
海外安全対策情報（２０２２年４月～６月） 

 

１ 社会・治安情勢 

(1) テロ等の傾向 

ア パキスタンのテロ発生件数は、軍及び治安機関等によるテロリスト掃

討作戦により、２００９年以降減少傾向にあったものの、２０２１年中

のテロ件数は８年ぶりに増加に転じた。隣国アフガニスタンについて

は、８月１５日に首都カブールが陥落し、９月７日にはタリバーンによ

る暫定政府の発足が発表された。当地の情勢は依然として不安定である

ことから、引き続き警戒が必要である。  

イ ４月のテロ発生件数は３０件で前月から４３パーセント増加した。テ

ロにより、５１名が死亡し１２名が負傷した。テロで死亡した５１名の

内訳は治安機関員が３１名、民間人が１２名、武装勢力が８名であっ

た。 

  ５月のテロ発生件数は１５件であった。テロにより１９名が死亡し３

５名が負傷した。死亡者の内訳は治安機関員が１０名、民間人が７名、

自爆犯２名であった。 

  ６月のテロ発生件数は１５件であった。テロにより１９名が死亡し、

１５名が負傷した。死亡者の内訳は治安機関員８名、民間人８人、武装

勢力が３名であった。 

テロ発生件数は前の期（２０２２年１月～３月期）から１件減少（６

１件→６０件）し、死者は１００名減少（１８９名→８９名）、負傷者は

３１６名減少（３７８名→６２名）した。 

 （当地シンクタンク「パキスタン平和研究所（ＰＩＰＳ）」調べ。） 

ウ 今期においては、即製爆破装置（ＩＥＤ）攻撃や銃撃が主要なテロの

手段であり、その標的の多くは軍・治安当局とその関連施設であるが、

テロ組織の中には中国・パキスタン経済回廊（ＣＰＥＣ）や中国関連施

設を標的と公言している勢力もある。 

  エ 都市部や地方の別に関わらず、治安当局によるテロリストの拘束及び

武器・弾薬等の押収が多く確認された。治安当局による徹底した取締り

が行われているが、依然としてイスラマバード首都圏を含めた都市部に

おいてもテロの脅威は存在している。 

(2) 各種デモ 

当地では、主に金曜礼拝後、各種団体による様々なデモが行われる傾向

にあり、デモ参加者の行動がエスカレートし一部が暴徒化することもあ

る。 



また、５月にはイムラン・カーン前首相が支持者に対し現政権の退陣と

総選挙を求める大規模デモを呼びかけ、一部デモ隊が放火を行う等暴徒化

し、治安機関員と衝突した。 

 

２ 一般犯罪・凶悪犯罪の傾向 

 (1) 邦人被害事案                                                                     

   なし 

(2) 銃器使用犯罪 

本期間においても、前期と同様に銃器を使用した犯罪及び押収事案が相

次ぎ、特に主要道路から離れた路地等人通りが少ない場所においては、そ

の危険性が高い。主要都市部においても、銃器を使用した強盗事件（ガン

ポイント）や侵入強盗事件が頻発している。 

治安当局は継続的な銃器の取締りに取り組んではいるものの、違法に所

持し摘発されるケースが後を絶たず、違法銃器の蔓延が問題となってい

る。 

(3) 招き入れ型侵入犯罪 

イスラマバード首都圏は富裕層が多く居住しており、各家屋には警備員

やドライバー等の使用人を雇っている家主が多いが、これら使用人が犯罪

者側と共謀し家屋内に招き入れて犯罪に加担する事件が時折発生してい

る。また、家主の不在間に家屋に侵入し、金品を窃取する事件が発生して

いるため、在宅の有無にかかわらず施錠を行うほか、使用人、警備員等へ

の指導を徹底する必要がある。    

(4) 名誉殺人                                     

当国では地方を中心に、親が認めない相手との交際などで、家族の名誉

を汚したとして女性又はその交際相手が殺害される、所謂名誉殺人が跡を

絶たない。今なお保守的なパキスタン社会では、毎年数百人の女性が名誉

殺人の犠牲になっており、今期も凄惨な殺害事件が発生している。また、

当地では親同士が本人の意思と関係なく決めた相手と結婚させるのが都市

部でさえ一般的であり、それに起因するトラブルで結婚相手やその家族・

親族等からのＤＶ被害も深刻な問題となっている。 

(5) 性犯罪及び虐待 

当地では、婦女暴行を含む性犯罪及び虐待事件が頻繁に報道され、その

発生件数は非常に多く、性犯罪は増加傾向にあると報じられている。同種

事件の被害者は、二次被害のおそれ等から警察に届け出ないことが多く、

被害実態は正確に把握できない。被害者の年齢及び性別は多様で特に子ど

もをターゲットにした極めて悪質な犯行も多く発生しており、誰もが被害



者になる可能性がある。また、最近の報道によると、イスラマバード市内

居住の外国人駐在員女性が自宅の外の警備に従事している警備員に寝室に

押し入られ、性的暴行を受けた事件が発生している。当地では、「自分の身

は自分で守る」という意識を常に持ち、決して油断することなく、細心の

注意を払うことが重要である。 

 (6) サイバー犯罪 

   パキスタン連邦捜査局（ＦＩＡ）サイバー犯罪部門は、ＳＮＳを通じた

詐欺投資話、違法な資金取引、児童ポルノのアップロード等、サイバー領

域における監視を強化している。ＦＩＡでは、違法な手段で入手した資金

がマフィアの活動資金となっているとして、摘発を強化している。 

 (7) プロの物乞い 

   イスラマバード首都圏では、マフィアの支配下にある物乞いが問題とな

っており、イスラマバード警察では摘発に力を入れている。道路上での物

乞いを装って、拳銃強盗を働くケースも報告されている。物乞いに窓を開

けて対応する等、不注意な行動は犯罪者に隙を与えるため、慎む必要があ

る。 

 (8) 宗教上の禁忌に対する反応 

   ２０２１年１２月３日、パンジャーブ州シアルコートの工場において、

スリランカ人マネージャーをパキスタン人従業員が撲殺し、その遺体を路

上で放火する事件が発生した。事件の発端は、宗教的禁忌（予言者ムハン

マドに対する冒涜）に起因しており、激高した多くの従業員が暴徒化し

た。宗教上の禁忌に十分な注意を払い行動する必要がある。 

(9) その他 

本期間においても連日、不法な銃器・爆発物・薬物・酒類の押収事案が

報じられた。これらの事案は、厳重な警戒下にあるイスラマバード市内に

おいても、テロ発生の可能性は依然として排除できないことを示してい

る。 

 

３ ２０２１年７月から２０２２年６月までのテロ発生状況 

７月   ２０件、死者  ３３名、負傷者  ５４名 

８月   ３２件、死者  ４８名、負傷者 １０１名 

９月   １４件、死者  ２２名、負傷者  ５３名 

１０月   ２７件、死者  ４０名、負傷者  ４２名 

１１月   １８件、死者  ２２名、負傷者  ２４名 

１２月   ２２件、死者  ２８名、負傷者  ４２名 



１月   ２４件、死者  ３５名、負傷者  ７２名 

 ２月   １５件、死者  ４６名、負傷者  ３３名 

３月   ２２件、死者 １０８名、負傷者 ２７３名 

      ４月   ３０件、死者  ５１名、負傷者  １２名 

   ５月   １５件、死者  １９名、負傷者  ３５名 

   ６月   １５件、死者  １９名、負傷者  １５名   

         （出典：パキスタン平和研究所「ＰＩＰＳ」） 

 

４ 安全を考える上で参考となる事件等（報道ベース） 

 

４月分 

〇 ２日、ＫＰ州クラチ（Kulachi）にて、警察及び治安部隊は掃討作戦を行い、パキ

スタン・タリバーン運動（ＴＴＰ）関係者３名を殺害した。 

 

〇 １２日夜、ＫＰ州南ワジリスタン部族郡の Angoor Adda地区にて、治安部隊がテロ

リスト２名を殺害した一方、少佐及び兵士１名が殉職した。 

 

〇 １３日夜、カーン前首相は、全国各地で展開する予定の反政府集会をペシャーワル

にて開始。シャバーズ・シャリフ新政権に対し、総選挙が行われるまで抗議を続ける計

画を発表。会場には数万人の大群衆が詰め掛けた。前首相はシャリフ新首相等に対する

非難を繰り返したほか、自身の不信任に対する「米国の陰謀論」を主張し、「自身の辞

任は国の独立を維持することだった」と述べ、支持者に対して「外国からの独立と隷属

のどちらを選ぶのか」と問い掛けた。更に、「外国の隷属下にある指導者達の手によっ

てパキスタンの核が誤って利用される危険性がある」と注意喚起した。 

 

〇 ２０日夜、ＫＰ州バンヌー（Bannu）にて、掃討作戦によりテロリスト４名が殺害

された。２１日、同州バラ地区にて、テロリストによる検問所の襲撃により警察官３名

が殉職した。他方、ペシャーワルのサルバンド（Sarband）でも襲撃により警察官２名

が殉職した。 

 

〇 ２１日夜から２２日にかけて、バロチスタン州のアーワラーン（Awaran）地区にて

銃撃戦により兵士１名が殉職、兵士１名が負傷したとＩＳＰＲ（軍統合広報局）が発表。 

 

〇 ２１日、ＰＴＩはラホール市内イクバール公園にて大規模な反政府集会を開催。自

身に対する脅威情報が伝えられる中で出席したカーン前首相は、「真の」独立と民主主

義を達成するための全国的な運動に備えるよう全国民に呼びかけ、自分を追放する「過



ち」を正す唯一の方法は早期選挙であると発言。 

 

〇 ２３日、ＫＰ州北ワジリスタン部族郡にて、アフガニスタン側からの越境テロ攻撃

によりパキスタン軍兵士３名が殉職、４名が負傷した。 

  

〇 ２４日、モディ首相は、２０１９年８月にジャンムー・カシミールの自治権を剥奪

して以降初めて、カシミールを訪問した。イリヤース・アーザード・ジャンムー・カシ

ミール（ＡＪＫ）首相及び全党自由会議（ＡＰＨＣ）のＡＪＫ支部は、モディ首相のカ

シミール訪問を非難する反インドデモをイスラマバード及びＡＪＫ各地で実施し、カシ

ミールの解放を訴えた。 

〇 ２６日午後、シンド州カラチ市のカラチ大学に隣接する孔子学院前で自爆テロが発

生し、中国人教員３名を含む４人が死亡、２人が負傷した。 

 

５月分 

〇 ２日、バロチスタン州の Panjgur及び Naushkiにてそれぞれ治安部隊を標的とした

テロ事件が発生し、兵士７名及びテロリスト１３名が死亡。ＩＳＰＲはテロリストを操

る存在がアフガニスタンやインドに存在すると発言。 

 

〇 ４日、バロチスタン州ケッチュにおける治安部隊によるオペレーションにより、重

要度の高い２名を含む３名のテロリストが死亡。同オペレーションは、２日夜に同州ノ

ーシュキー（Nushki）とパンジグール（Panjgur）で行われた治安部隊へのテロ攻撃を

受けて実施されたもの。なお、５日、治安部隊は同オペレーションを完了し、ＩＳＰＲ

によると、同オペレーションの結果、テロリスト２０名が殺害された。 

 

〇 ５日夜、アフガニスタンから越境したテロリストがＫＰ州旧クラム管区の同国境沿

いの哨所を攻撃し、兵士５名が殉職したほか、４名が負傷。 

 

〇 ８日付で国連安保理に送付された第２９回国連分析支援・制裁モニタリングチーム

報告書によると、アフガニスタン内にパキスタン・タリバーン運動（ＴＴＰ）の戦闘員

が３千人から５千人いると記載。 

 

〇 １２日、パンジャーブ州ハーネーワールのミヤーン・チャンヌー（Mian Channu）

において、コーランを冒涜したとの嫌疑をかけられた男性が群衆から投石などのリンチ

を受け、死亡。 

 

〇 １３日、カーン前首相はパンジャーブ州シヤルコートで開かれたＰＴＩの集会にて、



現政権に対し、総選挙の日程を発表するよう要求。また、自身に対する暗殺の可能性を

示唆するとともに、軍部に対する批判を鮮明化させた。更に、「首相を辞任して現政権

に権力を渡すくらいなら、パキスタンに原爆が投下された方がましだった」と発言。 

 

〇 １５日、ペシャーワルにて２名のシク教徒が何者かによって殺害された。 

 

〇 １５日、カラチ大学でのテロ事件発生後、ＮＥＤ大学に避難していた中国語教師等

１１名は、パキスタンから中国へ帰国した。事件以降、中国語の授業は中止されており、

今後はオンラインでの授業実施が検討されている。 

 

〇 １５日、警察テロ対策局（ＣＴＤ）は、シンド州サッカルにてＩＳ戦闘員を逮捕し

たと発表。また、逮捕されたテロリストは、同州内陸部ゴートキーにて支部の立ち上げ

を行ったと明らかにした。 

 

〇 １６日、治安部隊はバロチスタン州ブレーダ（Buleda）においてインテリジェンス

情報に基づく作戦を実行し、少なくともテロリスト６名を殺害。今回殺害されたテロリ

ストは昨今の同州ケッチュ（Kech）における治安部隊への襲撃に関与していた。 

 

〇 ２０日、アルビ大統領は、電子メディア犯罪防止法（Prevention of Electronic 

Crimes Act）を改正する大統領令を発布。これにより、軍を含む国家機関や個人の名誉

毀損における懲役刑を３年から５年に延長し、保釈は不可とされる。さらに、名誉毀損

につき、（名誉毀損を受けたとされる）本人以外の誰でも告訴することが可能となる。 

 

〇 ２０日、治安部隊がＫＰ州北ワジリスタンにおいて、インテリジェンス情報に基づ

く作戦を実行し、テロリスト５名を殺害。 

 

〇 ２２日、ＫＰ州警察テロ対策局（ＣＴＤ）は、２０１４年１２月に発生し、児童と

教員１５１名が死亡し、１４７名が負傷したペシャーワル陸軍公営校（ＡＰＳ）襲撃事

件に関与した容疑で７名を逮捕したことを発表した。 

 

〇 ２２日、カーン前首相はペシャーワルでのＰＴＩ幹部会後に記者会見を開き、２５

日から｢真の自由｣を求める大規模なデモをイスラマバードで実施すると発表した。 

 

〇 ２３日付のＩＳＰＲの報道発表によれば、治安部隊が同日バロチスタン州ホシャー

ブ郡で掃討作戦を実施し、テロリスト１０名を殺害した。これらのテロリストはトゥル

バット及びパスニー郡で治安部隊に対する最近の襲撃に関与していた。大量の武器も押



収された。他方、ＫＰ州ＤＩカーン郡クラーチー郡でも治安部隊による掃討作戦が行わ

れテロリスト２名が死亡した。サブマシンガン数丁、手榴弾、弾薬多数が押収された。

２名は治安部隊に対するテロ行為、標的殺人、身代金目的の誘拐事件等に関与していた。 

 

〇 ２４日付ＩＳＰＲの報道発表によれば、治安部隊がＫＰ州北ワジリスタン部族郡及

びＤＩカーン郡でそれぞれ掃討作戦を実施した。治安部隊とテロリスト間で激しい銃撃

戦を展開し、テロリスト８名が死亡した。テロリストの武器及び弾薬多数が押収された。 

  

〇 ２９日付報道によれば、国連安保理の報告書は、アフガニスタン東部及び南東部に

最大４０００人のパキスタン・タリバーン運動（ＴＴＰ）戦闘員が潜伏していると指摘

した。また、タリバーンによるアフガニスタン制圧によってＴＴＰは最も恩恵を受けて

おり、パキスタン政府とＴＴＰの和平交渉が成功する可能性は低いと指摘した。 

 

〇 ３０日、カーン前首相は、最高裁が、デモ参加者に警察からの暴力に対する保護を

与えないのであれば、より良い別の戦略を持って、イスラマバードへのデモ行進を行う

だろうと述べた。 

３１日、政府はＰＴＩによる次回のロングマーチ（デモ行進）を阻止する決意を表

明。サナウッラー内相は、ＰＴＩは今のところ次回のロングマーチを計画している様子

はないとしつつも、もし実施された場合は、既に登録してあるＦＩＲ（ First 

Information Report、注：警察への捜査開始を求める際に執られる手続き）に基づき、

指導者達の逮捕を開始すると述べた。 

 

６月分 

〇 １日、ＰＴＩは、最高裁に対して次回のＰＴＩによるロングマーチにおける安全や

保護等を求める申立を提出。本件につき、最高裁は、５月２５日夜に行われたＰＴＩに

よるデモがイスラマバードのＤチョーク付近にまで迫ったことにつき、情報機関等に報

告書を提出するよう指示。同日、カーン前首相は、同申立に基づく最高裁の判決後に次

回のロングマーチの日程を発表すると表明した。 

２日、最高裁事務所は、ＰＴＩによる申立につき中傷的な内容を含むとして差し戻

した。  

 ８日、カーン前首相（野党ＰＴＩ党首）は、最高裁からの「許可（clearance）」を

得たのち数日内に２回目の「ハキーキー・アーザーディー（真の独立）」ロング・マー

チの日程を発表すると発言し、党組織に対して準備を行うよう指示。また、カーン前首

相は、ＰＴＩと軍だけが国家をまとめることができる旨発言した。 

 

〇 ７日、治安部隊はＫＰ州北ワジリスタン部族郡の Hassankhel 地区にて、銃撃戦の



末テロリスト２名を殺害した。同日、治安部隊はバロチスタン州 Noshki 地区にて、バ

ローチ共和軍（ＢＲＡ）のテロリスト２名を殺害した。 

○ １３日、シャリフ首相は、インド各地で実施された預言者ムハンマドへの侮辱発言

に抗議するデモにて、イスラム教徒２名を殺害したインド政府を強く非難するとツイー

トした。またシャリフ首相は、アシュラフ下院議長含む議員等と当問題に関して議論し、

イスラム協力機構（ＯＩＣ）や国連等の機関に問題提議するよう要請を受けた。 

 

○ １５日、インド軍はインド側カシミール（ＩＩＯＪＫ）にて過激派の２名を殺害し

た。その内１名は、カシミール自由戦士として今月に銀行支店長の殺害に関与していた。 

 

○ １９日、ＫＰ州北ワジリスタン部族郡 Miraliにて、青年団体のメンバー

４名が正体不明の何者かによって殺害された。死亡した人々は、Zarb-e-Azab

作戦後に結成された組織にて、武装勢力に襲われた地域の平和を回復するため

に活動していた。 

 

○ ２６日、ＫＰ州北ワジリスタン部族郡の Ghulam Khan Kalle地区にて、銃

撃戦により戦闘員７名と治安部隊２名が死亡したと軍統合情報局が発表した。 

 

５ 誘拐・脅迫事件発生情報 

 今期、日本人が対象となる誘拐事件は発生しなかった。 

当地では、パキスタン人が誘拐される又は誘拐後に殺害されて発見される

事件が頻繁に発生している。誘拐・脅迫事件の背景としては、テロ組織によ

る、誘拐事件を利用した政府等への身代金等の要求又は資金稼ぎを目的とし

て犯行に及ぶケースの他、犯罪者が、強姦等の性犯罪や身代金目的で行うケ

ースがある。このような誘拐事件は、解決までに多大な労力・時間を要する

と共に、誘拐された被害者が殺害される可能性もあることから、事件に遭わ

ないための安全対策が重要である。 

また、女性や子供が性犯罪目的で誘拐される事件が多く報道された。 

 

６ 日本企業の安全に関わる諸問題 

これまでのところ、邦人及び日系企業に対する脅威情報には接していない

ものの、２０１７年５月にはクエッタにおいて中国人の誘拐・殺害事件が発

生したほか、同年７月にも、カラチ市内の幹線道路において中国人技術者を

対象とした爆発事件が発生するなど、外国人が、事件に巻き込まれるケース

も発生している。  

２０２０年１２月１５日、カラチ市南地区において中国人の車両に遠隔装



置爆弾が設置されたが不発だった。この中国人はレストランを所有してい

る。同人がクリフトン地区のショッピングモールから帰宅していたところ、

オートバイに乗車した２人の男が中国人車両に接触した後に逃走した。その

際に爆発物が磁石で取り付けられた。 

２０２１年４月、クエッタにおいて駐パキスタン中国大使が滞在していた

ホテルに対するテロが発生した。さらに、同年７月１４日には、ＫＰ州のダ

ッスー水力発電プロジェクトに従事するスタッフ達を乗せた中国会社のシャ

トルバスが建設現場に向かう途上で攻撃に遭い、中国人及びパキスタン人十

数人が死亡し、数名が負傷した。本件については、パキスタン政府及び中国

政府がテロであったとしている。同年８月２０日、バロチスタン州グワダル

においてＣＰＥＣ関連事業に従事する中国人技術者を狙った自爆テロが発生

し、中国人及びパキスタン人９名が死亡、複数の負傷者が出た。また、２０

２２年４月２６日午後、シンド州カラチ市のカラチ大学に隣接する孔子学院

前で自爆テロが発生し、中国人教員３名を含む４人が死亡、２人が負傷した。 

当地においては、活動地域の最新の治安・安全情報の入手を欠かさず、安

全を第一に考えた行動方針を定め、先ずは事件に遭遇しないための対策を講

じるとともに、万が一の事態を想定した具体的な警備・連絡体制を確立する

ことが重要である。 

また、当国政府の政策として、外国人の入域を制限している地域が国内各

地に存在し、そのような地域に政府からの事前の許可を得ず（又は事前通報

をせず）入域した場合には、現地治安当局による安全対策がなされないばか

りか、速やかな退去を命ぜられ、また犯罪に巻き込まれた際に通常の警察活

動が期待できない場合があるので、当国政府の規定に従い、事前に然るべき

手続きを行うことが必要である。なお、手続きを行ったにもかかわらず、政

府からの入域許可が得られない場合には、安全上の問題が生じる可能性があ

るため、当該地域への入域は控えることが望ましい。 

 

（以上） 


