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第 109 号（2020 年 4 月号） 

 

 

今月のトピック－新型コロナウイルス（COVID-19）特集 

1. インド ： COVID-19 感染拡大を踏まえた各法分野の最新情報 

2. インドネシア ： COVID-19 に関連する各種分野の法令改正等の動向 

3. シンガポール ： COVID-19 (Temporary Measures) Act の施行 

4. タイ ： COVID-19 に関連する通知等 

  ①：COVID-19 の影響による事業閉鎖の場合の従業員への賃

金支払い 

  ②：COVID-19 の影響による上場会社の定時株主総会延期に

関する通知 

  ③：COVID-19 の影響による財務書類の提出期限延長に関す

る通知 

5. フィリピン ： COVID-19 に よ る 隔 離 措 置 （ Enhanced Community 

Quarantine）その他各政府機関の対応 

6. ベトナム ： COVID-19 拡大防止のための社会的隔離の要請 

7. マレーシア ： COVID-19 による移動制限令その他政府機関の対応 

8. ミャンマー ： COVID-19 に関連する法令改正の動向 

  ①：ミャンマーにおける COVID-19 対策の枠組み 

  ②：重要な物品及び役務に関する Notification の公表 

  ③：倒産法の施行 

 

 

はじめに 

 

このたび、森・濱田松本法律事務所アジアプラクティスグループでは、東南・南アジ

ア各国の新型コロナウイルス（「COVID-19」）に関連するリーガルニュースを集めたニ

ュースレター、MHM Asian Legal Insights 第 109 号（2020 年 4 月号）を作成いたし

ました。今後の皆様の東南・南アジアにおける業務展開の一助となれば幸いに存じます。 

 

1. インド：COVID-19 感染拡大を踏まえた各法分野の最新情報 

 

本レターでは、COVID-19 の感染拡大を踏まえたインドの各法分野の最新情報をお伝

えします。 

 

 

 

森・濱田松本法律事務所 アジアプラクティスグループ 

（編集責任者：弁護士 武川 丈士、弁護士 小松 岳志） 
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(1) 会社法関連 

 

(a) 取締役会の開催間隔要件の緩和 

インド会社法上、取締役会は 1 年に最低 4 回開催する必要があり、各取締役会の

開催日の間隔は 120 日以下でなければならないとされています。しかし、今般、20

20 年 9 月 30 日までの間、各取締役会の開催日の間隔は 180 日まで開いて良いこと

とされました。なお、取締役会を 1 年に最低 4 回開催する必要がある点は変更あり

ません。 

 

(b) 監査済財務諸表の提出期限の延期 

従前 2020 年 5 月 30 日までとされていた監査済財務諸表の提出期限が同年 6 月 3

0 日まで延期されました。 

 

(c) 居住取締役会の居住期間要件の緩和 

従前インドでは全ての会社に少なくとも 1 名の居住取締役がいることが必要とさ

れており、居住取締役は、年間 182 日以上インドに居住していることが要求されて

いましたが、この居住日数要件が 2020 年 3 月末日に終わる会計年度においては免

除されることとなりました。 

 

(d) ビデオ会議の方法による臨時株主総会の開催の許容 

インド会社法上、ビデオ会議の方法による株主総会の手続については規定が置か

れていませんが、2020 年 6 月 30 日までの期間、臨時株主総会をビデオ会議の方法

により開催することが許容されました。 

 

(2) 倒産法関連（破産手続開始の端緒となる債務不履行額の引上げの告知） 

 

従前、破産手続の開始には、10 万ルピー（現在の為替レートで約 14 万 1,123 円）

の債務不履行があれば足りたところ、今般、インド財務大臣が、会社に関する破産手

続の開始に必要な債務不履行額を 1,000 万ルピー（現在の為替レートで約 1,411 万 2,

300 円）に引き上げる旨を告知しました。この結果、当該額を下回る債務不履行額で

は、債権者は破産手続開始の申立てを行うことができなくなります。これは、少額の

債務不履行によって会社に対する破産手続が開始されることを防ぐ趣旨に基づくも

のと考えられます。 

 

(3) 裁判所関連（裁判所提出書面の提出期限の無期限延期） 

 

2020 年 3 月 15 日以降に提出期限の定められていた、全ての裁判所提出書面の提出

期限が無期限延期されています。新たな提出期限は追って指定されることとなってい



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

MHM Asian Legal Insights 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。 

© 2020 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

3 
 

ます。 

 

以上、COVID-19 の感染拡大を踏まえた現時点における主要法分野の最新情報をお伝

えしました。各法分野につきアップデートがありましたら次号以降もタイムリーに最新

情報をお伝えします。 

 

 

 

 

 

2. インドネシア：COVID-19 に関連する各種分野の法令改正等の動向 

 

インドネシアでは、海外からの COVID-19 の感染者流入を防止する観点から、2020

年 4 月 2 日以降、滞在許可証を有しない外国人の入国をトランジットを含めて一律に禁

止する形での水際対策が取られています。また、国内での感染者数拡大を可及的に抑止

すべく、3 月 15 日にはジョコウィ大統領による COVID-19 の拡大防止に向けた声明が

発表され、その後、ジャカルタ市内では、自宅勤務の推奨、娯楽施設・商業施設の閉鎖、

礼拝場での大規模な宗教活動の制限、学校等の休校等の措置が取られているところです。

その後、4 月 10 日からは、より厳格な措置を可能とする大規模社会的制限に関する規

則が施行され、ジャカルタを含む複数の都市で、法的拘束力を伴う各種行動制限につい

ての施策が発動されています。 

COVID-19 による感染者拡大、自宅待機勤務や物理的に人が集まることの制約等に伴

い、各種分野に様々な影響が生じていることから、それらに対応するための法令等の制

定・改正・施行が相次いでいます。 

2020年 4月 16日時点での各種分野における主要な法令改正動向や当局の対応状況は

以下のとおりです。 

 

 トピック 概要 

1 [上場会社関連] 

上場会社による自己株式取得の

柔軟化 

 

法令：2020 年 3 月 9 日付金融庁 

回状 2020 年 3 号及び同月 16 日

付金融庁回状 2020 年 89 号 

⚫ 上場会社による自己株式取得には本来株主総

会決議が必要なところ、一定の条件を満たせ

ば、株主総会決議は不要（結果として、通常 2

か月程度を要する上場会社による株主総会の

開催手続期間を省略することが可能） 

⚫ 上記措置は、株式市場の状況が金融庁により

「著しく変動する市場環境」と認定されてい

る限り継続されるものとされ、いつまで継続

するかは現時点では不明 

⚫ 地場大手銀行・建設会社・資源会社等が本回

弁護士 小山 洋平 

 03-5220-1824（東京） 

 yohei.koyama@mhm-global.com 

弁護士 臼井 慶宜 

 06-6377-9405（大阪） 

 yoshinori.usui@mhm-global.com 
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状を受け自己株式取得予定を公表済み 

2 [上場会社関連] 

上場会社による年次報告書及び 

定時株主総会に関する各期限の 

延長 

 

法令：2020 年 3 月 18 日付金融 

庁回状 2020 年 92 号 

⚫ 上場会社の年次報告書及び監査済財務書類の

提出期限は、各事業年度末日から遅くとも 4

か月以内とされているところ、2 か月期間を延

長 

⚫ 上場会社の定時株主総会の開催期限は、各事

業年度末日から遅くとも 6 か月以内とされて

いるところ、2 か月期間を延長 

⚫ また、株主総会開催については直接の対面を

伴わないバーチャルでの開催についての検討

が進行中（現状、インドネシアの証券保管振

替機関（KSEI）が提供する「eASY®」と呼ば

れるプラットフォームを活用したシステムを

活用することが予定されている。） 

3 [労働関連] 

労働環境及び従業員保護 

 

法令：2020 年 3 月 17 日付労働 

省回状 2020 年 3 号 

 

⚫ 各地方自治体の長は、各雇用主に対して、職

場における感染防止・事業継続のために適切

かつ必要な措置をとること、感染者が発生し

た場合の関連省庁への報告を指示する必要が

ある 

⚫ COVID-19 に感染している従業員、感染して

いることが疑われ、隔離措置等の対象となっ

ている従業員等については、当該従業員に対

する隔離措置期間中の賃金等は全額支払われ

ることが明記 

⚫ 政府等の指示に従い事業活動を制限した結

果、従業員が休職状態になったため事業継続

の観点から賃金及び支払方法等を見直す必要

がある雇用主は、従業員との合意により賃金

及び支払方法等を変更可能（従業員の同意な

くして変更不可） 

4 [税務関連] 

税務上の優遇措置 

 

法令：2020 年 3 月 23 日付財務 

省規則 2020 年 23 号 

⚫ 年収 2 億ルピア（現在の為替レートで約 137

万 610 円）以下等の一定の基準を満たす従業

員の給与に関する源泉所得税（21 条源泉所

得税）の免税（2020 年 9 月まで） 

⚫ 一定の要件を満たす製造業等の法人の輸入品

に関する前払法人税（22 条源泉所得税）の免

税（2020 年 9 月まで） 

⚫ 一定の要件を満たす製造業等の法人の予定納
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税（25 条所得税）について 30％の減額措置

（2020 年 9 月まで） 

⚫ 一定の要件を満たす製造業等の法人で、付加

価値税（「VAT」）の還付請求額が 50 億ルピ

ア（現在の為替レートで 3,426 万 5,300 円）

以下のものについて、VAT の早期還付（2020

年 9 月までに還付請求したものに限る。） 

5 [行動制限関連] 

大規模社会制限（ジャカルタ首 

都特別州の場合） 

 

法令：ジャカルタ州知事令 

2020 年 33 号、同通達 2020 年 

380 号 

⚫ 期間：4 月 10 日～23 日（延長可能） 

⚫ 各種行動制限 

➢ 政府機関・国際機関、重要事業に従事す

る民間企業等を除き、職場での就労制限 

➢ 学校等の休校、礼拝場での宗教活動制限、

自宅外におけるマスクの着用の義務付

け、私有車両、公共交通機関等の利用制

限（生活必需品の買い出し等に限定）、

バイクタクシーによる人の輸送は不可 

（従来からジャカルタでは上記同様の施策が推

奨されていたが、今回の規則により法的拘束力を

伴うものになり、違反に対する取締りが強化さ

れ、違反の場合には罰金等も科され得る。） 

6 [当局対応関連] 

当局の窓口対応等 

 

⚫ 投資調整庁（BKPM）：2020 年 3 月 17 日より

通知があるまでの間、対面サービスは停止

（OSS、投資活動進捗報告（LKPM）、各種投

資優遇措置に関する問合せは Email 又は電話

での問合せを、平日午前 9 時～午後 3 時で受

付けている。OSS を通じたオンラインでのラ

インセンス申請は引続き可能。） 

⚫ 金融庁（OJK）：全従業員について在宅勤務を

実施（金融サービスに関する業務は全てビデ

オ又は電話会議で行うものとし、対面での相

談等は別途の通知があるまで受付けていな

い。） 

⚫ その他の役所についても基本的には類似の対

応（政府機関は、上記職場での就労制限の例

外類型には当たりうるが、可能な限り職場で

の就労を制限していることがうかがわれる。） 

⚫ 非対面業務は停止されていないので、オンラ

インや Email での当局申請や照会等は可能で
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あるものの、通常よりも時間を要する可能性

が高い点に留意 

 

 

 

 

 

3. シンガポール：COVID-19 (Temporary Measures) Act の施行 

 

COVID-19 の流行を受け、4 月 7 日、COVID-19 (Temporary Measures) Bill がシンガ

ポール議会において可決され、即日、一部施行されました（COVID-19 (Temporary 

Measures) Act：「本法」）。本法の重要な点として、COVID-19 を理由に契約上の債務を

履行できない企業又は個人に対し、一時的な救済を提供することが挙げられます（もっ

とも、下記のとおりこの点は未施行）。本レターでは、契約上の債務不履行に対する一

時的救済に関し、その適用対象の法律関係及び効果について触れた上で、その他本法が

定める事項の概要をご説明します。 

 

(1) 契約上の債務不履行に対する一時的救済 

 

(a) 適用対象の法律関係 

本法は、2020 年 3 月 25 日までに締結・更新された以下の契約等に基づくもので、

2020 年 2 月 1 日以降に履行が求められている債務（金銭債務を含む）に関して適用

されます。 

 

① 非居住用の不動産に関する賃貸借契約・ライセンス契約 

② 建設契約・資材供給契約 

③ 結婚式等イベント関連の、会場やケータリング等の物資・サービス提供契約 

④ 国内外旅行、シンガポールに来訪する観光客向けの宿泊施設予約等の物資・サー

ビス提供契約 

⑤ 銀行や金融会社による、中小企業（直近の会計年度の売上高が 1 億シンガポール

ドル（現在の為替レートで約 75 億 4,689 万円）を超えない企業）向けの一定の

担保付き融資契約 

⑥ 建設契約に基づいて付与された履行保証 

⑦ ビジネス目的で使用される工場、機械その他シンガポールにある固定資産又は商

業用自動車の分割払購入契約 

 

なお、本法適用場面において紛争が生じる場合、法務省により査定人（Assessor）

が任命され、債務不履行の原因が COVID-19 といえるかなどを判断することとなり

弁護士 竹内 哲 

 +65-6593-9755（シンガポール） 

 tetsu.takeuchi@mhm-global.com 
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ます。査定人による判断は終局的判断となります。 

 

(b) 効果 

本法が適用される場合、契約当事者の債務不履行に対し、契約の相手方は、以下

の法的手続を取ることなどを禁じられます。 

 

① 提訴・破産申立て等の法的手続 

② ビジネス・取引目的で使用される動産又は不動産上の担保権等の行使 

③ 非居住用の不動産の賃貸借契約・ライセンス契約に関する、賃料等不払いを理由

とする解除、又は占有回復権等の行使 

 

上記に加え、イベント・観光業関連の契約に関し、例えばイベント用の会場を予

約したものの、COVID-19 関連規制のためにイベントが延期され、最終的に予約が

キャンセルされたような場合において、査定人（上記(1)(a)参照）がデポジットを没

収することが公平であると判断しない限り、会場提供者の判断で一方的にデポジッ

トを没収することが禁じられます。 

また、建設契約・資材供給契約に関しては、債務不履行の原因が主に COVID-19

である場合は、当該不履行責任を免れます。 

 

(2) その他本法が定める事項 

 

その他、本法は以下の事項についても定めています。 

 

(a) 財政難に陥っている企業及び個人に対する救済としての、支払不能の基準の一時

的な引上げ（企業に関しては、1 万シンガポールドル（現在の為替レートで約 75

万 4,689 円）から、10 万シンガポールドル（現在の為替レートで約 754 万 6,890

円）に引上げ。） 

(b) 株主総会等の会議に関する、直接的な面会を不要とする開催方法の一時的な許可

（テレビ会議等） 

(c) 法的手続に関する、直接的な面会を不要とする期日進行手続の一時的な許可（テ

レビ中継形式での証拠の顕示等） 

 

(3) 施行のタイミング等 

 

本レター執筆時点において、上記(2)(b)及び(c)は施行済みですが、(1)及び(2)(a)の

各救済については未施行であり、今後法務大臣によって施行日及び適用期間が告知さ

れることになります。 

なお、本法はあくまでも適用期間中に契約上の義務の履行に猶予を与えるだけであ
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り、履行義務そのものがなくなるわけではないことにご留意ください。 

 

以上のとおり、本法は、契約上不可抗力条項が定められていない場合、又は定められ

ていてもその適用が難しいような場合を含め、契約当事者間の実質的公平性を保つため

の方策を含んだ法律といえます。 

 

※当事務所は、シンガポールにおいて外国法律事務を行う資格を有しています。シンガ

ポール法に関するアドバイスをご依頼いただく場合、必要に応じて、資格を有するシン

ガポール法事務所と協働して対応させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. タイ：COVID-19 に関連する通知等 

 

①：COVID-19 の影響による事業閉鎖の場合の従業員への賃金支払い 

 

2020 年 3 月 22 日以降、タイ政府の COVID-19 への拡大防止措置により、多くの営業

施設（教育機関、娯楽施設、健康施設、ショッピングモール等）は一時閉鎖を余儀なく

されています（現時点では、2020 年 4 月末まで閉鎖）。また、その他の企業においても、

COVID-19 への対策として、工場の閉鎖、勤務時間の短縮又は自宅勤務等を実施又は検

討しており、多くの企業が従業員への賃金の支払いに関する問題に直面する状況に至っ

ています。そこで、このような場合における、使用者の賃金支払義務及び社会保障につ

いて、概要をご説明します。 

 

(1) 使用者の賃金支払義務 

 

タイ労働法上は、基本的に、労働者は、労働の対価として賃金を得ることができる

とされていますが（ノーワーク・ノーペイの原則）、使用者が「不可抗力（force 

majeure）」に当たらない、使用者の事業に影響を及ぼし、使用者が通常通り事業を行

うことができない「重大な事由（significant cause）」により事業の全部又は一部を閉

鎖する場合には、使用者は、労働者に対して、閉鎖時点の賃金の 75％を支払わなけ

ればならないとされています（Labour Protection Act B.E. 2541 (1998)（労働保護法）

75 条）。一方で、上記のような「重大な事由」が存在しないにもかかわらず事業の全

弁護士 小松 岳志 

 +65-6593-9753（シンガポール） 

 takeshi.komatsu@mhm-global.com 

 

弁護士 花村 大祐 

 +65-6593-9466（シンガポール） 

 daisuke.hanamura@mhm-global.com 
 

弁護士 川村 隆太郎 

 +65-6593-9754（シンガポール） 

 ryutaro.kawamura@mhm-global.com 
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部又は一部を閉鎖した場合には、使用者は賃金の全額を支払わなければなりません。

しかし、2020 年 3 月 18 日に労働福祉局（Department of Labour Protection and 

Welfare）から発行されたガイドライン（Practice Guidelines of the Ministry In Case of 

Closure of Places of Business as Ordered by Provincial Governors, Read Clause 3：

「本ガイドライン」）によると、行政による営業停止命令に基づき事業閉鎖を余儀な

くされた場合、使用者及び労働者のいずれの過失によるものでもないため、事業遂行

を不可能にする「不可抗力」に該当するものと考えられ、「ノーワーク・ノーペイの

原則」が適用されると説明されています（本ガイドライン 3 条）。また、自主的な一

時的な事業閉鎖であっても、テレワーク等の手段を通じて従業員に仕事を与えること

ができない場合には、「重大な事由」に該当するため、事業閉鎖の少なくとも 3 営業

日前までに従業員及び労働検査官（Labour Inspector）に対して書面通知を行うこと

を条件として、通常賃金の 75％以上を従業員に対して支払えば足りると説明されて

います（本ガイドライン 4 条、労働保護法 75 条）。ただし、本ガイドラインは、法令

ではないため、これと異なる裁判所による判断がされる可能性がある点には留意が必

要であり、また、使用者がどの範囲で賃金の支払を行うべきかについては個々の状況

に応じて慎重な判断が必要となります。 

 

使用者の賃金支払義務 

1 管轄当局の命令に従った事業閉鎖の場合 賃金の支払義務なし 

2 自主的に事業閉鎖を行う場合であり、かつ、テ

レワークが不可能な場合 

賃金 75％以上の支払義務あり 

3 自主的に事業閉鎖を行う場合であり、かつ、テ

レワークが可能な場合 

賃金 100％の支払義務あり 

 

(2) 社会保険制度に基づく補償 

 

また、管轄当局の命令による事業閉鎖等により、賃金の全額を受領できない労働者

及び雇用関係が終了した労働者のために、一定の補償がなされることが発表されてい

ます。詳細は 2020 年 3 月 31 日の閣議決定により、以下のように定められています。

なお、本件に関する正式な労働省令はいまだ発布されていないため、引き続き、今後

の状況を注視する必要があります。 

 

 

事業閉鎖等により勤務できない場合 

1 感染者と接触し、14 日間隔離する必

要があり、使用者の命令により勤務で

きない場合 

賃金の 62％補償 最大 90 日分 

2 管轄当局の命令による事業閉鎖 賃金の 62％補償 最大 90 日分 
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事業閉鎖により雇用関係が終了した場合 

1 自主退職 賃金の 45％補償 最大 90 日分 

2 解雇 賃金の 70％補償 最大 200 日

分 

※上記の「賃金」は社会保険法に従い最大 1 万 5,000 バーツ（現在の為替レートで約

4 万 9,383 円）までとして、上記の比率にて補償額が計算されることになります。 

 

②：COVID-19 の影響による公開会社の定時株主総会延期に関する通知 

 

2020 年 3 月 31 日、Securities and Exchange Commission（証券取引委員会、SEC）

は上場会社の定時株主総会開催の延期に関する通知（「本通知」）を発布しました。 

本通知によると、定時株主総会の開催延期を決定した上場会社は、開催延期に関する

登録を行った上、定時株主総会開催後、2020 年 3 月 4 日付けで商務省事業開発局

（Department of Business Development, Ministry of Commerce）が発布した、「新型コ

ロナウイルスの感染拡大に伴う、合理的理由による定時株主総会の遅延の説明文書提

出」に関する通知に従った説明文書の提出を要請されています。 

タイ法上、上場会社を含む公開会社は、貸借対照表の基準日後 4 か月以内に、会計監

査人による監査済み貸借対照表及び損益計算書（「財務書類」）の承認を定時株主総会で

受けなければならないとされています。しかし、非常事態宣言発令後、タイでは多くの

活動が規制されており、既に多くの上場会社が本通知に基づき開催の延期を登録してい

る状況にあります。 

 

③：COVID-19 の影響による財務書類の提出期限延長に関する通知 

 

2020 年 3 月 25 日、商務省事業開発局（Department of Business Development, Ministry 

of Commerce）は、COVID-19 の感染拡大に伴い、財務書類の提出期限の延長に関する

通知（「本通知」）を発布しました。 

本通知によると、対象は限定的ではありますが、タイで事業を行う海外で設立された

会社（例えば、海外法人の支店や駐在員事務所等）又は歳入法に基づき登録された合弁

会社（joint venture under the Revenue Code）で、決算期が 2019 年 10 月から 2020 年

3 月に到来した会社について、財務書類の提出期限が 2020 年 8 月末まで延長されてい

ます。 

タイ法上、これらの法人は、決算日から 5 か月以内に財務書類の提出を行う必要があ

りますが、COVID-19 による影響に鑑み、最大 5 か月間、提出期限が延長されることに

なっています。しかしながら、COVID-19 による影響の終息がいまだ見えない中、当該

提出期間の更なる延長などを含め、今後の COVID-19 に関連する通知等の発布の動向に

注視する必要があります。 
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（ご参考） 

本レター第 108 号（2020 年 3 月号） 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00041532/20200323-012254.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. フィリピン：COVID-19 による強化隔離措置（Enhanced  

Community Quarantine）その他各政府機関の対応 

 

(1) 強化隔離措置（Enhanced Community Quarantine） 

 

2020 年 3 月 16 日、ドゥテルテ大統領は、フィリピン全土で 6 か月にわたる災害状

態（State of Calamity）を宣言し、ルソン島全域において 2020 年 3 月 17 日から同年

4 月 12 日までの間、強化隔離措置（Enhanced Community Quarantine）を取ること

としました（Proclamation No. 929）。この隔離措置は 2020 年 4 月 30 日まで延長さ

れています。なお、本レターは、2020 年 4 月 14 日時点の情報に基づいて作成されて

います。 

この隔離措置の間は、(a)自宅待機を行う必要があり、(b)公共交通機関は停止され、

また、(c)生活必需品を提供する民間企業（例えば、食料、病院、薬局、銀行、通信施

設等）のみが営業を許されます。なお、Business Process Outsourcing の企業や輸出

指向型企業は、最低限の人員のみ（例えば、PEZA 登録企業の場合、全従業員のうち

50％未満）を使用すること、接触を避ける対策を取ること、及び、従業員のための宿

泊施設を準備することを条件として、営業を行うことができます。また、これらの業

種以外についても、貿易産業省（Department of Trade and Industry）や省庁間タスク

フォース（Inter-agency Task Force）は、一定の業種について営業の停止を免除して

います。 

なお、セブ市やダバオ市においても、期間等は異なるものの、同様の措置がとられ

ています。 

 

(2) バヤニハン法（Bayanihan Act） 

 

2020 年 3 月 26 日には、3 か月の期間限定のバヤニハン法（Republic Act No. 11469）

弁護士 二見 英知 

 +66-2-009-5167（バンコク） 

 hidetomo.futami@mhm-global.com 
 

弁護士 白井 啓子 

 +66-2-009-5130（バンコク） 

 keiko.shirai@mhm-global.com 
 

※オフィスの移転に伴い、2020 年 2 月 11 日より電話番号が変更になりました。 
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が施行されました。バヤニハン法においては、フィリピン全土において国家緊急事態

（State of National Emergency）が宣言され、COVID-19 に対応するために大統領に

対して緊急時における権限が与えられました。大統領の権限には、(a)借入れやクレジ

ットカードの支払い又は家賃の支払いを 30 日猶予すること、及び税金や公共料金の

支払期限を延長すること、(b)生産性のある業種に対して信用を供与すること、及び重

要な物資の製造や輸入にインセンティブを与えること、並びに(c)特定の重要な民間企

業に対して規制や指示を行うこと等が含まれます。 

また、バヤニハン法は、一定の行為（30 日の猶予期間の拒否、大統領の指示への

違反、重要物資の買い占めや価格操作、COVID-19 に関する虚偽情報の流布等）に対

して罰則も設けています。 

 

(3) 政府機関のガイドライン等 

 

フィリピンの各政府機関も COVID-19 に関して重要なガイドライン等を出してお

り、例えば以下のものがあります。 

 

政府機関とガイドライン等 ポイント 

フィリピン証券取引委員会 

Memorandum Circulars No. 

5-2020、No. 9-2020、No. 10-2020 

⚫ 年次報告書、四半期報告書及び監査済み

の財務書類の提出期限が 6 月 30 日（海外

事業を行う会社の場合、6 月 30 日又は渡

航制限解除から 60 日のいずれか遅い日）

に延期 

⚫ 書類の電子提出の容認 

⚫ COVID-19 に関連する安全衛生上の理由

により、2020 年 3 月 1 日から 2020 年 5

月 31日までに行うべき取締役の選任がで

きず、かつ、遠隔通信設備がない会社に

ついては、取締役選任のための定時株主

総会が予定されていた日から 30日以内に

定時株主総会を開催しないこと、及び、

新しい定時株主総会の開催日（ただし、

当初予定されていた定時株主総会の開催

日から 60 日以内の日とする。）旨をフィ

リピン証券取引委員会に報告 

中央銀行 

BSP Circular No. 1080, 

Circular Letter 2020-017 

⚫ 外貨建てのローンや投資の承認や登録、

外貨の売買の申請の電子提出の容認 

フィリピン競争委員会 ⚫ 一定の企業結合審査の手続等が 4 月 14 日
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PCC Commission 

Resolution No. 007-2020、

No. 08-2020 

（又は隔離措置が解消される日）まで停

止 

外務省 

Foreign Service Circular 

⚫ ビザの発行、ビザ免除特権は停止（フィ

リピン人の外国人配偶者や子供は除く。

また、既にフィリピンに滞在している外

国人に対する影響はない。） 

知的財産権局 

Memorandum Circulars No. 

2020-05、No. 2020-06、No. 

2020-07、No. 2020-08、No. 

2020-09 

⚫ 特許、実用新案、意匠、商標の申請は、

2020 年 3 月 16 日から 2020 年 4 月 30 日

までの間、電子的方法により実施（ただ

し、審査は、知的財産権局の業務再開後

とする。） 

⚫ 2020 年 3 月 16 日から 2020 年 5 月 15 日

の間に到来する、申立て、支払い等の期

限は、60 日延長 

⚫ 優先権主張のための申請は、オンライン

で実施 

 

 

 

 

 

 

6. ベトナム：COVID-19 拡大防止のための社会的隔離の要請 

 

ベトナムにおいては、COVID-19 の全国規模での流行が宣言され、2007 年成立の感

染症の防止及び管理に関する法律（Law on Prevention and Control of Infectious 

Diseases：「感染症防止法」）その他関連法令に基づき、COVID-19 の感染者や感染が疑

われる者の隔離等様々な施策が講じられています。最新の動きとしては、2020 年 3 月

31 日に、COVID-19 感染拡大防止と管理のための緊急対策の実施に関する首相指示第

16 号（Directive No.16/CT-TTg：「首相指示 16 号」）が発行され、4 月 1 日から 15 日間

の全国的な社会的隔離が要請されるに至りました。さらに、4 月 15 日付けで、首相は、

COVID-19 の流行リスクが高い 12 省市（ハノイ市、ホーチミン市、ラオカイ省、クア

ンニン省、バクニン省、ニンビン省、ダナン市、クアンナム省、ビントゥアン省、タン

ニン省、カインホア省及びハティン省）について、首相指示 16 号に基づく社会的隔離

措置を少なくとも 4 月 22 日まで継続することを決定しました。なお、当該社会的隔離

措置の継続決定に関して、政府は 4 月 16 日付けで通知（Notification No.158/TB-VPCP：

「通知 158 号」）を発行しています。 

弁護士 園田 観希央 

 052-446-8651（名古屋） 

 03-6266-8595（東京） 

 mikio.sonoda@mhm-global.com 
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本レターの発行日現在適用されている首相指示 16 号に基づく社会的隔離措置の主な

内容は以下のとおりです。 

 

(1) 上記 12 省市（4 月 16 日以降であり、それ以前はベトナム全土）において以下の社

会的隔離を厳格に実施すること 

(a) すべての者が原則として自宅に留まり、食料品・医薬品その他必需品の購入の場

合、救急の場合、必需品・必需サービスの製造・提供のため運営維持が認められ

る一定の工場・企業等で働く場合その他緊急の場合を除き外出してはならない。 

(b) 外出の際にはマスクの着用、手洗い及び消毒を徹底し、職場・学校・病院以外の

公共の場所において 3 名以上で集まらず、またコミュニケーションの際には 2 メ

ートル以上の距離を保たなければならない。 

(c) 必需品・必需サービスの製造・提供のために運営維持が認められる工場・企業等

については、従業員のマスク着用、従業員の健康状態の申告、緊急性のない業務

の停止、従業員の通勤手段の確保等の感染拡大措置を講じなければならない。 

(2) 公共交通機関の運行を停止すること、及び公務の遂行、食料品及び必需品の輸送、

通勤及び製造に必要な原材料の輸送以外の目的である地域から他の地域への移動

を最低限に留め、また感染地域から他の地域への移動を禁止すること 

(3) ラオス及びカンボジアとの国境を一時的に閉鎖すること 

 

以上の首相指示 16 号に基づく社会的隔離措置に違反した場合には、感染症防止法の

罰則規定である Decree No. 176/2013/ND-CP（政令 176 号）や他の法令に基づき罰金

の対象となり得ます。例えば、外出の際にマスクを着用しない場合には最大 30 万ベト

ナムドン（現在の為替レートで約 1,371 円）、公共の場所での集会制限に違反した場合

には最大 2000 万ベトナムドン（現在の為替レートで約 9 万 1,375 円）の罰金を受ける

可能性があります。 

 

通知 158 号によれば、首相指示 16 号に基づく社会的隔離措置は、状況次第では 4 月

30 日まで延長される可能性があり、今後も COVID-19 に関連する政府の動向に注視す

る必要があります。 
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弁護士 西尾 賢司 
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弁護士 塙 晋 
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弁護士 川上 愛 

 +84-28-3622-2603（ホーチミン） 
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7. マレーシア：COVID-19 による移動制限令その他政府機関の対応 

 

マレーシアのムヒディン首相は、2020 年 3 月 16 日、COVID-19 の感染拡大に対応す

るための措置として、マレーシア全土において、一定の活動を制限することを命じる活

動制限令（Movement Control Order：「MCO」）を発令しました。当初の適用期間は 2020

年 3 月 18 日から 31 日まででしたが（第 1 フェーズ）、その後 4 月 1 日から 14 日まで

（第 2 フェーズ）、4 月 15 日から 28 日まで（第 3 フェーズ）と 2 回延長されました。

第 3 フェーズにおける MCO の内容の主要な点、その他マレーシア政府機関の対応の概

要は以下のとおりです。 

 

(1) MCO の主要な内容 

 

MCO の下では、生活必需品の購入や医療機関の受診等の一定の活動を除いてある

場所から他の場所への移動が制限されます。またマレーシア国民の海外渡航や、外国

人のマレーシアへの入国も禁じられています。 

また国防、廃棄物・排水処理、配送業等の一定の不可欠なサービス（essential 

services）に関しては事業を継続することが認められるものの、それ以外の事業者は

オフィス・工場等を開いた形での事業継続を認められない扱いとなり（在宅勤務は認

められています。）、政府機関等についても多くが閉鎖されました。 

ただし、第 3 フェーズにおいては、このような措置による経済へのインパクトを緩

和する観点から、一定の業種については、国際貿易産業省（「MITI」）の許可を受ける

ことにより、オフィス・工場等を開いた形での事業を再開することができるようにな

りました。この「一定の業種」とは、自動車産業（完成したユニット、パーツ及び部

品の輸出並びにアフターサービスに限る）、機械関連事業、航空・宇宙事業等を含む 8

業種になります。 

これらの業種については、MITI に対し一定の書類を提出して許可を受けた上で、

MITI が許可を受けた事業者向けに定めた一定の操業基準（standard operation 

procedures）及び他の政府機関が定める条件に従って操業を行う必要があり、この操

業基準には「最低限必要な人数（ただし、当該事業場の労働者の 70％を超えてはな

らない。）のみで操業を行うこと」「業種に応じ定められた短縮した操業時間内（製造

業であれば午前 8 時から午後 8 時）でのみ操業すること」等、様々な制限が含まれて

います。 

 

(2) その他の対応策 

 

(a) 会社法関連 

マレーシアでは公開会社は前年度末から 6 か月以内（かつ、前の定時株主総会か

ら 15 か月以内）に定時株主総会を開催することが会社法上義務付けられており、多
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くの非公開会社でも会社法上義務はないものの定款上一定の時期における定時株主

総会の開催を定める例が多くみられます。 

マレーシア企業委員会（「CCM」）は 3 月 16 日に通知を出し、①保険省の指示に

従う必要がある、②COVID-19 の感染拡大により定足数を満たせない、又は③

COVID-19 の感染拡大により会社として感染予防措置をとる必要が生じた、という

場合には、CCM に届け出ることにより定時株主総会の開催を延期できることを通知

しました。 

 

(b) 労働法関連 

一定の条件を満たした企業に対し、月給 4,000 リンギット（現在の為替レートで

約 9万 8,670円）以下の従業員への賃金の支払いを補助する制度が導入されました。

企業が満たすべき条件は以下の 3 点です。 

 

① 売上の減少：従業員数が 76人以上の企業については、2020年 1月以降の売上が、

それ以前の期間に比べて 50％以上減少していることが必要とされています（従

業員数が 75 人以下の企業についてはこの要件はありません。）。 

② 登録と操業：企業は 2020 年 1 月 1 日より前に CCM その他必要な政府機関への

登録を完了し、操業を開始していなければなりません。 

③ 従業員社会保障制度（「SOSCO」）：企業は従業員とともに SOSCO への登録を完

了していなければなりません。 

 

冒頭で述べたとおり、対象となる従業員は月給 4,000 リンギット以下の従業員で

あり、従業員数が 75 人以下の企業については 1 人当たり月額 1,200 リンギット（現

在の為替レートで約 2 万 9,601 円）、従業員数が 76 人以上 200 人以下の企業につい

ては 1 人当たり月額 800 リンギット（現在の為替レートで約 1 万 9,734 円）、従業

員数が 201 人以上の企業については（200 人を上限として）1 人当たり月額 600 リ

ンギット（現在の為替レートで約 1 万 4,801 円）がそれぞれ企業に支給されます。 

 

申請は 2020 年 4 月 1 日から 9 月 15 日までのみ受け付けられており、補助が行わ

れるのは、各企業が申請を行ってから 3 か月間とされています。ただし、この期間は、

政府の財政状況に応じて短縮される可能性があります。 
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8. ミャンマー：COVID-19 に関連する法令改正の動向 

 

①：ミャンマーにおける COVID-19 対策の枠組み 

 

(1) 法定感染症への指定 

 

保健・スポーツ省（Ministry of Health and Sports）は、2020 年 2 月 28 日付けの

Announcement において、COVID-19 を、感染症予防対策法（The Prevention and 

Control of Communicable Diseases Law 1995）に定める法定感染症（epidemic or 

notifiable disease）に指定しました。これにより、同法に基づき権限を付与された機

関又は官吏は、COVID-19 に罹患した者（「罹患者」）に対する在宅命令や、罹患者の

居住先又は滞在先への立入の禁止又は制限といった命令を発することができるほか、

COVID-19 発生時の行事開催の禁止又は制限を命じることができることになります。 

 

(2) 情報発信の制限 

 

伝染性の疾病である COVID-19 の集団発生は、自然災害対策法（Natural Disaster 

Management Law 2013）における自然災害（Natural Disaster）に該当します。同法

上、公衆を畏怖させる目的で自然災害に関する虚偽の情報を流布した者に対して刑事

罰が科されることが定められています。また、現地報道によれば、感染症予防対策法

について、特定の地域において、公衆を畏怖させ又は混乱に陥れる法定感染症の発生

に関する情報の発信を一定期間禁止する旨の命令を当局が発することができるよう

にするための改正が進められているようです。 

 

(3) 外出等の制限 

 

上記の法律に基づく措置のほか、州又は管区政府は、内務・宗教省（Ministry of Home 

Affairs and Religious（当時）現在は、内務省（Ministry of Home Affairs）に改組。）に

よる Notification 第 2/1989 号に基づき、刑事訴訟法（Criminal Procedure Code 1898）

に定めるところにより、緊急事態への対応として人命救助や社会の平穏の確保等の観

点から必要と判断した場合には、一定の行動制限を含む制限命令（restriction order）

を発出できるとされています。マンダレーにおいては、既にこのような制限命令が出

され、一定の外出制限が課されており、ヤンゴンの一部区域でもそうした命令が出さ

れているようです。 

 

なお、上記(1)から(3)の制限等に関する命令については、その違反について刑事罰が

科されることが定められています。いずれも、当局からの単なる協力要請に留まらず、

法的強制力を伴うものとして措置されていることに注意が必要です。 
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②：重要な物品及び役務に関する Notification の公表 

 

商業省（Ministry of Commerce：「MOC」）は、重要な物品及び役務に関する法律（The 

Essential Supplies And Services Law 2012）に基づく 2020 年 3 月 30 日付けの

Notification 21/2020 号（「本 Notification」）を公表しました。本 Notification は、

(a)COVID-19 の予防、管理及び治療のための健康補助器具、(b)医薬品並びに(c)消費財

を同法に定める「重要な物品」として指定し、これらの輸出入、所持、販売、保管等の

取扱いに関して商業省による以下の禁止行為を定めるものです。これらの禁止行為に違

反した者には刑事罰が科されることが定められています。 

 

重要な物品 禁止行為 

COVID-19 の予防、管理及び治療のための健

康補助器具 

①転売目的での保管 

②投機目的での流通・販売 

医薬品 転売目的での保管 

消費財 

 

③：倒産法の施行 

 

ミャンマー大統領府（the President Office）は、2020 年 3 月 25 日付け Notification 

50/2020 号において、倒産法（the Insolvency Law 2020）を同日より施行する旨を公表

しました。ただし、同法の規定のうち、国際倒産に関する第 10 章については、大統領

が別途公表する発効日より施行されるものとされています。 

公的な見解は特に示されていないものの、COVID-19 の世界的流行の影響によりミャ

ンマー国内での倒産の増加が見込まれることを受けて、倒産法の施行を急いだ結果であ

ると思われます。その具体的な運用については、最高裁判所の下位規則の制定が予定さ

れているものの、現時点で当該下位規則は未制定であり、実際の運用のための体制整備

はいまだ不十分な状態にあります。今後、下位規則を含め、倒産実務の運用開始に向け

た準備が進められていくものと思われ、引き続き注視が必要です。 

 

（ご参考） 

本レター第 108 号（2020 年 3 月号） 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00041532/20200323-012254.pdf 
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文献情報 

➢ 論文   「The Third Party Litigation Funding Law Review 3rd edition –  

Japan Chapter」 

掲載誌  The Third Party Litigation Funding Law Review 3rd edition 

著者   金丸 祐子、ダニエル・アレン 

 

➢ 論文   「米国カリフォルニア州における『ギグ・エコノミー規制法』成立」 

掲載誌  商事法務ポータル SH2981 

著者   大野 志保、芝村 佳奈 

 

➢ 論文   「金融機関のグローバルコンプライアンス」 

掲載誌  金融・商事判例 No.1586 

著者   江平 享、梅津 英明 

 

 

NEWS 

➢ The Legal 500 において当事務所の弁護士が Hall of Fame に選ばれました 

  The Legal 500 において、当事務所の以下の弁護士が Hall of Fame に選ばれまし 

た。 

 

・宇都宮 秀樹 Antitrust and competition: Independent local firms 

・鈴木 克昌  Capital markets: Independent local firms 

・桑原 聡子  Corporate and M&A: Independent local firms 

・石綿 学   Corporate and M&A: Independent local firms 

・小澤 絵里子 Real estate and construction: Independent local firms 

・大石 篤史  Tax: Independent local firms 

 

詳細は Legal 500 のウェブサイトに掲載されております。 

 

➢ 高松オフィス業務開始のお知らせ 

高松オフィスは、弁護士法人森・濱田松本法律事務所の従事務所として、2020 年

4 月 1 日より、正式に業務を開始いたしました。 

 

高松オフィスには、M&A・組織再編、一般会社法務、訴訟・紛争案件、事業承継

を含む税務案件等において豊富な経験を有する小山 浩 弁護士に加え、加藤 裕之 

弁護士及び鷹尾 征哉 弁護士が所属し、案件に応じて東京オフィス等の弁護士と

も共同して、M&A、国際業務、訴訟・紛争、税務、労働法、事業再生・倒産、フ

ァイナンス、危機管理等の幅広い分野のリーガル・ニーズにお応えしてまいりま
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す。さらに、クロスボーダーの M&A やアジア業務等につきましては、国内拠点

のみならず、北京・上海・シンガポール・バンコク・ヤンゴン・ホーチミンオフ

ィス及びジャカルタデスクを含めた当事務所の各海外拠点と連携をとりながら、

四国・中国地区のクライアントの皆様に充実した最先端のリーガル・サービスを

提供してまいります。 

 

（本件に関するお問合せ先） 

 森・濱田松本法律事務所 

 広報担当 TEL: 03-6212-8330 

 E-mail: mhm info@mhm-global.com  

 

➢ 新型コロナウイルス対応 参考リンク集（4 月 8 日更新） 

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、当事務所では新型コロナウイルス対応に

関する官公庁等の最新公開情報のリンクをまとめました。今後、随時アップデー

トしてまいります。 

 

＞＞  詳細はこちら 

＞＞  英語版はこちら 

＞＞ 【緊急特設】新型コロナウイルス感染症関連情報はこちら 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhm-global.com 
www.mhmjapan.com 

mailto:mhm_info@mhm-global.com
http://www.mhmjapan.com/ja/news/articles/2020/35.html
http://www.mhmjapan.com/en/news/articles/2020/506.html
http://www.mhmjapan.com/ja/legal-topics/year/2020/2.html

