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グローバル・エンプロイヤー・サービス
イミグレーションと社会保障

グローバル・ニュースレター
欧州―シェンゲン・ツーリングビザ：１年間有効のビザ

概説
欧州委員会は、第三国（欧州外）出身者に対し、居住権の取得をしなくとも、シェ
ンゲン域内での 12 か月間までの旅行と滞在を可能にする案を議論しています。
現在のシェンゲン・ルールは、第三国出身者のシェンゲン域内の入国と滞在をシェンゲン
・ビザ、またはビザ免除で６か月間の期間中、３か月まで認めるというものです（いわ
ゆる 90/180 日ルール）。このルールの目的は、安全を保障しながらシェンゲン域内の
自由な移動を可能にすることです。
現在のところ、第三国出身者は、居住権を取得しない限り、この期間を超えるシェンゲ
ン域内の滞在は不可能となっています。この 90/180 日ルールは、当初、シェンゲン協
定が 5 つの加盟国（フランス、ドイツ、ベルギー、ルクセンブルグ、オランダ）によって締
結された頃には適切な規定であったでしょう。ただし、今日では下記に挙げられるような
頻繁に旅行する人々に対し問題が生じることがあります。



90 日滞在後にシェンゲン域内から出国しなければならないため、アーチストと
しての活動が不可能になる場合があります。欧州内のツアーを行う予定が、居
住権がないため、滞在を 90 日以内に制限しなければなりません。



仕事で頻繁に出張する人々で、超過滞在を防ぐために、常にパスポート上の
スタンプを確認しなければならず、90 日を超えてしまうために予定されていた出
張を延期しなければなりません



汎欧州の役割を担う仕事のために欧州中を出張する幹部で、引き続きシェン
ゲン域外に家族と居住する場合。現在のルールでは、シェンゲン域内の加盟
国の滞在許可証を取得し、居住権を得なければ自由に出張ができません。

欧州委員会は上記の課題を認識し、新しい「ツーリング・ビザ」の制定を提案しています
。この全く新しいビザは、シェンゲン・ビザ T タイプと呼ばれます。この種類のビザは、前例
がなく、シェンゲン法を著しく変えることになります。このビザが導入されると、多数の加
盟国に 90 日以上滞在をする第三国出身者がより受け入れられる体制になりますが、
最長で１年間の滞在になり、１つの加盟国内の滞在が 180 日を遡って、90 日を超
える予定がないことが条件になります。欧州委員会は、このビザの２年間までの延長を
可能にすることも提案しています。

この新しいビザの最新状況は？
欧州議会の市民権利、公正、内務委員会 「LIBE」は、この欧州委員会の提案にこ
の新しいツーリング・ビザの範囲を第三国者一般にするより、アーチスト、トップスポーツ選
手、ビジネス関連旅行者に制限するいくつかの修正を加えました。もし、この修正が承
認された場合、（ツーリストも含む）旅行者が自由にヨーロッパ中を周ることを可能に
するという元々の提案の目的を変更することになります。結果的に、LIBE は、これらの
修正を強化するために、手続き、期間、必要書類の変更を提案しています。

次の段階
欧州議会の LIBE 委員会は、修正を含む報告書を採択し、欧州議会の本会議の議
題に挙げられています。今後、欧州議会・委員会・理事会の三機関会議（トリローグ
）が行われなければなりません。このトリローグの長さは、議題によって異なります。この
ツーリング・ビザが出入国システムとシェンゲン法の見直しに直結するため、一度に多数
の改正があることも考えられます。

デロイトの観点
この先、発効時期の違いがあるにしても EU 指令に関する、多くの改正がある
と予測されます。仕事でシェンゲン地域を移動される方々は、これらの変更点
に関してのできる限りの知識を持っておくことが重要となります。このツーリング・
ビザの実施は、どの加盟国の長期居住権も持たず、シェンゲン域内に 180 日
間で 90 日以上滞在する、幹部役員にとって有益なものになるでしょう。このツ

ーリング・ビザは、これらの人たちに対して、１年間を通して無制限の旅行を可
能にします。
現在、欧州連合はシェンゲン域内を行き来する全ての旅行者の情報を集める、出
入国のプログラムに関して取り組んでいます。このプログラムによって、各旅行者の滞
在日数を自動的に計算できるようになります。一方、このツーリング・ビザを取得した
ビジネス旅行者は、超過滞在について心配をせずに出入国ができるようになります。
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