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ビザに関するQ&A
ビザに関する悩みは早めに解決しよう

Q.現在F-1ビザで滞在中で、パスポート
にあるF-1ビザスタンプは2015年12

月まで有効です。この期限が切れるまでアメ
リカに滞在できるのでしょうか？

A.ビザスタンプはアメリカ入国のための許
可証で、合法的に滞在できる期間につ

いては入国の際にI-94に記載されます。近年
I-94は電子化され、個々の情報は米国入国後
にオンラインで確認できるようになりました。
F-1ビザなどの学生として入国する際には、滞
在許可期間が「D/S」 とされます。 これは

「Duration of Status」という意味で、つまり「ア
メリカでステータスを維持している期間」が
合法的な滞在期間ということになります。た
とえば、F-1ビザの学生は有効なビザを保持し
ていても、フルタイムの学生としてI-20を有効
に保っていなければ、「Out of Status」という
ことになります。この場合、I-20を失効した日
からグレイス・ピリオド（出国までの猶予期間）
の期限内(60日)にアメリカを離れるか、ほかの
ビザを申請する必要があります。

Q.先日アメリカへH-1Bビザで再入国し
た際にビザスタンプはあと2年あった

にも関わらず、I-94カードに記された滞在期
限は4 ヵ月だけでした。なぜでしょうか？

A.入国審査官のミスなどでなければ（ 意
外かもしれませんが、これは十分にあり

えることです）、パスポートの有効期限が関係
している可能性があります。アメリカ入国の
際に、パスポートの有効期限が残り4 ヵ月で
はありませんでしたか？たとえビザスタンプに
十分な有効期限があっても、I-94カードに記
される滞在許可期間がパスポートの有効期限
を上回ることはありません。パスポートの有
効期限が短くなってきたときは、早めに新し
いパスポートの申請をされることをおすすめ
します。

Q.H-1Bビザ申請は専門職に値する職種
でなければ承認が下りないと聞いてい

ます。どういった仕事が専門職になります
か？

A.その職種・職務内容が学士号以上の学
歴、もしくはそれに匹敵する職務経験

を必要とするものです。移民局は審査の際に、
主に労働局の情報を参考にしますが、残念な
がらこの労働局の情報に含まれていないもの

でも実際には専門職である仕事は多くあり、
それがH-1Bビザ取得を複雑にしています。学
士号に匹敵する職務経験は3年の職歴が大
学の1年とカウントされるため、年数に関し
ていえば12年の職歴が学士号に値し、6年
の職歴を短大卒の学位に足して学士号とし
た査定を取得することも可能です。ただし、
年数だけでなく職歴の内容も査定対象にな
ります。

Q.取得した大学の学位と雇用主からオ
ファーを受けた仕事内容にあまり関連

性がないのですが、H-1Bビザ申請は困難です
か？

A.申請が可能な場合もあります。たとえ
ば、あなたが会社からオファーを受け

た専門職と大学の学位に関連性がない場合
でも、あなたの職務経験がオファーを受けた
職種とマッチしている場合、その職務経験を
専門の査定機関から大学の学位に換算して
もらえれば、H-1Bビザ申請を行うことが可
能です。また、大学で取得した多くの教科が
その専門職に必要とされるものであった場合
には、その関連性を明確にすることでビザの申
請をすることもできます。 この場合も専門の
査定機関からの査定が必要になることがあり
ます。

Q.現在フルタイムのH-1Bビザで働いて
います。最近、会社の経営状態が思わ

しくなく、フルタイムからパートタイムに切
り替えられてしまいました。このように雇用
条件に変更があった場合には、何か手続き
が必要でしょうか？

A.H-1Bビザの申請内容と相違があれば
変更申請が必要になる可能性がありま

す。ただし、変更後の「パートタイム」は、日
本でいうところの「パートタイム」とは意味
が違い、H-1Bビザを保持し続けるためには、
通常より短い時間の就労であっても正社員
でなければいけません。昇格や新たな任務の
追加、職務内容や勤務地に変更があった場
合なども、変更の内容によってはビザの変更
申請をする必要があります。

Q.H-1Bビザのスポンサー以外の会社で
も就労することは可能ですか？

A.H-1Bは複数所有することが可能です
が、まずそのもう一方の会社で就労す

るためにH-1Bビザの申請を行い、その認可を
得る必要があります。認可を受けずにH-1B
スポンサー以外の会社で就労することは移
民局の規定に違反します。

Q.H-1Bビザの雇用主から今月付けで解
雇を言い渡されました。H-1Bビザも

F-1ビザのようにグレイス・ピリオド（猶予
期間）がありますか？

A.非常に不都合なルールではありますが、
残念ながら会社を離れた後は「Out of 

Status」となります。現在のH-1Bビザのステー
タスが有効なうちに新しいビザ申請を行うか、
一刻も早く国外退去する必要があります。複
数のH-1Bビザを所有している場合は、ほかの
H-1Bビザが有効であれば引き続きステータ
スを確保できていることになります。

Q.勤めている会社が合併しました。私の
H-1Bビザはどうなるのでしょうか？

A.企業の合併や社名の変更などがあって
も、ビザを変更する必要がない場合も

あります。新しい会社が契約上の承継人で、
あなたのポジション、給与、勤務地に変更が
無い場合はビザの変更申請をする必要はあ
りません。

Q.会社側はH-1Bビザ労働者に、懲戒処
分としての無給停職を科すことができ

ますか？

A.基本的にできません。このような場合
H-1Bビザ労働者は就労していないの

で、不法滞在にあたると判断される可能性が
あります。

Q.現在、H-1Bビザで就労中の会社以外
から永住権のスポンサーをするという

オファーを受けました。永住権申請のスポン
サーの会社で就労していなければ申請は不
可能ですか？

A.永住権申請はあくまで「将来の仕事の
オファー」をベースに申請を行います

ので、永住権申請のスポンサーの会社で就労
中でなくても申請は可能です。
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Q.私の夫はH-1Bビザを所持しており、
私は配偶者として現在H-4ビザにてア

メリカに滞在しています。私もアメリカで就
労することは可能ですか？

A.現在H-4ビザ保持者に就労許可は与え
らていません。しかし、一定条件を満

たしたH-1B保持者の配偶者に就労許可を与
えるという変更指針が出されましたので、将
来法律化される可能性がないこともありませ
ん。EビザおよびL-1ビザ保持者の配偶者に
関しては、就労許可書申請を行うことで就労
が可能になります。

Q.L-1ビザで駐在中の管理職です。会社が
私の永住権申請のスポンサーになるこ

とを承諾してくれましたが、申請の際に管理
職ということで特別枠などの待遇はありますか？

A.雇用による永住権申請にはさまざまな
カテゴリーがありますが、そのなかの

Multinational Executiveという最優先カテゴ
リーで申請できる可能性があります。細かい
条件はありますが、このカテゴリーでの申請
であれば、通常の雇用ベース申請で現在最も
時間のかかっている労働局認可取得のプロセ
ス(移民局へ永住権申請をするために必要な
認可)を行う必要がないため、短期間での永住
権取得が可能です。 あなたが永住権を取得
する際には、配偶者と21歳未満の子どもも同
時に永住権を取得することができます。

Q.O-1ビザはアーティストビザと聞いて
います。どういったアーティストがこ

のビザに該当しますか？

A.確かにO-1ビザは一般的にはアーティ
ストビザとして知られていますが、 実

はアーティストに限られておらず幅広い職種
でこのビザの申請ができます。たとえば、バ
イヤー、研究者、アスリート、ビジネス、教育、
スポーツなどの分野でもO-1ビザ申請が可能
です。重要なポイントとしては、申請者が自
分の専門分野で卓越した能力を持っている
ということをどれだけ証明できるかというこ
とです。たとえO-1ビザに匹敵するとしても、
移民局の審査官にそれを伝えることができな
ければ、申請が却下されるリスクが高まります。
また、O-1ビザもスポンサーが必要になります。

Q.トレーニングビザといわれるビザはど
のようなビザですか？

A.J-1ビザやH-3ビザといったビザが該当
します。主にアメリカでしか受けるこ

とのできないトレーニングを受け、トレーニ
ング終了後にその訓練を生かしてアメリカ国
外で職に従ずる予定の人がこのビザに当て
はまります。J-1ビザは最長18 ヵ月、H-3ビ
ザは最長2年まで申請が可能です。H-3ビザ

を2年使用した場合は、その後ほかのビザに
切り替える機会が生じた際に、一旦日本へ
帰国して一定期間を過ぎなければビザ申請が
できません。

Q.ビザ申請が却下されました。再度申請
を行うことは可能ですか？

A.可能です。却下の理由、原因によって
再申請は無理であると判断する場合も

ありますが、そういった場合を除いて、再申請
を行う価値はあります。たとえば、ふたつの酷
似したビザ申請であっても、申請を処理する
審査官によって判断が違う場合があります。
最初の申請が却下されても、再申請が別の審
査官に審査された場合、承認が下りるといっ
たことは実際にあります。ほかに、却下の通
知に対するアピール（異議申し立て）という
方法もあります。以前、通常は小規模の会社
にはないような職種でのH-1Bビザ申請を社員
２名の会社のスポンサーで行い、「その職種
がこの会社にあるのはおかしい」という理由
で申請が却下されるというケースがありまし
た。どのような職種が会社に必要かどうかは
本来その会社自身が決めることであり、移民
局が会社に必要な職種を決めて申請を却下
するのは間違っているというアピールを行っ
たところ、却下は取り消され申請は承認され
ました。ただし、この場合結果が出るまでに
数ヵ月から1年かかるというのが難点です。

Q.社員の永住権申請のスポンサーになる
ことを考えていますが、スポンサーに

なるための条件はありますか？会社の規模な
ど関係ありますか？社員の永住権申請を行
う際のメリットとデメリットは何ですか？

A.スポンサーが満たすべき条件のなかで
最も重要なのは、将来の仕事のオファー

に含まれる年俸の支払い能力です。この支
払い能力とは通常スポンサー会社のタック
ス・リターンの内容で判断されるため、社員
数の少ない小さな会社でも十分にスポンサー
の資格を満たしている場合はあります。会社
が社員の永住権申請を行うメリットとして
は、ビザの心配をすることなく社員を雇用で
きることでしょう。デメリットとしては、永
住権申請の規定により、会社側が負担しなけ
ればならない費用があるということなどがあ
ります。とくに気をつけたいのは申請のタイ
ミングです。せっかく会社が社員の永住権
申請のスポンサーになることを決定しても、
社員のビザの残り期間が十分でなく、ビザの
延長も不可能という状態に陥ってしまえば、
永住権の認可が下りるまでアメリカ国外で結
果を待つことになってしまう恐れがあります。
よくある間違いとして、永住権申請のプロセ
スを始めていれば、ビザが切れてもアメリカ
に合法的に滞在できるといった認識を持っ
ている方がいますが、永住権申請のプロセス
には段階があり、ある程度の段階に達してい
ないと滞在は認められません。

Q.アメリカ市民と結婚する予定です。結
婚後に永住権を申請するつもりです

が、夫となるアメリカ市民が満たしていなけ
ればならない条件などありますか？永住権取
得までどのくらいかかりますか？

A.まず、配偶者があなたの永住権申請の
スポンサーとして認められる規定以上

の経済力があることを証明する必要がありま
す。これはあなたが永住権取得後アメリカ滞
在中に、アメリカ政府から生活保護やその他
の援助を受けることを防ぐためです。あなた
の配偶者があなたの経済面での保証人にな
ると考えてください。配偶者の経済力が規定
に満たない、または経済力を証明する十分な
書類が用意できない場合には、規定以上の経
済力があり、それを証明できる共同スポンサー
を立てることによって申請することもできま
す。申請は、日本で面接を受ける方法と、ア
メリカに滞在しながら面接を受け永住権を
取得する方法があります。基本的にアメリカ
国内ですべてのプロセスを行うのが最も早く
シンプルな方法です。アメリカ国内でステー
タスの変更ができない「ビザ・ウェイバー（ビ
ザ免除）」や「Out of Status」でアメリカ滞
在中の方もアメリカに滞在しながら永住権を
取得することは可能です。地域またはケース
内容によって異なりますが、アメリカ国内で
すべての申請を行う場合、現在のところ申請
から最終面接まで数ヵ月といったケースが
ほとんどです。

Q.古いパスポートや、期限切れのビザの
承認や関連書類などを処分したいので

すが、問題はありませんか？

A.処分することはおすすめできません。今
後のビザ申請や永住権申請の際などに、

そのような書類の原本が必要になることがあ
ります。F-1ビザ留学時のI-20なども例外で
はなく、全ページの原本を保管しておくこと
をおすすめします。また、ビザ申請や永住権
申請で必要になる可能性のある書類で、通常
日本から取り寄せないといけないものなど、
取得に長い時間を要するものとして、出生証
明、婚姻証明（該当する方のみ）、英文で発
行された日本の大学の成績証明と卒業証明
などがあります。このような書類は原本とそ
の翻訳者の承認付き英訳などを余裕のある
ときに準備しておくと、いざ必要になったと
きに大変便利です。アメリカでいう出生証明
は、日本から取り寄せた戸籍抄本や戸籍謄
本を英訳したものになります。これは在米日
本国総領事館などで発行してくれます。
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