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2022 年 2 月時点 

Refugee Data Finder ご利用ガイド 

Refugee Data Finder について 

国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）では、UNHCR の支援対象者に関する統計を公開しています。

UNHCR 本部が運営するウェブサイト「Refugee Data Finder」（英語）は、時系列や地域ごとの統計情報を

目的に応じて探すことができる検索システムです。 

* 各年、半期ごとに最新のデータが追加されます。ただし、国内避難民モニタリングセンター（Internal Displacement 

Monitoring Center – IDMC）が算出する国内避難民数や人口統計、解決件数については 1 年ごとの更新となります。 
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1. アクセス

「Refugee Data Finder」の左から2番目のタブ「Data Finder」(https://www.unhcr.org/refugee-statistics/

download/) 」にアクセスします。現段階では PC の全画面表示のみ対応しています。（タブレットや

スマートフォンをご使用の方は上記のページからアプリのダウンロードサイトへアクセスすること

ができます）

2. UNHCR に関わる人口統計情報の検索方法

UNHCR の支援対象者の統計情報を検索するには[Data Finder]が選択されていることを確認してくださ

い。青い囲み[Dataset]欄の[Population figures]をクリックして選択し、その下の[Next↓]をクリックす

ると、次の設定に進むことができます。

https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/
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1.1 絞り込み・分類 

画面左側の項目から、分類や表示方法を細かく設定することができます。 

1.2 Display type 表示形式 

・ [Totals]を選択すると、下表のUNHCR支援対象者の分類（注）ごとの合計人数を年別に見ること

ができます（ここでは「人口の種類」で「すべて」を選択した状態なので、すべての分類項

目が表示されています。「人口の種類」の設定については、4 ページ『1.3 Population types 人口

の種類』を参照ください）

 

（注）厳密な定義に基づく分類名の表記は以下のとおりです。 

Refugees under UNHCR’s mandate: UNHCR 任務遂行上の難民 

IDPs of concern to UNHCR: UNHCR 支援対象の国内避難民 

Venezuelans displaced abroad: ベネズエラ避難民 

Others of concern: 他の UNHCR 支援対象者 

表示形式 

人口の種類 

年代 

出身国 

受け入れ国 

国籍国 
受け入れ国 出身国 

国外に逃れたベネズエラ人 

無国籍者 その他 難民 庇護希望者 国内避難民 

表示形式 

各種合計 

人口構成 

すべて 人口の種類 
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・ [Demographics]を選択すると、性別と年齢層ごとに人口統計を見ることができます。

1.3 Population types 人口の種類 

チェックを入れると、選択した分類の人口統計が表示されます。下図のように Display type（表

示形式）の[Demographics]を選択し、 Population types（人口の種類）の[Refugees]のみに✓をい

れると、「性別・年齢層別」の「難民」の数が表示されます。 

女性合計 女性 男性 

強制移動に直面した人々
口 

難民 

庇護希望者 

国内避難民 

国外に逃れたベネズエラ人 

無国籍者 

その他 

人口の種類 

表示形式 

各種合計 

人口構成 

表示形式 
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1.4 Year 年代 

・ [Range]を選択すると、表示させたい年代の範囲を設定することができます。

・ [Custom selection]を選択することで特定の年の人口統計を表示できます。

1.5 Country of Origin/ Country of Asylum 出身国/受け入れ国 

・ [All countries]を選択すると、すべての出身国/受け入れ国別の人口統計を表示できます。

・ [Display by Region]を選択すると、ヨーロッパやアジア・太平洋地域などの各地域に絞って出

身国/受け入れ国別に表示できます。

・ [Custom selection]では、特定の国を選択して表示できます。

また、これらを組み合わせることで、『「パキスタン」を出身国とし「日本」で受け入れられて

いる「難民」の数』といった検索ができます。 

範囲 

指定選択 

出身国 

表示しない 

すべての国 

地域別 

指定選択 

受け入れ国 

年代 
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2. 庇護申請数の検索方法

[Data Finder]から、庇護申請数の統計を検索することもできます（ページへのアクセスなどは 2 ペー

ジを参照）。左側 Dataset 欄の[Asylum applications]をクリックして選択し、その下の[Next↓]をクリッ

クすると、次の設定に進むことができます。

庇護申請数 
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2.1 絞り込み・分類 

庇護申請数の絞り込み・分類別表示については、年代[Year]（1.4 参照）と出身国・受け入れ国

別[Country of Origin]・[Country of Asylum]（1.5 参照）のみ設定できます。 

2.2 表の見方 

庇護申請の制度は国によって異なり、複数の庇護申請制度を設置している国もあります。

UNHCR の Data Finder では、制度や計上方法ごとの庇護申請数が省略記号を用いて表示されます。 

【下図の例】ここでは、年代を 2016-2021 年に絞り、アフガニスタン（AFG）出身者からヨーロ

ッパ各国へ提出された庇護申請の数を表示しています。 

申請種別 [Application type] 

N -新規申請 

R -再申請 

A - 審査請求 

NA - 新規申請及び審査請求 

NR - 新規申請及び再申請 

FA - 初回申請及び審査請求 

J - 司法レベルでの申請 

BL - 特定の事件の際に処理された再申請 

SP - 補完的保護 

審査手順 [Stage of Procedure] 

NA -新規申請 

FI - 一次審査の判断 

AR -不服審査の判断 

RA - 再申請/再開申請 

IN - 米国市民権及び移住サービス 

EO - 米国移住事務局による審査 

JR - 司法審査 

SP – 補充的保護 

FA - 一次審査及び不服申し立て/審査請求 

TP - 一時的保護 

TA - 一時的庇護 

BL –特定の事件の際に処理された再申請 

TR - 特別在留 

CA - スイスにおける州の規定 

当局 [Authority] 
G –政府 
J –政府と UNHCR の協働 
U – UNHCR  

件数/人数 
[Cases/Persons] 
P – 人数 
C – 件数 

申請数 出身国 受け入れ国 
出身国 

年代 

受け入れ国 
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3. 庇護認定数などの検索方法

庇護認定数などは、6 ページ『2.』とほぼ同様の方法で検索できます。[Data Finder]の Dataset 欄、

[Asylum Decisions]を選択し、その下の[Next↓]をクリックすると、次の設定に進むことができます。

3.1 絞り込み・分類 

庇護認定数などの絞り込み・分類別表示については、年代[Year]（1.4 参照）と出身国・受け入

れ国別[Country of Origin]・[Country of Asylum]（1.5 参照）のみ設定できます。 

庇護認定数等 
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3.2 表の見方 

Data Finder では、制度や計算方法ごとの庇護認定数等が省略記号を用いて表示されます。 

認定数 

補完的保護数 

不認定数 

その他中断件数 

総処理数 

審査手順 [Stage of Procedure] 

NA -新規申請 

FI - 一次審査の判断 

AR -不服審査の判断 

RA - 再申請/再開申請 

IN - 米国市民権及び移住サービス 

EO - 米国移住事務局による審査 

JR - 司法審査 

SP - 補充的保護 

FA - 一次審査及び不服申し立て/審査請求 

TP - 一時的保護 

TA - 一時的庇護 

BL –特定の事件の際に処理された再申請 

TR - 特別在留 

CA - スイスにおける州の規定 

当局 [Authority] 
G –政府 
J –政府と UNHCR の協働 
U – UNHCR  

件数/人数 [Cases/Persons] 
P – 人数 
C – 件数 

庇護認定数等 



10 

4. 解決件数の検索方法

1．と同様に左上の[Data Finder]から、解決件数の統計を検索することができます。左側 Dataset 欄の

[Solutions]をクリックして選択し、その下の[Next↓]をクリックすると、次の設定に進むことができ

ます。 

4.1 絞り込み・分類 

以下の方法で絞り込み・分類別表示が可能です。年代[Year]の絞り込みについては 1.4 をご参照

ください。 

解決件数 
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4.2 解決の種類 Solution types 

解決の種類 Solution types 別に統計を表示することができます。年代[Year]と出身国/帰還国

[Country of Origin/Return]も設定することができます。年代の絞り込みについては 1.4 をご参照く

ださい。 

4.3 出身/帰還国[Country of origin/return] 

出身/帰還国[Country of origin/return]の設定から、帰還や再定住、帰化についての統計を出身国

や帰化先に分類して表示することができます。 

【下図の例】ここでは年代を 2015-2016 年に絞り、アフガニスタン（AFG）出身の国内避難民と

インド（IND）が受け入れていた国内避難民のうち、出身地に帰還した人数を表示しています。

解決の種類 

受け入れ国 出身国 

帰還した難民 

帰還した 
国内避難民 

帰化 

再定住 

出身/帰還国 

非表示 

すべての国 

地域別 

カスタム選択

2015 年にインドからアフガニス
タンへ帰還したアフガン難民の数

2015 年にインドへ帰化した 
アフガン難民の数

2015 年に出身地へ帰還した 
アフガニスタン国内避難民の数

出身国 受け入れ国 
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5. その他の機能

5.1 国内避難民数・パレスチナ難民数の検索

IDMC 算出の国内避難民数[Internally displaced persons]および国連パレスチナ難民救済事業機関

（UNRWA）の支援対象であるパレスチナ難民[Palestine refugees under UNRWA’s mandate]に関する統

計を表示することができます。分類・絞り込み方法は、1.4 と 1.5 に示した方法と同じですのでそち

らをご参照ください。

5.2 URL・グラフ・エクセルシートの生成 

照会されたデータの URLのコピー、SNS での共有、エクセルシートのダウンロードが可能です。 

2022.2 edited by UNHCR Japan PI intern Hyuga N. 

国内避難民数 
（ソース：IDMC）

パレスチナ難民 
（UNRWA 支援対象） 

折れ線グラフ 棒グラフ 

URL のコピー 

SNS での共有 
エクセルシート
の生成

照会中のデータ 全てのデータ 
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