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第 129 号（2021 年 9 月号） 

今月のトピック 

1. ベトナム ： 証券法に関する新政令の制定 

2. タイ ： 電子土地事務所の創設 

3. インド ： インド不動産法制の特徴（日本との比較も交えて） 

4. ミャンマー ： ①： ミャンマーに対する経済制裁等の動向アップデート～

英国による追加制裁 

②： SAC の 2021 年 8 月 30 日付け Order による省庁の再

編 

③： CBM の最近の動向～輸入取引による外貨収益のチャッ

トへの転換義務、為替取引制限の撤廃について

④：  社会保障拠出金の納付期限延長に関する労働省の

Notification 

今月のコラム －シンガポールの貯水池と水戦略－ 

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129

号（2021 年 9 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. ベトナム： 証券法に関する新政令の制定

2021 年 1 月 1 日より施行されている公開会社の証券取引等に関する法令である証券

法（Law No.54/2019/QH14：「証券法」）の詳細を定める政令 Decree No.155/2020/ND-CP

（「本政令」）が 2020 年 12 月 31 日に成立し、2021 年 1 月 1 日より施行されています。

本政令の条文数は 311 条とベトナム法の中では特に長い法令であり、その内容は多岐に

わたりますが、本稿では、日系企業による公開会社への投資の観点で特に重要な内容を

紹介いたします。 

(1) 公開買付規制

証券法上、公開会社の議決権付株式総数の 25％以上を取得する場合等には原則と

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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して公開買付けの手続に従わなければならないところ、本政令では、以下を始めとし

て、公開買付けの規制内容がより明確化されています。 

 

(a) 株主総会決議による公開買付規制の適用除外 

 

ベトナムでは、日本の公開買付規制と大きく異なるポイントの 1 つとして、証券

法上、公開買付規制の対象となる取引であるとしても、当該取引が対象会社の株主

総会決議により承認された場合には公開買付けの手続によらなくてよいという点が

あります。この公開買付規制の適用を免れるための株主総会決議について、証券法

の文言上、①適用される決議要件や、②取引に利害関係を有する者（既に対象会社

の株式を保有する買付者や買付者に株式を譲渡することを合意している株主等）に

よる議決権の行使の可否ついては必ずしも明らかではありませんでした。この点に

関して、本政令では以下のとおり明確化されています。 

 

① 決議要件 議決権を有する株主の 50％超の賛成 

② 利害関係者の

議決権行使 

買付者、買付者への株式譲渡を合意する株主及びそれらの関

係者（証券法 4 条 46 項）は議決権を有さない 

 

(b) 競争法上の事前届出との関係 

 

ベトナムの競争法上、一定の基準に該当する企業買収については、競争局に対し

て事前届出を行い、クリアランスを取得する必要があります（詳細は本レター第 110

号（2020 年 5 月号）をご参照ください。）。このクリアランスを得るタイミングと公

開買付けの手続との関係について、本政令では、競争法上の事前届出が必要となる

取引を公開買付けにより実施する場合、公開買付けを開始するために必要となる証

券取引員会への公開買付けの登録申請に際して、申請書類の 1 つとして、競争局か

らのクリアランスを提出しなければならない（すなわち、証券取引委員会への公開

買付けの登録申請時には既に競争法上の事前届出の手続が完了していなければなら

ない。）ことが明確化されました。 

 

(2) 公開会社に適用される外資出資割合 

 

本政令では、公開会社に適用される外国投資家の出資割合の上限について以下のと

おり規定されています。特筆すべきは、本政令の施行前は、下記(c)に関して、関連法

令に外資出資割合の上限を定める規定が存在しない場合には、外資出資割合の上限は

49％に留まるとされていたのに対して、本政令では、外資による市場参入が条件付き

とされる事業分野のリストに外資出資割合の条件が特定されていない場合には、外資

出資比率の上限が 50％に上げられており、今後の投資ストラクチャーの検討に当た
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って念頭に置いておくべきポイントといえます。 

 

(a) 公開会社が、ベトナムが加盟している条約により外資出資割合が規制されている

分野の事業を行っている場合、当該外資出資割合規制が適用される。 

(b) 公開会社が、関連法により外資出資割合が規制されている分野の事業を行ってい

る場合、当該外資出資割合規制が適用される。 

(c) 公開会社が、外国投資家による市場参入が制限されている事業分野のリスト（投

資法に関する政令である Decree No. 31/2021/ND-CP の Appendix 1）に列挙され

る分野の事業を行っている場合、当該リスト記載の外資出資割合規制が適用され

る。 

また、公開会社が、外国投資家による市場参入が条件付きとされている事業分野

のリスト（同 Decree の Appendix 1.B）に列挙される事業を行っている場合で、

当該リストで外資出資割合の条件が特定されていない場合、外資出資割合の上限

は 50％となる。 

(d) 上記(a)～(c)のいずれにも該当しない場合、公開会社に適用される外資出資割合

に制限はない。 

(e) 公開会社が外資出資割合の上限が異なる複数の分野の事業を行う場合、最も低い

外資出資割合が上限となる。 

(f) 公開会社が上記(a)～(e)より低い外資出資割合の上限を定める場合、株主総会の

決議を経て定款に定めなければならない。 

 

(3) 公開会社のコーポレートガバナンス 

 

本政令は、2021 年 1 月 1 日より施行されている企業法（Law on Enterprises 

No.59/2020/QH14：「企業法」）を踏まえた公開会社のコーポレートガバナンスに関す

る規定を数多く置いています。本政令により廃止された公開会社のコーポレートガバ

ナンスに関する政令（Decree No.71/2017/ND-CP：「政令 71 号」）からの主な変更点

は以下のとおりです。 

 

(a) 上場会社の独立取締役の人数 

 

政令 71 号では、上場会社の取締役の少なくとも 3 分の 1 は独立取締役（当該会社

や親子会社・子会社の従業員ではなく、当該会社から取締役報酬以外の給料・報酬

等を受けていない等の要件を満たす取締役）でなければならないとされていたとこ

ろ、本政令は、以下のとおり取締役数に応じた具体的な独立取締役数の下限を設け、

3 分の 1 以上という要件を緩和しています。 

 

① 取締役が 3 名から 5 名の場合、少なくとも 1 名の独立取締役 
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② 取締役が 6 名から 8 名の場合、少なくとも 2 名の独立取締役 

③ 取締役が 9 名から 11 名の場合、少なくとも 3 名の独立取締役 

 

(b) 監査委員会（Auditing Committee）に関する規定の新設 

 

企業法上、株式会社の組織として、①株主総会・取締役会・監査役会（Inspection 

Committee）設置モデル又は②株式総会・取締役会・取締役会の下部組織としての

監査委員会（Auditing Committee）設置モデルのいずれかを選択できるところ、政令

71 号には監査委員会に関する規定は置かれていませんでした。これに対して、本政

令では、監査委員会の規定が新設され、その構成や権利義務等が具体的に定められ

ています。 

 

上記のほか、本政令には、公開会社に関する証券取引全般について重要な規定が数多

く含まれているため、公開会社を対象とする M&A 等、公開会社に関する証券取引に関

与される場合には、本政令の内容を把握することが肝要となります。 

 

（ご参考） 

本レター第 110 号（2020 年 5 月号）

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. タイ： 電子土地事務所の創設 

 

タイでは、土地の所有権の移転に際しては、当該土地を管轄する土地事務所（Land 

Office）で登記を行う（権原証書（title deed）の記載を更新する）必要があるところ、

2021 年 8 月 5 日、電子土地事務所に関する規則（「本規則」）が施行され、電子土地事

務所（Electronic Land Office）の制度が創設されました。本稿では、電子土地事務所の

概要を説明します。 
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(1) 電子土地事務所の概要 

 

電子土地事務所の特徴としては、土地事務所で保管すべき関係書類を紙媒体で保管

していた従来の土地事務所と異なり、関係書類が土地事務所が使用している電子シス

テム（「DOL IT System」）で保存される点が挙げられます。この点は、下記で述べる

いずれの種類の電子土地事務所にも該当します。 

電子土地事務所は、(a)Electronic land office、(b)Semi-online electronic land office

及び(c)Full system electronic land office の 3 種類に分類されており、このうち(c)にお

いては、取引書類及び登記申請書類への署名方法も電子化されている点が(a)及び(b)

と異なります。各電子土地事務所の概要は下表のとおりです。 

 
 

Electronic land 

office 

Semi-online 

electronic land 

office 

Full system 

electronic land 

office 

関係書類（土地事務所

保管分）の保管方法 

DOL IT System を利用して電子的に保存 

関係書類（当事者保管

分）の保管方法 

当事者が紙媒体で保管 

登記申請書や取引書類

への署名方法 

手書き署名 手書き署名 電子署名 

別の電子土地事務所の

管轄地域に所在する不

動産についての登記 

不可 可能 可能 

 

なお、従来の土地事務所が電子土地事務所となるためには、土地事務所長官が通達

で定める一定の要件を充足する必要があるとされていますが、当該通達はいまだ出さ

れておりません。したがって、現時点においては、本規則に基づく電子土地事務所は

存在していない状況であり、今後の展開を待つ必要があります。 

 

(2) 電子土地事務所における登記手続 

 

いずれの電子土地事務所においても、登記申請に際して申請者が土地事務所を物理

的に訪問する必要があるという点、及び、権原証書等の関係書類のうち当事者保管分

は当事者が紙媒体で保管する必要があるという点は、従前の土地事務所における登記

手続から変更されていません。 

他方、Semi-online electronic land office 及び Full system electronic land office にお

いては、他の電子土地事務所の管轄地域に所在する土地についても登記手続を行うこ

とが可能になります。他の電子土地事務所が管轄する登記手続については、一定の種
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類のものに限定して利用可能となる予定ですが、利用可能となる登記手続の範囲は本

規則には定められておらず、別の通達等において今後定められる予定です。 

 

 

 

 

 

3. インド： インド不動産法制の特徴（日本との比較も交えて） 

 

インドでは、昨年以降、新型コロナウイルスが猛威を振るい、一時期は、毎日の新規

感染者が数十万人規模に達する感染爆発やそれに伴うロックダウン（都市封鎖）によっ

て、経済活動に深刻な影響を見られたことは記憶に新しいところです。もっとも、最近

では、新規感染者が減少し、経済に関して明るい話も見られます。このような状況下、

インドへの投資活動を検討している日系企業もあると思われますが、本稿では、様々な

インドの法律分野の中でも特に理解が難しいといわれることがあるインドの不動産法

制について、日本の不動産法制との比較を織り交ぜながら、簡単にご紹介します。 

 

(1) 土地に関する権利 

 

日本では、土地に関する権利として、所有権と賃借権が思い浮かぶところですが、

インドでは、土地に関する権利としては、freehold と leasehold が一般的です。 

freehold は、当該土地に対する完全な法的所有権であり、日本の所有権と同じであ

ると考えることができます。 

これに対して、leasehold は、一定期間賃貸人との間で締結されるリース契約に基

づき、排他的に当該土地を占有し使用することができる権利です。当事者間の合意に

より権利の内容が定まるという意味では日本の賃貸借に近い要素があります。他方、

インド法上、リースホールドは「right in rem」（第三者に対して権利を主張できる権

利）であると考えられています。単なる債権的な権利ではなく、日本法でいうところ

の物権的性格を合わせ持つ権利であることから、「期間制限付きの所有権」という言

い方も可能であるように思われます。 

 

(2) 不動産登録制度 

 

日本における不動産登記制度では、法務局に対して届け出る対象は、いわゆる登記

事項（不動産の権利関係と物理的現況に関する一定の事項）であり、それが登記簿に

記載され公示されるという仕組みが採られています。不動産の登記は義務ではありま

せん（ただし、相続の登記を除きます。）。また不動産の所有権の移転に関して、当事

者間の合意により所有権が移転する（意思主義）一方、第三者との関係で権利を主張

弁護士 塙 晋 
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するには登記の具備を必要とするという考え方（対抗要件主義）が採られています。 

これに対し、インドにおける不動産登録制度では、当事者間で作成された不動産に

関する取引文書（例えば、不動産譲渡証書（sale deed）や不動産賃貸借証書（lease

 deed））が登録所へ提出され、その正本又は謄本が年代順に編綴される仕組みが採ら

れています。具体的には、100 インドルピー（現在の為替レートで約 150 円）以上の

価値を有する不動産上の権利の譲渡・発生・消滅に関する取引や 1 年以上の期間の定

めのある不動産賃貸借に関する取引文書について登録義務があります。これらの取引

文書の登録は、当該取引の効力発生要件であり、登録がなければ、当事者間でも当該

取引は無効です。また、登録されていない取引文書は、訴訟において証拠として認め

られず、当該契約は執行することができません。 

以上について日本の不動産登記制度との違いをまとめると以下のとおりです。 

 

 インド 日本 

登録/登記の対象 一定の不動産取引に関する「文

書」 

不動産の権利関係と物理的現況

に関する「情報」 

登録/登記の義務 一定の不動産の取引文書は義務 （相続登記を除き）義務ではない 

登録/登記の効果 効力発生要件 対抗要件 

 

(3) 不動産に関連する外資規制の概略 

 

不動産に関連する外資規制については、国によりその内容は様々ですが、一般的に

2 つのカテゴリに分けることができます。不動産の「取得・利用」に関する外資規制

と不動産に関連する「事業」に関する外資規制であり、インドについてもこの 2 つの

観点から見ることが有用です。 

前者の不動産の「取得・利用」に関する外資規制に関して、インドでは、インド非

居住者による不動産の取引は原則として禁止されます（ただし、5 年以下の期間の賃

借権取引を除きます。）。もっとも、インド居住者は、原則として自由に不動産の取引

を行うことができるとされています。 

不動産に関連する「事業」に関する外資規制については、インド法上、不動産業（r

eal estate business）に対する外国直接投資が全面的に禁止されています。もっとも、建

設開発プロジェクト（construction-development project）というカテゴリに該当する場合に

は、一定の条件の下で、自動ルートで、外資による出資が 100％まで可能です。 

 

最後に、本稿の内容を含め、弊事務所のインド・プラクティスグループにおける不動

産案件の豊富な経験とノウハウに基づき、インドの不動産法制及び実務を理論面と実践

面から総覧的にまとめた書籍が「インド不動産法制－理論と実践：不動産に関連する法

制度一般から合弁・M&A 等のプロジェクトまで」（川村隆太郎編著、株式会社商事法務、

2021 年 4 月）です。本書の発刊を祈念して、小山洋平弁護士及び川村隆太郎弁護士に
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て、インド不動産法制に関するウェビナーを全 4 回シリーズで近日中に随時リリースし

て参ります。ぜひご活用いただけますと幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ミャンマー 

 

①： ミャンマーに対する経済制裁等の動向アップデート～英国による

追加制裁 

 

2021 年 2 月 1 日のミャンマーにおける国家緊急事態宣言の発出後の対ミャンマー経

済制裁の概要については、本レター第 121 号（2021 年 2 月号）以降の各号においてお

伝えしたとおりです。これらに続き、英国財務省（HM Treasury）は、英国時間 2021

年 9 月 2 日、武器調達を含むミャンマー国軍への支援の提供を理由に、ミャンマーの実

業家であるテイ・ザ氏及び同氏が会長を務めるミャンマー最大規模の財閥である HTOO 

GROUP OF COMPANIES を資産凍結措置の対象者に追加しました。2021 年 2 月 1 日

以降、MEHL 及び MEC といった国軍系複合企業や国軍関係者の関連企業を除く純然た

る民間企業が経済制裁の対象として指定されるのは今回が初めてであり、米国を含む国

際社会が今後同様の対応を行うかが注目されます。 

 

（ご参考） 

本レター第 121 号（2021 年 2 月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00047375/20210222-105742.pdf 

本レター第 122 号（2021 年 3 月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00047694/20210322-124724.pdf 

本レター第 124 号（2021 年 4 月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00047945/20210420-125710.pdf 

本レター第 125 号（2021 年 5 月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00048126/20210520-111356.pdf 

本レター第 126 号（2021 年 6 月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00048270/20210621-114402.pdf 

本レター第 127 号（2021 年 7 月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00049679/20210721-024020.pdf 

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 

 

弁護士 川村 隆太郎 

 +65-6593-9754（シンガポール） 

 ryutaro.kawamura@mhm-global.com 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00047375/20210222-105742.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00047694/20210322-124724.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00047945/20210420-125710.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00048126/20210520-111356.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00048270/20210621-114402.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00049679/20210721-024020.pdf
mailto:yohei.koyama@mhm-global.com
mailto:yoshinori.usui@mhm-global.com
mailto:ryutaro.kawamura@mhm-global.com
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②： SAC の 2021 年 8 月 30 日付け Order による省庁の再編 

 

国家緊急事態宣言後の省庁再編の状況については、本レター第 125 号（2021 年 5 月

号）以降の各号においてお伝えしたとおりです。これらに続き、ミャンマーの国家行政

評議会（State Administration Council）は、2021 年 8 月 30 日付け Order 第 176 号にお

いて、連邦法務長官府（Union Attorney General Office）を法務省（Ministry of Legal 

Affairs）に改組することを公表しました。 

 

（ご参考） 

本レター第 125 号（2021 年 5 月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00048126/20210520-111356.pdf 

本レター第 127 号（2021 年 7 月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00049679/20210721-024020.pdf 

本レター第 128 号（2021 年 8 月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00049892/20210820-105239.pdf 

 

③： CBM の最近の動向～輸入取引による外貨収益のチャットへの転換

義務、為替取引制限の撤廃について 

 

ミャンマー中央銀行（Central Bank of Myanmar：「CBM」）は、2021 年 9 月 3 日付け

Notification 第 33/2021 号（「本 Notification」）において、外国為替管理法（Foreign 

Exchange Management Law：「外為管理法」）の定めに基づく規制として、輸出取引で

得た外貨建て収益を当該取引から 4 か月以内に外貨取扱業者に対して売却しなければ

ならない旨を公表しました。外為管理法及び同法の下位規範である外国為替管理規則

（Foreign Exchange Management Regulations）上、輸出取引による外貨建て収益は 6

か月以内に国内口座に入金する必要があることが定められていましたが、本 Notification

により、国内口座の外貨建て収益を全て国内通貨に転換することが義務付けられること

になります。ミャンマー国内における外貨不足とそれに伴う急激なチャット安の進行を

受けた措置であると解されます。 

為替取引関係では、本レター第 128 号（2021 年 8 月号）でお伝えしたとおり、CBM

は 8 月上旬に管理相場制への移行を表明しました。その内容として、銀行や両替商にお

ける外国為替レートは、CBM が公表する参照レートから上下 0.8％以内に制限されるこ

とになっておりましたが、2021年9月10日付けDirective 第12/2021号（「本Directive」）

において、同制限の撤廃を発表しました。理由は明らかにされておりませんが、実勢に

即した市場レートでの取引を認めることにより、取引の停滞が深刻化している外貨取引

の状況を改善する狙いがあるように思われます。 

本 Notification 及び本 Directive により今後現地事業者にどのような影響が及ぶのか、

注視していく必要がありそうです。 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00048126/20210520-111356.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00049679/20210721-024020.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00049892/20210820-105239.pdf
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（ご参考） 

本レター第 128 号（2021 年 8 月号） 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00049892/20210820-105239.pdf 

 

④： 社会保障拠出金の納付期限延長に関する労働省の Notification 

 

労働省（Ministry of Labour：「MOL」）は、2021 年 8 月 6 日付け Notification 第 341/2021

号において、社会保障法（Social Security Law）に基づく社会保障拠出金の納付期限を、

「各月の終了後 6 か月以内」とする旨を公表しました。社会保障法の規定上、同拠出金

の納付期限は「各月の終了後 15 日以内」と定められていますが、労働移民人口省（当

時）は、2020 年 3 月 20 日付け Notification 第 63/2020 号において「各月の終了後 3 か

月以内」とする旨を公表していました。今回の措置は、現下のミャンマー情勢を踏まえ、

納付期限を更に延長するものとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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 

 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00049892/20210820-105239.pdf
mailto:takeshi.mukawa@mhm-global.com
mailto:atsushi.inoue@mhm-global.com
mailto:kana.manabe@mhm-global.com
mailto:tsukasa.ishizuka@mhm-global.com
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今月のコラム－シンガポールの貯水池と水戦略－ 

 

今回は、シンガポールの貯水池と水戦略についてご紹介します。 

シンガポールといえば、高層ビル群の輝かしい夜景を思い浮かべる方が多いと思います。

しかし、狭い国土ながら、自然保護にも力が入っており、整備された公園・自然保護区が随所

に見られます（そこではサルやリスに出くわすことも）。中でも、数々の貯水池（Reservoir）の

景色は、「シンガポール＝都会」というイメージを忘れる程の自然美です。 

 

貯水池は、トレイルランニング・ウォーキング、カ

ヤック、釣り、伝統的な手漕ぎ舟であるドラゴンボ

ート等のアクティビティに活用されていますが、本

来の「貯水池」という名のとおり、水源としての役割

を果たしています。 

シンガポールは、東南アジアらしく多雨地域にあ

るものの、国土が狭い・平坦なために保水能力が

乏しく、かつ、人口密度が高いために、需要が国内

の供給を上回る状態です。そのため、隣国マレーシ

アから水を輸入して供給を保ちつつ、政策としても

水戦略を練ってきました。 

そんなシンガポールの水源は、(1)雨水等を貯水している貯水池、(2)輸入水、(3)下水再生

水、(4)海水淡水化、に分かれ（4 つの蛇口：Four National Taps）、貯水池も水源の一つとし

て機能しています。 

最も歴史ある貯水池は、マクリッチ貯水池であ

り、イギリス植民地時代の 1860 年代に建設され

ました。 

現在では、17 か所まで拡大し、国土の 3 分の

2の地域に降る雨を確保できるようになりました。

ここまで都市部の雨水を集積・利用している国は

世界でも少数とのこと。「1 滴でも雨水を逃さな

い！」との意識の高さを感じます。 

 

 

もちろん水質検証・管理も欠かせません。シンガポールの水道水は、一般的に飲用可能と

されており、清潔な上水道が提供されています。 

水処理費用の組み込み等により、水道料金は上昇傾向にありますが、その結果か、国民

の水消費量もやや減少傾向にあります。そして、政策としても水使用量削減の目標が掲げら

れています。 

【写真 1：マクリッチ貯水池】 

【写真 2：ロウワーピアース貯水池】 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

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。 
© 2021 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

12 
 

 

 

 

昨今、世界中で水の重要性が叫ばれています

が、シンガポールでも同様のようですね。 

シンガポールにいらした際には、そんな水事情

を心に留めつつ、島内の美しい貯水池に足を運

んでみてはいかがでしょうか。 

 

 

 

 

（弁護士 山口 みどり） 

 

 

 

 

【写真3：アッパーピアース貯水池】 
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セミナー・文献情報 

➢ セミナー  『海外グループガバナンス・海外コンプライアンスの実務 ～「ビジネ

スと人権」や新型コロナウイルス等の最新対応も含めて～』 

視聴期間  2021 年 9 月 30 日（木）10:00～2021 年 12 月 1 日（水）17:00 

講師    梅津 英明 

主催    株式会社商事法務 

 

➢ セミナー  『グローバル(欧米・アジア／BRICs)データ保護規制の要点比較と最

新実務対応〜欧州(GDPR 対応雛形配布)・米国・アジア／BRICs(タイ・

ブラジル・中国・シンガポール・香港・フィリピン・インド・インド

ネシア・ベトナム・マレーシア・韓国・台湾・ロシア)のデータ保護法

〜』 

開催日時  2021 年 10 月 8 日（金）13:30～16:30 

講師    田中 浩之 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

➢ セミナー  『今、日本企業に求められる「ビジネスと人権」の実務対応 ～ウイグ

ル・ミャンマー等の最新動向も含めて～』 

視聴期間  2021 年 10 月 21 日（木）10:00～2021 年 12 月 21 日（火）17:00 

講師    梅津 英明 

主催    株式会社商事法務 

 

➢ 論文    「サステナビリティへの取組みと独禁法・競争法―諸外国及び日本

の動向を踏まえた企業の事業活動への示唆」 

掲載誌   NBL Vol.1200 

著者    高宮 雄介 

 

➢ 論文    「International Comparative Legal Guide to: International Arbitration 

2021 - Japan Chapter」 

掲載誌   International Comparative Legal Guide to: International Arbitration 

2021 

著者    金丸 祐子、辰野 嘉則 

 

NEWS 

➢ ALB M&A Rankings 2021 にて高い評価を得ました 

Thomson Reuters が発行する ALB（Asian Legal Business）2021 年 9 月号の特

集記事 「M&A Rankings 2021」 にて、当事務所は日本の法律事務所として Tier 

1 に選ばれました。 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

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。 
© 2021 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

14 
 

なお、Thailand においては、Chandler MHM（バンコクオフィス）が Tier 2 に選

ばれております。 

 

➢ MHM マイページを開設いたしました 

2021 年 9 月 10 日（金）、当事務所では、セミナー、ニュースレター、書籍・論

文、官公庁からの公表事項等に関する情報を一元的に収集・閲覧できるポータル

サイトとして、「MHM マイページ」を開設いたしました。 

MHM マイページは、ご登録いただければいつでもご利用いただけるオンライン

サービスです。 

 

≪MHM マイページでできること≫ 

①当事務所主催セミナーのお申込みや動画・資料の閲覧 

・当事務所主催セミナーへのお申込み、お申込み後の変更・キャンセル 

・当事務所主催オンデマンド配信セミナーの動画視聴 

・当事務所主催セミナーで配布した資料の閲覧 

その他、当事務所主催セミナーに関して、当事務所の公式ウェブサイトに掲載さ

れていないコンテンツをご覧いただけます。 

 

②ニュースレターの配信登録・停止 

ニュースレターの配信登録・停止ができるほか、一覧やキーワード検索からバッ

クナンバーへアクセスいただけます。 

 

③関心分野に関する情報の一括収集・メール受信 

関心のある分野/キーワード/弁護士に関連するニュースレター/セミナー/著書・論

文/法務トピックスを、メールで定期的に受信するよう設定できるほか、MHM マ

イページのトップページや「お気に入り」ページに集約することができます。 

 

④今後もお役に立つコンテンツを増やしていく予定です 

 

ご登録・ご利用についての詳細はこちらをご覧ください。 

 

（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 

https://mypage.mhmjapan.com/ja

