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出身国情報の重要文書 ロシア
2022 年 6 月 2 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）
該当なし

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 ロシア：エホバの証人、1.0 版（Country Policy
and Information Note, Russia: Jehovah’s Witnesses, Version 1.0）」（2021 年
4 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 ロシア：性的指向とジェンダー・アイデンティ
ティ、1.0 版（Country Policy and Information Note, Russia: Sexual orientation
and gender identity or expression, Version 1.0）」（2020 年 11 月）［外部リ
ンク：英国政府ウェブ］／訳文なし
＜その他の英国政府ウェブから既に削除されている文書＞
該当なし

オーストラリア外務貿易省（DFAT）
該当なし

欧州連合難民機関（EUAA）／旧欧州難民支援事務所（EASO）
EUAA「クエリー回答［Q24-2022］ロシア：2022 年 2 月のウクライナ侵攻以降の脱
走兵の国家当局による取扱い（Treatment of military deserters by state
authorities since the February 2022 invasion of Ukraine (1 February 2022 – 4
April 2022)）」（2022 年 4 月 5 日）［外部リンク：EUAA COI Portal］／訳文
なし
EASO「COI クエリー回答［Q47-2021］：Legislation and practice on repatriation
for nationals with dual Russian-Tajik citizenship (2019-2021)」（2021 年 11 月
26 日）［外部リンク：EUAA COI Portal］／訳文なし
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その他の主な文書（2020 年以降に発出）
オランダ外務省「Country of origin information report for the Russian Federation」
（2021 年 4 月）［外部リンク：ecoi.net］／訳文なし
カナダ移民難民委員会（IRBC）「クエリー回答［RUS106279.E］：Russia: Situation
and treatment of sexual and gender minorities; legislation, state protection and
support services (2017-February 2020)」（2020 年 2 月 27 日）［外部リン
ク：IRBC］／訳文なし
ノルウェー出身国情報センター（Landinfo）「Russland: Reaksjoner mot Hizb utTahrir」（2021 年 3 月 26 日）［外部リンク：ecoi.net］／訳文なし
フィンランド移民庁「ロシア：ロシアの法律および反政府活動家の状況へのウクライ
ナ紛争の影響（Venäjä / Ukrainan sodan vaikutukset lainsäädäntöön sekä
poliittisten aktivistien tilanteeseen Venäjällä）」（2022 年 5 月 16 日）［外部
リンク：EUAA COI Portal］／訳文なし ★
_____ 「ルーブルの公定レートと市場レート（Venäjä / Venäjän ruplan virallinen
kurssi vs. markkinakurss）」（2022 年 4 月 21 日）［外部リンク：EUAA COI
Portal］／訳文なし
_____ 「ロシア：ウクライナのロシア徴集兵、徴兵忌避、徴兵忌避への処罰、ロシア
軍による深刻な人権侵害 （Ukraina: Generell bakgrunnsinformasjon om
befolkningen i Ukraina）Venäjä / Varusmiehet Ukrainassa, kutsunnat,
kutsuntojen välttely, rangaistus kutsuntojen välttelystä, Venäjän asevoimien
vakavat ihmisoikeusloukkaukset）」（2022 年 4 月 14 日）［外部リンク：
EUAA COI Portal］／訳文なし
_____ 「ロシア：不可知論者、無神論者、チェチェンにおけるイスラム教の棄教
（Venäjä / Agnostisismi, ateismi ja islamin uskosta luopuminen
Tšetšeniassa）」（2022 年 2 月 16 日）［外部リンク：EUAA COI Portal］／
訳文なし
_____ 「ロシア：性的およびジェンダー・マイノリティの精神医療へのアクセスおよ
び治療の質（Venäjä / Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen
mielenterveyspalveluihin pääsy ja hoidon laatu Venäjällä）」（2022 年 2 月 7
日）［外部リンク：EUAA COI Portal］／訳文なし
_____ 「ロシア：チェチェン紛争に参加した人々と当局からの注視（Venäjä /
Tšetšenian sotiin osallistuneet henkilöt ja heihin kohdistettu
viranomaismielenkiinto）」（2022 年 1 月 31 日）［外部リンク：EUAA COI
Portal］／訳文なし
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_____ 「サンクトペテルブルク地域における脳性麻痺および脳性視覚障害の治療につ
いて」（2021 年 12 月 8 日）［外部リンク：EUAA COI Portal］／訳文なし
_____ 「ロシア：新生児の出生地の決定（Venäjä / Vastasyntyneen lapsen virallisen
syntymäpaikan määräytyminen Venäjällä）」（2021 年 10 月 5 日）［外部リ
ンク：EUAA COI Portal］／訳文なし
_____ 「ロシア：北コーサス‐イングーシおよびチェチェンにおける血讐」（2021
年 9 月 30 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）「ロシア：主な政治勢力（Fédération de
Russie : Les principales forces politiques）」（2021 年 5 月 25 日）［外部リン
ク：OFPRA］／訳文なし
_____ 「ロシア：2020 年 3 月から 2021 年までのエオバの証人の状況（Fédération de
Russie : Situation des Témoins de Jéhovah de mars 2020 à mars 2021）」
（2021 年 4 月 9 日）［外部リンク：OFPRA］／訳文なし
_____ 「アルメニア／ロシア連邦：ヤジディ教徒の女性の強制結婚（Arménie /
Fédération de Russie : Les mariages forcés chez les Yézidies）」（2021 年 4
月 6 日）［外部リンク：OFPRA］／訳文なし
_____ 「ロシア：チェチェンにおける無神論者の状況（Fédération de Russie :
Situation des athées en Tchétchénie）」（2021 年 3 月 11 日）［外部リン
ク：OFPRA］／訳文なし
ベルギー難民・無国籍者弁務官事務所資料研究センター（CGRS）「COI フォーカス
‐ロシア：イングーシ共和国の治安状況（INGOESJETIË
Veiligheidssituatie）」（2021 年 11 月 18 日）［外部リンク：EUAA COI
Portal］／訳文なし
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）「ロシア
に関するクエリー回答［a-11873-2］1) ロシア軍と徴兵制、総動員、予備役徴
兵に関する一般情報、2）ウクライナにおける徴集兵の展開、3）一般兵の可能
性、4）戦闘参加拒否、良心的拒否、脱走、5）チェチェンからの男性の派遣、
6）兵士の母親は現役か？（1) Allgemeine Informationen zur russischen Armee
und zur Wehrpflicht, Generalmobilmachung, Einberufung von Reservisten; 2)
Einsatz von Wehrpflichtigen in der Ukraine; 3) Möglichkeiten von Zivildienst; 4)
Weigerung an Kampfhandlungen teilzunehmen, Wehrdienstverweigerung,
Desertion; 5) Einsatz von Männern aus Tschetschenien; 6) Sind die
Soldatenmütter aktiv?）」（2022 年 5 月 16 日）［外部リンク：ecoi.net］／
訳文なし ★
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_____ 「ロシアに関するクエリー回答［a-11873-2］1) ロシア軍と徴兵制、総動員、
予備役徴兵に関する一般情報、2）ウクライナにおける徴集兵の展開、3）一般
兵の可能性、4）戦闘参加拒否、良心的拒否、脱走、5）チェチェンからの男性
の派遣、6）兵士の母親は活躍しているか？」（2022 年 4 月 15 日）［外部リ
ンク：ecoi.net］／訳文なし
_____ 「ロシアに関するクエリー回答［a-11873-1］「フェイクニュース」に関する
法律、政府批判者の状況、ジャーナリストの状況、デモ参加者やソーシャルメ
ディア上で政府批判を表明する人々の状況、海外逃亡の帰結」（2022 年 4 月
1 日）［外部リンク：ecoi.net］／訳文なし
_____ 「ロシアに関するクエリー回答［a-11231]（Anfragebeantwortung zur
Russischen Föderation: Lage von Anhängern von Aslan Maschadow und ihren
Angehörigen）」（2020 年 3 月 23 日）［外部リンク：ecoi.net］／訳文なし
_____ 「ロシアに関するクエリー回答（Anfragebeantwortung zur Russischen
Föderation: 1) Tschetschenien: Lage von im Westen aufgewachsenen jungen
Tschetschenen ohne Netzwerk und Tschetschenisch-Kenntnisse; ほか）」
（2020 年 2 月 7 日）［外部リンク：ecoi.net］／訳文なし
_____ 「ロシアに関するクエリー回答（Anfragebeantwortung zur Russischen
Föderation: 1) Lage ehemaliger Widerstandskämpfer und ihrer
Familienmitglieder bei einer Rückkehr nach Tschetschenien? Wie wäre ihre
Lage bei einer Rückkehr nach Russland? Wäre es ihnen möglich, unabhängig
und ohne Wissen der tschetschenischen Gemeinschaft dort zu leben?、ほ
か）」（2020 年 1 月 31 日）［外部リンク：ecoi.net］／訳文なし
_____ 「ロシアに関するテーマ別調査：ダゲスタンの治安状況＆攻撃の時系列
（Themendossier zur Russischen Föderation: Sicherheitslage in Dagestan &
Zeitachse von Angriffen）」（2020 年 1 月 13 日）［外部リンク：ecoi.net］／
訳文なし
Asylos「Asylos クエリー回答［CIS2021-08］ロシア：家庭内暴力（Russia: Domestic
Violence）」（2022 年 1 月）［外部リンク：Asylos］

※ ハイライトは、日本語の訳文がある文書。
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