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BACKGROUND 背景 

On 23 September 2014, the Indonesian House of 

Representatives passed a new insurance law (the “New 

Insurance Law”) which was subsequently enacted by 

the President of Indonesia on 17 October 2014. The 

New Insurance Law replaces the previous insurance law 

passed in 1992 (the “1992 Law”) and regulates all 

insurance businesses in Indonesia including insurers, 

reinsurers, brokers, loss adjusters and agents. This 

briefing focusses on the impact the New Insurance Law 

will have on insurers and reinsurers. 

2014 年 9 月 23 日、インドネシアの下院にあたる国民代

表院は新しい保険法（「新保険法」）を可決した。同法

はその後、10 月 17 日にインドネシア大統領により施行

された。新保険法は 1992 年に制定された旧保険法

（「1992 年法」）に代わるものであり、保険会社、再

保険会社、保険ブローカー、損害査定業者及び代理店

等、インドネシアで保険業務を営む全ての保険業者を規

制する。本アップデートは、新保険法が保険会社及び再

保険会社に及ぼす影響に焦点をあてたものである。 

The 1992 Law and the secondary regulations that were 

issued pursuant to it created a labyrinth of insurance 

legislation which became increasingly difficult to 

interpret and often led to legal uncertainty. The New 

Insurance Law introduces significant new provisions and 

is aimed at improving and clarifying the legal and 

regulatory framework within which the insurance 

industry operates in Indonesia. 

1992 年法及び同法に基づき発令された二次的規則は、

保険業界の法制度に混乱をもたらした。その結果、法規

定の解釈が一段と困難になったほか、法的な不確実性を

もたらすケースも多くなった。新保険法は、重要な条項

を新たに盛り込み、インドネシアにおいて保険業者が事

業を営む法規制上の枠組みを改善し、明確化することを

目指している。 

As is commonly the case in Indonesia, the New 

Insurance Law is drafted in broad terms aimed at 

capturing key principles and it specifically states that 

detailed regulations supplementing it will be issued by 

the Government or the Indonesian Financial Services 

Authority (the “OJK”) within two and a half years from 

the New Insurance Law coming into effect.  In the 

meantime, the existing regulations under the 1992 Law 

will be applied to the New Insurance Law, but only to the 

extent that they do not conflict with the provisions of the 

New Insurance Law. 

インドネシアでは一般的であるが、新保険法でも主要な

原則を盛り込むために抽象的な表現が使われている。ま

た、新保険法は、同法の施行から 2 年半以内に、政府又

はインドネシア金融サービス庁（「OJK」）が同法を補

完する規則を発令する旨を明確に規定している。かかる

規則が発令されるまでの間は、新保険法の規定に抵触し

ない範囲において、1992 年法に基づく既存の規則が新

保険法にも適用される。 

Indonesia’s New Insurance Law 

The information contained in this update is accurate as at 31 October 2014. 本アップデートの内容は 2014 年 10 月 31 日現在のものです。 
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KEY PROVISIONS OF THE NEW 
INSURANCE LAW 

新保険法の主要な規定 

SPEED READ 概要 

The New Insurance Law introduces the following key 

provisions: 

 a single presence policy; 

 a tightening of the definition of Indonesian 

shareholdings for the purposes of the foreign 

ownership cap; 

 the obligation on insurers and reinsurers to 

nominate a “controlling party”; 

 the obligation to spin off of Shariah business to 

a separate entity; 

 the obligation to optimize the use of domestic 

insurance and reinsurance to increase domestic 

capacity; and 

 the introduction of the insurance policy 

guarantee program. 

新保険法は次に挙げる主要な規定を盛り込んでいる。 

 単一持株政策（Single Presence Policy） 

 外資保有制限を適用する際のインドネシア内国

資本による持分保有に関する定義の厳格化 

 保険会社及び再保険会社が「コントローラー」

を指名する義務 

 イスラム保険事業を別法人へスピンオフする義

務 

 国内の保険引受能力を拡大するために国内の保

険会社及び再保険会社の利用を最大化する義

務、並びに 

 保険証書保証プログラムの導入 

SINGLE PRESENCE POLICY 単一持株政策（Single Presence Policy） 

Under the New Insurance Law, legal entities and 

individuals may, at any one time, only hold one 

controlling stake in each of the following categories of 

insurer or reinsurer: 

 conventional life insurance company;  

 conventional general insurance company; 

 conventional reinsurance company; 

 Shariah life insurance company; 

 Shariah general insurance company; and/or  

 Shariah reinsurance company.  

新保険法によれば、法人及び個人は、いずれの時点にお

いても、次に挙げるそれぞれの保険会社又は再保険会社

の分類において、単一の会社の支配持分のみ保有するこ

とが認められる。 

 通常の生命保険会社  

 通常の損害保険会社 

 通常の再保険会社 

 イスラム生命保険会社 

 イスラム損害保険会社、及び／又は 

 イスラム再保険会社 

Those shareholders with a controlling stake in more than 

one insurer or reinsurer in a particular category must 

comply with the single presence policy within three 

years. Insurers or reinsurers which are owned by the 

State are, however, exempted from the single presence 

policy. 

特定の分類に属する複数の保険会社又は再保険会社に支

配持分を保有する株主は、3 年以内に単一持株政策を遵

守しなければならない。但し、国営の保険会社又は再保

険会社は、単一持株政策の適用を除外される。 

The term “controlling stake” is not defined in the New 「支配持分」という用語は新保険法の中では定義されて
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Insurance Law, but it is expected to be defined in 

subsequent OJK regulation.  The term could be 

interpreted as the percentage ownership threshold 

which requires “fit and proper” approval from the OJK 

(i.e. 25% or more), which would be consistent with the 

interpretation of the single presence rule applicable in 

the banking sector.  Alternatively, it could be interpreted 

to be consistent with the definition of “controller” (please 

refer to the paragraph entitled “Controlling Party” below), 

which implies a higher threshold. Until this point is 

clarified in subsequent OJK regulation, it will be 

necessary for shareholders and the insurers/reinsurers 

themselves to discuss this directly with the OJK. 

いないが、OJK が今後発令する規則の中で定義される

見通しである。当該定義は、OJK による｢適格性（fit 

and proper）｣の承認が必要とされる持分比率（25％以

上）と同じ比率であると解釈される可能性もあり、この

比率は銀行業において適用されている単一持株規則の解

釈とも合致するものである。もう一つの可能性として、

当該定義が「コントローラー（controller）」（後述の

「コントローラー（controller）」の章を参照。）の定義

に合致するものと解釈されることが考えられるが、その

場合にはより高い比率になることを意味する。OJK が

今後発令する規則の中でこの点が明確にされるまでは、

株主及び保険会社／再保険会社は、この点について

OJK と直接協議する必要がある。 

The introduction of a single presence policy in the 

insurance sector is intended to promote consolidation. It 

will have a considerable impact on shareholders with 

controlling stakes in Indonesian insurers and reinsurers 

looking to acquire new businesses in Indonesia to 

supplement their existing Indonesian businesses in the 

same category and, equally importantly, on 

shareholders who currently have controlling stakes in 

more than one Indonesian insurer or reinsurer in the 

same category. It will not, however, impact on 

shareholders who hold more than one controlling stake 

in Indonesian insurers or reinsurers in different 

categories. 

単一持株政策の保険業界への導入は、企業統合を促すこ

とを意図したものであるが、インドネシアの保険会社及

び再保険会社の支配持分を保有して展開している既存事

業を補完するために、同国で同一の分類に属する新規事

業の獲得を模索している株主だけでなく、現在同一の分

類に属する複数のインドネシアの保険会社又は再保険会

社に支配持分を保有している株主にも、同様に多大な影

響を及ぼす重要な変更である。但し、複数のインドネシ

アの保険会社又は再保険会社に支配持分を保有している

場合でも、それらが異なる分類であれば、当該株主には

影響は及ばない。 

The New Insurance Law does not contain any 

“grandfathering” provisions which would exempt 

shareholders who currently hold more than one 

controlling stake in a particular category of Indonesian 

insurer or reinsurer from compliance with the single 

presence policy. Whilst subsequent OJK regulation may 

introduce this concept, we believe this to be unlikely 

based on the single presence policy precedent in the 

banking sector, which did not permit any 

“grandfathering”. If specific “grandfathering” provisions 

are not introduced in subsequent OJK regulation, those 

shareholders will be obliged to either divest shares in 

the relevant companies (whether in full or just down to a 

non-controlling stake) or to merge or otherwise 

amalgamate their separate holdings within the relevant 

three year period. 

新保険法は、現在特定の分類に属する複数のインドネシ

アの保険会社又は再保険会社に支配持分を保有している

株主について、単一持株政策の遵守を免除する

「grandfathering」条項（既得権者除外条項）を設けて

いない。OJK が今後発令する規則に同条項が導入され

る可能性は残るものの、銀行業界で既に実施されている

単一持株政策では「grandfathering」が認められていな

いことに鑑みると、同条項が盛り込まれる可能性は低い

と考える。OJK が今後発令する規則に特別な

「grandfathering」条項が盛り込まれない場合には、対

象となる株主はそれぞれ 3 年以内に、対象となる会社の

持分を（持分すべて若しくは非支配持分となるまで）売

却するか、又は現在独立して保有いる対象会社を合併若

しくはその他の方法で統合しなければならない。 

Insurers or reinsurers who already have Indonesian 

businesses and are looking to acquire a controlling 

既にインドネシアで事業を展開している保険会社又は再

保険会社が、既存事業と同一の分類に属するインドネシ
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stake in another insurance or reinsurance company in 

Indonesia in the same category as their existing 

business would need to discuss with the OJK the 

implications of the single presence policy on the 

proposed acquisition and its structure – for example, 

whether they would be prohibited from acquiring the new 

company unless the acquisition was structured in such a 

way as to amalgamate both businesses or whether the 

OJK would grant a  “grace period” to either divest one of 

the businesses or to amalgamate them following the 

acquisition. 

アの保険会社又は再保険会社について支配持分の取得を

模索している場合には、単一持株政策が企図する持分の

取得及びその構成に及ぼす影響（例えば、当該持分の取

得が双方の事業を統合する形になるよう構成されない限

り、かかる新会社の持分の取得は禁じられるか否か、又

は、OJK が、当該持分の取得後にいずれかの事業を分

割する若しくは双方の事業を統合するための「猶予期

間」を付与するか否か等）について、OJK と協議する

必要がある。 

FOREIGN OWNERSHIP LIMITS AND INDONESIAN 

SHAREHOLDER REQUIREMENTS 

外資保有の制限及びインドネシア内国資本の株主の要件 

The New Insurance Law has not amended the foreign 

ownership cap applicable to insurers and reinsurers 

under the 1992 Law and this therefore remains at 80%. 

新保険法は、1992 年法に基づき保険会社及び再保険会

社に適用される外資保有の上限は変更しておらず、よっ

て外資保有の上限は 80％に据え置かれる。 

Under the 1992 Law regime, foreign shareholders were 

permitted to exceed the 80% cap if they injected 

additional capital into the insurer or reinsurer as part of a 

rights issue where the Indonesian shareholder(s) had 

not participated and were therefore diluted.  Whilst this 

position remains unchanged at present, it could be 

amended by subsequent OJK regulation. 

1992 年法に基づく法制度においては、外資の株主は、

インドネシアの株主が参加しなかったことによって希薄

化したライツイシュー（rights issue）の一環として保険

会社又は再保険会社に追加出資すれば、80％の上限を超

えて持分を保有することが認められていた。現時点で

は、この点に変更はないが、OJK が今後発令する規則

によってこの制度が変更される可能性は残る。 

The New Insurance Law has, however, taken a more 

stringent approach to how Indonesian ownership is 

evidenced.  Under the 1992 Law, an Indonesian 

shareholder was classified for the purposes of the 

foreign ownership cap as either an Indonesian national 

or an Indonesian legal entity which was itself wholly 

owned by another Indonesian legal entity (i.e. the law 

did not consider the ultimate ownership of the 

Indonesian shareholder company and merely 

considered the ownership of the parent company of the 

immediate shareholder). As a result, it became common 

practice for a foreign shareholder to directly hold 80% of 

the Indonesian insurer or reinsurer and to indirectly own 

the remaining 20% through an Indonesian company with 

an Indonesian parent company, thereby effectively 

owning, directly and indirectly, 100%. Under the New 

Insurance Law, this type of structure is no longer 

possible as the Indonesian entity holding shares in the 

insurer must be “directly and indirectly wholly owned by 

Indonesian nationals”. 

しかしながら、新保険法は、インドネシア内国資本によ

る持分保有をどう証明するかについて、より厳格なアプ

ローチを採用した。1992 年法では、外資保有制限を適

用するにあたり、インドネシア内国資本の株主は、イン

ドネシア国籍を持つ個人又は、他のインドネシア法人が

全額出資するインドネシア法人のいずれかに分類されて

いた（すなわち、同法は、インドネシア内国資本の株主

たる法人の最終的な所有関係は問題とせず、直接の株主

の親会社の所有関係にのみ着目するものであった。）。

その結果、外資の株主がインドネシアの保険会社又は再

保険会社の 80％の持分を直接的に保有し、インドネシ

アの親会社を持つインドネシアの会社を通じて残り

20％を間接的に保有することにより、実質的には、直接

的及び間接的に 100％所有するというのが一般的な実務

慣行となった。新保険法の下では、この種の仕組みはも

はや不可能になる。なぜなら、保険会社の持分を保有す

るインドネシア法人は、「インドネシア国籍の者が直接

的及び間接的に全額出資」している法人であることを要

するためである。 
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As with the single presence policy, there are no 

“grandfathering” provisions under the New Insurance 

Law.  If such “grandfathering” provisions are not 

introduced in subsequent OJK regulation (and we 

understand that the OJK is currently considering this 

issue), foreign insurers/reinsurers who currently do not 

comply with these restrictions must either: 

 sell down or restructure their indirect 

“Indonesian” shareholding so that it is held by 

one or more Indonesian nationals or entities 

which are ultimately wholly owned by 

Indonesian nationals; or 

 undertake an IPO of the insurer or reinsurer, 

in each case within five years of the New Insurance Law 

coming into effect.  

単一持株政策と同様、新保険法は「grandfathering」条

項を設けていない。したがって、OJK が今後発令する

規則に「grandfathering」条項が盛り込まれない場合

（当事務所の理解では、OJK は現在この問題を協議中

である。）、現在こうした制限を満たしていない外資系

保険会社／再保険会社は、 

 間接的に保有する「インドネシア国内資本の」

持分について、1 人若しくは複数のインドネシ

ア国籍の個人又は、インドネシア国籍の者が最

終的な全額出資者である法人が保有する形にな

るよう、当該持分を売却若しくは調整する、又

は 

 当該保険会社若しくは再保険会社の IPO（株式

公開）を実施する 

のうち、いずれかの対策を、いずれの場合も新保険法の

施行から 5 年以内に講じなければならない。 

Whilst the New Insurance Law has not changed the 80% 

foreign ownership cap, it has given the Government 

(after consultation with the OJK and the Indonesian 

Parliament) a mandate to change this cap by regulation 

in the future. It is worth noting that during the debating 

and drafting of the New Insurance Law, a foreign 

ownership cap of 49% was discussed. 

新保険法では 80％という外資保有比率の上限は変更さ

れなかったが、政府は、（OJK 及びインドネシア議会

との協議の上で）将来、政令により当該上限を変更する

よう付託された。新保険法を巡る議論及び法案作成の段

階において、外資保有比率の上限を 49％とする案が議

論されたことは注目に値するといえよう。 

CONTROLLING PARTY コントローラー 

The New Insurance Law provides that an Indonesian 

insurer or reinsurer must specify at least one “controller” 

in relation to it.  A “controller” is defined as “a party 

which directly or indirectly has the ability to determine 

the directors or commissioners and/or influence the 

actions of the directors or commissioners of the insurer 

or reinsurer”. 

新保険法は、インドネシアの保険会社又は再保険会社が

自社に関連して少なくとも 1 名の「コントローラー

（controller）」を指定しなければならないと規定してい

る。「コントローラー」とは、「直接的若しくは間接的

に、保険会社若しくは再保険会社の取締役若しくはコミ

サリス（監査役）を決定する能力、及び／又は保険会社

の取締役若しくはコミサリス（監査役）の行動に影響を

及ぼす能力を有する者」と定義されている。 

This provision enables the OJK to identify an entity 

within the shareholder’s group that will assume 

responsibility to the extent that the insurer or reinsurer: 

 fails to fulfil its obligations to policyholders as a 

result of the influence of the shareholder’s group 

on management of the insurer; and/or 

 suffers loss as a result of its control by the 

shareholder’s group. 

本規定により、OJK は、次の場合に、株主グループ内

において責任を引き受ける法人を特定することが可能と

なる。 

 株主グループが保険業者の経営に影響力を行使

した結果、保険会社若しくは再保険会社が被保

険者に対する義務の履行を怠る、及び／又は 

 株主グループによる支配の結果、保険会社若し

くは再保険会社が損失を被る。 
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The OJK has the power to determine that an insurer or 

reinsurer is controlled by a person other than the person 

nominated by the entity itself. 

OJK は、保険業者又は再保険会社が自ら指名した者以

外の者により支配されているかを判断する権限を有す

る。 

The controller must report to the OJK on a regular basis 

and a person designated as a controller cannot cease to 

be a controller without the OJK’s approval. 

コントローラーは定期的に OJK に報告する義務を負

い、また、コントローラーに指名された者は OJK の承

認なしにコントローラーの職を辞することはできない。 

SPIN OFF OF SHARIAH BUSINESS イスラム保険事業のスピンオフ 

To the extent that an insurer or reinsurer carries out 

conventional and Shariah insurance business through 

the same company, it must separate the Shariah 

business into a separate company within ten years from 

the date the New Insurance Law comes into effect. 

保険会社又は再保険会社が、同一会社を通じて通常の保

険事業とイスラム保険事業を行っている場合には、新保

険法の施行から 10 年以内に当該イスラム保険事業を別

会社へと切り離さなければならない。 

However, if the Shariah element of an insurance or 

reinsurance company exceeds 50% of the total 

insurance portfolio of the company, it must be separated 

immediately. 

但し、保険会社又は再保険会社が営むイスラム保険事業

の要素が当該保険会社の保険ポートフォリオ全体の

50％を越える場合には、当該保険会社はイスラム保険事

業を直ちに切り離さなければならない。 

OBLIGATION TO USE DOMESTIC INSURANCE AND 

REINSURANCE CAPACITY 

国内の保険及び再保険の引受能力を利用する義務 

Under the New Insurance Law, insurance and 

reinsurance companies must optimise the use of local 

insurance and reinsurance with a view to increasing 

domestic capacity. This provision will be supported by 

the Government setting up a new State owned 

reinsurance company and providing incentives in 

respect of the pooling of certain risks. 

国内の保険引受能力を高めることを視野に、保険会社及

び再保険会社は、新保険法に基づき国内の保険及び／又

は再保険を最大限利用しなければならない。当該規定を

下支えするため、政府は国営の再保険会社を新設し、特

定のリスクのプールに関してインセンティブを提供する

予定である。 

Prior to the New Insurance Law coming into effect, 

foreign entities operating in Indonesia could insure or 

reinsure their assets and/or risks with offshore insurers. 

Now, any assets and/or risk located in Indonesia, 

irrespective of ownership, must be placed with a local 

insurer or reinsurer unless a local insurer or reinsurer is 

unable or unwilling to underwrite such asset or risk. 

新保険法が施行される以前は、インドネシアで事業を展

開する外資系企業は、自社の資産及び／又はリスクにつ

いてインドネシア国外の保険会社と保険契約又は再保険

契約を締結することが可能であった。今後は、インドネ

シアに所在する資産及び／若しくはリスクについてはす

べて、その所有関係にかかわらず、国内の保険会社若し

くは再保険会社と保険契約を締結しなければならない。

但し、国内の保険会社又は再保険会社がかかる資産若し

くはリスクを引き受けることができない、又は引き受け

ることを希望しない場合を除く。 

NEW POLICYHOLDER PROTECTIONS 新しい被保険者保護 

In order to increase protection for policyholders, 

insurance companies now have an obligation to 

被保険者の保護を強化するため、保険会社は今後、保険

証書保証プログラムへの参加を義務付けられる。この保
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participate in the insurance policy guarantee 

programme. This guarantee programme is expected to 

be introduced via subsequent OJK regulation in the next 

three years. In the intervening period, the relevant 

existing provisions under the 1992 Law will remain in 

force. 

証プログラムは、今後 3 年以内に、OJK が今後発令す

る規則により導入される予定である。移行期間中は、

1992 年法に基づく既存の関連規定が引き続き有効とさ

れる。 

  

For further information about any of the issues 

highlighted in this briefing or to discuss any particular 

legal or regulatory issues with respect to your business 

in more detail we would be delighted to hear from you. 

本アップデートで取り扱った問題に関する追加情報のお

問い合わせ、また、貴社の事業に関する具体的な事案に

ついてのご相談等ございましたら、ご遠慮なくお知らせ

ください。 

For more information, please contact: 連絡先 

Jake Robson 

Partner 

Singapore 

+65 6922 2026 

JRobson@mofo.com 

 

Maria Steeples 

Senior Associate  

Singapore 

+65 6922 2027 

MSteeples@mofo.com 

 

ジェイク・ロブソン 

パートナー 

シンガポール 

+65 6922 2026 

JRobson@mofo.com 

マリア・スティープルズ 

シニア・アソシエート 

シンガポール 

+65 6922 2027 

MSteeples@mofo.com 
 

Saori Nakamura 

Partner  

Tokyo 

+81 3 3214 6522 

SNakamura@mofo.com 

 
 

中村さおり 

パートナー 

東京 

+81 3 3214 6522 

SNakamura@mofo.com 

 

 

 

About Morrison & Foerster: 

We are Morrison & Foerster—a global firm of 

exceptional credentials. Our clients include some of the 

largest financial institutions, investment banks, Fortune 

100, technology and life science companies. We’ve 

been included on The American Lawyer’s A-List for 11 

straight years, and Fortune named us one of the “100 

Best Companies to Work For.” Our lawyers are 

committed to achieving innovative and business-minded 

results for our clients, while preserving the differences 

that make us stronger. Visit us at www.mofo.com. 

モリソン・フォースターについて 

モリソン・フォースターは優れた実績を誇る世界的な法律事

務所です。クライアントには大手金融機関、投資銀行、

Fortune 100 企業、テクノロジー・ライフサイエンス関連企業

等が名を連ねています。American Lawyer 誌の A-List に

過去 11 年間連続で選ばれただけでなく、Fortune 誌が「働

きたい全米トップ 100 企業」として当事務所を挙げていま

す。モリソン･フォースターの弁護士はクライアントのために

最良の結果を出すことに全力を注ぐ一方で、より強固な事務

所となるべく各弁護士の個性を失わないよう配慮していま

す。詳しくは、当事務所のウェブサイト（www.mofo.com）を

ご覧ください。 

Because of the generality of this update, the information 

provided herein may not be applicable in all situations 

and should not be acted upon without specific legal 

advice based on particular situations. Prior results do 

not guarantee a similar outcome. 

本稿は一般的なもので、ここに含まれる情報はあらゆる事

案に適用されるものではなく、また個別の事案に対する具体

的な法的アドバイスを提供するものでもありません。 


