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欧州国境検査強化 

最近の欧州内危機により、より厳格な国境監視と管理が必要であることが明らか

になりました。そのため、欧州委員会は様々な提案書を提示しました。その最も重

要なものの概要を下記にまとめました。 

出入国システム 

シェンゲン圏内に入国する外国人は、国境で徹底した審査を受けます。通常、外

国人旅行者は 180日を遡って、90日以内までの滞在が許可されているため、

国境審査員はいくつかのデータベースを照会して、スタンプを確認し、滞在許可日

数を監視します。 

現在のところ、このチェックは、シェンゲン圏域の入国時に行われていますが、出国の

際には行われていません。これに関して、欧州委員会は、旅行者がシェンゲン圏域

の出入国の際に自らのパスポートと指紋をスキャンする、欧州全体の出入国システ

ムを実施する意図を示しています。これによって、それぞれの地域内の滞在日数を

電子的に追跡すること、及び自動的にデータベース照会ができるようになります。 

旅行者登録プログラム 



毎年、7億回以上の国境通過がシェンゲン内で記録されますが、その数は毎年増

加しています。そのため、欧州委員会は、国境通過の完全な自動化を可能にする

ための技術を実施しようと提案しています。これによって、20から 40秒で国境チェ

ックが完了するため、検査官の 25 パーセントの時間を省くことができ、旅行者の待

ち時間の削減につながります。 

旅行者登録プログラム（RTP）に登録されている旅行者は、特定の番号が記載

されているカードを所持することができます。旅行者は、そのカードを出入国時に通

し、そのカード、旅行書類（必要であればビザシール番号）、及び指紋が読み取ら

れます。その後、旅行者がゲートに進むことができます。 

欧州旅行情報と許可システム 

シェンゲン圏域は、世界中で最も友好的な地域であり、60か国出身の、14億

人がビザ免除で旅行ができます。しかし、毎年およそ 300,000人が否定的な移

民評価、または安全保障の理由から国境で入国を拒否されています。 このような

ケースは、欧州旅行情報と許可システム（ETIAS）によって事前に処理すること

ができるようになります。 

ETIASは、米国の ESTA と同様のシステムです。ビザ免除の外国人は、オンライ

ンで名前、パスポート番号、職業、その他の情報（伝染病、犯罪歴、紛争地帯で

の滞在歴等）の基本情報を登録しなければなりません。この全ての情報がいくつ

かのデータベース上でチェックされ、「当たりがない（注意項目がない）」場合、旅

行者は承認メールを受け取ることができます。航空会社は、この ETIAS承認書を

搭乗時に確認し、国境警備員は旅行者の通過を承認するために同様の書類の

提示を求めます。 

現況は？ 

EU委員会は、いくつかの国境管理に関する改正を提案しました。欧州議会と欧

州理事会は現在、これらの提案に関してのそれぞれの姿勢を明確にさせています。

それができ次第、これらの提案書について EU委員会、議会、理事会による「トリ

ローグ」にて交渉が行われ、最終的に承認された法律となります。 

デロイトの観点 

この出入国システムにより、当局はシェンゲン域内の滞在日数を適切に

監視することができるようになります。そのため、日数の超過は、処罰さ

れることが多くなり、より容易に帰国、または入国拒否の決定がなされ

ることになります。 



頻繁に旅行をされる方は、今後この旅行者登録プログラムに登録するこ

とをお勧めします。このシステムによって、電子的にシェンゲン圏域の滞在

日数を追跡することができ、国境通過がより容易になるでしょう。 

ただし、ビザ免除の旅行者は、ETIASの事前登録が求められるため、

事務作業が増えることになります。 
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