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第 111号（2020年 6月号） 

 

 

今月のトピック 

1. ミャンマー ： ①：工業団地法（Industrial Zone Law）の制定 

  ②：商業省がアルコール飲料の輸入規制を緩和する

Notification を公表 

  ③：SECMが私募の要件を定める Notification を公表 

2. インドネシア ： 事業許認可統合電子サービス実施指針に関する BKPM 規則

の公布 

3. タイ ： 電子的方法による会議の技術的要件に関する通達の公布 

4. シンガポール ： COVID-19の下での整理解雇 

5. 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続報 

6. フィリピン ： マニラ首都圏における隔離措置の緩和 

 

今月のコラム －ミャンマーで眠るムガル帝国最後の皇帝－ 

 

 

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

ア各国のリーガルニュースを集めたニュースレター、MHM Asian Legal Insights第 111

号（2020 年 6 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. ミャンマー 

 

①：工業団地法（Industrial Zone Law）の制定 

 

ミャンマー連邦議会は工業団地法（Industrial Zone Law：「本法」）を可決し、本法は

大統領の署名を得て 2020 年 5 月 26 日に成立、施行されました。ミャンマーには既に

「工業団地」（industrial zone）と呼ばれるエリアはいくつか存在しますが、その設置及

び管理運営に関する規制は特に制定されていませんでした。本法では、開発が遅滞した

工業団地に対して一定の罰金を科すことや環境配慮義務等の規制が設けられました。な

お、法律上は明記されていませんが、本法が対象とする「工業団地」は政府所有地に開

発されるものが想定されているようにも思われます。 

法制度という観点から見た場合、本法の最大の特徴は、政府が組織する中央委員会

（Central Committee）が開発事業者（Investment Developer）に対する許可、地域委員

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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会（Regional Committee）が用地・開発事業者の選定、工業団地に入居する投資家に対

する許可等を行うとされている点です。また、中央委員会はその判断により一定の投資

恩典を付与することができるとされています。これは 2016 年に成立したミャンマー投

資法（Myanmar Investment Law）とは異なる投資許可制度を導入するものと理解され

ます。 

ミャンマーでは、外国投資を含む全ての投資はミャンマー投資法の適用を受けます。

これにより、基本的には、同法を検討すれば投資可否・条件が理解でき、ミャンマー投

資委員会（Myanmar Investment Commission）に判断が一元化されることになりました。

上記のとおり、本法はミャンマー投資法とは別の投資認可の枠組みを導入するものです。

これは、各関係官庁がそれぞれ個別の投資判断を行っていたミャンマー投資法以前への

回帰を指向するものであるともいえ、投資家にとって分かりやすい、統一的・体系的な

規制の枠組み作りを目指してきた近年の動きに逆行するものという見方も可能です。詳

細な手続や運用は、計画財務工業省（Ministry of Planning, Finance and Industry）や中

央・地域委員会が今後定める細則により明らかにされることになりますが、上記の問題

意識も踏まえ、引き続き当局の動向を注視していく必要がありそうです。 

 

②：商業省がアルコール飲料の輸入規制を緩和する Notificationを公表 

 

商業省（Ministry of Commerce：「MOC」）は、アルコール飲料の輸入制限の緩和に関

し、2020年 5月 25日付けでNotification第 38/2020号（「Notification①」）及びNotification

第 39/2020号（「Notification②」）を公表しました。 

従前より、MOC は、ワイン等の一部の例外を除き、アルコール飲料を輸入制限品目

として指定しその輸入を禁じてきました。Notification①は、輸入制限品目からビール以

外のアルコール飲料を除外しました。これにより、ビールについては引き続き輸入制限

品目として輸入が禁止されるものの、ほぼ全ての種類のアルコール飲料の輸入を解禁す

るものであり、大幅な規制緩和を行うものと評価できます。 

なお、Notification②は、アルコール飲料の輸入の実施に関する要件及び必要な許認可

取得に関する手続を明らかにしたものです。これによれば、アルコール飲料の輸入に関

して必要な許認可は、ミャンマー内資会社（外資持分が 35％以下の会社）にのみ付与

されることが前提とされています。そのため、外資持分が 35％を超える、いわゆる「外

資会社」については、引き続きアルコール飲料の輸入は認められないことになるものと

考えられます。 

 

③：SECMが私募の要件を定める Notification を公表 

 

ミャンマー証券取引委員会（Securities and Exchange Commission of Myanmar：

「SECM」）は、公開会社による株式等の発行についての私募要件に関して、2020 年 5

月 15日付け Notification 第 1/2020号（「本 Notification」）を公表しました。 
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証券取引法（Securities and Exchange Law）及び証券取引規則（Securities and 

Exchange Rules）により、広く公に募集する形で公開会社が株式等の発行を行う場合、

原則として SECM に目論見書を提出しその事前承認を受けることが必要とされていま

す。その例外として、証券取引規則により、適格投資家（qualified investors）のみを勧

誘の対象とする場合や、勧誘対象が小人数に留まる場合等の類型に該当する場合には、

その後の譲渡に関して一定の制限に服することを条件に、SECMの事前承認が免除され

ています（いわゆる「私募」）。本 Notification は、私募の類型の一部について、その要

件や手続の詳細を定めるものです。 

 

類型 要件の概要 

適格投資家のみを勧

誘の対象とする場合 

銀行、証券会社、保険会社等の「適格投資家」のみを勧誘の

対象とする場合 

勧誘対象が小規模に

留まる場合 

6 か月以内に行われる同種証券の募集金額が 500 万ミャンマ

ーチャット（現在の為替レートで約 37万 7,393円）を超えな

い場合 

 

ただし、本 Notification の適用対象には注意が必要です。本 Notification によると、社

債の私募については別途の条件がさらに定められる予定です（当事務所が SECM と行

った意見交換によると、社債の私募に際しては一定の簡易な開示書類を投資家に交付す

ること等が盛り込まれるものと思われます。）。すなわち、本 Notification は事実上、公

開会社による株式の私募にのみ適用されることになりそうです。現在、ミャンマーで関

心が高まっているのは非公開会社による社債の私募発行です。この点について SECM

による明確な規制が行われることが望ましいものの、それまでの間は証券取引規則の解

釈等で対応する途を模索することになると思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. インドネシア：事業許認可統合電子サービス実施指針に関する

BKPM規則の公布 

 

2020 年 4 月 1 日、投資調整庁（「BKPM」）は、事業許認可統合電子サービス実施指

弁護士 武川 丈士 

 +95-1-9253652（ヤンゴン） 

 +65-6593-9752（シンガポール） 
 takeshi.mukawa@mhm-global.com 

 

弁護士 井上 淳 

 +95-1-9253654（ヤンゴン） 
 atsushi.inoue@mhm-global.com 

 

※オフィスの移転に伴い、2020年 3月 10日より電話番号が変更になりました。 
 

 

弁護士 眞鍋 佳奈 

 +95-1-9253653（ヤンゴン） 

 +65-6593-9762（シンガポール） 
 kana.manabe@mhm-global.com 

 

弁護士 石塚 司 

 +95-1-9253650（ヤンゴン） 
 tsukasa.ishizuka@mhm-global.com 
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針に関する BKPM 規則 2020年第 1号（「本規則」）を公布しました。 

本規則は、本レター第 89号（2018年 8月号）で取り上げた事業許認可統合電子サー

ビスに関する政令 2018年第 24号により導入された、Online Single Submission（「OS

S」）システムを通じた事業許認可サービスの実施を促進するために、同政令の下位規則

として新たに制定されたものです。 

本レターでは、本規則の定める事項のうち、重要な点についてご紹介します。 

 

(1) 外国投資会社の最低投資額要件の明確化 

 

インドネシアでは、従来から、外国投資会社（外国資本が 1株でも含まれる会社）

が満たすべき最低投資額要件が存在し、最低投資額（土地建物を除く投資額）として

100億ルピア（現在の為替レートで約 7,512万円）超とすることが求められています。 

最低投資額については、従前は、外国投資会社の事業目的に記載をされている 5桁

のインドネシア標準産業分類（「KBLI」）番号ごとに 100 億ルピア超の要件を満たす

必要があるのか否か明文の規定はなく、実務的にも取扱いが不明瞭な点がありました。 

本規則では、最低投資額について、各 KBLI 番号ごとに、又は、1 プロジェクト場

所ごとに、100億ルピア超の最低投資額要件を満たす必要があることが明確化されま

した。また、その例外として、①卸売事業者は KBLIの上 2桁の分類ごと、②飲食事

業者は 1つの県・市ごと、③建設事業者は 1つの建設プロジェクトごとに、それぞれ

最低投資額要件を満たす必要がある旨定められています。 

①については、例えば、卸売業者の事業目的に KBLI番号が 4つ記載されており、

かつ、同 KBLI番号の上 2桁がいずれも共通の場合には、当該卸売事業を営む外国投

資会社が満たすべき最低投資額は 400 億ルピア超ではなく 100 億ルピア超で足りる

ということになります。 

なお、本規則においては、いつまでに上記最低投資額を満たす必要があるか、その

期限については触れられていませんが、投資許可等の手続・指針に関する BKPM 規

則 2018 年第 6 号（その後 2019 年第 5 号により改正）により、ビジネスライセンス

が発行されてから 1年以内に満たす必要がある旨定められています。 

 

(2) ビジネスライセンス、コマーシャル・オペレーショナルライセンスの発効日の明

確化 

 

OSS システム上、企業は OSS システムに会社名称、事業分野、投資計画等の基本

情報を入力して登録を行うと、事業者基本番号（「NIB」）が付与されます。NIB の付

与と同時に（一定の条件付きで）ビジネスライセンス、コマーシャル・オペレーショ

ナルライセンスが発行されます（各ライセンスの趣旨を含め、詳細は本レター第 89

号（2018年 8月号）をご参照ください）。 

2018年にOSSシステムが導入されたことに伴い、各ライセンスの取得については、
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ライセンスの付与について事前に当局が審査を行う事前許可制度から、OSS システ

ム上ライセンスを発行したうえで、当該ライセンスに条件が付されている場合には当

該条件の達成の有無を事後的に検証する制度に変更されています。 

そのため、ライセンス（特に一定の条件付きのライセンス）の発効日を明確にする

必要が生じていました。 

本規則により、無条件のライセンスは OSS システム上発行されれば即時に有効と

なること、条件付きのライセンスは当該条件が満たされて初めて有効となることがそ

れぞれ明確化されました。 

 

(3) 付随事業の許可 

 

本規則により、事業者はビジネスライセンスに定められた事業以外の付随事業につ

いて、当該付随事業が本事業のために行われ、かつ、当該付随事業から収益を得ない

ことを条件に行うことが新たに明文で認められました。 

 

以上のとおりです。本規則で別途定められていない限り、既存のビジネスライセンス

やコマーシャル・オペレーショナルライセンスは原則として引き続き有効ですが、新た

なライセンスを取得する必要がある場合には、本規則に定めるルールに従うことになり

ます。 

 

（ご参考） 

本レター第 89号（2018年 8月号） 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00031969/20180821-015720.pdf 

 

 

 

 

 

 

3. タイ：電子的方法による会議の技術的要件に関する通達の公布 

 

2020年 5月 26 日、Ministry of Digital Economy and Society（「デジタル経済社会省」）

から、電子的方法による会議のセキュリティ管理基準に関する通達（Notification re: 

Standards for Maintaining Security of Meetings Via Electronic Means B.E. 2563：「本通

達」）が公布（翌日施行）され、電子的方法による会議（「電子会議」）に関する技術的

要件（機能的要件及びセキュリティ要件）の詳細が定められました。 

 

 

弁護士 竹内 哲 

 +65-6593-9755（シンガポール） 

 tetsu.takeuchi@mhm-global.com 

 

弁護士 花村 大祐 

 +65-6593-9466（シンガポール） 

 daisuke.hanamura@mhm-global.com 
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(1) 本通達への移行 

 

本レター第 110 号（2020年 5月号）で取り上げたように、2020年 4月 19 日、電

子的方法による会議に関する緊急勅令（Emergency Decree re Teleconference 

through Electronic Media, B.E. 2563 (2020)：「本緊急勅令」）が公布され、電子会議の

開催要件が緩和されたものの、本緊急勅令では、引き続き、2014 年に電子デジタル

経済社会省が公布した通達（「前通達」）に基づく技術的要件を充足することが求めら

れていました。この点について、本通達が公布されたことによって、その施行日であ

る 2020 年 5 月 27 日以降は、前通達に代わり、本通達に基づく技術的要件を充足す

ることが求められます。 

なお、本通達は、2020年 5 月 27日から施行されていますが、本通達施行日以前に

準備された電子会議であり、かつ、本通達施行日から 60 日以内の日に行われる会議

については、引き続き、前通達が適用されます。 

 

(2) 本通達に基づく技術的要件 

 

本通達は、電子会議に用いる会議システムについて、技術的要件（機能的要件及び

セキュリティ要件）を定めています。その要点は、以下のとおりです。 

 

(a) 機能的要件 

① 会議出席前に、電子的方法により、出席者の本人確認を行うこと。なお、ユーザ

ー名・パスワードやワンタイム・パスワード等の電子的識別方法を利用し、本

人確認を行うことも可能。 

② 出席者が、会議全体を通して、音声又は音声・映像により、相互に対話を行うこ

とを可能とする機能を有すること。電話会議やメッセージ通信サービス等、会

議が中断した場合のバックアッププランが提供されること。 

③ 出席者が会議に関連する資料を閲覧できること。なお、会議に関連する資料は、

会議前又は会議出席中に出席者に送信する必要がある。 

④ 議決権行使に際して、普通投票では、本人を特定し、その投票意思を決定するた

めの機能が動作し、秘密投票では、投票者を特定することなく、投票数を特定

するための機能が動作すること。 

⑤ 出席者が会議の議題に特別の利害関係を有する場合等、緊急性や必要性がある場

合に、直ちに通信を一時的に停止する機能を有していること。 

⑥ 秘密会議を除き、会議運営者によって、会議全体の全出席者の音声又は音声・映

像が記録されること。会議後、当該会議運営者が当該音声又は音声・映像の記

録、出席者の通信記録を保管すること。 
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(b) セキュリティ要件 

本通達によれば、電子会議は、少なくとも以下のセキュリティ要件を満たしてい

る必要があります。 

 

① 秘匿性（不当なアクセス等を防止する仕組みが設けられていること） 

② インテグリティ（データが不当に改変等されないこと） 

③ 有効性（データが適切に保存され、利用できること） 

④ プライバシー及び個人情報の保護 

 

なお、本通達では、Electronic Transactions Development Agency（電子取引開発機

構：「ETDA」）及び ETDA が指定する機関は、サービスプロバイダーが提供する会議

システムが本通達の定める要件に適合しているかについて審査し、認証できるとされ

ており、かつ、認証を取得した会議システムは、本通達に適合しているとみなされる

と規定されています。もっとも、その審査・認証の要件及び方法については、今後、

ETDA によって指定される予定であるため、いずれのサービスプロバイダーが提供す

る会議システムが本通達の技術的要件を充足しているかについては、現時点では明確

ではありません。 

 

以上より、引き続き、電子会議に関する通達等の動向を注視する必要があるものの、

COVID-19 の影響もあり、今後、電子会議の重要性はより高まるものと考えられます。

したがって、関連法令等を正確に把握した上で、社内での体制を整備し、運営すること

が重要となります。 

 

（ご参考） 

本レター第 110 号（2020年 5月号） 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00042061/20200522-024927.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

弁護士 山口 健次郎 

 +66-2-009-5122（バンコク） 

 kenjiro.yamaguchi@mhm-global.com 
 

弁護士 岩澤 祐輔 

 +66-2-009-5169（バンコク） 

 yusuke.iwasawa@mhm-global.com 
 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00042061/20200522-024927.pdf
mailto:hidetomo.futami@mhm-global.com
mailto:keiko.shirai@mhm-global.com
mailto:kenjiro.yamaguchi@mhm-global.com
mailto:yusuke.iwasawa@mhm-global.com
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4. シンガポール：COVID-19の下での整理解雇 

 

シンガポールでも COVID-19 による経営難により整理解雇を行う会社が増えていま

す。本レターでは、人材開発省（Ministry of Manpower：「MOM」）が 2020 年 5 月 20

日付けで発行した COVID-19 による事業上の苦境により整理解雇を行う場合の整理解

雇手当ての支払いに関するガイドライン（Advisory on retrenchment benefit payable to 

retrenched employees as a result of business difficulties due to COVID-19：「本ガイドラ

イン」）に基づく整理解雇時の留意点をご紹介します。 

 

(1) 本ガイドラインの法的位置付け 

 

本ガイドラインは、2020 年 3 月に改訂された整理解雇に関する政労使ガイドライ

ン （ Tripartite Advisory on Managing Excess Manpower and Responsible 

Retrenchment guidelines：「整理解雇ガイドライン」）の内容を COVID-19の下でどの

ように適用するのかについて具体的な指針を示しています。両ガイドラインは、雇用

主及び従業員に対して法的な拘束力を及ぼすものではありませんが、整理解雇を行う

際に準拠することを強く推奨されており、実務上は整理解雇を行う際には両ガイドラ

インの内容を遵守することが重要です。 

 

(2) 整理解雇は最終手段であること 

 

本ガイドラインは、整理解雇ガイドラインと同様に、整理解雇は人件費削減のため

の最終手段であるべきことを規定しています。この点について、本ガイドラインでも

触れられているとおり、シンガポール政府はシンガポール会社におけるシンガポール

人及び永住権（「PR」）を保持する従業員を対象として、2020 年 4 月、5 月、7 月及

び 10月に給与補助を実施することを決定しています（Jobs Support Scheme）。具体

的には、4,600 シンガポールドル（現在の為替レートで約 35 万 2,820 円）を上限と

して、4月分及び 5月分の給与の 75％に相当する補助金を交付しています。 

そのため、整理解雇の前にまずは当該補助金の申請を行ったり、整理解雇ガイドラ

インで紹介されている短時間勤務週の設定、減給又は一時解雇のように、ほかにとり

得る手段を検討することが求められます。なお、2020 年 5月 29日付けで、減給を行

う場合には雇用主は 7日以内に Commissioner for Labour に届出をしなければならな

い旨を規定する Employment (Returns on Salary Reduction Measures) Notification 

2020が施行されています。 

 

(3) 解雇手当ての支払い 

 

上記のとおり、整理解雇は最終手段であるべきですが、ほかにとり得る手段がない
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場合には整理解雇を実施することも認められます。ただし、その場合には解雇対象従

業員に在籍期間に応じて適切な金額の解雇手当てを支払う必要があります。本ガイド

ラインは、財務状態が健全である会社はもちろんのこと、COVID-19の影響で財務状

況が悪化している会社であっても、労働組合・従業員と解雇手当ての支払いについて

の協議を行うべきである旨を規定しています。 

 

(4) 整理解雇した従業員のサポート 

 

雇用主は、整理解雇した従業員が新たな仕事を見つけるために、自社のビジネス上

のネットワークを通じて紹介を行ったり、当該従業員に Workforce Singapore や

Employment and Employability Institute といった求人サイトを紹介することを通じた

サポートを行わなければなりません。また、整理解雇されたシンガポール人及び PR

保持者が一定の要件を満たす場合には、COVID-19 Support Grant に申請することに

よって、3か月間に限り毎月 800シンガポールドル（現在の為替レートで約 6 万 1,360

円）の交付を受けることができる制度があるところ、雇用主はこのような制度の存在

を整理解雇対象従業員に対して伝えることも求められます。 

 

今後 COVID-19 の影響でやむを得ず整理解雇を実施する会社もさらに増えてくると

予想されるところ、整理解雇を検討する際には上記のような点に留意した上で、適切な

対応を行う必要があります。 

 

※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。 

 

 

 

 

 

5. 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続

報 

 

本レター第 109 号（2020 年 4 月号）でもお伝えしたとおり、COVID-19 の感染拡大

に対応するため、マレーシアにおいては活動制限令（Movement Control Order：「MCO」）

が発出され、国内での活動に様々な制限が課せられていました。本レター第 109号（2020

年 4月号）でご報告した第 3フェーズ以降も 2回の延長を重ね、MCOは 6月 9日まで

継続することとされていましたが、6月 7日に、ムヒディン首相は新規感染者数の減少

傾向を受けて、新たに「回復のための活動制限令」（Recovery Movement Control Order：

弁護士 川村 隆太郎 

 +65-6593-9754（シンガポール） 

 ryutaro.kawamura@mhm-global.com 

 
 

弁護士 畠山 佑介 

 +65-6593-9764（シンガポール） 

 yusuke.hatakeyama@mhm-global.com 
 

 

 

mailto:ryutaro.kawamura@mhm-global.com
mailto:yusuke.hatakeyama@mhm-global.com
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「RMCO」）を制定しています。RMCOの主要な点は以下のとおりです。 

 

(1) 期間 

 

RMCOの期間は 2020年 8 月 31日までとされています。 

 

(2) 新たに許可される活動及び制限が継続する活動 

 

MCO下では禁止されていた、州をまたいでの移動が、RMCO下では十分な感染予

防対策を取るという条件の下で解禁されることとなりました。これに対し、国境をま

たいでの移動については依然として制限が継続しています。 

MCO下でも 5 月 4日以降は国家安全保障委員会が定めた標準手続書（「SOP」）を

遵守することにより多くの業種が経済活動を認められていましたが、美容院・理髪店

等一部の業種については依然として活動が制限されていました。RMCOのもとでは、

そのような業種についても、SOP を遵守して活動を行うことが認められています。

RMCOのもとで活動が可能になった主な業種は以下のとおりです。 

 

・理髪店・サロン 

・市場、フードコート、フードトラック、ホーカーセンター、屋台 

・対面での会議、営業、マーケティング 

・博物館・美術館 

・屋内でのパフォーマンス（大道芸等） 

・屋内スポーツ（接触を伴わないもの） 

 

これに対し、スポーツイベントの開催や、人との接触を伴うスポーツ、水泳、マッ

サージ店等のリフレクソロジー施設、パブ、ナイトクラブ等の施設や、多人数での集

会等については依然として制限の対象となっています。 

 

（ご参考） 

本レター第 109 号（2020年 4月号） 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00041807/20200420-123405.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

弁護士 田中 亜樹 

 03-6266-8919（東京） 

 aki.tanaka@mhm-global.com 
 

 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00041807/20200420-123405.pdf
mailto:aki.tanaka@mhm-global.com
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6. フィリピン：マニラ首都圏における隔離措置の緩和 

 

マニラ首都圏を含む一部の地域においては、6月 1日より一般的コミュニティ隔離措

置（General Community Quarantine）がとられており、外出規制が緩和されています

（2020年 5月 27 日付け IATF Resolution No. 40）。一般的コミュニティ隔離措置は、当

初は 6月 15日までとされていましたが、6月 30日まで期限が延長されています。 

一般的コミュニティ隔離措置における主たる制限の概要は以下のとおりです（IATF’s 

Omnibus Guidelines on the Implementation of Community Quarantine in the 

Philippines）。 

 

外出 ・必要な物資やサービスの取得、許可された事業所等における業務

の場合に限定 

運動 ・屋外での接触を伴わない運動に限定 

集会 ・業務に関係しないものや娯楽に関するもの（映画、イベント等）

は禁止 

・宗教上の集会は 10名以下であれば可能 

公共交通機関 ・運輸省（Department of Transportation）のガイドラインに従い、

便数や定員を減らしたうえで運行可能 

政府 100％稼働 

事業活動 ・100％： 

医療機関、生活必需品・医薬品・食品等の製造・販売等、農業、水

産業等、銀行等の金融機関、電力、ガス、水道等の公益サービス、

物流、IT通信、メディア、一定の建設プロジェクト、その他一定の

事業 

・50％～100％： 

鉱業、生活必需品・医薬品、食品等以外の製造、E コマース、その

他一定の事業 

・50％： 

ショッピングモール等の小売、コンサルタント等のサービス、その

他一定の事業 

・最小（Skeleton workforce）： 

一定の宿泊施設 

・禁止： 

ホテル内のレストラン等、スポーツジム、映画館等の娯楽、ギャン

ブル、旅行業その他の事業 

 

なお、マニラ首都圏等の一般的コミュニティ隔離措置がとられている地域以外の多く

の地域においては、修正された一般的コミュニティ隔離措置（Modified General 
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Community Quarantine）がとられており、人の移動が原則として自由であり、集会も

一定条件下で許容されるなど、さらに制限が緩和されています。一方、セブ市は、6月

16日より、強化されたコミュニティ隔離措置（Enhanced Community Quarantine）が

とられるなど、地域によっては最も厳しい措置もとられています。 

フィリピンでは、6 月 15 日時点で 2 万 6,000 人超の COVID-19 感染者（そのうち、

死亡者は 1,098 人）が確認されており、依然として感染は収まっていない状況であり、

今後の動向を引き続き注視する必要があります。 

 

 弁護士 園田 観希央 

 052-446-8651（名古屋） 

 03-6266-8595（東京） 

 mikio.sonoda@mhm-global.com 
 

 

mailto:mikio.sonoda@mhm-global.com
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今月のコラム－ミャンマーで眠るムガル帝国最後の皇帝－ 

 

本コラムでは、ミャンマー最大の人口を擁する都市ヤンゴンにある、インドのムガル

帝国最後の皇帝バハードゥル・シャー2世（1775年－1862年）の墓所を紹介します。 

 

彼は、1857年に発生したインド大反乱の最高指導者として、1858年にイギリス国王

に対する反逆罪で有罪判決を受けて廃位されました。翌年 1859 年に 83 歳にしてデリ

ーの王宮からビルマのラングーン（現在のミャ

ンマーのヤンゴン）への流刑に処せられていま

す。彼の廃位によるムガル帝国の滅亡とイギリ

ス東インド会社の解散によってイギリスによ

るインドの直轄統治が始まり、後にイギリス領

インド帝国が成立することになります。ビルマ

は、さらにその後、第三次英緬戦争を経て同帝

国に併合されました。 

墓所の入口の門には、彼を祀ったイスラム神秘主義の聖者廟（DARGAH）である旨と

ともに「EMPEROR OF INDIA」との文字が掲げられていますが、門も文字もこじんま

りとしたものであるため、あまり目立ちません。広くない敷地内にはいくつかの建物が

ありますが、どれも簡素な造りをしています。全盛期にはかのタージ・マハルを建造し

たムガル帝国において、最後の皇帝となった人物の墓所としては慎ましやかです。 

その理由は、彼の棺の周りに掲示された聖者

廟の成り立ちの中に記されていました。これに

よれば、彼の死後は長らく、元皇帝又は聖人と

しての影響力を懸念するイギリスによって埋葬

地が秘匿され管理されていたそうです。現在の

聖者廟は、1991年に墓石が地中から発見された

ことを受け、インドの援助でなされた近年のも

のだということです。高齢で異国への流刑に処

され、埋葬地すら秘匿され続けてきた彼の姿は、自身のことを「ただの一握の土」と詠

んだ晩年の詩歌を思い出させます。 

 

ヤンゴンでは、今もイギリスの植民地時代に築かれた建物が使用されているなど、植

民地時代の痕跡を感じさせる物が少なくありません。そのノスタルジックな情景を楽し

むのも良いですが、これらが植民地時代に翻弄された多くの人々の犠牲の上にあること

にも思いを致してみると、また違った姿に見えてくるかもしれません。 

 

（弁護士 石塚 司） 
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セミナー・文献情報 

➢ セミナー  『執行開始直後の CCPA を中心に、欧州クッキー規制とタイ PDPA 

対応を含むグローバルデータ保護規制の最新動向』 

視聴期間  2020年 8月 3日（月） 13:30～17:30 

講師    田中 浩之 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

➢ 論文   「The International Comparative Legal Guide to: Aviation Finance  

& Leasing 2020 - Japan Chapter」 

掲載誌  The International Comparative Legal Guide to: Aviation Finance &  

Leasing 2020  First Edition 

著者   尾本 太郎、酒井 真  

 

➢ 論文   「Trademark Protection Towards the Upcoming Tokyo Olympics:  

Legal Framework to Regulate Ambush Marketing」 

掲載誌  Business Law International Vol.21 No.2 

著者   岡田 淳、石川 大輝 

 

➢ 論文   「インド進出にあたって知っておきたいインド会社法の基本」 

掲載誌  BUSINESS LAWYERS 

著者   御代田 有恒   

 

NEWS 

➢ 新型コロナウイルス対応 参考リンク集（随時更新） 

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

関するニュースレターや寄稿、官公庁等の最新公開情報のリンクを当事務所 HP

にまとめております。詳細はこちら、英語版はこちらをご参照ください。 

 

➢ 新型コロナウイルス感染症への対応について（5月 28日更新） 

世界的な新型コロナウイルス感染症拡大を受け、当事務所では下記の対応を実施

しております。 

 

■在宅勤務について 

日本国内における緊急事態宣言の解除を受けて、当事務所の国内各オフィスでは

段階的に業務を再開しつつ、引き続き出勤者を減らすなどの対応をとることとし

ております。当事務所の海外オフィスでも出勤者を減らすなどの対応をとってお

り、また、シンガポールオフィスでは引き続き在宅勤務態勢をとっております。 

国内外全ての弁護士等は在宅でセキュリティが確保された形で業務を継続でき

http://www.mhmjapan.com/ja/news/articles/2020/35.html
http://www.mhmjapan.com/en/news/articles/2020/506.html
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る体制を整えており、今後もクライアントの皆様へのサービスを切れ目なく継続

してまいります。 

このような状況のため、お電話はつながらない可能性もございますので、担当者

の連絡先をご存知の方は、直接電子メール等でご連絡をいただきますようお願い

申し上げます。 

また、郵便・FAX 等につきましては迅速に確認できない場合がございます。あら

かじめご了承いただき、お急ぎの場合には直接担当者までお問い合わせをいただ

きますようお願い申し上げます。 

  

■当事務所主催のセミナーについて 

当面の間、当事務所主催のセミナーに関しては、会場での開催を中止又は延期い

たします。ただし、ウェビナー・オンデマンド配信等によるセミナーの開催は継

続してまいりますので、今後のご案内をご確認いただければ幸いです。 

なお、中止又は延期となりました場合は、当該セミナーのウェブサイトにその旨

を記載するとともに、お申し込みいただいた方に順次メールにてご連絡を差し上

げます。既に中止・延期が決定しているセミナーについては、下記までお問い合

わせください。 

  

■非対面会議への移行について 

クライアント等の皆様との会議につきましても、引き続き当面の間、対面での会

議は原則として行わず、ウェブ会議や電話会議等の非対面形式での実施すること

としております。 

 

皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご協力を賜りますよう

お願い申し上げます。 

 

 

（セミナーに関するお問合せ先） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

E-mail: mhm_seminar@mhm-global.com 

 

（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 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 

mailto:mhm_seminar@mhm-global.com

