for a police 

clearance certificate: 

National Identity Card (NIC) and two "clear" photocopies of the NIC 

Valid passport and a "clear" photocopy of the passport (Sri Lanka n.d.b). 

The website of the US Embassy in Sri Lanka indicates that a resident of Sri Lanka should 

provide the following documents when submitting their application for a police clearance 

certificate to the Sri Lanka Police headquarters at 31, Olcott Mawath, Pettah, Colombo 12: 

⬧ Photocopy of NIC 

⬧ Photocopy of birth certificate 

⬧ Photocopy of passport (US n.d.) 

The same source adds that a female applicant using her husband's family name must also 

submit a copy of her marriage certificate and an affidavit indicating her maiden and married 

name (US n.d.). 

The website of the Sri Lanka Police indicates that the application fee for an online 

application for a police clearance certificate is 1,500 LKR [C$9.62] (Sri Lanka n.d.c). The 

same source notes that the police clearance certificate will be issued within 14 business days 

if accurate information is provided (Sri Lanka n.d.c). Sources indicate that the application 

fee for applications for a police clearance certificate made in Sri Lanka [at police 

headquarters (US n.d.)] is 500 LKR and the application fee for applications made outside 

of Sri Lanka [at a Sri Lankan diplomatic mission (US n.d.)] is 1000 LKR (US n.d.; Sri Lanka 

n.d.a). 

The website of the Consulate General of Sri Lanka in Toronto indicates that applicants of 

police clearance certificates who are Sri Lankan or of Sri Lankan origin can submit a 

completed application along with the original and two photocopies of the following 

documents: 

⬧ Sri Lankan passport 

⬧ Sri Lankan NIC 

⬧ Canadian immigration documents such as a permanent resident card, citizenship 

card, or refugee documents 

https://refugeestudies.jp/
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⬧ Letter from Immigration, Refugees, and Citizenship Canada (IRCC) 

⬧ Previous police clearance report (if one was previously issued) (Sri Lanka n.d.d). 

The same source indicates that applicants who are of other nationalities can submit a 

completed application form along with the original and two photocopies of the following 

documents: 

⬧ Canadian immigration document such as a permanent resident card, citizenship card, 

or refugee document 

⬧ Letter from IRCC, letter for a Green Card from US authorities, or an employment 

letter 

⬧ Previous police clearance report (if one was previously issued) (Sri Lanka n.d.d). 

The website of the Consulate General of Sri Lanka in Toronto indicates that the 

application fee for a police clearance certificate is C$36 and the processing time is 

"approximately" six months (Sri Lanka n.d.d). 

 

イ ●米国国務省「人権状況報告 2018 年‐スリランカ」（2019 年 3 月 13 日） 

C. TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN, OR DEGRADING TREATMENT 

OR PUNISHMENT 

…Police reportedly tortured and sexually abused citizens, often to extract confessions for 

alleged crimes. The Prevention of Terrorism Act (PTA) allows courts to admit as evidence 

any statements made by the accused at any time and provides no exception for confessions 

extracted by torture. In February 2017 the government announced it suspended making 

arrests under the PTA due to widespread concerns about several of its provisions; however, 

the government made at least four arrests under the PTA during the year. An estimated 70 

to 130 individuals remained in detention from prior PTA arrests. 

 

9. 警察および治安部隊による人権侵害（刑務所等の状況含む） 

ア ●英国内務省「Report of a Home Office fact-finding mission to Sri Lanka」ｖ

（2020 年 1 月） 

So-called ‘White Van’ abductions have not occurred in recent years, and whilst beatings 

and mistreatment is alleged to occur in police detention contacts felt that this is not to the 

same brutality as the past. Where someone is arrested under the Prevention of Terrorism Act 

(PTA) the authorities are required to notify the Human Rights Commission. The families of 

those arrested should be issued with an arrest receipt stating the reason for arrest and the 

details of the officer and police station. 

 

イ DFAT「出身国情報報告 スリランカ（仮訳）」入管庁ウェブ（2019 年 11 月 4

日） 
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4.8 強制的行方不明にしばしばつながった、白いバンを使った組織的拉致が、戦

争中及び戦後に発生した。「白いバンの拉致」と言う言葉は、覆面車両での見知

らぬ加害者により拉致され、ほとんどの場合に二度と見付からなかった事件を

表現している。DFAT は、2016 年と 2017 年には白いバンが関係した拉致事件の

数は少なかったことは、逮捕中に手順に従わなかった事例について言及してい

る可能性が高いと考えている。DFAT は、このような失踪はもはや一般的ではな

いと考えている。 

 

ウ ●米国国務省「人権状況報告 2018 年‐スリランカ」（2019 年 3 月 13 日） 

C. TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN, OR DEGRADING TREATMENT 

OR PUNISHMENT 

… 

The Human Rights Commission of Sri Lanka (HRCSL) reported that torture committed 

by police forces was routine and continued throughout the country, and that it received 193 

allegations of physical and mental torture by state actors as of June. It stated that many 

reports of torture referred to police officers allegedly “roughing up” suspects to extract a 

confession or otherwise elicit evidence to use against the accused. 

Interviews by human rights organizations found that torture by police remained endemic 

throughout the country. As in previous years, suspects arrested under the PTA since the civil 

war ended in 2009 gave accounts of torture and mistreatment, forced confessions, and denial 

of basic rights such as access to lawyers or family members. Some released former 

combatants reported torture or mistreatment, including sexual abuse by state officials while 

in rehabilitation centers and after their release. Excessive use of force against civilians by 

police and security officials also remained a concern. 

There were also reports of sexual abuse committed by government and security sector 

officials against wives who came forward seeking information about their missing husbands 

or against war widows who attempted to claim government benefits based on their deceased 

husbands’ military service. 

 

Prison and Detention Center Conditions 

Prison conditions were poor due to old infrastructure, overcrowding, and a shortage of 

sanitary facilities. 

… 

 

10. 報道の自由 

ア ●IRBC「クエリー回答［LKA200595.E］：Sri Lanka: Overview of Sri Lankan 

media sources, including affiliation or association with government or opposition 
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parties (2019–April 2021)」（2021 年 4 月 28 日） 

2. Treatment of Journalists 

The January 2021 annual report by Human Rights Watch (HRW), covering the events of 

2020, notes that journalists "faced intimidation and surveillance from government security 

forces" (HRW 13 Jan. 2021, 625). Sources state that ["[s]everal" (HRW 13 Jan. 2021, 627)] 

journalists reported receiving death threats, and that "some" fled the country (HRW 13 Jan. 

2021, 627; Amnesty International 17 Feb. 2021, 38-39) due to "fear of reprisals" (Amnesty 

International 17 Feb. 2021, 38-39). The IFJ report states that "there were numerous incidents 

of interrogation, intimidation, and arrest of journalists" and that "[n]umerous incidents of 

threats and attacks against journalists were reported" (IFJ 1 May 2020, 70). According to 

the 2021 Freedom House report, "[j]ournalists covering human rights violations against 

members of religious and ethnic minority groups often face harassment, including from the 

authorities" (Freedom House 3 Mar. 2021, Sec. D1). The DFAT report states that "[s]ome 

media workers in the north told DFAT they exercised caution in their reporting because of 

past killings and disappearances of journalists" (Australia 4 Nov. 2019, para. 3.116). DFAT 

indicates that "some" journalists in the north of Sri Lanka "reported ongoing monitoring by 

the authorities, including receiving anonymous telephone calls, particularly while covering 

sensitive issues" (Australia 4 Nov. 2019, para. 3.116). The BTI notes that the "scope for free 

exchange of opinions seems more restricted in parts of the north, where there is a large 

presence of security forces. Open criticism of the military remains rare" (Bertelsmann 

Stiftung 2020, 8). 

A February 2021 Amnesty International report on the repression of dissent in Sri Lanka 

between November 2019 and January 2021, based on interviews with human rights 

defenders, lawyers and journalists, and media reports and case files, indicates that Amnesty 

International recorded 13 "incidents of intimidation of journalists" during the period of the 

study, including "attacks by non-state actors supporting the governing party, raids by police 

on media outlets, summons by law enforcement, smear campaigns against journalists on 

state and private media, and anonymous death threats" (Amnesty International 17 Feb. 2021, 

4, 38). 

… 

 

イ ●英国内務省「国別政策及び情報ノート スリランカ：タミル分離主義、6.0 版」

（2020 年 5 月） 

3.3.5 On 29 November 2019 The New York Times reported that: ‘Fears of a potential 

crackdown on critics of the newly returned Rajapaksa political dynasty in Sri Lanka are 

rising just days after the election, as officials and journalists who investigated the 

Rajapaksa’s for human rights abuses and corruption began trying to flee the country, 

officials said  
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‘In a case that raised particular alarm, a Sri Lankan employee of the Swiss Embassy in 

Colombo was abducted on Monday by unidentified men and forced to hand over sensitive 

embassy information, Switzerland’s foreign ministry said. Officials in Colombo said the 

men forced her to unlock her cellphone data, which contained information about Sri 

Lankans who have recently sought asylum in Switzerland, and the names of Sri Lankans 

who aided them as they fled the country because they feared for their safety after 

Gotabaya Rajapaksa won the presidency in elections this month. 

… 

 

ウ DFAT「出身国情報報告 スリランカ（仮訳）」入管庁ウェブ（2019 年 11 月 4

日） 

3.112 憲法は、言論や表現の自由を保証している。スリランカは、2019 年の

Reporters Without Borders ’Press Freedom Index で 180 国中 126 位だった。これは

前年に比べて 5 位上昇している。2015 年、スリランカは、165 位だった。国家

安全保障や防衛の報道に関する正式な検閲は、戦争終了後に緩和された。インタ

ーネットの自由も、多くのウェブサイト上のブロックが取り除かれて改善した

が、2017 年 11 月、電気通信規制委員会は、シリセーナ大統領を批判する海外居

住者のウェブ使途へのアクセスを制限した（同ウェブサイトは、2018 年終わり

までブロックされた）。他のウェブサイトもブロックされたという未検証の報告

がある。ソーシャルメディアプラットフォームである Facebook、WhatsApp、

Instagram 及び Viber も、2019 年 4 月の復活祭の事件直後、スリランカ全土で一

時的に停止され、5 月に再び、関連するコミュニティ間の社会不安中に、偽情報

の拡散を阻止するために停止された。2018 年 3 月の社会不安を受けて、ヘイト

スピーチの拡散を阻止するために、ソーシャルメディアプラットフォームも同

様にして一時的にブロック又は制限された（イスラム教参照）。2019 年 6 月 6 日

に、内閣は社会の調和と国家安全保障を阻害するフェイクニュースの拡散を犯

罪とする提案を承認した。 

3.113 2015 年の政権交代以降、インターネットブロガーは、スリランカで自由に

活動している。戦争に関するデリケートな問題を取り上げる人をはじめとして、

ブロガーは、当局の監視を受けている場合があるが、肉体的暴力は受けていな

い。DFAT は、政府又は軍に批判的なブロガーがその見解が理由で、標的とされ

た最近の事例は知らない。 

3.114 DFAT は、一部のジャーナリストがラージャパクサ支持者から 2018 年に脅

迫と威嚇を受けたと理解している。2018 年 7 月 3 日、New York Times は、「批評

家を沈黙させ、マスコミの自由を抑制する試みであるとして、ラージャパクサと

連携している議員である Dharisha Bastians と Arthur Wamanan という 2 名の地元

のジャーナリストに対する公に批判を非難する声明を発行した。Bastians と

Wamanan は、ラージャパクサの故郷であるハンバントータ港の資金に関する

New York Times の捜査を支援していた。多くの国営マスコミは、10 月 26 日の首
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相指名後直ちに、ラージャパクサのサポーターに力で乗っ取られ、編集の偏りが

著しく変化し、警察組織の一つである準軍事組織特別タスクフォースの隊が国

営テレビ局や国営新聞社の外に配備され、ラージャパクサ寄りの報道をさせた。

DFAT は、北部に居た人を含むラージャパクサに批判的な一部のジャーナリスト

と NGO は、憲法の危機中、報復を恐れて自主検閲を含めて予防策を講じた。 

3.115 2019 年 4 月 1 日、地元のライター兼詩人である Shakthika Sathkumara は、

人種的偏見を誘発したことで、刑法に及び国民的及び政治的権利に関する国際

規約法（2007 年）に基づいて告発された。仏教寺院におけるホモセクシャルや

児童虐待に関する短編発刊後、Sathkumara は逮捕された。仏教徒情報センター

の僧は、彼のストーリーが仏教を侮辱し、仏陀の人生を貶めていると Sathkumara

を提訴した。Sathkumara は、2019 年 8 月 5 日に保釈され、刊行時点でもその状

態にある。 

 

エ ●米国国務省「人権状況報告 2018 年‐スリランカ」（2019 年 3 月 13 日） 

Press and Media Freedom: Independent media were active and expressed a wide variety of 

views. Journalists in the Tamil-majority north, however, reported harassment, intimidation, 

and interference from the security sector when reporting on sensitive issues related to the 

civil war or its aftermath. They reported the military contacted them to request copies of 

photographs, lists of attendees at events, and names of sources from articles. They also 

reported the military directly requested that journalists refrain from reporting on sensitive 

events, such as Tamil war memorials or land occupation protests, and that they feared 

repercussions if they did not cooperate. 

In October, after former President Mahinda Rajapaksa was appointed prime minister in a 

move challenged in court as unconstitutional, some of Rajapaksa’s supporters took control 

of state media outlets. The International Federation of Journalists reported serious concern 

about harassment of journalists at state media institutions, and in some cases mobs loyal to 

Rajapaksa entered facilities and threatened employees and forced them to leave the 

premises. In another case the bodyguard of a minister loyal to ousted Prime Minister Ranil 

Wickremesinghe opened fire into a crowd of protesters outside a state media outlet, killing 

a Rajapaksa supporter. 

 

オ ●英国内務省「国別政策及び情報ノート スリランカ：ジャーナリスト・報道

関係者・人権活動家、第 3.0 版」refworld（2017 年 7 月） 

2.2.4  The law allows for freedom of speech, expression, association and peaceful 

assembly and these are generally respected under the current government. However, these 

legal rights are in some respects limited by other laws and regulations in place, such as 

the 1979 Prevention of Terrorism Act, which contains broad restrictions, such as a 

prohibition on bringing the government into contempt (see Legal rights). 
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2.2.5 The level of censorship has relaxed since the end of the conflict in 2009. Journalists 

are free to criticise the government, although some believe they continue to be monitored 

by the authorities and/or practice self-censorship. The number of verbal and physical 

attacks on journalists is reported to have significantly reduced although a few isolated 

incidents continue to be reported. The current government has pledged to investigate 

journalists killed or disappeared during the conflict (see Censorship and Journalists). 

2.2.6 Furthermore, under the Sirisena government, internet freedom has significantly 

improved and there are no reports of the authorities monitoring online activity (see 

Internet access, content and blocking). Therefore a person is unlikely to be at risk from 

speaking freely online. 

2.2.7 Members of the media, human rights activists and civil society are able to operate 

freely but there have been some reports of harassment and monitoring by security forces 

against those participating in protests or demonstrations, particularly student or civil 

society activists (see Civil society/human rights activists). 

 

11. 宗教の自由 

(1) 宗教の自由に関する法制度的な枠組み及び当局による取扱い 

ア DFAT「出身国情報報告 スリランカ（仮訳）」入管庁ウェブ（2019 年 11 月 4

日） 

宗教 

… 

3.22 憲法は、改宗の自由を含む宗教の自由を定めている。このため、憲法は、公

開又は非公開の礼拝の自由を定めている。しかし、憲法第 9 条は宗教的マイノ

リティの権利を保護する一方で、仏教に「第一の場所」を与え、国家に仏教を「保

護、育成する」義務を課している。2003 年、最高裁判所は、国は仏教のみを保

護することを憲法により義務付けられているという判決を下した。憲法改正プ

ロセスは、第 9 条の修正に関する話合いを含んでいたが、DFAT は、仏教が憲法

において有している特別な地位を取り除こうとする試みは政治的に問題とな

り、シンハラ系コミュニティからの強い抵抗に遭い、失敗に終わる可能性が高い

と考えている。宗教を侮辱することを意図した行為は、罰金ないしは 1 年間の

禁錮刑の罰を受ける。これは、仏教のみならず全ての宗教に適用される。礼拝場

所や宗教物に対する攻撃は、罰金ないしは 2 年間の禁錮刑の罰を受ける。同様

に、これは全ての宗教に適用される。 

… 

3.24 前政権のラージャパクサ政権は、過激派仏教徒グループ Bodu Bala Sena（BBS、

英語では Buddhist Power Force）への支持など、宗教的差別には制裁を加えた。

2013 年、当時国防大臣だったゴーターバヤ・ラージャパクサは、ガルの BBC ア

カデミーの創立式での基調演説者だった。宗教マイノリティを標的とした事件
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が、2018 年と 2019 年を通じて、報告された。一部の地方政府職員や警察は、２

００８年の仏教信仰・宗教問題省の回状に言及し続けている。同回状は、全ての

新たな礼拝場の建設には、同省の承認を必要とすると述べたものであり、2015

年に撤回された。地元情報源によれば、同回状は、宗教マイノリティの新たな礼

拝場所建設を制限するために使用されている。DFAT は、宗教的背景により子供

が入学を拒否される及び子供が国の学校において仏教儀式の遵守を義務付けら

れる報告を認識している。地元情報源は、地方レベルでは圧倒的に仏教徒の多い

警察や政府職員は、宗教マイノリティに偏見があり、彼らに対する宗教に起因す

る攻撃に対して迅速に対応していないと申し立てている。宗教マイノリティは

DFAT に対して、とりわけ地方政府レベルにおいて、国が彼らに対して仏教過激

派からの保護を提供できる能力に対して信頼を失っていると述べた。… 

 

イ ●英国内務省「国別政策及び情報ノート スリランカ：宗教的マイノリティ集

団、第 1.0 版」（2018 年 3 月） 

2.2.3 There are some restrictions on freedom of belief and incidents of discrimination and 

harassment against religious minorities. However, religious minorities participate in 

political life and are represented in Government (see State treatment). 

2.2.4 Incidents of intimidation and violence against religious minorities by state officials 

do occur, although are rare (see Overview of recent incidents against religious minorities 

and State treatment). 

 

(2) イスラム教徒 

ア ●IRBC「クエリー回答［LKA200593.E］：Sri Lanka: Situation and treatment of 

Muslims by society and the authorities; state protection (2019–April 2021)」（2021

年 5 月 21 日） 

1. Overview 

… 

The US Department of State International Religious Freedom Report for 2019 notes that 

"[m]ost Muslims self-identify as a separate ethnic group, rather than as Tamil or Sinhalese" 

(US 10 June 2020, 2-3). According to Minority Rights Group International (MRG), Sri 

Lanka is characterized by "a strong overlap between religion and ethnicity": "most" 

members of the Buddhist majority are Sinhalese, while "most" Hindus and Christians are 

Tamil (MRG Mar. 2018a). MRG states that "the larger majority" of Muslims are Sri Lankan 

Moors, with Indian Moors and Malays as the other main groups of Muslims (MRG Mar. 

2018b). MRG further indicates that Muslims may speak "both Tamil and Sinhalese," 

depending on where they live (MRG Mar. 2018a). Similarly, Andreas Johansson, the 

director of the Swedish South Asian Studies Network (SASNET) at Lund University, 

indicates that "most" Muslims speak Tamil, but that there are Muslims who speak Sinhalese 
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(Johansson 23 Apr. 2019). 

According to MRG, the majority of Muslims live in the eastern parts of Sri Lanka, while 

the rest of the Muslim community lives in urban centres (MRG Mar. 2018b). The same 

source notes that the Muslims community is also divided "between mainly agriculturists 

living in the east, and traders who are dispersed across the island" (MRG Mar. 2018b). 

According to the US International Religious Freedom Report for 2019, Muslims "form a 

plurality in the Eastern Province," and Central, North Central, North Western, 

Sabaragamuwa, Uva and Western provinces have "sizable" Muslim communities (US 10 

June 2020, 3). 

…Sources report that since the end of the conflict, Buddhists [or Buddhist "extremists" 

(The World 26 Apr. 2019; Johansson 23 Apr. 2019)] have been targeting the Muslim 

community in Sri Lanka (The World 26 Apr. 2019; Johansson 23 Apr. 2019; International 

Crisis Group 23 Apr. 2019). In an article, the International Crisis Group notes that Sinhalese 

Buddhist groups such as the Buddhist Power Force (Bodu Bala Sena, BBS) targeted 

Muslims for violence, hate speech and economic boycotts, claiming that they "threatened 

the island's stability and Buddhist character" (International Crisis Group 23 Apr. 2019). 

MRG indicates that in 2013, "Buddhist nationalists" mounted campaigns to prohibit halal 

products as well as face coverings including the hijab (MRG Mar. 2018b). The same source 

reports that in 2014, anti-Muslim rioting in Aluthgama, Western Province, "left four dead, 

many injured and displaced, and significant property damage" (MRG Mar. 2018b). The 

World, an American public radio news program (The World n.d.), reports that Buddhist 

"extremist" groups made "unfounded accusations" against Muslims and Christians, for 

example that people were "spraying women's clothes with some kind of anti-fertility 

chemical" (The World 26 Apr. 2019). The same article reports that the rumours "flared up 

into real violence" in 2014 and 2018, with "Sinhalese Buddhist mobs attacking Muslim 

businesses, houses and mosques, throwing stones and [committing] assault[s]" (The World 

26 Apr. 2019). 

 

① 2019 年 4 月の爆弾テロ事件後の状況 

ア ●IRBC「クエリー回答［LKA200593.E］：Sri Lanka: Situation and treatment of 

Muslims by society and the authorities; state protection (2019–April 2021)」（2021

年 5 月 21 日） 

1.1 Easter Bombings in 2019 

On Easter Sunday, 21 April 2019, a series of suicide bombing attacks against hotels and 

Christian churches killed over 250 people (BBC 21 Apr. 2020; International Crisis Group 

27 Sept. 2019, 3; openDemocracy 12 Apr. 2020) and injured hundreds of others 

(International Crisis Group 27 Sept. 2019, 3; openDemocracy 12 Apr. 2020). According to 

the International Crisis Group, a "rogue offshoot of a Sri Lankan Salafi militant group, the 

National Tawhid Jamaat (NTJ)" [National Thowheeth Jama'ath, National Thowheed 
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Jamath] carried out the attacks, inspired and "modest[ly]" supported by individuals 

"believed to" be linked to the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) [Islamic State of Iraq 

and al-Sham, Islamic State (IS), Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL), Daesh] 

(International Crisis Group 27 Sept. 2019, 3). Similarly, openDemocracy, an "independent 

global media organisation" that reports and analyzes social and political issues 

(openDemocracy n.d.), notes that the NTJ, "a little[-]known Islamist terror organisation," 

was "allegedly implicated in the attacks" and reports that the suicide bombers were all Sri 

Lankan citizens (openDemocracy 12 Apr. 2020). Following the attacks, the Sri Lankan 

government declared a state of emergency that gave security forces "sweeping" powers to 

arrest, detain (International Crisis Group 27 Sept. 2019, 4; UN 26 Aug. 2019) and 

investigate (International Crisis Group 27 Sept. 2019, 4). In addition, the state of emergency 

included a ban on face coverings (openDemocracy 12 Apr. 2020; US 10 June 2020, 5-6; 

Australia 4 Nov. 2019, para. 3.31), which applied to the burqa and niqab (US 10 June 2020, 

5-6; Australia 4 Nov. 2019, para. 3.31). According to sources, authorities have arrested and 

detained 2,289 people in connection with the attacks (UN 25 Aug. 2020, para. 24; Al Jazeera 

23 Aug. 2019), of whom 1,820 were Muslim (Al Jazeera 23 Aug. 2019). The International 

Crisis Group reports that Muslim political and religious leaders, as well as Muslim citizens, 

have denounced the Easter attacks (International Crisis Group 27 Sept. 2019, 26). 

… 

3. Treatment by Authorities 

3.1. After the Events of Easter 2019 

Sources indicate that in the aftermath of the 2019 Easter bombings, Muslims were 

arbitrarily arrested and detained by Sri Lankan authorities (HRW 3 July 2019; Sunday 

Observer 7 July 2019; Amnesty International 2020, 59). Sources report that the Prevention 

of Terrorism Act (PTA) [2] was used in the "vast majority" of arrests (HRW 3 July 

2019; Sunday Observer 7 July 2019). The Sunday Observer, a weekly English-

language newspaper published in Colombo, adds that the authorities also detained people 

under the section 3(1) of the ICCPR Act (Sunday Observer 7 July 2019). 

Lawyers interviewed by Human Rights Watch (HRW) in June 2019 reported having 

clients who "had often been arrested without any credible evidence of terrorist 

involvement," and indicated that the reasons for the clients' arrests included the discovery 

of the Quran [Qur'an] or other Arabic literature in their possession during searches (HRW 3 

July 2019). Similarly, an International Crisis Group report on the aftermaths of the Easter 

bombings states that, according to families of arrested Muslims and leaders of the Muslim 

community, "many of those imprisoned had no connections to the attacks or extremist 

groups but had been reported to the authorities out of fear or bigotry" (International Crisis 

Group 27 Sept. 2019, 22). The Sunday Observer reports that, according to lawyers, 

human rights activists and NGOs, many people were arrested without "credible" evidence 

of "terrorist" activity and for "frivolous" reasons, such as possessing a certificate in Arabic 

or having Arabic songs on their computer (Sunday Observer 7 July 2019). 
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Sources give the example of a Muslim woman who was arrested for wearing a dress that 

allegedly depicted the dharmachakra [a Buddhist symbol (International Crisis Group 27 

Sept. 2019, 22; Al Jazeera 16 June 2019)], when, in fact, it was an image of a ship wheel 

(International Crisis Group 27 Sept. 2019, 22; Al Jazeera 16 June 2019; Women's Action 

Network 30 June 2019). The Sunday Observer reports the case of a father and son who 

were jailed under the PTA for possessing "explosives" after 234 grams of chlorine powder 

were discovered in their home (Sunday Observer 7 July 2019). 

Sources indicate that nine Muslim ministers in the government resigned in June 2019, 

"fear[ing]" that violence would take place if they did not (HRW 3 July 2019; The 

Washington Post 7 July 2019), after a monk with a seat in parliament began a hunger 

strike to call for their departure, with support from a leader of the BBS (HRW 3 July 2019). 

3.2 Under the Rajapaksa Government 

… 

According to the International Crisis Group, since the election of President Rajapaksa, 

"[t]he status of Muslims as full participants in the country's social, political and economic 

life is … at growing risk" (International Crisis Group 29 Jan. 2020). On 19 March 2021, 

Amnesty International published a statement on the trend towards "marginalization, 

discrimination and targeting" of the Muslim community in Sri Lanka (Amnesty 

International 19 Mar. 2021, 1). The same source notes "recent incidents of cabinet proposals, 

decisions, and government regulations" that are "discriminat[ory]" against Sri Lanka's 

Muslims "from the outset" (Amnesty International 19 Mar. 2021, 1). 

According to sources, as of March 2021, the Ministry of Defence must approve all Islamic 

books brought into the country [by plane (Amnesty International 19 Mar. 2021, 2)] 

(Amnesty International 19 Mar. 2021, 2; Haniffa 18 Apr. 2021). 

Sources report that on 12 or 13 March 2021, the Minister for Public Security put forward 

a proposal that would ban "Islamic face coverings" (HRW 16 Mar. 2021), burqas (Haniffa 

18 Apr. 2021), or face coverings "that cannot be removed in public on request" (Amnesty 

International 19 Mar. 2021, 1). The Minister justified the measure on "national security" 

grounds (HRW 16 Mar. 2021; Amnesty International 19 Mar. 2021, 1; Haniffa 18 Apr. 

2021), calling the face coverings a "sign of religious extremism" (Amnesty International 19 

Mar. 2021, 1; Haniffa 18 Apr. 2021). Sources also report that the Minister announced the 

government's intention to close more than 1,000 Islamic schools (HRW 16 Mar. 2021; 

Haniffa 18 Apr. 2021; Reuters 13 Mar. 2021) that he said were "flouting national education 

policy" (Reuters 13 Mar. 2021). 

Sources report that in March 2021, President Rajapaksa issued new regulations related to 

the PTA that allow people arrested for an offence under the PTA to be sent, without a trial, 

to a "reintegration centre" [or "rehabilitation centre" (Haniffa 18 Apr. 2021)] for up to one 

year (Haniffa 18 Apr. 2021; Amnesty International 19 Mar. 2021, 2-3; HRW 16 Mar. 2021), 

a period that can be extended to two years (Amnesty International 19 Mar. 2021, 2-3; HRW 
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16 Mar. 2021). Sources indicate that the regulation has a "broa[d]" definition of what 

constitutes an offence and allows for the arrest and rehabilitation of anyone who "'by words 

either spoken or intended to be read or by signs or by visible representations or otherwise, 

[causes or intends to cause commission of acts of violence or (Amnesty International 19 

Mar. 2021, 3)] religious, racial or communal disharmony or feelings of ill will or hostility 

between different communities or racial or religious groups'" (Amnesty International 19 

Mar. 2021, 3; HRW 16 Mar. 2021). Amnesty International specifies that under these new 

regulations, a suspect is unable "to challenge their detention through [the] legal means and 

safeguards that would usually be available by law, including 

through habeus [sic] corpus proceedings" (Amnesty International 19 Mar. 2021, 3, italics in 

original). Sources state that the new regulations may be used by the government to target 

Muslims and government critics (Amnesty International 19 Mar. 2021, 2-3) or religious and 

racial minorities (HRW 16 Mar. 2021). 

… 

 

イ 外務省海外安全ホームページ「スリランカの危険情報（危険レベル引き下げ）」

（2019 年 6 月 25 日） 

（１）スリランカ全土 

… 

エ また，2019 年 4 月 21 日に発生した同時爆破テロ事件を受け，同事件の実行犯

がイスラム過激派組織の思想の影響を受けた者であったとの見方が有力であるこ

とから，事件後にモスクやイスラム教徒の商店等に対する放火・襲撃事件が発生し

ており，さらなる宗教・コミュニティ間対立の懸念がありますので，最新情報の収

集に努めてください。 

（２）北西部州 

2019 年 4 月 21 日に発生した同時爆破テロ事件後の 5 月中旬，特にこの地域を中

心に宗教・コミュニティ間の対立に起因する暴動等が発生しました。この地域のモ

スク，仏教寺院，教会等に近づく際には十分注意してください。 

 

ウ ●HRW「ワールドレポート 2020‐スリランカ」（2020 年 1 月 14 日） 

In the aftermath of the Easter Sunday bombings, anti-Muslim mobs  killed one person 

and caused extensive damage to homes and businesses. About 1,100 Muslim refugees and 

asylum seekers, including members of the persecuted Ahmadiyya religious community from 

Pakistan,  were subjected to harassment and threats, forcing them to take shelter in crowded 

and unsanitary temporary refuges. 

In May, President Sirisena pardoned Gnanasara Thero, a prominent monk and leader of a 

militant anti-Muslim organization, who was serving a jail sentence for contempt of court. 

https://refugeestudies.jp/
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2019T049.html#ad-image-0
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2019T049.html#ad-image-0
https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/sri-lanka


スリランカ 2021 年 6 月 28 日                           ©難民研究フォーラム https://refugeestudies.jp/ 

46 

 

エ DFAT「出身国情報報告 スリランカ（仮訳）」入管庁ウェブ（2019 年 11 月 4

日） 

復活祭のテロ事件と反イスラム暴力の影響 

3.31 2019 年の復活祭のテロ事件後、スリランカの反イスラム感情は高まった。

DFAT は、攻撃後に布告された有事規制の状況において、2019 年 4 月 21 日以降、

宗教を理由にイスラム系が差別を受けているという報告を認識している。これ

らの規則に基づいて、顔を覆って、身元特定の邪魔になる衣服が公共の場で禁止

された。ブルカやニカーブ（顔を覆う）などのイスラム女性の服装を明示的に指

したわけではないが、今回の禁止措置はこの種の衣服を明確に指していると解

釈された。一部の店舗、病院、裁判所、大学がヒジャブをまとった女性の立入り

を禁止したという報告を受けて、5 月 13 日に政府は、同禁止措置がヒジャブ（顔

を隠さない）には適用されないことを明確にする官報を発行した。有事規制は、

2019 年 4 月 22 日に失効した。フェイスカバーについては法的規制がなくなった

ものの、ニカーブをまとう女性が引き続き当局に拘束されるという報告がある。 

3.32 地元情報源は DFAT に対して、攻撃後、東部州のイスラム系の店舗経営者、

露天商、移動物売りや日雇い労働者は、日常業務を行うのを邪魔され、イスラム

系企業に対するボイコットを奨励するパンフレットが配布され、一部のイスラ

ム系は店舗や輸送機関へのアクセスを拒否されたと語った。DFAT は、北部と東

部の何人かのイスラム系男性が夜間移動パスの発行を拒否され、漁業ができな

かったという事例も聞いた。5 月 24 日、クルネガラ（北西部州）のイスラム系

医師である Mohamed Shafi 博士が、同意を得ずにシンハラ系の女性数千人を不

妊にしたという疑惑で拘留された。逮捕後に、ナショナリスト系新聞に、身元不

明の医師が帝王切開実施後に 4,000 人の女性を不妊にしたと主張する一面記事

が掲載された。 

… 

3.35 2019 年 4 月 21 日、イスラム系コミュニティは、身体的攻撃や資産への損害

等、報復攻撃の対象ともなってきた。西部州（ニゴンボ、ガンパハ、カルタラ）、

北西州（プッタラム、チラウ、クルネガラ）及び北部州（マンナル）で報復行為

が行われたことが分かっている。最も深刻な事態としては、5 月 12-13 日に、チ

ラウ、プッタラムやクルネーガラなどの北西部州の数十のイスラム系企業、モス

ク、住宅や車両が幾つかの都市や町でシンハラ系暴徒の標的となった。多くの不

動産が火をつけられ、破壊又は大きなダメージを受けた（地元の情報筋によれ

ば、クルネーガラ地区だけで 450 か所）。イスラム系ビジネスマンが 1 名殺害さ

れた。政府は全国的な外出禁止令を敷き、イスラム系に対する暴力行為をはじめ

とする暴力を扇動する動画やポスティングの拡散を阻止するために、社会不安

に対応してソーシャルメディアを停止した。この暴力に関連して、著名なシンハ

ラ系仏教徒ナショナリストである Amith Weerasinghe を含む 100 人以上が逮捕さ

れた。HRCSL は、当局が攻撃を止めるために十分な措置を講じなかったという

https://refugeestudies.jp/
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懸念を表明した。Mahason Balakaya のリーダーである Weerasinghe は、2018 年 3

月にカンディで起きた反イスラム暴力に関与し、その後保釈された（第 3.37 項

参照）。BBS が 2019 年 5 月の暴力に関与していたかどうかは不明である。コミ

ュニティ間の対立と更なる社会不安の可能性は依然として高い。DFAT は、復活

祭のテロ事件を受けて、イスラム系コミュニティに対する更なる報復攻撃及び

広範囲な市民暴動の可能性はあると考えている。 

 

オ ●HRW「Sri Lanka: Muslims Face Threats, Attacks - Authorities Should Act 

Against Incitement by Buddhist Nationalists」（2019 年 7 月 3 日） 

Since the Easter Sunday bombings in April 2019 that killed over 250 people, which was 

claimed by Islamist militants, Sri Lankan Muslims have faced an upsurge in violations of 

their basic rights and assaults and other abuses from Buddhist nationalists. Sri Lankan 

officials and politicians should stop endorsing, ignoring, or exploiting hate speech and mob 

violence directed at Muslims by members of the Buddhist clergy and other powerful figures. 

… 

Since the bombings, the authorities have arbitrarily arrested and detained hundreds of 

people under counterterrorism and emergency laws. According to lawyers and activists, the 

vast majority of arrests are under the Prevention of Terrorism Act (PTA), a long-abused law 

that the government pledged to the United Nations Human Rights Council to repeal. 

Lawyers said their clients had often been arrested without any credible evidence of terrorist 

involvement, for reasons including having the Quran or other Arabic literature in their 

possession during searches. 

 

② 2019 年 4 月の爆弾テロ事件前の状況 

ア ●英国内務省「国別政策及び情報ノート スリランカ：宗教的マイノリティ集

団、第 1.0 版」（2018 年 3 月） 

2.2.7 Most violence against religious minorities is perpetrated by hardline Sinhalese 

Buddhist nationalist groups, but they represent a minority of Buddhists and in general there 

is peaceful coexistence between religions. Large-scale violence occasionally flares up, most 

recently in March 2018. However, this was the first such reported incident targeting a 

religious group since the Aluthgama riots of June 2014, when groups apparently inspired by 

Bodu Bala Sena, a Sinhalese Buddhist nationalist group, attacked Muslim homes and 

properties, killing four and injuring 80 people (see Non-state and societal treatment). 

… 

7.2.3 The MRGI report commented that Muslims  

‘…continue to face a climate of fear and hostility that is actively orchestrated by Buddhist 

nationalist outfits, including more recent movements such as Sinha Le which was very 
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active during the early months of 2016. The incidents illustrate the daily reality of 

propaganda targeting the Muslim community as a whole, as well as frequent hate speech, 

threats, and intimidation…  

‘Since 2012, Buddhist nationalists have become increasingly active in their dissemination 

of anti-Muslim propaganda through a range of public platforms, including social media. 

This wave of Buddhist nationalism was impelled by groups such as the BBS, Sinhala 

Ravaya, Ravana Balaya and others.’ 55 

… 

7.4.3 This incident was also described by the UN Special Rapporteur on minority issues, 

in a report dated January 2017: 

‘Many expressed grave concern about Sinhala-Buddhist nationalism and extremism, which 

gained particular force under the previous Government. Groups such as the Bodu Bala Sena 

(Buddhist Power Force) incited violence and hatred against religious and other minorities 

while proclaiming the racial superiority of Sinhala Buddhists…The most notable of such 

incidents [of violence] was the Aluthgama riots in June 2014 when mobs were said to have 

been mobilized by the Bodu Bala Sena to attack Muslim homes and properties following a 

minor traffic incident, leaving 4 Muslims dead and 80 injured. For more than six days, more 

than 6,000 people were reportedly trapped and left to starve in mosques.’69 

… 

7.4.7 In early March 2018, there was a large-scale outbreak of violence against Muslim 

communities in Kandy district75. See: Incidents against Muslims 

 

(3) キリスト教徒 

ア DFAT「出身国情報報告 スリランカ（仮訳）」入管庁ウェブ（2019 年 11 月 4

日） 

キリスト教 

… 

3.43 スリランカ福音同盟（NCEASL）は、2018 年にキリスト教徒に対する暴力と

威嚇行為が 88 件あったと記録し、そのうち 19 件は暴力行為を伴っていた。

NCEASL は、2017 年にこのような行為を 96 件、2016 年に 90 件、2015 年に 89

件記録した。これらは主に、身体的脅威や口頭による脅迫を含む、牧師やその信

徒に対する脅し及び礼拝サービスの妨害、教会の閉鎖要求や法的異議申立てな

どの威嚇行為だった。幾つかの事例では、地域の役人が福音派キリスト教教会を

礼拝場所として登録することを要求したが、そのような登録を義務付ける法も

規則もない。これらの報告された事例の実行者の大半は仏教徒で、ヒンズー教徒

がこれに続き、カトリックが他のキリスト教宗派に対して行う事例が少ないな

がらこれに続いた。2019 年以前には、イスラム系によるキリスト教徒への暴力

や、あからさまな敵意の事例は報告されていない。DFAT は、近年、ヒンズー教

https://refugeestudies.jp/
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徒や仏教徒の暴徒が、キリスト教徒が北部中央州や東部州の墓地に死者を埋葬

するのを妨害した報告があったことを認識している。 

… 

 

イ ●英国内務省「国別政策及び情報ノート スリランカ：宗教的マイノリティ集

団、第 1.0 版」（2018 年 3 月） 

2.2.6  There is some societal discrimination and harassment, particularly against 

Evangelical Christians, but there are very few such incidents (see Non-state and societal 

treatment). 

… 

7.4.1 Freedom House stated that religious minorities face ‘occasional violence’ and that: 

‘Tensions between the Buddhist majority and the Christian and Muslim minorities—

particularly evangelical Christian groups, which are accused of forced conversions—

sporadically flare into attacks by Buddhist extremists.’66 The Amnesty International 

2016/17 report stated: ‘Christians and Muslims reported incidents of…physical violence by 

members of the public and supporters of hardline Sinhala Buddhist political groups.’67 

 

(4) 国家保護 

ア ●英国内務省「国別政策及び情報ノート スリランカ：宗教的マイノリティ集

団、第 1.0 版」（2018 年 3 月） 

2.3.3 Although the state appears able to offer protection and there is evidence that in some 

cases the police have responded to the mistreatment of religious minorities, such as by 

arresting Buddhist militants for threatening violence against Muslims, there is also evidence 

of police and judicial inaction and a failure to properly investigate abuses against, and 

deliver justice for, religious minorities (see Protection). 

… 

8.1.3 The BBC reported that, on 6 March 2018, the government imposed a state of 

emergency in response to an outbreak of violence against Muslim communities (the first 

state of emergency for seven years, before which the country was under the measure for 

almost 30 years because of the war with the LTTE). The police arrested almost 300 people, 

including a hardline Buddhist organisation leader, and deployed hundreds of troops to 

Kandy. The government lifted the state of emergency and the ban on social media websites 

on 18 March81 . 

8.2 Police and judicial inaction 

8.2.1 The Amnesty International 2016/17 report noted: ‘Police failed to take action against 

attackers or in some cases blamed religious minorities for inciting opponents.’82 

8.2.2 The USSD 2016 international religious freedom report stated: ‘According to the 
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National Christian Evangelical Alliance of Sri Lanka, in multiple instances police reportedly 

failed to respond to, or were reluctant to arrest or pursue, criminal cases against individuals 

instigating attacks on religious minority sites. Legal experts with experience representing 

minorities with discrimination claims also noted the prosecution of perpetrators was rare.’ 

83 

… 

 

12. 国籍、民族および人種 

(1) タミル人 

ア DFAT「出身国情報報告 スリランカ（仮訳）」入管庁ウェブ（2019 年 11 月 4

日） 

タミル系 

3.5 タミル系は、スリランカで二番目に大きな民族グループである（人口の 15.3

パーセント）。最新の国勢調査結果によれば、タミル系人口の 2012 年の人口は、

1981 年の 270 万人から増えて、310 万人だった。タミル系はスリランカ全土に

居住しているが、北部州と東部州に集中している。2012 年国勢調査によれば、

タミル系は北部州の人口の 93.8 パーセント、東部州の人口の 39.2 パーセントを

占めている。タミル系は西部州では人口の 6.8 パーセントを占めている。インド

出身のタミル系は、中部州、サバラガムワ州、ウヴァ州で多くを占めている。 

3.6 タミル系は大きな政治的影響力を有し、2015 年の政権交代以降、政治的対話

への参画が増えた。タミル系政党は多数存在し、最大の政党連立は TNA の参加

で活動している。TMVP と EPDP は、政治的にも活発に活動している。前回の地

方政府選挙（2018 年 2 月）では、TNA の得票率は減少し、より強硬なタミル系

グループに明らかに支持が移った。タミル系は、2019 年の選挙の時に比べて、

2015 年の大統領・議会選挙ではあまり嫌がらせを受けなかった。タミル系は、

TNA をはじめとして政治関与により当局から不必要に注目を浴びていないと

DFAT は理解している。DFAT は、タミル系の政治参画に障害はないと考えてい

る。 

3.7 タミル系コミュニティの一部のメンバーは、公務員職など、雇用における差

別を報告している。タミル系が支配的な北部と東部でも、タミル系の公務員は相

対的に少ない。政府の奨励措置にもかかわらず、タミル語を話す警官や軍人の数

は北部と東部で少ないままであり、タミル語しか話せない人は、当局とのコミュ

ニケーションがうまくいかない。 

… 

 

13. 出入国および移動の自由 

(1) 出国手続等 

https://refugeestudies.jp/
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ア 英国内務省「出身国情報報告 スリランカ 2012 年 3 月 7 日版（仮訳）」（2012

年 3 月 7 日） 

25.17 USSD 報告 506 によると政府は市民が法律を破ったと告発されていない限

り、亡命として国外へ退去することを認めている。… 

… 

25.21 2012 年 1 月 5 日付 BHC 書簡 510 による続報； 

入出国管理局(DIE)は裁判所が容疑者のパスポートを没収する決定がなされた時

あるいは逮捕状が発行された時にのみ通知される。そのような人の詳細は彼らの

データベースの警報や指名手配リストに表示される。入出国管理官がそのような

事実に気づくことを確実にする他のメカニズムはない。これらの裁判所の権限を

除き、入出国管理官には当人を搭乗させない法的な権限はない。まれで特別な他の

方法では国家情報局(SIS)が入出国管理官にテロリスト活動をしている人や指名手

配リストに載っている人を知らせることができる。やはり、容疑者の詳細は DIE

のデータベースに表示される。裁判所の制裁なくして入出国管理官は当人がスリ

ランカへ入国する権利を満たしている限り拘束する権限を有しない。国家情報局

(SIS)は入出国管理の搭乗管理エリアの隣に事務所を持っており、DIE 職員は必要

であれば乗客を彼らに照会することができる。 

… 

25.32 FCO の 2009 年 10 月報告 519 では特定の要素が空港での個人の取り扱わ

れ方に影響を与えるかについても報告した。特に報告書は以下の記録を残してい

る。： 

バンダラナイケ国際空港警察の犯罪捜査局(CID)の監督者は、ある人が LTTE と

関連があると疑われる場合には、SIS はその人たちをテロ捜査局(TID)へ引き渡す

と語った。時には彼らはコロンボ捜査局本部 (Colombo Detection Bureau 

Headquarters)または CID へ照会される。そのような場合には 90 日間の拘留命令が

発行される。 

国家情報局の高官はある人に未解決の逮捕状が発行されている場合には、その

人は逮捕されると語った。当人に以前の犯罪記録がある場合には、それは面談で当

人が話す内容次第である。SIS は地域警察とともにその人物がどこから来たかをチ

ェックし、手配されている場合にはその人物は拘束され、そうではない場合には解

放される。 

バンダラナイケ国際空港警察の犯罪捜査局(CID)の監督者は、チェックはその人

物手配されているかに関して実施されると語った。もし手配されている場合には

当人は逮捕され、ネゴンボ(Negombo)の治安判事(Magistrate Court)の前に引き出さ

れる。政策代替案センター(CPA)の代表はそのような人物は確実に足止めさせられ

ると語った。 

… 
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(2) 入国手続等 

ア DFAT「出身国情報報告 スリランカ（仮訳）」入管庁ウェブ（2019 年 11 月 4

日） 

帰還者の処遇 

出入国の手続 

*5.31 憲法はスリランカ国民に「スリランカに自由に帰国する」権利を与えてい

る。移民法（1948 年）（I&E 法）が、スリランカからの出国及びスリランカへの

入国を取り締まっている。I&E 法の第 34 条及び第 35(a)条はそれぞれ、海港や空

港など、承認されている出航港を経ずに、並びに有効な旅券なしにスリランカか

ら出ることを違法としている。違法にスリランカを出国することに対する罰則

には、最長 5 年間の実刑及び罰金が含まれる場合がある。基準に従わずに船で

スリランカを出国した帰還者は、I&E 法に基づく違法行為を犯したと見なされ

る。帰還者が自身の旅券により商用便で自主的に帰国する場合には、同じ旅券で

公式の港を経て合法的にスリランカを出国していたのであれば、地方当局に注

目されない可能性がある。 

… 

5.33 暫定的な渡航書類で旅行している帰還者については、警察が身元を確認する

ための調査プロセスに着手する。これで、犯罪若しくはテロの背景を隠そうとし

ている、又は裁判所命令や逮捕令状を回避しようとしている者が特定されるこ

とになる。このプロセスには帰国する乗客の面接、主張されている出身地の警察

との連絡、主張されている隣人や家族への連絡、及び犯罪記録や裁判所記録のチ

ェックが伴う場合が多い。帰還者は全員、その民族と宗教とは無関係にこうした

標準的手続の対象となる。DFAT は、被拘禁者が空港での処理中に虐待を受ける

ことはないと理解している。 

移民法（I&E 法）に基づく違法行為 

5.34 スリランカへの帰還者は、オーストラリアからの帰還者を含めて、帰国時に

（通例は空港で）質問を受け、スリランカからの違法な出国が疑われる場合には

I&E 法に基づいて告発される可能性がある。DFAT は、バンダラナイケ国際空港

の警察犯罪捜査ユニットがほとんどの逮捕を行うと理解している。警察はその

過程において写真撮影、指紋採取、及び帰還者からの陳述採取を行い、帰還者が

LTTE の元メンバーであることが疑われる場合には、海外での活動についての聞

き取りを行う。警察は調査が完了したら可能な限り早い機会に、スリランカから

の違法出国を告発された個人を最も近い治安判事裁判所に移送し、その後はそ

の個人の身柄の確保と責任は裁判所又は刑務局に移る。次いで、治安判事が各個

人についての次なる措置についての決定を行うが、密出入国の企ての世話役又

は主催者は、船の船長及び乗組員を含めて拘禁されるのが通例である。身柄を確

保された個人は到着後、犯罪捜査局の空港事務所で最長 24 時間まで拘置される

可能性がある。万一この期限までに治安判事が対応できない場合（週末や公休日

であるため、など）には、告発された者は空港の待機房で最長 2 日まで拘留さ

https://refugeestudies.jp/
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れる場合がある。DFAT は、この過程において帰還者が虐待された例を認識して

いない。 

… 

5.39 DFAT は、スリランカ当局が非正規の移住で運賃を支払っている乗客とその

世話役や主催者を区別していると評価している。当局は密出入国の企てで運賃

を支払った乗客よりも、その企ての世話役や主催者（一般には、密出入国の企て

の資金を手配し乗組員を採用した個人、及び乗組員自身）であることが疑われる

容疑者を起訴する傾向にある。世話役や主催者とは異なり、運賃を支払った乗客

は通例は釈放され、一般的には I&E 法違反に対する罰金刑を受けるだけである。 

 

イ （事例）英国上級審判所「GJ and Others (post-civil war: returnees) Sri Lanka 

CG [2013] UKUT 00319 (IAC)」refworld（2013 年 7 月 3 日） 

(6) There are no detention facilities at the airport. Only those whose names appear on a stop 

list will be detained from the airport. Any risk for those in whom the Sri Lankan authorities 

are or become interested exists not at the airport, but after arrival in their home area, where 

their arrival will be verified by the CID or police within a few days , see paragraph 356 (6). 

…  

(d) A person whose name appears on a computerised ―stop list accessible at the airport, 

comprising a list of those against whom there is an extant court order or arrest warrant. 

Individuals whose name appears on a stop list will be stopped at the airport and handed over 

to the appropriate Sri Lankan authorities, in pursuance of such order or warrant, see 

paragraph 356- 7(d).  

… 

(9) The authorities maintain a computerised intelligence-led watch list. A person whose 

name appears on a watch list is not reasonably likely to be detained at the airport but will 

be monitored by the security services after his or her return. If that monitoring does not 

indicate that such a person is a Tamil activist working to destabilise the unitary Sri Lankan 

state or revive the internal armed conflict, the individual in question is not, in general, reaso 

 

(3) 移動の自由 

ア 英国内務省「出身国情報報告 スリランカ 2012 年 3 月 7 日版（仮訳）」（2012

年 3 月 7 日） 

25.32 … 

IOM 代表は ID カードを所持しない人は内陸部へ移動するのに障害に遭遇する

と語った。国民身分証明カード(NIC)が唯一の身分証明書類であるが、彼らは警備

チェックを受ける。緊急渡航書類は利用できるが最大 3 か月しか有効ではなく、

その場合 NIC へ申請を出さなければならない。もし彼らがジャフナ、キリノッチ、

https://refugeestudies.jp/
https://www.refworld.org/docid/51da951c4.html
https://www.refworld.org/docid/51da951c4.html
http://www.moj.go.jp/content/000123603.pdf


スリランカ 2021 年 6 月 28 日                           ©難民研究フォーラム https://refugeestudies.jp/ 

54 

マナー、ムライティブ、バブーニャ出身の場合は彼らはグラマセベカ

(GramaSeveka)(地域役人)の許可を受ける必要があり、コロンボの NIC へ申請する

ことができないので問題を生ずる。 

 

14. その他 
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略語 

AI アムネスティ・インターナショナル 

CIA 米国中央情報局 

DFAT オーストラリア外務貿易省 

EASO 欧州難民支援局 

HRW ヒューマン・ライツ・ウォッチ 

IRBC カナダ移民難民局 

Landinfo ノルウェー政府出身国情報センター 

UNHCR 国連難民高等弁務官事務所 

USCIRF 米国連邦政府国際宗教自由に関する委員会 
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