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報告書の利用についての注意・免責事項  

本報告書は、日本貿易振興機構（ジェトロ）ニューヨーク事務所が現地法律事務所 RBL 

PARTNERS PLLC に作成委託し、2020 年 4 月に入手した情報に基づくものであり、その後の法律

改正などによって変わる場合があります。掲載した情報・コメントは作成委託先の判断による

ものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものではありません。ま

た、本報告書はあくまでも参考情報の提供を目的としており、法的助言を構成するものではな

く、法的助言として依拠すべきものではありません。本報告書にてご提供する情報に基づいて

行為をされる場合には、必ず個別の事案に沿った具体的な法的助言を別途お求めください。  

  

ジェトロおよびRBL PARTNERS PLLCは、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、

派生的、特別の、付随的、あるいは懲罰的損害および利益の喪失については、それが契約、不

法行為、無過失責任、あるいはその他の原因に基づき生じたか否かにかかわらず、一切の責任

を負いません。これは、たとえジェトロおよび RBL PARTNERS PLLC が係る損害の可能性を知ら
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FAQ  ～ビザ編～ 

 

Q1. 日本からの渡航者を対象とする米国への入国制限はありますか? 

 

A1.   現在、米国連邦政府は、日本からの渡航者に対し、入国を制限していません。た

だし、3 月 21 日より、日本から米国への入国者は、入国後 14 日間、自宅などで

待機の上、健康状態を観察し、周囲の者と距離を置くこと（social distancing）

が求められています。 

  

 また、米国内の各州や各市・地域の方針により、その他の入国規制をしていると

ころもあるので注意が必要です。例えば、ハワイ州は 3 月 26 日より、州外から

の全渡航者に対し 14 日間の自己隔離を義務付けており、違反者には 5,000 ドル

の反則金または 1 年以下の禁固刑となります。また、グアムは 3 月 31 日より、

全渡航者に対し、新型コロナウィルスに感染していないことを証明する文書の所

持や、グアム政府指定の施設において 14 日間の強制隔離が義務付けられていま

す。 

 

 今後の日本からの渡航者に対する入国制限や入国後の制限の確認は、こちらをご

確認ください：https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html  

 

 

Q2. 日本から米国ビザの申請は出来ますか？在日米国大使館・領事館の最新  

   状況を教えてください。 

 

A2. 現在、在日米国大使館及び領事館は、非移民ビザおよび移民ビザ（グリーンカ

ード）面接を一時的に停止しており、再開日は決定されていません。ほとんどの

新規ビザの申請は面接が義務付けられているので、面接が再開するまでビザの申

請ができません。 

 

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
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ただし、面接が必要ないビザの申請は引き続き受け付けられています。例えば、

同じ種類のビザ更新や、子供や高齢者のビザ申請の場合、郵送での申請が受け付

けられる可能性もあります。「郵送申請」の条件は、こちらのリンク

（https://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-visarenew.asp）で確認できます。

（すべてのビザの更新が郵送で受け付けられるわけではないのでご注意くださ

い。） 

 

   また、米国へ緊急で渡航する必要がある方は、「緊急面接枠」を通してビザの

申請が可能かもしれません。緊急として認められるケースはさまざまあり、例え

ば、E/L 就労ビザ申請者で緊急かつ重要なビジネスがある方も該当します。た

だし、毎年行われるビジネス会議や、緊急性がないとみなされるビジネス活動

は、該当しません。緊急面接の条件や申請方法は、こちらのリンク

（https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/emergencyappo_ja/）をご確認くださ

い。 

 

 

Q3. 現在、ESTA で米国に滞在していますが、９０日以内に帰国できません。何とか 

   滞在の延長はできませんか？ 

 

A3.   通常、ESTA(ビザ免除プログラム(VWP)) を利用する渡米は 90 日未満に限られ

ていますが、3月16日より、米国税関・国境警備局（CBP – Customs and Border 

Protection）は、ESTA 渡航者の滞在延長リクエスト（Satisfactory Departure）

の受付を開始しました。Satisfactory Departure とは、期限内に出国ができない

ESTA 渡航者に対する特別措置であり、CBP の判断により、通常の 90 日の滞在

に加えて、30 日の滞在延長が認められます。この滞在延長リクエストは、ESTA

渡航者が入国した空港が管轄となり、現段階で受け付けられているのは、ニュー

ヨーク州の JFK国際空港、ニュージャージー州のニューアーク国際空港、および

ノースカロライナ州のローリーダーラム 国際空港のみです。また、4 月 13 日よ

り、米国移民局（USCIS – US Citizenship and Immigration Service）は、全米か

らの滞在延長リクエストを電話で受け付けることを公表しました。 

 

 

https://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-visarenew.asp
https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/emergencyappo_ja/
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Q4. 現在、出張ビザ（B-1）で米国に滞在していますが、I-94 期限内に帰国できませ 

            ん。何とか滞在の延長はできませんか？ 

 

A4.   通常、B-1ビザ（出張・短期商用）での渡米は、入国時に発行された I-94の期限

までに限られていますが、I-94期限内に帰国できない場合、米国移民局（USCIS 

– US Citizenship and Immigration Service） へ滞在の延長(Extension of Status)、

または滞在の変更（Change of Status）申請ができます。その場合、現在の I-94

期限までに米国移民局が延長申請を受理しなければなりません。受理が確認でき

れば、I-94期限後も合法的に米国に滞在することができますが、延長申請が必ず

しも許可される保証はなく、USCIS が判断します。 

 

 

Q5. 現在、就労ビザ(E、L、O、H-1B 等)で米国に滞在していますが、ビザの期 

   限と、I-94 の期限が迫ってきています。帰国せずに I-94 を延長できますか？ 

 

A5. 就労ビザ保持者の場合、米国に滞在して就労できるのは、I-94 の期限までです。

注意して頂きたいのは、パスポートの中のビザ（査証）の期限が失効しても、 

I-94 さえ有効であれば米国に滞在し、就労を継続することができます。ただし、

ビザ失効後は、米国を一旦出国してしまうと、再入国できません。 

 

           I-94 の期限が迫っている場合、米国移民局（USCIS – US Citizenship and 

Immigration Service） へ滞在の延長 (Extension of Status)を申請できます。I-94

を延長する際の、USCIS へ提出する書類や費用は、ビザの種類によって異なりま

す。I-94 延長の書類の準備は、ビザの種類にもよりますが、I-94 期限の 90 ~180

日前を目安として準備を開始するべきでしょう。USCIS への申請自体は、I-94 期

限までに USCIS が書類を受理さえすれば、合法的に米国に滞在し続けることがで

きますが、少し余裕を持ち、遅くても I-94 期限の 30~45 日前までには申請するこ

とをお勧めします。USCIS の受理が確認できれば、通常は I-94 期限後も、最長

240 日まで合法的に米国に滞在して就労を継続することができます。ただし、延

長申請は必ずしも許可される保証はありません。USCIS の審査後、延長申請が許

可されなかった場合は、却下の通知が届いた時点で、不法滞在とみなされます。 
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Q6. 米国で研修を受ける為に、J-1 ビザで渡米しましたが、当初予定していた研修が 

   受けられなくなりました。このまま米国に滞在することは認められますか？ 

 

A6.   ロックダウンや在宅勤務が導入されている中、米国で研修を受けるのが困難な状

況が増えています。当初予定していた研修が受けられない場合、まずは DS-2019

フォームを発行した J-1 実施団体へ状況を報告する必要があります。報告後、J-1

実施団体の許可があれば、DS-2019 フォーム上の研修期間や研修内容を調整して

もらい、米国に残ることはできますが、調整が許可されない場合、速やかに帰国

しなければなりません。ただし、新型コロナウィルス感性拡大に伴いどうしても

帰国ができない場合、USCIS へ滞在の変更（Change of Status）申請が可能な場合

もあります。 

 

 

Q7. 米国移民局（USCIS）が５月まで閉鎖していると聞きましたが、現在申請中の 

           ビザ延長やグリーンカードはプロセスされますか？ 

 

A7.   3 月 18 日より、米国移民局（USCIS）は一部閉鎖されており、5 月 4 日に再開す

る予定です。具体的には、各州にある USCIS Field Office は、対面が必要になる

手続きを一時的に停止しているので、例えばグリーンカード申請者の指紋採取や

面接は行われていません。ただし、対面が必要とされない書類上の手続きは今ま

でどおりプロセスされています。 

 

           尚、米国移民局（USCIS）は 3 月 20 日より、特急申請（Premium Processing）

の対応を一時的に停止し、現段階で再開日は決まっていません。つまり、今まで

は特急申請費用(1,440ドル)を支払うことにより、さまざまな申請は 15日以内に

プロセスされていましたが、現段階では審査を早めるオプションがなく、全体的

に審査期間が長引いている傾向です。 
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Q8. 急いで米国赴任者のビザ・I-94 延長用の書類の準備を進めていますが、在宅勤務 

の為、申請書の印刷や原本のサイン、郵送等が困難です。何か対策はあります 

か？ 

 

A8. ロックダウンや在宅勤務が導入されている中、ビザに関わる書類の原本を郵送し

たり、申請書の印刷や署名記入等の作業が困難な状況です。これに対し、米国移

民局（USCIS）は、3 月 2１日より、署名が含まれる原本の提出要件を一時的に

停止し、コピーが提出できるようになりました。 

 

申請書の郵送に関しては、USCIS が通常、電子ファイリング（E-filing）を設け

ていないビザに関しては、引き続き、郵送での申請が義務付けられています。 

 

 

Q9. 最近、全従業員の在宅勤務制度が導入されましたが、ビザ就労者と在宅勤務に 

 対する留意点を教えてください。 

 

A9.  ビザ就労者(E、L、O、H-1B 等)が在宅勤務になった場合、例えそれが一時的で

も、米国移民局（USCIS）へ変更申請（Amendment）を行わなければならない

こともあるので、注意が必要です。例えば、H-1B 就労者の場合、変更後の勤務

地が、MSA - Metropolitan Statistical Area 内（H-1B 就労者へ支払われるべき平

均賃金の変わらないエリア）であれば、変更申請は不要ですが、新しい勤務地が

MSA 外とみなされる場合、変更申請が必要になります。H-1B 規定上の MSA、

および変更申請の必要性の判断は少々複雑ですので、専門家にご相談ください。 

 

 

Q10. 経済状況の悪化に伴い、米国雇用主は一時的にビザ就労者のサラリーの減額や   

   勤務時間を減らすことはできますか？ 

 

A10. ビザ就労者(E、L、O、H-1B 等)の勤務形態が変わった場合、それが雇用上、大

きな変更（material change, substantive change）とみなされる場合、変更前に、

米国移民局（USCIS）へ変更申請（Amendment）を行う必要があります。具体

的にどのような変更が該当するかはケースバイケースであり、一律に決まってい
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ませんが、一般的には、フルタイム（週 30 時間以上）のビザ就労者の勤務時間

がパートタイム（週 30 時間未満）になった場合、大きな変更とみなされるでし

ょう。また、サラリー額に関しても明確な基準はありませんが、2 割以上の減少

は、大きな変更とみなされる可能性が高いでしょう。ただし、これはあくまでも

一般的な事例なので、ビザ就労者のサラリー額や勤務時間が変更される場合は、

必ず専門家にご相談ください。 

 

 

Q11. 経済状況の悪化に伴い、米国雇用主はビザ就労者を解雇することはできます 

か？ 解雇された就労者は、米国に残ることはできますか？ 

 

A11. 経済状況の悪化によるビザ就労者の解雇（layoff）は、他の従業員と同様であ

り、各州の労働基準、および各従業員との雇用契約の内容により異なります。 

大半の場合、米国の経済状況の悪化による解雇（layoff）は、差別行為ではなく

て、雇用契約上、一定の雇用期間が約束されていない限り、法的に認められてい

ます。 

 

ビザ就労者(E、L、O、H-1B)は解雇されることにより、米国に合法的に滞在で

きなくなるので、注意が必要です。具体的には、解雇日が Termination Date と

みなされ、解雇日より 60 日の猶予期間が与えられます。これに該当するビザ就

労者は、I-94 期限が有効な限りは、解雇日より最長 60 日間、米国に残ることが

認められます。尚、60 日以内にする、またはステータスの延長・変更申請を行

う必要があります。 

 

なお、就労ビザの種類によっては、米国雇用主は解雇された従業員が帰国する為

の旅費等のコストを負担することが義務づけられています。また、ビザの種類に

よっては、USCIS へその旨を報告しなければなりません。 
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Q12. ビザ就労者は、最近導入された休暇制度、FFCRA (Families First Coronavirus  

             Response Act)に基づき休暇を申請することはできますか？休暇をとり長期間 

              働かない場合、ビザステータスを維持することはできますか？ 

 

A12. 大半のビザ就労者は、FFCRA に基づき休暇を申請することができます。また、

FFCRA により休暇が認められた場合、この休暇は有給なので、暫く働かない場

合、米国に滞在し続けビザステータスを維持できます。 

 

ただし、休暇中に I-94 の期限が切れてしまうと違法になりますので、休暇中で

も、通常のように I-94 延長の申請が必要です。また、無給の休暇は、ビザの規

定に反するケースが多いので、注意が必要です。 

 

 

Q13. 米国雇用主に解雇されたビザ就労者は、米国で失業給付（Unemployment  

            Compensation）を取得できますか？ 

 

A13. 今までは、米国連邦政府が支給する失業給付は、米国市民や永住者に限られて

いましたが、今回の CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security) Act 

によって拡大された失業者を対象とする様々なベネフィットは、ビザ就労者も該

当するか、現時点では確定していないようです。、今後の動きを注視しています。

また、各州が別途、支給する州ベースの失業給付については、ビザ就労者も該当

する可能性があります。各州により様々な規定があるので、各州の条件を確認す

る必要があります。 

 

 

Q14. ビザ保持者は、最近導入された経済対策制度、CARES (Coronavirus Aid, Relief, 

and Economic Security) Act に基づき米国政府からの補助金をもらえますか？ 

 

A14. ビザ保持者も米国市民や永住者と同様に、CARES Act に基づく他の条件を満た

していれば、米国政府からの補助金 (Stimulus Check / Recovery Rebate)をもら
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う権利はあると思われます。具体的には、米国社会保障番号（Social Security 

Number）を持っていて、税務上、米国滞在日数をもとに「米国居住者」

（resident alien）とみなされる外国人が該当します。ただし、外交官や留学生は、

該当しないこともあるのでご注意ください。この件は、税務に関することが多い

ので、税理士にご相談ください。 

 

 

お断り 

 

 この情報は 2020 年 4 月 16 日時点のものであり、その後、状況が変更する可能

性があります。 

 

 この情報は、一般情報を提供することのみを目的とし、法的アドバイスを提供し

たり法律相談に代わるものではありません。実際の法律相談・アドバイスは個々

のケースによって異なりますので、専門家にご相談下さい。 

 

 

 


