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Ⅰ　序　章

ミャンマーは多様な民族を抱える国家であり、独立から今日に至るまで政府と

少数民族の間では様々な問題が生じてきた。政府は、民族問題の解決を最重要課

題の一つとし、和平を進めているが、ロヒンギャと呼ばれるムスリム少数派の問

題には一向に進展が見られない。彼らは国籍を与えられず難民化し、差別と迫害

に苦しんでいる。

なぜロヒンギャ問題には解決の兆しが見えないのであろうか。私たちは、ロヒ

ンギャ問題はそれ単体で存在するのではなく、ミャンマーの国家統治のあり方の

結果として生じた問題であると考えた。

以下では、初めにロヒンギャ問題の概要に触れた上で、歴史の流れに沿って

ミャンマーの国家統治の試みを宗教と民族という観点に着目して見ていきたい。

その際、その試みが法律上にどのように表れているのかも検討する。そして、国

家統治のあり方が実際にロヒンギャ問題にどのような影響を与えたのかを検証し、

今なおロヒンギャ問題が解決されない要因を明らかにする。

Ⅱ　ミャンマーの少数民族問題とロヒンギャ差別

1 　難民となるロヒンギャ

（ 1） 事件の概要

2015年 5 月10日、インドネシア北西部アチェ州北部の海岸に 4 隻の密航船が現

れ、少なくとも582人が地元漁師や当局によって救出された。同州では、翌11日

にも約400人が保護されており、マレーシア北部のランカウイ島でも、同月10日

に少なくとも1,049人が漂着、保護されている。

保護されたのは、ミャンマーの少数派・ロヒンギャとバングラデシュ人である。

近年、国外逃亡を企てるロヒンギャが多く見られるようになった。バングラデ

シュ人を含めた所謂「ボートピープル」の数は、2015年 1 月から 3 月までに前年

同期比の 2 倍にあたる 2 万 5 千人にまで増加し、周辺諸国から受け入れを拒否さ

れたこれらの人々は難民となっている1）。
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（ 2） 問題の発端

ロヒンギャは、ミャンマー西部のラカイン州（アラカン州）を中心に、ミャン

マー国内に80～100万人居住するといわれるイスラム教を信仰するベンガル系の

人々である。仏教徒が多数を占めるミャンマーにおいて、少数派であるロヒン

ギャは、以前より政府及び仏教徒から迫害を受けてきた。そして、ここ数年事態

は更に深刻化している。

その契機となったのは、2012年 5 月28日にミャンマーのラカイン州でロヒン

ギャと見られるムスリムの男性 3 人が、アラカン族仏教徒の女性を暴行し死亡さ

せた事件である2）。これを発端として、宗教的、民族的原因で以前より対立して

きたラカイン州内の仏教徒とロヒンギャの関係は更に悪化し、同年 6 月 3 日には

ムスリムの乗った貸し切りバスが仏教徒ラカイン人によって襲われ、10名もの死

者が出た。また、同年 6 月 8 日には、暴徒化した一部のロヒンギャ民族グループ

が仏教徒居住地域を襲撃し、仏教徒が 7 名死亡し、テイン・セイン大統領が非常

事態宣言を発動するまでに同州におけるロヒンギャと仏教徒との対立が深まって

いった3）。事態は更に悪化し、約200人が死亡、14万人が避難民になったとされ

る4）。

2 　ミャンマーの民族概要

（ 1） 少数民族問題と政府の対応

ミャンマーは多民族国家であり、政府見解では135の民族が存在するとされて

いる。人口の 7 割をビルマ族が占め、残り 3 割を占める少数民族は大きく分けて

7 つあり、それが更に134の民族に細分化される5）。しかし、政府発表の135の民

族の他にも、現状では非公認の民族が国内に多数存在しており、ロヒンギャもそ

の一つである。このような民族的多様性から、ビルマ族を中心とする多数派と少

数民族との間では度々衝突が起こってきた。

2011年 3 月に発足したテイン・セイン現政権は、国内和平を最優先課題の一つ

としている。同年 8 月に国内の全ての少数武装勢力に対して、政府が打ち出す

「和平構想」に基づく停戦・和平交渉に応じるよう大統領声明を出している。こ

の「和平構想」は、以下の三段階で構成されている。

〈第一段階〉当該の少数民族組織が活動している各州・地域政府との停戦合意

〈第二段階〉連邦政府との和平合意

〈第三段階〉連邦議会（国会）で全ての少数民族組織と政党が参加しての「恒
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久的な和平協定」への調印6）

テイン・セイン大統領は、アウン・ミン鉄道相（2011年当時）を和平交渉の責

任者として各勢力との交渉に当たらせ、同年中にワ州連合軍（UWSA）など 3 つ

の少数武装勢力と合意した。また、2012年には独立後に蜂起して以来一度も停戦

に応じてこなかったカレン民族同盟（KNU）とも協定を締結し、同年中に更に10

の組織と停戦合意をした7）。また、2015年 9 月 9 日にはテイン・セイン大統領は

数十年間にわたり対立してきたカチン州、モン州、シャン州などの武装派少数民

族との和平に関する会談を開き、 9 つの武装派少数民族との間で全国的な停戦

（NCA=nationwide cease-fire agreement）に応じた8）。

テイン・セイン現政権は民族問題に対し、一定の成果を上げたと評価できるだ

ろう。

（ 2） 政府のロヒンギャ問題に対する姿勢

ロヒンギャについて、政府は「1948年以降のバングラデシュからの不法移民」

との見解をとっており、国内135の民族には含めていない。

2015年11月に行われたミャンマー国内の総選挙では、100名近いロヒンギャの

立候補者が失格となった。具体的な理由は発表されていないが、ミャンマーで選

挙に立候補するには、両親がミャンマーの市民権の保持者であるか、或はミャン

マーの諸民族でなければならない。しかし、ロヒンギャはミャンマーの民族と認

められていないため、候補から外されたと考えられる9）。

このように政府との間で問題を抱えるロヒンギャには、政治的迫害や生活の困

窮から国外流出する動きが見られ、少なくとも1948年には、彼らがバングラデ

シュに難民として流入したという記録がある。国連難民高等弁務官事務所

（UNHCR）によると、先述の2012年の事件により、ラカイン州では14万人もの人

が家を失ったといわれる10）。

Ⅲ　問題提起・仮説

テイン・セイン現政権にとって、少数武装組織との和解及び少数民族問題の解

決といった国内和平は最優先課題の一つである。それにもかかわらず、なぜロヒ

ンギャに対しては差別的な扱いを続け、問題解決に対して極めて消極的なのだろ

うか。
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後述するが、ミャンマーでは、英国統治時代に分割統治がなされ、ビルマ族と

少数民族の対立が助長されたことにより、国内に多数存在する少数民族のアイデ

ンティティが強化された。それ故、独立以降ミャンマー政府にとって、多様性と

どのように向き合っていくか、即ちいかに国家統治をしていくかが常に課題と

なったのである。

ミャンマー政府は国家統治の方法として、国民の大多数が信仰する仏教による

「宗教的統一」、加えてビルマ族を中心とした「民族的統一」という 2 つの方法を

試みたが、私たちはその副作用として、どちらの国家統治手法からも外れたロヒ

ンギャが差別の対象となったと仮説を立てる。

以下では、前提として英国統治時代の統治方法について触れた上で、その後の

ミャンマーの国家統治の試みについて、歴史の流れの中で法的観点を踏まえなが

ら分析していく。そして、それがなぜロヒンギャ問題が解決しない要因となって

いるのかを考察していきたい。

Ⅳ　ミャンマーの国家統治の歴史

1 　王朝時代

現在のミャンマーがある土地では、11世紀半ばにビルマ族によって初めての統

一王国であるバガン王朝が建てられた11）。バガン王朝滅亡後、小国乱立が繰り返

された後、16世紀に再びビルマ族による統一王国が成立した。ビルマ族による王

朝は、一度はモン族によって滅ぼされたものの再度復興し、東南アジアで一大勢

力を誇った12）。

しかし、英国との 3 度の戦争を経て、1885年11月28日、英国のマンダレーの王

宮占領をもってビルマ王国は終焉を迎えた13）。

2 　英国によるビルマ統治

英国のビルマ統治方法で特筆すべきは、ビルマを二つに分けて統治したことで

ある。中央平原部を中心とする全体の 3 分の 2 の領域は、「管区ビルマ」として

直接統治を敷き、それ以外は「辺境地域」として間接統治をした。これは当時、

辺境地域を構成するカレンやシャン、カチンでは藩王たちが各々小さな領域を統

治し、ビルマ王の権威に従属する形をとってはいたが、行政的には独立していた

ためである14）。英国は、ビルマ民族とその他の民族の分断のために、英国への忠
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誠を誓わせる代わりに、藩王たちに引き続き統治を認めたのである。故に、辺境

地域においては、地方ごとに伝統的な文化や階層制度が維持されることとなっ

た15）。

また、英国は統治方法として英国人の次にインド人、その下に少数民族という

ヒエラルキーを設け、少数民族がビルマ族を治めるという形態をとった16）。更に、

英国は少数民族を植民地政府の行政機構である軍や警察に登用し、例えば植民地

軍にはカレン部隊が存在した17）。このように、少数民族にビルマ族を治めさせた

英国の狙いは、植民地支配に対するビルマ族の反発や怒りの矛先を英国ではなく

少数民族に向けさせるためであった18）。こうした支配方法は、結果として、ビル

マ族と少数民族の違いを際立たせ、民族としてのアイデンティティを強化させる

ことにつながったと指摘されている19）。

3 　独立期のビルマ

（ 1） はじめに

前述のような英国の統治方法によって、ビルマは多様なアイデンティティを持

つ国として独立することとなるが、政府はいかにして際立った多様性を統治しよ

うとし、それは法律面にどのように表れたのかを、独立期、独立後のビルマの歴

史を通して分析していきたい。

（ 2） パンロン合意

ビルマ独立に際し、独立運動の中心にいたアウン・サンと英国のアトリーとの

間で、独立の条件を定めたアウン・サン＝アトリー協定が1947年 1 月に結ばれた。

そして、条件の一つに英国、ビルマの代表者はカレン、カチン、チン、シャン族

と国境周辺の将来について協議するとの条項があった20）。これが具現化されたの

が、1947年 2 月のパンロン合意である。

この合意では、シャン、チン、カチンの三民族の代表者とアウン・サンの間で

英領ビルマ全体での独立が取り決められた21）。そして、彼らには国防権、外交権

以外の一定の自治権が保障され22）、連邦政府が全ての民族に平等の権利を認める

旨で合意がなされた23）。

このように、この合意からは多様性容認の方針が読み取れる。
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（ 3） 1947年憲法

ビルマ政府の国内の多様性受容の姿勢は、ビルマ連邦共和国憲法、通称1947年

憲法からも読み取れる。

同憲法は、1947年 4 月に制憲議会選挙が実施された後、 6 月に開かれた制憲議

会において制定された。その間、 7 月19日にアウン・サンが暗殺されるという事

件が発生したが、彼の後を継いだウー・ヌーの下、同年 9 月24日に新憲法が公布

された。1947年憲法は、公正、自由及び平等の恒久的原則に基づく独立主権国家

の建設を意図したものであった24）。

以下、民族面と宗教面での多様性の受容という観点から同憲法を考察する。

（a） 少数民族の扱い

立法府には、65条に基づき複数政党制による国民議院と少数民族の代表からな

る民族議院の二院が設置された25）。それ故、少数民族の国会議員が多数存在し、

この民族議院の設置は少数民族の声を反映させるものであったと言える。

また本憲法の下では、いくつかの少数民族地域に自治権が付与されるとともに

州の地位が与えられた。シャン、カヤー、カチンに州の地位と相応の自治権が与

えられ、シャンとカヤーには独立後10年目以降の連邦からの分離権まで付与され

た。またカレンについては、カレン州設立が約束され、現に1951年に州の地位が

付与されるなど26）、少数民族の自治はある程度認められていたのである。

以上より、1947年憲法は民族的多様性を相当程度受容していたと言える。

（b） 仏教の扱い

政治家や僧侶集団であるサンガ（僧伽）などからは、当時国民の 8 割以上が信

仰する仏教を国教として憲法に記載すべきとの意見があった27）。現に王朝時代に

おいては、仏教は王権と密接に結び付き、国王に国家統治の正統性を与えその見

返りに仏教に対する保護と支援を求める国家宗教であった28）。また、英国統治時

代においても、仏教はビルマ人としての独自性を保つ精神的支え29）であり、社

会的、政治的に共通の場を提供する唯一のものであった30）。このように、仏教は

国家宗教としての存在感を有しており、また国民の大多数が仏教徒である故、国

教化の圧力は当然の帰結とも言えるだろう。

しかし、アウン・サンやウー・ヌーは仏教の地位を認めつつ、それを国教とし

て憲法に規定する利点は殆どないと主張し31）、仏教と国家統治を切り離した「世

俗国家」の建設を志向した32）。結果として、憲法には以下のような条文が規定さ

れ、仏教が国教とされることはなかった。
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第20条

公序、倫理、国民の健康及びその他憲法の規定に反しない限り、すべての人

は良心の自由とあらゆる宗教を信仰し実践する権利を与えられる。（筆者

訳）33）

第21条

1 ．国家は、連邦の大多数の市民が信仰する宗教として、仏教に特別な地位を

承認する。

2 ．国家はまた、本憲法施行の日に連邦内に存在する宗教として、イスラム教、

キリスト教、ヒンドゥー教、及びアニミズムを承認する。

3 ．国家は、宗教上の信仰や信条を理由として、いかなる制約を課したり、差

別を設けたりしてはならない。（筆者訳）34）

以上の規定より、アウン・サンやウー・ヌーは、国民の大半が信仰する仏教に

特別な地位を認め、国教化を求める圧力にも配慮していた。しかし、仏教を国教

とすれば、非仏教徒少数民族から不満が生じ、国家の結合に重大な亀裂が生まれ

ると考え、両者の調和を図ったと推測できる。国家は、宗教問題には中立的な立

場をとったのである35）。

この姿勢から、当時のビルマは仏教を前面に押し出すのではなく、ある程度の

宗教的多様性を認めていたと考えられる。それを裏付ける事実として、ウー・

ヌーは仏教を支援していた一方、キリスト教の宣教活動に資金を援助したり、イ

スラム教のコーランのビルマ語訳も支援していた36）。

よって1947年憲法は、宗教と民族の両面において、多様性受容の考えの下で制

定された憲法であると言える。

4  　独立後のビルマ

独立後の政権は、ビルマ族だけではなく、少数民族の政治的権利も認めつつ連

邦制として独立することを決めた。しかし、政権発足直後から少数民族が武力闘

争を展開する。ここではその要因と反乱勢力について見ていく。

（ 1） 少数民族による反乱とその要因

反乱の要因には、独立前の国内状況とパンロン合意の不備がある。まず、国内

状況として、実際には独立運動の精神はビルマ族内でしか共有されず、非ビルマ

民族はビルマ族との独立について積極的ではなかった。その理由は、英国統治下
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では、ビルマ族が多く住む管区ビルマと少数民族が多く住む辺境地域の間で相互

交流が制限されていたからである37）。また、パンロン合意は管区ビルマと辺境地

域の連邦制を約した点では画期的であったが、管区ビルマ内の主要少数民族であ

るカレン、モン、アラカン族などはこの合意に参加しておらず、彼らの反発を招

いた38）。カレン族は1947年にカレン民族防衛機構を作り反乱を起こし、モン族は

1949年にモン民族防衛機構軍を作り、カレン・モン独立国構想まで表明した。

このように、少数民族勢力はビルマ族と共に独立する意識を共有できず、それ

が独立後の反乱につながった。そして、ウー・ヌーは異民族であることを理由に

反乱がここまで起きることを予想しておらず、管区ビルマと辺境地域の行政組織

の違いのみを問題視していたとされている39）。

（ 2） 政権の方針転換

上述のような混乱をまとめるため、1950年代からウー・ヌーは仏教を用いた国

家統治を図る。彼は、瞑想寺院や世界平和パゴダといった仏教関連施設を建て、

自ら仏典結集を行い敬虔な仏教徒を演じ、仏教を国教とする憲法改正まで行っ

た40）。このように、国民の多数が信仰する仏教を軸に国内統治を図ったのである。

（ 3） 反乱とその要因

この政権の動きは、仏教徒の発言力を強め、多くが非仏教徒である少数民族の

反発を引き起こした。このような少数派への配慮に欠けた政府の対応は、少数民

族問題にも波及した。例えば、シャン州などが自治権の強化を要求し、分離独立

権を行使されたくない政府との間で混乱が生じた。そこで、政権は仏教を国教と

する憲法を改正し直したが、今度は仏教界からの反発が強まったのである41）。

5  　ビルマ式社会主義の時代

ここでは、1962年から始まったネ・ウィン政権による独裁体制について見てい

く。彼はクーデタによって政権を奪取し、「ビルマ式社会主義」という独自の社

会主義路線を標榜した。ネ・ウィンは、仏教路線に転換したウー・ヌー政権末期

に生じた社会の混乱を、社会主義と軍を組み合わせ42）、「ビルマ族」として国民

を結束させることにより収拾を試みた。ネ・ウィン独裁体制下においてなされた

政治、教育文化等の国家統治政策、そして国民の更なる統一を目指して制定され

た1974年憲法の分析を通じて、当時の国家統治手法の転換について考察する。
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（ 1） 1962年クーデタとネ・ウィン体制

「極めて険悪な状態となった国内情勢を収拾するため」（1962年 3 月 2 日のネ・

ウィン将軍の国民に対するメッセージより）、ネ・ウィンが率いる軍はクーデタを決

行し、革命評議会を樹立した。彼は、「ビルマ社会主義への道（The Burmese Way 

to Socialism）」というビルマ独自の社会主義を標榜したが、この社会主義は、厳

密な社会主義ではなく、ビルマ族として結束する事を目指した精神的・民族主義

的要素の強いものであった。なぜなら、英国統治下で英国人やインド人に搾取さ

れていた歴史をもつビルマ人の間には、「ビルマ人のビルマ」を実現するために

は、搾取の排除と搾取をもたらす制度の変革が必要との認識が共有されていたか

らである。そのため、一般的には資本主義、帝国主義に対置される社会主義が、

ビルマにおいては、独立運動の過程で民族主義と結びつけて考えられることが多

く43）、それ故、対外的には社会主義圏に属さず、厳正な中立外交並びに「鎖国的」

体制44）をとったのである。ネ・ウィンが政権を奪取した翌月に出された「社会

主義経済の発展を要請する形で国家目標を定めた」45）政治文書である『ビルマ社

会主義への道』と題する綱領において、社会主義社会が具体的に定義づけられて

いるわけではなく、西欧化した考えや生活態度からビルマ固有の価値観・倫理観

を取り戻すことで「人々の誤った考えを、先ず最初に変更させる事が大事である」

と述べられている46）ことからも、そのことが言えるだろう。

次に宗教の扱いに関してであるが、ウー・ヌー前政権下では、1950年代から仏

教を用いた統治へと方針転換がなされた。しかし、それが原因となって生じた国

論の分裂と国内の混乱をうけ、ネ・ウィン政権は当初から政教分離の立場に立つ

ことを明らかにしていた。そこで、仏教に代わる統一の手法として彼が用いたの

が、ビルマ族という民族的アイデンティティである。もちろん、経済面において

もインド人や華僑から経済の実権を奪うために商業・金融セクターの国営化47）、

国営農産物売買庁による米の買い付けと輸出の独占など48）、社会主義的施策はな

されたが、一方でその内実は、やはり社会や文化の「ビルマ化」という民族主義

的色彩の強いものであった。それは、ネ・ウィン政権という新しい政治体制を築

くにあたっての統治の正統性を、ビルマ族独自の社会主義という点に見出し、国

民の理解を得ようとしたことの表れであると言える。

このような国民統合の動きは、教育文化面にも表れた。主な教育政策としては、

1963年の国内全大学の閉鎖及び新たな大学教育法の発布49）、少数民族言語での教

育の禁止50）、外国公館による外国語教育の禁止51）や、外国人宣教師が国外退去を
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迫られたことなどが挙げられる。これらは、ビルマ化強化の表れであると言え

る52）。この背景には、ウー・ヌー政権末期の混乱の中においても政府が権力を掌

握し続けるために、より権威主義的で画一的な社会の建設が課題となったという

事情がある。それが、教育面においてもビルマ族への同化政策という形で表れた

と言えるだろう。そして、このような様々な場面における社会主義化の流れを踏

まえ、1974年には、国民投票において 9 割強の支持をもって新憲法が採択され

た53）。次に、この憲法の特色について見ていきたい。

（ 2） 1974年憲法

ここでは、ビルマ連邦社会主義共和国憲法、通称1974年憲法に、ビルマ式社会

主義の時代における民族主義を用いた国家統一がどのように表れているのかを見

ていきたい。ネ・ウィン政権下では、明確に政教分離がなされ、憲法の条文にも

政教分離、そして信教並びに学問・文化の自由が明文化された。第153条 2 項には、

「すべての市民は、自由にその言語及び文献を用い、その習慣、文化及び伝統に

従い、並びに自ら選択した宗教を信仰する権利を有する。」54）と定められている。

また、156条には「 1 項 すべての市民は、思想、良心、およびいかなる宗教も自

由に信仰する権利を有する。（中略） 3 項　宗教及び宗教組織は、政治目的のた

めに用いられてはならない。」55）とあるように、はっきりと政教分離が規定され

た。このように、基本的人権を憲法で保障した点では、一般的な民主主義憲法と

同様の先進性があると言える。しかし、これらの条文の後には必ず、国家の基本

的要請である「国家の主権と安全、この憲法で定める社会主義体制の本質、民族

の統合と結束、公の治安と静謐、公の道徳」56）を侵害しない範囲において、基本

的人権が保障されるといった旨の条文が設けられている。例えば、先の153条の

2 項には、「ただし、こうした権利の行使は、連邦の基本的要請である民族の結

束（national solidarity）および社会主義的社会秩序を損なうものであってはならな

い。」57）、 3 項には「前二項による権利の保障にも拘わらず、民族の統合と結束、

国家の安全、および社会主義的社会秩序を損なう行為は、これを禁止する。かか

る禁止に違反した者は、法律の定めに従って罰せられる。」58）と定められている。

このように、国家として民族の統合と社会主義的社会秩序を最重要事項として据

えていたため、市民の権利保障は際限なく制限されてしまう危険性があったと言

える59）。また、本憲法のもう 1 つの特徴は、1947年憲法下における連邦制度が形

骸化し、その当時与えられていた少数民族への自治権が剝奪されたことである60）。



272　法律学研究55号（201６）

即ち、少数民族をビルマ族に同化させ、「単一国家」を目指し、少数民族独自の

動きを封じ込めようとしたのである。1974年憲法には、政権が仏教を用いた国家

統一ではなく、ビルマ族としての結束を用いて国家統治を図ろうとしたことが表

れていると言える。

（ 3） 1982年国籍法

ネ・ウィンは、ビルマ式社会主義の下、強力な「ビルマ化」政策によって、ビ

ルマ族中心の国家統一を試みた。このように 1 つの民族を中心として国民を結集

させようとする動きは、言い換えると、可能な限り民族的多様性を排除しようと

する動きであると言える。そして、ネ・ウィンのこの姿勢は、1982年10月 5 日に

施行された新国籍法においても読み取ることができる。以下では、同法の内容及

び特徴を検討することによって、その姿勢を考察したい。

（a） 内容

1948年国籍法が全国民に平等の権利を与えていたのに対し61）、1982年国籍法は、

ビルマに暮らす者をビルマへの結びつきの強さや忠誠心（市民権申請実績）に応

じて「国民」、「準国民」、「帰化国民」の 3 つに分類し、順位づけしている62）。

国民の定義について、1982年国籍法は第 2 章第 3 条において、「国民とは、カ

チン、カヤー、カレン、チン、ビルマ、モン、アラカン、シャンなどのビルマの

土着民族に属する人々と、1823年63）以前からビルマ連邦社会主義共和国に含ま

れる領土内に定住している民族に属する人々を意味する。」（筆者訳）64）と定めて

いる。また、同章第 4 条には、「国家評議会はどんな種族が土着民族であるか否

かを決定できる。」（筆者訳）65）と定められており、現在ミャンマー政府はこの規

定に基づき計135民族をミャンマーの土着民族と公認しているのである。その他、

第 5 条「全ての土着民族、及び土着民族である両親から生まれた全ての者」（筆

者訳）66）や第 6 条「本法律が施行された日に、すでに国民である者」（筆者訳）67）

についても国民であるとされた。国民と認定された人々には、市民権が与えられ

る。

準国民については、第 3 章第23条に「1948年ビルマ国籍法のもとで国籍申請を

していた者は、規定されている条件や資格に適合していれば中央委員会によって

準国民と定められる。」（筆者訳）68）とある。また、同章第30条には、「準国民は、（a）

国家の法律を尊重し従わなければならない、（b）国家の法律で規定されている

義務を果たさなければならない、（c）国家の法律のもとで国民の権利を享受する
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ことができるが、国家評議会により適宜その例外となる権利が規定される。」（筆

者訳）69）という定めがあり、第35条においては、国家に対する背信行為や非道徳

的な行為など義務違反があった場合、中央委員会は準国民の資格を取り消すこと

ができると定められている70）。

帰化国民については、第 4 章第42条に「1948年 1 月 4 日以前に国家の領土内に

入って居住した人々と、同じく国家の領土内で生まれたその子孫は、もしまだ

1948年ビルマ連邦国籍法のもとで申請をしていないのであれば、確固たる証拠を

持って中央委員会に帰化国民の申請をすることができる。」（筆者訳）71）とある。

同章第53条においては、準国民の規定である第30条の（a）～（c）の規定が同じ

く定められており72）、また第58条においても第35条と同様に、国家に対する背信

行為や非道徳行為によって帰化国民の資格が取り消される旨が定められている73）。

（b） 特徴

以上のように、1982年国籍法は、ビルマに暮らす者を 3 種類に分類しており、

国民のカテゴリーに準国民や帰化国民が含まれるわけではない。それ故、同法第

2 章第12条74）において国民には完全に与えられているビルマ国民としての権利

が、準国民や帰化国民については適宜制限されると定められているのである75）。

どのような権利が制限されるのかについては、中央機関に一任されている。また

第35条、53条は、中央委員会に国家に対する忠実義務違反等を理由に準国民や帰

化国民の資格を剝奪できるという強力な権限を与えている。国民に関しても、ど

のような種族が土着民族に含まれるのかについては、政府に実質無制限の権限が

付与されている。こうした規定から分かるように、本国籍法は中央政府に対して

国籍問題についてあらゆる決定を下すことができる広い裁量権を与えていると言

える。

また、1982年国籍法において新しく設けられた国民、準国民、帰化国民の間の

権利の差は、ミャンマーに暮らす人々の実生活にも影響を及ぼしている。例えば、

国民は経済関係の仕事や政府の要職に就くことができる一方、準国民や帰化国民

は公務員や国軍になることができず、選挙権も付与されない上に、理工系の大学

に進学できないなど、高等教育を受ける権利も与えられていないのである76）。

本国籍法においては、国民と認められなかった準国民や帰化国民の権利は、簡

単に中央機関によって制限されたり、剝奪される危険性があると言える。こうし

た同法の内容は、ネ・ウィンの国民の多様性を認めないという姿勢を表している

と考えることができよう。
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（ 4） 小括

以上のように、ネ・ウィンは、仏教を用いた国家統一による混乱を収めるため、

1962年クーデタでビルマ式社会主義を確立し、1974年憲法からも読み取ることが

できるように、明確に政治と仏教を分離した。しかしその反面、仏教を用いた国

家統治の代わりとして、ビルマ族という民族的アイデンティティを用いた国家統

一を図ったのである。そうした彼の多様性排除の姿勢は、1982年国籍法からも見

て取れるのである。

6 　 社会主義政権の崩壊

当時のネ・ウィン大統領の独裁体制は国民の反発を呼び、1988年 3 月に発生し

た学生と市民の騒動を契機に、同年 6 月には全国的民主化運動へと発展、同年 8

月には社会的混乱は全国に波及した。急激な治安の悪化を受け、国軍はソウ・マ

ウン司令官の下にクーデタを起こし、民主化運動を弾圧し、またしても国軍が全

権を掌握するに至った77）。

88年のクーデタ後、国軍は「国家法秩序回復評議会（SLORC）」を設立し、ソウ・

マウンが SLORC 議長兼首相に就任した。SLORC 政権は国名を「ミャンマー連邦」

と改め、市場経済と外貨導入による国家再建を試みた。

また、同政権は複数政党制による総選挙を実施したが、実際には民主化運動に

参加したアウン・サン・スーチー氏は軟禁され、また多くの政治犯が逮捕され勾

留や禁固処分を受けた。90年 5 月の選挙では、ティン・ウ元国防相とスーチー氏

が率いる NLD が全体の約 8 割の議席を獲得して圧勝したが、SLORC は政権移

譲の前に新憲法を制定する必要があるとして国民会議を結成した。スーチー氏は

文民統治を目指していたが、SLORC は90年の選挙の結果を反故にし、新憲法を

制定することで軍主導の憲法に基づく民主化を目指した78）。

7 　 正統性の根拠としての仏教

（ 1） SLORCの仏教利用

前述の通り、SLORC は総選挙で大敗したにもかかわらず、新憲法の起草を優

先するという口実で政権移譲を拒否した。そこで彼らは、政権に留まるための正

統性として仏教を核の 1 つとし、メディアを通じて仏教守護者という立場を明確

に国民に示すなど、仏教路線へ方向転換をしていったのである。例えば、政権の

重鎮がパゴダ建立儀礼などの仏教儀礼に参加したり、僧侶への喜捨を行う様子が
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日々新聞やテレビで報道されるなど、SLORC は視覚も含めた仏教イデオロギー

の強化に努め、仏教路線へ進んでいった79）。

このように、SLORC は選挙で大敗し、民主的正統性がないにもかかわらず、

大多数の国民が信仰する仏教を核とする国家統一を試みることによって、支持や

正統性を確保しようとしたのであり、政教分離を唱えたネ・ウィンとは異なり、

ビルマは再び仏教国への歩みを始めたと言える。

（ 2） 2008年憲法における仏教の地位

このようなウー・ヌー政権以来の仏教路線への転換は、2008年憲法の規定から

も読み取ることができる。

同憲法は、1988年に1974年憲法が停止して以来初の憲法である。1993年初頭に、

NLD が圧勝した90年の選挙結果を無視するための口実として、新憲法起草のた

めの国民会議が開催されたが、混乱によりしばらく休会状態となった。その後

2003年、軍政は「民主化のための 7 段階のロードマップ」を発表した。そこでは、

①国民会議再招集、②民主国家創設のために段階的な手続きの履行、③国民会議

による新憲法の起草、④国民投票による新憲法採択、⑤総選挙実施、⑥国会の召

集、⑦国家指導者選出と新民主政府の樹立が約束され、これに基づいて複数回開

催された国民会議において、憲法の起草が進められたのである80）。そして軍政は、

直前に発生した大型サイクロンの深刻な被害の最中にあった2008年 5 月10日、24

日に、憲法草案の承認に関する国民投票を強行し、政府発表によると92.48％の

賛成で新憲法が承認された81）。

以下では、2008年憲法における仏教を含めた宗教に関する規定を検討したい。

第34条

すべての国民は、公序、倫理、国民の健康、その他憲法上の規定に反しない

限りにおいて、良心と信仰の自由が与えられなければならない82）。

第361条

国家は、仏教を大多数のミャンマー国民が信仰する宗教として承認する83）。

第362条

国家は、憲法が発効した日に、キリスト教、イスラム教、ヒンドゥー教及び

精霊信仰もミャンマー国内に存在する宗教として承認する84）。
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上述のように、ミャンマーは再び仏教国への歩みを進めていたため、憲法上の

宗教に関する規定においても、ネ・ウィン政権時代の世俗的な立場から、キリス

ト教など主に少数民族が信仰する 4 つの宗教を認定しつつ、仏教の突出した地位

を認めるという仏教寄りの方向に向かっていることが読み取れるのである85）。そ

うした変化を示すものとして、第361条及び362条に、1974年憲法では見られな

かった1947年憲法第21条の規定が復活しているため、この規定には重要な意味が

あると言える。

（ 3） 小括

2008年憲法からも読み取れるように、ミャンマーは1990年の総選挙以来、国民

の大多数が信仰する仏教を政権の正統性の根拠として用いるようになり、再び仏

教による国家統一への道を歩み始めたと言える。後述するが、こうした仏教路線

の国家統治は現在も継続している。

8 　まとめ

（ 1） 仏教を用いた宗教的国家統一

独立当初のビルマ政府は、英国統治下に顕在化した多様性に対し融和的であっ

たものの、反乱によって国内統治方法の変更を余儀なくされた。そこで、国家統

治の軸として持ち出されたのが国民の多数が信仰する仏教であったが、これに対

しても反乱が起きたのである。

こうした特定宗教を軸とした国家統治は失敗に終わりやすく、その例としてス

リランカが挙げられる。

スリランカは仏教徒が多いシンハラ人75％、ヒンドゥー教徒が多いタミル人

15％、ムスリムが多いスリランカ・ムーア人 9 ％、その他 1 ％で構成される多元

的国家である86）。この国では、歴史的に仏教徒とヒンドゥー教徒の宗教対立が問

題となってきた。英国統治前、両者に対立関係はなかったが87）、1815年に英国が

スリランカ全土を掌握し、キリスト教布教活動が行われると、これに対する反発

から各々の民族・宗教意識が強まった88）。この影響を受けて、独立後の1972年に

は、当時の政権により仏教は最高の地位を獲得し、仏教の保護は国の責務である

との規定が憲法に置かれ89）、シンハラ語が唯一の公用語とされた90）。そして、こ

れらの仏教徒たるシンハラ人中心の国家統治により、ヒンドゥー教徒であるタミ

ル人の仏教徒に対する対抗意識はより深まった。その結果、政府軍兵士がタミル
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人に殺害されたり、シンハラ人のタミル人への大虐殺により27万人以上ものタミ

ル人が国内避難民となるなど91）、対立関係は決定的となり、国内は混乱に陥った。

このような特定宗教を用いた国家統一は、東南アジア諸国を中心に行われてき

たが、総じて少数民族の反発を呼び失敗に終わりやすく、多元的社会における統

治方法として有効でないと分析できる。

しかし、ミャンマーにおいては、現在に至るまで仏教路線の国家統治が継続し

ているのである。

（ 2） ビルマ族を中心とした民族的国家統一

それに対して、仏教ではなくビルマ族を中心とした国家統一を図ったのがネ・

ウィンであった。彼は、独裁体制を築くにあたっての支配の正統性を「ビルマ式

社会主義」という民族主義と社会主義の融合とも言えるものに見出し、政治的イ

デオロギーとして用いた。彼の支配体制下においては、少数民族の自治権が剝奪

されたり、少数民族言語教育が禁止されるなど、ビルマ族を中心に据えた政策が

なされたことにより、相対的に少数民族の地位が下がることとなった。それは即

ち、彼が国民の多様性を認めていなかったことを意味する。このような彼の首尾

一貫したビルマ族優位の国家統一の姿勢は、1974年憲法と1982年国籍法という 2

つの法律からも読み取れるのである。

Ⅴ 　国家統治のロヒンギャ問題への影響

この章では、上述した 2 つの国家統治手法が、具体的にロヒンギャ問題にどの

ような影響を与えたのかを考察していきたい。

1 　 仏教を用いた国家統一の影響

仏教を用いた国家統一政策の結果、仏教徒の地位が上昇し、ムスリムの地位は

相対的に低下した。そのため、同じくムスリムであるロヒンギャも影響を受ける

が、以下では、仏教優位政策がロヒンギャに与えた具体的な影響を、仏教徒とイ

スラム教徒の対立の歴史を踏まえて見ていきたい。

（ 1） 仏教徒とムスリムの対立

まず、ロヒンギャ問題が顕在化しているラカイン州（アラカン州）における仏
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教徒とムスリムの歴史から考えていきたい。

元々、ラカインには仏教徒が住んでいた。そこにムスリムがやってきたのは13

世紀頃だと言われており、アラカン王国誕生後から16世紀までは、人々は宗教的

帰属を意識せず、仏教徒とムスリムは共存していた92）。しかし、17世紀にイスラ

ム王朝であるムガール帝国の侵攻を受けて以来、アラカン王国は仏教を強調し始

め、次第に宗教的アイデンティティが高まっていったとされる93）。

また、英国統治時代に実施された人口調査では、信仰する宗教や所属民族の回

答が求められ、これにより人々の間に民族的、宗教的意識が確立した94）。

1942年から1945年にかけての日本によるビルマ占領期に、ラカインの仏教徒と

ムスリムの対立が決定的となった。この時期、ビルマ全土で日本と英国による戦

闘が続いており、ラカインも戦闘状態にあった。日本軍はラカイン仏教徒を武装

させ、英国は現在のバングラデシュでムスリムの軍を作り、ラカインで戦わせた。

その結果、両者の軍事的対立は宗教紛争へと発展し、ラカイン仏教徒とラカイン

ムスリムの対立が決定的になったとされている95）。

独立後、ムスリム側はイスラム原理主義団体と穏健派ムスリムに分かれ、後者

から後にロヒンギャと名乗るグループが出現した。一方、ラカイン仏教徒からは

ラカインの独立を目指す勢力が現れ、ラカインでは両者の対立が明確化していっ

た。ラカイン仏教徒がラカイン州設置を求めると、穏健派ムスリムは、少数派で

ある自分たちが迫害される恐れから州設置に反対し、両者の対立は政治的分野に

まで発展した96）。そこで、政府はラカイン州設置を認めつつ、当時ロヒンギャが

多く居住していたマユ地方を政府管轄の行政区という形にして調整を図った。こ

のように、居住区を分けなければならないほど、ラカイン仏教徒とロヒンギャを

含むムスリムの対立が深刻化していたのである。

軍事政権下では、ラカイン仏教徒の間で広まったロヒンギャを含む反ムスリム

の意識が、全国の仏教徒へと浸透していく。更に、軍事政権に対して民主化闘争

や自治権拡大を求める少数民族は、反軍政勢力としての結束のために、ラカイン

仏教徒と同じ立場に立ち、ロヒンギャを同胞として認めようとしなかった97）。こ

うして、反ムスリムの意識は全国の仏教徒に広まっていったのである。

そして、仏教徒の反ムスリム意識は現在もなお見られる。過激派の高僧アシ

ン・ウィラトゥ氏が率いる969運動98）という仏教徒過激派運動は、僧侶らがムス

リムの店をボイコットする、扇動的なデモを行う等の活動であり、そこから仏教

徒とムスリムの対立関係が見て取れるのである。
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（ 2） 仏教徒の影響力の増大

仏教徒とムスリムの対立は、以上のように展開していったが、それと並行して

仏教による国家統一が行われた結果、仏教勢力が強まった。そして、現在でも

ミャンマーにおいては、仏教国家への歩みとともにその影響力が増している。前

述した969運動は、ロイター通信の調査によると、単なる仏教徒過激派によるも

のではなく、軍事政権下においては政府に起源を持つものであったとも言われて

いる99）。また、ウィラトゥ氏を表紙に取り上げて彼を「ビルマのビン・ラディン」

と揶揄した米国タイム誌100）をミャンマー政府が発禁処分にするなど、仏教と政

治がなお密接不可分な関係にあることは明らかであろう。

最近、次々と議会で可決された人種と宗教保護法（Race and Religion Protection 

Bill）という 4 つの一連の法律は、仏教徒の保護と同時に他教徒、他民族の人口

抑制や特にムスリムの慣習排除の思惑が読み取れるものである。ここでは、 4 つ

の法律の成立過程とその内容について見ていきたい。

4 つの法律は、ミャンマー国内で影響力のある仏教徒ナショナリズム団体兼反

ムスリム組織でもある Ma Ba Tha101）によって2013年中頃に提唱され、2014年末

から議会で審議されてきたもので、改宗や異教徒間の婚姻などに関するものであ

る。それぞれの法律の内容は以下の通りである。

・異教徒間の婚姻に関する法（The Buddhist Women’s Special Marriage Bill）は、

仏教徒女性が異教徒の男性と婚姻する場合に、地元の役所で許可を貰わなけ

ればならないと定める法律である。

・人口統制と健康管理の法（The Population Control and Healthcare Bill）は、女性

が一人の子を出産してから次の子を出産するまでに、36ヵ月の間隔をあける

ことを規定した法律である。

・改宗に関する法（The Religious Conversion Bill）には、改宗を希望する者は州

が管轄する機関に申請しなければならず、国家は地方ごとに設立した「登録

委員会」を通じて改宗を認めるか否かを判断する旨が定められている。

・一夫一婦制の法（The Monogamy Bill）は、婚姻外関係を有罪と定めた法律で

ある102）。

ミャンマーの報道機関イラワディ誌（The Irrawaddy）によると、2015年 3 月19

日には、異教徒間の婚姻に関する法と人口統制と健康管理の法が下院で可決さ

れ103）、 5 月には後者が 4 つの中で初めて法案として成立した。同年 7 月には、

異教徒間の婚姻に関する法が賛成524票、反対44票で可決され104）、 8 月20日には
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残る 2 つである、改宗に関する法と一夫一婦制の法が上下院を通過し、テイン・

セイン大統領の承認を待つのみとなっている105）。

人種と宗教に関する法案をめぐる一連の動きは、様々な人権団体からの非難を

受けつつも強硬に進んだ。仏教徒女性の保護を目的とする異教徒間の婚姻に関す

る法や、イスラム教を始めとする一夫多妻制の文化を否定しているとも言える一

夫一婦制の法からは、他の宗教に対する不寛容の姿勢が見て取れる。また、「少

数民族などの住む貧しい地域の女性がより良い医療サービスを受けられることを

目的とした」106）人口統制と健康管理の法は、少数民族の人口を抑制する意図が込

められたものとの見方もできる。いずれにせよ、これらの法が成立した背景には、

上記の過激派をはじめとする仏教徒勢力の増大があると言えるだろう。

（ 3） 小括

以上のような仏教を用いた国家統一により、仏教徒の影響力は強まっていった

が、これと同時にラカイン仏教徒に芽生えた反ムスリムの意識は、ミャンマー全

国の仏教徒に伝搬していった。その結果、ミャンマーのムスリムの地位は相対的

に低下し、同じくムスリムであるロヒンギャも当然差別の対象となっていったの

である。

2 　ビルマ族中心の国家統一の影響

（ 1） はじめに

前述したように、ネ・ウィン政権下ではビルマ族を中心をとした民族的統一が

なされたことにより、相対的に少数民族の地位が下がることとなった。

これに伴ってロヒンギャの地位も当然に低下したが、そのことは前述の1982年

国籍法からも読み取ることができる。同国籍法は、ネ・ウィンの多様性排除の姿

勢を表したものと言えるが、具体的にロヒンギャにどのような影響を与えたのか

を考察する。

（ 2） 1982年国籍法がロヒンギャに与えた影響

結論から述べると、同法の施行により大多数のロヒンギャが無国籍状態となっ

た。即ち、ロヒンギャは国民、準国民、帰化国民の 3 分類のいずれにも含まれ

ず107）、市民権も国籍も与えられていないのである。なぜそのような状態に陥っ

たのか、 3 分類の条件を踏まえつつ検討したい。
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第一に、ロヒンギャが国民として市民権を与えられるかについてだが、当時の

政府は、1982年国籍法を根拠にロヒンギャを政府公認の135の土着民族に含めな

かったどころか、そもそもロヒンギャという民族グループの存在すら否定してい

たのである108）。後述するが、政府は現在に至るまでロヒンギャは1948年以降に

バングラデシュから流入したベンガル人不法移民であって、ミャンマーの民族で

はないという見解を崩しておらず、彼らが国民として認定されるのは困難であ

る109）。

第二に、ロヒンギャが準国民に分類されるかを検討する。準国民となるために

は、1948年国籍法の下で国籍申請をしていたことが条件となるが、そもそも当時、

この法律自体を知っていた者やその重要性を理解していた者は殆どいなかったと

される。ロヒンギャの大半も、申請をせずとも当然国籍は与えられていると考え

ており、申請を行っていなかったため、準国民の条件を満たすロヒンギャもごく

わずかである110）。

第三に、ロヒンギャが帰化国民として認められるかどうかを考える。この帰化

国民の資格は、同法が定める先住民族とは認められない人々に付与されるため、

ロヒンギャも対象となる。しかし、条件となっている1948年 1 月 4 日以前にビル

マの領土内に入ってきたことを示す「確固たる証拠」を用意することは困難と言

え、そうした書類を所持するロヒンギャは殆ど存在しないため、認定は困難に

なっている111）。また、「確固たる証拠」であるか否かの判断は政府に委ねられて

いる故、恣意的に帰化国民として認定されない恐れもあると言える。

このように、1982年国籍法の下では、ロヒンギャはどの枠組みにおいても国籍

を取得することが困難になっている。彼らは政府によって、ウー・ヌー政権時代

に与えられた市民権を剝奪され112）、ミャンマー国内でその存在すら認められて

いない、いわば「アウトカースト＝不可触賤民」のような存在になったとも言わ

れている113）。

ミャンマーにおいては、引っ越し、就職、結婚などの社会的手続きに加え、移

動の自由に際しても身分証が必要となる。しかし、身分証を取得するためには、

国籍があることが前提となるため、多くが無国籍状態となっているロヒンギャは

これを取得することができない。即ち、移動の自由がないため村を出て働きに行

くことができず、貧困に陥ったり、就学、就職の機会を失う、また軍によって強

制労働が科されるなど、生活の様々な面で制限や不利益、差別を受けるのであ

る114）。仮に国籍が与えられたとしても、この身分証を没収されるという例も確
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認されている115）。

1995年、ビルマ移民人口局は UNHCR の強い勧告により、ロヒンギャに一時

滞在許可証、通称ホワイトカードを発行し始めた116）。しかし、このカードを所

持していても市民権の証にはならず117）、かつ移動の自由も制限されているた

め118）、根本的な解決には至らなかった。その上2015年 3 月末には、このホワイ

トカードの発行すら中止され、無国籍のロヒンギャの一時滞在を不許可とした。

これにより、国内におけるロヒンギャの立場は更に不安定となったのである119）。

以上述べたように、ビルマ族中心の国家統一を試みたネ・ウィン政権下におい

て1982年国籍法が施行されて以降、ロヒンギャの地位は低下の一途をたどってい

る。比較として、民族的多様性を受容していたウー・ヌー政権下においては、ロ

ヒンギャの国会議員や政府高官が政治や行政の世界で活躍しており、またラジオ

ではロヒンギャ語の番組も放送されるなど120）、ロヒンギャはビルマの独立した

1 つの土着民族として認められていたのである121）。これを踏まえると、1962年

クーデタを契機に、ロヒンギャの置かれている状況がいかに悪化したのかを読み

取ることができると言えよう。

（ 3） 小括

ネ・ウィン政権下においては、ビルマ族中心の国家統一により少数民族全体の

地位が下がったが、その影響は当然ロヒンギャにも及んでいる。そのことが強く

反映されているのが1982年国籍法であり、これによってロヒンギャは無国籍状態

に陥ったのである。同国籍法は現在も改正されていないため、事態はいまだに解

決されていない。

3 　ロヒンギャ問題の特殊性

以上のような仏教を用いた宗教的国家統一、ビルマ族中心の民族的国家統一が

行われた結果、ムスリム少数派であるロヒンギャはどちらの国家統治方法からも

外れ、差別の対象となった。

しかし、同様の少数民族は他にも存在し、例えばカマン族が挙げられる。この

民族はロヒンギャと同じムスリム少数派であるが、アラカン王国時代にいたムス

リムという分類に基づいて土着民族と評価され122）、国籍が与えられている。また、

ロヒンギャについて政府はロヒンギャと名乗らず、カマン族と名乗れば国籍を与

えるという立場をとっている123）。
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このように、政府は頑なにロヒンギャを民族として認めようとしない。そこで、

私たちは政府がロヒンギャ問題解決に消極的な要因には、宗教面、民族面の事情

の他に、何らかの決定的な事情があるのではないかと考える。以下では、そうし

たロヒンギャ問題の特殊性について次の 2 つの観点から見ていきたい。

（ 1） 多数派に逆らえないミャンマー政府

ミャンマーにおける仏教を用いた宗教的統一、ビルマ族中心の民族的統一は、

換言すると、国民の約 7 割を占める多数派のビルマ族仏教徒を中心とした国家統

治であり、その結果彼らの影響力が増大した。特に、2011年の民主化や言論の自

由によってその傾向は顕著になり、政府は多数派の意見を無視できない状況に

陥ったのである。その表れの一つが、前述した宗教と民族に関する 4 つの法であ

る。仏教徒過激派団体によって提唱された不合理な内容の法律が2015年に入って

次々と成立した背景には、やはり政府が仏教徒の排他的ナショナリズムの圧力に

押されている現状があるためであろう。

従前の国家統治手法により、政府は多数派であるビルマ族仏教徒の意見ありき

での行動しかできなくなったわけであるが、彼らはロヒンギャをどのように認識

しているのであろうか。

（ 2） ビルマ族仏教徒のロヒンギャへの認識

前述の通り、仏教徒とムスリムの対立はラカイン州で特に顕著である。現在、

ラカイン州の仏教徒は同州におけるムスリムの人口増加に恐怖を感じており124）、

より一層溝が深まっている。そして、ムスリムの中でも特にロヒンギャと名乗る

集団が現れて以降は、ラカイン仏教徒の反ロヒンギャ意識が強まり、その対立が

全国的に知られるようになった。とりわけ、上述の2012年の事件を契機に両者の

対立は深刻化し、ラカイン仏教徒のロヒンギャへの差別意識は、メディア等を通

して鮮明に全国民に認識、共有された。ビルマ族仏教徒にも、当然反ロヒンギャ

意識は共有されたと言えよう。

しかし実際のところ、ミャンマー国内には以下に述べる 3 タイプのムスリムが

存在しており、ビルマ族仏教徒は、どのムスリムがロヒンギャであるのかを識別

できていないと考えられる。

第一に、前述したアラカン王国に移住したムスリムである。第二に、「バマー

ムスリム」と自称する人々である。彼らはイスラム教を信仰しているが、ミャン
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マーの土着民族である125）。第三に、ビルマが独立した1948年からバングラデシュ

との国境が確定する1966年の間に流入したバングラデシュのムスリムである126）。

このように、ミャンマーには大きく分けて 3 つのルーツを持つムスリムが存在

するが、多数派であるビルマ族仏教徒はどのムスリムがロヒンギャなのか識別で

きていないのが現状である。

（ 3） 小括

上述のように、ビルマ族仏教徒はロヒンギャがどのような集団であるのかを認

識できていないと考えられる。それにもかかわらず、ラカイン州という一地域に

おける仏教徒の反ロヒンギャ意識がメディア等を通して全国に共有されたことに

より、彼らもまた、ロヒンギャに対して対立感情を抱くようになったのである。

そうした現状に加え、ミャンマー政府は上述の 2 つの国家統治方法により、ビル

マ族仏教徒という多数派の意向を無視できなくなっており、それ故、彼らの反ロ

ヒンギャ意識を考慮して、ロヒンギャ問題解決に消極的なのであろう。

ロヒンギャ問題を解決しない口実として、政府は一貫してロヒンギャはバング

ラデシュからの不法移民であって、ミャンマー国民ではないという口実を持ち出

し、そもそも対話の場を持とうとしていない。一方、ロヒンギャは、1799年に英

国の東インド会社の使節団の一員として当時のビルマを訪れた医師の論文の中に

ある、ミャンマー西部に「ルーインガ」という人々がいたとの記載を根拠に自ら

のルーツを主張している127）。このような主張の食い違いから、政府は話し合い

の場を持とうとせず、問題解決の兆しは見えていないのである。

また、ビルマ族仏教徒の影響力の大きさは、アウン・サン・スーチー氏の態度

からも見て取れる。彼女は、歴史的に形成された「民族間と宗教間に横たわる溝」

を克服し、国民和解を実現することの重要性を唱えるなど128）、少数民族問題解

決の必要性を訴えているにもかかわらず、ロヒンギャ問題に関しては沈黙を保っ

ている129）。その理由としては、やはりロヒンギャ擁護の姿勢を表明すれば、多

数派のビルマ族仏教徒からの支持が得られなくなるからだと考えられる130）。

以上を踏まえ、私たちは、ロヒンギャ問題に解決の兆しが見えない決定的な理

由は、国内の多数派であるビルマ族仏教徒の間で反ロヒンギャという固定観念が

定着し、政府が彼らのそうした意向を無視できなくなっていることであると考え

る。
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Ⅵ 　結　章

以上述べてきた通り、ミャンマーは多くの民族から成る多民族国家である。特

に英国統治下で分割統治が行われて以降、個々の民族のアイデンティティが国家

統一の障害となる事態が多々発生し、国内の多様性にいかに対処するかがミャン

マー政府の重要課題となった。

そこでミャンマーにおいては、仏教を手段とした宗教的国家統一とビルマ族を

中心とした民族的国家統一という 2 つの国家統治方法が試みられた。その結果、

仏教徒と長年対立関係にあるムスリムであり、かつベンガル系の少数派であるロ

ヒンギャはどちらの国家統治からも外れた存在となり、結果的に差別の対象と

なった。

しかし、ムスリム少数派の中でも特にロヒンギャ問題が顕著になっていること

を考慮すると、問題が深刻化している理由には、上記の宗教的、民族的要因以外

に、他の決定的な要因が存在すると言える。

私たちは、その決定的な理由は、反ロヒンギャ意識が固定観念としてビルマ族

仏教徒に根深く定着し、その意識を変えることが困難になっていること、それに

加え、政府が支持獲得のためにそうした多数派の意向を無視できなくなっている

ことであると考える。従って、今後ロヒンギャ問題を考える際には、宗教、民族

の側面だけではなく、国内に根付いた反ロヒンギャという固定観念をどのように

扱っていくのか、そして前述の国家統治手法により増大した多数派のビルマ族仏

教徒の影響力に政府がいかに対応していくのかも考慮する必要があると考える。

そうした事情を検討しなければ、ロヒンギャへの差別や不利益には一向に改善の

兆しが見えないであろう。

事実、現在政府はロヒンギャとの話し合いの場すら持とうとせず、問題解決に

対して極めて消極的な姿勢をとっており、未だ国籍も付与していない。そのため、

ロヒンギャへの差別はより一層深刻化し、難民も急増するなど、事態は悪化の一

途を辿っているのである。

ミャンマー国内の反ロヒンギャという多数派の意向により、政府がロヒンギャ

問題は存在しないという立場をとらざるを得なくなっていることには、一定の理

解ができる。しかし一方で、多くのロヒンギャが差別や偏見に苦しみ、国外逃亡

を余儀なくされていることから、政府の強硬な態度には国際的な批判も高まって
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いる。こうした現状がある以上、政府が頑なな態度をとり続けるには限界があり、

問題解決に向けた一歩を踏み出す必要性が自ずと生じるであろう。
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