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

出身国情報の重要文書 イラク
2022 年 6 月 16 日更新
国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）
UNHCR「イラク：UNHCR のイラクに関する国別ガイダンスの適用の助けとなる関係
出身国情報（Iraq: Relevant Country of Origin Information to Assist with the
Application of UNHCR's Country Guidance on Iraq）」（2021 年 1 月 21 日）
［外部リンク：refworld］／訳文なし
_____ ＜旧版＞「イラク：イラクにおけるアクセス及び居住要件に関する出身国情報
（更新Ⅰ）（Iraq: Country of Origin Information on Access and Residency
Requirements in Iraq (Update I)）」（2019 年 11 月 6 日）［外部リンク：
refworld］／訳文なし
UNHCR「イラク・クルディスタン地域のヤジディ国内避難民キャンプの状況に関する
COI ノート（COI Note on the Situation of Yazidi IDPs in the Kurdistan Region
of Iraq）」（2019 年 5 月 6 日）［外部リンク：refworld］／訳文なし
UNHCR「イラク国外で出生した子どものイラク国籍取得に関する COI ノート（COI
Note on the Acquisition of Iraqi Nationality by a Child Born Outside Iraq）」
（2019 年 5 月）［外部リンク：refworld］／訳文なし
UNHCR「イラク共和国から避難した人々に関する国際保護の検討（International
Protection Considerations with Regard to People Fleeing the Republic of
Iraq）」（2019 年 5 月）［外部リンク：refworld］／訳文なし
UNHCR「イラクへの帰還に関する UNHCR の見解」（2016 年 11 月 14 日）［外部リ
ンク：refworld］／仮訳［外部リンク：UNHCR］

※2019 年 5 月文書に置き

換わり
_____ ＜旧版＞2014 年 10 月 27 日版［外部リンク：refworld］／仮訳［外部リンク：
UNHCR］
UNHCR「イラクからの庇護希望者の国際保護の必要性評価にむけた UNHCR 該当性
ガイドライン（UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International
Protection Needs of Asylum-Seekers from Iraq）」（2012 年 5 月 31 日）［外
部リンク：refworld］／訳文なし ※2019 年 5 月文書に置き換わり
_____ ＜旧版＞2009 年 4 月版ガイドラインの継続適用に関するノート（2010 年 7 月
28 日）［外部リンク：refworld］／訳文なし
_____ ＜旧版＞2009 年 4 月版ガイドライン［外部リンク：refworld］／訳文なし
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_____ ＜旧版＞2007 年 8 月版ガイドライン追記（2007 年 12 月）［外部リンク：
refworld］／訳文なし
_____ ＜旧版＞2007 年 8 月版ガイドライン［外部リンク：refworld］／訳文なし
UNHCR「イラク国外にいるイラク出身者への国際的保護に関する UNHCR の見解と
送還についての勧告（UNHCR Return Advisory and Position on International
Protection Needs of Iraqis Outside Iraq）」（2006 年 12 月 18 日）［外部リン
ク：refworld］／抄訳［外部リンク：UNHCR］ ※2007 年 8 月ガイドライン
に置き換わり

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 イラク：国内避難・身分関係の証明書・帰国、
12.0 版（Country Policy and Information Note, Iraq: Internal relocation, civil
documentation and returns, Version 12.0）」（2022 年 5 月）［外部リンク：
英国政府ウェブ］／訳文なし
_____ ＜旧版＞11.0 版（2020 年 6 月）［リンク切れ］／訳文なし
_____ ＜旧版＞10.0 版（2020 年 5 月）［リンク切れ］／訳文なし
_____ ＜旧版＞9.0 版（2019 年 2 月）［リンク切れ］／訳文なし
_____ ＜旧版＞8.0 版（仮訳）（2018 年 10 月）［外部リンク：入管庁ウェブ］
_____ ＜旧版＞7.0 版（2018 年 9 月）［外部リンク：refworld］／訳文なし
_____ ＜旧版＞5.0 版（仮訳）（2017 年 9 月）［外部リンク：入管庁ウェブ］
英国内務省「出身国情報及びガイダンス イラク：協力者と見なされた者、3.0 版
（Country Policy and Information Note, Iraq: Perceived collaborators, Version
3.0）」（2021 年 11 月）［外部リンク：英国政府ウェブ］／訳文なし
_____ ＜旧版＞2.0 版（2019 年 2 月）［リンク切れ］／訳文なし
_____ ＜旧版＞1.0 版（仮訳）（2018 年 1 月）［外部リンク：入管庁ウェブ］
英国内務省「国別政策及び情報ノート‐イラク：性的指向とジェンダー・アイデンテ
ィティ及び表現、2.0 版（Country Policy and Information Note, Iraq: Sexual
orientation, and gender identity and expression, Version 2.0）」（2021 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 イラク：宗教マイノリティ、3.0 版（Country
Policy and Information Note, Iraq: religious minorities, Version 3.0）」（2021
年 7 月）［外部リンク：英国政府ウェブ］／訳文なし
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_____ ＜旧版＞2.0 版（2019 年 10 月）［リンク切れ］／訳文なし
_____ ＜旧版＞1.0 版（仮訳）（2016 年 8 月）［外部リンク：入管庁ウェブ］
英国内務省「国別政策及び情報ノート イラク：イラク・クルド人地域（KRI）におけ
る政治的意見、2.0 版（Country Policy and Information Note, Iraq: Political
opinion in the Kurdistan Region of Iraq (KRI), Version 2.0）」（2021 年 6 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 イラク：スンニ派アラブ人、3.0 版（Country
Policy and Information Note,Iraq: Sunni Arabs, Version 3.0）」（2021 年 1
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 イラク；医療・健康の状況、2.0 版（Country
Policy and Information Note, Iraq: Medical and healthcare provision, Version
2.0）」（2021 年 1 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 イラク：保護の主体、1.0 版（Country Policy
and Information Note, Iraq: Actors of protection, Version 1.0）」（2020 年 12
月）［外部リンク：英国政府ウェブ］／訳文なし
英国内務省「国別政策情報ノート：イラク：治安情勢及び人道状況、6.0 版（Country
Policy and Information Note, Iraq: Security and humanitarian situation, Version
6.0）」（2020 年 5 月）［外部リンク：英国政府ウェブ］／訳文なし
_____ ＜旧版＞5.0 版（仮訳）（2018 年 11 月）［外部リンク：入管庁ウェブ］
英国内務省「国別政策及び情報ノート イラク：血讐、第 2.0 版（Country Policy and
Information Note, Iraq: Blood feuds, Version 2.0）」（2020 年 2 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 イラク：女性器切除（FGM）、第 2.0 版
（Country Policy and Information Note, Iraq:

Female Genital Mutilation

(FGM), Version 2.0）」（2020 年 2 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＞
英国内務省「国別政策情報ノート：イラク：バース党、2.0 版（Country Policy and
Information Note, Iraq: Baathists, Version 2.0）」（2020 年 1 月）

リンク切

れ／訳文なし ※2022 年 4 月 13 日に GOV.UK から削除
英国内務省「出身国情報報告

イラク（仮訳）」（2009 年 1 月 12 日）［外部リン

ク：入管庁ウェブ］

オーストラリア外務貿易省（DFAT）
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DFAT「出身国情報報告 イラク」（2020 年 8 月 17 日）［外部リンク：DFAT ウェ
ブ］／訳文なし
_____ ＜旧版＞「出身国情報報告

イラク（仮訳）」（2018 年 10 月 19 日）［外部

リンク：入管庁ウェブ］
_____ ＜旧版＞「出身国情報報告

イラク」（2017 年 6 月 27 日）［外部リンク：

ecoi］／訳文なし

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［Q30-2022］イラク：公式文書（Official documents ）」
（2022 年 5 月 18 日）［外部リンク：EUAA COI Portal］／訳文なし
EUAA「イラク：治安状況（Iraq: Security Situation）」（2022 年 1 月）［外部リン
ク：EUAA COI Portal］／訳文なし
EUAA「COI レポート イラク：個人の標的（Iraq - Targeting of Individuals）」
（2022 年 1 月）［外部リンク：EUAA COI Portal］／訳文なし
EASO「クエリー回答［Q5-2022］：イラン及び KRI の刑法・刑事法規（Penal and
Criminal Codes in Iraq and the KRI）」（2022 年 1 月 13 日）［外部リンク：
EUAA COI Portal］／訳文なし
EASO「COI レポート イラク：バグダッド、バサラ及びスレイマニヤの主要な社会
経済指標（Iraq: Key Socio-economic Indicators for Baghdad, Basrah, and
Sulaymaniyah）」（2021 年 11 月）［外部リンク：EUAA COI Portal］／訳文
なし
EASO「クエリー回答［Q41-2021］イラク：クルディスタン地域（KRI）における孤
児のケアシステム（Care system for orphaned children in the Kurdistan Region
of Iraq (KRI)）」（2021 年 11 月 11 日）［外部リンク：EUAA COI Portal］／
訳文なし
EASO「クエリー回答［Q25B-2021］イラク：1983 年から 2003 年の間のイラク及び
サダム・フセイン政権に対する国際連合及び欧州連合の制裁（United Nations
and European Union sanctions on Iraq and the regime of Saddam Hussein
between 1983-2003）」（2021 年 11 月 11 日）［外部リンク：EUAA COI
Portal］／訳文なし
その他の主な文書（2021 年以降に発出）
フィンランド移民庁（FIS）「イラク：ドゥホーク県アメディ地区バルワリバラ小地区
ヒロール村の治安状況、帰還の条件（Iraq / Dohuk governorate, Amedi district,
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Barwari Bala subdistrict, Hiror village, security situation and conditions for
return）」（2022 年 5 月 4 日）［外部リンク：EUAA COI Portal］／訳文なし
_____ 「イラク：ディヤーラ県ハナキン地区ジャラワの治安状況、帰還の条件、クル
ド人（Irak / Diyalan lääni, Khanaqinin piirikunta, Jalawla, turvallisuustilanne,
paluuolosuhteet, kurdit）」（2022 年 4 月 13 日）［外部リンク：EUAA COI
Portal］／訳文なし
_____ 「イラク：外国人と働いているイラク人、通訳者、名簿の漏洩（Irak /
Ulkomaalaisten kanssa työskennelleet irakilaiset, tulkit, nimilistan
vuotaminen）」（2021 年 12 月 22 日）［外部リンク：EUAA COI Portal］／
訳文なし
_____ 「イラク：ニネワ州、Tilkaif 地区、Al Qosh 小地区、Ain Helwa 村、民族、地域
の支配、治安状況、クルド人（Irak / Nineven lääni, Tilkaifin piirikunta, Al
Qoshin kunta, Ain Helwa -kylä, etniset ryhmät, aluehallinta, turvallisuustilanne,
kurdit）」（2021 年 12 月 2 日）［外部リンク：EUAA COI Portal］／訳文な
し
_____ 「イラク：イラク・クルド自治州（KRG）：Asayish を辞めた者や ISIS との関
係が疑われる者を対象とした人権侵害（rak / Irakin Kurdistan (KRG), Asayishin
palveluksesta eronneisiin ja/tai ISIS-yhteyksistä epäiltyihin henkilöihin
kohdistuvat oikeudenloukkaukset）」（2021 年 11 月 15 日）［外部リンク：
EUAA COI Portal］／訳文なし
_____ 「イラク：キルクーク県とキルクーク市のクルド人の状況、人権侵害、強制退
去（Irak / Kurdien ase）ma Kirkukin läänissä ja kaupungissa,
oikeudenloukkaukset, häädöt」」（2021 年 11 月 5 日）［外部リンク：EUAA
COI Portal］／訳文なし
_____ 「イラク及びクウェート：1990 年代のクウェート系ビドゥン人のイラクでの
徴兵、イラク国籍の帰化に関連した運用（Irak ja Kuwait / Kuwaitin bidoon taustaisten alaikäisten henkilöiden rekrytointi Irakin asevoimiin 1990-luvulla,
kansalaisuuden myöntämiseen liittyvät käytännöt）」（2021 年 10 月 27 日）
［外部リンク：EUAA COI Portal］／訳文なし
_____ 「イラク：バグダッドおよび係争地域のスンニ派アラブ人（Sunniarabit
Bagdadissa ja kiistellyillä alueilla）」（2021 年 10 月 21 日）［外部リンク：
EUAA COI Portal］／訳文なし
_____ 「イラク：バグダッドのアルシャーブ・スタジアム脇の収容施設での人権侵害
（2007～2015）（Irak / Ihmisoikeusrikkomukset Bagdadin Al-Shaab -stadionin
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vieressä sijaitsevassa Tasferat-pidätyskeskuksessa vuosina 2007-2015）」
（2021 年 9 月 30 日）［外部リンク：EUAA COI Portal］／訳文なし
_____ 「イラク： アル・ワタニヤ連合、メイスン・アル・ダムルジの状況（Irak / AlWataniya -koalition asema, Maysoon al-Damluji）」（2021 年 6 月 10 日）
［外部リンク：EUAA COI Portal］／訳文なし
_____ 「イラク：2020 年に米国からイラクに返還されたバース党アーカイブ（Irak /
Yhdysvaltain Irakille vuonna 2020 luovuttama Baath-arkisto）」（2021 年 6 月
2 日）［外部リンク：EUAA COI Portal］／訳文なし
_____ 「イラク：ニネベ州、帰還、シンジャール及びバシカにおけるヤジディ教徒の
状況、潜在的な権利侵害 （Irak / Jesidien tilanne Nineven läänissä,
paluumuutto, Sinjar ja Bashiqa, mahdolliset oikeudenloukkaukset）」（2021
年 5 月 24 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）「イラク：2003 年から 2015 年の間にキルク
ークで起きた地元警察による虐待とその疑惑（Irak : Exactions et allégations
d’exactions commises par les forces de police locales de Kirkouk entre 2003 et
2015）」（2021 年 5 月 25 日）［外部リンク：OFPRA］／訳文なし
ACCORD「イラクに関するクエリー回答［a-11689］内務省治安部隊の刑法の一部の
条文、内務省職員の無断欠勤の調査と有罪判決、内務省の軍用武器と軍用カー
ドの不適切な返却は処罰の対象となるか？（Bestimmte Artikel aus dem
Strafgesetz der Inneren Sicherheitskräfte; Ermittlungen und Verurteilungen bei
Beschäftigten des Innenministeriums wegen unerlaubten Fernbleibens vom
Dienst; Ist die nicht ordnungsgemäße Rückgabe der Dienstwaffe und des
Dienstausweises des Innenministeriums strafbar?）」（2021 年 9 月 8 日）
［外部リンク：ecoi］／訳文なし
_____ 「イラクに関するクエリー回答［a-11636-3］Dhi Qar 州：洋服を着た人・洋風
のライフスタイルを持つ人の現状（Aktuelle Lage von westlich gekleideten
Personen/Personen mit westlichem Lebensstil）」（2021 年 8 月 23 日）［外
部リンク：ecoi］／訳文なし
_____ 「イラクに関するクエリー回答［a-11636-1］Dhi Qar 州：現在の社会経済的状
況（食料、飲料水、住宅市場、学校、保健医療： Provinz Dhi Qar: Aktuelle
sozioökonomische Lage (Nahrungsmittel, Trinkwasser, Wohnungsmarkt;
Schulen; Gesundheitsversorgung)）」（2021 年 8 月 23 日）［外部リンク：
ecoi］／訳文なし
_____ 「イラクに関するクエリー回答［a-11633-3］イラク南部における「西洋的」
ライフスタイルの可能性の現状：衣類、アルコールの購入、ナイトクラブ、パ
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ートナーの選択、一人暮らし、女性の状況、名誉の殺人（Aktuelle Möglichkeit
eines „westlichen“ Lebensstils im Südirak: Kleidung, Alkoholkauf, Nachtlokale,
Partnerwahl, Alleineleben, Situation von Frauen, Ehrenmorde）」（2021 年 8
月 9 日）［外部リンク：ecoi］／訳文なし
_____ 「イラクに関するクエリー回答［a-11633-1］ワシット：現在の社会経済的状
況（食料、飲料水、住宅市場（5 人家族や 7 人家族の場合はフラット））
（Wassit: Aktuelle sozioökonomische Lage (Nahrungsmittel, Trinkwasser,
Wohnungsmarkt (Wohnung für fünf- oder siebenköpfige Familie), Schulen
(Probleme beim Zugang), Gesundheitsversorgung (Probleme beim
Zugang))）」（2021 年 8 月 9 日）［外部リンク：ecoi］／訳文なし
_____ 「イラクに関するクエリー回答［a-11485］バグダッドで 2020 年以降に米国系
の機関又は米国企業と契約したイラク企業で働く者に対する攻撃の状況
（Bagdad: Informationen zu Übergriffen auf Personen, die für amerikanische
Einrichtungen bzw. für von US-Firmen beauftragte irakische Firmen tätig
waren, seit Jänner 2020）」（2021 年 2 月 15 日）［外部リンク：ecoi］／訳
文なし
_____ 「イラクに関するクエリー回答［a-11475-3］ディヤーラの子どもの状況
（Informationen zu Kinderarmut, Kinderarbeit und Betteln von Kindern in
Diyala）」（2021 年 2 月 9 日）［外部リンク：ecoi］／訳文なし
_____ 「イラクに関するクエリー回答［a-11475-1］ディヤーラの治安状況（Aktuelle
Sicherheitslage in der Provinz Diyala, Vorfälle der letzten sechs Monate）」
（2021 年 2 月 9 日）［外部リンク：ecoi］／訳文なし
_____ 「イラクに関するクエリー回答［a-11461 2］スレイマニア：親の結婚の意思
に反した男性と結婚するために家出した少女の末路；名誉犯罪の可能性；国家
の保護（Suleimania: Consequences for a girl who resists the will of her parents
to marry and runs away from home to marry another man; possible honour
crimes; state protection）」（2021 年 1 月 11 日）［外部リンク：ecoi］／訳
文なし
_____ 「イラクに関するクエリー回答［a-11461-1］スレイマニア：宗教上の結婚は
適法か；宗教上の結婚の結果（同棲など）（Query response on Iraq:
Suleimania: Is religious marriage legal; consequences of religious marriage
(e.g. living together)）」（2021 年 1 月 11 日）［外部リンク：ecoi］／訳文な
し
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Asylos「Asylos クエリー回答［MEN2021-19］イラク：クルディスタンにおける離婚
した単身女性の状況（Iraq: Situation of divorced, single mothers in Iraqi
Kurdistan）」（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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