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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

企業内駐在指令が及ぼす EU 内移動への影響
現在、EU 域内の企業が関わるイミグレーションの分野で最も注目されているトピッ
クの１つが、企業内駐在、及び EU 域内移動です。弊社では、現在このテーマに
関して調査を実施しています。下記に、各国が自国の法律に置き換えなくてはなら
ない期日から１年経過後の EU 企業内駐在指令（ICT 指令）の履行状況を
まとめました。

EU 企業内駐在指令（ICT 指令）は、25 の加盟国（デンマーク、アイルラン
ド、UK は適用外）が 2016 年 11 月 29 日までに自国の法律に置き換える必
要がありました。
その内、多くの加盟国では、既に施行されていますが、フィンランド、ギリシャ、ポーラ
ンド、ポルトガル、ストべニアでは、今後年内に実施される見込みです。ベルギーとス
ウェーデンでは、実施は来年に持ち越される見込みです。
ただし、多くの国で ICT 指令を施行されているとはいえ、全ての ICT 指令のベネフ
ィットが既に適用されるということではありません。

背景
この ICT 指令は、EU 域外の国籍保有者が他の EU 加盟国に企業内移動をす
る際の共通の枠組みを作るために 2014 年に採択されました。
この指令は、これまでの EU ブルーカードや単一許可証指令等の共通する取り組み
を補完する役割があります。
この ICT 指令は、EU 域外出身の研修員・マネージャー、専門家が EU 加盟国に
所在する同一グループ会社内に駐在する際の手続きをより容易にすることを目的
としています。さらに、これによって、駐在者の駐在期間中の加盟国内の移動が容
易になります。この駐在と EU 域内の移動を可能にするために ICT 指令には、統
一した入国、滞在、就労、EU 域内移動条件と一定の労働・及び社会保障基
準の保証が盛り込まれています。

欧州共通のウェビナー
まもなく出版される弊社の調査と共に、欧州共通のウェビナーを実施します。このウ
ェビナーでは、近年の改正と今後予測される EU の労働者に関する移民法改正に
ついて解説します。

連絡先
何かご質問・ご不明な点等ございましたら、ご遠慮なく下記までご連絡ください。
• Matthias Lommers、マティアス・ロマース、 mlommers@deloitte.com, + 32
2 600 65 44
• Yuri Kiyoshima、清島優里、 ykiyoshima@deloitte.com, + 32 2 600
61 19
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