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調 査 概 要 

 

Ⅰ．調査の目的 
難民事業本部では、1999 年４月に、日米の市民レベルによる人道支援活動を通じた相

互理解、関係強化等を促進するため、難民支援等の日米のＮＧＯが協力して実施する人

道支援プロジェクトの構想（日米ＮＧＯ共同難民支援プロジェクト）への参加の可能性

を探る調査を行い、その結果、国境地域の難民キャンプにおけるＳＶＡ（シャンティ国

際ボランティア会）の図書館活動が開始された。2001 年３月には、タイ国内のミャンマ

ー・カレン族難民の状況・支援活動及びＳＶＡの図書館活動のフォローアップ調査を実

施し、2006 年２月にはタイ国内の２ヵ所の難民キャンプの状況調査を行った。 

2006 年２月の調査以降も、2006 年５月以降のミャンマー（ビルマ）・カイン州で起き

ているミャンマー軍事政権とカレン族との戦闘の影響によるミャンマー（ビルマ）難民

のタイへの新たな流入とこれに伴う難民キャンプの過密化と生活状況の悪化、同年９月

スラユット暫定政権の発足後の変化等、タイにおけるミャンマー（ビルマ）難民及び同

難民を取り巻く状況は変化している。 

今回の調査は前回の調査とは異なる難民キャンプを訪問し、ＵＮＨＣＲ等の国際機関、

ＮＧＯ等の活動状況を調査・把握するとともに、難民の状況等に関する情報を日本のＮ

ＧＯへ提供し、ミャンマー（ビルマ）難民に対する支援活動を検討する際の参考等に資

することを目的とした。 

 

Ⅱ．調査の実施概要 
１．調査実施期間 

平成 19 年２月 26 日(月) ～３月２日(金) （５日間） 

 

２．調査対象国 

タイ王国 

 

３．調査員 

（１）アジア福祉教育財団 難民事業本部 企画調整課長 今 村   徹 

（２）アジア福祉教育財団 難民事業本部 企画調整課 企画第二係長 大 原   晋 

（３）国連難民高等弁務官（ＵＮＨＣＲ）駐日事務所 法務官補佐 宮 澤   哲 

（４）公設国際貢献大学校 救援室長 丸 山 尚 人 

（５）日本ビルマ救援センター 代表 中 尾 恵 子 

（６）特定非営利活動法人災害人道医療支援会 医師 林   健太郎 

以上６名 

 

４．調査方法  

調査国の政府機関、国連機関及びＮＧＯ等の関係者からの聴取及び難民キャンプに

おける視察調査を行った。 
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５．訪問先及び面談者  

２月 26 日(月) ①在チェンマイ日本総領事館 

面談者：篠原領事、安細首席領事、堀越領事、濱口職員、鵜

川職員 

 ②ＵＮＨＣＲメーホンソン事務所及びＮＧＯ代表との意見交換 

  27 日(火) ①ＵＮＨＣＲメーホンソン事務所 

面談者：Hanne 代表、古川保護官補 

 ②バンマイナイソイ難民キャンプ 

ワチラ副郡長、難民自治評議会、各ＮＧＯとの面談。その後、

各ＮＧＯサイト視察。 

  28 日(水) ①各ＮＧＯとの面談 

参加ＮＧＯ：ZOA Refugee Care（ＺＯＡ）, Catholic Office for 

Emergency Relief and Refugees（ＣＯＥＲＲ）, Malteser 

International（ＭＩ）, Drug & Alcohol Recovery & Education 

Network（ＤＡＲＥ）, Planned Parethood Association of 

Thailand（ＰＰＡＴ） 

 ②ＵＮＨＣＲメーサリアン事務所 Booker フィールドオフィサー

との面談 

３月１日(木) ①メーラマルアン難民キャンプ 

チャルーン副郡長、難民自治評議会との面談。その後、各ＮＧ

Ｏサイト視察。 

 ②メラウ難民キャンプ 

チャルーン副郡長、難民自治評議会との面談。その後、各ＮＧ

Ｏサイト視察。 

  ２日(金) ①在タイ日本大使館 

面談者：藤原公使、小山一等書記官 

 ②タイ外務省国際機関局社会課 

面談者：Dusit Manapan 課長、Poongruk 三等書記官、他１名 
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調 査 結 果 
 

（要約） 

Ⅰ．タイにおけるミャンマー（ビルマ）難民人口の推移 

タイにおけるミャンマー（ビルマ）難民の流入が確認されたのが、1984 年の 9,500

人であり、10 年後の 1994 年には約８倍の 77,100 人に増大した。ＮＧＯの統計によれ

ば、2007 年２月現在、タイには 154,567 人のミャンマー（ビルマ）難民がいる。ミャ

ンマー（ビルマ）政府軍による攻撃、人権侵害（村の焼き討ち、略奪、強制労働、強制

ポーター、強制移住、女性へのレイプ等）の影響により、難民の人口は増加し続けてい

る。また、新たな難民の流入とは別に、難民キャンプ内の高い出生率が難民増加の原因

の一つになっている。なお、ミャンマー（ビルマ）における国内避難民の数は 500,000

人、ミャンマー（ビルマ）国境沿いの新たな国内避難民キャンプには 200,000 人が収容

されていると予測されており、その他の 300,000 人は現在も国内に留まっているとみら

れている。 

 

Ⅱ．タイ政府のミャンマー（ビルマ）難民にかかる政策 

タイ政府は、1984 年よりミャンマー（ビルマ）から越境してくる難民をＤＰ

（Displaced Person）として難民キャンプを作り、その中で生活することは認めている

が、タイへの庇護国定住は認めておらず、恒久的解決策は帰還奨励を原則としていた。

2003 年以降、不法移民に対し、厳しい取締りが始まり、タイ政府は、2004 年 12 月に、

ミャンマー（ビルマ）から流入する者については、新たに難民としては認めない方針を

表明した。2006 年９月スラユット暫定政権発足後も、タイ政府は難民としては認めて

おらず、ＤＰとして取り扱っている。他方、自助努力を促すため、難民キャンプ内での

職業訓練・英語教育等を昨年より認めた。難民キャンプへの政策は常に積極的に対応し

ていく方針である。 

 

Ⅲ．難民キャンプの状況 

タイ・ミャンマー（ビルマ）国境には 13 の難民キャンプ及びミャンマー（ビルマ）

国内避難民キャンプがあり、これらの難民キャンプ及び国内避難民キャンプはその人口

構成の主となる三つの民族によって構成されている。北部の難民キャンプはシャン族、

中部に位置する難民キャンプはカレン族及びカレニー族、南部の国内避難民キャンプは

モン族を主体として構成されている。 

ＵＮＨＣＲはこれらのキャンプの内、北部のシャン族のキャンプと、ミャンマー（ビ

ルマ）のモン族国内避難民キャンプを除いた、タイ政府によって承認されている九つの

難民キャンプを公式にその管理下に置いている。 

難民キャンプには多くの難民が現在も流入しているが、キャンプの敷地を拡張するこ

とはできず過密であり、特に安全な水の確保が厳しく、衛生状況は劣悪である。難民キ

ャンプはタイ政府内務省が管轄しており、難民自身はキャンプ委員会を設立し、議長、

書記官のほか、食糧・配給委員会、水・衛生委員会、保健・医療委員会、教育委員会、

図書館委員会、キャンプ内問題委員会等を組織して自治管理をしている。難民はキャン
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プの外へ出ることが認められておらず、基本的にはＮＧＯ等から提供される支援に頼っ

て生活している。他方、主なＮＧＯは 2006 年の予算が大幅に減額され、食糧配給の削

減など厳しい状況にある。キャンプ内において職業訓練、タイ語・英語教育を行うこと

をタイ政府は長年認めていなかったが、いずれも認められるようになっている。 

 

Ⅳ．問題点と解決策 

１．問題点 

（１）キャンプ生活の長期化に伴う人口の増加 

タイとミャンマー（ビルマ）国境地域にあるキャンプは設置されてから 20 年以上

もたっており、長期にわたり人口過密が著しい。ＵＮＨＣＲの管理下にある九つの

難民キャンプの祖出生率の平均は34.94であり日本の祖出生率9.37と比べると３倍

近い。粗死亡率と併せて考えると新たな難民の流入を除いても、約 1.5 倍程度の人

口爆発が予測される。すでに多くの医療ＮＧＯでは家族計画教育を始めている。し

かし、医療的手法のみではこの人口爆発を留めることは難しいようである。 

 

（２）教育の機会、雇用機会の欠如 

難民キャンプで生まれた子供、キャンプで生活しているほとんどの人たちは、キ

ャンプ以外の生活に触れる機会がほとんどない。各キャンプの 18 歳以下の年齢は約

半分を占めているが、今後難民キャンプ内の生活が続くのならば、これら若年層は

将来に対して何の希望も見いだせないこととなる。ＮＧＯ等の努力により、初等・

中等教育レベルの教育の機会については著しい発展が見られるが、それ以上の教育

の機会は制限されている。 

雇用機会については、ＮＧＯが実施しているプロジェクト関連の職や、キャンプ

の委員会の関連の仕事以外、就労の機会は皆無に近い。基礎教育終了後の就職や活

動の機会の創生は進んでおらず、若者の欲求不満が解消できない状態が続いている。

雇用機会の欠如は、キャンプ内での若者による犯罪増加の大きな要因となっている。

多くの若者が就職や活動の機会を求めて違法にキャンプ外に出ている模様である。 

また、ミャンマー（ビルマ）での経験、長い難民キャンプ生活、将来への閉ざさ

れた展望によりＰＴＳＤ（Post Traumatic Disorder）、うつ症状、アルコール依存

症に陥っているものも少なくない。 

 

２．解決策 

タイにおけるミャンマー（ビルマ）難民については、カヤ県、カイン県におけるミ

ャンマー軍の軍事活動が理由で、ミャンマー（ビルマ）側からの難民流出が続いてお

り、自主帰還の条件が整っているとは言えない。また、キャンプの外に出ることが禁

止されてため、地元住民との交流が限られており、その上、キャンプ外における教育、

就職等の機会がないため、庇護国（タイ）における統合はほとんどないと言える。よ

って、現状では第三国定住事業が解決策と言える。 

今回訪問した三つの難民キャンプから、第三国定住の受入れを行っている国・人数

は、カナダ 699 人、フィンランド 376 人、スウェーデン 102 人、ニュージーランド 67

人、オーストラリア 30 人、アメリカ合衆国 25 人、ノルウェー９人であった。 
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Ⅰ．タイにおけるミャンマー（ビルマ）難民の状況 

１．ミャンマー（ビルマ）の人口と民族 

ミャンマー（ビルマ）の人口は約 5,217 万人と推定されており、ビルマ族が約 70％

を占め、その他は少数民族である。主な民族は、カレン族、シャン族、ラカイン（ア

ラカン）族、モン族、チン族、カチン族、カヤ族等であり、細かく分けると 135 民族

あると言われている。 

タイの難民キャンプに滞留するミャンマー（ビルマ）難民は主に、カレン族（65％）、

カレニー族（18％）であり、タイ国内におけるミャンマー（ビルマ）難民の発生の背

景は、ミャンマー（ビルマ）における少数民族の状況と深く関係している。 

 

２．ミャンマー（ビルマ）難民発生の歴史1 

（１）1984 年以前 

ミャンマー（ビルマ）は 1886 年に全土がイギリスの植民地となった。イギリスの

植民地政策は Divide and Rule（分割統治政策）で、トップは英国人、行政はイン

ド人、カレン族を警察及び軍人として徴用し、ミャンマー（ビルマ）を統治した。

この分割統治政策は今日のビルマ族とカレン族の対立の要因となっている。 

1947 年２月にピンロン（シャン州の東部）においてイギリスからの独立を指導し

ていたアウンサン将軍は少数民族と会談（ピンロン会合）し、10 年後に自治権を与

えることを約束した（ピンロン条約）。しかし、同将軍は同年７月に暗殺された。な

お、カレン族は同会合には発言権のないオブザーバーとして出席したに過ぎない。 

1948 年、ミャンマー（ビルマ）はイギリスから独立したが、ミャンマー（ビルマ）

政権は国内の少数民族に対してビルマ族と同等の権利を認めなかった。そのため、

カレン族はカレン民族同盟（Karen National Union（ＫＮＵ））を中心に民族の分離

独立を要求したが、受け入れられず、1949 年に武装蜂起をした。 

ミャンマー（ビルマ）政府は国境地域の民族の一部を直接統治していたが、その

ほとんどはそれぞれの民族（シャン族、カレニー族、カレン族、モン族）の自治政

府による統治下に置かれていた。1970 年の中頃より、ミャンマー（ビルマ）政府は

それら自治を認めないという立場から、独立自治を求める各民族への攻勢を強めた。

住民は戦闘が激化する乾期には一時的にタイに逃れ、雨期に戦闘が行われなくなっ

た後、それぞれの村に戻っていた。 

 

（２）1984 年から 1995 年まで 

1984 年よりミャンマー（ビルマ）国軍は現カレン州中部より大攻勢をかけ、雨季

にもタイに滞在するようになった。そのため一時的にタイに逃れていた同地域のカ

レン族住民は帰還することができなくなり、タイに滞留するようになった。  

1984 年のカレン族への大攻勢をきっかけにミャンマー（ビルマ）軍は、他の民族

への攻勢も強めた。ミャンマー（ビルマ）軍の支配地域が広がるにつれ、タイに難

民として滞留する状況が多くの民族・人々・地域に広がった。 

                             
1（財）アジア福祉教育財団難民事業本部「タイにおけるミャンマー難民の状況・支援活動現地調査報告」

平成 18（2006）年４月より一部抜粋 http://www.rhq.gr.jp/japanese/hotnews/data/pdf/65.pdf。 
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1990 年には、ミャンマー（ビルマ）国内での民主化運動に対する抑圧が激しくな

り、政治関係者や学生がタイに避難した。 

1988 年までのネ・ウィン時代には、ミャンマー（ビルマ）政府とＫＮＵをはじめ

とする少数民族組織との和平には進展がなかったが、1992 年にミャンマー（ビルマ）

政府が一方的に少数民族組織に対する攻撃を停止する旨発表し、ＫＮＵを除く少数

民族組織との停戦合意が実現した。 

1995 年、ミャンマー（ビルマ）政府軍と民主カレン仏教組織（Democratic Karen 

Buddhist Army（ＤＫＢＡ））がＫＮＵの拠点であるマナプローが陥落し、多くのＫ

ＮＵ関係者がタイへ避難した。 

 

（３）1995 年以降 

マナプロー陥落以降、ミャンマー（ビルマ）政府軍の大攻勢が始まった。1995 年、

ミャンマー（ビルマ）政府はカレニー族自治政府との停戦協定を破棄し、この結果、

多くのカレニー族の難民が発生した。同年、ミャンマー軍は、シャン州と接するタ

イのチェンマイ州、チェンライ州国境まで攻勢をかけ、その結果、多くの難民及び

国内避難民が発生した。翌 1997 年、ミャンマー（ビルマ）政府軍の攻勢は、ミャン

マー（ビルマ）・タイ国境最南端部まで及び、モン州に住むモン族、ミャンマー（ビ

ルマ）最南端部にすむカレン族が難民及び国内避難民となった。1995 年～1997 年の

３年間にすべての民族の自治政府は勢力範囲を失い、住民は難民及び国内避難民と

なった。 

以降、ミャンマー（ビルマ）政府軍による村全体の強制移住などが続いており、

多くの者がタイへ避難した。2004 年 10 月、ミャンマー（ビルマ）政府キンニュン

首相の更迭後、ミャンマー（ビルマ）政府は残存する民族自治組織のゲリラグルー

プを排除するため、大攻勢にでている。また、経済開発に伴い、現在もタイと国境

を接する州の人々への強制移住等が起こっている模様である。このような、ミャン

マー（ビルマ）政府軍による攻撃、人権侵害（村の焼き討ち、略奪、強制労働、強

制ポーター、強制移住、女性へのレイプ等）を受け、現在でも難民及び国内避難民

が発生している。 
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３．タイにおけるミャンマー（ビルマ）難民の推移 

 

【表１ タイにおけるミャンマー（ビルマ）難民数の推移】2 

 ＵＮＨＣＲによる統計 

Thailand Burma Border 

Consortium (TBBC)3 

による統計 

1984 年  10,000 人 

1994 年  83,422 人 80,000 人 

1998 年 101,686 人 115,000 人 

2002 年 112,238 人  

2004 年 119,3304人 142,917 人 

2005 年 120,132 人 142,917 人 

2006 年８月 128,573 人 153,882 人 

2007 年２月  154,567 人 

 

タイ国内におけるミャンマー（ビルマ）難民の流入が確認されたのが、1984 年の

9,500 人であり、10 年後の 1994 年には約８倍の 77,100 人に増大した。1995 年にはＫ

ＮＵの支配地域のカレン州の首都であるマナプローが陥落したため、多くのＫＮＵ関

係者がタイ国内へ避難した5。 

ミャンマー軍による攻撃、人権侵害（村の焼き討ち、略奪、強制労働、強制ポータ

ー、強制移住、女性へのレイプ等）の影響により、難民の人口は増加し続けている6。

また、新たな難民の流入とは別に、難民キャンプ内の高い出生率が難民増加の原因の

一つになっている7。 

なお、ミャンマー（ビルマ）における国内避難民の数は 500,000 人、ミャンマー（ビ

ルマ）国境沿いの新たな国内避難民キャンプには 200,000 人が収容されていると予測

されており、その他の 300,000 人は現在も国内に留まっているとみられている。 

 

 

                             
2 ＵＮＨＣＲとＴＢＢＣの難民数の統計が異なるのは、ＴＢＢＣの発表している人口は食料配給表に基づ

き計算しており、未登録の難民及び新たに増えた難民を含めて計算していることによる。 
3 Thailand Burma Border Consortium。1984 年にミャンマー（ビルマ）からの避難民を支援するために設

立された人道支援のためのＮＧＯの連合（Alliance）であり、2005 年には 10のＮＧＯが参加し、食糧配

布及び身体的安全を確保するための支援活動を実施している。参加ＮＧＯは、①Christian Aid、②

Christian World Service Australia、③Church World Service、 ④Diakonia、⑤Dan Church Aid、⑥

Interchurch Organization for Development Cooperation, Netherlands (ICCO)、⑦International Rescue 

Committee、⑧Norwegian Church Aid、⑨Thailand Baptist Missionary、⑩ZOA Refugee Care Netherlands 
4 バンコクに滞在する Urban Refugee 2,310 人を含む。 
5 （財）アジア福祉教育財団難民事業本部「タイにおけるミャンマー難民の状況・支援活動現地調査報告」

平成 18（2006）年４月より抜粋。 
6 2004 年以降の新たにタイ国内難民キャンプに流入した難民数は不明である。様々な状況の変化がこの新

たな難民の数を把握することを難しくしている。ＵＮＨＣＲは、すでに難民キャンプで生活していたのに

もかかわらず、難民登録をしてこなかった者を、タイ政府との交渉により 2005 年よりカウントするよう

になった。 
7 2006 年の１年間に生まれた子供は 5,376 人で粗出生率は 34.94 である。日本の祖出生率 9.37 と比べる

と３倍近い。 
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４．タイ政府のミャンマー（ビルマ）難民にかかる政策 

タイ政府は、1984 年よりミャンマー（ビルマ）から越境してくる難民をＤＰ

（Displaced Person）として難民キャンプを作り、その中で生活することは認めてい

るが、タイへの庇護国定住は認めておらず、恒久的解決策は帰還奨励を原則としてい

た。 

2003 年 7 月、タイのタクシン首相は、首都バンコクで起こったミャンマー（ビルマ）

人のデモにより、バンコク不法滞在のミャンマー（ビルマ）人が多くいることを認識

し、同年 12 月に、ＵＮＨＣＲに対し、こうしたミャンマー（ビルマ）人を、難民キャ

ンプに移すよう要請した。2003 年以降、不法移民に対し、厳しい取締りが始まり、タ

イ政府は、2004 年 12 月に、ミャンマー（ビルマ）から流入する者については、新た

に難民としては認めない方針を表明した8。 

2006 年９月スラユット暫定政権発足後も、タイ政府は難民をＤＰとして取り扱って

いる。他方、自助努力を促すため、難民キャンプ内での職業訓練・英語教育等を昨年

より認めている9。難民キャンプへの政策は常に積極的に対応していく方針となってい

る。 

 

                             
8 （財）アジア福祉教育財団難民事業本部「タイにおけるミャンマー難民の状況・支援活動現地調査報告」

平成 18（2006）年４月より一部抜粋 http://www.rhq.gr.jp/japanese/hotnews/data/pdf/65.pdf。 
9 インカムジェネレーションは認めていない。 
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Ⅱ．難民キャンプの状況 

１．概要 

タイ・ミャンマー（ビルマ）国境には 13 の難民キャンプ及びミャンマー（ビルマ）

国内避難民キャンプがあり、これらの難民キャンプ及び国内避難民キャンプはその人

口構成の主となる三つの民族に分けられている。北部の難民キャンプはシャン族、中

部の難民キャンプはカレン族及びカレニー族、南部の国内避難民キャンプはモン族を

主体として構成されている。 

ＵＮＨＣＲはこれらのキャンプの内、北部のシャン族のキャンプと、ミャンマー（ビ

ルマ）のモン族国内避難民キャンプを除いた、タイ政府によって承認されている九つ

の難民キャンプを公式に管理下に置いている。 

難民事業本部は、平成 17 年度調査では南部のタム・ヒン（Tham Hin）難民キャンプ

及び中部のメーラ（Mae La）難民キャンプを調査し、今回の調査では、北部のバンマ

イナイソイ（Ban Mai Nai Soi）難民キャンプ、メラウ（Mae La Oon）難民キャンプ及

びメーラマルアン（Mae Ra Ma Luang）難民キャンプを調査した。 

 

【タイの難民キャンプ及びミャンマー（ビルマ）国内避難民キャンプ分布図】 
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【タイの難民キャンプ及びミャンマー（ビルマ）国内避難民キャンプ人口分布図】 
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難民キャンプには多くの難民が現在も流入しているが、キャンプの敷地を拡張する

ことはできず過密であり、特に安全な水の確保が厳しく、衛生状況は劣悪である。 

難民キャンプはタイ政府内務省が管轄しており、難民自身はキャンプ委員会を設立

し、議長、書記官のほか、食糧・配給委員会、水・衛生委員会、保健・医療委員会、

教育委員会、図書館委員会、キャンプ内問題委員会等を組織して自治管理をしている。 

難民はキャンプの外へ出ることが認められておらず、基本的にはＮＧＯ等から提供

される支援に頼って生活している。他方、主なＮＧＯは 2006 年の予算が大幅に減額さ

れ、食糧配給の削減など厳しい状況にある。 

キャンプ内において職業訓練、タイ語・英語教育を行うことをタイ政府は長年認め

ていなかったが、いずれも認められるようになっている。 

 

２．今回訪問した難民キャンプの状況 

（１）バンマイナイソイ難民キャンプ 

（イ）概要 

バンマイナイソイ難民キャンプは、メーホンソン県ムアン郡パーンムー町第４

地区バンナイソイに位置し、メーホンソン市の中心より 34km、ミャンマー国境よ

り約３km に位置する。 

 

設 立 年：1995 年 

管    轄：内務省ムアン郡役場 

人    口：19,707 人（2007 年１月現在） 

構成民族：カレニー族 94％10、シャン族４％、ビルマ族１％未満、パオ族１％未満 

宗  教：精霊崇拝 51％、カトリック 33％、バブティスト９％、仏教７％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バンマイナイソイ難民キャンプ 

 

                             
10 カレニー族は同じ部族でも言語が六つに分かれている。基本的にはビルマ語が通じる。 
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バンマイナイソイ難民キャンプ             バンマイナイソイ難民キャンプ 

 

かつてミャンマー（ビルマ）から輸入した水牛を休ませ、タイの目的地へ輸送

する前に輸入許可を待つ場所として使われていたバンパンクワイとメーホンソン

及びタイ・ミャンマー（ビルマ）国境の伐採搬出業者のトラクターを保管してい

たバンパントラクターの二つの地区に同難民キャンプは位置するため、バンパン

クワイ／バンパントラクターキャンプと呼ばれる。 

現在のバンマイナイソイ難民キャンプの北部に位置していたパンギョン難民キ

ャンプ及びヒューエイボック難民キャンプからの 1,800 人の難民が移動し、同居

住地として 1996 年にバンマイナイソイ難民キャンプは設置された。その後、ミャ

ンマー（ビルマ）で続いている戦闘等のために多くの難民がミャンマー（ビルマ）

から到着した。しかし、タイの村人から難民に対する不満が続き、タイ政府は 2002

年 7 月バンナイソイキャンプを移動することとし、2003 年１月１日、第６セクシ

ョン（197 人の人口を有する｢首長族｣のセクション）を除き、移住は完了した。

同キャンプの人口の大多数はカヤ人でカヤ州のシャダウ・タウンシップから来て

おり、ほとんどが農民である。 

難民キャンプは谷底周辺にあり、雨季に土砂崩れが起きると壊滅状態になる。

難民キャンプ内の建築はすべて竹を資材としている。これは、タイ政府が、キャ

ンプの常設を避けるためにシェルターの建設についても簡単に除去できるもので

の支援は認めるが、鉄筋や丈夫な木材の建設を禁止しているためである。シェル

ターは原則１家族に一つである。 

 

（ロ）ＮＧＯの活動 

バンマイナイソイ難民キャンプで活動するＮＧＯは以下の通り。 

a. Catholic Office for Emergency Relief and Refugees（ＣＯＥＲＲ） 

タイ・ミャンマー（ビルマ）国境にある９ヵ所の難民キャンプで活動を行っ

ている。社会的な奉仕と職業訓練を行っている。職業訓練に関しては、散髪・

ローソク作り・石鹸作り・香油作り等を行っている。 
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 ローソク作りの様子 完成したローソク 

 

b. Handicap International（ＨＩ） 

コミュニティーにおける治療訓練と地雷被害教育を行っている。手足をなく

した難民のために義足や義手を作るワークショップが難民によりセクション

14 で行われている。 

 

c. International Rescue Committee（ＩＲＣ） 

保健、医療、衛生及びコミュニティーの開発プログラムを担当している。バ

ンマイナイソイ難民キャンプには二つの入院施設を伴ったクリニックと二つの

外来診療専門のクリニックがある。これらのクリニックはＩＲＣによりトレー

ニングされた医療スタッフが、タイまたは外国の医師の管理のもとに運営して

いる。入院施設を伴ったクリニックでは尿、便、唾液や痰、血液検査と顕微鏡

による感染症のスクリーニングができる。入院施設を伴ったクリニックの一つ

は結核病棟を別棟としている。 

外来診察を受ける患者数は年間 185,000 人であり、そのほとんどが他のキャ

ンプと同様、呼吸器疾患と皮膚疾患となっている。2006 年度は 1,600 人の患者

が入院施設において治療を受けている。年間 600 人ほどがタイ国内の医療施設

にて診察加療をうけに難民キャンプを出る。 

 

d. Jesuit Refugee Service（ＪＲＳ） 

小（11 校）・中（４校）・高校（１校）の教育（カリキュラム、保護者の参加

と教師の評価、課外授業等）、学校現場を出て保護者と生徒のための集まりを含

む特別教育と目や耳の不自由な人の教育、職業訓練、カレニー教師トレーニン

グセンターを管理・運営している。 
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 学校の様子 学校の様子 

 

e. Thailand Burma Border Consortium（ＴＢＢＣ） 

食糧（米（成人：16kg、子ども８kg）、唐辛子１人 100ｇ、塩１人 330ｇ、チ

ャナ豆（成人 1.5kg、子ども 750ｇ）、食用油（成人１L、子ども 500ml））、家屋

材（木材、竹材）、生活必需品（鍋、皿、布団、蚊帳）、衣服を支給している。 

食糧は、ＷＦＰからではなく、タイ政府からの供給をえて、月に一度、世帯

分を配給している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 食糧配給の様子 食糧配給の様子 

 

f. Women’s Education for Advancement and Empowerment（ＷＥＡＶＥ） 

子供の発達プロジェクト、女性の能力開発、健康、衛生教育、自立支援プロ

ジェクト等を行っている。ＷＥＡＶＥが実施するカレニー女性教育プログラム

では、12 歳以上の女性を対象に社会学、平和教育、コンピューター、タイ語、

英語、コミュニティー教育等の多彩な科目を１年コースで行っている。授業は

月曜日から金曜日まで、①８：30～９：30、②９：30～10：30、③10：40～11：

40、④12：40～13：40、⑤13：40～14：40、⑥14：50～15：50 の１日と６時限
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で行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カレニー女性教育プログラムの様子 

 

g. Zoa Refugee Care, Netherlands（ＺＯＡ） 

基本的な学用品（ノート、鉛筆、ペン、定規等）と運道具（サッカーやバス

ケットのボール）を提供を行っている。 

 

（ハ）難民組織 

a. カレニー難民委員会（ＫｎＲＣ） 

カレニー難民委員会は 1997 年３月、難民と支援団体双方の関係をコーディネ

ートする中心組織となった。最近のカレニー難民委員会の委員は 2006 年３月、

３年任期で選ばれている。 

 

①難民委員会 

キャンプの管理機構は３年の任期でキャンプの人々から選ばれたキャンプ委

員と 19 人のセクションリーダーから構成されている。教育委員会、保健委員会

等の下位委員会がある。キャンプ委員はキャンプに関するすべてのことを対象

に活動し、セクションリーダーは各セクションに関することを対象に活動する。 

 

②司法委員会 

法と社会秩序委員会は 2002 年に設置された。バンマイナイソイとバンマイス

リンの両カレニー難民キャンプをカバーする。法と秩序委員会はカレニー法務

省によって４年の任期で選ばれた 10 人（男性６人、女性４人）からなる。 

 

（ニ）その他 

タイ内務省とＵＮＨＣＲは、共同で難民の登録を世帯（一つの家に住んでいる

人数で数える）ごとに行っている。今後は、個人に対して登録ＩＤが発行できる

ように協議中である。 

新規に流入した難民に対しては、難民キャンプ内のホールディングセンターに

留め置かれる。新規流入者は登録が終了するまで同地区で生活し、登録後にキャ
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ンプ内でのシェルターを建設することが許可される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホールディングセンター 

 

（２）メーラマルアン難民キャンプ 

（イ）概要 

メーラマルアン難民キャンプは、メーホンソン県ソップムゥーイ郡ソップムゥ

ーイ町第７地区バーン・メーラマルアン、ソップムゥーイ郡中心部より 40km、メ

ーホンソン市より 189km、ミャンマー国境より約 10km のところに位置する。 

 

設 立 年：1995 年 

管  轄：内務省ソップムゥーイ郡役場 

人  口：9,071 人（2006 年８月現在） 

構成民族：カレン族（スゴー・カレン 70％、ポー・カレン 30％）11 

宗  教：バブティスト 70％、仏教徒 15％、Seven Day Adventist５％、精霊崇拝５％、

カトリック３％、英国教会派１％、イスラム教徒１％未満 

 

                             
11 ポーカレンのほとんどはスゴーが話せるが、ポーを話せるスゴーカレンは少ない。 
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メーラマルアン難民キャンプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 メーラマルアン難民キャンプ 

 

 

 メーラマルアン難民キャンプ内地図 

 

メーラマルアン難民キャンプは、1995 年カレン州のカレン民族同盟（ＫＮＵ）

の本拠地、マナプローの陥落後、カレン難民を受け入れるために開設された。同

キャンプは、タイの全てのキャンプの中でもっとも辺境の地にあり、ＮＧＯが事

務所を置くメーサリアン地区から 80km のサブモエイ地区の南に位置する。メーサ

リアンからはキャンプまでは車で少なくとも２、３時間かかるが、雨季には４時

間以上かかる。６月から１月まではボートでもメーサムラッブから１時間半ほど

かかる。また、雨季のある一定の期間は行くことが不可能な時期がある。 

難民キャンプの人口のほとんどはカレン州のパプンタウンシップ出身の農民で
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ある。 

難民キャンプの飲料水は湧き水を沸騰させている。雨季には下痢、乾季には気

管支系の病気が多く見られる。マラリアの感染は減っているが、依然、問題とし

て残っている。 

難民の増加に伴い、学校施設の確保、特に教員の養成が急務となっている。キ

ャンプ内で活動するＮＧＯは、２～３週間の短いコースを設置し、臨時の教員養

成を行っている。最近は、難民に対して語学研修コース（英語・タイ語）を設置

し、修了証も発行している。他に、パン・ケーキ作り、デザイン、パソコンスキ

ル等の職業訓練も行われている。 

難民キャンプの若者たちは、将来への不安等から、特に男性は「やることがな

い」という理由で酒（キャンプ内で配給される米から作っている）、薬、エイズ、

自殺も見られる。 

 

（ロ）ＮＧＯの活動 

メーラマルアン難民キャンプで活動するＮＧＯには、バンナイナイソイ難民キ

ャンプ同様、ＣＯＥＲＲ（Catholic Office for Emergency Relief and Refugees）、

ＨＩ（Handicap International）、ＴＢＢＣ (Thailand Burma Border Consortium)、

ＺＯＡ (Zoa Refugee Care, Netherlands)12がある。 

また、メーソットに本部事務所を置く、日本のＳＶＡ（シャンティ国際ボラン

ティア会）が、メーラマルアン難民キャンプ、メラウ難民キャンプをカバーする

ためにメーサリアンに支部を置き、同キャンプにおいて、図書館の建設と運営、

出版と司書のトレーニングを行っている。メーラマルアン難民キャンプでは四つ

の図書館を運営している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 絵本等の読み聞かせの様子 ミャンマー（ビルマ）語に翻訳された日本の絵本 

 （ＳＶＡのプロジェクト） （ＳＶＡのプロジェクト） 

                             
12 職業訓練（整備士、鍛冶屋、パン職人、音楽、縫製、籠細工、コンロ作成など）、スポーツトレーニン

グを支援しているほか、保育園（ＷＥＡＶＥとともに７校の保育園を運営）、小学校（６校、72学級、教

員８名、児童 2,586 人）、中学校（３校、50学級、教員 72 名、生徒 11,990 人）においてカレン族の教育

プロジェクトを支援している。 
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その他、ＭＨＤ (Malteser Hilfsdienst)、ＭＩ(Malteser International)も活

動を行っている。このうち、ＭＩは難民キャンプの保健、医療、衛生の管理をし

ている13。 

 

（ハ）難民組織 

a. カレン難民委員会 

キャンプ委員会と支援団体との調整を行っている。 

①難民委員会 

②司法委員会 

現在は設置されていない。必要な時はキャンプ委員会の社会福祉事務官が担

当している。 

 

（３）メラウ難民キャンプ 

（イ）概要 

メラウ難民キャンプは、メーホンソン県ソップムィーイ郡メーサームレープ町

第２地区バーン・メートーラ、ソップムゥーイ郡中心部より 55km、メーホンソン

市より 205km、ミャンマー国境より約３km のところに位置する。 

 

設 立 年：2003 年 

管  轄：内務省ソップムゥーイ郡役場 

人  口：10,904 人（2006 年８月） 

構成民族：カレン族（スゴー・カレン 80％、ポー・カレン 17％）ビルマ族２％、パオ族１％ 

宗  教：バブティスト 64％、仏教徒 24％、カトリック８％、精霊崇拝３％、Seven Day 

Adventist１％未満、英国教会派１％未満 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
13 メーラマルアン難民キャンプには三つの入院施設を伴ったクリニックがある。これらのクリニックは

ＭＩによりトレーニングされた医療スタッフが、タイまたは外国の医師の管理下のもとに運営している。

入院施設を伴ったクリニックでは尿、便、唾液や痰、血液検査と顕微鏡による感染症のスクリーニングが

できる。それぞれのキャンプの入院施設を伴ったクリニックの一つに結核病棟を別棟として持っている。

入院施設内には酸素ボンベによる酸素投与も可能である。外来診察を受ける患者数は年間 30万人であり、

2006 年度は 800 人の患者が入院施設にて治療を受けている。雨季は下痢、乾季は気管支系の病気が多く

見られる。タイ国内の医療施設にて診察加療をうけにキャンプを出るものはバンマイナイソイ難民キャン

プに比べると少なく、キャンプ内で比較的高度の診察、加療が可能である。同キャンプにて特徴的なのは

ミャンマー（ビルマ）国内避難民キャンプから助けを求めに来る患者数が多いことである。 
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メラウ難民キャンプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

難民キャンプ内地図 

 

メラウ難民キャンプはメーサリアン郡メーユアム町のメーコンカー・キャンプ

より移転したキャンプである。同キャンプはサラウィン国立公園内にあったが、

難民が森林密伐採に関与していたこと及び 2002 年９月の洪水の影響で難民 26 人

が死亡し、家屋 800 棟が破壊されたのを筆頭とするたび重なる洪水被害のため、

2003 年７月、タクシン首相（当時）が移転指示した。 
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（ロ）ＮＧＯの活動 

メラウ難民キャンプで活動するＮＧＯには、前述した、ＣＯＥＲＲ（Catholic 

Office for Emergency Relief and Refugees）、ＨＩ（Handicap International）、

ＭＩ (Malteser International)14、ＳＶＡ (Shanty Volunteer Association)、

ＴＢＢＣ (Thailand Burma Border Consortium)、ＺＯＡ（ZOA Refugee Care, 

Netherlands)などがあり、他のキャンプと同様の活動を行っている。  

 

（ハ）難民組織 

a. カレン難民委員会 

①キャンプ自治委員会 

キャンプ委員会と 15 のセクションリーダーから構成される。選挙で選ばれ２

年の任期となっている。キャンプ委員会はキャンプに関するすべてのことを対

象に活動し、セクションリーダーは各セクションに関することを対象に活動す

る。 

 

②司法委員会 

キャンプ委員会に任命された７人で構成される。司法委員会は 2000 年に設置

され、メンバーはカレン語の読み書きができ、カレン文化に詳しい者、60 歳を

超えない者が選ばれる。 

 

 

 

 

 

 

 

                             
14 メラウ難民キャンプには四つの入院施設を伴ったクリニックと二つの外来診療専門のクリニックがあ

る。 
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Ⅲ．問題点と解決策 

１．問題点 

今回調査した結果、タイの難民キャンプにおけるミャンマー（ビルマ）難民の問題

点として、以下のことがあげられる。 

 

（１）キャンプ生活の長期化に伴う人口の増加 

タイとミャンマー（ビルマ）国境地域にあるキャンプは、設置されてから 20 年以

上たっており、長期にわたり人口過密が著しい。ＵＮＨＣＲの管理下にある九つの

難民キャンプの祖出生率の平均は34.94であり日本の祖出生率9.37と比べると３倍

近い。粗死亡率と併せて考えると新たな難民の流入を除いても、今後約 1.5 倍程度

の人口爆発が予測される。すでに多くの医療ＮＧＯでは家族計画教育を始めている。

また、教育のみならず、経口及び注射の避妊薬、避妊器具を使用した無料の医療サ

ービスやコンドームの配布、希望する者には卵管結紮術避や精索結紮術等の避妊手

術を行っている団体もある。しかしこれらの医療的手法のみではこの人口爆発を留

めることは難しいようである。家族計画教育を行っているあるＮＧＯの現地スタッ

フはミャンマー（ビルマ）国内で受けた心理的なトラウマ（家族を皆殺しにされた

等）やキャンプ内での自由のない制限された生活、民族存亡の危機意識が多産の傾

向をもたらすのではないかと述べていた。 

次頁のグラフはＣＳＤＤＰＴ（タイ難民支援事業調整委員会）がまとめた 2006 年

12 月の各キャンプの家族計画プログラムについてまとめたものである。今回訪れた

キャンプの中ではバンマイナイソイ難民キャンプが避妊普及率の中でワースト３に

入っている。同キャンプの健康、保険、医療問題を担当するＩＲＣの担当者によれ

ば、現在、お産に伴う新生児の医療問題に一番頭を悩ませているとのことであった｡ 
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（２）教育の機会、雇用機会の欠如 

キャンプ内で生まれた子供、キャンプで生活しているほとんどの難民は、キャン

プ以外の生活に触れる機会がほとんどない。各キャンプの 18 歳以下の年齢は約半分

を占めているが、今後難民キャンプ内の生活が続くのならば、これら若年層は将来

に対して何の希望も見いだせないこととなる。ＮＧＯ等の努力により、初等・中等

教育レベルの教育の機会については著しい発展が見られるが、それ以上の教育の機

会は制限されている。高等教育（10 年生）までが三つのキャンプで実施されている

が、難民キャンプ委員会やリーダーによると、ＺＯＡ等のＮＧＯによる高等教育以

外はほとんど高等教育を受ける機会がない。 

雇用機会については、ＮＧＯが実施しているプロジェクト関連の職や、キャンプ

委員会関係の仕事以外、就労の機会は皆無に近い。あるとすれば、１日に数時間、

近所の路肩商の店先で店番をする程度である。ＮＧＯによる努力にも関わらず、基

礎教育終了後の就職や活動の機会の創生は進んでおらず、若者の欲求不満が解消で

きない状態が続いている。雇用機会の欠如は、キャンプ内での若者による犯罪増加
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の大きな要因となっている。多くの若者が就職や活動の機会を求めて違法にキャン

プ外に出ている模様である。 

ミャンマー（ビルマ）での経験、長い難民キャンプ生活、将来への閉ざされた展

望によりＰＴＳＤ（Post Traumatic Disorder）、うつ症状、アルコール依存症に陥

っている者も少なくない。 

 

２．解決策 

（１）ミャンマー（ビルマ）への自主帰還 

カヤ県（Kayah State）やカイン県(Kayin State)で続いている政府による軍事活

動により、ミャンマー（ビルマ）からタイのキャンプへ避難する難民の流入が続い

ている。ミャンマー（ビルマ）に状況を確認するために一時的に帰還した人々もい

るが、厳しい状況のために、出身地に戻り生活を営むまでには至っていない。 

 

（２）タイへの定住 

タイ政府は、難民のタイへの定住を許可しないという姿勢であり、タイへの定住

は難しい。 

 

（３）第三国への定住 

現在、カナダ、フィンランド、スウェーデン、ニュージーランド、オーストラリ

ア、アメリカ、ノルウェーが今回の調査の対象となった難民キャンプからの難民の

第三国定住受入れを行っている。 

 

第三国への出国数（バンマイナイソイ難民キャンプ）（2006年１月１日～2006年 12月 31日） 

 ０歳～４歳 ５歳～17 歳 18 歳～59 歳 60 歳以上 合計 

 女 男 合計 女 男 合計 女 男 合計 女 男 合計  

オーストラリア ０ ０ ０ １ ０ １ １ ２ ３ ０ ０ ０ ４ 

フィンランド 15 11 26 33 33 66 41 43 84 ０ １ １ 177 

ニュージーランド ４ ４ ８ 16 14 30 11 14 25 ０ １ １ 64 

ノルウェー １ １ ２ ０ ０ ０ １ ２ ３ ０ ０ ０ ５ 

スウェーデン ３ ３ ６ ９ ８ 17 12 ６ 18 ０ １ １ 42 

アメリカ ０ ２ ２ ４ ６ 10 ５ ６ 11 ２ ０ ２ 25 

合計 23 21 44 ０ 61 124 71 73 144 ２ ３ ５ 317 

（出典：ＵＮＨＣＲ Mae Hong Son, Thailand） 
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第三国への出国数（メーラマルアン難民キャンプ）（2006 年１月１日～2006 年 12 月 31 日） 

 ０歳～４歳 ５歳～17 歳 18 歳～59 歳 60 歳以上 合計 

 女 男 合計 女 男 合計 女 男 合計 女 男 合計  

カナダ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２ ０ ２ ０ ０ ０ ２ 

ノルウェー 17 11 28 28 39 67 46 56 102 １ １ ２ 199 

スウェーデン ４ ５ ９ ７ 10 17 16 18 34 ０ ０ ０ 60 

合計 21 16 37 35 49 84 64 74 138 １ １ ２ 261 

（出典：ＵＮＨＣＲ Mae Hong Son, Thailand） 

 

第三国への出国数（メラウ難民キャンプ）（2006 年１月１日～2006 年 12 月 31 日） 

 ０歳～４歳 ５歳～17 歳 18 歳～59 歳 60 歳以上 合計 

 女 男 合計 女 男 合計 女 男 合計 女 男 合計  

オーストラリア １ ２ ３ ２ ７ ９ ６ ７ 13 １ ０ １ 26 

カナダ 29 49 78 130 136 266 155 183 338 ９ ６ 15 697 

ニュージーランド ０ １ １ ０ ０ ０ １ １ ２ ０ ０ ０ ３ 

ノルウェー ０ ０ ０ １ １ ２ １ １ ２ ０ ０ ０ ４ 

合計 30 52 82 133 144 277 163 192 355 10 ６ 16 730 

（出典：ＵＮＨＣＲ Mae Hong Son, Thailand） 

 

難民を選定する流れとしては、第三国定住を実施する国が、ＵＮＮＣＲが作成し

た恒久的な解決を必要とする難民のリストを受け取り、受入国はそれぞれに独自の

難民の受入基準を決定する。一般的に、受入国はいくつかの基準を持っており、こ

れらの基準が受け入れる難民を選択する時に状況にあわせて適用でき、受入国は、

今回調査の対象となった地域に滞留する難民のなかで、特に保護したいと考えるカ

テゴリーにある者を選択する。一例を挙げると、オーストラリアは危機に瀕する女

性、ニュージーランドは復員した少年兵に重点を置いている。その後、調査団を送

り面接を実施、最終受入者を決定する。これらのミッションは、ＵＮＨＣＲにより

調整、援助されている。ミッションは一般的に、政府の入国管理局、労働・福祉関

連省庁、外務省職員などで構成されている。こうした選考ミッションはおよそ１週

間かけて行われる。 

最終決定が行われてから、難民が受入国に到着するまでに平均約１ヵ月から６ヵ

月の時間がかかっている。これらの選考過程にかかる時間は、受入難民の総数、個

人申請であるのかまたはグループ申請であるのか等、申請方法などにより変わって

くる。グループ申請は１ヵ月以内に処理されることもあり比較的迅速に行われるが、

個人申請の場合は６ヵ月程度かかる場合もある。受入れが決定された後は、国際組

織、ＮＧＯ、その他の組織が出国前の準備として、健康診断や異文化オリエンテー

ションを実施する。 

最近ではカナダが 2007 年２月に、中央政府の職員や在バンコク大使館の職員をメ

ンバーとする選考ミッションを派遣した。４日間で候補者すべてに面接を行い、

2,000 人程度の難民を受け入れるに至った。現在、カナダ当局に代わり、ＩＯＭが

候補者に対し健康診断を実施しており、出国事前オリエンテーションも実施する予
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定である。 

フィンランドは 2006 年 10 月にバンマイナイソイ難民キャンプに調査団を派遣し

ており、地方と中央の入国管理官、労働省、またその他関連する省庁の職員で構成

されていた。また、一般的な難民の状況のさらなる調査実施のため、研究者も１名

同行していた。同調査団により、350 人の難民が選考され、定住の目的で同国に向

けて出国した。フィンランド政府は健康診断と異文化オリエンテーションを実施す

るためにＩＯＭと契約し、プログラム実施のためにＩＯＭのフィンランドからタイ

へ２名の異文化オリエンテーショントレーナーが派遣された。 

 

（４）関係者の見解 

今回、調査団は関係者に対して現在の問題の解決策に関する聴取を行ったとこ

ろ、結果は以下の通り。 

 

（イ）難民   

一般的に第三国定住が保護を得るための効果的な手段として捉えていた。長期

化する現在の危機的状況を改善するため、第三国定住が有効かつ迅速な対応とし

て適切であるという見方をしている。他の者に比べて、特に若い世代の難民は第

三国に定住することについて感心が高い。 

他方、第三国定住を希望してない者は、高齢の難民や何らかの理由で国境地帯

に留まることを希望する者である。一部、身体に障害のある者等は、長時間の移

動を避けようとしたり、ミャンマー（ビルマ）に親類がいる者は、第三国に行く

より物理的に親類の近くである国境近くに留まることを希望している。一部の難

民は、いつの日か帰国できることを期待して、母国と近い近隣諸国に残ることを

希望している。また、難民キャンプの運営に関わるキャンプ委員の多くが、キャ

ンプ居住者全員に対して恒久的な解決策が見つからない限りはキャンプに残ると

いう意思を表明した。 

 

（ロ）ＮＧＯ 

ＮＧＯはキャンプにおける難民滞留の長期化を問題視している。ＮＧＯの情報

ネットワークによれば、難民の自主帰還の機会や一次庇護国における定住の可能

性が限られているとのこと。難民問題の恒久的な解決が必要であることについて

はＮＧＯも同調しており、第三国定住をその手段として捉えている。既に、いく

つかのＮＧＯは第三国定住事業に参加する者のニーズに合わせて、第三国におけ

る雇用機会のための準備として、職業訓練事業を始めた団体もある。またＩＯＭ

等の国際機関が行う出国前のオリエンテーションの支援事業を行う団体もある。 

他方、英語のコミュニケーション能力やその他のスキルがある等の理由により、

第三国定住の対象になる難民が多く、難民の中から選考されたＮＧＯの職員が退

職し第三国へ出国するケースが多い。そのため、少ない数であるが、頭脳流出の

問題が起こっており、難民の第三国定住に賛同していないＮＧＯもあった。 

 

（ハ）タイ外務省 

第三国定住を一つのオプションとして考えている。2005 年、タイに在留するミ
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ャンマー難民の長期化した難民状況に対応するため、ＵＮＨＣＲ、タイ政府、第

三国定住を実施する約 10 ヵ国は、複数年に及ぶタイの九つのキャンプからミャン

マー（ビルマ）難民の第三国定住を実施するための多角的な活動を開始した。同

時期に、タイの州レベルの入国管理委員会(Provincial Admission Board)も第三

国定住のためのプロセスを促進するために、新たに流入する者の登録及び在留し

ているが登録の済んでいない者の登録を再開している。 
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Ⅳ．参考資料 

１．難民へのインタビュー結果 

２．キャンププロファイル 

（１）バンマイナイソイ難民キャンプ 

（２）メーラマルアン難民キャンプ 

（３）メラウ難民キャンプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

Ⅳ．参考資料 

１．難民へのインタビュー結果 

今般、調査団はメラウ難民キャンプにおいて、複数の項目につき難民に対するイン

タビューを行ったところ、結果、以下のとおり。 

 

 Ａ氏 Ｂ氏 Ｃ氏 

性別 男性 男性 男性 

年齢 58 歳 39 歳 50 歳 

家族構成 
８人 

（妻、子供５人、養子１人）

７人 

（妻、子供５人） 

３人 

（妻、子供１人） 

宗教 キリスト教（Baptist） キリスト教（Baptist） キリスト教（Baptist） 

婚姻 既婚 既婚 既婚 

出身 パプン市 パプン市 パプン市 

教育レベル 高校を卒業 小学校を卒業 教育経験なし 

母国での職業経験 農業（キャンプ内で先生） 農業 農業 

キャンプに来た時期 1995 年 1999年にメラウキャンプへ 1995 年 

難民キャンプに 

来た理由 

ＤＫＢＡによる攻撃で村

が破壊された。 

ＳＰＤＣにより親兄弟が

皆殺しにあった。 

強制労働に借り出され、

村に逃げ帰り家族と共に

越境した。 

難民キャンプの 

現状について 

基本的には母国の状態が

良くなれば自分たちの土

地に帰りたいが、現状で

は難しい。また子供たち

の将来や教育のことを考

えたなら第三国へ移るこ

とが一つの解決策になる

と考えている。 

(感情の高ぶりにより返

答不能) 

母国に帰りたい。 

再定住した知り合

いはいるか 

― 

 

― 

 

― 

 

第三国定住について 

年をとったので第三国定

住に大きな希望を持って

いないが、妻や子供たち

のことを考えると第三国

定住も考慮したい。親戚

がオーストラリア、友人

がアメリカに行ってい

る。第三国定住をするな

らオーストラリアがよ

い。もちろん日本も考え

ている。 

(感情の高ぶりにより返

答不能) 

親戚、友達はオーストラ

リアに移住していった。

自分は年なのでもう無理

である。 

日本のイメージ 

について 

経済大国。優秀な民族で

戦後偉大な発展を遂げ

た。 

経済的に強い国、良い印

象を持っている。 

電気製品が良い。経済的

にアジアの中で一番強

い。 

日本に知り合い 

はいるか 

― 

 

― 

 

― 
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 Ｄ氏 Ｅ氏 Ｆ氏 

性別 女性 男性 女性 

年齢 20 歳 37 歳 50 歳 

家族構成 ８人（父母、兄弟６人） ７人（妻、子供５人） ６人（夫、子供４人） 

宗教 キリスト教（Baptist） キリスト教（Baptist） キリスト教（Baptist） 

婚姻 未婚（本人は長女） 既婚 既婚 

出身 パプン市 ペゴトンゴー県 トンゴー県 

教育レベル 
難民キャンプ内で 

高校を卒業 

高校を卒業 中学校を卒業 

母国での職業経験 教師 なし 農業 

キャンプに来た時期 

1995 年 1988 年 1975 年越境、 

2004 年にメラウキャンプ

へ 

難民キャンプに 

来た理由 

村が襲われ家族と共に越

境した。 

ミャンマー（ビルマ）政

府軍による攻撃が激しく

なり勉強ができなくなっ

た。多くの高校生が学校

を去ることになった。 

ミャンマー（ビルマ）政

府によるビルマ人優遇重

視政策により生活ができ

なくなった。 

難民キャンプの 

現状について 

長女でもあるし、両親の

ことも考えると、しばら

くは難民キャンプのコミ

ュニティーのために働き

たい。でも将来はどうな

るかわからない。 

多くの支援があるが、そ

の支援に頼りすぎてい

る。自分たちは、その恩

恵を受けるだけで、何も

することができない。最

近は、多くの新しい難民

がキャンプに流入し、今

までキャンプにいる人と

の摩擦が生じるようにな

ってきている。 

英語教育やタイ語の教育

が行われるようになった

が、初歩レベルに限られ

ている。もっと実用的な

上級レベルの教育をのぞ

む。 

再定住した知り合

いはいるか 

― 

 

― 

 

― 

 

第三国定住について 

世界中のどこにでも行き

たい。 

母国がどうなるか分から

ない今の段階では、キャ

ンプに残りたい。妻や子

供たちは第三国定住を希

望している。親戚がカナ

ダに行ったが、気候が寒

いと聞いているので、オ

ーストラリアならいいの

かもしれない。 

子供の１人が Provincial 

Admission Boardに従事し

ているため第三国定住は

タイ政府より認められな

い。妹の家族がカナダへ

の第三国定住が決まって

おり、健康診断も終え、

後は出発を待っている段

階。第三国定住の選択が

増えることは嬉しいが、

どこの国がいいのかまだ

分からない。 

日本のイメージ 

について 

楽しそう。 経済大国。戦後、とても

早く復興した。 

第二次大戦中に日本人を

見たことがあるが、あま

りよく知らない。 

日本に知り合い 

はいるか 

― 

 

― 

 

― 
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 Ｇ氏 Ｈ氏 Ｉ氏 

性別 男性 男性 女性 

年齢 30 歳 36 歳 23 歳 

家族構成 ５人（妻、子供３人） 子供３人 ― 

宗教 キリスト教（Baptist） キリスト教（Baptist） キリスト教（Baptist） 

婚姻 既婚 既婚 未婚 

出身 パプン市 パプン市、ヌケタ村 パプン市、ドヘダ村 

教育レベル 高校をキャンプで卒業 中学７年生を終了 高校を卒業 

母国での職業経験 なし 農業・教師 農業・学生 

キャンプに来た時期 1989 年 ― ― 

難民キャンプに 

来た理由 

村が焼き討ちにあった。 強制移住を強いられ、後

に逮捕された。拷問や処

刑を目撃した。 

強制移住を強いられ、生

活ができなくなった。ま

た、学校での教育を受け

るため。 

難民キャンプの現

状について 

自由に、また安全に学校

教育や職業訓練が受けら

れる一方で、教育の終了

後に何もすることがな

く、キャンプの２世、３

世の今後が大きな問題と

なる。 

― ― 

再定住した知り合

いはいるか 
いる（弟３人（24 歳、26

歳、28 歳）がカナダ） 

いない いる 

(60 歳の叔父がカナダ) 

第三国定住について 

母国の状況は今も大変で

ある、第三国定住よりは

母国に戻りたいのでキャ

ンプに残ることを考えて

いる。兄弟（２人は独身

で、１人は家族で）がオ

ーストラリアに第三国定

住している。 

まだ決めていない。ここ

にまだいたい。人数が少

なくなるまでコミュニテ

ィーでがんばる。同胞が

同じ状態で暮らしている

のだから、決められない。

子供には第三国定住する

チャンスがある。 

カナダへ行こうと気持ち

を固めていたが、家族の

ためにここに残る。 

日本のイメージ 

について 

第二次世界大戦の話を聞

くが、あまりよく知らな

い。 

工業国、ファーストクラ

スの国。 

先進国、工業国、機械。 

日本に知り合い 

はいるか 

いる 

 

いる 

 

いない 
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 Ｊ氏 Ｋ氏  

性別 男性 女性  

年齢 40 歳 50 歳  

家族構成 子供２人 子供３人  

宗教 キリスト教（Baptist） キリスト教（Baptist）  

婚姻 既婚 既婚  

出身 パプン市、ルタケ村 ランブ市、タクル村  

教育レベル 中学７年生を終了 高校を卒業  

母国での職業経験 農業 主婦  

キャンプに来た時期 ― ―  

難民キャンプに 

来た理由 

ＳＰＤＣが村に軍の基地

を作った。拷問を受けた

ため。 

父がＫＮＵの兵士であ

り、夫もＫＮＵの兵士で

移動の生活を強いられた

ため。 

 

難民キャンプの現

状について 
― ― 

 

再定住した知り合

いはいるか 
いる（60 歳の叔父がカナ

ダ） 

いる（46 歳の弟とその家

族がアメリカへ） 

 

第三国定住に 

ついて 

まだ決めていない。ここ

にいたい。人数が少なく

なるまでコミュニティー

でがんばる。 

自分は年をとりすぎてい

るので、行かないし、冒

険できない。子供は別で、

教育の目的で行かせてあ

げたい。 

 

日本のイメージ 

について 

高学歴、高品質、バイク、

ビデオ、車。 

礼儀正しい、数字ができ

る、日本製の製品、子供

の時の父の話では、日本

人は恐く、残虐。 

 

日本に知り合い 

はいるか 

いない 

 

いない 
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２．キャンププロファイル 

（１）バンマイナイソイ難民キャンプ 

（２）メーラマルアン難民キャンプ 

（３）メラウ難民キャンプ 
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