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概要 ＥＡ (600 字～800 字程度にまとめてください。) 
 
近い将来に於いて生じることが予測される太平洋島嶼国からの所謂「気候変動難民」について、移転先での生活再建
を円滑に実現する為に必要な、具体的な施策を政策提言することが本研究の目的である。 
 予備的な調査により、マーシャル諸島共和国のマジュロ環礁（首都）および、同国からの主な移転先であるアメリカ合
衆国のスプリングデール市（アーカンソー州）およびセイラム市およびポートランド市（オレゴン州）における調査が可能
と判明したため、これらの地域について現地調査を実施した。調査には他の競争的資金も適用した。 
 マジュロでの調査からは、移転先での円滑な就労に必要な資格（例えば正看護師資格）を取得する機会が限定され
ること、取得した資格の移転先での有効性が担保されないこと、移転先での生活再建を支援する為の啓蒙活動が国
際移住機関（IOM）により行われているものの、その効果は限定的であること、現状では気候変動を理由とする移転者
は数%に留まり、多くの移転者は教育、就労、医療、家族の要請が移転の動機であること、などが明らかになった。移
転先での調査からは、移転者の約半数が移転を決断してから 1 か月以内に移転するなど「準備不足」が顕著であるこ
と、多くの移転者が「準備不足」を後悔していること、語学力（英語力）の不足が円滑な就労を妨げていること、就労先
が期待する職業倫理（遅刻しない、無断欠勤しない等）がマーシャル人の倫理観と整合しないこと、などが明らかにな
った。他方、移転先のアメリカ人にとってはマーシャル人と他地域からの移転者（主にヒスパニック系）と区別が付かな
いことから、マーシャル人が特に差別されてはいないことも明らかになった。 
 移転者が移転先で実感した困難からの教訓が、マーシャル諸島での将来的な移転者への教育、訓練、啓蒙活動に
反映されるような、当該国と国際社会による活動が不可欠である。 
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欧文概要 ＥＺ 

 
This study aims at suggesting practical measures for smooth livelihood re-establishment of so-called 
Climate Refugees from island countries in the Pacific after relocation. 
Provisional survey revealed that case studies may be conducted at the Majuro Atoll (capital of the 
Republic of the Marshall Islands) as origin of migrants and at Springdale (Arkansas State, USA) as well 
as Salem and Portland (Oregon State, USA) as destinations of migrants. Studies were thus carried out 
in these areas using other research funds also. 
 The study at Majuro showed that (a) opportunity to obtain professional qualification (e.g. full degree 
in nursing) is limited, (b) professional qualification secured is not necessarily valid in destinations, 
(c) effectiveness of activities by IOM to facilitate livelihood re-establishment after relocation has 
limited effects, (d) only a few % of migrants decide to move to abroad due to Climate Change, and (e) 
education, opportunity for jobs, medical service and family issues are among major reasons to migrate. 
The survey at destinations in USA suggests that (a) about half of emigrants left their home country 
only within a month after their deciding to move, (b) may emigrants regret that they moved without having 
sufficient information about their destinations, (c) lack of language skill is one of the major 
constraints to obtain a job, and (d) ethics as workers anticipated by the employers, e.g. reporting 
for duty on time, not absent from work without notice, is not consistent with the same possessed by 
Marshallese. On the other hand, it turned out that the emigrants are not discriminate because they are 
Marshallese, for the majority of people in the host communities are unable to tell Marshallese from 
emigrants with different origins (e.g. Hispanics). 
 It is urged for the countries of origin and destination as well as international society that the lessons 
learned out of difficulties experiences by emigrants should be properly reflected in the education, 
training and campaign for enlightenment to be carried out for the sake of future migrants from the 
Republic of the Marshall Islands. 
 
  


