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1.

一般情報
(1) 地理・人口等
ア 外務省「バングラデシュ人民共和国基礎データ」（2019 年 4 月 1 日）
4

民族

ベンガル人が大部分を占める。ミャンマーとの国境沿いのチッタゴン丘陵地帯
には，チャクマ族等を中心とした仏教徒系少数民族が居住。
5

言語

ベンガル語（国語）
，成人（15 歳以上）識字率：72.9％（2017 年，バングラデシ
ュ統計局）
6

宗教

イスラム教徒 88.4％，その他（ヒンズー教徒，仏教徒，キリスト教徒）11.6％（2017
年，バングラデシュ統計局）

イ CIA「The World Factbook - Bangladesh」
（2020 年 2 月 17 日閲覧）
民族集団：
ベンガル族

少なくとも 98％、その他先住民族 1.1%（2011 年推計）
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(2) 略史・内政
ア 外務省「バングラデシュ人民共和国基礎データ」（2019 年 4 月 1 日）
（1）バングラデシュは，二度の独立（1947 年の印パ分離独立及び 1971 年の西パ
キスタンからの独立）を経て誕生した。インドからの分離独立は，宗教（イスラ
ム）をアイデンティティの基盤に据えたものであったのに対し，1971 年の独立
は，ベンガルという民族を基盤に成し遂げられたものであった。
（2）独立後は国父ボンゴボンドゥ・ムジブル・ラーマンの下で国造りが進められ
たが，1975 年，国軍将校によるクーデターによりムジブル・ラーマンが暗殺さ
れたことにより，長期に亘り軍政が敷かれることになった（ジアウル・ラーマン
政権（1977 年～1981 年）
。しかし，1990 年，エルシャド大統領が退陣に追い込
まれた結果，民主化へ向けた道筋がつけられ，以降，2 大政党（BNP，アワミ連
盟）のいずれかが政権を交互に担う歴史を辿ってきた。1991 年の憲法改正では
大統領制から議院内閣制へと移行し，一部期間を除き，基本的に 5 年ごとに総
選挙が実施されてきている（1991 年，1996 年，2001 年，2008 年，2014 年，2018
年）
。
（3）2009 年に誕生したハシナ・アワミ連盟政権は，独立 50 周年にあたる 2021 年
までに中所得国になることを目標とする「ビジョン 2021」政策をかかげ，全国
IT 化を目指す「デジタル・バングラデシュ」を打ち出した。2014 年には，BNP
率いる野党 18 連合がボイコットするまま総選挙が実施され，与党アワミ連盟が
圧勝した。選挙直後は内外から新政権の正統性を疑問視する声が上がったが，そ
の後，野党勢力が弱体化する中で，国内世論は新政権是認に傾き国内情勢は比較
的安定した。
（4）2015 年に入り，総選挙 1 周年を機に野党連合が再び反政府運動を強め，2 月
～3 月にかけて 100 人以上の死者が発生する事態となった。また，世俗的な作
家・ブロガーに対する襲撃事件が散発的に発生するようになり，9 月にはイタリ
ア人がダッカ市内で，10 月には邦人が北西部で殺害されるなど，過去に見られ
なかったような外国人を標的とした襲撃が行われるようになった。その後もイ
スラム教シーア派やヒンドゥー教宗教関連施設等を狙った襲撃事件が続き，こ
うした中，2016 年 7 月，ダッカ市内の外国人居住区にあるレストランにて，日
本人 7 名を含む 22 名が犠牲となるダッカ襲撃テロ事件が発生した。ハシナ首相
はテロを一切容認しない「ゼロ・トレランス」を掲げ，過激派の摘発に全力で取
り組んでいる。
（5）2018 年 12 月の総選挙において、与党が圧勝。ハシナ首相はバングラデシュ
史上初の 3 期連続で首相就任

イ 判決「東京地判平成 30 年 4 月 19 日」全難連 DB（2018 年 4 月 19 日）
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(ア) バングラデシュの独立から民主主義体制の確立まで
東パキスタンとしてパキスタンに属していた東ベンガル地方は，1947 年（昭和
22 年）
，英領インドから分離独立した後，1971 年（昭和 46 年）3 月 26 日，パキス
タンから独立を宣言して内戦に突入し，更にインドの介入を経て，同年 12 月 16
日，パキスタン軍の降伏によりバングラデシュとして独立した。パキスタンにおい
ては，同独立後，1972 年（昭和 47 年）1 月，アワミ連盟（以下「AL」という。
）
が政権を獲得したところ，クーデターが繰り返されながら軍事政権が続いた。
1982 年（昭和 57 年）にクーデターで政権を奪取したエルシャド大統領は，1990
年（平成 2 年）12 月，AL 及びバングラデシュ民族主義党（以下「BNP」という。）
の 2 大政党並びに国民の退陣要求に応じ，平和裡に民主化へ移行し，1991 年（平
成 3 年）
，総選挙で勝利した BNP が政権を取った上，大統領制から議院内閣制へ
と体制が変更され，大統領は象徴的地位となった。〔略〕
(イ) 民主主義体制確立後のパングラデシュの政治体制
バングラデシュの国家元首は，国会議員による間接選挙で選出された大統領は，
象徴的な地位を有するにすぎず，行政の実権は首相に付与されている。議会につい
ては一院制が採用され，大統領により議会の多数派指導者が首相に指名され，内閣
を組織する。国会議員の任期は 5 年である。また，主要政党としては，AL 及び BNP
の二大政党のほか，国民党，イスラム教の宗教政党であるイスラム協会（ジャマテ
ィ・イスラミー）などがある〔略〕
。
(ウ) 現在までのバングラデシュの政治状況
バングラデシュにおいては，民主主義体制が確立した 1991 年（平成 3 年）に，
総選挙では BNP が政権に就いたが，1996 年（平成 8 年），2001 年（平成 13 年）に
総選挙が実施され，その度に AL 政権と BNP 政権が交代してきた〔略〕
。
平成 18 年（2006 年）10 月，BNP 政権が任期満了により退陣し，選挙管理内閣
に移行したが，同内閣の人事などをめぐり政党間対立が激化し，国内情勢が悪化し
た結果，2007 年（平成 19 年）1 月 11 日，政府は非常事態宣言を発表し，選挙管理
内閣の首班が辞任して総選挙は延期された。そして，新たに組閣された選挙管理内
閣の下，約 2 年間にわたり選挙人名簿及び選挙人 ID の作成，汚職対策などが推進
され，2008 年（平成 20 年）12 月 29 日，総選挙が実施された結果，前野党の AL
が政権に就いた〔略〕
。
2014 年（平成 26 年）1 月 5 日，議会の任期満了に伴う総選挙が行われたが，議
会が選挙管理内閣設置を定めた条項を撤廃する憲法改正案を可決したことや特別
法廷による独立戦争当時の戦犯に対する裁判をめぐり与野党の対立が先鋭化して
いたことから，BNP 率いる野党 18 党連合は総選挙をボイコットし，その結果，与
党である AL が圧勝した。同月 12 日，新たに AL 政権が発足し，野党勢力が弱体
化する中で，国内情勢は比較的安定叩したが，2015 年（平成 27 年）初頭，野党連
合がボイコットした総選挙の 1 周年を機に，野党連合が再び反政府運動を行うな
ど，与野党聞の対立は続いている。
〔略〕
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ウ ●CIA「The World Factbook - Bangladesh」（2020 年 2 月 17 日閲覧）
法制度：
mixed legal system of mostly English common law and Islamic law
…
立法府：
説明：unicameral House of the Nation or Jatiya Sangsad (350 seats; 300 members in singleseat territorial constituencies directly elected by simple majority popular vote; 50 members
- reserved for women only - indirectly elected by the elected members by proportional
representation vote using single transferable vote; all members serve 5-year terms)
選挙：last held on 30 December 2018 (next to be held in 2023)
選挙結果：percent of vote by party - NA; seats by party as of January 2020 - AL 299, JP
27, BNP 7, other 10, independent 4, vacant 3; composition - men 274, women 73, percent
of women 21%

エ 記事「バングラ総選挙、与党が９割押さえ圧勝 再選挙要求も
業界も「強権」懸念」日本経済新聞（2018 年 12 月 31 日）

不正多発、産

選挙管理委員会によると、小選挙区 300 議席で延期・再投票となった 2 議席を
除く 298 議席のうち、AL が単独で 259 議席、友党を含む与党連合で 288 議席を獲
得した。最大野党バングラデシュ民族主義党（BNP）中心の野党連合は 7 議席にと
どまった。小選挙区以外の 50 議席は女性枠として比例配分される。ハシナ氏の首
相就任は 4 度目。1 月上旬にも組閣する見通しだ。

2.

人権状況
(1) 人権状況全般
ア 米国国務省「人権報告 2017 年・バングラデシュ（仮訳）」
（2018 年 4 月 20 日）
最も重大な人権問題は，以下のものが挙げられた。政府の治安部隊による超法規
的処刑，拷問，恣意的又は不法な拘禁及び強制的な失踪，言論の自由，報道の自由
及び非政府機関（NGO）の活動に対するものを含めた市民的自由権に対する制限，
政治的プロセスに参加する自由の欠如，汚職，ジェンダー・宗教・カースト・部族
（先住民族を含む）及び性的指向及び性同一性を理由とする暴力と差別も依然と
して根強く，それらは，部分的に，責任を問われることが無いことに起因してい
た。人身売買は引き続き重大な問題であり，労働者の権利に対する制限及び最悪の
形態の児童労働も同様だった。
治安部隊が人権侵害を犯しても刑事罰に問われないことが常態化しているとい
う報告が複数あった。治安部隊による虐待及び殺害事案を捜査及び訴追するため
5
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に政府が講じた措置は限定的であった。警察及び治安部隊に対する国民の不信感
により，国民の多くは，支援を求める又は刑事事件を届け出るために政府軍に頼る
のを躊躇した。

イ ●HRW「ワールドレポート 2020‐バングラデシュ」（2020 年 1 月 14 日）
Impunity for abuses by security forces, including enforced disappearances and
extrajudicial killings, remained pervasive. The government continued to violate
international standards on freedom of speech in its crackdown on government critics.

(2) チッタゴン丘陵地帯（CHT）の人権状況
ア 外務省海外安全ホームページ「バングラデシュの危険情報【一部地域の危険レ
ベル引き下げ】
」（2019 年 10 月 4 日）
チッタゴン（チョットグラム）丘陵地帯では，仏教系少数民族が多数居住してお
り，根強い民族間対立があるなか，治安情勢は不安定な状況です。２０１９年３月
１８日，ランガマティ地区で待ち伏せしていた武装集団が，投票所から投票箱を運
んでいた乗用車２台に発砲し，少なくとも７名が死亡，１５名が負傷する事案が発
生するなど，引き続き警戒が必要であり，同地帯への不要不急の渡航は止めてくだ
さい。

イ 英国内務省「出身国情報及びガイダンス
移動を含む基本情報」（2014 年 11 月）

バングラデシュ：保護主体及び国内

2.7.16 アムネスティ・インターナショナル(Amnesty International)の 2014 年 9 月
の報告によれば、
『ここ数年にわたってバングラデシュで相次ぐ一連の人権侵害
を報告したが、これに対する取り組みは全く見られなかった。人権侵害には、強
制失踪、拷問、表現の自由の制限、超法規的処刑、少数派に対する暴力、女性に
対する暴力、チッタゴン丘陵地帯の先住民の状況及び死刑等が挙げられる。

ウ IDMC「世界概観 2011 年版：紛争および暴力による国内避難民‐バングラデシ
ュ」（2012 年 4 月 19 日）
2011 年、国内避難民の特定ニーズに関する情報は依然としてほとんどなかっ
た。先住民族の権利に関する国連特別報告者は、CHT の人々が治安部隊の手によ
る恣意的な逮捕や性的な嫌がらせを受け続けていると判断した。また、避難民たち
は、避難場所を探すことが彼らの主な懸念であり、雇用、子どもたちの教育および
十分な食料がそれに続くと報告している。
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エ 法務省入国管理局「難民と認定した事例及びその判断のポイント」
（平成 28 年
における難民認定者数等について）（2017 年 3 月 24 日）
【事例 7】
（判断のポイント）
本国情勢に係る客観的情報によれば，申請者が居住する地域において，本国政府
は，多数派の民族とともに，Ａ民族やＡ民族の政党に対して，暴行や殺害等の凄惨
な人権侵害を行っているとの情報があること，反政府的な組織に対する本国政府
支援者の暴力的な攻撃に関し，効果的な治安対策をとっているとは言い難いなど
の特殊な地域情勢が認められる。

3.

関連する政治組織等、政治活動／政府批判（労働運動含む）の取扱い
(1) 政府批判者への対応
ア 米国国務省「人権報告 2017 年・バングラデシュ（仮訳）」
（2018 年 4 月 20 日）
a.

報道の自由など，表現の自由

憲法では報道の自由を含め，言論の自由を規定しているが，政府は時々，これら
の権利を尊重しなかった。言論の自由は著しく制限されていた。一部のジャーナリ
ストは嫌がらせを受けないよう，また報復を恐れるあまり，政府に対する批判を自
己検閲した。
…2006 年情報通信技術法（Information and Communication Technology Act）
（ICTA）
第 57 条は，個人及び組織の名誉毀損に言及しており，反対派の人々や市民社会団
体のメンバーを訴追するために利用されていた。
…
暴力と嫌がらせ：当局は，場合によっては諜報機関も含め，ジャーナリストに身
体的な攻撃，嫌がらせ及び脅迫を行った。あるオンラインニュース機関のジャーナ
リスト，ウトパル・ダス（Utpal Das）は，2017 年 10 月に行方不明となり，12 月に
姿を現した。戻ってきた後，ダスは不可解な声明を発表したが，観測筋は，ダスが
脅迫の手段として強制的に失踪させられていたのではないかと述べた。大学教授
でソーシャル・メディア上の著名人であるムバエル・ハサン（Mubaher Hasan）は，
2017 年中，44 日間失踪していた。ニュース・サイトの『ザ・ワイヤー（The Wire）
』
がこの失踪についての責任は軍諜報機関にあると報じた後，政府は，
『ザ・ワイヤ
ー』へのアクセスを遮断した。
…
インターネットの自由
…
情報通信技術法（Information and Communication Technology Act）
（ICTA）の第 57
条は，国家又は個人に対する挑発的又は軽蔑的な情報をインターネット上に投稿
することを刑事罰の対象とする。この法律に反対の人々は，この規定が憲法に反し
て言論の自由を抑止するものであると述べた。政府は ICTA 及び死刑の可能性のあ
7
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る治安紊乱罪で告訴するという脅迫を使用して，インターネット上での活動を制
限し，ネット上の表現の自由を抑制した。
デイリー・スターの調査によると，政府は，2017 年 3 月から 6 月の間に，ICTA
第 57 条に基づく 11 の事件で少なくとも 21 人のジャーナリストを訴追した。

イ ●英国内務省「国別政策及び情報ノート バングラデシュ：宗教マイノリティ
および無神論者、第 2.0 版」
（2017 年 10 月）
2.4.3 The principle of secularism has been eroded as government representatives have
publicly rebuked online bloggers and activists – sometimes deemed atheist or secularist –
who have expressed critical views on religion, particularly Islam. In some cases, blasphemy
laws have been used against them, resulting in arrests and detention on the grounds of
religious defamation. Personal status laws do not adequately cater for irreligious persons
(see Atheists/secularists, Blasphemy/religious defamation and Personal status laws).

(2) BNP（バングラデシュ民族主義党）の構成員／支持者
ア 米国国務省「人権報告 2017 年・バングラデシュ（仮訳）」
（2018 年 4 月 20 日）
政治犯及び政治的理由により勾留された者
政治犯又は政治的理由により個人が勾留されたという複数の報告があった。国
家安全保障上の脅威への対応という名目に基づいた虚偽の罪状等によって野党党
員を逮捕及び訴追したと主張されるとき，政治的所属がその要因であるように思
われることがあった。野党のバングラデシュ民族主義党（Bangladesh Nationalist
Party）
（BNP）は，自党員が恣意的に逮捕されていると主張したが，具体的な例を
示さなかった。
…
平和的集会の自由
法律は，平和的集会の権利を認めているが，政府はこの権利を制限した。法律で
は，4 名を超える集会を禁ずる幅広い裁量権を政府に認めている。ダッカ首都圏警
察（Dhaka MetropolitanPolice）が出した命令では，ダッカでの抗議活動及びデモ等
の集会に対し，事前許可を取るよう要求している。複数の人権擁護 NGO による
と，当局が反対派集団の集会を禁止するためにこの規定を使用する例が増えてい
た。時々，警察又は与党活動家はデモを解散させる目的で武力を行使した。
2017 年中，警察は複数の機会において野党党員がイベントを行うことを妨害し
た。例えば，警察は野党第一党 BNP の労働委員会が，5 月 1 日の「労働者の日」
を記念する集会をダッカで開く許可を出さなかった。一方，政府関連の団体は，公
開イベントを開くことを認められた。
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選挙及び政治的な参加
政党及び政治的な参加：選挙に勝った政党は，雇用や政府の契約での優遇を含
め，大きな利益を享受する。政府は，法執行機関を動員して，BNP 党首のカレダ・
ジア（Khaleda Zia）など野党幹部複数に対し，治安紊乱や汚職の罪で民事及び刑事
告訴を行った。
政府は BNP の Mirza Fakhrul Islam Alamgir 事務総長を，警察への襲撃，バスへの
放火，爆破などの 86 件の刑事事件で起訴した。他の反対派活動家達も刑事告訴を
受けた。…

イ 在バングラデシュ日本国大使館「安全情報：在バングラデシュ日本国大使館か
らの注意喚起（ダッカ市内での BNP による抗議行動：2 月 4 日）」（2020 年 2
月 3 日）
報道によると，バングラデシュ民族主義者党（BNP）は 2 月 1 日に行われた南・
北ダッカ市長・市議会選挙結果の無効を求め，BNP カレダ・ジア議長の釈放等を
訴えるための抗議行動を，4 日（火）にダッカ市内のタナ（警察署管区）毎に実施
すると発表しました。現時点で今次抗議行動は警察当局の許可を受けておらず，デ
モ隊と警察との衝突が発生するおそれもあります。

ウ ●DFAT「出身国情報報告

バングラデシュ」（2019 年 8 月 22 日）

POLITICAL SYSTEM
…
2.26 The Bangladesh Electoral Commission (BEC) oversees elections. Elections in
Bangladesh have not always been free, fair and inclusive, although regular changes of
government have conferred some legitimacy on the electoral process. The Grand Alliance
of the ruling AL won Bangladesh’s most recent election on 30 December 2018, winning
over 96 per cent of seats (288 out of 298). The lead-up to the poll was characterised by
violence, including street clashes, and allegations of targeted attacks against opposition
figures (see Bangladesh Nationalist Party (BNP). Both independent observers and
opposition spokespersons alleged electoral irregularities, including the casting of votes
and sealing of ballot boxes before polling day, and the intimidation and harassment of
voters at polling places. The aftermath of the 2018 election was relatively peaceful,
however, when compared to the aftermath of the previous election in January 2014, the
most violent in the nation’s history.

POLITICAL OPINION (ACTUAL OR IMPUTED)
3.61

Bangladesh has long had a two-party political system dominated by the Awami
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League (AL) and the Bangladesh Nationalist Party (BNP). The AL has traditionally been
broadly secular, liberal, rural-based and broadly in favour of relations with India, while
the BNP has traditionally been more accommodating of political Islam, conservative, and
urban-based. The parties do not necessarily strictly adhere to these policy platforms. In
recent years, for example, the AL has worked to cultivate close ties with conservative
Islamists.
3.62 The relationship between the two parties is characterised by a longstanding political
and dynastic rivalry, which has increased over time.…
3.63 Politics in Bangladesh generally centres on political personalities, and social,
political and workplace connections, alongside or instead of broader party policies.
Political patronage to particular figures is a motivating factor in voting, campaigning and
party membership. Similarly, family alliances tend to be very important. Both of the
major parties are organised into auxiliary organisations, for example student leagues or
women’s leagues, sometimes based around particular professions, such as lawyers or
doctors (see Political Auxiliary Organisations).
3.64 Being a member of a political party or one of its auxiliary organisations may assist
in getting a job (see Employment). There are, however, a very large number of job seekers
in Bangladesh, and such membership is unlikely to be the sole determinant of whether or
not someone is able to gain employment. Social networks and personality-driven politics
are important in Bangladesh. Payment of bribes to secure employment is also common,
along with patronage and cronyism.
3.65
DFAT has not seen evidence of forced recruitment to political parties, and considers
it unlikely to occur.…
…
3.67 Since it came to power in 2008, the AL has considerably restricted the activities of
opposition political parties, particularly the BNP and JI (see relevant sections). These
restrictions have included:
- using police and other security forces to arrest thousands of opposition political party
members and supporters, often in conjunction with political demonstrations;
- using police and other security forces to prevent opposition parties from holding
meetings and demonstrations; and
- pressuring opposition candidates to withdraw from local and municipal elections,
including through preventing them from submitting election nominations.
…
3.70 DFAT assesses that, under the current AL government, senior members of opposition
political parties (particularly the BNP) face a high risk of politically motivated arrest,
legal charges, and travel bans. Active members of opposition political parties and
auxiliary organisations (see relevant sections) who participate in demonstrations also face
10
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a high risk of arrest and physical violence, both from security forces and ruling party
activists. This risk is elevated around times of heightened political tension, including
elections. Those who are members of opposition political parties and auxiliary
organisations but who do not engage in political activities and demonstrations face a
lower risk of arrest, although this may vary according to location and timing.

Bangladesh Nationalist Party (BNP)
…
3.79 Like the AL, the BNP has a large diaspora network and engages strongly with
expatriate Bangladeshi citizens and people of Bangladeshi descent living in other
countries, including Australia. BNP members who are not Bangladeshi citizens (but who
live in diaspora communities) claim that they have had visa applications to visit the
country denied. DFAT does not know whether diaspora organisations report back to the
domestic party on activities of their local BNP branch.
3.80 BNP figures allege that they have been subjected to enforced disappearance after
raids on private homes and party offices (see Enforced or Involuntary Disappearances).
While such allegations typically involve houses being raided at night, daylight raids on
party offices have also been reported. The BNP claims that authorities have frequently
arrested their supporters during protests for alleged criminal damage or assault on police
with little supporting evidence, while alleging that violence against BNP supporters
perpetrated by AL members occurs with impunity.

エ DFAT「出身国情報報告

バングラデシュ（仮訳）」（2018 年 2 月）

政治制度
…
2.22 選挙委員会（Electoral Commission）は選挙を監督する。バングラデシュで行
われる選挙は必ずしも自由、公正かつ包摂的であるとは限らないが、政権が定期
的に交代することで、選挙プロセスに一定の正当性が付与されるようになって
いる。欧州連合の選挙監視団（Election Observation Mission）によると、当局は
2014 年の国政選挙において透明性を確保し、包摂的で信頼できる選挙を実施す
るために必要な条件を設定しなかった。BNP はこの選挙をボイコットしたた
め、AL が 234 議席（うち 153 議席は未改選）を獲得して地滑り的勝利を収めた。
その他、ジャティヤ（Jatiya）党（国民党）が 34 議席、独立系が 13 議席をそれ
ぞれ獲得したが、残りの 19 議席は複数の少数派政党の間で占められた。BNP の
候補者は 2015 年 12 月以降、地方自治体と協議会の選挙で競争している。大半
のオブザーバーは、BNP が 2018 年の終わり又は 2019 年の初めに行われる次の
国政選挙に参加するものと見込んでいる。
11
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政治的意見（実際又は帰属）
政党
3.51 独立以来、AL と BNP がバングラデシュの政治を支配してきている。AL は
伝統的にリベラルで、世俗主義で、農村に基盤を置き、親インドである一方、
BNP はより保守的で、都市に基盤を置き、反インドで、政治的なイスラム教徒
をより柔軟に受け入れている。た だし、両政党とも政治的便宜を図るためには
このようなイデオロギーを妥協させる用意ができている。たとえば、AL は近年、
保守的なイスラム教徒と緊密な関係を築こうと努力し てきている。
3.52

両政党間の関係は長年に亘る確執により特徴付けられる。…

3.53 両政党が対立的な「勝者独り勝ち」のアプローチで政治に取り組んでいる状
況はこのような背景に起因している。歴史的に見て、与党の関係機関は与党が政
権の座にある間、全ての公的機関を支配してきた。また、AL、BNP とも、政府
の反対者を抑圧するために国家機関を利用した。関係セクションで記述した通
り、国内外のオブザーバーは現 AL 政権が市民社会団体やジャーナリストの活
動を広く制限する一方で、警察や軍、司法部門などの国家機関の政治色を一層濃
くしている状況について懸念を表明している。
3.54 また、AL は野党、特に BNP と JI の活動を制限することに注力してきてい
る（次のセクションを参照）
。この制限の中には、しばしば政治的デモに関連し
て行われる数千人に及ぶ野党の党員や支持者の逮捕（恣意的な逮捕及び勾留を
参照）
、野党が集会やデモを主催するのを禁じる措置、地方選挙に出ないよう野
党候補者に圧力をかける行為（選挙の立候補届出の提出を禁じる方法によるも
のを含む）が含まれている。また、野党の有力者は 出国することを禁じられて
おり（出入国手続きを参照）
、多くの人物（カレダ・ジアを含む）が教唆罪を含
む法的制裁を受けた。2017 年 10 月、当局はバングラデシュ国外を旅行していた
カレダ・ジアに対してさらに 2 枚の逮捕令状を発付した。
3.55 野党（特に BNP）の幹部メンバーは現 AL 政権の下で政治的動機に基づく逮
捕、訴訟及び渡航禁止に直面するリスクが高いと DFAT は評価している。また、
野党及びその外郭団体（次のセクションを参照）に所属し、デモに参加するよう
な活発的なメンバーも、治安部隊及び与党活動家から逮捕や身体的暴力に直面
するリスクが高い。このリスクは選挙のときなどを含め、政治的緊張関係が強ま
る時期に高まる。野党とその外郭団体の通常メンバーで政治的活動やデモに参
加しない者は、逮捕に直面するリスクが低いものの、これは場所やタイミングに
応じて変動する可能性がある。

オ ●IRBC「クエリー回答［BGD106255.E］
：BNP」
（2019 年 5 月 22 日）
6. Treatment of Members and Supporters by the Authorities
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…
Sources mention that the authorities prevent the BNP from holding meetings and
assemblies or rallies (US 13 Mar. 2019, 20; Odhikar 1 July 2018, para. 20, 22; Australia 2
Feb. 2018, para. 3.54). Odhikar reports that between January and June 2018, "police and
members of the ruling party attacked and stopped peaceful rallies, meetings, signature
campaigns, hunger-strikes, human chains and leaflet distribution programmes organised by
BNP across the country" (Odhikar 1 July 2018, para. 22). Sources mention the following
examples:
…
Sources report that false criminal charges [or "ghost cases" (Human Rights Watch 8 Feb.
2019)] have been made against BNP members by the police, listing examples of accused
individuals who were dead, hospitalized or out of the country at the time of the alleged
offence (US 13 Mar. 2019, 10; Human Rights Watch 8 Feb. 2019). According to US Country
Reports 2018, "[o]n November 7 [2018], the BNP submitted to the Prime Minister's Office
what it claimed to be a partial list of 1,046 'fictitious cases' filed against its leaders and
activists" (US 13 Mar. 2019, 10). Odhikar reports that in November 2018, the police "filed
13 fictitious cases against 600 leaders-activists of BNP and Jamaat" in Comilla District,
while 2 more cases were filed in Barisal against 87 leaders and activists of the BNP and its
associated organizations (Odhikar 9 Dec. 2018, para. 4). US Country Reports 2018 indicates
that, "[a]ccording to figures provided to the Dhaka Tribune by the BNP, 434,975 criminal
charges in 4,429 cases were lodged against BNP members from September 1 through
November 14 [2018]" (US 13 Mar. 2019, 9, italics in original).
Sources report arrests of BNP members and supporters by the authorities (Freedom House
31 Jan. 2019; Odhikar 9 Dec. 2018, para. 8). Some sources mention "mass arrest[s]" of
supporters of the BNP (OMCT 22 Mar. 2018) or of "several thousands" of leaders and
activists of the opposition, including the BNP (OMCT 22 Mar. 2018) and its affiliated
organizations (Odhikar 7 July 2018, para. 20). According to Odhikar, on 26 March 2019,
police arrested 12 BNP leaders and activists who were "pay[ing] tribute" at a monument to
martyrs on Independence Day (Odhikar 17 Apr. 2019, 18). Corroborating information could
not be found among the sources consulted by the Research Directorate within the time
constraints of this Response. According to US Country Reports 2018, "[p]olice implicated
approximately 435,000 BNP members in criminal charges in the run-up to the national
election and detained many of the accused. Human rights observers claimed many of these
charges were politically motivated" (US 13 Mar. 2019, 27).
Odhikar reports multiple attacks against BNP protests and gatherings in 2018, including
by the AL (Odhikar 9 Dec. 2018, para. 18, 19) and by police (Odhikar 9 Dec. 2018, para. 8;
Odhikar 1 July 2018, para. 23). Corroborating information could not be found among the
sources consulted by the Research Directorate within the time constraints of this Response.
Odhikar reports cases of alleged extrajudicial killings of BNP members:
13
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On 22 May [2018] a Chhatra Dal [student wing of BNP] activist named Amjad Hossain
in Netrokona and on 27 May a Jubo Dal [youth wing of BNP] leader named Rafiqul Islam
in Jhenaidah, became victims of extrajudicial killing as alleged by their families. BNP
claimed that their party leaders-activists were killed during such operations for political
reasons. (Odhikar 1 July 2018, para. 10)
Corroborating information could not be found among the sources consulted by the
Research Directorate within the time constraints of this Response.
Human Rights Watch also notes cases of forcible disappearance of members of the
opposition, including supporters of the BNP (Human Rights Watch 16 May 2018). Odhikar
mentions the disappearance of Abu Bakar Siddiqui, Jessore District unit BNP leader, in
November 2018 when he went to Dhaka to seek his nomination for his constituency; his
body was found the next day (Odhikar 9 Dec. 2018, para. 10). According to the same source,
BNP members alleged that he was "picked up by members of a law enforcement agency"
and that, when BNP members went to the police, they were not provided with assistance
(Odhikar 9 Dec. 2018, para. 10). Corroborating information could not be found among the
sources consulted by the Research Directorate within the time constraints of this Response.

カ 記事「バングラ総選挙、与党が９割押さえ圧勝 再選挙要求も
業界も「強権」懸念」日本経済新聞（2018 年 12 月 31 日）

不正多発、産

与野党とも 2 桁の経済成長率を目標に掲げており、争点は主に、2009 年から続
くハシナ体制の継続か政権交代かだった。ハシナ政権は報道統制やインターネッ
トの制限、野党支持者の弾圧など政権維持に向けてあらゆる策を講じた。
野党連合によると、選挙戦中に野党支持者ら 1 万 5 千人以上が不当逮捕された。
ダッカ在住の 30 代の女性は「BNP 支持の弟は道を歩いていただけで逮捕された。
政権は恐怖を植え付けようとしている」と声を潜めた。駐バングラデシュのミラー
米大使は 27 日「過去 2 週間の暴力増加を懸念している。特に野党候補者に矛先が
向かっているようだ」と苦言を呈した。
不正投票も多発したようだ。ダッカ郊外の村に住む野党支持の男性（42）は「投
票 2 日前に『投票所に行く必要はない。
（男性の家族）7 人分を投票しておく』と、
同村の AL 支持者に迫られ拒否できなかった」と明かす。野党連合は 30 日夜、
「ほ
とんどの投票所で不正があった」として再選挙を要求した。

(3) イスラム協会
ア 米国国務省「人権報告 2017 年・バングラデシュ（仮訳）」
（2018 年 4 月 20 日）
平和的集会の自由
…
警察は，かつての政党で現在は NGO であるイスラム協会（Bangladesh Jamaat14
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e-Islami）の会員が， 私的な室内での会合であるにもかかわらず，会合を開くこと
を認めなかった。2017 年 10 月 9 日， 警察は，ダッカ市内のウッタラ（Uttara）
界隈で，国内に不安をもたらす計画を立てていたという 容疑で，イスラム協会の
9 人のメンバーを拘束したが，その中には会長，副会長及び事務局長が含 まれて
いた。

選挙及び政治的な参加
…
…イスラム協会幹部は，警察から嫌がらせを受け，テロリズムについてアワミ連
盟から非難されたため，公の場で活動できなかった。政府及びアワミ連盟に批判的
な報道機関は，政府による威嚇や収入の削減を受け，政府からの不利な対応を回避
するために自己検閲を行った。伝えられるところによれば，アワミ連盟に加盟する
（学生下部組織等の）組織は，国内各地で武力抗争及び威嚇行為を行ったが，罪に
問われることはなかった。これには，野党党員に対するものなどがあった。

イ ●DFAT「出身国情報報告

バングラデシュ」（2019 年 8 月 22 日）

Jamaat-e-Islami (JI)
…
3.85 Authorities have particularly targeted for arrest the JI’s senior leadership, few of
whom remain free and active. Other targets have included prominent leaders, ICS
members and, in some cases, family members. Lower-level JI members have reportedly
been able to avoid the attention of authorities either through the paying of bribes to AL
leaders or by physically relocating. DFAT assesses as credible reports that the situation is
better for JI members in villages than in cities.
3.86 JI’s size has significantly reduced in recent years in the wake of the mass arrests,
with many former JI members joining other parties (including the AL). DFAT
understands, however, that despite its reduced size, JI is still well organised and
influential in Bangladesh. Many supporters of JI strongly link their religious and political
identities, resulting in a deep personal investment in the party.…
3.87 People who are perceived as being supporters of JI have reported being followed or
intimidated, including when abroad. Some government critics with no affiliation with JI
have reported that they have been accused of having such links as a means of attacking
their credibility. Journalists also are reportedly reluctant to report on the party (see
Media).
3.88 DFAT assesses that senior JI leaders face a high risk of arrest and legal sanction.
Active JI members and ICS members who continue to engage in political activities and
demonstrations also face a high risk of arrest. Ordinary JI and ICS members who do not
15

バングラデシュ 2020 年 2 月 17 日

©難民研究フォーラム https://refugeestudies.jp/

engage in political activities and demonstrations face a low risk of arrest, although this
may vary according to location. As with other members of opposition parties, JI members
may experience fewer employment and business opportunities due to the underground
nature of their personal and professional networks and relative lack of influential
connections.

ウ DFAT「出身国情報報告

バングラデシュ（仮訳）」（2018 年 2 月）

ジャマアテ・イスラミ（JI）
…
3.64 AL の下の政府慣行は、JI の日常的な活動能力を厳しく制限している。2013
年 8 月、高等裁判所は JI の政党としての登録を抹消した。これは、JI の憲章内
に女性や非イスラム教 徒が政治的又は官僚的ポストに就くのを禁じる条項が
あるが、これは憲法と矛盾すると同裁判所が判示したからである。
…
3.66 当局は、特に JI の最高幹部の逮捕に照準を合わせた。この結果、現在、自由
で活動的な JI の最高幹部はほとんどいない。他の標的には著名な指導者、ICS メ
ンバー、また、場合によって家族が含まれている。JI の下級メンバーは、AL 指
導者に賄賂を支払うか、国内移住することで当局の注目を回避することができ
たと伝えられている。JI メンバーにとって都市部よりも村落に身を隠す方が状
況は望ましいという報告は信憑性があるものと DFAT は評価している。
3.67 JI の最高幹部は逮捕と法的制裁に直面するリスクが高いと DFAT は評価し
ている。政治活動とデモに関わり続けている活発な JI メンバーと ICS メンバー
逮捕に直面するリスクが高い。政治的活動とデモに関わらない JI と ICS の通常
メンバーは、逮捕に直面するリスクが低いものの、地域により異なる可能性があ
る。

(4) 学生活動家の取扱い
ア ●DFAT「出身国情報報告

バングラデシュ」（2019 年 8 月 22 日）

Political Auxiliary Organisations
3.89 Both the AL and BNP (and other Bangladeshi political parties) have large auxiliary
organisations, including wings for students, volunteers, youth, and professionals (such as
doctors, lawyers or labourers). These organisations might be known by other names, such
as ‘fronts’, ‘wings’, ‘associates’ or ‘leagues’. While the exact size of these organisations
is unknown, they are large: local sources estimate that the AL’s student wing, the
Bangladesh Chhatra League (BCL), alone has ten million people.…
3.90

The auxiliary organisations support the political parties through fundraising and
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election-related activities. However, they also play a major role in inter-and intra-party
violence. DFAT assesses as credible allegations that members of student wings are
sometimes party activists rather than genuine students, and that auxiliary organisations
engage in criminal activities on occasion, including violence and extortion. Student
elections, like other elections, can turn violent and be characterised by inter-party and
intra-party violence in a pattern similar to civic elections. The BCL has effectively
controlled public university campuses since 2009, preventing members of other parties’
student wings from undertaking activities and even from sitting examinations. In rural
areas, AL members and activists have reportedly extorted business owners affiliated with
the BNP, threatening them with violence if they do not comply with demands for money.
3.91 In addition to the BCL, other key AL auxiliary organisations include the Bangladesh
Awami Jubo League (youth wing), the Bangladesh Mahila Awami League (women’s
wing), the Awami Swechhashebok League (volunteers’ wing), the Bangladesh Krishok
League (farmers’ wing), the Jatiyo Sramik League (workers’/labour wing), and the
Awami Ainjibee Parishad (lawyers’ wing). Key BNP auxiliary organisations include the
Jatiyatabadi Chhatra Dal (student wing), the Jatiyatabadi Jubo Dal (youth wing), the
Bangladesh Jatiyatabadi Mohila Dal (women’s wing), the Bangladesh Jatiyatabadi
Krishak Dal (farmers’ wing), the Bangladesh Jatiyatabadi Muktijoddha Dal (freedom
fighters’ wing), the Bangladesh Jatiyatabadi Sechchasebak Dal (volunteers’ wing), the
Bangladesh Jatiyatabadi Samajik Sangskritik Sangstha (cultural wing), the Bangladesh
Jatiyatabadi Sramik Dal (workers’/labour wing), the Bangladesh Jatiyatabadi Tanti Dal
(weavers’ wing), the Bangladesh Jatiyatabadi Olama Dal (religious wing), and the
Bangladesh Jatiyatabadi Matshayajibi Dal (fishermen’s wing).

イ DFAT「出身国情報報告

バングラデシュ（仮訳）」（2018 年 2 月）

政治的外郭団体
3.56 AL と BNP（及びバングラデシュの他の政党）はいずれも大規模な外郭団体
（学生組織、ボランティア、若者、職業人（医師、弁護士及び労働者）を含む）
を持っている。これら団体の正確な規模は不明であるが大規模である。国内情報
筋の推定によると、AL の学生組織であるバングラデシュ・チャトロ・リーグ
（BCL：Bangladesh Chhatra League）だけでも 1,000 万人を擁している。…
3.57 外郭団体は資金調達と選挙関連活動を通じて政党を支援する。また、党間及
び党内暴 力においても主要な役割を果たしている（政治的動機に基づく暴力
（PMV）を参照）
。学生組織のメンバーは真の学生ではなく党の活動家であるこ
とが多く、また、外郭団体はし ばしば暴力や強要を含む犯罪活動の前線になっ
ているという訴えを DFAT は信憑性の高いものと評価している。BCL は 2009 年
以降、公立大学のキャンパスを事実上支配してきており、他党の学生組織のメン
バーが活動を行うことを防ぎ、試験を受けることさえもできな くしている。農
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村地域においては、AL の党員と活動家が BNP と関係がある事業主を強要し、
金銭の要求に応えなければ暴力を加えるぞと脅したと伝えられている。
3.58 AL の重要な外郭団体には BCL の他、次に掲げる組織が含まれる。Bangladesh
Awami Jubo League（青年組織）、Bangladesh Mahila Awami League（女性組織）、
Awami Swechhashebok League（ボランティア組織）
、Bangladesh Krishok League（農
民組織）
、 Jatiyo Sramik League（労働者/労働組織）及び Awami Ainjibee Parishad
（弁護士組織）
。 BNP の外郭団体には、次に掲げる組織が含まれる。Jatiyatabadi
Chhatra Dal（学生組織）
、 Jatiyatabadi Jubo Dal（青年組織）
、Bangladesh Jatiyatabadi
Mohila Dal（女性組織） Bangladesh Jatiyatabadi Krishak Dal（農民組織）、Bangladesh
Jatiyatabadi Muktijoddha Dal （ 自 由 の 闘 士 組 織 ）、 Bangladesh Jatiyatabadi
Sechchasebak Dal（ボ ランティア組織）、Bangladesh Jatiyatabadi Samajik Sangskritik
Sangstha（文化組織）、 Bangladesh Jatiyatabadi Sramik Dal（労働者/労働組織）、
Bangladesh Jatiyatabadi Tanti Dal（織工組織）、Bangladesh Jatiyatabadi Olama Dal（宗
教組織）及び Bangladesh Jatiyatabadi Matshayajibi Dal（漁民組織）
。

(5) 労働活動家の取扱い
ア ●HRW「ワールドレポート 2020‐バングラデシュ」（2020 年 1 月 14 日）
In early 2019, over 50,000 garment workers participated in wildcat strikes protesting
changes to the minimum wage. Police used excessive force to disperse the
protesters, killing one worker and injuring over 50. At least 7,500 garment workers were
dismissed from their jobs. Many of these workers were blacklisted from work at
other factories.

(6) CHT における先住民の権利活動家
① 政府による CHT 権利活動家の取扱い
ア ●HRW「ワールドレポート 2020‐バングラデシュ」（2020 年 1 月 14 日）
Activists continued to call for the full implementation of the Peace Accord in the
Chittagong Hill Tracts. Over 20 years after the peace agreement, the region remains under
military occupation and indigenous rights activists face threats of arrest, enforced
disappearance, and violence.
On April 9, Michael Chakma, an indigenous rights activist, disappeared on his way to
Dhaka. On May 21 the High Court asked the Home Ministry to submit a report on the
progress of investigation within five weeks. There had been no response at time of writing.

ア 米国国務省「人権報告 2016 年・バングラデシュ」（2017 年 3 月 3 日）
集会の自由
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…
2016 年 4 月 4 日に、警察は、チッタゴン県の石炭火力発電所の建設計画に抗
議する目的で 集結した抗議デモ参加者が攻撃を仕掛けてきたとして、群衆に向か
って発砲した。これに よって、村民 4 人が死亡し、60 人が負傷した。この抗議
運動後、地方自治体は、警察に対 する攻撃及び警察官の妨害を理由に、抗議者
6,000 人に対する告訴状を提出した。県に与え る経済的及び環境的影響に対する
地元の懸念にもかかわらず、首相を含め、政府はこの発 電所の建設を支持した。
ダッカ市警察は 2016 年 7 月 28 日に、やはり、生態系的に慎重な 対応を要す
る、スンダルバンス(Sunderbans)に隣接するランパル原子力発電所の建設計画に 抗
議しようと首相府に向かっていた示威行進を解散させた。

イ IRDC「バングラデシュの仏教徒の取り扱い 差別、暴力、人権に関するあら
ゆる報告 仏教徒への国家保護に関するあらゆる報告」（2011 年 4 月 28 日）
ロイタ一通信はこれらの攻撃について次を述べている。
「バングラデシュは、仏教徒部族住民とベンガル族イスラム教徒入植者の聞の
生々しい衝突で 100 戸が焼かれた後の火曜日、別の南東丘陵部の町に軍を展開
させたと、警察と目撃者らが話した。ダッカの南東 300 キロメートル（188 マイ
ル）のチッタゴン丘陵地帯のカグラチャリ県で少なくとも入植者 1 人が殺害さ
れ、両集団から 50 人以上の負傷者がでたと、警察は話した。先のこの二つの集
団間の死傷者を出した衝突に対する抗議中に入植者たちから攻撃を受けた後、
部族住民たちは報復をした。
」
（ロイタ一通信「バングラデシュの部族地域で生々
しい暴力が爆発」(2010 年 2 月 23 日）)
プラスニュース・パキスタンの報道は次を述べている。
「バングラデシュ人仏僧の一団が、昨日、バンコクの国連事務所前でチッタゴン
丘陵地帯への介入を求めてデモを行った。
「我々は国際連合に対し、バングラデ
シュ首相にジュンマ先住民族に対する軍事作戦を停止させ、我々の土地を奪う
作戦を停止させる圧力をかけるよう要求したいです」。デモ参加の仏僧たちは、
丘陵地帯における最近の攻撃をベンガル人入植者とバングラデシュ軍によって
行われた「仏教徒住民に対する攻撃」と呼んでいると、ラジオ・オーストラリア
（ABC）は報じた。
」
（プラスニュース・パキスタン「パングラデ、シュ：僧侶ら
が国連に「仏教徒に対する暴力」の停止を要求」(2010 年 3 月 6 日）)
…
インド・アジア・ニュース・サービスは、次の報道をしている。
「バングラデシュ南東部での土地係争を理由に、少なくとも 4 人が殺害され、
仏教徒マイノリティ部族の村 6 つが焼かれたと、当局者らが話した。事件はチ
ッタゴン丘陵地帯のカグラチャリ県で起こったと、月曜にデイリースター紙が
報じた。チッタゴン丘陵地帯は仏教徒マイノリティ住民が生活している。複数の
暴力事件が、歴代政府によるベンガル人イスラム教徒を部族の土地に入植させ
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ようとする努力に刺激されて起こっていた。1997 年に達せられた合意は十分に
実施されていない。」
（インド・アジア・ニュース・サービス「パンクやラデ、シ
ュの民族衝突で 4 人が死亡」(2011 年 4 月 18 日）
）
…
フランス通信社は次の報道をしている。
「バングラデシュ南東部丘陵地は、再び民族問の緊張で爆発しそうであり、13
年前に達せられた脆い平和が崩壊する懸念が高まっている。チッタゴン丘陵地
帯の先住民である仏教徒部族集団のチャクマ族の多くが、彼らとイスラム教徒
ベンガル人入植者の聞で暴力が引き起こり、軍による厳しい弾圧を促した 2 月
に家を失った。「軍の支援を得て、入植者たちはここに来て我々を攻撃した。」
と、自宅を失った Joshna Chakma は話した。彼女は、自分の村がベンガル人入植
者と軍駐留部隊が来た約 2 年前から暴力に苦しめられてきたという。
「昨年、軍
の支援を受けた入植者たちにより 78 戸が焼き討ちにあった。」と Joshna は話し
た。彼女はバガイチャリ県議会の議員である。」
（フランス通信社「バングラデシ
ュの揮発性の高い丘陵地で部族の怒りが高まる」
（2010 年 5 月 6 日）

ウ MRGI「世界のマイノリティと先住民族の状況報告 2011 年版」
（2011 年 7 月 6
日）
しかし、これらの期待を持たせる兆しがある一方で、マイノリティたちは人権侵
害を受け続けた。最も重大な事例は、2 月 20 日のチッタゴン丘陵地帯における先
住ジュンマ族の殺害である。この殺人事件は、先住ジュンマ族の政党である統一人
民民主戦線［UPDF］によって呼びかけられたストライキの最中に起こった。アム
ネスティ・インターナショナルは、少なくとも 2 人が殺害され、地元民は更に 6 名
の死について述べていると報告した。平和的デモが、2 月 19 日のランガマティ県
バガリリャリ地区で多数派入植者により少なくとも 40 戸が焼き討ちされたことに
対して呼びかけられた。デモ参加者が移動を拒否したとき、兵士らが実弾を発射し
始め、少なくとも 25 人が負傷したとアムネスティは述べた。その後、伝えられる
ところでは、入植者たちが更に少なくとも 160 戸を焼き討ちした。ランガマティ
県の 11 村で家屋が破壊され、仏教寺院も焼き討ちされた。この事件に続き、治安
部隊員らはジャーナリストが現場に入るのを防ぎ、生命にかかわる治療や情報は
村の住民に対して制限された。

エ AI「年次報告 2011 年版‐バングラデシュ」
（2011 年 5 月 13 日）
政府のチッタゴン丘陵地帯の先住民ジュマ族の安全確保における不作為は、ジ
ュンマ族をジュンマ族の土地を侵害するベンガル人入植者たちから攻撃を受ける
危険にさらすことが多い。2 月 20 日、軍（この地域への大規模な駐留を維持して
いる）がジュンマ族のデモ参加者数百人に向け発砲したことで、少なくとも 2 人
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の先住ジュンマ族の者が死亡した。彼らは、2 月 19 日夜のランガマティ県バガイ
チャリ地区でベンガル人入植者が少なくともジュンマ族の家屋 40 戸に放火した事
件の後、平和的に保護を要求していた。この攻撃または殺人に関して捜査が行われ
たまたは誰かが訴追されているとの報告は存在しなかった。

② UPDF
ア 東京地判平成 19 年 2 月 2 日 裁判所ウェブ（2017 年 2 月 2 日）
(エ) 和平協定の締結は，一方で，先住民族の側の政治運動の分裂をもたらした。
和平協定は，先住民族の権利の憲法上の保障を認めたものではなく，また，ベン
ガル人入植者の撤退を定めたものでもなかったことなどから，先住民族の中に
は，完全自治を求め，和平協定の締結及び推進に対して反対する運動が生じた。
そうした中で，従来からＰＣＪＳＳとともに活動を展開していた「丘陵人民評議
会」
，
「丘陵学生評議会」及び 丘陵女性連盟 の３つの団体は 和平協定賛成派と
反対派に分裂し，反対派は，１９９８年１２月，和平協定に反対する政治団体と
して「統一人民民主戦線 （ＵＰＤＦ）を結成した。

イ UPDF「タイムライン」（2019 年 1 月 25 日閲覧）
2015 年 UPDF およびその支持者への抑圧が激化し、少なくとも 143 人の構成員
と支持者が年内に逮捕された。

ウ 記事「UPDF リーダーの Mithun Chakma が射殺される」ダッカ・トリビュー
ン（2018 年 1 月 3 日）
チッタゴン丘陵地帯に拠点を置く政治団体の統一民族民主戦線（UPDF）のオー
ガナイザーである Mithun Chakma が、水曜日の午後、Khagrachhari Sadar 県にて身
元不明の襲撃者らにより射殺された。
…
UPDF 事務局長の Rabi Shankar Chakma は、Mithun 殺害を非難する声明を水曜日
に発表した。
国軍が後押しするネオ覆面テロ組織が UPDF オーガナイザーの Mithun Chakma
を殺害する臆病で、野蛮で、許しがたい犯罪行為をなした。我々は、この殺人を強
く非難する」と、同氏は述べた。

(7) 在外活動家の取扱い
4.

ジェンダー、DV および子ども
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(1) 女性
ア ●DFAT「出身国情報報告

バングラデシュ」（2019 年 8 月 22 日）

Women
…
3.119 Despite legal prohibitions, rape, sexual harassment and other forms of gender-based
violence against women occur frequently. Human rights NGO Odhikar documented 619
rape cases from 1 January to 30 November 2018, although these figures are likely to
understate actual occurrence.…
3.120 Women often do not report violent crimes, including rape, to police. Local sources
told DFAT that attempts to report to police may not be taken seriously. Police reportedly
often do not record crimes, or do so in a manner that obscures their true nature: for
example, police may record rape as a ‘dowry-related matter’. Obtaining medical evidence
of sexual assault is also difficult and police are likely to demand bribes for accepting
reports. DFAT is aware of unverified claims that rape has been used in politically
motivated violence.
…

(2) ヒジュラ（Hijra）
ア ●DFAT「出身国情報報告

バングラデシュ」（2019 年 8 月 22 日）

Sexual Orientation and Gender Identity
…
3.137 The position of LGBTI individuals in Bangladesh contrasts and should not be
confused with that of the hijra (male to female transgender individuals), who have a long
recorded history in the Indian subcontinent. Many hijras live in well-defined and
organised communities, which have sustained themselves over generations by ‘adopting’
young boys who have been rejected by, or have fled, their family of origin. While they
have an accepted role in Bangladeshi society, hijras remain marginalised. Few
mainstream employment options are open to hijras, and many obtain income through
informal means, including extortion, performing at ceremonies, begging, or prostitution.
Acceptance of hijra family members among relatives is generally low, and they lack
inheritance rights under sharia provisions governing personal status matters. Hijras are
vulnerable to violence from both the community and law enforcement.
3.138 In January 2014, the government announced the recognition of a third gender
category for hijra, which ostensibly offered them improved access to education, health
and housing services. However, the announcement did not provide a definition as to who
qualified as a hijra, or outline the measures individuals must take to legally change the
gender marker on their official documents from ‘male’ to ‘hijra’. The lack of these
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guidelines have hindered government attempts to integrate hijra into formal employment.
For example, in December 2014 a number of hijra selected for appointment to positions
in the public service in December 2014 were subjected to invasive medical tests as part
of the recruitment process. Shortly after the medical examinations, the hijra names were
exposed in a newspaper article that declared them imposters, as they were ‘really men’
who were committing fraud to obtain government jobs. Many of the hijra reported
increased harassment by their neighbours and the public and increased economic hardship
as a result. Incountry sources report that further difficulties were caused by the
government’s decision to categorise hijra as a disability category, which further
stigmatised them.

イ DFAT「出身国情報報告

バングラデシュ（仮訳）」（2018 年 2 月）

ヒジュラ（Hijras）
3.100 バングラデシュにおける LGBTI の立場は、インド亜大陸において長年に亘
り記録さ れてきた歴史を持つヒジュラ（男性から女性に性転換した人々） の立
場とは対照的であり、 これと混同すべきではない。ヒジュラの多くは、明確に
定義され、かつ、組織化されたコ ミュニティで生活している。ヒジュラは、生
まれ育った家庭に拒否された又はその家庭か ら逃走してきた幼い少年を「養子
にする」ことで、数世代に亘り自活を続けている。ヒジ ュラはバングラデシュ
社会の中で認められた役割を果たしているものの、依然として社会 の隅に追い
やられている。ヒジュラが社会の本流となる職に就く機会はほとんど与えられ
ておらず、その多くは強要、式典での実演、物乞い又は売春など非公式な手段を
通じて収 入を得ている。ヒジュラである家族の一員を親戚が引き取る可能性は
低く、その一員は身 分に関わる事項を規定するシャリーア条項に基づいて相続
権がない（身分法を参照）
。ヒ ジュラは社会及び法執行機関の暴力に晒されやす
い。
3.101 2014 年 1 月、政府はヒジュラ向けに第三のジェンダー区分を認めることを
発表した。 これにより表向きはヒジュラが教育、医療及び住宅サービスを利用
する機会が改善された。 しかしながら、この発表では、ヒジュラとして認定さ
れる者が誰かについて定義が与えら れず、また、本人の公的書類上に示される
性別マーカーを「男性」から「ヒジュラ」へ合 法的に変更するために踏まなけ
ればならない手続きが概説されることもなかった。こうし たガイドラインがな
いため、ヒジュラを正式雇用に組み入れようとする政府の試みが妨げ られた。
たとえば、2014 年 12 月に選抜され、公務員としての職に就くことになった複数
のヒジュラは採用プロセスの一環としてプライバシーを侵害するような医学検
査を受けさせ られた。健康診断を終えた直後に、採用されたヒジュラの氏名が
新聞で暴露された。この 新聞記事では、彼らが政府の職を得るために詐欺を働
いた「正真正銘の男」であり、ヒジ ュラになりすました偽者であると断じた。
ヒジュラの多くは、隣人や一般公衆から嫌がら せを受ける機会が多くなってい
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る他、経済的苦難も深まっていると報告している。

5.

LGBT
(1) 法制度的な枠組み、政府当局による取扱い
ア ●DFAT「出身国情報報告

バングラデシュ」（2019 年 8 月 22 日）

Sexual Orientation and Gender Identity
3.129 Sexual Orientation and Gender Identity Article 377 of the Penal Code (‘Of
Unnatural Offences’) criminalises homosexual acts, defined as ‘carnal intercourse against
the order of nature’, and provides for a maximum penalty of life imprisonment. Male
homosexuality remains a strong societal taboo, while there is a general lack of societal
awareness of lesbianism. Human rights observers report that the overwhelming majority
of gay or lesbian Bangladeshis prefer to keep their sexual orientation or gender identity a
private matter. There is considerable familial and societal pressure on both gay men and
lesbians to enter into heterosexual marriages and have children.…
…
3.131 The ability of LGBTI individuals and organisations to exist and operate freely and
openly has tightened considerably in recent years. Although a ‘Rainbow Rally’ LGBTI
rights parade held during the Bengali New Year in April 2015 was both high profile and
well attended, organisers planning a follow-up event in April 2016 received a number of
death threats, and cancelled the event after police refused to guarantee protection and
instead arrested four of their number.
…
3.134 …The level and frequency of harassment depends largely on an individual’s socioeconomic status and geographic location. In-country sources report that police have
increasingly targeted ‘gay beats’ (places where men meet for anonymous sex), which has
reduced the prevalence of that practice. Gay men in general report that they are unable to
seek police assistance when they are victims of crime given the likelihood that police will
target them for violence or extortion.

(2) 社会における取扱い
ア ●DFAT「出身国情報報告

バングラデシュ」（2019 年 8 月 22 日）

Sexual Orientation and Gender Identity
3.131 …In the same month, Islamist militants murdered activist Xulhaz Munnan, the
founder of Bangladesh’s only LGBTI magazine, in his apartment, along with a friend
(see also Media). Officials commenting on the murders of the two men blamed the crime
on Munnan’s activism: the Minister for Home Affairs, for example, declared that Munnan
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was ‘writing in favour of unnatural sex, which is tantamount to a criminal offence’.
Mannan’s murder remains unsolved.…
3.132 Following the Munnan case, several gay men – both activists and non-activists –
reported receiving threats of violence. LGBTI activists subsequently cancelled a number
of advocacy events and constrained their work. Some in the LGBTI community removed
Facebook pictures hinting at same-sex relationships or deactivated their profiles
altogether, and many went into hiding.…
…

(3) レズビアンの取扱い
ア ●DFAT「出身国情報報告

バングラデシュ」（2019 年 8 月 22 日）

Sexual Orientation and Gender Identity
…
3.135 DFAT is not aware of any cases in which criminal prosecutions have been brought
against lesbians in relation to their sexual identity, nor any cases in which lesbians have
been physically attacked or discriminated against on this basis.…

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) 政党間の暴力
ア ●DFAT「出身国情報報告

バングラデシュ」（2019 年 8 月 22 日）

Politically Motivated Violence (PMV)
3.92 Bangladesh is historically prone to high levels of politically motivated violence
(PMV). Today, PMV manifests in the form of violent clashes between supporters of
different factions of the same party (intraparty violence), supporters of rival parties (interparty violence), between party supporters and law enforcement agencies, and between
issues-based, politically motivated protester groups and law enforcement agencies and/or
party auxiliary organisations. Fatalities and serious injuries often result from these
clashes. PMV tends to peak during periods of heightened political unrest, including
during elections, strikes and blockades.
3.93 The number of casualties resulting from PMV varies from year-to-year. In 2018,
Odhikar reported that 120 people were killed and 7,051 injured in PMV-related incidents,
compared with 77 deaths and 4,635 injuries in 2017 and 215 deaths and 9,053 injuries in
2016. The January 2014 national elections were the most violent in Bangladesh’s history,
with months of PMV leaving hundreds dead and thousands injured across the country. As
was the case in 2015, 2016, and 2018, local government and council elections in March
2019 continued to be marred by high levels of PMV.…
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バングラデシュ（仮訳）」（2018 年 2 月）

政治的動機に基づく暴力（PMV）
3.59 バングラデシュは、高いレベルでの政治的動機に基づく暴力（ PMW：
Politically Motivated Violence）に晒されやすい。PMV は通常、同一政党の異なる
派閥の支持者間の暴力的衝突（党内暴力）
、対立政党の支持者間の暴力的衝突（党
間暴力）及び政党支持者と法執行機関の間の暴力的衝突という形態で現れる。こ
れらの衝突により死者や重傷者が出ることは普通である。PMV は、政治的不安
が高まる時期（選挙、ストライキ及び工場封鎖期間中など）に頂点を迎える傾向
がある。PMV は、ダッカの外、特にバングラデシュの北東部と南東部で最も広
く起きがちである。アイン・オ・サリシュ・ケンドラ（ASK：Ain o Salish Kendra
－国内 NGO）によると、2016 年には 907 件の個別 PMV 事件で 177 人が死亡、
11,462 人以上が負傷し、2017 年には 364 件の PMV 事件で 52 人が死亡、4,816 人
が負傷した。この数値の中には、党間及び党内暴力による死傷者に加え、選挙に
関連する暴力、ストライキ、工場封鎖及び法執行機関との衝突事件で被害を受け
た死傷者も含まれている。
3.60 2014 年 1 月に行われた国政選挙は、バングラデシュの歴史の中で最も暴力
的なものであり、数か月間に亘って PMV（上述した形態の全てを含む）が継続
し、全国で数百人の死者と数千人の負傷者を出した。…

(2) 政党内の暴力
ア ●DFAT「出身国情報報告

バングラデシュ」（2019 年 8 月 22 日）

3.94 Intra-party violence has become far more common than inter-party violence,
particularly between AL factions and individuals. In 2018, Odhikar documented 281
cases of AL intra-party violence resulting in 53 fatalities and 3,225 injuries, but only 14
cases of BNP intra-party violence resulting in three deaths and 115 injuries.…

Arbitrary Arrest and Detention
…
4.19 Intra-party violence has become far more common than inter-party violence,
particularly between AL factions and individuals. In 2018, Odhikar documented 281
cases of AL intra-party violence resulting in 53 fatalities and 3,225 injuries, but only 14
cases of BNP intra-party violence resulting in three deaths and 115 injuries. These figures
were roughly equivalent to those of preceding years. DFAT understands that the high
frequency and intense nature of AL intra-party violence can be attributed to the party’s
control over state institutions in recent times. This domination has led to competition
between rival AL factions and individuals for pre-selection as electoral candidates, and
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therefore access to, and influence on, processes and outcomes of lucrative contracts,
tenders and appointments to senior party positions.

イ DFAT「出身国情報報告

バングラデシュ（仮訳）」（2018 年 2 月）

政治的動機に基づく暴力（PMV）
…
3.61 近年、党内暴力、特に競合する AL 派閥間暴力の頻度とレベルは党間暴力の
頻度とレベルを遥かに上回ってきている。2015 年、人権 NGO の ASK は AL 党
内暴力事案を 226 件（死者 33 人）、他の全ての政党を巻き込んだ党内暴力事案
を 9 件（死者なし）記録した。これと 比較して、党間暴力事案は合計で 30 件
（うち、25 件は AL と BNP の間で発生）記録されている（死者 7 人）。2016 年、
ASK は AL 党内暴力事案を 88 件（死者 17 人）と他の全ての政党の党内暴力事
案 44 件（死者 5 人）を記録した。これと比較して、党間暴力事件は 18 件（う
ち、13 件は AL と BNP の間で発生）記録されている（死者 4 人）。同様に、2017
年、ASK は AL 党内暴力事案を 150 件（死者 29 人）、他の全ての政党の党内暴
力事案を 92 件（死者 9 人）記録した。これと比較して、党間暴力事案は 29 件
（死者 11 人）記録されている。

(3) CHT における政府当局者等の暴力への関与
ア 米国国務省「人権報告 2017 年・バングラデシュ（仮訳）」
（2018 年 4 月 20 日）
先住民族
2017 年 2 月 7 日，高等裁判所は政府に，ゴビンダガンジ郡（Gobindaganj Upazila）
で 2016 年 11 月に起きたサンタル族への放火事件について，司法調査に協力しな
かったことについて，ガイバンダ （Gaibandha）県警察の警視アシュラフル・イス
ラム（Ashraful Islam）を解任するよう命じた。警察の徹底的な捜査により，サンタ
ル族の住宅への放火に，2 人の警察官が関わっていたことが判明していた。北部に
おいて，およそ 50 万人を数えるキリスト教徒先住民族が大部分を占めるサンタル
族のリーダー達は，その他に数多くの警察官が，製糖工場の労働者との土地所有権
を巡る衝突に関与していたと主張している。サンタル族コミュニティは，サンタル
の村への攻撃について地元のアワミ連盟のリーダー数名に責任があると主張して
いる。

(4) CHT における先住民団体間の争い
ア （判決）韓国ソウル行政地方裁判所 2010 年 12 月 2 日判決 全難連 DB（2010
年 12 月 2 日）
ロ

認定事実
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(1) チッタゴン地域のジュマ人の状況
(a) チッタゴン地域は、バングラデシュ南東部に位置する山岳地帯であり、こ
の地域の先住民を総称してジュマ人という。ジュマ人はチャクマのほか、マル
マ（Marma）
、トリピュラ（Tripura）など 13 の少数民族で構成されており、バ
ングラデシュ多数民族であるベンガル人と言語、文化、宗教などで区別され、
人口は約 65 万人である。
(b) ジュマ人は、1971 年のバングラデシュ独立戦争当時、ジュマ人の政治的な
認定と、バングラデシュでの一定の自治権を確保するために、バングラデシュ
独立戦争に協力したが、戦争後も、バングラデシュ政府がジュマ人の要求を受
け入れなかったため、1972 年頃、チッタゴン丘陵民族統一党（Parbattya
Chattogram Jana Samhati Samiti、以下「JSS」という。）を結成し、1973 年 1 月
頃から武装闘争組織シャンティ・バヒニ（Shanti Bahini）を組織し、1976 年頃
から対政府ゲリラ戦を展開した。
(c) これに対し、バングラデシュ政府は、1979 年から 1984 年までのチッタゴン
丘陵地帯にベンガル人約 40 万人を移住させて定住するようにし、その時から
ゲリラ暴動の鎮圧という名分で政府軍を駐留させた。
(d) 以後 20 年の間に 2,500 人の民間人を含む 8,500 人以上が死亡し、数万人の
ジュマ人が故郷を離れた。1980 年以降、ベンガル族の集落と軍隊によって 10
回以上の大量虐殺が起き、6 万 5,000 人以上の難民がインドに脱出した。
(e) JSS は、1997 年頃、バングラデシュ政府との間に政府軍の撤退とベンガル
人入植者が占拠した土地の返還等を内容とする平和協定を締結したが、同平
和協定に不満を表明したいくつかのジュマ人が JSS の平和協定政策に反対し
てジュマ人の完全自治を要求して UPDF を結成し、対政府闘争を継続するこ
とを決意して、JSS と UPDF の間でジュマ人内部の対立が発生した。
(f) ジュマ人は JSS を中心とした親政府派と UPDF を中心とした反政府自治派
に分かれて殺人と誘拐事件が続いているが、これは主に JSS による UPDF へ
の加害行為が大部分を占めている。
g)

JSS は UPDF メンバーの拉致行為を日常的に行っており、バングラデシュ政
府は、UPDF メンバーを一度逮捕した後、濡れ衣を着せて刑務所に送るなどの
不法行為を公然と行っていることが知られている。

イ ●UPDF「タイムライン」（2019 年 1 月 25 日閲覧）
ウ 201 年
1 月 25 日 ベンガル人入植者が、
Matiranga 郡北東約 6 マイルの Horidhan Marma
集落と Hemongo Karbari 集落を攻撃し、ジュマの家屋十数戸に放火した。
6 月 18 日 Gomati バザール近くの Bandorchara からやって来た約 200 人のベン
ガル人入植者が、Matiranga 郡のトリプラ人の Takar Moni 集落に攻撃をしかけ
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た。
8 月 3 日 Khagrachari 県 Matiranga 郡近くにある Taindong の 6 つのジュマの集
落にベンガル人不法入植者が攻撃をし、十数人を負傷させ、家屋 34 戸と仏教
寺院 1 つと店舗 1 軒に放火した
2014 年
6 月 10 日 Border Guard Bangladesh attacks Jumma villagers in Jatna Kumar Karbari
Para and Shashi Mohan Karbari Para in Dighinala and drives out 21 families from their
homes.
12 月 16 日 Settlers burn down 54 houses and 3 shops belonging to Jumma villagers in
an organized attack in Bogachari under Naniachar Upazila in Rangmati district.
2015 年
1 月 10 日・11 日 Clashes erupt in Rangamati town between the Bengali settlers and
those enforcing a road blockade demanding a hold on the operation of Rangamati
Medical College. The settlers cause damage to Jumma-owned businesses including
Shevron clinic and Telecom Customer Care. They also make attempts to attack Jumma
neighbourhoods in the town including Tribal Adam and Banarupa. Several persons are
injured. Government imposes section 144.The next day, January 11, fresh clashes break
out at Banarupa bazaar as the Deputy Commissioner holds a law and order meeting at
his office. The clashes spread to other parts of the town and the settlers vandalize
Jumma-owned shops at Ananda Vihara area at Tabalchari. Night time curfew is
clamped to bring the situation under control.
1 月 22 日 The government of Bangladesh (home ministry) issues a 11-point directive
on the Chittagong Hill Tracts, putting new restrictions on foreigners wishing to visit
the area. The directive also makes mandatory the presence of a government official and
army or BGB personnel during any meetings between a foreigner and local Jumma
people in the CHT, and requests the Chittagong Hill Tracts International Commission
to delete the word ‘Commission’ from its name. The directive is issued following a
meeting on January 07, 2015 at the home ministry’s conference room with deputy
minister for home affairs, Assaduzzaman Khan, in the chair.
3 月 15 日 Army and police attack a foot march organized by Dighinala Land Protection
Committee demanding rehabilitation of the evicted 21 Jumma families, scores are
injured and several arrested including women.
4 月 12 日 A Boisabi festival rally is cracked down in Khagrachari town in April.
10 月 17 日 Clashes break out on Rangamati College campus between JSS-backed
students and activists of the Bangladesh Chattra League, the student wing of the ruling
Awami League. The Bengali settlers join with the Chattra League and beat up a
government employee named Apu Talukder in an attempt to turn it into a communal
riot. Apu is seriously injured.
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11 月 14 日 Five Jummas including three women are injured in a settler attack on a
passenger launch bound for Marishya. The attack takes place at Digor Mukh area under
Amtoli Union in Baghaichari Upazila, Rangamati district.

(5) 闇金業者の被害者
ア ●DFAT「出身国情報報告

バングラデシュ」（2019 年 8 月 22 日）

Victims of Usury and Loan Sharks
3.148 Many Bangladeshis do not have access to formal banking facilities, and resort
instead to borrowing from informal lenders. Some development NGOs offer reputable
microfinance facilities to the very poor, but these opportunities are highly limited. Other
informal lenders may be exploitative, and borrowers may be trapped into a complex debt
cycle of paying interest on one small loan with further loans. This practice may amount
to loan sharking.
3.149 People who do not have some means of capital or repayment are unlikely to be lent
money, including by loan sharks. Disputes over informal loans are unlikely to be brought
before Bangladeshi courts, and are highly unlikely to be dealt with swiftly should they
arrive there. This leaves both debtors and lenders few avenues of redress, which could
potentially lead to violence.
3.150 In-country sources advise that informal lenders consider as capital the potential to
migrate abroad and to subsequently send back remittances. Informal money lending is
therefore particularly associated with migration. Many individuals reportedly borrow
money to pay ‘middlemen’ who may be travel agents, people who organise employment,
or people smugglers. Those intending to migrate (including to Australia) may obtain
various loans in small amounts of money from different sources, including extended
family and other members of the community. Amounts paid to middlemen can range from
the equivalent of several thousand dollars to tens of thousands of dollars, depending on
the intermediary used and the destination. If that person’s attempts to migrate and send
sufficient remittances to cover the debt are unsuccessful and the person returns to
Bangladesh without having sent back sufficient remittances (for example, a failed asylum
seeker), aggressive attempts to recover the money may be made. However, DFAT
understands that lenders are more likely to loan more money to fund a further attempt to
migrate than they are to use violence to recover the debt.
…

(6) 国家保護による効果的な保護
ア 法務省入国管理局「難民と認定した事例及びその判断のポイント」
（平成 28 年
における難民認定者数等について）（2017 年 3 月 24 日）
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【事例 7】
（判断のポイント）
本国情勢に係る客観的情報によれば，申請者が居住する地域において，本国政府
は，多数派の民族とともに，Ａ民族やＡ民族の政党に対して，暴行や殺害等の凄惨
な人権侵害を行っているとの情報があること，反政府的な組織に対する本国政府
支援者の暴力的な攻撃に関し，効果的な治安対策をとっているとは言い難いなど
の特殊な地域情勢が認められる。
これらを踏まえ評価すれば，申請者は，Ｂと対立する組織を始めとする関係者か
ら標的とされ，危害を被るおそれがあり，かつ上記のような本国政府の政策・方針
等を背景とした地域情勢の特殊性も併せ考慮すれば，本国政府による効果的な保
護は期待できないと認められる。

イ 法務省入国管理局「難民と認定した事例及びその判断のポイント」
（平成 27 年
における難民認定者数等について）（2016 年 3 月 26 日）
【事例 6】
（判断のポイント）
本国情勢に係る客観的情報によれば，本国政府は，①申請者が居住し活動する地
域の情勢を注視し把握していること，②同地域における紛争の経緯は本国政府の
政策に起因すること，③反政府的と映る組織の活動に対し本国政府が支援する者
が惹起する暴力的な対立に関し，効果的な治安維持に対策を執っているとは言い
難いなどの特殊な地域情勢が認められる。
…
これらを踏まえ評価すれば，このまま申請者が帰国した場合に，所属していた政
治組織Ｆと対立する組織を始めとする関係者から注視され，危害を被るおそれが
あると合理的に想定することができ，かつ，本国政府の政策等を背景とした地域情
勢の特殊性も併せ考慮すれば，本国政府による効果的な保護も期待できないもの
と認められる。

ウ 英国内務省「出身国情報及びガイダンス
移動を含む基本情報」（2014 年 11 月）

バングラデシュ：保護主体及び国内

1.2.1
国別情報は、刑事司法制度が機能していることを示唆しているが、警察の
有効性は、インフラ、職員、訓練及び適切な捜査用備品の欠如等の基本的資源の
不足、非効率及び汚職の蔓延により弱体化している。警察改革プログラム(Police
Reform Programm)による警察及びその役務改善に向けた措置にもかかわらず、低
賃金、教育の欠如及び劣悪な労働条件によって腐敗の文化が醸成され、治安部隊
は、自白させるための拷問、強制失踪及び刑事免責に乗じた超法規的処刑等の重
大な人権侵害を行っている。複数の報告によれば、警察は、社会的暴力の防止又
は少数宗派の信徒、反体制派及び女性の保護を怠ることが多かった。
2.7.17

Odihikar が 2013 年の出来事を網羅した年次報告書で以下のように報告し
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ている。
[…]バングラデシュでは、警察は、国内で最も腐敗した機関の 1 つであると思
う。
2.8.9
米国務省の報告によれば、
「司法の独立は法の定めるところであるが、下級
裁判所の判事任命権及び司法当局者の賠償責任を行政当局に与える憲法規定
は、司法の独立性を損ねる可能性がある。裁判所制度は汚職及び大量の未決事案
によって弱体化している上、継続期間が長期に及ぶことにより、被告の多くが、
証拠捏造、被害者の脅迫及び証拠紛失により公正な審理を受けられない状態に
なっている」
2.8.11 2013 年の米国務省の報告によれば「公正な裁判を受ける権利は法の定め
るところであるが、汚職に加え、職員及び組織の能力不足により、この権利が司
法によって常に保護されるとは限らない」
2.8.14 アジア法律資源センター(Asian LegalResource Centre)の
国連人権理事
会に対する 2014 年 6 月の提出資料の報告によれば、
『治安判事裁判所及びセッ
ションズ裁判所は、
『警察の一斉再拘留』を認める方法で拷問を是認している。
こうした中で、バングラデシュ警察は、無実の貧困者及び野党支持者に罪を捏造
し、恐喝及び政界幹部に対する尽力の目的で、事案を捏造すると言われている。
他方、バングラデシュでは、犯罪捜査は再拘留及び拷問と同意語である。捏造で
不当に刑事訴訟に関わらされた貧困者は、セッションズ裁判所を超えて治安判
事裁判所の決定に異議を申し立てる経済的余裕がない。そもそもセッションズ
裁判所自体が不当な警察の再拘留についての被害者の救済を拒否することが多
い。バングラデシュでは、罪を捏造された貧困者の解放及び個人的自由に対する
権利は、司法の制度的プロセスを介して組織ぐるみで拒否される。

エ HRW「ワールドレポート 2012 年‐バングラデシュ」（2012 年 4 月 22 日）
先住民族の保護
バングラデシュ当局は、チッタゴン丘陵地帯に住む先住民群に対する暴力と差
別の激化を防ぐ措置をほとんど取らなかった。民族的・宗教的なマイノリティ集団
と多数派ベンガル人住民に属する「入植者」の間で繰り返し衝突があった。それら
の衝突は、政府が先住民とした先住民の権利を守るとの合意を実施しなかったこ
とにある程度の原因があった。

オ IDMC「世界概観 2011 年版：紛争および暴力による国内避難民‐バングラデシ
ュ」（2012 年 4 月 19 日）
軍の後援を受けたベンガル人入植者と自治増大を求める先住民族の間の戦闘に
よる避難民は、そのほとんどが非ベンガル人であった。
［平和］協定は、文化的な
認識と一定の自治を先住民集団らに与え、国内避難民の社会復帰を見越したが、彼
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らの状況は変化していない。
政府は、土地紛争を解決するための土地委員会を設置し、国内避難民を登録・支
援するための「帰還難民および国内避難民の社会復帰に関するタスクフォース」を
設置したが、これらの機関はその目的を実現していない。一方、軍の兵士らによる
人権侵害や先住民の集団と入植者の間の衝突は 2011 年に入っても続いていた。報
告の制約によりほとんどが記録されていないが、これらの侵害や衝突が武力紛争
の過程で多くの人々を避難させた。

カ MRGI「世界のマイノリティと先住民族の状況報告 2011 年版」
（2011 年 7 月 6
日）
いくつかの問題がバングラデシュのマイノリティの福利に関する難題をもたら
し続けている。1 つ目は、当局がどの程度にマイノリティの身体的な安全を保障で
きるかに関するものである。コミュニティと彼らの財産に対する攻撃増加に対応
しないことは、バングラデシュに刑事免罪の文化を生むことになる。多くの批評家
が、広範な無法状態に対処するために 2004 年に結成された約 4500 名の兵士と警
察官で構成される準軍事部隊の緊急行動部隊（RAB）の活動を通じ、これが既に深
く根付いていると主張している。2 つ目の問題はバングラデシュの世俗性であり、
最高裁判所が判決において達成しようとし、立法機関がマイノリティの参加増加
と教育におけるより大きな自由を通じて植えつけようとしてきたものである。し
かし、これらの措置の影響は、このような政策に関する社会全体の合意なしには限
界がある。最後に、チッタゴン丘陵地帯協定の締結から 13 年が経つが、その条項
の不履行は当該地域で緊張が続いていることを意味する。先住民女性の経済的・社
会的権利の状況へ適切な注意を払わないことは、11 月 23 日にダッカで開催された
高官レベル会議で強調されたが、先住民族住民が引き続く差別と略奪の被害者と
なっていることを意味する。

キ AI「年次報告 2011 年版‐バングラデシュ」
（2011 年 5 月 13 日）
政府のチッタゴン丘陵地帯の先住民ジュマ族の安全確保における不作為は、ジ
ュンマ族をジュンマ族の土地を侵害するベンガル人入植者たちから攻撃を受ける
危険にさらすことが多い。2 月 20 日、軍（この地域への大規模な駐留を維持して
いる）がジュンマ族のデモ参加者数百人に向け発砲したことで、少なくとも 2 人
の先住ジュンマ族の者が死亡した。彼らは、2 月 19 日夜のランガマティ県バガイ
チャリ地区でベンガル人入植者が少なくともジュンマ族の家屋 40 戸に放火した事
件の後、平和的に保護を要求していた。この攻撃または殺人に関して捜査が行われ
たまたは誰かが訴追されているとの報告は存在しなかった。

ク IRDC「バングラデシュの仏教徒の取り扱い
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仏教徒への国家保護に関するあらゆる報告」（2011 年 4 月 28 日）

「宗教的自由の侵害」と題する項目において、この報告は次を述べている。
「チッタゴン丘陵地帯委員会の報告によると、2010 年 2 月 19 日、ベンガル族入
植者らがバガイチャリのウパジラで、民族的マイノリティを攻撃し、人々に暴行
をふるい、家産約 500 棟と仏教パゴダ［仏塔］に放火した。この攻撃でマイノリ
ティ 2 人を含む少なくとも 3 人が死亡した。自らの生命を守るために 500 世帯
以上、1800 人以上が逃亡し、更なる攻撃から逃れるために森のなかに逃げ込ん
だ。その報告によると、治安部隊が攻撃中に居合わせていたが、暴力を止めるた
めの何の行動もしなかった。報告期間中、政府はこれらの申立てを調査し、当該
地域の治安担当の軍司令部の一部について人事異動を行った。」（同上）
…
エコノミック・ポリテイカル・ウィークリーの記事は、この争いの背景事情につい
て次のコメントをしている。
「バングラデシュのチッタゴン丘陵地帯において引き続く暴力は、先住民族か
ら民族的アイデンティティを奪い、彼らの土地をベンガル語を話す住民のため
に強奪する国家政策に根ざすものだ。これにおいて、バングラデシュはパキスタ
ンと同じような政策を行い、現地の人々を抑圧し、彼らの土地と家畜を奪うため
に軍と国家機能を使用した。この暴力の構造的な原因がバングラデシュによっ
て対処されない限り、この暴力の連鎖は終わらない。2010 年 2 月 19 日と 20 日、
バングラデシュ国軍の支援を受けたベンガル人入植者たちは、パングラデ、シュ
のチッタゴン丘陵地帯(CHT）バガイチャリ県の 15 の先住民族の村々を攻撃し
た。士地強奪がこの攻撃の動機であった（詳細は、ACHR2010 を参照）。女性 1
人を含む 6 人の先住民族住民が国軍による発砲で殺害され、少なくとも 25 人
（私服姿のバングラデシュ軍兵士 l 人を含む）が負傷し、約 300 戸（UNDP が建
てた村の公民館を含む）が焼かれて灰となった。教会 l 棟が破壊され、仏教寺院
l 棟が全焼した。暴力はその後にカグラチャリ県などの別の地域にも拡大し、ベ
ンガル人入植者 1 人が死亡するなど、広範な破棄を引き起こした。」（エコノミ
ック・ポリテイカノレ・ウィークリー「チッタゴン丘陵地帯における暴力の構造
的な原因」
（2010 年 3 月 20 日））
…
グローバル・インサイトは次の報道をしている。
「昨日バングラデシュ南西で、燃え上がった民族衝突で少なくとも 4 人が殺害
され、50 人以上が負傷した。これらの死は、名目上は土地係争に端を発するも
のであるが、ベンガル族（バングラデシュの主要民族集団）入植者に対する仏教
徒住民による暴動の結果で、あった。伝えられるところでは、この暴力は機動隊
が入って暴徒を散会させるまで 3 時間続いた。しかし、警察はさらに 20 名の負
傷者を出した報復攻撃を防ぐことはできなかった。この事件の直後に非常事態
が宣言され、3 人以上が一箇所に集まることが事実上禁じられ、更なる不穏な動
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きを防ぐために治安部隊がかなり増強された。」
（グローバル・インサイト「バン
グラデシュ南西の民族衝突で、少なくとも 4 人が殺害され、50 人が負傷」
（2011
年 4 月 18 日）
）
先住民族問題＆情報の報告は次を述べている。
「2011 年 4 月 17 日、治安部隊の直接支援を受けたベンガル人入植者らが、チッ
タゴン丘陵地帯カグラチャリ県のラムガル・ウパジラのハフチャリ集合のジュ
ンマ族村 5 村とマニクチャリ・ウパジラの村 2 村に対し、大規模な対立住民に
対する放火攻撃を行った。この攻撃で仏教寺院 l 棟を含む先住民族ジュマ族住民
の家屋が約 200 棟が全焼した。女性 3 人を含む少なくとも 20 人のジュンマ住民
が負傷し、少なくともジュンマ 6 人が行方不明のままとなっていたのジュンマ
住民らは入植者の攻撃を受けてジャングルの中に逃げた。」（先住民族問題＆情
報「バングラデシュ：ラムガルで、治安部隊の支援を受けたベンガル人入植者が
先住民族ジュマ族に対して大規模な対立住民に対する放火攻撃」(2011 年 4 月 18
日）
）
この報告の「攻撃の概要」と題する項目は次を述べている。
「それに対する反動として、グイマラ師団の軍隊の保護の下で、ベンガル人入植
者がラムガリ・ウパジラのハフチャリ集合のシャンコカ・パラ村、トイカノレマ
村、リーマラム・パラ村、スルドン・パラ村およびパタチャラ村のジュンマ住民
への攻撃を開始した。ジュンマ住民の家屋は略奪を受け、放火された。軍隊が地
域中をパトロールしていたにも関わらず、ベンガル人入植者たちがジュンマの
家屋に放火することに反対しなかった。軍は道路沿いのパトロールを続けてい
た中で、ベンガル人入植者たちはジュンマの村に入って放火を開始した。この攻
撃で、シャンコカ・パラの仏教寺院 l 棟を含む約 100 戸が全焼し、トイカルマ
（カチュ・バンテ）
・パラの 15 戸、リーマラム・パラの 15 戸、スノレドン・パ
ラの 25 戸とパタチャラの 16 戸が放火された。」
（同上）

(7) 土地問題の解決
ア 米国国務省「人権報告 2016 年・バングラデシュ」（2017 年 3 月 3 日）
中央政府は土地使用に対する権限を保持した。土地委員会は、非合法的に取得さ
れた全て の土地の調査及び返還を目的に創設されたが、2016 年 10 月現在、解決
した紛争は全くなか った。ベンガル人及び先住民族は、委員会の構成と公平性を
疑問視した。2016 年 8 月の CHT 土地紛争解決委員会法の改正は、この問題に取
り組むためのものだったが、この地域に入 植したベンガル人は、自身の利益を代
表するものにならないと考えて、改正に異議を申し 立てた(第 2 節 d を参照)。
…

7.

兵役、強制徴集（非国家主体の）
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ア CIA「The World Factbook - Bangladesh」
（2020 年 2 月 17 日閲覧）
兵役年齢と義務：
16 歳から 21 歳の志願兵制、バングラデシュ国籍と 10 学年修了が要件。士官は、
17 歳から 21 歳の年齢で、バングラデシュ国籍と 12 学年修了が要件。
（2018 年）

8.

司法制度・刑事手続
(1) 刑事手続関連文書の入手
ア バングラデシュ弁護士チャンチュ・チャクマ氏「法律専門家意見」
（2017 年 12
月 18 日）
犯罪事件の文書を入手することに関して、バングラデシュにはいくつかの法律
があります。これは被疑者が逃亡している場合でさえも可能です。当該人の代理人
または家族は、当該人に求められればそれらの文書を入手することができます。法
律は下記の通りです。
１．
「バングラデシュ最高裁判所」第 1 及び第 2 法典の刑事規則及び 2009 年令（下
級裁判所の運用と手続）
。この法律では、第 14 章の規則 243 号が、あらゆる事
件に関する文書の入手を認めています。
２．2009 年情報権利法の第 4 節は、すべての市民のあらゆる情報を入手できる権
利を保護しています。
３．また、憲法は、第 3 章の基本的権利の通りにこれを認めており、27 条・31 条・
32 条・33 条・35 条が、あらゆる法的な手続きにおいて自身を弁護する権利を認
めています。
上記の法律から、下級裁判所の運用法は、
「バングラデシュ最高裁判所」第 1 及
び第 2 法典の刑事規則及び 2009 年令（下級裁判所の運用と手続）です。この法律
の第 14 章の規則 243 号は、
「刑事手続の当事者は、裁判又は調査および 1998 年刑
事訴訟法（法律 1998 年 5 号）173 条が規定する警察により提出された最終報告書
のあらゆる部分の写し、謄本又は認証のない写しを入手する権利を有す」
。
当事者には、弁護士又は法定代理人（被疑者の親族の誰か）が含まれます。
写しには、告発状、調書、逮捕状や、警察の捜査に関するあらゆる報告書が含ま
れます。
上記の文書は、当該法の第 2 法典にある別の形態で提供されます。
上記の法律は、下記の URL で検索することができます。
http://supremecourt.gov.bd/resources/rules/HighCourt/Chapter-XIII.pdf

イ バングラデシュ刑事規則及び 2009 年令
Rule 243. Parties to a criminal proceeding are entitled to obtain copies, certified or
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uncertified, of any portion of the record of trial or inquiry including such police papers as
may be used as evidence at the trial or inquiry and final report submitted by the police
under section 173 of the Code.
Note: Police reports on which proceedings are instituted under Chapters VIII and X of
the Code shall form a portion of the record of the trial or inquiry.

9.

警察・治安部隊（刑務所等の状況含む）
(1) 治安部隊による人権侵害
ア 米国国務省「人権報告 2017 年・バングラデシュ（仮訳）」
（2018 年 4 月 20 日）
b.

失踪

…
政府高官は繰り返し，強制失踪の事件を否定し，被害者は自ら身を隠しているの
だと主張した。2017 年 7 月 4 日，司法調査によって，強制的失踪は発生している
と結論付けられ，警察捜査局（Police Bureau of Investigation）は失踪した人々に関
して措置を講じるよう命じられた。2017 年 4 月，スウェーデンのラジオが，ある
RAB 上級職員との秘密で録音されたインタビューを報道し，これにおいて当該職
員は，所属のユニットが常態的に市民を捕らえ，殺害し，遺体を遺棄していたこと
を認めた。
c.

拷問及び他の残虐，非人道若しくは品位を傷付ける取扱い又は刑罰憲法及び

法律では拷問及び他の残虐，非人道若しくは品位を傷付ける取扱い又は刑罰を
禁じているが，地元及び国際的な人権擁護団体の報告及び報道によると，RAB，諜
報機関及び警察を含めた治安部隊が，逮捕及び取り調べの際に拷問や，残虐，非人
道的若しくは品位を傷付ける取扱い又は刑罰を行ったとのことである。伝えられ
るところによれば，治安部隊は，過激派構成員の容疑者や野党党員から情報を聞き
出すために拷問を利用した。また，治安部隊は脅迫，殴打，ニーキャッピング（足
の狙い撃ち）及び電気ショックを使用し，また時々，強姦及び他の性的虐待を働い
たとも伝えられる。2017 年中，オディカルの報告では，治安部隊は約 12 人の人を
拷問し，死に至らしめた。
…
警察及び治安組織の役割
…
治安部隊は虐待を働き続けたが，刑事責任を問われなかった。原告は，長期間に
及ぶ裁判手続及びや報復に対する恐怖から，刑事事件で警察を告発することを躊
躇した。警察を相手取った告訴の躊躇も，不処罰の風潮を助長する要因であった。
法執行機関の主要な地位の多くは，与党に忠誠を誓う官吏で占有されていた。
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バングラデシュ」（2019 年 8 月 22 日）

Enforced or Involuntary Disappearances
…
4.5 While disappearances particularly target individuals associated with opposition
political parties, they have also been alleged in relation to journalists and activists (see
relevant sections). Disappearances reportedly occur mostly at night, but may be related
to arrests that are made during daylight and in public places. Plain clothes police officers,
often from the RAB (see Police), are often accused of propagating disappearances.
Disappearances may be related to a range of matters, but local sources claim that they
often occur in relation to the DSA and other ICT legislation (see Media).
4.6 HRW alleged in July 2017 that law enforcement authorities had illegally detained
hundreds of people since 2013, including scores of opposition activists, and held them in
secret detention. The report, based on interviews with family members and witnesses,
found that at least 90 people were victims of enforced disappearance in 2016 and 48
people were forcibly disappeared in the first five months of 2017. While most of the
victims of enforced disappearance appeared in court after weeks or months of secret
detention, the HRW report documented 21 cases of detainees who died in custody and
nine others whose whereabouts remain unknown. The report also alleged that many of
those forcibly disappeared were subjected to severe torture and ill-treatment while in
secret custody.
4.7 BNP leaders claim that the rate of enforced disappearance increased in the lead-up to
the 2018 election. BNP leaders claim that authorities mounted a campaign of
disappearances to humiliate senior leaders, and to intimidate other BNP members and
discourage them from publicly supporting the party. DFAT is unable to comment on the
veracity of such claims.

Arbitrary Arrest and Detention
…
4.16 The US State Department’s 2018 Human Rights Report on Bangladesh documented
large numbers of arbitrary arrests. Such arrests often occurred in conjunction with
political demonstrations, such as protests related to garment factory conditions or road
safety (see Politically Motivated Violence (PMV)
…
4.20 Protestors and Street Demonstrations) or as part of security force responses to
terrorist activity. The State Department report also noted that the government held persons
in detention without specific charges, sometimes in an attempt to collect information
about other suspects. Human rights organisations and other observers have claimed that
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police use arbitrary arrests as a means to raise money through bribes and bail from
arrested individuals, as well as to intimidate members of political opposition groups.

(2) 刑務所の状況
ア 米国国務省「人権報告 2017 年・バングラデシュ（仮訳）」
（2018 年 4 月 20 日）
刑務所及び収容施設の状況
刑務所は依然として苛酷な状況で，また時々，過密，不十分な施設及び適切な衛
生状態の欠如が原因で生命を脅かすこともあった。ASK によると，こうした状況
が収容中の死亡の一因であり，2017 年中に合計 53 人が刑務所内で死亡した。
…

イ ●DFAT「出身国情報報告

バングラデシュ」（2019 年 8 月 22 日）

Deaths in Custody
4.8 …Odhikar documented 64 custodial deaths between 1 January and 30 November
2018. According to Odhikar, the causes of custodial deaths included the effects of torture
in police remand, negligence by prison authorities, and deprivation of medical treatment
in jail.

Detention and Prison
…
5.19 Human rights groups report that living and sanitation conditions in most Bangladeshi
prisons are very poor. Severe overcrowding is common, with many prisoners forced to
sleep in shifts. Juvenile prisoners are often incarcerated with adults. Prisons do not meet
minimum international standards for adequate light, air, decency and privacy, and do not
have adequate toilet facilities. The US State Department’s 2018 Human Rights Report
stated that prisoners reported having to pay exorbitant fees for food, bathing and toilet
use, places to sleep, and other services, with authorities levying additional fees for visits
with family members. Prisoners do not have direct access to lawyers, though this may be
coordinated through family. There is no established mechanism or institution for
prisoners to submit complaints.

10. 報道の自由
ア 米国国務省「人権報告 2017 年・バングラデシュ（仮訳）」
（2018 年 4 月 20 日）
a.

報道の自由など，表現の自由

憲法では報道の自由を含め，言論の自由を規定しているが，政府は時々，これら
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の権利を尊重しなかった。言論の自由は著しく制限されていた。一部のジャーナリ
ストは嫌がらせを受けないよう，また報復を恐れるあまり，政府に対する批判を自
己検閲した。
…。2006 年情報通信技術法（Information and Communication Technology Act）
（ICTA）第 57 条は，個人及び組織の名誉毀損に言及しており，反対派の人々や市
民社会団体のメンバーを訴追するために利用されていた。
…
暴力と嫌がらせ：当局は，場合によっては諜報機関も含め，ジャーナリストに身
体的な攻撃，嫌がらせ及び脅迫を行った。あるオンラインニュース機関のジャーナ
リスト，ウトパル・ダス（Utpal Das）は，2017 年 10 月に行方不明となり，12 月に
姿を現した。戻ってきた後，ダスは不可解な声明を発表したが，観測筋は，ダスが
脅迫の手段として強制的に失踪させられていたのではないかと述べた。大学教授
でソーシャル・メディア上の著名人であるムバエル・ハサン（Mubaher Hasan）は，
2017 年中，44 日間失踪していた。ニュース・サイトの『ザ・ワイヤー（The Wire）
』
がこの失踪についての責任は軍諜報機関にあると報じた後，政府は，
『ザ・ワイヤ
ー』へのアクセスを遮断した。
…
情報通信技術法（Information and Communication Technology Act）
（ICTA）の第 57
条は，国家又は個人に対する挑発的又は軽蔑的な情報をインターネット上に投稿
することを刑事罰の対象とする。この法律に反対の人々は，この規定が憲法に反し
て言論の自由を抑止するものであると述べた。政府は ICTA 及び死刑の可能性のあ
る治安紊乱罪で告訴するという脅迫を使用して，インターネット上での活動を制
限し，ネット上の表現の自由を抑制した。
デイリー・スターの調査によると，政府は，2017 年 3 月から 6 月の間に，ICTA
第 57 条に基づく 11 の事件で少なくとも 21 人のジャーナリストを訴追した。

イ ●HRW「ワールドレポート 2020‐バングラデシュ」（2020 年 1 月 14 日）
Journalists faced pressure to self-censor or risk arrest. The Digital Security Act, passed
in October 2018 to replace the often-misused Information and Communication Technology
Act, included harsher provisions that have been used to penalize criticism of the
government. The Bangladesh’s Editors’ Council, an association of newspaper editors, said
that it effectively prohibits investigative journalism. But the government refused to budge
despite repeated calls to bring the law in line with Bangladesh’s
international commitments to protect freedom of expression.
Authorities increased internet censorship. The government blocked nearly 20,000
websites in February in what was described as an “anti-pornography” sweep, but which
included a number of popular blogging sites. In March, the National Telecommunication
Monitoring Centre blocked access to Al Jazeera’s English news website after the news
40

バングラデシュ 2020 年 2 月 17 日

©難民研究フォーラム https://refugeestudies.jp/

agency published a report citing allegations against Prime Minister Sheikh Hasina’s
security advisor.

ウ ●DFAT「出身国情報報告

バングラデシュ」（2019 年 8 月 22 日）

Media
3.102 …The Digital Security Act (2018, DSA) was passed in September 2018, replacing
the Information and Communication Technology Act (2013, ICT Act). The DSA gives
authorities the power to review digital communications, including on social media and
closed-source platforms, and criminalises various types of online speech, ranging from
defamatory messages to speech that ‘injures religious values or sentiments’. Maximum
penalties under the DSA include life in prison for spreading false information about the
1971 civil war or about ‘Father of the Nation’ Sheik Mujibur Rahman; seven years for
disturbing public order; and two years for defamation or harming religious sensitivities.
Authorities have used the DSA and the earlier ICT Act against both street protest
organisers and against journalists covering these protests. The DSA permits law
enforcement agencies to arrest and indefinitely detain suspects without bail, and imposes
no limit on officials’ power during the investigatory period. In its 2019 Freedom in the
World report, Freedom House rated Bangladesh’s media ‘Not Free’.

11. 宗教の自由
(1) 冒とく罪の適用
ア ●DFAT「出身国情報報告

バングラデシュ」（2019 年 8 月 22 日）

Blasphemy/ Defamation of Religion and Atheists
3.36 Chapter XV of the Penal Code (‘Of Offences Relating to Religion’) provides for
penalties of up to two years’ imprisonment for statements or acts that demonstrate a
‘deliberate and malicious’ intent to insult religious sentiments. Although the code does
not define ‘intent to insult religious sentiments’, Bangladeshi courts have generally
interpreted it to include insulting the Prophet Mohammed. The Criminal Code allows the
government to confiscate all copies of any newspaper, magazine, or other publication
containing language that ‘creates enmity and hatred among the citizens or denigrates
religious beliefs’. The Information and Communication Technology (ICT) Act (2006)
applies similar restrictions to online publications, and was amended in 2013 to further
criminalise defamation of religion.
3.37 Religion, particularly Islam, is a central part of Bangladeshi culture and identity.
Publicly professed atheism is very uncommon. Islamist organisations have consistently
used the pejorative label ‘atheist’ against individuals who have publicly criticised Islamic
fundamentalism or who have questioned the role of Islam in the state, including those
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advocating for secular values. The government has periodically used the blasphemy laws
against such individuals, often following complaints from Islamist organisations. Such
activities peaked in 2013-14, when there were a number of high-profile arrests and
prosecutions. In December 2017, immigration authorities detained a blogger at Dhaka
airport who had reportedly criticised Islam in his social media posts, leading to protests
by hundreds. Authorities reportedly charged the blogger under the ICT Act (see also
Media), a year after the head of an Islamic seminary had filed a case against him. The
current status of his case is unclear.
…

イ DFAT「出身国情報報告

バングラデシュ（仮訳）」（2018 年 2 月）

宗教の冒涜/中傷
3.24 刑法第 15 章（
「宗教に関する犯罪」について規定）は、「意図的に、かつ、
悪意を 持って」宗教的感情を侮辱する意図を示す発言又行為に対して懲役 2 年
以下の刑を科すことを定めている。刑法は「宗教的感情を侮辱する意図」を定義
していないが、バングラデシュの裁判所は一般にこの表現が預言者ムハンマド
を侮辱する行為を含むものと解釈してきている。刑法は政府に対し、
「市民間に
確執と憎悪を生み出す又は宗教的信条を侮辱する」言語を含む全ての新聞、雑誌
その他の出版物の全ての写しを没収することを認めている。2006 年の情報通信
技術（ICT：Information and Communication Technology）法（メディアを参照）は、
オンライン出版物にも同様の制限を適用している。ICT 法はさらに宗教を中傷
する行為を犯罪とするため、2013 年に改正された。
3.25 イスラム組織は、イスラム原理主義を公然と批判している又はバングラデシ
ュにおけ るイスラム教の役割に疑義を呈している者（世俗的価値を擁護する
人々を含む）に対し、一貫して軽蔑的な「不信心者」というレッテルを貼ってき
た。政府はしばしばイスラム組織から苦情を受けて、このような個人に対して定
期的に冒涜法を適用してきている。…
…

(2) 改宗者に対する当局の取扱い
ア ●英国内務省「国別政策及び情報ノート バングラデシュ：宗教マイノリティ
および無神論者、第 2.0 版」
（2017 年 10 月）
2.4.8 There are no laws prohibiting religious conversion, yet it might be seen as apostasy.
Interfaith marriages can take place under the Special Marriage Act although, under the Act,
couples must declare their disbelief in any traditional religion (see Religious conve rsions
and apostasy, Interfaith marriages and Personal status laws). 2.4.9 In general, the level of
state discriminati
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2.4.9 In general, the level of state discrimination faced by religious minorities is low and
is not sufficiently serious by its nature and repetition to amount to a real risk of persecution
and/or serious harm.
2.4.10 However, people accused of blasphemy or religious defamation (for example,
converts from Islam, atheists or secularists) may face legal sanction, including
imprisonment.

(3) 改宗者に対する非国家主体による取扱い
ア ●DFAT「出身国情報報告

バングラデシュ」（2019 年 8 月 22 日）

改宗
3.33 There are no laws prohibiting religious conversion in Bangladesh. DFAT assesses
that individuals converting from Islam to another religion (generally Christianity) are
more likely to face societal pressure than are individuals converting to Islam. Rumours
that Christian churches are seeking to convert Muslims have occasionally led to localised
violence against Christian individuals and institutions. In separate incidents in early 2016,
Islamist militants murdered Christian converts in Jhenaidah, west of Dhaka, and in
Kurigram, northern Bangladesh.

Blasphemy/ Defamation of Religion and Atheists
…
3.38 In addition to official sanction, individuals who have publicly criticised Islamic
fundamentalism or have criticised the role of Islam in the state have faced significant
societal pressure in the form of threats and violence from Islamist militant organisations.
Militants committed a number of high profile murders of alleged ‘atheists’ in 2013-16,
focusing in particular on bloggers whose writings were deemed to be ‘un- Islamic’. While
there have been arrests and successful prosecutions in some of these cases, others remain
unsolved (see Media).

イ DFAT「出身国情報報告

バングラデシュ（仮訳）」（2018 年 2 月）

改宗
3.22 バングラデシュには改宗を禁じる法律がない。イスラム教から他の宗教（一
般にキリスト教）へ改宗する者は、イスラム教へ改宗する者よりも社会的圧力を
受ける可能性が高いと DFAT は評価している。キリスト教会がイスラム教徒を
改宗させようとしているという噂がキリスト教の信者や機関に対する局所化さ
れた暴力を招くことが度々あった。2016 年初め、イスラム過激派がダッカの西
に位置しているジェナイダ（Jhenaidah）とバングラデ シュ北部のクリグラム
43

バングラデシュ 2020 年 2 月 17 日

©難民研究フォーラム https://refugeestudies.jp/

（Kurigram）でキリスト教への改宗者を殺害した。この 2 つの事件 は別々に起
きている。DFAT は、これらの事件以外にキリスト教への改宗者に対するこのよ
うな性格の襲撃が近年に発生しているとは認識していない。
…

宗教の冒涜/中傷
…
3.27 2013 年 4 月、イスラム集団はその著述が「反イスラム的」であるとみなさ
れるブロガー84 人を載せた「暗殺対象者リスト」を公表した。その氏名がこの
リストに載っていた 4 人のブロガーは 2015 年にダッカとシレット（Sylhet）に
おいて別々にマチェーテ襲撃を受け、めった切りされて死亡した。また、2016 年
4 月にはもう一人のブロガーもダッカで同様の襲撃を受けて死亡した。暗殺対象
者リストに載っていた他のブロガー、著述家及び出版者の 多くは国家の保護が
ない又は不十分であることを理由に身を潜め、又は亡命した。さらに、2016 年
4 月、強硬派イスラム集団が「反イスラム的」であるとして非難した文化活動に
関わったラジシャヒ（Rajshahi）の大学教授が殺害されるという事件が発生した。

ウ ●英国内務省「国別政策及び情報ノート バングラデシュ：宗教マイノリティ
および無神論者、第 2.0 版」
（2017 年 10 月）
2.4.15 Between January 2013 and mid-2016 several small-scale, localised attacks
targeting minority religious groups and high-profile secular activists (considered to have
publicly insulted Islam) were carried out by Islamist militant groups. There was no repeat
of similar terrorist attacks in 2017/2018 although there have been at least 2 apparently
targeted attacks on secular writers, who were open about their views, in 2018 (see Islamic
extremism and state response and Atheists/secularists).
…
2.4.21

Converts may face ostracism, threats and social stigmatisation.

2.4.22 In general, the level of societal discrimination faced by religious minorities is low
and does not amount to a real risk of persecution and/or serious harm. Although there have
outbreaks of communal violence and sporadic attacks by extremists, in general, these are
not sufficiently serious by their nature and repetition as to amount to persecution or serious
harm. Each case must be considered on its facts, with the onus on the person to demonstrate
that they face a real risk
…
2.4.24 The level of societal discrimination faced by a person who does not actively seek
to publicly express their lack or rejection of religion or simply no longer actively adhere to
a faith, is generally low. Many Bangladeshis do not attend mosque on a regular basis and
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there are no apparent repercussions. However, high profile atheist/secularist bloggers and
activists, deemed to have defamed Islam, face a high risk of discrimination in the form of
threats and physical violence by Islamic extremists. For further information on bloggers and
activists, see the Country Policy and Information Note on Bangladesh: Journalists,
publishers and internet bloggers.

12. 国籍、民族および人種
(1) チッタゴン丘陵地帯（CHT）の先住民族
ア ●DFAT「出身国情報報告

バングラデシュ」（2019 年 8 月 22 日）

先住民－チッタゴン丘陵地帯（CHT）
…
3.8 Indigenous people in the CHT continue to express concerns over the appropriation of
their land by authorities and others, including Bengali settlers and commercial entities,
and the lack of an effective mechanism to resolve land disputes fairly. Local indigenous
people claim that military officers tacitly support land appropriation (known colloquially
as ‘land grabbing’) by failing to prevent or respond to acts of physical violence by settlers
against indigenous people, including sexual assault against indigenous women. Fear of
sexual violence leads many indigenous women to restrict their movements. Local rights
groups have also reported instances whereby military personnel have responded to lowlevel incidents of violence against settlers or military property with disproportionate
‘collective justice’ punishments, including forced evictions of whole villages. Local
groups claim they have difficulty convincing national media to report on indigenous
issues, even where compelling footage depicting alleged abuses is available.

イ DFAT「出身国情報報告

バングラデシュ（仮訳）」（2018 年 2 月）

先住民－チッタゴン丘陵地帯（CHT）
…
3.4 CHT 和平協定の条件に基づき、CHT は非武装化されることになり、また、土
地紛争問題に対処するために土地委員会（Land Commission）が設置された。政
府は、インドへ逃れた人々が帰還できるようにするため、また、先住民向けの代
表枠を確保する目的で権限分割の取り決めを確立するため、支援パッケージを
提供することに同意した。国内 NGO は、政府がこれまで和平協定の条項のほん
の一部しか完全に実行していないと主張している。CHT は重武装した状態のま
まであり、国内外の NGO とメディアは一般に立ち入ることを認められていな
い。また、軍検問所が地元住民の域内における自由な移動を妨げている。地元の
行政機関は一部存在するものの、概して無力であり、地元住民を代表するもので
もない。しかし、CHT はバングラデシュで選出された代表ではなく任命された
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代表がいる唯一の地区である。

ウ 米国国務省「人権報告 2017 年・バングラデシュ（仮訳）」
（2018 年 4 月 20 日）
先住民族
CHT の先住民族コミュニティは，市民サービス及び高等教育における CHT の先
住居住者の参加に向けた割当制度を政府が全国的に定めたにもかかわらず，広範
な差別や虐待に見舞われた。この状態は，1997 年の平和協定（CHT Peace Accord）
において要求された地方統治の規定にもかかわらず持続していた。CHT 出身の先
住民族は，土地委員会の構成及び政策に関する不賛成を背景に，自分達の土地に影
響を及ぼす決定に効果的に参加することができなかった。
中央政府は土地使用に対する権限を保持した。土地委員会は，非合法的に取得さ
れた全ての土地の調査及び返還を目的に創設されたが，2017 年中に解決した紛争
は全くなかった。

エ 外務省「バングラデシュ人民共和国基礎データ」（2018 年 2 月 14 日）
（5）国内南東部に広がるチッタゴン丘陵地帯は数多くの少数民族が居住する地域
で，ミャンマーや印北東州とのつながりが強い地域であったが，独立後，多数を
占めるベンガル・イスラム系住民の入植が進められた結果，少数民族との間で摩
擦が高まり，武力衝突にまで発展するようになっていた。1997 年の和平協定の
調印によって少数民族とベンガル人入植者との間での抗争が終結したものの，
調印後 20 年が経過したにもかかわらず，協定の履行が遅々として進んでいない
ことに少数民族側の不満は高まっている。

オ 外務省「最近のバングラデシュ情勢と日本・バングラデシュ関係」（2013 年 4
月）
与野党間対立の先鋭化に伴い、ヒンドゥー教などマイノリティのコミュニティ
ーが襲撃される事件が散発しており、国際社会においても懸念が表明されている。
また、チッタゴン丘陵地帯においては、1997 年の和平協定調印によって少数民族
とベンガル人入植者との間での抗争が終結したものの、和平協定の実施が十分さ
れていないという少数民族側の不満があり、現在も問題解決に至っていない。

カ 判決「東京地判平成 30 年 4 月 19 日」
(ア) 概略
CHT は，バングラデシュ南東部のミャンマー連邦共和国（以下「ミャンマー」
という。
）との国境を接する地域に位置し，ランガマティ県，バンドルボン県及び
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カグラチョリ県（以下「丘陵 3 県」という。）がある。同地域には従来から 11 ない
し 20 のモンゴロイド系少数民族（チャクマ族，マルマ族，トリプラ又はトリプリ
族等）が居住しており，これらの少数民族は，総じて「ジュマ族」と呼称される。
バングラデシュ独立前においては，CHT における経済・文化上の独自性が維持さ
れており，総人口も約 60 万名以上にのぼるとされている。その中で最も多いのが
チャクマ族である〔略〕
。
これら少数民族の多くは上座部仏教徒であるが，ヒンドゥー教，キリスト教及び
アニミズムの信仰者も存在し，ベンガル人イスラム系入植者も多数居住している
〔略〕
。
(イ) 和平協定の締結に至る経緯
a

バングラデシュ政府は，1971 年（昭和 46 年）の独立後，チャクマ族を始め
とする少数民族が自治権を要求したことから，少数民族側を反政府勢力とみ
なし，ベンガル・ナショナリズムを掲げて，多数民族であるベンガル人を CHT
へ入植させる政策を進めた。その結果，CHT では，ベンガル人入植者と少数
民族間における衝突・紛争にまで発展した〔略〕
。
この衝突・紛争を受け，チャクマ族は，1973 年（昭和 48 年）
，自らの政治
組織「PCJSS」の下に軍事組織である「シャンティ・パヒニ（平和の戦士）」
を結成し，パングラデ、ンュからの分離独立を主張し，政府軍との武力紛争を
開始した。少数民族側は紛争の激化とともに，チャクマ族を中心に約 6 万名
が国境を接するインド・トリプラ州やミゾラム州に避難した〔略〕
バングラデシュ政府は，1989 年（平成元年），問題の解決に向け，丘陵 3 県
に県評議会を設置するための県評議会選挙を実施し，1992 年（平成 4 年）に
は，和平に向けて PCJSS との協議を開始したものの，合意には至らなかった
〔略〕

b

バングラデシュ政府は，1996 年（平成 8 年）9 月 30 日，アブル・ハシナト
国会議長（当時）を委員長として，国家チッタゴン丘陵地帯委員会（以下
「NCCHTJ という。
）を設置し，NCCHT と PCJSS との間で，同年 12 月以降，
7 回にわたる協議が行われた上，1997 年（平成 9 年）12 月 2 日，PCJSS とバ
ングラデシュ政府との聞で和平協定が署名され，即日発効した〔略〕。

(ウ) 和平協定の主な内容
和平協定は，NCCHT と PCJSS の両者が「チッタゴン丘陵地帯を少数民族の居住
する地域と考え，その特徴を保護し地域の全体的な発展を達成する必要があるこ
とを認識した。
」
（和平協定の 1 総則(1)，
〔略〕）とした上，以下のとおり，CHT に
居住する少数民族の権利及び自治要求が認められた〔略〕。
a.

丘陵 3 県協議会の議員の中から選出された地域評議会を設置する。なお，
全議員の 3 分の 2 は少数民族出身者から選出することが定められ，国務大臣
と同等の地位を有する評議会議長を議員により選出し，必ず少数民族出身者
が就任することが定められた。
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b

CHT 開発庁長官については，少数民族出身者を優先して任命する。CHT 問
題省を新設し，大臣は，少数民族出身者が就任する。

c

行政，警察（治安）
，自治（開発，災害救援）等の各種事業を地域評議会が
調整する。

d

避難していたチャクマ族の帰還問題の継続及び帰還後の土地所有権等土地
に関する全ての係争処理のための土地委員会を設置する。

e

PCJSS は，和平協定締結後 45 日以内に，政府に対し，武装要員，武器リス
トを提出する。政府は，武器・弾薬を寄託した者に対し，恩赦を付与するほか，
PCJSS 帰還家族に対して 5 万タカの社会復帰資金（定住化支援金）を支給し，
低利融資の実施，教育振興の継続，雇用促進対策を進める。

f

CHT に所在する政府軍は，臨時に設営した野営地から撤収し，既存の軍営
地へ移動する。

キ 国連経済社会理事会での先住民族問題に関する常設フォーラム「1997 年のチ
ッタゴン丘陵地帯平和協定の履行状況に関する研究 特別報告者による提出」
（2011 年 2 月 18 日）
協定の調印から 13 年を経たが、多くの重要な条項、特に先住民多数派議会また
は族長（ラジャ）
、首長ないしカルバリー［部族村の村長］の伝統的行政体を活性
化し且つ力を与えること、土地係争を解決すること、そして、不法に占拠された土
地を先住民族に返還することを目的としたものが履行されないままでいるか、ま
たは部分的にしか取り組まれていないことは明らかである。…政府の目的に関す
る継続した確約に反し、協定の重要な条項のほとんどは依然として適切に履行さ
れていない
46．協定が未履行である理由は、現政権与党の域を超えている。当該地域は濃密
に軍事化されたままであり、地域の民政問題へ軍が干渉しているとの継続しかつ
一貫した疑惑が存在する。…現在のバングラデシュにおける政治的、社会的および
経済的な状況において、軍は最も強力な機関の一つであり、バングラデシュ最高裁
判所によるものを含む公の批判や審査を超越することがよくある。言うまでもな
く、概してバングラデシュ社会に対し、特にチッタゴン丘陵地帯に対して広範囲に
およぶ権力と影響力を持つ軍は、協定の履行に関するあらゆる実質的な前進に反
対し続けている。
2010 年 2 月の Baghaihat と Khagrachari における最近の対立住民間暴力の事件の
結果、約 500 戸の家産（そのほとんどが先住民族住民のもの）が焼き討ちされ、少
なくとも 3 人が殺害された。先住民族住民の家屋に対するその攻撃に軍関係者の
直接関与があったとする強い疑惑が申し立てられている。独立して公正な調査の
開始に関する政府に対する一貫した国内からのおよび国際的な圧力にも関わら
ず、そのような手続きは今日まで設けられていない。
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ク 記事「Santu Larma 氏によると、CHT 協定の実施に関する不正確な情報を政
府が提示している」PCJSS（2018 年 11 月 29 日）（資料 35）
「…CHT 協定の 72 の条項のうちの 25 の条項が実行されただけであり、協定の中
心的な問題を含む 3 分の 2 の条項はまだ扱われていないままである。…」

13. 出入国および移動の自由
(1) 先住民の都市部への国内避難の選択可能性
ア ●DFAT「出身国情報報告

バングラデシュ」（2019 年 8 月 22 日）

先住民
…
3.3 Indigenous people who move to large cities such as Dhaka in order to find work may
experience discrimination and vilification, such as being subjected to abuse in the street,
or having people refuse to share food or drinks with them. Women wearing traditional
dress are particularly likely to be targeted. Children in mainstream schools may be
targeted for bullying. Many children are unable to access education in their indigenous
languages. Indigenous people report, however, that they do not generally experience
discrimination in access to goods and services, at police checkpoints, or in accessing
healthcare or housing.

INTERNAL RELOCATION
5.22 Article 36 of the Constitution guarantees citizens the right to move freely throughout
Bangladesh, to reside and settle in any place therein, and to leave and re-enter
Bangladesh. There is no legal impediment to internal movement within Bangladesh, and
Bangladeshis can and do relocate for a variety of reasons. Major cities, such as Dhaka
and Chittagong, offer greater opportunities for employment. DFAT assesses that women
without access to family or other support networks are likely to face greater difficulties
in relocating then men, particularly if they are poor, single, and/or have suffered genderbased violence.
5.23 As noted in Chittagong Hill Tracts (CHT) indigenous people, the CHT is a heavily
militarised area. Access to large sections of the CHT is restricted, and military
checkpoints prevent free movement in the CHT by local people. Local NGOs report that
many indigenous people have left the CHT to live in other parts of the country.

14. その他
(1) イスラエルとの関係
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ア 米国国務省「人権報告 2017 年・バングラデシュ（仮訳）」
（2018 年 4 月 20 日）
国内の方針に従って，バングラデシュのパスポートは，イスラエルへの渡航には
無効である。

反ユダヤ政策
国内にはユダヤ人コミュニティはなかったが，伝えられるところによれば，政治
家及びイマーム（イスラム教の指導者）らは，支持者から支援を得るために反ユダ
ヤ的発言を行った。話題になったある事案では，複数の与党党員が，反ユダヤ感情
を政治的利益に利用して，イスラエルの諜報機関と共謀したとして，ある野党幹部
を告訴した。ある著名なグランド・イマームも，アワミ連盟が率いる政府への指示
を得るために，ファトワを宣告し，シオニストの陰謀に関する文章を発表したこと
で知られている。
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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

IDMC

国内避難民監視センター

IRBC

カナダ移民難民局

IRDC

アイルランド難民ドキュメンテーションセンター

Landinfo

ノルウェー政府出身国情報センター

MRGI

マイノリティ・ライツ・グループ・インターナショナル

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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