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The African Union Convention for the Protection 
and Assistance of Internally Displaced Persons in 
Africa (Kampala Convention)  
―Japanese translation with Introduction 

Kei HAKATA  ∗

INTRODUCTION 

The African Union Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced 
Persons in Africa (hereinafter, the Kampala Convention) is a landmark legal document elabor-
ated with a view to providing effective protection for the internally displaced persons (IDPs) 
in Africa. Adopted at the Special Summit of the African Union, held in Kampala, Uganda, on 
22 October 2009, and entered into force on 6 December 2012, the Kampala Convention 
stipulates in specific legal terms the rights of IDPs and the responsibilities of State Parties, in 
particular, relating to the protection of and assistance to these persons. While drawing much 
from the Guiding Principles on Internal Displacement (E/CN.4/1998/53/ Add.2, 11 February 
1998), the Kampala Convention is the first legally binding instrument of its kind. Albeit re-
gional in its scope, this Convention represents, in the words of its drafter, ‘the culmination of 
over two decades of work during which Governments, civil society and the international 
community have sought to improve the way we address the plight of millions of internally 
displaced persons across the globe’ (Statement of Dr Chaloka Beyani, given on 6 December 
2012 in Addis Ababa, Ethiopia). 

The Japanese translation of the Kampala Convention, done by Dr Kei Hakata, is provided 
for any referential purpose. For the authoritative version of the Convention, the reader is ad-
vised to refer to the original and authentic texts in English as well as in Arabic, French and 
Portuguese. 

 Professor, Seikei University (Japan). Email: hakata@fh.seikei.ac.jp∗
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AFRICAN UNION CONVENTION 
FOR THE PROTECTION AND 
ASSISTANCE OF INTERNALLY 

DISPLACED PERSONS IN AFRICA 
(KAMPALA CONVENTION)  

PREAMBLE 

We, the Heads of State and Government 
of the Member States of the African 
Union;  

CONSCIOUS of the gravity of the 
situation of internally displaced persons 
as a source of continuing instability and 
tension for African states; 

ALSO CONSCIOUS of the suffering and 
specific vulnerability of internally 
displaced persons; 

REITERATING the inherent African 
custom and tradition of hospitality by 
local host communities for persons in 
d i s t r e s s a n d s u p p o r t f o r s u c h 
communities; 

COMMITTED to sharing our common 
vision of providing durable solutions to 
situations of internally displaced persons 
by establishing an appropriate legal 
framework for their protection and 
assistance;  

DETERMINED to adopt measures aimed 
at preventing and putting an end to the 
phenomenon of internal displacement by 
eradicating the root causes, especially 
persistent and recurrent conflicts as well 
as addressing displacement caused by 
na tu ra l d i sas te r s , which have a 
devastating impact on human life, peace, 
stability, security, and development;

アフリカにおける国内避難民の保護及び援助
のためのアフリカ連合条約（カンパラ条約） 

前文 

我々、アフリカ連合の加盟国の元首及び政
府首脳は、 

アフリカ諸国にとっての継続する不安定及
び緊張の原因としての国内避難民の状況の深
刻さを認識し、 

また、国内避難民の苦しみ及び特有の脆弱
性を認識し、 

現地の受け入れコミュニティによる困窮状
態のある人々の歓待というアフリカ固有の習
慣及び伝統並びに当該コミュニティへの支援
を強調し、 

国内避難民の保護及び援助のための適切な
法的枠組を確立することにより国内避難民の
状況に対して恒久的解決を提供するという
我々の共通のビジョンを共有することを約束
し、 

人間の生命、平和、安定、安全及び開発に
破壊的な影響を及ぼす根本的原因、特に、絶
え間なく繰り返される紛争を根絶し、また、
自然災害によってもたらされる強制移動に対
処することにより、国内強制移動の現象を防
止し及び終結させることを目的とした措置を
とることを決意し、
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CONSIDERING the 2000 Constitutive Act 
of the African Union and the 1945 
Charter of the United Nations; 

REAFFIRMING the principle of the 
respect of the sovereign equality of States 
Parties, their territorial integrity and 
political independence as stipulated in 
the Constitutive Act of the African Union 
and the United Nations Charter; 

RECALL ING the 1948 Un ive r sa l 
Declaration of Human Rights, the 1948 
Convention on the Prevention and 
Punishment of the Crime of Genocide, 
the 1949 Four Geneva Conventions and 
the 1977 Additional Protocols to the 
Geneva Conventions, the 1951 United 
Nations Convention Relating to the Status 
of Refugees and the 1967 Protocol 
Relating to the Status of Refugees, the 
1969 OAU Convention Governing the 
Specific Aspects of Refugee Problems in 
Africa, the 1979 Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Women, the 1981 African Charter 
on Human and Peoples’ Rights and the 
2003 Protocol to the African Charter on 
Human and Peoples’ Rights on the Rights 
of Women in Africa, the 1990 African 
Charter on the Rights and Welfare of the 
Child, the 1994 Addis Ababa Document 
on Refugees and Forced Population 
Displacement in Africa, and other 
relevant United Nations and African 
Union human rights instruments, and 
relevant Security Council Resolutions; 

MINDFUL that Member States of the 
African Union have adopted democratic 
practices and adhere to the principles of 
non-discrimination, equality and equal 
protection of the law under the 1981 
African Charter on Human and Peoples’ 
Rights, as well as under other regional 
and international human rights law 
instruments;

アフリカ連合制定法（2000年）及び国際連
合憲章（1945年）を考慮し、 

アフリカ連合制定法及び国際連合憲章に規
定される加盟国の主権平等、領土保全及び政
治的独立の尊重の原則を改めて確認し、 

世界人権宣言（1948年）、ジェノサイド罪
の防止及び処罰に関する条約（1948年）、ジ
ュネーヴ四条約（1949年）、ジュネーヴ諸条
約への追加議定書（1977年）、難民の地位に
関する国際連合条約（1951年）、難民の地位
に関する議定書（1967年）、アフリカにおけ
る難民問題の特殊な側面を規律するアフリカ
統一機構（OAU）条約（1969年）、女子に
対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条
約（1979年）、人及び人民の権利に関するア
フリカ憲章（1981年）、アフリカにおける女
性の権利に関する人及び人民の権利に関する
アフリカ憲章への議定書（2003年）、子供の
権利及び福祉に関するアフリカ憲章（1990
年）、アフリカの難民及び強制的な人の移動
に関するアジスアベバ文書（1994年）、その
他の関連する国際連合及びアフリカ連合の人
権文書並びに関連する安全保障理事会決議を
想起し、 

アフリカ連合の加盟国が民主的慣行を導入
し、また、人及び人民の権利に関するアフリ
カ憲章（1981年）並びにその他の地域的及び
国際的な人権法の文書に基づく非差別、平等
及び法の平等な保護の原則を遵守することに
留意し、 
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RECOGNISING the inherent rights of 
internally displaced persons as provided 
for and protected in international human 
rights and humanitarian law and as set 
out in the 1998 United Nations Guiding 
Principles on Internal Displacement, 
which are recognized as an important 
international framework for the protection 
of internally displaced persons; 

AFFIRMING our primary responsibility 
and commitment to respect, protect and 
fulfill the rights to which internally 
displaced persons are entitled, without 
discrimination of any kind; 

N OT I N G t h e s p e c i fi c r o l e s o f 
international Organizations and agencies 
within the framework of the United 
Nations inter-agency collaborative 
approach to internally displaced persons, 
especially the protection expertise of the 
Office of the United Nations High 
Commissioner for Refugees (UNHCR) and 
the invitation extended to it by the 
Executive Council of the African Union in 
Decision EX/CL.413 (XIII) of July 2008 at 
Sharm El Sheikh, Egypt, to continue and 
reinforce its role in the protection of and 
assistance to internally displaced persons, 
within the United Nations coordination 
mechanism; and noting also the mandate 
of the International Committee of the Red 
Cross to protect and assist persons 
affected by armed conflict and other 
situations of violence, as well as the work 
of civil society organizations, in 
conformity with the laws of the country in 
which they exercise such roles and 
mandates; 

RECALLING the lack of a binding African 
and international legal and institutional 
framework specifically, for the prevention 
of internal displacement and the 
protection of and assistance to internally 
displaced persons;

国際人権法及び人道法に規定され及び保護
され、また、国内避難民の保護のための重要
な国際的枠組として認識されている国内強制
移動に関する国際連合指導原則（1998年）に
規定される国内避難民の固有の権利を認め、 

いかなる種類の差別もなく、国内避難民が
行使することのできる権利を尊重し、保護し
及び履行するという我々の主要な責任及び約
束を確認し、 

国内避難民に対する国際連合の機関間協調
アプローチの枠内における国際組織及び機関
の特定の役割、特に、国際連合難民高等弁務
官事務所（UNHCR）の保護に関する知見、
並びに2008年7月にエジプトのシャルム・エ
ルシェークでのアフリカ連合閣僚執行理事会
の決定（EX/CL.413 (XIII)）において当該事
務所に対してなされた要請、すなわち、国際
連合の調整制度内での国内避難民に対する保
護及び援助の役割を継続し及び強化するよう
にとの要請に留意し、並びに武力紛争の影響
を受けた者を保護し及び援助する赤十字国際
委員会（ICRC）の職務並びに役割及び職務
を遂行するところの国の法に従った市民社会
組織の業務に留意し、 

特に国内強制移動の防止及び国内避難民に
対する保護及び援助のための拘束力のあるア
フリカの及び国際的な法的及び制度的枠組が
欠如していることを想起し、 
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REAFFIRMING the historical commitment 
of the AU Member States to the 
protection of and assistance to refugees 
and displaced persons and, in particular, 
the implementation of Executive Council 
Decisions EX.CL/Dec.129 (V) and EX.CL/
127 (V) of July 2004 in Addis Ababa, to 
the effect that that the specific needs of 
internally displaced persons (IDPs) such 
as protection and assistance should be 
addressed through a separate legal 
instrument, and to collaborate with 
relevant cooperating partners and other 
stakeholders to ensure that internally 
displaced persons are provided with an 
appropriate legal framework to ensure 
their adequate protection and assistance 
as well as with durable solutions, 
respectively; 

C O N V I N C E D t h a t t h e p r e s e n t 
Convention for the Protection and 
Assistance of Internally Displaced Persons 
presents such a legal framework; 

HAVE AGREED AS FOLLOWS: 

ARTICLE 1 

DEFINITIONS 

For the purpose of the present 
Convention: 
a. “African Charter” means the African 

Charter on Human and Peoples' 
Rights;  

b. “African Commission” means the 
African Commission on Human and 
Peoples' Rights;  

c. “African Court of Justice and Human 
Rights” means the African Court of 
Justice and Human Rights;  

d. Arbitrary displacement means arbitrary 
displacement as referred to in Article 4 
(4) (a) to (h); 

e. “Armed Groups” means dissident 
armed forces or other organized armed 
groups that are distinct from the armed 
forces of the state;

個別の法的文書を通じて国内避難民
（IDP）の特有のニーズ（保護及び援助等）
に対処するという趣旨での難民及び避難民に
対する保護及び援助、特に、アジスアベバで
の2004年7月の閣僚執行理事会の決定EX.CL/
Dec.129 (V)及びEX.CL/ 127 (V)の実施への
AU加盟国の歴史的約束、並びに、国内避難
民の適切な保護及び援助並びに恒久的解決の
それぞれを確保するために国内避難民に対し
て適切な法的枠組が与えられることを確保す
るために関連する協力パートナー及びその他
の利害関係者と協力することへのAU加盟国
の歴史的約束を改めて確認し、 

国内避難民の保護及び援助のためのこの条
約は、このような法的枠組を提示するものと
確信して、 

次のとおり協定した。 

第 1 条  
定義 

この条約の適用上、 

a.「アフリカ憲章」とは、人及び人民の権利
に関するアフリカ憲章をいう。 

b.「アフリカ委員会」とは、人及び人民の権
利に関するアフリカ委員会をいう。 

c.「アフリカ司法人権裁判所」とは、アフリ
カ司法人権裁判所をいう。 

d. 恣意的な強制移動とは、第4条の(4)の(a)か
ら(h)において言及される恣意的な強制移動
をいう。 
e.「武装集団」とは、反体制の武装勢力又は
その他の組織的武装集団をいい、国家の軍
隊とは区別される。 
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f. “AU” means the African Union; 
g . “AU Commiss ion” means the 

Secretariat of the African Union, which 
is the depository of the regional 
instruments; 

h. “Child” means every human being 
below the age of 18 years; 

i . “Cons t i tu t ive Act” means the 
Constitutive Act of the African Union;  

j . “Harmful Practices” means all 
behaviour, attitudes and/or practices 
w h i c h n e g a t i v e l y a f f e c t t h e 
fundamental rights of persons, such as 
but not limited to their right to life, 
health, dignity, education, mental and 
physical integrity and education;  

k. “Internally Displaced Persons” means 
persons or groups of persons who have 
been forced or obliged to flee or to 
leave their homes or places of habitual 
residence, in particular as a result of or 
in order to avoid the effects of armed 
conflict, situations of generalized 
violence, violations of human rights or 
natural or human-made disasters, and 
w h o h a v e n o t c r o s s e d a n 
internationally recognized State 
border;  

l. “Internal displacement” means the 
involuntary or forced movement, 
evacuation or relocation of persons or 
g r o u p s o f p e r s o n s w i t h i n 
internationally recognized state 
borders; 

m. “Member State” means a Member 
State of the African Union; 

n. “Non-state actors” means private actors 
who are not public officials of the 
State, including other armed groups 
not referred to in article 1(d) above, 
and whose acts cannot be officially 
attributed to the State;  

o. “OAU” means the Organization of 
African Unity;  

p. “Women” mean persons of the female 
gender, including girls;

f. 「AU」とは、アフリカ連合をいう。 
g.「AU委員会」とは、地域的な諸文書の寄託
先であるアフリカ連合の事務局をいう。 

h.「子供」とは、18歳未満の人間をいう。 

i.「制定法」とは、アフリカ連合制定法をい
う。 

j.「有害な行為」とは、生命、健康、尊厳、
教育、精神的及び身体的健全性並びに教育
に対する権利等（ただし、これらに限定さ
れない。）、人間の基本的な権利に否定的
な影響を及ぼすすべての行動、態度又は行
為をいう。 

k.「国内避難民」とは、特に武力紛争、一般
化した暴力の状況、人権侵害若しくは自然
若しくは人為的災害の影響の結果として、
又はこれらの影響を避けるため、自らの住
居若しくは常居所地から逃れ若しくは離れ
ることを強いられ又は余儀なくされた者又
はこれらの者の集団であって、国際的に承
認された国境を越えていないものをいう。 

l.「国内強制移動」とは、国際的に承認され
た国境内での個人又は集団の非自発的な又
は強いられた移動、避難又は移転をいう。 

m.「加盟国」とは、アフリカ連合の加盟国を
いう。 

n.「非国家の主体」とは、国家の公務員では
ない民間の主体（上記の第1条の(d)におい
て言及されないその他の武装集団を含
む。）で、その行動が正式に国家に帰属さ
れえないものをいう。 

o.「OAU」とは、アフリカ統一機構をいう。 

p.「女性」とは、未成年の女性を含む女性の
人々をいう。
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q. “Sphere standards” mean standards for 
monitor ing and evaluat ing the 
e f f e c t i v e n e s s a n d i m p a c t o f 
humanitarian assistance; and 

r. “States Parties” means African States 
which have ratified or acceded to this 
Convention. 

ARTICLE 2 
OBJECTIVES 

The objectives of this Convention are 
to: 
a. Promote and strengthen regional and 

national measures to prevent or 
mitigate, prohibit and eliminate root 
causes of internal displacement as well 
as provide for durable solutions; 

b. Establish a legal framework for 
preventing internal displacement, and 
protecting and assisting internally 
displaced persons in Africa;  

c. Establish a legal framework for 
solidarity, cooperation, promotion of 
durable solutions and mutual support 
between the States Parties in order to 
combat displacement and address its 
consequences; 

d. Provide for the obligations and 
responsibilities of States Parties, with 
respect to the prevention of internal 
displacement and protection of, and 
assistance, to internally displaced 
persons; 

e. Provide for the respective obligations, 
responsibilities and roles of armed 
groups, non-state actors and other 
relevant actors, including civil society 
organizations, with respect to the 
prevention of internal displacement 
and protection of, and assistance to, 
internally displaced persons;

q.「スフィア・スタンダード」とは、人道的
援助の効果性及び影響を監視し及び評価
するための基準をいう。 

r.「締約国」とは、この条約を批准し又はこ
れに加入したアフリカの国をいう。 

第 2 条  
目的 

この条約の目的は、次のとおりである。 

a. 国内強制移動の根本的原因を防止し又は
緩和し、禁止し及び除去するための地域
的な及び国内の措置を促進し及び強化
し、並びに恒久的解決を規定すること。 

b. 国内強制移動を防止し並びにアフリカに
おける国内避難民を保護し及び援助する
ための法的枠組を確立すること。 

c. 強制移動と闘い、かつ、その結果に対処
するため、締約国間における連帯、協
力、恒久的解決の促進及び相互支援のた
めの法的枠組を確立すること。 

d. 国内強制移動の防止並びに国内避難民に
対する保護及び援助に関し、締約国の義
務及び責任を規定すること。 

e. 国内強制移動の防止並びに国内避難民に
対する保護及び援助に関し、武装集団、
非国家の主体及びその他の関連する主体
（市民社会団体を含む。）のそれぞれの
義務、責任及び役割を規定すること。 



CDRQ Vol.10

!69

ARTICLE 3 
GENERAL OBLIGATIONS RELATING TO 

STATES PARTIES 

1. States Parties undertake to respect and 
e n s u r e r e s p e c t f o r t h e p r e s e n t 
Convention. In particular, States Parties 
shall: 
a. Refrain from, prohibit and prevent 

arbitrary displacement of populations;  
b. Prevent political, social, cultural and 

e c o n o m i c e x c l u s i o n a n d 
marginalisation, that are likely to 
cause displacement of populations or 
persons by virtue of their social 
identity, religion or political opinion; 

c. Respect and ensure respect for the 
principles of humanity and human 
dignity of internally displaced persons; 

d. Respect and ensure respect and 
protection of the human rights of 
internally displaced persons, including 
h u m a n e t r e a t m e n t , n o n -
discrimination, equality and equal 
protection of law; 

e. Respect and ensure respect for 
international humanitarian law 
regarding the protection of internally 
displaced persons,; 

f. Respect and ensure respect for the 
humanitarian and civilian character of 
the protection of and assistance to 
internally displaced persons, including 
ensuring that such persons do not 
engage in subversive activities; 

g. Ensure individual responsibility for acts 
o f a rb i t r a r y d i sp l acemen t , i n 
accordance with applicable domestic 
and international criminal law;  

h. Ensure the accountability of non-State 
a c t o r s c o n c e r n e d , i n c l u d i n g 
multinational companies and private 
military or security companies, for acts 
of arbitrary displacement or complicity 
in such acts;

第 3 条  
締約国に関する一般的義務 

1. 締約国は、この条約を尊重し、かつ、この
条約の尊重を確保することを約束する。特
に、締約国は次の義務を負う。 

a. 住民の恣意的な強制移動を差し控え、禁
止し及び防止すること。 

b. 社会的アイデンティティ、宗教又は政治 
的見解によって住民又は個人の強制移動
を生じさせるおそれのある政治的、社会
的、文化的及び経済的除外及び周縁化を
防止すること。 

c. 人道の諸原則及び国内避難民の人間の尊
厳を尊重し、かつ、その尊重を確保する
こと。 

d. 国内避難民の人権を尊重し、かつ、その
尊重及び保護を確保すること（人道的な
待遇、非差別、平等及び法の平等な保護
を含む。）。 

e. 国内避難民の保護に関する国際人道法を
尊重し、かつ、その尊重を確保するこ
と。 

f. 国内避難民に対する保護及び援助の人道 
的及び文民的性質（これらの者が破壊的
性質の活動に従事しないことを確保する
ことを含む。）を尊重し、かつ、その尊
重を確保すること。 

g. 適用される国内刑法及び国際刑事法に従
い、恣意的な強制移動の行為に関する個
人の責任を確保すること。 

h. 恣意的な強制移動の行為又は当該行為の
共謀に関する非国家の主体（多国籍企業
及び民間の軍事又は保安会社を含む。）
の説明責任を確保すること 
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i. Ensure the accountability of non-State 
actors involved in the exploration and 
exploitation of economic and natural 
resources leading to displacement; 

j. Ensure assistance to internally displaced 
persons by meeting their basic needs as 
well as allowing and facilitating rapid 
and unimpeded access by humanitarian 
organizations and personnel; 

k. Promote self-reliance and sustainable 
l ive l ihoods amongs t in ternal ly 
displaced persons, provided that such 
measures shall not be used as a basis 
for neglecting the protection of and 
assistance to internally displaced 
persons, without prejudice to other 
means of assistance; 

2. States Parties shall: 
a. Incorporate their obligations under this 

Convention into domestic law by 
enacting or amending relevant 
legislation on the protection of, and 
assistance to, internally displaced 
persons in conformity with their 
obligations under international law;  

b. Designate an authority or body, where 
needed, responsible for coordinating 
activities aimed at protecting and 
assisting internally displaced persons 
and as s ign re spons ib i l i t i e s to 
appropriate organs for protection and 
assistance, and for cooperating with 
relevant international organizations or 
a g e n c i e s , a n d c i v i l s o c i e t y 
organizations, where no such authority 
or body exists; 

c. Adopt other measures as appropriate, 
including strategies and policies on 
internal displacement at national and 
local levels, taking into account the 
needs of host communities;  

d. Provide, to the extent possible, the 
necessary funds for protection and 
assistance without prejudice to 
receiving international support; 

i. 強制移動につながる経済的及び天然資源
の探査及び開発に関与する非国家の主体
の説明責任を確保すること。 

j. 国内避難民の基本的なニーズを満たすこ 
と並びに人道支援組織及びその人員によ
る迅速なかつ妨げられることのないアク
セスを許可し及び容易にすることによ
り、国内避難民に対する援助を確保する
こと。 

k. 国内避難民の間での自立及び持続的な生
計手段を促進すること。ただし、このよ
うな措置は、国内避難民に対する保護及
び援助を無視するための根拠として使用
してはならず、その他の援助の手段に影
響を及ぼさない。 

2. 締約国は、次の義務を負う。 
a. 国際法上の自らの義務に従い、国内避難
民に対する保護及び援助に関連する法令
を制定し又は改正することによってこの
条約に基づく自らの義務を国内法に組み
込むこと。 

b. 必要な場合には、国内避難民の保護及び
援助を目的とした活動を調整することに
責任を有する当局又は機関を指定し、保
護及び援助のための適切な機関に責任を
割り当てること。管轄当局又は団体が存
在しない場合には、関連する国際組織又
は機関及び市民社会団体と協力するため
の適切な機関に責任を割り当てること。 

c. 受け入れコミュニティのニーズを考慮 
し、必要に応じ、その他の措置をとるこ
と（国内及び現地レベルでの国内強制移
動に関する戦略及び政策を含む。） 

d. 可能な限り、保護及び援助のための必要
な資金を提供すること。ただし、国際的
な支援を受けることに影響を及ぼさな
い。
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e. Endeavour to incorporate the relevant 
p r i n c i p l e s c o n t a i n e d i n t h i s 
Convention into peace negotiations 
and agreements for the purpose of 
finding sustainable solutions to the 
problem of internal displacement. 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS OF STATES PARTIES 
RELATING TO PROTECTION FROM 

INTERNAL DISPLACEMENT 

1. States Parties shall respect and ensure 
respect for their obligations under 
international law, including human rights 
and humanitarian law, so as to prevent 
and avoid conditions that might lead to 
the arbitrary displacement of persons;  

2. States Parties shall devise early warning 
systems, in the context of the continental 
early warning system, in areas of 
potential displacement, establish and 
implement disaster risk reduction 
strategies, emergency and disaster 
preparedness and management measures 
and, where necessary, provide immediate 
protection and assistance to internally 
displaced persons; 

3. States Parties may seek the cooperation 
of internat ional organizat ions or 
humanitarian agencies, civil society 
organizations and other relevant actors; 

4. All persons have a right to be protected 
against arbitrary displacement. The 
prohibited categories of arbitrary 
displacement include but are not limited 
to:  
a. Displacement based on policies of 

racial discrimination or other similar 
practices aimed at/or resulting in 
altering the ethnic, religious or racial 
composition of the population; 

e. 国内強制移動の問題に対する持続的解決
を見つけることを目的として、この条約
に含まれる関連する原則を和平交渉及び
協定の中に組み込むよう努めること。 

第 4 条  
国内強制移動からの保護に関する 

締約国の義務 

1. 締約国は、人々の恣意的な強制移動につな
がるような状態を防止し及び回避するため、
人権法及び人道法を含む国際法上の義務を尊
重し、かつ、その尊重を確保する。 

2. 締約国は、強制移動の可能性のある地域に
おいて、大陸レベルの早期警戒制度の文脈に
おいて早期警戒制度を創出し、災害リスク軽
減の戦略、緊急事態及び災害の対策及び管理
措置を確立し及び実施し、並びに、必要な場
合には、国内避難民に即時の保護及び援助を
与える。 

3. 締約国は、国際組織又は人道支援機関、市
民社会団体及びその他の関連する主体の協力
を求めることができる。 

4. すべての人は、恣意的な強制移動から保護
される権利を有する。禁止される種類の恣意
的な強制移動には、次のものを含む（ただ
し、これらに限定されない。）。 

a. 人種差別又は住民の民族的、宗教的若し
くは人種的構成を変更することを目的と
する又は変更する結果となるその他の類
似の慣行の政策に基づく強制移動
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b. Individual or mass displacement of 
civilians in situations of armed 
conflict, unless the security of the 
civilians involved or imperative 
military reasons so demand, in 
accordance wi th in te rna t iona l 
humanitarian law;  

c. Displacement intentionally used as a 
method of warfare or due to other 
v i o l a t i o n s o f i n t e r n a t i o n a l 
humanitarian law in situations of 
armed conflict; 

d. Displacement caused by generalized 
violence or violations of human rights; 

e. Displacement as a result of harmful 
practices; 

f. Forced evacuations in cases of natural 
or human made disasters or other 
causes if the evacuations are not 
required by the safety and health of 
those affected;  

g. Displacement used as a collective 
punishment;  

h. Displacement caused by any act, 
event, factor, or phenomenon of 
comparable gravity to all of the above 
and which is not justified under 
international law, including human 
rights and international humanitarian 
law. 

5. States Parties shall endeavour to protect 
communities with special attachment to, 
and dependency, on land due to their 
particular culture and spiritual values 
from being displaced from such lands, 
except for compelling and overriding 
public interests; 

6. States Parties shall declare as offences 
punishable by law acts of arbitrary 
displacement that amount to genocide, 
war crimes or crimes against humanity.

b. 武力紛争の状況における個別の又は集団
の強制移動（ただし、国際人道法に従
い、関係する文民の安全又は絶対的な軍
事上の理由のために必要とされる場合を
除く。） 

c. 戦争の手段として又は武力紛争の状況下 
における国際人道法のその他の違反によ
って故意に用いられる強制移動 

d. 一般化した暴力又は人権侵害によっても 
たらされる強制移動 

e. 有害な行為の結果としての強制移動 

f. 自然若しくは人為的災害又はその他の原 
因の場合における強制避難で、当事者の
安全及び健康のために避難が必要でない
場合におけるもの 

g. 集団に科する刑罰として用いられる強制 
移動 

h. 上記のすべてに匹敵する重大性を有する
行為、出来事、要素又は現象によっても
たらされる強制移動で、国際法（人権法
及び国際人道法を含む。）により正当化
されないもの 

5. 締約国は、自らの特有の文化及び精神的価
値によって土地への特別のつながり及び依存
性を有するコミュニティに対し、そのような
土地から移動を強いられることから保護する
よう努める（ただし、やむを得ないかつ優先
的な公共の利益を理由とする場合を除
く。）。 

6. 締約国は、ジェノサイド、戦争犯罪又は人
道に対する罪に該当する恣意的な強制移動の
行為を法的に処罰可能な犯罪であると言明す
る。
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ARTICLE 5 
OBLIGATIONS OF STATES PARTIES 

RELATING TO PROTECTION AND 
ASSISTANCE 

1. States Parties shall bear the primary 
duty and responsibility for providing 
protection of and humanitarian assistance 
to internally displaced persons within 
their territory or jurisdiction without 
discrimination of any kind. 

2. States Parties shall cooperate with each 
other upon the request of the concerned 
State Party or the Conference of State 
Parties in protecting and assisting 
internally displaced persons. 

3. States Parties shall respect the 
mandates of the African Union and the 
United Nations, as well as the roles of 
international humanitarian organizations 
in providing protection and assistance to 
in te rna l ly d i sp laced persons , in 
accordance with international law. 

4. States Parties shall take measures to 
protect and assist persons who have been 
internally displaced due to natural or 
human made disasters, including climate 
change.  

5. States Parties shall assess or facilitate 
the assessment of the needs and 
vulnerabilities of internally displaced 
persons and of host communities, in 
c o o p e r a t i o n w i t h i n t e r n a t i o n a l 
organizations or agencies. 

6. States Parties shall provide sufficient 
protection and assistance to internally 
displaced persons, and where available 
resources are inadequate to enable them 
to do so, they shall cooperate in seeking 
t h e a s s i s t a n c e o f i n t e r n a t i o n a l 
organizations and humanitarian agencies, 
civil society organizations and other 
relevant actors. Such organizations may 
offer their services to all those in need.

第 5 条  

保護及び援助に関する締約国の義務 

1. 締約国は、いかなる種類の差別もなく、自
らの領域内又は管轄内の国内避難民に対して
保護及び人道的援助を与えることへの主要な
義務及び責任を負う。 

2. 締約国は、関係する締約国又は締約国会議
の要請を受けた際に、国内避難民を保護し及
び援助することにおいて相互に協力する。 

3. 締約国は、国際法に従い、アフリカ連合及
び国際連合の職務並びに国内避難民に対して
保護及び援助を与えるにあたっての国際人道
支援組織の役割を尊重する。 

4. 締約国は、自然又は人為的災害（気候変動
を含む。）により国内で移動を強いられた者
を保護し及び援助するための措置をとる。 

5. 締約国は、国際組織又は機関と協力し、国
内避難民及び受け入れコミュニティのニーズ
及び脆弱性を評価し又は評価を容易にする。 

6. 締約国は、国内避難民に対して十分な保護
及び援助を与え、かつ、利用可能な資源がそ
れを可能とするには不十分である場合には、
国際組織及び人道支援機関、市民社会団体並
びにその他の関連する主体の援助を求めるこ
とにおいて協力する。当該組織は、必要とす
るすべての者に対して自らの役務を提供する
ことができる。 
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7. States Parties shall take necessary steps 
to effectively organize, relief action that is 
humanitarian, and impartial in character, 
and guarantee security. States Parties shall 
allow rapid and unimpeded passage of all 
relief consignments, equipment and 
personnel to internally displaced persons. 
States Parties shall also enable and 
fac i l i t a te the ro le o f loca l and 
in t e rna t i ona l o r gan iza t i on s and 
humanitarian agencies, civil society 
organizations and other relevant actors, 
to provide protection and assistance to 
internally displaced persons. States 
Parties shall have the right to prescribe 
the technical arrangements under which 
such passage is permitted. 

8. States Parties shall uphold and ensure 
respect for the humanitarian principles of 
humanity, neutrality, impartiality and 
independence of humanitarian actors. 

9. States Parties shall respect the right of 
internally displaced persons to peacefully 
request or seek protection and assistance, 
in accordance with relevant national and 
international laws, a right for which they 
shall not be persecuted, prosecuted or 
punished. 

10. States Parties shall respect, protect 
and not attack or otherwise harm 
humanitarian personnel and resources or 
other materials deployed for the 
assistance or benefit of internally 
displaced persons. 

11. States Parties shall take measures 
aimed at ensuring that armed groups act 
in conformity with their obligations under 
Article 7. 

12. Nothing in this Article shall prejudice 
the principles of sovereignty and 
territorial integrity of states.

7. 締約国は、人道的かつ公平な性質の救援活
動を効果的に組織するための措置をとり、及
び安全を保障する。締約国は、国内避難民に
対するすべての救援物資、機材及び人員の迅
速かつ妨げられることのない通行を認める。
締約国は、また、国内避難民に対して保護及
び援助を与えるため、現地組織及び国際組織
及び人道支援機関、市民社会団体並びにその
他の関連する主体の役割を可能にし及び容易
にする。締約国は、このような通行が許可さ
れるための技術的協定を制定する権利を有す
る。 

8. 締約国は、人道的主体の人道、中立性、公
平性及び独立性の人道的諸原則を支持し、か
つ、その尊重を確保する。 

9. 締約国は、関連する国内法及び国際法に従
い、保護及び援助を平和的に要請し又は求め
る国内避難民の権利（そのことによって迫害
され、起訴され又は処罰されるものではない
権利である。）を尊重する。 

10. 締約国は、国内避難民の援助又は利益の
ために展開される人道支援の人員及び資源又
はその他の物資を尊重し、保護するととも
に、これらを攻撃し又は害してはならない。 

11. 締約国は、武装集団が第7条に基づく自
らの義務に従って行動することを確保するた
めの措置をとる。 

12. この条のいかなる規定も、国家の主権と
領土保全の原則に影響を及ぼすものではな
い。 
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ARTICLE 6 
OBLIGATIONS RELATING TO 

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND 
HUMANITARIAN AGENCIES 

1. International organizations and 
humanitarian agencies shall discharge 
their obligations under this Convention in 
conformity with international law and the 
laws of the country in which they 
operate. 

2. In providing protection and assistance 
to In ternal ly Displaced Persons , 
i n t e rna t i ona l o r gan iza t i on s and 
humanitarian agencies shall respect the 
rights of such persons in accordance with 
international law. 

3. International organizations and 
humanitarian agencies shall be bound by 
the principles of humanity, neutrality, 
impartiality and independence of 
humanitarian actors, and ensure respect 
for relevant international standards and 
codes of conduct.  

ARTICLE 7 
PROTECTION AND ASSISTANCE TO 

INTERNALLY DISPLACED PERSONS IN 

SITUATIONS OF ARMED CONFLICT 

1. The provisions of this Article shall not, 
in any way whatsoever, be construed as 
affording legal status or legitimizing or 
recognizing armed groups and are 
without prejudice to the individual 
criminal responsibility of the members of 
such g roups under domes t i c o r 
international criminal law. 

2. Nothing in this Convention shall be 
invoked for the purpose of affecting the 
sovereignty of a State or the responsibility 
of the Government, by all legitimate 
means, to maintain or re-establish law 
and order in the State or to defend the 
national unity and territorial integrity of 
the State.

第 6 条  
国際組織及び人道支援機関に関する義務 

1. 国際組織及び人道支援機関は、国際法及び
自らが活動する国の法律に従い、この条約に
基づく自らの義務を果たす。 

2. 国際組織及び人道支援機関は、国内避難民
に対して保護及び援助を与えるにあたり、国
際法に従い、これらの者の権利を尊重する。 

3. 国際組織及び人道支援機関は、人道的主体
の人道、中立性、公平性及び独立性の諸原則
に拘束され、また、これらは、関連する国際
的な基準及び行動規範の尊重を確保する。 

第 7 条  
武力紛争の状況における 

国内避難民に対する保護及び援助 

1. この条の規定は、いかなる場合において
も、武装集団に法的地位を与え又は武装集団
を合法化し若しくは承認するものと解釈して
はならず、また、国内刑法又は国際刑事法に
基づく武装集団の構成員の個人の刑事責任に
影響を及ぼすものではない。 

2. この条約のいかなる規定も、国家における
法律及び秩序を維持し若しくは再確立し、又
は国家の国民的統合及び領土保全を守るた
め、いかなる合法的手段によっても、国家の
主権又は政府の責任に影響を及ぼす目的で援
用されてはならない。 



CDRQ Vol.10

!76

3. The protection and assistance to 
internally displaced persons under this 
Article shall be governed by international 
law and in particular international 
humanitarian law. 

4. Members of Armed groups shall be 
held criminally responsible for their acts 
which violate the rights of internally 
displaced persons under international law 
and national law. 

5. Members of armed groups shall be 
prohibited from: 
a. Carrying out arbitrary displacement; 
b. Hampering the provision of protection 

and assistance to internally displaced 
persons under any circumstances; 

c. Denying internally displaced persons 
the right to live in satisfactory 
condit ions of dignity, security, 
sanitation, food, water, health and 
shelter; and separating members of the 
same family; 

d. Restricting the freedom of movement 
of internally displaced persons within 
and outside their areas of residence; 

e. Recruiting children or requiring or 
permitting them to take part in 
hostilities under any circumstances; 

f. Forcibly recruiting persons, kidnapping, 
abduction or hostage taking, engaging 
in sexual slavery and trafficking in 
persons especially women and 
children; 

g. Impeding humanitarian assistance and 
passage of all relief consignments, 
equipment and personnel to internally 
displaced persons 

h. Attacking or otherwise harming 
humanitarian personnel and resources 
or other materials deployed for the 
assistance or benefit of internally 
displaced persons and shall not 
destroy, confiscate or divert such 
materials; and 

3. この条に基づく国内避難民に対する保護及
び援助は、国際法、特に国際人道法によって
規律される。 

4. 武装集団の構成員は、国際法及び国内法に
基づく国内避難民の権利を侵害する自らの行
為について刑事上の責任を負う。 

5. 武装集団の構成員は、次の行為を禁止され
る。 
a. 恣意的な強制移動を実行すること。 
b. いかなる場合であろうとも、国内避難民
に対する保護及び援助を妨害すること。 

c. 尊厳、安全、衛生、食糧、水、健康及び
避難所について満足すべき条件で生活す
る権利を国内避難民に対して否定するこ
と、並びに家族の構成員を離散させるこ
と。 

d. 居住領域の内外における国内避難民の移
動の自由を制限すること。 

e. いかなる場合であろうとも、子供を徴集
し又は戦闘行為への参加を要求し若しく
は許可すること。 

f. 人々を強制的に徴集すること、誘拐、拉 
致又は人質にとること、性的奴隷に従事
させること及び人身取引（特に女性及び
子供に関して）を行うこと。 

g. 国内避難民に対する人道的援助並びにす
べての救援の荷物、機材及び人員の通行
を妨げること。 

h. 国内避難民の援助又は利益のために展開
される人道支援の人員及び資源又はその
他の物資を攻撃し又は害を与えること。
また、武装集団の構成員は、当該物資を
破壊し、没収し又は転用してはならな
い。 
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i. Violating the civilian and humanitarian 
character of the places where internally 
displaced persons are sheltered and 
shall not infiltrate such places. 

ARTICLE 8 
OBLIGATIONS RELATING TO THE 

AFRICAN UNION 

1. The African Union shall have the right 
to intervene in a Member State pursuant 
to a decision of the Assembly in 
accordance with Article 4(h) of the 
Constitutive Act in respect of grave 
circumstances, namely: war crimes, 
genocide, and crimes against humanity; 

2. The African Union shall respect the 
right of States Parties to request 
intervention from the Union in order to 
restore peace and security in accordance 
with Article 4(j) of the Constitutive Act 
and thus contribute to the creation of 
favourable conditions for finding durable 
solutions to the problem of internal 
displacement; 

3. The African Union shall support the 
efforts of the States Parties to protect and 
assist internally displaced persons under 
this Convention. In particular, the Union 
shall:  
a. Strengthen the institutional framework 

and capacity of the African Union with 
respect to protection and assistance to 
internally displaced persons; 

b. Coordinate the mobilisation of 
resources for protection and assistance 
to internally displaced persons;  

c. Collaborate with international 
organizations and humanitarian 
agencies, civil society organizations 
a n d o t h e r r e l e va n t a c t o r s i n 
accordance with their mandates, to 
support measures taken by States 
Parties to protect and assist internally 
displaced persons.

i. 国内避難民が収容されている場所の文民
的及び人道的性質を侵害すること。ま
た、武装集団の構成員は、当該場所に侵
入してはならない。 

第 8 条  
アフリカ連合に関する義務 

1.アフリカ連合は、重大な状況（すなわち、
戦争犯罪、ジェノサイド及び人道に対する
罪）に関する制定法の第4条の(h)に従った総
会の決定に基づき、加盟国に介入する権利を
有する。 

2. アフリカ連合は、制定法の第4条の(j)に従
って平和及び安全を回復し、国内強制移動の
問題に対する恒久的解決を見つけるための好
適な条件を創出することに貢献するため、ア
フリカ連合の介入を要請する締約国の権利を
尊重する。 

3. アフリカ連合は、この条約に基づいて国内
避難民を保護し及び援助する締約国の努力を
支援する。特に、アフリカ連合は、次の義務
を負う。 

a. 国内避難民に対する保護及び援助に関す
るアフリカ連合の制度的枠組及び能力を
強化すること。 

b. 国内避難民に対する保護及び援助のため
の資源の動員を調整すること。 

c. 国内避難民を保護し及び援助するために
締約国がとった措置を支援するため、国
際組織及び人道支援機関、市民社会団体
並びにその他の関連する主体と、これら
の職務に従い、協力すること。
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d. Cooperate directly with African States 
and international organizations and 
humanitarian agencies, civil society 
organizations and other relevant 
actors, with respect to appropriate 
measures to be taken in relation to the 
protection of and assistance to 
internally displaced persons;   

e. Share information with the African 
Commission on Human and Peoples’ 
R i g h t s o n t h e s i t u a t i o n o f 
displacement, and the protection and 
assistance accorded to internally 
displaced persons in Africa; and, 

f. Cooperate with the Special Rapporteur 
of the African Commission on Human 
and Peoples’ Rights for Refugees, 
Returnees, IDPs and Asylum Seekers in 
addressing issues of internal ly 
displaced persons. 

ARTICLE 9 
OBLIGATIONS OF STATES PARTIES 

RELATING TO PROTECTION AND 
ASSISTANCE DURING INTERNAL 

DISPLACEMENT 

1. States Parties shall protect the rights of 
internally displaced persons regardless of 
the cause of displacement by refraining 
from, and preventing, the following acts, 
amongst others: 
a. Discrimination against such persons in 

the enjoyment of any rights or 
freedoms on the grounds that they are 
internally displaced persons; 

b. Genocide, crimes against humanity, 
war crimes and other violations of 
international humanitarian law against 
internally displaced persons; 

c. Arbitrary killing, summary execution, 
arbi t rary detent ion, abduction, 
enforced disappearance or torture and 
other forms of cruel, inhuman or 
degrading treatment or punishment;

d. 国内避難民に対する保護及び援助に関連
してとるべき適切な措置に関し、アフリ
カ諸国、国際組織及び人道支援機関、市
民社会団体並びにその他の関連する主体
と直接的に協力すること。 

e. アフリカにおける強制移動の状況並びに
国内避難民に与えられる保護及び援助に
関し、人及び人民の権利に関するアフリ
カ委員会と情報を共有すること。 

f. 国内避難民の問題に対処するにあたり、
難民、帰還者、国内避難民、庇護申請者
のための人及び人民の権利に関するアフ
リカ委員会特別報告者と協力すること。 

第 9 条  
国内強制移動が継続する間の保護及び 

援助に関する締約国の義務 

1. 締約国は、強制移動の理由のいかんを問わ
ず、特に次の行為を差し控え及び防ぐことに
より、国内避難民の権利を保護する。 

a. 国内避難民であることを理由とした、権
利又は自由の享受におけるこれらの者に
対する差別 

b. ジェノサイド、人道に対する罪、戦争犯 
罪及び国内避難民に対する国際人道法の
その他の違反 

c. 恣意的な殺人、略式処刑、恣意的な抑
留、拉致、強制失踪又は拷問及びその他
の形態の残虐な、非人道的な又は品位を
傷つける取扱い又は刑罰 
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d. Sexual and gender based violence in 
all its forms, notably rape, enforced 
prostitution, sexual exploitation and 
harmful practices, slavery, recruitment 
of children and their use in hostilities, 
forced labour and human trafficking 
and smuggling; and 

e. Starvation.  

2. States Parties shall:  
a. Take necessary measures to ensure that 

internally displaced persons are 
received, without discrimination of 
any kind and live in satisfactory 
conditions of safety, dignity and 
security; 

b. Provide internally displaced persons to 
the fullest extent practicable and with 
the least possible delay, with adequate 
humanitarian assistance, which shall 
include food, water, shelter, medical 
care and other health services, 
sanitation, education, and any other 
necessary social services, and where 
appropriate, extend such assistance to 
local and host communities; 

c. Provide special protection for and 
assistance to internally displaced 
persons with special needs, including 
separa ted and unaccompanied 
children, female heads of households, 
expectant mothers, mothers with 
young children, the elderly, and 
persons with disabilities or with 
communicable diseases; 

d. Take special measures to protect and 
provide for the reproductive and 
sexual health of internally displaced 
women as well as appropriate psycho-
social support for victims of sexual and 
other related abuses; 

e. Respect and ensure the right to seek 
safety in another part of the State and 
to be protected against forcible return 
to or resettlement in any place where 
their life, safety, liberty and/or health 
would be at risk;

d. あらゆる形態での性的な及びジェンダー 
に基づく暴力、特に、強姦、強制売春、
性的搾取及び有害な慣行、奴隷、戦闘行
為における子供の徴集及び使用、強制労
働並びに人身取引及び人の密輸 

e. 飢餓 

2. 締約国は、次の義務を負う。 
a. 国内避難民がいかなる種類の差別もな
く、安全、尊厳及び安心について満足す
べき条件で受け入れられることを確保す
るための必要な措置をとること。 

b. 最大限実行可能な限り、かつ、できる限
り速やかに、国内避難民に対して適切な
人道的援助（食糧、水、避難所、医療及
びその他の保健サービス、衛生、教育並
びにその他の必要な社会的サービスを含
む。）を与え、また、適切な場合には、
当該援助を現地及び受け入れコミュニテ
ィに拡大すること。 

c. 特別の必要を有する国内避難民（親と引
き離され、保護者のいない子供、女性世
帯主、妊婦、幼い子供を持つ母親、高齢
者、障がいのある者又は伝染病に罹った
者を含む。）のための特別の保護及び援
助を与えること。 

d. 国内避難民の女性のリプロダクティブ・
ヘルス及び性的健康を保護し及び規定
し、並びに性的及びその他の関連する虐
待の被害者のための適切な心理社会的支
援のための特別の措置をとること。 

e. 国内の他の場所に安全を求める権利及び
自らの生命、安全、自由又は健康が危険
にさらされるおそれのあるあらゆる場所
への強制送還又は当該場所における再定
住から保護される権利を尊重し、かつ、
その尊重を確保すること。
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f. Guarantee the freedom of movement 
and choice of residence of internally 
displaced persons, except where 
restrictions on such movement and 
residence are necessary, justified and 
proportionate to the requirements of 
ensuring security for internally 
displaced persons or maintaining 
public security, public order and 
public health; 

g. Respect and maintain the civilian and 
humanitarian character of the places 
where internally displaced persons are 
sheltered and safeguard such locations 
against infiltration by armed groups or 
elements and disarm and separate 
such groups or elements f rom 
internally displaced persons; 

h. Take necessary measures, including the 
e s t a b l i s h m e n t o f s p e c i a l i z e d 
mechanisms, to trace and reunify 
families separated during displacement 
and otherwise facilitate the re-
establishment of family ties; 

i. Take necessary measures to protect 
individual, collective and cultural 
property left behind by displaced 
persons as well as in areas where 
internally displaced persons are 
located, either within the jurisdiction 
of the State Parties, or in areas under 
their effective control;  

j. Take necessary measures to safeguard 
against environmental degradation in 
areas where internally displaced 
persons are located, either within the 
jurisdiction of the State Parties, or in 
areas under their effective control; 

k. States Parties shall consult internally 
displaced persons and allow them to 
participate in decisions relating to their 
protection and assistance;

f. 国内避難民の移動の自由及び居所選定の
自由を保障すること。ただし、そのよう
な移動及び居所に関する制限が必要であ
り、正当化され、また、国内避難民の安
全の確保又は公共の安全、公の秩序及び
公衆の健康の維持の必要性に相応する場
合を除く。 

g. 国内避難民が収容されている場所の文民
的及び人道的性質を尊重し及び維持し、
武装集団又は分子による侵入から当該場
所を保全し、並びに当該集団又は分子の
武装解除を行い及びこれらを国内避難民
から引き離すこと。 

h. 強制移動が継続する間に離散した家族を
追跡し及び再会させ並びに家族の絆の再
確立を容易にするための必要な措置（特
化した制度の確立を含む。）をとるこ
と。 

i. 締約国の管轄内又はその実行的支配下に
ある地域のいずれにおいても、避難民が
残置した及び国内避難民が所在する場所
における個人の、集団の及び文化的財産
を保護するために必要な措置をとるこ
と。 

j. 締約国の管轄内又はその実行的支配下に
ある地域のいずれにおいても、国内避難
民が所在する場所における環境の悪化を
防御するための必要な措置をとること。 

k. 締約国は国内避難民と協議し並びに自ら
の保護及び援助に関する決定への国内避
難民の参加を許可すること。
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l. Take necessary measures to ensure that 
internally displaced persons who are 
citizens in their country of nationality 
can enjoy their civic and political 
rights, particularly public participation, 
the right to vote and to be elected to 
public office; and 

m. Put in place measures for monitoring 
and evaluating the effectiveness and 
impact of the humanitarian assistance 
delivered to internally displaced 
persons in accordance with relevant 
pract ice, including the Sphere 
Standards. 

3. States Parties shall discharge these 
obligations, where appropriate, with 
a s s i s t a n c e f r o m i n t e r n a t i o n a l 
organizations and humanitarian agencies, 
civil society organizations, and other 
relevant actors.  

ARTICLE 10 
DISPLACEMENT INDUCED  

BY PROJECTS 

1. States Parties, as much as possible, 
shall prevent displacement caused by 
projects carried out by public or private 
actors; 

2. States Parties shall ensure that the 
stakeholders concerned will explore 
feasible alternatives, with full information 
and consultation of persons likely to be 
displaced by projects; 

3. States parties shall carry out a socio-
economic and environmental impact 
assessment of a proposed development 
project prior to undertaking such a 
project. 

l. 国籍国における市民である国内避難民が
公民権及び政治的権利（特に、公的な参
加、投票し及び公職に選出されうる権
利）を享受することができることを確保
するための必要な措置をとること。 

m. 関連する慣行（スフィア・スタンダード 
を含む。）に従って国内避難民に与えら
れる人道的援助の効果性及び影響を監視
し及び評価するための措置を整備するこ
と。 

3. 締約国は、必要な場合には、国際組織及び
人道支援機関、市民社会団体並びにその他の
関連する主体からの援助とともに、これらの
義務を履行する。 

第 1 0 条  
プロジェクトに起因する強制移動 

1. 締約国は、可能な限り、公的又は私的な主
体によって実施されるプロジェクトによって
もたらされる強制移動を防止する。 

2. 締約国は、利害関係者が、プロジェクトに
よって移動を強いられるおそれのある者の十
分な情報及び協議とともに、実行可能な代替
案を検討することを確保する。 

3. 締約国は、開発プロジェクトを実施する前
に、提案される当該プロジェクトの社会経済
的及び環境的影響の評価を実施する。
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ARTICLE 11 
OBLIGATIONS OF STATES PARTIES 

RELATING TO SUSTAINABLE RETURN, 
LOCAL INTEGRATION OR RELOCATION 

1. States Parties shall seek lasting 
solutions to the problem of displacement 
by promoting and creating satisfactory 
conditions for voluntary return, local 
integration or relocation on a sustainable 
basis and in circumstances of safety and 
dignity. 

2. States Parties shall enable internally 
displaced persons to make a free and 
informed choice on whether to return, 
integrate locally or relocate by consulting 
them on these and other options and 
ensuring their participation in finding 
sustainable solutions. 

3. States Parties shall cooperate, where 
appropriate, with the African Union and 
i n t e r n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n s o r 
humanitarian agencies and civil society 
organizations, in providing protection 
and assistance in the course of finding 
and imp lemen t ing so lu t ions fo r 
sustainable return, local integration or 
relocation and long-term reconstruction. 

4. States Parties shall establish appropriate 
mechanisms providing for simplified 
procedures where necessary, for resolving 
disputes relating to the property of 
internally displaced persons. 

5. States Parties shall take all appropriate 
measures, whenever possible, to restore 
the lands of communities with special 
dependency and attachment to such 
lands upon the communities’ return, 
reintegration, and reinsertion.

第 1 1 条  
持続的な帰還、現地統合又は移転に関する 

締約国の義務 

1. 締約国は、持続可能な方法で、かつ安全及
び尊厳のある状況において、自発的帰還、現
地統合又は移転を行うための満足すべき条件
を促進し及び創出することにより、強制移動
の問題に対する持続的解決を求める。 

2. 締約国は、帰還、現地統合又は移転の是非
について、これらの及びその他の選択肢につ
いて国内避難民と協議を行い、かつ、持続的
解決を見つけるにあたりこれらの者の参加を
確保することにより、国内避難民が自由なか
つ情報を与えられた上での選択を行うことを
可能とする。 

3. 締約国は、持続的な帰還、現地統合又は移
転及び長期的再建のための解決を見つけ及び
実施する過程において保護及び援助を与える
にあたり、適切な場合には、アフリカ連合及
び国際組織又は人道支援機関及び市民社会団
体と協力する。 

4. 締約国は、必要な場合には、国内避難民の
財産に関する紛争を解決するための簡素化さ
れた手続を定めた適切な制度を確立する。 

5. 締約国は、可能な限り、土地に対する特別
の依存性及びつながりを有するコミュニティ
の帰還、再統合及び再復帰の際に、その土地
を回復するためのすべての適切な措置をと
る。 
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ARTICLE 12 
COMPENSATION 

1. States Parties shall provide persons 
affected by displacement with effective 
remedies. 

2. States Parties shall establish an effective 
legal framework to provide just and fair 
compensation and other forms of 
reparations, where appropriate, to 
internally displaced persons for damage 
incurred as a result of displacement, in 
accordance with international standards. 

3. A State Party shall be liable to make 
reparation to internally displaced persons 
for damage when such a State Party 
refrains from protecting and assisting 
internally displaced persons in the event 
of natural disasters.  

ARTICLE 13 
REGISTRATION AND PERSONAL 

DOCUMENTATION 

1. States Parties shall create and maintain 
an up-dated register of all internally 
displaced persons within their jurisdiction 
or effective control. In doing so, States 
Parties may collaborate with international 
organizations or humanitarian agencies 
or civil society organizations.  

2. States Parties shall ensure that 
internally displaced persons shall be 
issued with relevant documents necessary 
for the enjoyment and exercise of their 
rights, such as passports, personal 
i d e n t i fi c a t i o n d o c u m e n t s , c i v i l 
certificates, birth certificates and marriage 
certificates.

第 1 2 条  
補償 

1. 締約国は、強制移動によって影響を受けた
者に対して効果的な救済を与える。 

2. 締約国は、必要な場合には、国際的な基準
に従い、国内避難民が強制移動の結果として
被った損害について国内避難民に対して適正
かつ公正な補償及びその他の形態の賠償を与
えるための効果的な法的枠組を確立する。 

3. 締約国は、自然災害時において国内避難民
の保護及び援助を怠った場合には、国内避難
民に対して損害の賠償を行う義務を負う。 

第 1 3 条  
登録及び個人的書類 

1. 締約国は、自らの管轄内又は実行的支配内
にあるすべての国内避難民について最新の登
録簿を作成し及び維持する。その際に、締約
国は、国際組織又は人道支援機関又は市民社
会団体と協力することができる。 

2. 締約国は、国内避難民に対して自らの権利
の享受及び行使に必要な関連する書類（旅
券、本人確認用の書類、市民証明書、出生証
明書及び婚姻証明書等）が発行されることを
確保する。 
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3. States Parties shall facilitate the 
issuance of new documents or the 
replacement of documents lost or 
destroyed in the course of displacement, 
w i t hou t impos ing un r ea sonab l e 
conditions, such as requiring return to 
one's area of habitual residence in order 
to obtain these or other required 
documents. The failure to issue internally 
displaced persons with such documents 
shall not in any way impair the exercise 
or enjoyment of their human rights. 

4. Women and men as well as separated 
and unaccompanied children shall have 
equal rights to obtain such necessary 
identity documents and shall have the 
right to have such documentation issued 
in their own names.  

ARTICLE 14 
MONITORING COMPLIANCE 

1. States Parties agree to establish a 
Conference of States Parties to this 
Convention to monitor and review the 
implementation of the objectives of this 
Convention.  

2. States Parties shall enhance their 
capacity for cooperation and mutual 
support under the auspices of the 
Conference of the States Parties.  

3. States Parties agree that the Conference 
of the States Parties shall be convened 
regularly and facilitated by the African 
Union. 

4. States Parties shall, when presenting 
their reports under Article 62 of the 
African Charter on Human and Peoples’ 
Rights as well as, where applicable, 
unde r t he A f r i can Pee r Rev i ew 
Mechanism indicate the legislative and 
other measures that have been taken to 
give effect to this Convention. 

3. 締約国は、新規書類の発行又は強制移動の
途中において紛失した又は破棄された書類の
再発行について、これら又はその他の必要書
類を取得するために常居所がある地域に戻る
ことを要求する等の不合理な条件を課すこと
なく、容易なものとする。当該書類を国内避
難民に発行しなかったとしても、このこと
は、いかなる場合であっても、これらの者の
人権の行使又は享受を侵害するものではな
い。 

4. 女性及び男性並びに親と引き離され、保護
者のいない子供は、それらの必要な身分証明
書を取得する平等の権利を有し、かつ、自己
の名義で必要書類の発行を受ける権利を有す
る。 

第 1 4 条  
遵守の監視 

1. 締約国は、この条約の目的の実施を監視し
及び審査するため、この条約の締約国会議を
設立することに同意する。 

2. 締約国は、締約国会議の賛助の下で協力及
び相互支援のための能力を強化する。 

3. 締約国は、アフリカ連合によって締約国会
議が定期に開催され及び準備されることに同
意する。 

4. 締約国は、人及び人民の権利に関するアフ
リカ憲章の第62条及び、該当する場合には、
アフリカの相互審査制度に基づいて報告書を
提出する際に、この条約を実施するためにと
られた立法的及びその他の措置を明記する。 
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FINAL PROVISIONS 
ARTICLE 15 

APPLICATION 

1. States Parties agree that except where 
expressly stated in this Convention, its 
provisions apply to all situations of 
internal displacement regardless of its 
causes. 

2. States Parties agree that nothing in this 
Convention shall be construed as 
affording legal status or legitimizing or 
recognizing armed groups and that its 
provisions are without prejudice to the 
individual criminal responsibility of their 
members under domestic or international 
criminal law. 

ARTICLE 16 
SIGNATURE, RATIFICATION AND 

MEMBERSHIP 

1. This Convention shall be open to 
signature, ratification or accession by 
Member States of the AU in accordance 
with their respective constitutional 
procedures.  

2. The instruments of ratification or 
accession shall be deposited with the 
Chairperson of the African Union 
Commission. 

ARTICLE 17 
ENTRY INTO FORCE 

1. This Convention shall enter into force 
thirty (30) days after the deposit of the 
instruments of ratification or accession by 
fifteen (15) Member States.  

2 . Th e C h a i r p e r s o n o f t h e AU 
Commission shall notify Member States 
of the coming into force of this 
Convention.

最終規定 
第 1 5 条  
適用 

1. 締約国は、この条約に明示的に記される場
合を除き、この条約の規定は、その原因のい
かんを問わず、国内強制移動のすべての状況
に適用されることに同意する。 

2. 締約国は、この条約のいかなる規定も、武
装集団に法的地位を与え又は武装集団を合法
化し若しくは承認するものと解釈してはなら
ず、また、この条約の規定は、国内刑法又は
国際刑事法に基づく武装集団の構成員の個人
の刑事責任に影響を及ぼすものではないこと
に同意する。 

第 1 6 条  
署名、批准及び加入資格 

1. この条約は、AU加盟国による、各自の憲
法上の手続に従った署名、批准又は加入のた
めに開放される。 

2. 批准又は加入の文書は、アフリカ連合委員
会の議長に寄託される。 

第 1 7 条  
効力発生 

1. この条約は、15の加盟国によって批准書又
は加入書が寄託された後30日で効力を生ず
る。 

2. AU委員会の議長は、加盟国に対してこの
条約の効力発生を通知する。 
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ARTICLE 18 
AMENDMENT AND REVISION 

1. States Parties may submit proposals for 
the amendment or revision of this 
Convention. 

2. Proposals for amendment or revision 
shall be submitted, in writing, to the 
Chairperson of the Commission of the AU 
who shall transmit the same to the States 
Parties within thirty (30) days of receipt 
thereof. 

3. The Conference of States Parties, upon 
advice of the Executive Council, shall 
examine these proposals within a period 
of one (1) year following notification of 
States Parties, in accordance with the 
provisions of paragraph 2 of this Article. 

4. Amendments or revision shall be 
adopted by the Conference of States 
Parties by a simple majority of the States 
Parties present and voting. 

5. Amendments shall come into force 
thirty (30) days following the depositing 
of the fifteenth (15) instrument of 
ratification by the States Parties with the 
Chairperson of the AU Commission. 

ARTICLE 19 
DENUNCIATION 

1. A State Party may denounce this 
Convention by sending a written 
notification addressed to the Chairperson 
of the AU Commission, while indicating 
the reasons for such a denunciation. 

第 1 8 条  
改正及び修正 

1. 締約国は、この条約の改正案又は修正案を
提出することができる。 

2. 改定案又は修正案は、AU委員会の議長に
対して書面で提出され、当該議長は当該案を
受領した後30日以内に締約国にこれを送付す
る。 

3. 締約国会議は、閣僚執行理事会の助言を受
け、本条の2項の規定に従い、締約国の通知
を受けた日から1年以内に当該案を検討す
る。 

4. 改定又は修正は、締約国会議により、出席
しかつ投票する締約国の単純過半数によって
採択される。 

5. 改正は、AU委員会の議長に締約国の第15
番目の批准書が寄託された後30日で効力を生
ずる。 

第 1 9 条  
廃棄 

1. 締約国は、AU委員会の議長に対して書面
による通告を行うことにより、この条約を廃
棄することができる。ただし、廃棄のための
理由を示す。 
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2. The denunciation shall take effect one 
(1) year from the date when the 
notification was received by the 
Chairperson of the AU Commission, 
unless a subsequent date has been 
specified. 

ARTICLE 20 
SAVING CLAUSE 

1. No provision in this Convention shall 
b e i n t e r p r e t e d a s a f f e c t i n g o r 
undermining the right of internally 
displaced persons to seek and be granted 
asylum within the framework of the 
African Charter on Human and Peoples’ 
Rights, and to seek protection, as a 
refugee, within the purview of the 1969 
OAU Convention Governing the Specific 
Aspects of Refugee Problems in Africa or 
the 1951 U.N Convention Relating to the 
Status of Refugees as well as the 1967 
Protocol Relating to the Status of 
Refugees. 

2. This Convention shall be without 
prejudice to the human rights of 
internally displaced persons under the 
African Charter on Human and Peoples’ 
Rights and other applicable instruments 
of international human rights law or 
international humanitarian law. Similarly, 
it shall in no way be understood, 
construed or interpreted as restricting, 
mod i f y ing o r imped ing ex i s t ing 
protection under any of the instruments 
mentioned herein. 

3. The right of internally displaced 
persons to lodge a complaint with the 
African Commission on Human and 
Peoples’ Rights or the African Court of 
Justice and Human Rights, or any other 
competent international body shall in no 
way be affected by this Convention.

2. 廃棄は、AU委員会の議長が通告を受領し
た日の後1年で効力を生ずる。ただし、それ
以降の日が指定されている場合を除く。 

第 2 0 条  
保留条項 

1. この条約のいかなる条項も、国内避難民
が、人及び人民の権利に関するアフリカ憲章
の枠内で庇護を求め及び与えられる権利、並
びにアフリカにおける難民問題の特殊な側面
を規律するOAU条約（1969年）、難民の地
位に関する条約（1951年）、及び難民の地位
に関する議定書（1967年）に基づいて難民と
して保護を求める権利に影響を及ぼし又はこ
れを損なうものと解釈してはならない。 

2. この条約は、人及び人民の権利に関するア
フリカ憲章及び国際人権法又は国際人道法の
その他の適用される文書に基づく国内避難民
の人権に影響を及ぼすものではない。この条
約は、同様に、これに示される文書に基づく
既存の保護を制限し、修正し又は阻害するも
のと理解し又は解釈してはならない。 

3. 国内避難民が人及び人民の権利に関するア
フリカ委員会若しくはアフリカ司法人権裁判
所又は管轄を有するその他の国際的な機関に
不服を申し立てる権利は、いかなる場合にお
いても、この条約によって影響を受けない。
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4. The provisions of this Convention shall 
be without prejudice to the individual 
criminal responsibility of internally 
displaced persons, within the framework 
of national or international criminal law 
and their duties by virtue of the African 
Charter on Human and Peoples’ Rights. 

ARTICLE 21 
RESERVATIONS 

States Parties shall not make or enter 
reservations to this Convention that are 
incompatible with the object and purpose 
of this Convention. 

ARTICLE 22 
SETTLEMENT OF DISPUTES 

1. Any dispute or differences arising 
between the States Parties with regard to 
the interpretation or application of this 
Convention shall be settled amicably 
through direct consultations between the 
States Parties concerned. In the event of 
failure to settle the dispute or differences, 
either State may refer the dispute to the 
African Court of Justice and Human 
Rights.  

2. Until such time as and when the latter 
shall have been established, the dispute 
or differences shall be submitted to the 
Conference of the States Parties, which 
will decide by consensus or, failing 
which, by a two-third (2/3) majority of the 
States Parties present and voting.

4. この条約の規定は、国内刑法又は国際刑事
法及び人及び人民の権利に関するアフリカ憲
章に基づく義務の枠内での国内避難民の個人
の刑事責任に影響を及ぼさない。 

第 2 1 条  
留保 

締約国は、この条約の趣旨及び目的に反す
る留保をこの条約に対して行ってはならな
い。 

第22条 
紛争の解決 

1. この条約の解釈又は適用に関して締約国の
間で発生する紛争又は相違は、関係する締約
国の間で直接の協議を通じて友好的に解決す
る。紛争又は相違を解決することができない
場合には、締約国のいずれかは、アフリカ司
法人権裁判所に紛争を付託することができ
る。 

2. 紛争又は相違は、アフリカ司法人権裁判所
が設置されるまでは、締約国会議に提出され
る。締約国会議は、合意によって又はそうで
なければ出席し及び投票する締約国の3分の2
の多数で議決する。 
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ARTICLE 23 
DEPOSITORY 

1. This Convention shall be deposited 
with the Chairperson of the AU 
Commission, who shall transmit a 
certified true copy of the Convention to 
the Government of each signatory State. 

2 . Th e C h a i r p e r s o n o f t h e AU 
C o m m i s s i o n s h a l l r e g i s t e r t h i s 
Convention with the United-Nations 
Secretary-General as soon as it comes 
into force. 

3. This Convention is drawn up in four (4) 
original texts; in the Arabic, English, 
French and Portuguese languages, all four 
(4) being equally authentic. 

Adopted by the Special Summit of the 
Union Held in Kampala, Uganda, 
22nd October 2009

第 2 3 条  
寄託 

1. この条約は、AU委員会の議長に寄託さ
れ、当該議長は各署名国の政府にこの条約の
謄本を送付する。 

2. AU委員会の議長は、この条約が効力を生
じた後なるべく速やかにこの条約を国際連合
事務局に登録する。 

3. この条約は、アラビア語、英語、フランス
語及びポルトガル語で原本4通を作成する。
ただし、4通すべてをひとしく正文とする。 

ウガンダ、カンパラにて2009年10月22日に
開催された連合の特別サミットによって採択
された。


