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図表 2. 難民認定希望者の流れ（西バルカンルート）
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図表 1. EU への難民流入の推移
出口の見えない難民問題に直面し、 EU の結束が揺
さぶられている。 欧州には 2015 年、 難民認定を希望
する 100 万人以上が中東やアフリカ、 アジアから押し寄
せた。 難民認定希望者 1 は、 受け入れ体制の充実す
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ギリシャ 1,472 2,480 6,583 11,873 17,889 31,318 54,899 107,843 147,639 211,663 151,249 108,742
イタリア 3,528 4,354 2,283 16,063 21,221 22,905 23,186 22,607 15,924 8,916 3,218 9,637
注：地中海経由でギリシャとイタリアに上陸した難民のみ
出所：国際移住機関
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EU 統計局によると、 EU 加盟 28 カ国には 2015 年、
過去最多となる計 125 万 5,640 人分の難民認定が申請
された。 統計には EU 未加盟のアルバニアやコソボから
の申請者も含まれるが、 それでも爆発的な流入の一端
がうかがえる。申請者の内訳は、シリア人が約 36 万 2,800
人、 アフガニスタン人が約 17 万 8,200 人、 イラク人が
約 12 万 1,500 人。 申請受理国の 1 位はドイツの 44 万
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1,800 人 （前年比 155％増）で、ハンガリーが 17 万 4,435
人 （同 323％増）、 スウェーデンが 15 万 6,110 人 （同
108％増） で続く。 上位 3 カ国だけで受け入れ総数の
約 62％を占めている。
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も、 最終的には合意の着実な履行を迫られるだろう。 こ

1 「難民」は 1951 年に締結された「難民の地位に関する条約」に基づき、
「人種、
宗教、国籍、政治的主張などを理由に迫害を受ける恐れがある人々」と定
義される。また、
条約上の難民には当たらないが、
帰国すれば「重大な危害」
が加えられることが予測される該当者の滞在を EU は認めており、
「補完的
保護の受益者（beneficiary of subsidiary protection）
」と位置付けられ
る。難民に認定されやすいシリア人などを装って就労などの経済的理由で
移住を希望する人々は、
「経済移民」とも呼ばれる事実上の不法移民になる。
2 26 カ国が加盟する「人の移動の自由」を定めた協定で、域内の出入国審
査が廃止されている。EU 加盟 28 カ国のうち、英国、アイルランドが協定
に加盟しておらず、ルーマニア、ブルガリア、クロアチア、キプロスは現
段階で参加を認められていない。EU 非加盟国からはスイス、ノルウェー、
アイスランド、リヒテンシュタインが加わっている。
3 ドイツ内務省などは、2015 年の 1 年間で 109 万 1,894 人の難民認定希望者
が入国したと発表した。これは認定希望者を各州に公平に配分するための
「EASY システム」に登録された数字をもとにしているためだが、難民認定
希望者が望みの州に振り分けられるよう EASY システムに複数回登録した
り、その後に第 3 国に出国したりする場合も多く、ドイツ国内に滞在する
難民認定申請者を示す正確な数字とはいい難い。ドイツ内務省は 2016 年
2 月、EASY システムに登録済みの約 110 万人のうち、少なくとも 13％（約
14 万人）の所在が不明としており、所在不明者が最大 60 万人に膨らむ可
能性も指摘されている。
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