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出身国情報の重要文書 エチオピア
2022 年 8 月１日更新
★は今回版に追加／更新した箇所です。
国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）
エチオピア：エチオピアへの帰還に関する UNHCR の見解（UNHCR Position on Returns
to Ethiopia）

UNHCR（2022 年 3 月）
［外部リンク：refworld］／訳文なし

英国内務省
＜英国政府ウェブに掲載中の文書とその前訂版＞
英国内務省「国別政策及び情報ノート エチオピア：オロモ人、オロモ解放戦線、オロ
モ解放軍、1.0 版（Country Policy and Information Note - Ethiopia: Oromos, ,
the Oromo Liberation Front and the Oromo Liberation Army, Version 1.0）」
（2022 年 3 月）
［外部リンク：英国政府ウェブ］／訳文なし
英国内務省「国別政策及び情報ノート エチオピア：背景情報（国内避難を含む）、2.0
版（Country Policy and Information Note, Ethiopia: Background information,
including internal relocation, Version 2.0）」
（2020 年 9 月）［外部リンク：英国
政府ウェブ］／訳文なし
英国内務省「国別政策及び情報ノート エチオピア：保護の主体、1.0 版（Country Policy
and Information Note, Ethiopia: Actors of protection, Version 1.0）
」
（2020 年 9
月）
［外部リンク：英国政府ウェブ］／訳文なし
_____ ＜旧版＞「国別政策及び情報ノート エチオピア：背景情報（保護の主体、国内
避難を含む）
、1.0 版（仮訳）」
（2017 年 10 月）
［外部リンク：入管庁ウェブ］
＜その他の英国政府ウェブから既に削除されている文書＞
英国内務省「国別政策及び情報ノート エチオピア：反政府、4.0 版（Country Policy and
Information Note Ethiopia: Opposition to the government, Version 4.0）」
（2020
年 7 月）／訳文なし

※2021 年 11 月 1 日に削除

_____ ＜旧版＞「国別政策及び情報ノート エチオピア：反政府、2.0e 版（仮訳）
」
（2017
年 10 月）
［外部リンク：入管庁ウェブ］
英国内務省「英国内務省事実調査団報告：政治状況（Report of a Home Office FactFinding Mission, Ethiopia: The political situation）
」
（2020 年 2 月 20 日）／訳文
なし

※2022 年 3 月に削除

英国内務省「国別政策及び情報ノート エチオピア：オロモ人、3.0 版（Country Policy
and Information Note, Ethiopia: Oromos, Version 3.0）
」
（2019 年 11 月）／訳
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文なし ※2022 年 3 月に削除
_____ ＜旧版＞「国別政策及び情報ノート エチオピア：
「オロモの抗議運動」を含むオ
ロモ人・2.0 版（仮訳）
」
（2017 年 11 月）
［外部リンク：入管庁ウェブ］
英国内務省「オペレーションガイダンスノート：エチオピア、12.0 版（仮訳）」
（2013
年 11 月）［外部リンク：入管庁ウェブ］ ※CPIN 以前の文書
英国内務省「出身国情報重要情報文書 エチオピア（仮訳）
」
（2009 年 8 月 10 日）
［外
部リンク：入管庁ウェブ］ ※CPIN 以前の文書
英国内務省「出身国情報報告

エチオピア（仮訳）」
（2007 年 2 月 14 日）
［外部リンク：

入管庁ウェブ］ ※CPIN 以前の文書
オーストラリア外務貿易省（DFAT）
DFAT「出身国情報報告 エチオピア」
（2020 年 8 月 12 日）［外部リンク：DFAT ウェ
ブ］／訳文なし
_____ ＜旧版＞「出身国情報報告

エチオピア（仮訳）」
（2017 年 9 月 28 日）
［外部リ

ンク：入管庁ウェブ］
欧州連合難民機関（EUAA）／旧欧州難民支援事務所（EASO）
EUAA「出身国情報報告 エチオピア‐エチオピアにおける女性器切除（Female Genital
Mutilation/Cutting in Ethiopia）」 EUAA（2022 年 5 月）［外部リンク：EUAA
COI Portal］／訳文なし
_____ 「ティグライ州の治安状況（Security Situation in Tigray Region）」
（2022 年 4 月
8 日）
［外部リンク：EUAA COI Portal］／訳文なし
EASO「EASO クエリー回答：
（Security situation in Tigray region between 1 March 2020
– 28 February 2021）」（2021 年 3 月 20 日）
［外部リンク：EUAA COI Portal］
／訳文なし
その他
オーストリア出身国・庇護研究ドキュメンテーションセンター（ACCORD）
「エチオピ
アに関するクエリー 回 答：（ Anfragebeantwortung zu Äthiopien: Rolle der
Clanzugehörigkeit für ethnisch somalische Rückkehrer in größeren Städten;
systematische psychische oder physische Bedrohungen bzw. Übergriffe;
Diskriminierungen; Clan der Gaadsen: Anzahl der Mitglieder in Jijiga und Addis
Abeba [a-11426-v2]）」
（2020 年 12 月 22 日）
［外部リンク：ecoi］／訳文なし
オランダ外務省「エチオピア出身国情報報告（Country of Origin Information Report
Ethiopia）」（2021 年 2 月）
［外部リンク：EUAA COI Portal］／訳文なし
カナダ移民難民委員会（IRBC）
「IRBC クエリー回答［ETH200765.E］エチオピア：テ

難民研究フォーラム COI・クエリーサービス
https://refugeestudies.jp/

ィグライ州以外でのオロモ人、アムハラ人、グレイジ人およびギディオ人の状
況、社会や国家による取扱い；国家保護（Ethiopia: The situation of different
ethnic groups in Addis Ababa, including access to housing, employment,
education, and healthcare; particularly the Amhara [Amara], Oromo, Tigrayan,
Gurage, and Gedeo people, and their treatment by Oromo nationalists and by
the Qeerroo [Qerro]; state protection (2019–September 2021)）」
（2021 年 10
月 13 日）
［外部リンク：IRBC］／訳文なし
デンマーク移民庁（DIS）「エチオピア：反対派の諸党‐近時の状況変化（Ethiopia:
Political opposition parties – recent developments）
」
（2021 年 3 月 26 日）
［外
部リンク：EUAA COI Portal］／訳文なし
ドイツ連邦移民難民庁（BAMF）「国別報告 33 号

エチオピア：一般的な政治状況

（Länderreport 33, Äthiopien: Allgemeine politische Lage）
」
（2021 年 5 月）
［外
部リンク：EUAA COI Portal］／訳文なし
_____ 「国別報告 51‐エチオピア：FGM（Länderreport 51 - Äthiopien: Female Genital
Mutilation (FGM)）」 BAMF（2022 年 4 月）
［外部リンク：EUAA COI Portal］
／訳文なし
フィンランド移民庁（FIS)「エチオピア：OLF メンバー及び支持者の取扱い（Etiopia /
OLF-puolueen jäsenten ja tukijoiden tilanne Etiopiassa）」
（2022 年 2 月 11 日）
［外部リンク：EUAA COI Portal］／訳文なし
フランス難民・無国籍庇護局（OFPRA）
「女性器切除（Éthiopie : Les mutilations sexuelles
féminines）」（2022 年 3 月 14 日）［外部リンク：OFPRA］／訳文なし ★
_____ 「エチオピア：フーガ（Ethiopie : Les Fuga）」
（2021 年 2 月 5 日）［外部リン
ク：OFPRA］／訳文なし
ノルウェー出身国情報センター（Landinfo）
「エチオピア：2018 年 4 月以降のジャーナ
リストの状況（Etiopia: Forhold for journalister etter april 2018）
」
（2020 年 4 月
2 日）［外部リンク：ecoi］／訳文なし
Asylos「クエリー回答［MEN2022-01］エチオピア：子どもの搾取と虐待および国家保
護（Ethiopia: Child exploitation and abuse and State Protection）
」
（2022 年 6
月 20 日）
［外部リンク：Asylos］／訳文なし
_____ 「クエリー回答［MEN2022-05］エチオピア：移植後の腎臓ケアと精神医療サー
ビス（Ethiopia: post-transplant renal care and psychology services）
」
（2022 年
6 月 2 日）
［外部リンク：Asylos］／訳文なし
〔了〕
※ ハイライトは、日本語の訳文がある文書。

