
2022年度《越境文化論》企画

難民になるということ

《越境文化論》では、毎年、“越境的な議論を作る”という課題で、履修者たちが展示や討論会を
作成して行っています。最初は「私たちには関係ないよ」と思う話題も、少し考えたら自分にも
関係があるし、意見を言ったり、積極的に関わりをもっていくべきことがらはたくさんあります。

そんな中から、今年は「難民になるということ」というのをテーマに選びました。気候変動に
よる大規模な災害、紛争、戦争などで皆さんがもし難民になるとしたら、どうやって、どんな場
所に逃げますか。逃げた先でどんな生活が送れると思いますか。そんなことは絶対に起きないと
思いますか。

ウクライナの戦争が起きて、世界中で「住む場所を奪われた人々」の数は初めて１億人を超え
たそうです。その人たち全員が「難民」という名前で呼ばれるのかどうかは政治的な問題ですが、
実質的に住処を奪われる人の数は長い目で見て増加する一方です。ちょっと忙しい手を止めて、
一緒に考えてみませんか。
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はじめに

（１）難民って誰のこと？
1951年、国連の「難民条約」、1967年の「難民の地位に関する議定書」の規定

国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）の解釈。

（２）難民保護義務とは？
送還されない権利（ノン・ルフールマン原則）。

（３）難民認定しなければいいの？
オーストラリアの例（マヌス島、ナウル島の難民「収容所」）、日本の姿勢。

（４) 日本の難民受け入れ状況
1%以下、G７最低の難民認定率、すすめられようとしているノン・ルフールマン原則違反。

（５）台湾の難民受け入れ状況
放置されてきた難民法案、香港の政治難民を救えるのか。



(1) 難民って誰のこと？

1951年に作られた『難民条約』では、「難民」は、

人種、宗教、国籍、政治的意見または特定の社会集
団に属するという理由で、自国にいると迫害を受け
るおそれがあるために他国に逃れ、国際的保護を必
要とする人々

と定義されています。この定義だと、現在のウクラ
イナ難民のように、戦争から逃れようとする人々は
難民ではないことになります。日本政府はこの立場
を取っていますが、国連難民高等弁務官事務所
（UNHCR）は、

『難民条約の定義は、自国における平時と戦時の区
別をしておらず、国際的・国内的な武力紛争や戦争
から他国に逃れてきている人々も、上記の定義に該
当するのであれば「難民」とします』

と言っています。

でも、じゃあ、気候変動で生活できなくなって他
国に逃れる人々は難民と言えるのでしょうか。原発
事故で福島に住めなくなって他国に逃れた人々は難
民ではないのでしょうか。

難民と認められると、上記の「難民条約」と
1967年に作られた「難民の地位に関する議定書」
に定められた保護を与える義務が、条約締約国には
あるわけです。でも、日本のように認めなければ、
保護する義務がないのです。



(2) 難民保護義務とは

1. 送還されない権利（難民認定されていなくてもこの権利はある）『ノ
ン・ルフールマン原則』の保証。

2. 受け入れ国における難民の身体的安全の保障。特に人種差別や
排外主義からの保護。

3. 庇護国において無制限の裁判へのアクセス権の保証。
4. 食料、衣服、住居と医療を含む基本的な身体的・物的需要に対

応した支援。労働市場へのアクセスと自営業の許可。
5. 移動の自由。
6. 十分な教育へのアクセス。少なくとも初等教育の保証。
7. 庇護国における近しい家族の構成員との再統合の権利の保

証。
8. とりわけ弱い立場に対する特別措置の保証。たとえば、女性や

少女に対する特別な保護措置。
9. 難民が旅行証明書を所持していない限り、庇護国は各難民に身

分証明書を発行する義務がある。
10. 庇護国政府は人種、宗教または出身国による差別なく、その領

域内の難民に条約上の規定を適用しなければならない。

難民として認定する
と、政府はいろんな
ことを保証しなくて
はいけないんだ。

でも、難民として認定
していなくても、追い
返すことは決してでき
ない！というのが国際

的な約束だね。



ノン・ルフールマン原則があるから、オーストラリア
政府は、難民を「追い返す」のではなく、マヌス島やナウ
ル島に《収容所》を作って、そこに何年もたくさんの難民
申請者を閉じ込めている。（インドネシアから難民の船は、
オーストラリア領海に入る前に追い返し、入ってしまった
人々は収容所に入れている。)

2016.8.31時点でナウルでは410人、マヌス島で823
人がセンター内に留置されて、外に出ることを厳しく制限
されている。（マヌス島収容所は2017年に閉鎖）

日本政府は、難民申請中、裁判中でも追い返すことが
できるように法律を変えたいと言っていますが、これも動
機は同じだ。

ナウル島の収容所 オーストラリア政府も日本政府も、難民申請者たちのほ

とんどが「偽装難民」だと主張しています。そこには、自
分の国よりも経済がいい他国に住んで金を稼ぎたいだけの
人たちだ、という理解しかない。

確かに人数が多いと、一人ひとりについて正確に審査
するのは大変でしょう。でも、だからと言って「あの人た
ちはみんな・・・」と決めつけてしまうとしたら、何のた
めの難民条約なのでしょうか。気候難民も「偽装難民」に
なるのだろうか。

(3) 難民認定しなければいいの？



1975年5月 最初のボートピープルが日本上陸

1981年 日本は難民条約・議定書を批准。
1982年 難民条約・議定書発効。 難民認定審査を法務省入国管
理局が担当。
2005年 難民審査参与員制度が新設、審査に在野の法曹や学識経
験者が参加。

日本の難民認定率は他の国に比べて極端に低く（右の図）、何千
人もの人たちが申請中で、日本での不安定な生活を強いられている。
申請中は仕事もできず、健康保険にも入れない。

(4) 日本の難民受け入れ状況

日本政府は、ウクライナ「避難民」の受け
入れを契機に現在、入管法を「改訂」しよう
としているが、その内容は左の図に示す通り
だ。
難民申請中でも送還を可能にする（ノン・

フルールマン原則の無視、同時に裁判を受け
る権利の無視）が含まれている点で、大きな
批判を受けている。

台湾人にとって、日本が、何かあった場合
の避難先として適切かどうかは、今のところ
大いに疑問だ。



(5) 台湾の難民受け入れ状況

台湾は、難民条約にも人権規約にも加盟できないが、実質的には中国、
トルコ、チベット、シリアやウガンダから難民がきている（人数について
は政府統計がないので不明だが、いずれも長期滞在ビザを取得）。
台湾政府には該当する法律がなく、担当部署もなく、実際の「受け入

れ」は民間組織や個人が担ってきた。その結果、支援団体や難民個人にコ
ネと資産、金があればうまくいくが、ない場合にはむずかしいという状況
が生まれている。

1990年代に立て続けに起きたハイジャック事件（中国の国内線をハイ
ジャックして台湾に着陸させ亡命しようとする中国人による事件、1993
年だけで8件）の結果、台湾は中国からの亡命受け入れを停止。ちなみに
台湾がハイジャック犯を難民として受け入れたことはない。

2005年、最初の民進党政権が「難民」法制を提案。2016年の7月、難
民にLGBTを含むかどうかで一度話題になって以来、現在まで放置されて
きた。
香港への國安法適用を受けて、香港での抗議活動に参加した人たちを台

湾に受け入れるために「香港澳門關係條例」の第18条（政治的要因により安

全と自由が緊急に危機に瀕している香港またはマカオの居住者には、必要な支援が提供

される。）をこうした人たちに適用すると同時に、難民に関する法律を成立
させ、政府による一貫性のある難民への対応を求める声が、現在、あがっ
ている。



第一章 想像と現実はこんなに違う。

ここでは私たちが世界の難民について調べてびっくりしたことを
いくつか書きます。

（1）タクシーやレンタカーで移動するアフガニスタン難民！

（2）42％が家族訪問ビザ！

（3）難民でパキスタンの人口は毎年8万人増加している！

（4）難民のために法律を作るコロンビア政府！

（5）逃げた先でもまた混乱、カメルーン難民！

（6）イラク難民のヨーロッパの夢

（7）中央アフリカを襲う情勢不安



(1) タクシーやレンタカーで移動するアフガニスタン難民！

アフガニスタンとパキスタンの間には複数の国境検問所があ
るが、トールハム（Torkham）とチャマン（Chaman）が最も
よく利用されている。

アフガニスタン各地からトールハムへの移動には主に車が使
用されているが、国境を越える際には徒歩で越えている。パキ
スタン入国後は、レンタカーやタクシーで移動する。密輸業者
や麻薬密売者に金銭を支払って入国する場合もある。

トールハム国境では、2016年6月以降、有効なビザ（パスポ
ートまたはラーダリ：国境のそれぞれの側にて行動制限がある。
地元の部族に適用可能）の取得が義務づけられた。以前は2万
人以上のアフガニスタン人とパキスタン人が毎日行き来してい
たが、移動制限実施後は2000～2500人程度に減少した。

チャマン国境は通常、特定の国境地域からのアフガニスタン
人のビザなしの通過を許可していたが、2021年以降数ヶ月間断
続的に閉鎖されている。強行突破しようとするアフガニスタン
人に国境警備隊が催涙弾を使用したというニュースもある。



チャマン国境のようす トールハム国境のようす



(2) 42％が家族訪問ビザ！

2017年のビザ制度刷新以降、

パスポートやビザ無しでの

越境が制限され始めた。

国境を通過2017年4月に

トールハム国境にて352人を

対象に行われたインタビュー

調査によると、

42%が家族訪問ビザ、

27%が治療ビザ、

21%が訪問/観光ビザ、

7%がビジネスビザ、

3%がその他のビザ

を持っていた。



(3) 難民でパキスタンの人口は毎年8万人増加している！

パキスタンに40年以上住んで

いる難民（アフガニスタン難民や

バングラデシュ難民）またはパキ

スタンで生まれた難民には、国民

身分証明書とパスポート（市民

権）が与えられるが、アフガニス

タンの市民権を放棄しなければな

らない。

パキスタンのアフガニスタン難

民人口の約60%がパキスタンで

生まれており、それによりパキス

タンのアフガニスタン難民の数は

毎年８万人ずつ増加しているとい

う。



(4) 難民のために法律を作るコロンビア政府！

2015年以降、コロンビア政府は、ベネズエラ難民・
移民の社会的・経済的統合のために、労働・通過・滞
在許可の発行、あるいは保健・教育・社会プログラ
ム・住宅補助へのアクセス拡大など、受け入れ国と難
民・移民コミュニティ双方に利益をもたらす自由な政
策の提供に取り組んでいる。
2021年2月、コロンビア政府は《ベネズエラ人一時

保護法》を公布し、2021年1月以前に入国し「不規則
の阻止」を求めるベネズエラ移民と、規則の有効期間
の最初の2年間に定期的に入国した人はすべて、パスポ
ートにスタンプを押してもらえるようになった。滞在
期間が10年に延長され、10年間に滞在許可証の再申請
の必要がないようになった。

コロンビア大統領イバン・ドゥケ



(5) 逃げた先でもまた混乱、カメルーン難民！

カメルーン軍と分離武装グルー
プの衝突激化により、カメルー
ンでは70万人が国内避難民に、
6万5000人がナイジェリアに避
難しています。
ナイジェリア自体も厳しい状況
です。多くの難民を受け入れて
いますが、日々の食料、医療や
教育などのサービスも十分では
ありません。



カメルーン： その後

「ここに来てもう９カ月経ちまし
たが、学校は定員オーバーで子ど
もたちは通うことができません。
私には収入のあてがなく、途方に
暮れています」。難民はこう言い
ます 。
UNHCRは一部の学校で規模を拡
張していますが、全員を受け入れ
るには依然として施設が不足して
います。
「私も、みんなも苦しんでいま
す」難民は嘆きます。「安全を求
めて故郷を離れたのに、今避難し
た国でも苦しむだなんて」。



(6) イラク難民のヨーロッパの夢

イラク人のアラム・マジド・サビルはベラルーシに入国した瞬

間がヨーロッパの夢の起点だと思っていたが、すべての努力が

無駄だとは思わなかった。

現在34歳で、石油会社の社員だった彼は、新型コロナウイル

スの影響で原油価格が低迷し、石油会社解雇された。仕事を失

った彼は家を売って、妻と5歳の息子を連れて脱出の道に出て、

ドイツに行きたいと思っています。

サビルは記者に、当時多くのイラク人がベラルーシに滞在して

いたと伝えた。国境線を越えさえすれば、未来の生活に希望が

あると考えられていた。しかし、厳しい寒さと死守を厳守する

国境線に直面して、多くの人が続々と放棄を選んだ。



(6) イラク難民のヨーロッパの夢

イラク外務省は去年11月18日、ベラルーシに初のチャーター機

を派遣し、滞在者を撤退させた。イラクは去年12月5日までにベ

ラルーシから約3000人の自発的に撤退した自国民を引き取った。

故郷に帰ってから、サビルはもう何もなく、タクシーで何とか生

計を立てなければならなかった。油代と毎月支払わなければなら

ない300ドルのタクシーの借金を除いて、彼の純収入は残り少な

い。

イラクの不安定な大環境の下で、サビルは「未来が見えないので、

移民を堅持しますが、次は自分先に行って、お金を貯めてから出

発します」と考えています。



(7) 中央アフリカを襲う情勢不安

2013年12月、武装グループ間の紛争により、破壊と流

血、そして新たな移動の波が起きている中央アフリカ共

和国。

2020年12月27日に実施された総選挙の前後から暴力行

為、政情不安がさらに深まり、73万8000人以上が難

民・庇護希望者として国境を越えて隣国カメルーン、チ

ャド、コンゴ民主共和国等に逃れ、さらに63万2200人

以上が国内で避難を強いられる事態に陥っています。

人口の約半分が戦闘や政情不安、そして食料不足により

人道支援を必要としている状況が続いている中、多くの

避難民にとっては帰還は困難であり、人々は今も安定し

ない治安の下で生きることを強いられています。（*

2022年3月現在）



家を焼かれ、カヌーで国境を越えた人々

「武装グループが全ての家を焼き払いました」と泣

きながら語るローズさん（30歳）は、着の身着のま

ま戦火から逃れ、カヌーで川を渡り、隣国のコンゴ

民主共和国へ逃れました。

「もし平和が戻ってきても、帰る場所はありませ

ん。」

この時、ローズさんのように川を渡って避難した難

民は6万人以上。そしてローズさんたちが命がけで逃

れて来た隣国コンゴ民主共和国も、暴力行為により

多くの人々が避難を強いられています。川からわず

か1キロメートルしか離れていない彼女たちの故郷の

村からは、未だに銃声が聞こえてきます。



第二章 どこに逃げたらいいの？

（1）ボコ・ハラムが生み出した難民はどこに？

（2）アフガニスタン難民はどこに？

（3）リビア内戦の難民はどこに？

（4）コンゴ武力紛争の難民はどこに？

（5）マリ北部紛争の難民はどこに？

（6）ロヒンギャ難民はどこに？

（7）カメルーン英語圏の難民はどこに ?

（8）シリア内戦の難民はどこに？

（9）イラク難民はどこに？

(10) イエメン内戦の難民はどこに？



(1) ボコ・ハラムが生み出した難民はどこに？

イギリスに植民された1903年
から、ナイジェリア東北部には西
洋教育に抵抗している人が沢山い
る。そこで、Mohammed Yusuf
という人は2002年ナイジェリア
の東北部のボルノ州のマイドゥグ
リにボコ・ハラムというイスラム
過激派組織を成立した。
その組織は2009年に警察署と

政府機関に攻撃し、2014年にナ
イジェリアのボルノ州に進攻し、
276人の女子生徒を拉致し、女子
生徒を性奴隷として扱ってメンバ
ーに配ると声明した等。
以上の攻撃行為で、大勢のナイ

ジェリア難民が生まれ、各地に逃
げた。



ボコ・ハラム【ナイジェリア】

データによると、多くの難民はニジェールへ

逃げることが分かった。それは国境の多くが

陸地で越えやすいからだ。逆に、チャドへ逃

げるには、湖を渡らなければならない。

2015年難民数

チャド 17000

ニジェール 100000

カメルーン 37000

ボコ・ハラムで生まれた難民は大体
三つの近くの国へ逃げる。チャド、
ニジェール、カメルーンだ。 チャド

ニジェール

カメルーン



(2) アフガニスタン難民はどこに？

タリバンは、アフガニスタン国境の主
要な検問所を支配している。これまで、
国民を出国させたくない意向を表明し
ている。報道によると、貿易商と有効
な渡航許可証を持っている人だけが通
行を認められている。
しかし、どうにかして国外に出た難民
もいる。

隣国のパキスタンとイランは昨年、亡

命を希望するアフガニスタンからの難

民が過去最多となった。UNHCRによ

れば昨年、パキスタンには約145万人、

イランには78万人が渡った。

3番目に多かったのはドイツで14万人

超だった。

亡命希望先として挙げられている人数

だけでみると、トルコ（約12万5000

人）、ドイツ（約3万3000人）、ギリ

シャ（約2万人）が上位だった。

イランへの亡命希望者は存在しないが、

公的な難民カードを所持している人は、

イランで保健と教育の制度を利用でき

る。



パキスタン イラン ドイツ

1420000 950000 130000

隣国のパキスタンとイランは、亡命を希

望するアフガニスタンからの難民が過去

最多となった。

多くの難民はパキスタンへ逃げる。2番

目ではイラン、3番目に多かったのはド

イツで30万人超だった。

2020年



(3) リビア内戦の難民はどこに？

リビア内戦の勃発後、約200万人のリビア人がチュ

ニジアに到着しました。貧しい人々はチュニジア国境

の難民キャンプで立ち往生しています。裕福な人々は

首都チュニジアに定住しました。家賃、住宅価格の高

騰、社会福祉の深刻な不足など、地元の人々が影響を

受けています。

↑チュニジアの若者たち
は、長期的な失業に抗議
するためにハンガースト
ライキを行い、人権を奪
っています。

←チュニジア南部での労働
者革命後も、生活は困難な
ままです。



突尼西亞

利比亞阿爾及利亞 埃及

尼日爾

蘇丹
查德

馬利

摩洛哥

土耳其

伊拉克

沙烏地阿拉伯

敘利亞



(4) コンゴ民主共和国武力紛争の難民
はどこに？

コンゴ

ウガンダ

ルワンダ

タンザニア

ブルンジ

南アフリカ
共和国

イトゥリ州

北キヴ州

南キヴ州

ウガンダ

コンゴ民主共和国の武力紛争は各省の武装団体

の攻撃事件と軍事打撃行動による衝突である。

コンゴの最も深刻な武力紛争は東部の3州、イト

ゥリ州、北キヴ州、南キヴ州から来ており、多

くの難民がそこから来ている。東部はウガンダ

に近いため、ウガンダはコンゴ難民が主に逃れ

た国となった。



(4) コンゴ民主共和国武力紛争の難民
はどこに？

ウガンダは他の国より難民を受け
入れたい。

ウガンダの難民配置方式は、難民に土

地を与え、居住して自分で耕作するこ

とができるようにし、徐々に現地に溶

け込んでいる。

西北ウガンダの田舎は貧しいが、敷地

が広い土地を持っている。この地の人

は往々にして大きな土地を持っている

が、十分な技術や人力がない。土地を

分けてより多くの人(難民)に共同開発

してもらい、商業貿易を刺激すること

も貧困脱却のきっかけになるかもしれ

ない。



(5) マリ北部紛争の難民はどこに？

2012年4月18日、OCHAは、 「ニジェール、ブル

キナファソ、モーリタニア、アルジェリアの161,000

人以上の難民を含む、マリ北部での危機後に268,000

人以上の避難民がいた」と推定している。

マリでの和平合意が国連の支援の下でアルジェ

で署名されてから1年後、自国で紛争から逃れた約13

万人のマリ人が、主にニジェール、ブルキナファソ、

モーリタニアで亡命生活を続けています。



マリ北部紛争

「ブルキナファソでの難民」

Goudouboキャンプでの暴力以来、何千

人もの住民がマリの自宅に戻ってきまし

た。他の人々はキャンプから遠く離れた

より安全な町に逃げました。

マリの難民は、2月にブルキナファソのGoudoubou

キャンプで「尊厳キット」を運びます。（Sylvain 

Cherkaoui / UNHCR）



(6) ロヒンギャ難民はどこに？

2017年の事件は約73万人以上のロヒンギャ難民

を生み出したが、今まですべての人数は約100万

人以上だ。

また、難民のほとんどはバングラデシュのスラ

ムや難民キャンプに流入した。バングラディッ

シュ以外にも、マレーシア、タイ、インドネシ

アなどの周辺国が受け入れている。しかし、基

本的には「難民」としての受け入れは拒まれて

おり、「経済移民」として扱われている。



(7) カメルーン英語圏の難民はどこに？

2018年のニュースによって、カメルーン難民は全
部16万人で、その中で2万人がナイジェリアに逃げ
て、3万人がチャドに逃げた。

だが、ウィキペディアによって、2016年から、す
べてのカメルーン難民は60万人いる。



(8) シリア内戦の難民はどこに？

シリアでは2011年の内戦勃発以来、数千万人の命が奪われ約660
万人以上が国外に避難した。現在も約670万人が国内避難民とな
っており、約1,160万人のシリア難民が人道支援を必要としてい
る。
近隣諸国に逃れているシリア難民の大多数は都市部で日雇いの

仕事などで生計を立てながら暮らしており、UNHCRなどが管理し
ている難民キャンプで暮らす人は約8パーセントにすぎない。例え
ばレバノンの都市部で暮らすシリア難民の約70パーセントが貧困
ライン以下の生活をしており、電気や水道が不十分だったり、過
密で不衛生な環境での生活を強いられている。UNHCRは、近隣諸
国を含む国外に逃れたシリア難民に対して、受入国から保護及び
十分な支援が受けられるよう、政府や受入コミュニティ、パート
ナー団体と連携し取り組んでいる。



(8) シリア内戦の難民はどこに？

シリア内戦の開始から10年、2021年7月、
562万人が難民として近隣諸国で苦しい生
活を送っている。
シリアと国境を接するトルコには300万

人以上のシリア人が、レバノンには150万
人のシリア人が暮らしており、地域の農
村にとっても大きな負担となっている。
すでに9年間難民として暮らさざるを得な
かった子どもたちの中にはその間、学校
に行く機会もなかった子どもが多くいる。
パルシックは2015年から2019年までト
ルコで、2016年からレバノンで食糧配布、
越冬支援、子どもの教育などの活動を続
けている。



(9) イラク難民はどこに？

2014年、「イスラム国」（ISIS）は力をつけ、内

戦をより大規模に拡大し、バグダッドに近い多くの都

市を占領した。 2014年1月から6月の間だけでも、

100万人以上のイラク人が家を追われた。

2014年8月以降、フランス、イギリス、ベルギー、デ

ンマーク、オーストラリアなど、多くの国がISIS討伐

のためにイラク政府軍に参加していた。



(9) イラク難民はどこに？

国連は、100万食以上の食事と72,740リットルの
水を空、海、陸路で難民地域に送った。

難民は、イスラエル、ヨルダン、シリア、レバノ
ン、エジプト、スウェーデンなどの近隣諸国に逃れ
ている。

難民の数が最も多かったのは、イスラエルとシリ
アだった。 そして、難民はイラクのクディスタン地
方に滞在した後、他の国へ移動した。



(10) イエメン内戦の難民はどこに？

イエメンでは2015年の内戦勃発以来、避難した

人数は内戦が始まった累計すると400万人を超

える。イエメンはサウジアラビアに隣接し、世

界最悪の砂漠地帯に位置している。サウジアラ

ビアも内戦に参加した。そのため、イエメン難

民の唯一の可能性のある道はインド洋を横断す

る。多くのイエメン人はアフリカの角地域のジ

ブチやソマリアに逃げた。ジブチとソマリアの

ほか、イエメンにビザを免除する国に逃げるイ

エメン人もいる。例えばスーダン、ウガンダな

ど、イエメンと同じように状況が悪い国。



（1）パキスタン政府の難民受け入れ政府機関

（2）ドイツ連邦移民・難民庁(BAMF)

（3）イギリスArup(アフガニスタン人の移転および支援政策)

（4）コロンビア政府の難民受け入れ政府機関

（5）国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)

（6）国連難民高等弁務官事務所のRRP(アフガニスタン地域

難民対応計画)

（7）国連難民高等弁務官事務所と政府の間の協力

（8）トルコの長年にわたる「難民」政策の歴史

第三章 政府は面倒見てくれるの？



(1) パキスタン政府の難民受け入れ政府機関

【主な機能】

・アフガニスタン難民支援に関する地区行政

及び国際組織等との調整

・アフガニスタン難民の管理

：在留資格更新など

・アフガニスタン難民の本国返還

・難民キャンプ施設

および施設におけるインフラの提供

：水と衛生・医療・教育・職業訓練などを含む



(2) ドイツ連邦移民・難民庁(BAMF)  

ドイツでは連邦内務省(Bundesministerium des Innern)の
直下に連邦移民・難民庁(Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge)が設けられている。この連邦移民・難民庁のホ
ームページを見ると、ドイツで暮らしていく上で実際に必要
な様々な情報や相談先の情報が、外国人にも分かりやすく記
されている。

例えばビザの申請、住居探しや仕事探し、学校教育やドイツ
語プログラム、健康保険や銀行、ドイツの政治や制度、文化
施設や消費者保護の説明などである。言語はドイツ語、英語、
トルコ語、ロシア語のいずれかが選択できる。サービスセン
ターも設けられており、一般的な質問がある場合には気軽に
電話やメールが出来るようにもなっている。

http://www.bamf.de/EN/Startseite/startseite-node.html


(3) イギリスArup(アフガニスタン人の移転および支援政策)

英内務省はこの日、英駐留軍や英政府に協力した

アフガニスタン人に、イギリスの永住権を与える

と発表した。

こうした人々にはこれまで5年間の滞在許可が付

与されていたが、「オペレーション・ウォーム・

ウェルカム（温かな歓迎作戦）」と名付けられた

今回の政策では、対象者は永住権を手にすること

ができる。

また、すでにイギリスに移住し一時的な滞在許可

を与えられていた人々についても、移民ステータ

スを格上げし、就労制限を撤廃するという。

「オペレーション・ウォーム・ウェルカム」では

このほか、移住してきた子供たちの就学支援、国

民保健サービス（NHS）へのアクセス支援、自治

体を通じた住宅支援などに合わせて2000万ポン

ド（約30億4000万円）を投じる。

さらに、アフガニスタン人の大学生と大学院生の

最大300人に、イギリスの高等教育機関への奨学

金を与える。成人にも、英語訓練を無料で提供す

るという。



(4) コロンビア政府の難民受け入れ政府機関

Migración Colombia コロンビア移民局

コロンビア移民局は、国家領域内の国民と外国人の監視と出入国管理を担当する国家移民局であ
る。 また、外務省をはじめとする国の機関が行う出入国管理政策の立案・実施もサポートしている。
亡命希望者については、外務省の権限でSC-2セーフ・コンダクトを発行し、亡命希望者のコロンビ
アでの滞在を常時許可している。亡命希望者は、国境、港、空港から入国する際、入国管理局に亡
命申請書を提出しなければならない。

コロンビア移民局はまた、事前登録、生体認証、一時保護法カードの交付を担当する機関であり、
これは、保護体制下のベネズエラ人一時保護法に基づいて作成された移民正規化の仕組みと身分証
明書で、ベネズエラ人に特別な移民規則の下で国内領域に留まり、その有効期間中に国内で以下の
ような活動や法的職業に従事する権限を与えるものである。雇用契約を通じて行われる活動または
合法的な職業など。



(5) 国連難民高等弁務官事務所

UNHCR(United Nations High Commissioner for Refugees)

UNHCRは、1950年に設立された国連の難民支援機関です。

世界中の難民の保護や支援に取り組んでいます。

難民問題の拡大、複雑化に対応するため、世界各地の政府、民間から支

援を受けています。



(6) RRP(アフガニスタン情勢に対する地域難民対応計画)

アフガニスタンに対する共同の地域難民対応計画
（RRP）では、ポーランド、モルドバ、ハンガリ
ー、ルーマニア、スロバキア、その他域内の国々
の難民を支援するために、暫定として5億5,060
万米ドルの支援を求めています。アフガニスタン
から逃れてきた難民、保護者のいない子どもなど
特定のニーズのある人も含めて、受け入れ国がシ
ェルター、緊急援助物資、現金給付、こころのケ
アや心理社会的サポートを提供するための支援が
計画されています。



(7) UNHCRと政府の間の協力

ブルンジで2015年に治安が悪化し
て以来、40万人以上のブルンジ難
民がルワンダ、ウガンダ、タンザ
ニア、コンゴ民主共和国といった
国々に避難しています。

ブルンジ難民の大多数が避難生活
を送っているタンザニアでは、少
数の難民が徐々に自主帰還を始め
ています。8月下旬、UNHCRはブ
ルンジ政府とタンザニア政府と三
者会議を開き、2017年の第4四半
期に約1万2,000人のブルンジ難民
の帰還を支援する計画です。



(8) トルコの長年にわたる「難民」政策の歴史

定住法は1934年に制定され、トルコ出

身の庇護希望者を特に扱っている。さら

に、トルコは難民条約の締約国であるが、

条約に加盟した際、条約で認められてい

る「地理的制限」、つまり、他の地域を

排除してヨーロッパからの庇護希望者に

のみ難民資格を与えるという制限を維持

したままだ。



（1）チャドの難民キャンプの場合

（2）ニジェールの難民キャンプの場合

（3）南スーダンの場合

（4）コロンビアのベネズエラ難民の場合

（5）シリアのAl-Holキャンプの場合

（6）マリ共和国の場合

（7）ティグレの難民の医療

（8）カメルーン英語圏難民での医療

多くの難民は故郷に戦争があるこ
とで難民になり、他の国へ逃げたん
だ。お金が足りなく、身分証明書と
住所もない場合には、病気やケガし
たらどうしたらいいのか?

このような状況で、避難した国
（政府、難民キャンプ、国際組織
等）で難民に対して医療対策がある
かどうか、は非常に重要だ。

第四章 病気やケガはどうするの？



(1) チャド難民キャンプの医療状況

【ボコ・ハラム：ナイジェリア

→チャド】

公衆衛生省はダルエスサラーム

キャンプに医師と看護師を配置

し、多数の難民を受け入れてい

るコミュニティに多くの追加の

医療従事者を派遣した。

しかし、マラリアやコレラなど

の病気の発生の可能性は依然と

して懸念されている。また、妊

婦に対する健康保険がない。

☆ボコハラム事件が発生した場所、攻撃について、第二
章「どこに逃げたらいいの」を参考してください。



(2) ニジェールの難民キャンプの緊急対応

【ニジェールの難民

キャンプ】UNHCR：

緊急対応は、登録、

保護、国境監視、教

育、健康、避難所、

水と衛生などの保護

と救命活動に焦点を

当てていた。

→ニジェールへ入国

難民を登録
↑国境なき医師団はマラリ
アの早期発見と治療、及び
栄養失調スクリーニングを
確実にする。



(3) 南スーダンの難民たちの医療：

学校のほか、このBidi Bidi難

民キャンプにも医療サービス

を提供できる診療所や小型の

病院や薬局があり、これらの

住民が病気に襲われたときに

安心して治療を受けることが

できる場所がある。



(4) コロンビア政府のベネズエラ難民医療政策

2017年5月、政府はすべての公立病院が

ベネズエラ人患者に対してマラリアやはし

かなどの緊急治療を無料で提供しなければ

ならないと発表し、妊婦の出産も無料で、

子どものワクチン接種も無料でできるよう

になった。8月5日には大統領が、2015年8

月19日以降にコロンビアで生まれたベネズ

エラ人の子どもにコロンビア国籍を付与す

る決議にも署名した。



(5) シリアのAl-Holキャンプの場合

難民キャンプには保健センターを設置す

る。同時に最低限生活に必要な物や設備が用

意されています。食糧、水、住居、衣料、衛

生用品などの基本的な物資もあります。

（例：ALーHOLキャンプ）

Al-Holはシリア北東部に位置する旧
ISIS地区の難民キャンプだ。

居住者は逮捕されたISISメンバーの
家族だ。 シリア



(6) マリ共和国の医療活動

世界の医療団はマリ北部のガオ州、メ

ナカ州において、10年以上にわたり

30の医療施設で35万人以上の人を診

療してきた。その活動は移動クリニッ

クの派遣や栄養不良に対するケアなど

多岐に渡っている。メナカ州において

は、現地で活動する唯一の医療NGOと

して、医療支援活動を展開している。

（世界の医療団）



(7) ティグレの難民の医療

2020年11月初旬にエチオピア北部のティグレ

で戦闘が発生して以来、何十万の人々が家から

出て､約5万人が近隣のスーダンに難民として入

国しましたが、さらに多くの人々はまたティグ

レの国内で避難しています｡町や遠隔地に住ん

でいるか、局地的な戦闘に巻き込まれています。

12月中旬以来、MSFチームは、ティグレで最

も影響を受けた人々の一部にケアを提供してき

ました。



(8) カメルーン英語圏難民での医療

マラリアはすでに増加している。子供は一般的に急

速な呼吸と咳の状況が出る。難民の20〜30％は、身

体障害などの問題を抱えている。

MSFという人道援助グループが治療してきた患者は、

レイプや拷問を受けた人、やけど、銃撃など暴力の被

害を受けた人の他に、妊産婦や、マラリア、下痢など

の治療を必要としている避難民が多かった。

2020年、MSFは地域の保健担当者の支援を通じ、

両州で15万件余りの診療を行った。



（1）日当は700円（ナイジェリア）

（2）起業した難民（ナイジェリア）

（3）不法な仕事に従事（ロヒンギャ）

（4）就労許可書は1.5％だけ（トルコのシリア難民）

ナイジェリアに避難した難民
のように、公的な仕事を与え
られたり、起業できる人たち
がいる一方で、労働許可や労
働機会がなく、しかたなく不
法な労働に従事しなくてはな
らない人たちもいる。受け入
れ国、受け入れ機関が難民た
ちに仕事の機会を提供できる
かどうかは大事だ。

第五章 仕事は、収入はどうなるの？



(1) 日当は約700

円

ナイジェリア北東部ボルノ州の州都マイドゥグリ

国連開発計画（ＵＮＤＰ）は廃棄物処理プロジェクトの一環で、道路の側溝にたまったゴミや泥を取り除い

ている。職を得にくい女性を中心に国内避難民の雇用を生み出す狙いもある。日当は約700円(約160元）)

で、参加者はやりがいを感じているという。

→道路脇に積み上げられたゴミ山の中から、換金目的で金属やプラスチックなどを集める少年。



(2) 起業した難民

ナイジェリアのゴンべ

メルシー・コープスの助けを借りて、44歳

のエスターはボコ・ハラムのためにゴンベ

に逃げた後、ゴンベで中小企業を始めまし

た。

Mercy Corps(人道組織)は、Estherに食料

品と家庭用品のバウチャーを提供しました。

それから準備ができたとき、彼女は中小企

業を始めるために職業技能訓練とシードマ

ネーを受けました。



(3) 不法な仕事に従事

多くのロヒンギャ難民は不法な仕事に従事してい

る。例えば、ごみを拾う仕事とか、工事現場やレ

ストランでアルバイトをする仕事とか。給料は一

日に約二.三百台湾ドルだけだ。

教育の欠如は課題解決能力を習得できず、就業の

機会があっでも生産能力が低いことや技能の不足

により職位を上げられない、解雇されてしまうな

ど、貧困に陥るリスクも高まる。



トルコは多くのシリア難民がいるが、完備な支援

がない。トルコのシリア危機対応政策は、国内の難

民の資源を奪われた。だから、シリア難民はトルコ

に医療、仕事などの資源を受られない。トルコで不

法雇用のシリア人があり、給料も半分だけだ。そし

て、就労年齢に合致するシリア難民のうち、わずか

1.5%が就労許可証を持っている。

(4) わずか1.5%が就労許可証

資料：2019年3月
トルコでは約31,000人のシリア難民だけが就労許
可証を持っている。当時、働き盛りのシリア難民
は約220万人。



（1）学齢期のアフガン難民の80％は不就学（パキスタン）

（2）UNHCRパキスタンによる教育機会の提供

（3）難民のための技術技能訓練（パキスタン）

（4）難民認定されれば教育も平等（コロンビア）

（5）ナンセン難民賞を受賞したMustapha

（6）ロヒンギャの子供たち97％が無学校

（7）カメルーン英語圏難民の教育

アフガン難民やロヒンギャ難
民のほとんどの子供たちは、
学校に行くことができない。
コロンビアのように、難民と
認定されれば平等に教育機会
が与えられる場所もあるが、
一般的には学校に行くことが
できない世代が作られている
のが現状だ。

第六章 子どもの学校はどうなるの？



(1) 学齢期のアフガン難民の80％は不就学

パキスタンでは、学齢期のアフガニスタ

ン難民人口の約80％が現在学校に通っ

ていない。

パキスタンのアフガニスタン難民の識字

率は約33%と非常に低く、そのうち女

性・少女の識字率は約7.6%である。



(2) UNHCRパキスタンによる教育機会の提供

UNHCRパキスタンは、アフガニスタン難民の学生に、難民の村にある153の学校、48の衛星クラ
ス、55の在宅女子校、13の幼児教育センターを通じて無料の初等・中等教育を提供している。

パキスタン全土の54の難民村に住む約57,000人の難民の子供たちが、このクラスによって教育を
受けている。

また、UNHCRはアフガニスタン難民の若者に高等教育レベルの奨学金を提供している。2018年に
は、現在400人の17歳から30歳の学生がパキスタンの大学で勉強している。



(3) 難民のための技術技能訓練

UNHCRは、NAVTTC（国家職業技術訓練委員
会）と協力して、パキスタンおよびアフガニス
タン難民のための技術技能訓練の機会を提供し
ている。

2018年以来、3,500人以上のパキスタン人とア
フガニスタン人の難民が、重機の操作、使用、
配管、機械、コンピューター、電気配線、料理、
仕立て/ファッションデザインなどの分野で3か
月から6か月のトレーニングを受けた。

16歳から24歳のパキスタン人とアフガニスタン
人の難民が優先され、登録証明カードの所持ま
たはUNHCRへの難民登録が必要となる。



(4) 難民認定されれば教育も平等

50万人近いベネズエラ移民の子どもたちが公立学校に通っていることだけが知られ

ている。実は、コロンビア政府への難民認定申請が認められれば、有給雇用、自営業、

教育や社会保障などのサービスなど、合法的居住外国人と同じ権利を享受でき、教育

過程も完全に無償で提供されることになる。



(5) ナンセン難民賞を受賞した
Mustapha

Mustaphaは2007年に

「Future Prowess 

School」という学校を設立

した。

この学校はボコハラムで影

響を受けた子供たちに無料

の教育、食事、医療等を提

供している。

そのため、彼も2017年に国

UNHCRナンセン難民賞の受

賞者に選ばれた。

→右側の方がMustapha

さんです。

☆ナンセン難民賞とい
うのは、難民、避難民、
無国籍者を支援すると
いう使命を越えた個人
や組織を表彰するため
に、設立されたのだ。



(6) ロヒンギャの子供たち97％が無学校

難民キャンプでは、約3年間の教育制度が確立

されていますが、初等のみで、中等・高等教

育までは手が回っていない。

密集したキャンプでは施設用地が不足してい

る状況も多く、４∼14歳のうち２万５千人が

教育を受けていない。15∼18歳はさらに深刻

だ。ユニセフによると、97％が学習施設に通

っていない。

ほかにも、非法就学、また私的な経営の「難

民学校」にいくケースも多くある。



(7) カメルーン英語圏難民の教育

ナイジェリアに逃亡したカメルーンの子供たちの4分

の3は、家族が本や制服にお金を払う余裕がないため、

現在学校に通うことができない。

ラジオ教育プログラムの可能性

欧州連合の支援を通じて、学校が破壊され、あるいは

攻撃を受ける恐れがあるため閉鎖されている地域に教

育プログラムを拡大する。ラジオ教育プログラムは、

まだ人道支援が届かない地域やその他の理由で学校に

通えない子どもたちにも教育を届ける可能性を秘めて

いる。



（1）これは人種差別じゃないの？（ウクライナ難民の扱い）

（2）同じことしてるのに、メディアの「言い方」は違う!?

（3）日本でミャンマー難民は3千人も認定を待っているのに？

（4）ウクライナ人には宝石法は適用しないデンマーク

（5）ロシア語話者を差別するウクライナ？

（6）ロヒンギャ人への迫害

（7）カメルーン英語圏への迫害

（8）シリア移民が社会の捌け口となる

ウクライナ難民が出始めてか
ら、露骨な人種差別が白昼
堂々、大手を振って行われる
にも関わらず、メディアがこ
れを問題にしない事態が続い
ています。これは気候不正義
とも通底した問題で、新たに
「難民不正義」と呼ぶべき問
題があります。

第七章 差別はないの？



ある著名なアメリカ人の投稿。

ウクライナはイラクやアフガニ
スタンとは違って「比較的文明

化されている」

どの難民を歓迎するか選ぶことは人
種差別ではない。すべての難民に同
情するけど、ウクライナのヨーロッ
パ人でキリスト教徒の人たちに親近
感を持つことは自然なことだ。

アメリカCBSテレビの記者の発
言

(1) これは人種差別じゃないの？（ウクライナ難民の扱い）



ある場所では
「悪の侵略者」

ある場所では
「正義の解放軍」

ある場所では
「英雄」

ある場所では
「無垢な市民」

ある場所では
「テロリスト」

ある場所では
「付帯的損害」

(2) 同じことしてるのに、メディアの「言い方」は違う!?

例えばウクライナ

例えばパレスチナ



定住認めビザ発給…ウクライナ避難民への支援は特例―日本、他の難民との巨大な差別

ロシアによる侵攻が続くウクライナから日本にきた避難民が
400人を超え、政府は長期滞在に備えて暮らしや医療、仕事な
どに関する支援策を手厚くそろえて対応する方針だという。
「難民鎖国」ともいわれる日本としては異例だが、いずれも
「特例」の扱い。軍事クーデター以後日本に庇護を求めるミャ
ンマー難民は「難民認定」申請の長い列に3千人も並んでいる
が、その人たちは放置されたまま仕事もできず、健康保険にも
加入できず、ただ待っている。

(3) 日本でミャンマー難民は3千人も認定を待っているのに？



(4) ウクライナ難民には「宝石法」を適用しないデンマーク政府

デンマーク政府は2016年に、難民
が１万クローネ以上の資産を持って
いる場合、これを没収して、難民対
策費用に充てる法律（資産としては
宝石などが多いため「宝石法」とも
呼ばれる）を作った。シリア難民な
どに適用されてきたが、ウクライナ
の難民にはこれを適用しないと発表
した。理由は「近くから出た難民だ
から」としているが、近いか遠いか
という距離の問題で差別されること
が論理的だとは言い難く、批判がで
ている。



(5) ロシア語話者を差別するウクライナ？

ウクライナは欧州とロシアにはさまれた国家で、

かつてはソ連という形でロシアと同じ国だった。

そうした経緯から、ソ連が崩壊した後も、親欧州

の西部と親ロシアの東部とで政治的対立が続いて

きた。

2013年、EUとの自由貿易協定締結を親ロシアのヤ

ヌコビッチ大統領が見送ったところ、親欧州派の

人たちが首都キエフなどで大規模なデモを展開し、

政府庁舎などを占拠。政府側と衝突も起き、2014

年2月にヤヌコビッチ氏はロシアに逃れた。

[ロシアのハルキウ郊外にある「モジュール都市」

の仮設住宅。外には洗濯物が干してある]



当時から、親ロシア派が多いウクライナ東部では、

ドネツク州とルハンスク州（総称「ドンバス地

域」）が独立を宣言することによって、地元の準軍

事組織を形成し、ウクライナ政府と対立してきまし

た。分離独立派に対し、ロシアは支援をしていると

される。それに、ウクライナの政策がロシア語圏ウ

クライナ東部住民の虐殺と主張した。

その後、両国は二度目の協定の条項が遵守されてい

なかった。お互いに非難し合っている状況に陥った。



(6) ロヒンギャ人への迫害

ロヒンギャとは東アジアのミャンマー内、ラカイ

ン州という週の北西部に住むイスラム系の民族だ。

彼らは前からずっとミャンマー人に迫害されてい

る。

その原因を大きく分ければ、大体三つの理由があ

る：①見た目の違い ②宗教の違い ③ミャンマ

ー政府の不法移民という主張。

2017年にロヒンギャの武装組織がミャンマーの警

察施設に武力攻撃を仕掛けたため、ミャンマー軍

が徹底的な反撃を出した。その結果、ミャンマー

軍がロヒンギャを弾圧するための掃討作戦を開始

した。ミャンマー軍のラカイン州掃討作戦は2017

年9月5日に終結したが、武力に訴えた暴力や殺傷

はまだに続いているとされている。



(7) カメルーン英語圏への迫害

英語とフランス語はカメルーンの公用語に属するが、

統治者はフランス語の利用者で、それに、フランス語

利用者はカルーンの人口の八割を占める。なので、カ

メルーンにいる英語利用者はよく差別をされた。

2017年、英語利用者たちは、独立宣言を発表し、カ

メルーン政府と激突した。



(8) シリア移民が社会の捌け口となる

トルコでは高い失業率とインフレ率により、トルコ

国民はかなりの経済的プレッシャーにさらされている。

また、政府があまりにも多くのシリア人を受け入れたた

め、政府の財政支出は増加している。

シリア人が正式な労働許可証を取得するのは容易で

はないため、多くの人が生きるために不法就労や法定賃

金以下での就労を強いられ、一方ではシリア人の労働権

を奪い、他方では地元トルコ人労働者を圧迫している。

第二に、トルコ人とシリア移民の間の溝を深めるのに、

トルコのメディアも大きな役割を果たした。 トルコの

メディアは、シリア移民の犯罪（強盗、窃盗など）を誇

張し、それが社会の共同体的な反感につながっている。



（1）アフガン戦争は誰が始めたか

（2）なぜイエメン内戦が拡大したのか

ある地域で起きた小さな紛争のよう
に見えても、背後には大きな国の力
が働いている。大きな国が自分の利
益のために、小さな国で混乱を作り
出し、難民を生む。そういう構造
（メカニズム）がありそうだ。

第八章 難民を作るメカニズムって？



(1) アフガン戦争は誰が始めたのか

アフガニスタンは、1978年のアフガニスタン
人民民主党政府の成立以来、各地で武装勢力の蜂
起が発生し、1979年12月からソビエト連邦によ
る軍事介入を受けた。アフガニスタン難民問題は、
このソ連軍侵攻を皮切りに次々と紛争が起こった
ことが原因とされている。ソ連軍は1989年2月
までに全て撤退したが、人民民主党政府への援助
は行い続けた。

1991年の湾岸戦争で、アメリカを中心とする
多国籍軍がイラクを攻撃するためにサウジアラビ
アに駐留したことで、現地のムスリムの反感を買
う。ムスリムの反米感情の高まりにより、以前ソ
連軍と戦っていたイスラム過激派組織も過激化、
2001年9月11日には国際テロ組織アルカイダが
アメリカ同時多発テロを起こした。アメリカ同時多発テロ



(1) アフガン戦争は誰が始めたのか

アメリカはアルカイダへの反撃を

決定するが、1996年からアフガニス

タン政権を握っていたタリバン（イ

スラム過激派組織の一つ）は、匿っ

ていた犯人の引き渡しを拒否した。

それを受けアメリカは武力行使を決

定し、2001年10月7日にアフガニス

タン侵攻を開始した。11月13日には、

首都カブールの陥落によりタリバン

政権が崩壊したが、タリバンは各地

でゲリラ戦を展開した。この泥沼化

した戦争の中で、多くのアフガニス

タン難民が発生した。

アフガン戦争のアメリカ軍



(2) なぜイエメン内戦が拡大したのか
―スンニ派のサウジアラビアとシーア派のイランの代理戦争―

ハディ大統領が逃亡したのは隣国のイスラム教

スンニ派のサウジアラビアで、そのサウジアラビ

アはＵＡＥ＝アラブ首長国連邦などとともに有志

連合を結成。イエメンへの空爆や地上部隊の派遣

など軍事介入を始めます。

アメリカは有志連合に加わっていませんが、サ

ウジアラビアなどに武器を供給するなど、間接的

な支援を行っています。一方、フーシ派を支援し

たのはイスラム教シーア派の大国イランです。イ

ランは国として軍事介入はしていませんが、ドロ

ーンの開発技術などの軍事面で協力を行っていま

す。
内部抗争を発端とした政権側とフーシ派の内戦が、

いつの間にかスンニ派のサウジアラビアとシーア派

のイランの代理戦争の様相を呈し、戦火が拡大する

事態となっているのです。


