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「高度専門職」

在留資格の概要

4つの区分
高度人材外国人の受入れの促進等を図るための出入国管理及び難民認定

法の一部を改正する法律（平成26年6月18日法律第74号）が平成26年6月11
日に可決成立し、在留資格「高度専門職（1号イロハ）
」及び在留資格「高
度専門職（2号）
」が創設されました（平成27年4月1日から施行されていま
す。）
。「高度専門職」の在留資格については、入管法別表第1の2の表の「高
度専門職」の項の下欄の1号イ、1号ロ、1号ハ及び2号は、これらの区分ご
とにそれぞれ別の在留資格として扱われます（法2の2Ⅰかっこ書）。したがっ
て、
「高度専門職」の在留資格をもって在留する外国人が、これらの区分を
異にする活動を行おうとする場合は、在留資格変更許可を受ける必要があ
ります。
また、
「高度専門職（1号イ）
」
、
「高度専門職（1号ロ）
」及び「高度専門職
（1号ハ）」をもって在留する外国人については、
「法務大臣が指定する本邦
（法別表1の2の表の「高度専門職」の項の下欄1号イないしハ）の変更
の公私の機関」

も、在留資格の変更として扱われます（法20Ⅰかっこ書）。それに対し、
「高度
専門職（2号）」については、入管法別表第1の2の表の「高度専門職」の項
の下欄2号イないしハに掲げられている活動の所属機関となる「本邦の公
私の機関」は、
「法務大臣が指定する本邦の公私の機関」とはされていませ
ん。したがって、
「高度専門職（2号）
」については、所属機関が変更した場
合において、所属機関等に関する変更届出は必要であるものの（法19の16①
②）、在留資格変更許可を受ける必要はありません。

2

「高度専門職（1号イロハ）
」
これまで高度人材告示に基づき「特定活動」の在留資格を付与されてき

た高度人材外国人を対象とする新たな在留資格として（法2の2Ⅰかっこ書）、
「高度専門職（1号イロハ）
」が創設されました。
「高度専門職（1号イロハ）
」
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については、これまで「特定活動」の在留資格を付与されてきた高度人材
外国人と同様の優遇措置（在留期間「5年」の付与、複合的な在留活動の許
容、配偶者の就労、家事使用人や親の帯同の許容等）が適用されます。
「高
度専門職（1号イロハ）」として上陸許可を受けるためには、必ず、事前に
在留資格認定証明書（法7の2Ⅰ）を取得しておく必要があり、上陸許可申請
の際には、同証明書によって上陸のための条件に適合していることを立証
「高度専門職（1号イロハ）
」は、在留資
しなければなりません（法7Ⅱ後段）。
格該当性に加え、上陸許可基準適合性も求められる在留資格です（法7Ⅰ②
参照）。

3

「高度専門職（2号）
」
在留資格「高度専門職（1号イロハ）
」
（又は高度人材外国人としての「特

定活動」）をもって3年以上（高度専門職省令2Ⅰ②）在留した高度人材外国人
「高度専門職（2号）
」
を対象とする別の在留資格として（法2の2Ⅰかっこ書）、
」を付与された外
が創設されました（法別表1の2）。この「高度専門職（2号）
国人について、活動の制限が大幅に緩和され、かつ、在留期間が無期限と
されました（法2の2Ⅲ、規3・別表2「高度専門職」に係る2号）。在留資格「高度専
門職（2号）」は上陸許可や在留資格認定証明書交付の対象とはなりません
（法7Ⅰ②かっこ書・7の2Ⅰ）
。
「高度専門職（2号）
」への在留資格変更は、
「高

度専門職（1号イロハ）
」からのみ可能であり（法20の2Ⅰ）、変更基準省令で
定める基準が許可要件となります（法20の2Ⅱ、変更基準省令1）。

4

在留資格取消制度、所属機関等に関する届出義務の適用
在留資格「高度専門職（1号イロハ）
」又は在留資格「高度専門職（2号）
」

をもって在留する外国人が、在留資格該当性ある活動を継続して一定期間
（「高度専門職（1号イロハ）
」にあっては3か月、
「高度専門職（2号）
」にあ
っては6か月）以上行わないで在留していることが判明したときは、正当な
理由がある場合を除き、在留資格取消しの対象となります（法22の4Ⅰ⑥）。
在留資格「高度専門職（1号イロハ）
」又は在留資格「高度専門職（2号）
」
をもって在留する外国人についても、所属機関等に関する届出義務が課さ
れます（法19の16①②）。
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在留カードの有効期間
在留資格「高度専門職（2号）
」をもって在留する外国人の在留カードの

有効期間は7年とされます（法19の5Ⅰ①）。なお、在留資格「高度専門職（1号
イロハ）」をもって在留する外国人の在留カードの有効期間は、在留期間満
了日までです（法19の5Ⅰ③）。
【在留資格「高度専門職」の概要】
所属 所属機関 在留資格取消制度 在留

在留カ

機関 やイロハ の適用

ードの

期間

等に の区分が

有効期

関す 変更した

間

る届 場合の在
出義 留資格変
務
「高度専門職（1 有

更の要否
必要

有（法22 の 4 Ⅰ ⑥ 5年

在留期

号イ）」

の活動不継続期間

間満了

高度学術研究活

は3か月）

日まで

有（法22 の 4 Ⅰ ⑥ 5年

在留期

号ロ）」

の活動不継続期間

間満了

高度専門・技術

は3か月）

日まで

有（法22 の 4 Ⅰ ⑥ 5年

在留期

号ハ）」

の活動不継続期間

間満了

高度経営・管理

は3か月）

日まで

動
「高度専門職（1 有

必要

活動
「高度専門職（1 有

活動

必要
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不要

号）
」

有（法22の4Ⅰ ⑥ 無期

7年

の活動不継続期間 限
は6か月）

6

注意点
「高度専門職」については、後記第6のとおり出入国管理上の優遇措置が

適用されるものの、他の在留資格と比べて必ずしも有利とはいえない点が
あります。即ち、①後記第7のとおり、特にカテゴリー1又はカテゴリー2の
機関に所属する外国人にとっては、
他の就労系在留資格を取得するよりも、
提出しなければならない書類がかなり多くなること（規6の2・別表3、高度人材
Ｑ＆Ａ）
、②家庭事情型家事使用人を雇用する要件が、在留資格「経営・管

理」の場合よりも加重（1,000万円以上の世帯年収）されること（特定活動告
示②）、③「高度専門職（1号）
」にあっては、転職した場合に、所属機関等

に関する届出義務（法19の16①②）のほか、在留資格変更手続も必要となる
こと（法20Ⅰかっこ書）等に注意する必要があります。

第2

在留資格該当性の定め

「高度専門職」の在留資格該当性については、入管法別表第1の2の表に
おいて、次のように規定されています。
〔在留資格該当性〕
一

高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する
者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学
術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
イ

法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の
指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事
業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づ
いて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
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告示外特定活動（特定活動告示・高度人材告示に該当しない特定
活動）
特定活動告示・高度人材告示に定められていないものの、過去に法務大

臣が個々の外国人について特に指定することを認めた活動であって、今後
も同様の活動に対し指定することが適当と認められるもの（先例）が告示
外特定活動です。告示外特定活動の具体的な先例は、以下のとおりです。
(1)

継続就職活動大学生、継続就職活動専門学校生及びその家族の継

続在留活動（卒業後1年目の就職活動）
第2章第1節「技術・人文知識・国際業務」の第6を参照してください。
(2)

地方公共団体が実施する就職支援事業に参加する継続就職活動大

学生、継続就職活動専門学校生及びその家族の継続在留活動（卒業後
2年目の就職活動）
第2章第1節「技術・人文知識・国際業務」の第7を参照してください。
(3)

就職内定者及びその家族の継続在留活動

第2章第1節「技術・人文知識・国際業務」の第8を参照してください。
(4)

起業活動外国人及びその家族の継続在留活動

第2章第4節「経営・管理」の第8を参照してください。
(5)

出国準備のための活動

第1章第3節「入管法上の諸手続」5の(17)を参照してください。なお、在
留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請が不許可となり、出国準備の
ための「特定活動」に在留資格が変更した者が、再度、当初取得を目指し
ていた在留資格への変更許可申請を行う場合には、事前に入国管理局の審
査部門において、事情を説明し、再申請することの「了承」を得た上で（受
理確認）行うことになります。
(6)

人身取引等被害者の在留活動

第2章第13節｢在留特別許可｣の第1

2(3)を参照してください。人身取引

等被害者と認定された場合、通常は、一定期間経過後の帰国を前提とした
｢特定活動｣の在留資格が付与されますが、人身取引等被害のほか、児童虐
待被害の疑いがある未成年で､本国に身寄りがなく､日本での在留を希望す
る場合には、ハードルは高いものの、告示外定住としての「定住者」が許
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可される可能性があります。
(7)
ア

連れ親（日本人又は正規に在留する外国人の高齢の親扶養）
許可要件

日本に滞在する日本人（日本国籍に帰化した者等）又は日本に適法に在
留する外国人の65歳以上の実親で、本国に身寄り（適当な扶養者）がない
ような場合には、人道上の理由から、当該実親（老親）につき、
「特定活動」
で日本における在留が認められることがあります。収入を伴う事業を運営
する活動又は報酬を受ける活動は、指定内容から除かれます。
許可要件は、①高齢（65歳以上）であること、②日本外に配偶者がいな
いこと又はいたとしても別居状態にあり、同居が見込めないこと、③日本
にある子以外に適当な扶養者がいないこと、④日本にある子（当該子の配
偶者を含みます。）が一定の収入を得ており、かつ、納税義務を履行してい
ること（適正な所得申告を行い非課税である場合を含みます。
）を全て満た
すことです。
扶養者たる子（当該子の配偶者を含みます。
）の収入の目安については、
直近の1年間の収入が本人を含め被扶養者（親を含みます。
）の人数に78万
円を乗じた金額以上とされます。例えば、扶養者に配偶者と子（1人）があ
る場合で、新たに親（1人）を扶養することとなったときは、年収は312万
円
（4人×78万円）以上が目安とされます。扶養者たる子が複数いるときは、
これらの子の年収を合算して上記金額があれば認められます。
上記の①ないし④の要件の一部を満たしていない場合であっても、人道
上配慮を要すべき特別の事情があるときは、
許可される可能性があります。
例えば、疾病等により本国での治療が困難であり、日本において通院治療
を要することや、日常生活に支障を来たしており介護を必要としているこ
と等です。
イ

留意点

この連れ親は、告示外特定活動の類型ですから、在留資格認定証明書の
交付を得ることはできず、まずは「短期滞在」で上陸した後に、
「特定活動」
に在留資格を変更することとなります。その後「特定活動」で一定年数在
留し、日本への定着性が認められる状態になれば、
「定住者」
（告示外定住）
への在留資格変更が認められる可能性があります。このいわゆる連れ親類
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型のポイントは、年老いた実親の身寄り（適当な扶養者）が本国にはおら
ず、監護等をできるのは日本における実子だけであること、日本に適法に
在留する実子の経済的基盤が安定しており、実親を監護するに足る資力を
十分に有していること等を具体的資料をもって説得的に立証することで
す。連れ親は必ずしも病気であることまでは求められませんが、基本的に
は本国に身寄りがないことが求められますので、本国に配偶者や他の実子
がいるような場合には、
「特定活動」での在留を認められるのは困難です。
なお、世帯年収が800万円以上の「高度専門職」外国人と同居し、かつ、当
該「高度専門職」外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し、又は
当該「高度専門職」外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該「高度
専門職」外国人に対し介助、家事その他の必要な支援をする当該「高度専
門職」外国人の父若しくは母又は当該「高度専門職」外国人の配偶者の父
若しくは母は、特定活動告示34号により入国、在留が認められます。
(8)

連れ子（
「家族滞在」の母親の未成年の連れ子で、扶養者である継

父との間に養子関係がなく
「家族滞在」
の在留資格に該当しない場合）
「技術・人文知識・国際業務」
、
「経営・管理」等の就労資格で在留する
外国人（Ａ）の配偶者となる者（Ｂ。
「家族滞在」の在留資格が得られます。
）
の連れ子（Ｂの子たるＣ）については、当該連れ子（Ｃ）と就労資格で在
留する外国人（Ａ）とが養子縁組をする場合には「家族滞在」の在留資格
が得られます。他方、当該連れ子（Ｃ）と就労資格で在留する外国人（Ａ）
とが養子縁組をしない場合は、
「短期滞在」での上陸後に「特定活動」
（告
示外特定活動）に在留資格を変更しえます。許可された場合に指定される
活動は、例えば、「
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって在留
するＡ国人○○○○及びその配偶者Ｂ国人○○○○と同居し、かつ、当該
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって在留するＡ国人の扶養
を受ける者が行う日常的な活動（収入を伴う事業を運営する活動又は報酬
を受ける活動を除く。
）
」のようになります。
なお、日本人、永住者、特別永住者、定住者（期間1年以上）の配偶者が
「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留
する場合には、当該配偶者の未成年、未婚の実子（離婚又は死亡した配偶
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者との間の子及び非嫡出子）は、在留資格「定住者」で上陸、在留が認め
られます（定住者告示⑥ニ）。
(9)

両親を失った孫で、日本国外に適当な扶養者がいないため、日本に
おいて祖父母による扶養を受ける場合

日本に正規在留していた外国人両親を失った孫で日本外に適当な扶養者
がいないため、日本において祖父母による扶養を受ける場合など人道上の
理由を有するものについて、
告示外特定活動が許可されることがあります。
(10)

疾病等による療養者（日本の医療機関において医療を受けること
を必要とする特別な事情を有する者が行う疾病のため療養する活動
及び日常的な活動）

日本在留中の罹患又は負傷等のため相当期間日本において治療を行わな
ければ出国が困難である場合など人道上の理由を有するものについて、告
示外特定活動が許可されることがあります。
『逐条解説』149頁も、日本在
留中に交通事故にあった外国人に対し、相当期間の治療を要することから
特に在留を認める場合を告示外特定活動の例としてあげています。本国等
での治療が困難で、かつ、日本での治療に長期間を要するだけの合理的理
由が存在し、治療費や滞在費等の支弁に問題がなければ、本国にいる間に
罹患又は負傷した場合であっても許可される可能性がありますが、日本在
留中に罹患又は負傷した場合よりもハードルが高くなります。指定される
活動は、「本邦の医療機関において医療を受けることを必要とする特別な
事情を有する者が行う疾病（又は負傷）のため療養する活動及び日常的な
活動（収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。
）」と
なります。入院して医療を受けるため日本に相当期間（90日以上）滞在す
る者については、特定活動告示25号に該当します。
(11)

国籍の属する国又は常居所を有していた国において生じた特別な
事情により在留を希望する者

日本在留中に国籍の属する国において生じた特別な事情により当分の間
帰国することができない外国人で、当該外国人の行おうとする活動がいず
れの在留資格にも該当しない場合に、許可されることがあります。指定活

