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イミグレーション

企業内駐在指令アップデート
現在の欧州法人イミグレーションで最も主要なトピックの一つに、EU 指令がどのよ
うに企業内駐在をする EU 域外出身の駐在員に対して入国、及び移動の面で影
響するのかという点です。
間もなく発行される弊社の資料内で、これに関しての調査結果を記載しています。
以下に、この企業内駐在調査で取り扱う主要なトピックをご紹介します。

企業内駐在（ICT 指令）は、25 の加盟国（デンマーク、アイルランド、英国は
不参加）によって 2016 年 11 月 29 日までに各国の法律に置き換えなければ
なりませんでした。
25 か国のうち、ほぼ全ての国での実施が始まっていますが、ギリシャとベルギーで
は、今年末の実施開始が予想されています。

背景
EU 域外の国籍者の企業内駐在という位置づけでの EU 加盟国内の移動に関
する共通の枠組みを設定する、企業内駐在欧州指令（ICT 指令）は、2014
年に可決されました。
この ICT 指令は、EU ブルーカード、単一許可証等の以前の移民法調和
に向けた取り組みを補完する役割を持ちます。ICT 指令は、EU 域外か
ら EU 加盟国内の同一グループ企業内に駐在するマネージャー、スペシ
ャリスト、及び研修生の移動を容易にする目的で作られました。

クライアント先での就労

通常、ICT 許可証は、他の同一グループ内の企業駐在の際に発行されます。多く
のビジネスでは、クライアント先での業務がよく見られますが、この ICT 許可証で
は、クライアント先で活動することも許可されています。
ただし、これがイミグレーションの観点から可能であっても、労働法の観点から見た場
合、非常に厳しいルールが適用されます。そのため、これに対する限定した、もしくは
追加の手続きを行うことが求められます。

近日発行の弊社調査
この調査では、所要時間、主要な条件、給与レベルや上記される点等に関して考
察します。
また、この調査結果は欧州法人イミグレーションに関する最近の改正や今後の予
測を扱う EU ウェビナーでも取り上げます。

連絡先
こちらのトピックに関するご質問やご要望は、下記までご連絡ください。
• Matthias Lommers マティアス・ロメルス、 mlommers@deloitte.com, +
32 2 600 65 44
• Yuri Kiyoshima 清島優里、ykiyoshima@deloitte.com、+32 2 600 61
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