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グローバルモビリティ～イミグレーション～ 
東南アジア諸国の出入国の最新状況：コロナ禍で続いた入国制限が緩和？ 

2020 年 9 月 

はじめに 

新型コロナウイルス感染症 COVID-19（以下「本感染症」）下で各国で入国制限が設けられていますが、本稿執筆時点

（2020 年 8 月 25 日）では、国によっては一部緩和の動きが見受けられます。 

日系企業が多数進出している東南アジア各国でも、緩和措置により、新規で就労ビザを取得した新規赴任者の入国が認め

られるケースが増えてきています。本稿では、現状（8 月 25 日時点）における、長期赴任者に対する東南アジア諸国での入

国制限の状況をまとめました。本感染症下での入国に際しては、従来の就労ビザの取得に加え、国によっては PCR 陰性やそ

の他渡航前の追加証明書（健康診断書等）の取得が必要となっており、手続きが煩雑化するとともに、非常に流動的で

す。今回はともすると正確な情報が入手しにくい、航空便の運航状況及び現地の隔離施設に関するアップデート情報を中心

に紹介します。 

1. 東南アジア主要 6 カ国の出入国の現状 

東南アジア 6 カ国（シンガポール、インドネシア、タイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー）の最新状況を見てみますと、入国制限

と言いつつも、事実上日本からの長期赴任者の赴任再開が始まっている状況です。しかしながら、フライト本数が少なく予約
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が困難であったり、またはビザ申請のための在日公館の申請枠の空きがない国が多く、なかなか実際に渡航できる状況に至ら

ないというのが現状かと思われます。 

日本での PCR の事前検査の必要性は国ごとに異なりますが、上記 6 カ国すべてにおいて通常の手続きに加え、入国時の健

康状態の情報を事前に提供する必要があります。なお、航空会社独自のルールにもとづき、渡航者に PCR 検査を義務付けて

いる場合もあるため、必要に応じて渡航前に別途航空会社と確認することをお勧めします。6 カ国すべてで入国後の隔離措

置が義務付けられていますが、隔離施設の予約方法や施設のタイプは国ごとに異なります。現状、自宅隔離を認めている国

はないため、特に家族帯同の場合は隔離施設につき、事前によく調べておく必要があります。 

出張者については、8 月に日本の茂木外務大臣が東南アジア諸国と個別協議を行い、入国後 14 日間の隔離期間中も、

行動範囲を限定した形でのビジネス活動を可能とする「ビジネストラック」の開設について協議しておりますので、9 月には各国

のアップデートがあるものと思われます。 

東南アジア主要 6 カ国の出入国状況（2020 年 8 月 25 日現在） 

 シンガポール インドネシア タイ ベトナム マレーシア ミャンマー 

移動手段 

通常便／

臨時便の有

無 

通常便 通常便 臨時便のみ 臨時便のみ 通常便 

救援便のみ 

（ミャンマー

国籍優

先） 

入国後の隔

離期間 
14 日間 14 日間 14 日間 14 日間 14 日間 

7 日もしくは

14 日間 

日本出国

前の PCR

検査の必要

性 

不要だが入国

後に必須 

不要 

（その場

合、入国後

に必要） 

必須 必須 
不要だが入

国後に必須 
必須 

隔離施設 
政府の指定

（ホテル） 

施設を指定

されるが、ホ

テル予約も

可能 

自分で予

約が必要 

施設を指定

されるが、ホ

テル予約も

可能 

政府の指定

（ホテル） 

政府の指定

（ホテル） 

以下では国ごとの個別状況について見ていきたいと思います。 

2. 国別の現状解説 

1. シンガポール 

現時点でシンガポールにおける長期ビザ保有者の入国は緩和されていますが、入国後は Stay-Home Notice（SHN）に伴い、

労働省（MoM: Ministry of Manpower）の指定の施設での 14 日間滞在が義務付けられています。なお、費用は一人当た

り SGD 2,000（GST 含む）のシングルルームですが、事前に申請をした場合、家族と同室を希望することも可能です。 

また、出張者については「ビジネストラック」を設け、14 日間の SHN なしで出張での往来を 9 月からの再開を目指して両国外

相間が合意していますので、こちらも近々状況が変わるものと思われます。 

MoM は長期ビザによる入国許可の優先度について正式な見解は出していないため、優先される要件は特にありませんが、実

際に入国が認められたケースから見る傾向は下記の通りです。 

 子供を帯同している場合 

 出国元からシンガポールへの飛行機の便数が少ない場合 

（日本からの便数は多いため、この点では不利になるものと思われます） 

 シンガポール政府関係の業務を行う場合 

入国前、入国後における要件は下記の通りです。 

＜入国前＞ 

 指定の申請用紙（LoC : Letter of Consent）をシンガポール入国の 2 週間以内に Web 上で提出 

 承認可否の結果は email で受領、正午（12 時）までに提出した場合は当日午後、午後に提出した場合は翌日午前

中に申請結果を MoM より受領 

 MoM からの承認を受領する前の出国禁止 
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 入国 3 日前にシンガポールの到着カード（SG Arrival Card）の電子申告で健康状況の申告が必要。到着 3 日前まで

に提出が必要で、本感染症に関連した病院への往診、健康状態や旅行履歴に変更がある場合は、シンガポールに到着

する前に申告を更新して再提出 

＜入国後＞ 

 入国後 14 日の自主隔離（SHN） 

 空港から自主隔離のホテル・自宅まで寄り道せず直接行くこと（移動手段については特に明記されていません） 

 PCR 検査費用と 14 日間の SHN の費用は法人が負担すること 

 WhatsApp をダウンロードして、MoM と電話もしくはテレビ電話での定期的な通話を求められる、SHN 期間は MoM か

らの連絡後 1 時間以内に返事をすること 

 入国日から 2，3 日以内に MoM からショートメールがくるので、体温を 1 日 3 回測定し記録するアプリ（Homer 

App）をダウンロードすること 

 自宅での SHN 中は会社が責任をもって、日用品及び食べ物の配達の管理を行うこと 

 指定の時間に本感染症の検査受け、終わったらすぐに帰宅すること 

上記に違反があった場合のペナルティは、雇用主も本人も家族も含め対象となります。 

現時点では「ビジネストラック」がないため、下記の通り、会社の命によるシンガポールから海外への出張時は従業員に SHN と

本感染症の PCR 検査費用を負担させることはできません。 

外国籍従業員の状況 出国理由 コスト負担者 

既存の EP 保有者 

業務上の出国 会社が SHN と本感染症検査の費用を全額負担する必要がある 

プライベートな出国 会社と個人が話し合いをして負担者を決めることが可能 

新規 EP もしくは

IPA(in-principle 

approvals) 保有者 

新規赴任 会社が SHN と本感染症検査の費用を全額負担する必要がある 

 

2. インドネシア 

インドネシア政府は４月２日から、一部の例外を除いて、全ての外国人のインドネシア入国及びトランジットを一時的に禁止

していますが、投資調整庁（BKPM）は、インドネシア経済に貢献する活動を行うものと認められたビジネス関係者に対し、

新規査証発給のための推薦状（サポートレター）を発行する制度を導入していて、同推薦状を持参すれば新規査証発給手

続きを進められます。 

日本に一時帰国中の滞在許可（KITAS）保持者は再入国可能ですが、就労ビザの期限延長が必要な場合、9 月 8 日ま

でにインドネシア国内で再申請を行わなければ、KITAS は失効してしまいます。 

入国後の自主隔離場所としては、指定の隔離施設又はインドネシア政府当局の管理下にあるホテルのいずれかを選択するこ

とになります。隔離施設にてそのまま待機する場合は、滞在費は無料とされる一方、相部屋となるよう可能性があり、待機環

境としては必ずしも良好とは言えません。 

3. タイ 

国際旅客便の着陸禁止措置は 6 月 30 日に解除されていますが、その後も一般の国際旅客便は運航していないため、ビジ

ネス渡航者はタイ人帰還便や入国可能者が搭乗する特別便などに搭乗する必要があり、現状、かなりの予約待ちが生じて

いる状況です。なお、日本からの赴任者の場合、有効な労働許可を保持していれば、本人及びその配偶者と子供は入国が

認められています。 

なお、隔離期間は自分で代替政府隔離施設 (Alternative State Quarantine (ASQ))を予約する必要があります。隔離用

の認可ホテルの一覧はタイ保健省の隔離施設の詳細に掲載されていますが、現在かなり混雑していて、予約が困難な模様で

す。 

4. ベトナム 

日本政府及びベトナム政府は、自国の本感染症防止対策に関する規制の十分な厳守を確保した上で、今後、両国間の往

来に対する制限を部分的・段階的に緩和していくことで一致していると発表があったものの、その後の詳細アップデートは未だあ

りません。 
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現時点では、日本からベトナムへの定期旅客便は運航されておらず、臨時便によるフライトは月 2 回程度運航されています。

ベトナムについては既に本感染症による一時帰国者は概ね再入国を完了していて、新規赴任者の入国が始まっている状況で

す。ただし労働許可の手続きが煩雑なため、特別入国措置（日越政府間の特別なもの）を申請した場合であっても、最終

的な入国までには時間を要しているようです。 

隔離施設は、政府指定のものもありますが、事前の申請を行えばホテルでの隔離も可能となります。 

5. マレーシア 

航空便の定期運航は継続していて、赴任者の入国は徐々に増えている傾向にあります。マレーシアはインドネシア等、東南ア

ジアの他国に比べて退避を目的に一時出国をした赴任者はあまり多くないため、入国しているのは主に新規赴任者だと思わ

れます。マレーシアの場合、強制隔離施設は、マレーシア政府が指定した施設（ホテル等）のみのため、強制隔離対象者が

隔離先の施設を自分で選択することはできません。隔離費用は日本人の場合、1 人あたり 1 日最大 150 リンギット×強制隔

離日数となります。 

6. ミャンマー 

空路によるミャンマーへの入国制限が 2020 年 8 月 31 日まで延長がされています。4 月には 60%近くの赴任者が一時退避

との情報があり、その後 5 月に定期運航便が中止になったため、おそらく現時点で 70%近くは国外退避中だと思われます。 

ミャンマーへの再入国ですが、日本からの救援便によるミャンマー国籍者の入国は再開されて、空いた座席を利用した日本人

の入国も始まっています。運航が確定している 9 月 3 日と 9 月 10 日の便以降の救援便の予定は、本稿執筆時点では未定

です。原則、救援便に搭乗が認められるのは、ミャンマーにおいて必要不可欠なサービスを提供するとみなされる場合に限られ、

かつ各救援便への搭乗は各社 1 名までとなっていて、これらの条件を満たす一時帰国中だった日本人赴任者（ODA のプロ

ジェクトにかかわっている人が優先）の入国が認められている状況です。 

隔離期間は、日本での 1 週間隔離（離陸 72 時間以内の PCR 陰性証明が必要）、到着後 1 週間隔離（施設は指定、

日本人の場合ホテルが選ばれることが多い）、その後 1 週間の自宅待機となります。ただし条件を満たす場合、到着後 1 週

間隔離を行えばその後の自宅待機は不要となりますが、対象基準については不明瞭な状況です。 

なお、ミャンマーについては 9 月上旬に入国後の自宅待機等の措置を取りつつ、長期滞在者の日本・ミャンマー双方向の往来

が可能となる「レジデンストラック」を開始すべく、政府間で協議している状況ですので、近々アップデートがあるものと思われま

す。 

おわりに 

本感染症下での出入国は状況が流動的で、情報の更新頻度が非常に高いため、常に正しい最新情報を入手できる内部

体制を構築し、派遣元・派遣先間での密接な連携が重要です。また、一時帰国者については派遣元、派遣先双方での税

務面への影響もあるため、実務上の取り扱いについては、税務・イミグレーション両側面に精通している専門家への照会が必

要です。 

日系企業の場合、税務コンプライアンスに係る赴任者情報やイミグレーション情報については、赴任者及びその家族のビザ有

効期限含め、国際人事で何も管理していないケースがまだ大半です。コロナ禍で予期せず就労ビザが失効してしまった、A 国か

ら B 国に異動予定であったが、再赴任先 B 国の入国制限のため日本に一時帰国している、現地移民局は既存ビザの更新

手続きは行なっているが、新規ビザの発行は行なっていない、など、コロナ禍においては通常に比べ赴任者イミグレーションが非

常に複雑になっており、情報整理と管理の重要性が増しています。国際人事として会社及び赴任者にとって最適な判断をタ

イムリーに下すためには、赴任者情報を一つのイミグレーションプラットフォームにまとめ、全体の状況をいつでも可視化できる状

態にしておくことが極めて重要になっています。 
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