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1. インターンシップ概要 

1.1. 派遣先機関 

International Organization for Migration (IOM); Sudan 

（国際移住機関 スーダン共和国） 

1.2. 派遣先部署 

ハルツーム（首都）事務所 

 Peace Building and Community Social Cohesion Unit 

 Cross Border Peace and Cooperation (CBPC) Program 担当 

1.3. 派遣期間 

2014年 9月 28日〜2015年 3 月 27日 

 

2. 国際移住機関（IOM） 

2.1. 国際移住機関（IOM）は、世界的な人の移動（移住）の問題を専門に扱う。「正規のルー

トを通して、人としての権利と尊厳を保障する形で行われる人の移動は、移民と社会の双

方に利益をもたらす」 という基本理念に基づき、移民個人への直接支援から関係国への

技術支援、移住問題に関する地域協力の促進にいたるまで、 幅広い活動を行う。（IOM

日本公式ホームページより引用）。現在、155 カ国（日本は 1993 年に加盟）が加盟し、

世界 100 カ国以上でフィールド事務所を構え、活動している。 

2.2. 主な活動内容 

 移住と開発分野（専門家交流，移民や帰国者への小規模融資等） 

 移住の促進（家族呼び寄せ，渡航手続，語学研修，文化紹介等） 

 移住の管理行政（人身取引対策，出入国管理，不法入国対策等） 

 非自発的移住（難民・国内避難民支援，帰還・再定住支援，緊急人道援助，復興

支援，除隊兵士の社会復帰，選挙と国民投票等） 

（外務省による IOM概要から引用） 

3. IOMスーダン 

3.1. スーダン共和国 

アフリカで三番目に大きな国（首都ハルツーム） 

人口： 3,432 万人（内、7 割がアラブ系、3割がアフリカ系） 

62％が 25歳以下（41％が 15 歳未満） 

言語：アラビア語と英語が公用語 

宗教：イスラム教、キリスト教、土着宗教 

南北内戦：アラブ系の北、アフリカ系の南。南部は開発の恩恵、政府からの支援を受けら

れず、経済格差を生み出す。1955年から続く内戦により、240万人以上の国内難民が発生

し、国際社会の支援を受けている。2005年に南北包括和平合意（CAP）が凍結。2011年、

国際社会の支援により、南スーダン独立。 

3.2. IOMスーダンの活動 

1982年、スーダンに擱ける活動を開始する 

1998年、一時停止していた活動を再開し、ウガンダ難民

や児童兵士のスーダンからの帰還支援を実施している 

2000年、首都ハルツームにオフィスを開設し、難民帰還

支援を UNHCRと協力しながらに行う 

2005年、南北包括和平合意のもと、国内難民の南部への

自発的な帰還が本格化し、IOMは、日本政府などの支援

を受けて。帰還ルート上の支援センターの設置や、移送

支援等を行う 

 

活動拠点：首都ハルツーム、ダルフール地区 5ヶ所、

Abyei など計 12 カ所に事務所を設置 

 

人員：502 名のスタッフ（80％はフィールド）：インターナショナルスタッフ 25 名（内、

日本人スタッフ 3名（自身含め））；ナショナルスタッフ 477 名 
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主要ドナー：2013−2014年度の活動資金約 2400万ドルの内、11％にあたる 270万ドルが

日本政府からの拠出金で賄われている（UNDP,UN に次ぐ、3 番目の拠出金額である）。 

 

4. インターン派遣に至まで 

2004年に米国で学士（生物心理学）取得、その後、民間企業、起業（共に米国）、NGO 活動

（比国）、在外公館勤務（トンガ王国）を経て、昨年 2013年秋より、東京外国語大学大学院

総合国際学研究科国際協力専攻（平和構築・紛争予防専修）に在籍し、「紛争後に擱ける社

会・経済開発」をテーマに、修学中である。 

 

紛争は長年の開発成果を瞬時に失わせ、膨大な経済・社会的損失を中長期に渡って生み出す。

冷戦後、超大国間のパワーバランスが崩れ、力の空白（Power Vaccum）が国家間のみならず地

域間にも発生し、新たな紛争形態が主流化しつつある。新たに勃発する紛争は旧形態より遥か

に長期化する傾向にあり、経済的な危険要因（低所得、低成長、そして一次産品輸出への依存）

が内戦勃発要因として議論されている。 

 

現在、国際社会（特に欧米）とスーダン政府との関係悪化に伴い、外国人がスーダン共和国に

入国するのはかなり難しい状況である。そのような中、本大学のインターンシップ制度により

現地への入国が出来、また上記の問題に向かえ合える機会を得られた事は、自身のキャリア形

成を考える上で、非常に幸運である。 

 

5. インターン業務（9月 29日〜10月 2 日） 

初日は関係職員への挨拶を行い、IOMスーダン事務所についてのブリーフィングを受ける。翌

日はメールや業務機器・携帯電話の設定を行い、私が所属する Peace Building and 

Community Social Cohesion Unit のプログラム・マネージャー（以下、プロマネ）から私が

担当する CBPCプログラムのブリーフィングを受け、資料の読み込みを行った。その後は、プ

ログラム起案者と会談を行い、同プログラムのブリーフィングおよび、起案時に利用した文献

等を紹介してもらい、読み込みを行った。また、プロマネと適宜雑談をし、本プログラムの方

向性や、自身の感じた疑問・質問などを投げかけ、意思の疎通を図った。 

 

6. 今後の目標 

6.1. 担当プログラムへの知識および理解を深め、実施を行うための準備を整える：スーダン国

内（および隣国）の政情により、本プログラムの実施時期が左右されるため、常に周りの

状況を把握する必要がある 

6.2. アラビア語の基礎知識を取得する：事務所内では英語で事業を行っているため、問題なく

意思の疎通はできているが、アラビア語を話す事により、現地職員と打ち解けやすくなる

と期待している 

6.3. 本インターンシップを修士論文に反映させるため、情報収集および経験を得る：スーダン

は平和構築を勉学している者にとって、すべての事例を見聞きできる場所であり、また、

ほぼすべての主要アクターが揃っているため、判例を考察する場所として適任である 

6.4. 大学院卒業後は国連機関または国際機関で職を得る事を目標にしており、本インターンシ

ップを通じて、各機関への知識および理解を深め、自身のキャリア形成を行う 

（次回の報告書から 10点満点で達成度を評価し、自身の指標とする） 

7. その他 

7.1. 宿泊情報 

宿泊先：City Flats 

宿泊費：$80/泊 

設備：シングルルーム、トイレ・シャワー・キッチンなどの設備あり。無線 LANでインタ

ーネットへの接続可能（使えない事も多々）。 

環境：IOMスーダン事務所までおよそ 300m位の場所にあり、通勤に便利である。また、

事務所近くにスーパーなどがあり、比較的、物資が手に入りやすい。ただ、その他の生活

用品は市内までリキシャ（三輪バイク）で 10 分ほどかかる。 
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宿泊先：アパートメント 

宿泊費：$800/月 

設備：2LDK、トイレ・シャワー（x２）、有線 LANでインターネット接続可能。発電機有

り。 

環境：こちらも、IOMスーダン事務所まで徒歩 10分位にあり、通勤に便利である。自身

の部屋は 3階にあり、砂埃は入りにくいと思うが、日差しが強く、常にエアコンを付けて

いる状況である。 

 

7.2. 1 週間を終えて 

8 月初旬に Term of Reference を得てから、スーダンへの出発日程が決まるまで、

１ヶ月以上を要した。ただ、周囲からは、VISAの取得に早くても 3週間、遅ければ 3ヶ

月ほどかかると聞かされていたので、VISA の取得作業を自身でする必要がなく、また IOM

スーダン事務所が手続きをすべて行ってくれた事は、うれしい驚きであった。自身の予防

接種は 6 月から行っており（FORTH を参照にしながら）、すべて大丈夫だと思っていたが、

9 月初旬になり、IOMから追加の予防接種が求められ、2週間ほど出発時期が延びてしま

った。本インターンシップに関連し、予防接種および薬（マラリア等）などの費用が 15

万円ほどかかってしまったが、自身の健康を守るためであり、必要不可欠であったと思う。

また、保険についても、日本国内の保険会社では受け付けてもらえず、米国の保険に入る

事になった。Medical Evacuation（緊急医療搬送）が完備されている保険会社は少なく、

こちらも 16 万円ほど（6ヶ月）かかってしまったが、もしもの時の為には必要である。 

9 月 29日、ハルツーム空港には定時通り到着したが、そこから入国審査を通過す

るのに 2 時間近くかかってしまった。IOMのスタッフによると、入国管理局に送った書類

が空港の管理官まで届いていなかったとの事である。途上国ではよくある事であり、本を

読みながら時間を過ごした。 

 事務所では挨拶回りをし、業務上必要な手続きを行った後、関係各位から私が担

当する CBPC プログラムのブリーフィングを受けた。今週は主に資料の読み込みを行った

が、あまりにも知らない事が多く、自身の勉強不足を認識させられた。例えば、紛争地域

における各アクターの関わりが、幾重にも重なっており（部族間、村落間、宗教間、人種

間、経済格差など）、事例ごとの構造を把握する必要がある。また、同国では“散発的”

な暴動により犠牲者が発生しているが、当地に赴任するまで認識しておらず、一般的なメ

ディアから得られる情報の限界を痛感させられた。適切な情報を収集し、整理する能力の

向上が自身に切に求められる（今後のキャリア形成を考える上でも必要不可欠である）。

  

今週は住居を探すために時間を割き、同僚の助けを得ながら、なんとか住居を確

保する事が出来た。住居は事務所から徒歩 10 分位の場所にあり、通勤に便利である。ま

た、セキュリティーに関しても、管理人が常に常駐しており、安心できる。ただ、部屋が

（独り身の私には）大きく、エアコンを常時付ける必要がある環境では、電気代が心配で

ある。日中は非常に暑く、40 度位あると思われる。また、18時を過ぎても、30度を下回

る事はない。ただ、湿気がなく、歩いていても汗が出ない（と言うよりは、汗が出てもす

ぐ蒸発してしまう、と言った方が正しいかもしれない）。また砂埃が酷く、幹線道路付近

を歩くと、喉が痛くなる事があるため、水分補給を常に行い、喉を潤わしておく必要があ

る。 

ハルツーム市内は比較的安全であり、場所と時間さえ認識していれば（ナショナ

ルスタッフ等に聞きながら）、特に問題なく生活が出来ると思う。スーダン＝紛争地域と

考えていた私には驚きであったが、ナショナルスタッフに聞くと、ハルツーム市内“は”

と言う答えが返ってきた。つまり、ハルツーム市外は紛争地域＝政情不安定で危険な地域

と言う認識で良いとの回答だと思う。 

今後も、安全・健康第一で 6 ヶ月のインターンシップを成就したいと思う。 
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（事務所内にて）   （スーダン事務所受付） 

 

（ハルツーム市内） 


